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しかし，他の研究者たちは異なる見解を示し  

ている。ツェーラー（1）やガスリー（2）によると，  

ソクラテスの愛知活動とは，ソクラテスと対話  

相手による真の徳の知の「共同探求」（common  

search）であり，ソクラテスはこのような活動を，  

知は原則として人間にとって到達可能であると  

いう「不動の確信」（anunshakableconviction）  

に基づいて行っていたとされる。あるいは，ア  

ダム（3）によると，ソクラテスの愛知活動は，「人々  

に真の知恵へのあこがれを植え付けること」（to  

implantinthemalongingfortruerwisdom）で  
あり，ガリー（4）の主張では，ソクラテスは「（ソ  

クラテスの対話の方法である）エレンコスを通  

じて，他者に無知を告白させ，このことにより  

彼らに真理を追求するよう促すことを日ざして  

いる」とされる。   

ソクラテスの活動に関するこのような説明は，  

先に見たプラトンの『ソクラテスの弁明』や，  

クセノフォンの『ソクラテスの思い出』のソク  

ラテスと一致しない。なぜなら，先に見た研究  

者たちの見解を前提すると，ソクラテスはむな  

しいことがわかっていながら，人々に真の知恵  

へのあこがれを植え付けたり，彼自身は人間に  

は獲得不可能であると考えていることを人々に  

追求するよう勧めていたことになろう。   

ウッドラフ（5）とブリックハウス＆スミス（6）の  

考えでは，ソクラテスは徳の正しい概念を探求  

しているが，この彼の仕事が，いつか成し遂げ  

られるであろうと信じることはできなかったと  

される。つまり，ソクラテスは，徳の知は人間  

には獲得不可能であると堅く信じていたにもか  

かわらず，対話相手たちと徳の知を追求してい  

たことになる。ブリックハウスとスミスによる  

と，徳の知を追求し，また，人々にもそれを追  

求するよう励ますソクラテスの活動は，ともか  

1．問題   

プラトンの『ソクラテスの弁明』（23a－b）に  

おいて，ソクラテスは「ソクラテス以上の知者  

はいない」というデルフォイの神託の意味につ  

いての最終的解釈を与えている。それによると，  

この神託は神の人間たちへの伝言であり，その  

伝言によると，（1）人間の知恵などというもの  

はほとんど何の価値もないのであり（23a6－7，  

23b3－4），（2）人間たちのうちで「最も知恵があ  

る」（叩β如ねわ5）と言えるのは，ソクラテスの  

ように，知恵に関して何の価値もないことを悟  

った者であるとされる（23b2－4）。この箇所で人  

間たちに否認されている知恵は，とりわけ，「立  

派で書きこと」（21d4），つまり，「徳」につい  

ての知恵である。従って，ソクラテスによる神  

託解釈の含意するところでは，徳の知は人間に  

は到達不可能であり，人間たちに許される最高  

の知恵とは，徳を知ることのできる知恵ではな  

く，そのような知恵の欠如を自覚する知恵であ  

る。   

このことは，クセノフォンの『ソクラテスの  

思い出』（1．1．7－8）からも傍証することができ  

る。それによると，他の専門知は「人間の認識」  

（α乃班r柳加即納適）によって習得することがで  

きるが，「最も重要な事柄」（cf．プラトン『ソク  

ラテスの弁明』22d7），つまり，政治や徳の知  

は神々が自分たちの所にとっておいているので  

あり，人間たちには分明ではないとされる。以  

上から，プラトンの『ソクラテスの弁明』にお  

いても，クセノフォンの『ソクラテスの思い出』  

においても，ソクラテスは徳の知が人間にでは  

なく，神に属すると確信していたと結論するこ  

とができる。  
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っていたのであり，デルフォイの神託をきっか  

けにして倫理的研究に向かうようになったとい  

う考えもあるが，ソクラテスは，『ソクラテスの  

弁明』の中で，自然研究に従事したことをはっ  

きりと否定している。また，彼が自然研究にた  

ずさわっていたなら，神託を反駁し，彼以上の  

知者を見つけるためには，自然学者のところに  

行くべきなのに，政治家や詩人たち，手職人た  

ちのところに赴き，「立派で善きこと」（21d4），  

つまり，徳について議論していることは，奇妙  

である。むしろ，これらのことが示唆するのは，  

彼が神託を聞く以前に追求していたのは，徳の  

知であったということ，そして，少しも知者で  

ないと自覚していたので，神託を聞いて大いに  

困惑したという彼の発言（21b3－5）は，彼が徳  

の知を追求していたけれども，徳の知の獲得に  

は至らなかったということを示している。   

第二の期間は，ソクラテスが神託を聞き，そ  

の真の意味を探求することに着手した時に始ま  

る。彼は法廷で，神託の真の意味に到達し，彼  

の使命を自覚するに至った経緯を語っている  

（23a5－b4）。従って，この期間は，彼が彼の使  

命に目覚めるまでの期間と，目覚めて後の期間  

とに，さらに二分することができよう。  

（1）この期間の前半は，ソクラテスが神託の  

意味を探求するために，彼以上の知者を探し求  

めて，政治家たちや詩人たち，手職人たちのと  

ころを遍歴した時期である。彼が知者を探求す  

るために，彼自身が無知を自覚していた徳につ  

いて，その「何であるか」の問いを，知者と思  

われる着たちに問うたのは，自然なことであろ  

う。この場合，この間いの主目的は，徳の知の  

探求ではなく，「私より知恵のある者」（21c2）  

を発見し，神託の表面の意味を反駁し，これに  

よって神託の真の意味を追求することにあった。  

その結果，彼が認識したのは，神は神託を通じ  

て人間たちに先ほど述べたような伝言を伝えて  

いるというものである。以後の彼の活動は，こ  

の神の伝言を人間たちに伝える活動であった。  

（2）ソクラテスは神託の意味についての彼の  

解釈を述べた直後に，この彼の解釈と，神的使  

命としての彼の生涯の活動を，以下のように結   

く意味がある。なぜなら，人はそのような活動  

によって，徳の知にいくぶんかは接近すること  

ができるからとされる。   

確かに，彼らのこのような見解は積極的で尊  

敬するべきものではあるが，私の疑問は，そも  

そもソクラテスは果たして徳の「正しい定義」  

を追求しようとしていたのかどうか，というも  

のである。ソクラテスの「徳とは何であるか」  

という問い自体は，彼が徳の知を追求していた  

という見解を証拠立てるものではない。我々は  

このような問いを他の様々の動機からも問うか  

らである。例えば，人はそのような問いを，何  

かを知っているように見える者が，当の事柄を  

本当に知っているかどうか調べるために問うこ  

ともあろう。また，重大なことを共同で行おう  

として，その前に，知っている者同士が確認し  

あう場合にも問うことがあろうし，教場などで，  

知っている者が知らない者に興味を起こさせ，  

教示する手段として問うこともあろう。   

この間題は，ソクラテスの「愛知」（♪ゐ〃0∫ロー  

♪ゐgg乃，『ソクラテスの弁明』29c8，28e5，29d5）  

がそもそも何であるかについて，研究者たちの  

考えが曖昧であるところから生じていると考え  

られる。それゆえ，以下の論究において，ソク  

ラテスの生涯の活動である愛知活動を再検討す  

ることにしたい。  

2．デルフォイの神託以前・以後におけるソク  

ラテスの愛知活動  

『ソクラテスの弁明』（20c4－23cl）から，彼  

の生涯の活動の期間が，大きく二つに区分され  

ることがわかる。   

第一の期間は，彼が友人のカイレフオンから  

デルフォイの神託を聞く以前の期間である。カ  

イレフオンがデルフォイにまで赴き，「ソクラテ  

ス以上の知者が存在するか否か」（21a6）を尋  

ねたことは，ソクラテスがそれ以前から愛知活  

動を行っていたこと，および，その活動のゆえ  

に，少なくともカイレフオンの目には，ソクラ  

テスは知者と考えられたということを強く示唆  

している。   

ソクラテスはこの期間に自然研究にたずさわ  

－2－  



びつけている。  

「こう言ったわけで，私は神に従い，今もなお  

歩き回り，町の者でも外国の看でも，私が知者  

であると思う者を探しだして，調べるのです。  

そして，彼が私に知者であるとは思われない場  

合には，神の手助けをして，知者でないことを  

明らかにするのです。」（23b4－7）  

ここに要約されている彼の活動は連続的にな  

されるべき三つのことを含んでいる。一つは，  

知者と見える者を探すこと，次に，その者が本  

当に知者であるかどうかを調べること，最後に，  

その昔が知者でないなら，その者が知者でない  

ことを明らかにすることである。現実には，彼  

が調べた人間たちは誰一人，徳の知を持ってい  

なかったので，最後の段階はつねに第二の段階  

に続いた。さて，この一連の活動を，彼は「神  

に従い」，「神の手助け」として行っている。し  

かし，先の引用文から明らかなように，彼のこ  

の活動には，「徳の知の追求の勧め」はまったく  

含まれていない。むしろ，神は神託を通じて，  

ソクラテスに「神の手助けをしつつ」（23b7），  

人々が「知者でないことを明らかにする」こと  

を要求している，と彼は受けとっている。言い  

換えれば，ソクラテスの活動とは，徳について  

の人々の無知を暴き，人々を「人間なみの知恵」，  

つまり，無知の知を獲得するように勧める活動  

であったと言えよう。なぜなら，「人間なみの知  

恵」を獲得した人間こそ，人間の中で「最も知  

恵がある者」（23b2）となるからである。神的  

使命を自覚して彼のソクラテスの愛知活動とは，  

無知の知の追求であると言うことができよう。  

3．『ラケス』におけるソクラテスの愛知活動   

ソクラテスの愛知活動が以上の通りであるか  

否かを調べるために，ソクラテスが「何である  

か」の問いを導入するにあたり，その理由・目  

的を説明している唯一の初期対話篇である『ラ  

ケス』を取り上げ，調べてみたい。   

まず，『ラケス』において，「何であるか」の  

問いが導入されるまでの経緯を見ておきたい。  

この対話篇の導入部分（178aト181c9）では，  

重武装術の演武を見たあと，老リュシマコス  

とメレシアスがアテネの有名な将軍たちであ  

るラケスとニキアスに，「青年教育」（才ぞ乃才紬  

那御嶽細町如弱血勒180b8－Cl）のためにはどん  

な「学知」（椚α伽研α）が有益かという問題を捷  

示する。ラケスはこの問題に関してソクラテス  

も助言者に加えるよう提案し，ニキアスも賛成  

する。ソクラテスはまず，重武装術についての  

ラケスとニキアスの見解を問う（181dl－7）。ニ  

キアスはこの術は有益（181el）であると主張  

し（181d8－182d5），ラケスは無益であると主張  

する（182d6－184c8）。どちらに賛成投票するか  

問われ，ソクラテスはこのような問題は多数決  

によってではなく，「知識」（坤如顔鴫184e8）  

によって判断すべきであると主張する（184c9－  

elO）。従って，ソクラテスによると，ソクラテ  

ス，ラケス，ニキアスの三名のうち誰が知識を  

持つ「専門家」（185al）であるかを調べ，その  

者に従うべきであるとされる（184elト185alO）。  

そのような専門家は，彼がその技術を学んだ  

「書き教師」（成血s丘αわゴ卿ぬ）乙185b3），あるい  

は，彼がその技術を自分で発見する場合もある  

ので，彼の技術から生じた「作品」（185ell）を  

示すことができるはずである。   

ソクラテスは，今探求している「教師」とは，  

とりわけ若者たちの「魂の世話」（如γC如∫伽r  

砂地185e4）に関する専門家であることを明確  

にする（185b6－185e6）。そして，彼自身にはこの  

ような教師はいなかったし，自分でこのような技  

術を発見したこともないと告白した後（186a3－  

c5），ニキアスとラケスに，彼らの教師ないし  

弟子（作品）を問う（186c5－187b7）。しかし，  

両者ともこの間いに答えようとせず，彼らのソ  

クラテス体験を語り（187d6－189b7），ソクラテ  

スを賛美している。   

ラケスとニキアスに対する彼らの「善き教師  

は誰であるか」の問いから，「徳とは何である  

か」（190b7－8）の問いへの移行が見られるのは，  

ここにおいてである（189d4－190c2）。ソクラテ  

スは「徳とは何であるか」の問いを導入するに  

あたり，「次のような考察（何であるかの問い）   
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とである。これは，『ラケス』で語られているソ  

クラテスの活動についての，プラトンによる予  

示であろう。すると，この対語篇『ラケス』の  

中で，ソクラテスがラケスやニキアスに村して  

行っていることは，生の吟味として性格づけら  

れる。そして，ソクラテスによるニキアスやラ  

ケスに対する生の吟味は，「教師は誰であるか」  

の問いばかりでなく，「徳とは何であるか」の問  

いによっても遂行されているのである。ここか  

ら，「徳とは何であるか」の問いは，徳の知の探  

求ではなく，生の吟味のためのものであること  

がわかる。   

しかし，「徳とは何であるか」の問いが，なぜ  

生の吟味につながるのか。ラケスとニキアスは，  

リュシマコスとメレシアスによって，若者教育  

について「十分に知っている」（178b3）と思わ  

れている者たちである。また，彼ら自身も「人  

間を教育する能力があると思い」（186dl），「十  

分に知っていると信じている」（186d3）着たち  

である。彼らは重武装術の益について，「何ら恐  

れることなく」（186d2）彼らの考えを表明して  

いる。また，「徳の何であるか」を問われ，ラケ  

スは「知っている」と主張し（190c5，190e4），ま  

た，ニキアスも「勇気」について，「恐ろしいこ  

とと恐ろしくないことの知恵である」（194elト  

195al）と堂々と答えている。しかし，彼らは，  

結局，ソクラテスによってアポリアに追い込ま  

れている。両者とも本当は知っていないのに，  

知っていると思っていたことが暴露される。ソ  

クラテスはメレシアスに，「専門家」（185al）  

でない者に助言を求め，従う場合の危険を述べ，  

「用心」（185a9）を求めている。また，ニキア  

スとラケスには，彼らが知識を持つ専門家でな  

いのに助言しようとするなら，どれほど大きな  

危険があるかを力説している（186b5－8，187a8－  

b4）。つまり，本当は知っていないのに知って  

いると思い行動し，助言することは，助言を受  

ける側にも助言を与える側にも，大きな危険を  

含んでいるのである。従って，「教師は誰である  

か」という問いや，「徳とは何であるか」の開い  

によって，無知を明らかにされることは－ニキ  

アスがソクラテスの活動から人が蒙ることとし   

は，（教師は誰かの問いと）同じことに導くが  

（189e2），たぶん一層根本的である」（189el－3）  

と述べている。「善き教師は誰であるか」の問い  

は，先に見たように，ニキアスやラケス，また，  

ソクラテスが青年教育の専門家であるか否かを  

調べるために問われていた。そして，「徳とは何  

であるか」の問いも，「同じことに導く」とされ  

ている。従って，この間いも，同じ目的を持つ  

のは明らかであろう。つまり，ラケスやニキア  

スが徳の専門家であるか否かを明らかにするた  

めに問われているのである。では，なぜ「何で  

あるか」の問いは「一層根本的」なのか。ソク  

ラテスは，「徳とは何であるか」の知識を欠いて  

いるなら，「孜々はどうすれば何かを最もうまく  

獲得できるかについて，誰かの助言者となるこ  

とがどうしてできようか」（190b9－C2）と述べ  

ている。つまり，人を有徳な者にする「知識を  

持つ者」（189e3），あるいは，「助言者」（189e6，  

190cl）は，少なくとも，「徳が何であるか」を  

答えることができなければならないのである  

（189e3－190c2）。「教師は誰であるか」の問いは，  

人が専門家であるか否かの間接的な吟味法であ  

るのに対して，「徳とは何であるか」の問いは，  

その人の能力を直接的に調べることができるの  

で，「一層根本的」と言うことができよう。この  

ようにして，「徳とは何であるか」の問いは，徳  

の知を追求するために導入されているのではな  

く，ソクラテスの対話相手が徳の専門家である  

か否かを調べるために導入されていることは，  

明らかであろう。   

ニキアスは彼の書き教師が誰であるかを問わ  

れ，それには答えず，ソクラテスを賛美する。  

その中で，彼はソクラテスの活動を，「人が今い  

かなる仕方で生き，これまで生きてきたか」  

（187elO－188a2）について「吟味する」（188a3）  

活動として説明している。この説明は，『ソクラ  

テスの弁明」の中で，ソクラテスが彼自身の活  

動を「生の吟味」（39c7）として性格づけてい  

る際の説明とまったく同一のものである。とこ  

ろで，注意すべきは，ニキアスはこの際，「私自  

身が生の吟味を（これから）受けることになる  

のをよく知っている」（188a5）と述べているこ  
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て述べているように－「立派に行わなかった  

し，立派に行っていないと指摘されること」  

（188a7－bl）なのであり，このことは明らかに  

生の吟味に貢献するであろう。「何であるか」の  

問いを通じて無知を指摘された者は，ニキアス  

が言うように，今後の人生において「一層用心  

深く」（188bl）生きることができるであろう。  

『ラケス』で，ソクラテスが「何であるか」の  

問いによって実際に成し遂げていることを考察  

するところからも，「何であるか」の問いの目的  

が理解できよう。「何であるか」の問答の末，ラ  

ケスも，ニキアスも，ソクラテスによってアポ  

リアに追い込まれ，アポリアにあることを認め  

させられる（193e7，199e12）。ソクラテスは，彼  

らが若者教育の知識を持つ専門家，資格ある助  

言者ではないことを明らかにし，彼らにそれを  

認めさせることに成功したと言えよう。徳の知  

識を持ち，徳の専門家であると信じて行動し，  

気軽に人々に助言しようとした彼らにとって，  

このことは明らかに生の吟味となるのである。  

ニキアスは，彼の徳の教師を問われた時に，ソ  

クラテスの活動を生の吟味として性格づけ，そ  

のことを今これから受けるであろうと予想して  

いた（187elO－188a5）。そして，その通りのこと  

が現実になされたわけである。ソクラテスは  

「何であるか」の問いによって，彼が意図したこ  

とを実現しているのである。   

ここで注意すべきは，ソクラテス自身は，「何  

であるか」の問いによって，ラケスとニキアス  

の無知を明らかにしただけである，とは考えて  

いないということである。『ラケス』の巻末で，  

ラケスとニキアスに勧められ，リュシマコスは  

ソクラテスに息子たちの教育の助言者となるよ  

うに乞う（200d5－8）。しかし，ソクラテスはそ  

の申し出を断っている。なぜなら，ソクラテス  

によると，この村話によって，ラケスとこキア  

スのみがアポリアにあることが明らかになった  

のではない。ソクラテスが強調しているのは，  

彼自身を含め「我々すべてが等しくアポリアに  

陥った」（200e5）ということである。つまり，  

この村話のプロセスによって，「何であるか」の  

問いを問うソクラテス自身の無知も明らかにな  

ったのである。従って，ソクラテスは，彼自身  

を含めて「何よりもまず我々自身のために，そ  

してその後に，若者たちのために，できるかぎ  

り善き教師を探すべきである」（201a3－5）と述  

べている。  

4．ソクラテス的愛知活動の効用   

ソクラテスは，『ソクラテスの弁明』の中  

で，彼の愛知活動は人間にとって「最大の善」  

（別函ね乃御伽乃，38a2）であり，市民たちを幸  

福にする（36d9－el）ものであると述べている。  

もしそうなら，ソクラテスの愛知活動は，ただ  

単に神知の偉大さの前に，人知の無価値を嘆く  

だけの消極的なものではない。しかし，なぜソ  

クラテスの活動が，人間にとって最大の善であ  

り，人間を幸福にするのか。  

『アルキビアデスⅠ』のソクラテスによると，  

我々は行おうとすることを知っていると思って  

いる時にそのことを行おうとし，知っていない  

と思っている時は，知識を持つ他の人々に委ね  

る（117el－2，117c7）。それゆえ，「知っている者  

たち」（117e9）のみならず，「知っていない者  

のうちで，知っていないことを知っている者た  

ち」（117e9－118al）も，「過ちなき者として生  

きる」（117e4－5）。これに対して，行動におい  

て過ちをなす者とは，「知っていないのに知って  

いると思っている看たち」（118a二卜2）である。  

つまり，行動における過ちは，知っていない者  

が知っていると思う「無知」（喝那吻117d8）に  

起因するとされる（117d7－9）。このような無知  

こそ「諸悪の原因」（118a4）であり，『ソクラ  

テスの弁明』（29b卜2）とまったく同じ言葉を  

用いて，「非難されるべき無知」（118a4－5）と  

語られている。次いで，ソクラテスはこの詩論  

を道徳の領域に適用する。そして，彼は「最も  

重要な事柄」（118a7，Cf．『ソクラテスの弁明』  

22d7），すなわち，正義，莫，善，益（118alO－  

11）に関してのこのような無知が「最も悪をな  

し，醜い」（118a7－8）と述べている。これらに  

ついて無知であるにもかかわらず，知っている  

と思い，政治の世界に乗り出そうとしたアルキ  

ビアデスは，従って，「究極の無知」（118b6）  
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に陥っていたとされる。従って，「最も重要な事  

柄」，つまり，徳について無知を自覚した者は，  

究極の無知を免れ，徳に関して，「過ちなき者と  

して生きる」ことができるので，この意味で，  

ソクラテスの活動は人間にとって善きものと言  

えよう。  

『アルキビアデスⅠ』において，ソクラテス的  

無知の知について語られたことが，『カルミデ  

ス』においても，ほとんど同じ言葉を用いて，  

「健全な思慮」（瑚力和5〟乃β）について語られて  

いる。ソクラテスは『カルミデス』（169b5－  

171d2）において，「自己自身を知ること」（わ  

劇評∂∫如才乃鮎α払わ乃，164d4，167a6）という「健全  

な思慮」の定義を，「知識と無知識の知識」  

（169b6－7）として改変し（165c－166e），その存  

在可能性を疑い（166e－169c），また，その有益  

性を否定している（169c－175a）。しかし，「自己  

自身を知ること」としての「健全な思慮」の可  

能性は否定されていない。なぜなら，「自己自身  

を知ること」は，ソクラテス的無知の知に言及  

している「知っている事柄と知っていない事柄  

を知ること」（167a6－7，171d3－4）として言い表  

され，このような意味の「健全な思慮」には  

「大きな益」（171d5－6）があるとされている。  

なぜなら，「健全な思慮」を持つなら，我々は  

「知識を持っていない事柄」（171el）について  

は自分自身でなそうとせず，知識を持つ者を探  

し，「彼らに委ねる」（171e2；cf．『アルキビアデ  

スⅠ』117eト2）からである。そして，我々は  

「過ちなき者として生きる」（171d6－7；cf．『ア  

ルキビアデスⅠ』117e4－5）ことができるから  

である。このようにして，「過ち」（ゐα刑dγ如，  

171e7）が取り除かれので，我々は「幸福であ  

る」（172a3）。   

このように，『アルキビアデスⅠ』と『カルミ  

デス』における，ソクラテス的無知の知の益に  

ついての両作品の説明と用語は，きわめて類似  

している。両作品の大きな相違は，『アルキビア  

デスⅠ』ではソクラテスの無知の知の益が，非  

道徳的領域のみならず，道徳的領域についても  

説明されていたのに対し，『カルミデス』では  

「知っている事柄と知っていない事柄を知るこ  

と」の益が非道徳的領域についてのみ説明され  

ている。しかし，「健全な思慮」の益は，「すべ  

ての行為」（172al）において成り立つものとさ  

れているので，『カルミデス』の「知っている事  

柄と知っていない事柄を知ること」からの益に  

ついての議論を，道徳的領域に適用することは  

許されるであろう。   

道徳的・非道徳的領域を問わず，「健全な思  

慮」を持つ者は，彼自身や他の者が知っている  

事柄と，知っていない事柄を知る着である。そ  

のような者は，彼自身が知っていない事柄を自  

分でなそうとはせず，知っている者に委ねる。  

『ソクラテスの弁明』で述べられていたように，  

「立派で善きこと」の知識，つまり，善悪の知識  

は，人間にではなく神に属する。神のみが「善  

悪の知」に基づいた真の益，幸福を享受できる。  

人間の身でありながら，「知っている事柄と知っ  

ていない事柄を知る」ことを欠いているために，  

「善悪の知」を持っていると信じ，行動する者た  

ちは，深刻な過ちを犯すことになる。他方，「健  

全な思慮」を持ち，道徳的な領域において，「知  

っている事柄と知っていない事柄を知る」こと  

のできる者たちは，「善悪の知」が人間にではな  

く，神に属することを知る着たちである。この  

ような者たちは，非道徳的領域と同様，道徳的  

領域においても，彼らの行動を知識を持つ者に  

委ねることによって，「過ちなく生きる」ことが  

できる。このようにして，「健全な思慮」を持つ  

者は，神のごとくに幸福であるとは言えないが，  

それでも，道徳的過ちを免れているがゆえに幸  

福である（172a3）と言うことはできよう。以  

上が，「知っている事柄と知っていない事柄を知  

ること」としての「健全な思慮」からの益であ  

る。このような益は，ソクラテス的無知の知が  

与える益と本質的に同じであると言えよう。   

問題は，我々が徳についての無知を自覚した  

場合に，従うべき道徳的知者をどこに見いだす  

かという問題である。徳についての無知を自覚  

していたソクラテスは，道徳的知者を神に見い  

だし，しかも，神との直接的交流に恵まれ，神  

の命令やダイモニオンの合図に従うことができ  

た。しかし，我々の多くは神とのそのような交   
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は『クリトン』の中で，自己自身について，「自  

分で考察してみて最善であると思われるロゴス  

（言論）」（46b5－6）以外の，いかなるものにも  

従わない人間であると述べている。ヴラストス  

の解釈では，ソクラテスがダイモニオンの合図  

から真理を引き出すためには，「批判理性の無制  

限の範囲の展開」を必要とするので．ソクラテ  

スの理性はダイモニオンの合図よりも，より上  

位の原理と言うことになる。しかし，彼の解釈  

は，ダイモニオンの合図と予言的夢（やデルフ  

ォイの神託）との相違を無視した結果である。  

ダイモニオンの合図の場合，ソクラテスはダイ  

モニオンが何を禁止しているか解釈する必要は  

ない。なぜなら，ダイモニオンの合図は，つね  

にソクラテスがなそうとする具体的な行為を禁  

止するからである（『ソクラテスの弁明』31d3－  

4）。ソクラテスは，ダイモニオンがなぜその行  

為を禁止するかの理由を知らなくとも，つねに  

直ちにダイモニオンの禁止に従っている。彼が  

ダイモニオンに従う前に，禁止の理由を知るた  

めに，「批判理性の無制限の範囲の展開」を行っ  

ている例はない。ソクラテスが，彼の理性によ  

りダイモニオンの禁止の理由を探求して後，ダ  

イモニオンに従っているか，あるいは，理性的  

考察の結果，時には，ダイモニオンに従わない  

ことがあったという証拠があれば，確かに，彼  

の理性がダイモニオンよりもより上位の原理で  

あることが認められるであろう。しかし，その  

ような証拠はまったくないのである。そもそも，  

『クリトン』に現れる「最善の言論（ロゴス）」  

自体が，ダイモニオンの是認を受けたものであ  

ると考えられる。なぜなら，ダイモニオンは，  

彼の以前の言論の中でも，彼をしばしば「制止  

した」（40b4）とソクラテスは述べているので，  

彼が考察を通じて最善の言論に至る思考過程に  

おいても，彼はダイモニオンの禁止に出会って  

いると考えるべきであろう。むろん，ダイモニ  

オンは，ソクラテスが最善の言論に従って具体  

的に行動する際にも，以前には予見できなかっ  

た新しい状況に対処するため，さらに彼の行動  

を制止するかもしれない。   

このような神的な保護がある以上，ソクラテ   

わりに恵まれているわけではない。では，我々  

はいかにして，我々が従うべき道徳的知者を見  

つけることができるのか。その候補として私は  

ソクラテスを挙げることができる。そのことを  

以下で明らかにしたい。   

確かに，彼は，彼自身が認めているように，  

道徳的知識を欠いた着である。しかし，『ソクラ  

テスの弁明』で語られているように，ダイモニ  

オン（ダイモン的なもの，神霊的なもの）の合図  

は，もし彼が何かを「正しくない仕方で」（40a6）  

行おうとすれば，「ごく小さなことについても」  

（40a5－6），「頻繁に」（40a5）彼に反対したとさ  

れる。彼のダイモニオンは，小さな不正や悪か  

らもソクラテスを守っているので，ソクラテス  

はその行動において，大きな過ちを犯したこと  

はなかったと我々は確信することができる。注  

意するべきは，たとえダイモニオンの合図の理  

由がわからない場合でも，彼はつねにダイモニ  

オンの合図に従っているということである。た  

とえば，『エウテユデモス』（272e）において，  

リュケイオンの脱衣場から立ち去ろうとして，  

ソクラテスが立ち上がろうとすると，ダイモニ  

オンの合図が現れ，彼を制止した。この時，彼  

はダイモニオンの禁止の理由を知らなくとも，  

それに従っているのである。ダイモニオンの合  

図は，彼の行動を制止しただけではなく，彼の  

思考過程自体にも介入している。ソクラテスは，  

『ソクラテスの弁明』において，ダイモニオンの  

合図が裁判の日にまったく生じなかったことに  

驚いている。なぜなら，ソクラテスによると，  

ダイモニオンの合図は，彼の以前の「言論」  

（毎涙40b3）において，「しばしば」彼を「制  

止した」（40b4）からである。従って，ダイモ  

ニオンの合図は，彼の言論活動にも，従ってま  

た，彼の思考活動にも，「しばしば」介入したの  

は明らかであろう。彼が語り，思考している最  

中にダイモニオンの合図があれば，彼は思考を  

中断したか，あるいは，恐らくは思考の方向を  

変えたと考えられる。ソクラテスにとって，ダ  

イモニオンの合図は，彼自身の理性よりもより  

高い原理であると考えられる。   

他方で，ソクラテスは理性の人でもある。彼  
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我々の無知を自覚し，ソクラテスの発言や行動，  

思想を学び，それに従うことは，徳についての  

無知のただ中にあって，我々にも過ちなく生き  

ることのできる一つの可能性を与えるものであ  

ると言えよう。まことに，ソクラテスこそ，彼  

自身が自覚して語っているように，神が人類に  

与えた「贈り物」（『ソクラテスの弁明』30d7－  

el）と言えよう。  

5．無知の知を絶えず新たにする必要性と愛知  

活動の真の対象   

ソクラテスは，「（徳や他の事柄について）自  

分自身や他者を吟味してきた」（『ソクラテスの  

弁明』38a5）と述べ，あるいは，「自他を吟味  

しつつ愛知しながら生きるべき」（28e5－6）こ  

とを，神によって命令されたと述べている。つ  

まり，ソクラテスの愛知活動は，他者のみなら  

ず，自己自身をも対象としている。しかし，ソ  

クラテスはデルフォイの神託を聞く以前から，  

徳についての無知の自覚を持っていた（21b4－  

5）はずである。それなのに，なぜ，なおも自己  

自身を吟味する必要があったのか。このことを  

考える上で，以下に紹介する『カルミデス』の  

文章は大変に有益である。   

ソクラテスのエレンコス（吟味）が，議論の村  

象をなおざりにして，もっぱらクリティアス個  

人に向けられているというクリティアスの抗議  

に対して，ソクラテスは次のように述べている。  

「たとえ私が君を吟味するとしても，それはひ  

とえに私が何を言っているのか私自身をも調べ  

るためだ。つまり，私は本当は知っていないの  

に，何かをうっかりと知っていると思ってはい  

ないかと恐れるのでね。そして，現に今も，私  

はそれをやっているわけで，この議論を検討す  

るのは，なによりも私自身のためであると主張  

する。だが，それはたぶん他の親しい着たちの  

ためにもなるであろう。」（166c7－d4）  

「健全な思慮」とは何であるかに関して，ソク  

ラテスがクリティアスを吟味している（166c8）  

理由は，自己自身が何を言っているのかを調べ  

スは，いかなる行動をとるべきかということや，  

その行動の正しさについて，あれこれ考量をめ  

ぐらす必要はなかったのではないか，と人は考  

えるかもしれない。しかし，神がソクラテスに  

何かをなすよう命ずる時は，愛知をなせという  

ような，ごく一般的な命令を与えるだけである。  

また，ダイモニオンの合図は，彼が何かをしよ  

うとすると，それが正しくない場合にのみ，彼  

に警告を与えるだけであり，彼に何らかの具体  

的な行為をなすよう命ずるわけではない（『ソク  

ラテスの弁明』31d4）。さらに，ダイモニオン  

が将来も警告を与え続けるかどうかについては，  

ソクラテスには何の保証もないのである。従っ  

て，彼は日常の様々な困難な状況にあって，ど  

のような行動をとるべきかについて，彼よりも  

優れた者がいない場合には，それぞれの状況に  

おいて，自分自身で決定しなければならない。  

我々はこのことの最も善い実例を，『クリトン』  

で描かれているソクラテスの行動に，見いだす  

ことができる。彼は，確実に助かる可能性があ  

るのに，「自分で考察してみて最善と思われる言  

論（ロゴス）」（46b5－6）に従い，牢獄にとどま  

り，死刑判決を受け入れている。しかしながら，  

ソクラテスの言論（ロゴス）の中で，ダイモニ  

オンが「しばしば」ソクラテスを制止したとい  

う法廷でのソクラテスの発言（『ソクラテスの弁  

明』40b3－4）が，獄中のソクラテスの言論活動  

においても，なおも成り立つとするなら，彼が  

最善の言論に至る過程のみならず，獄中におい  

て最善の言論からの推論により正しい行動を見  

いだす過程においても，ダイモニオンがしばし  

ば彼の思考過程に介入したと考えるべきであろ  

う。従って，『クリトン』の巻末で述べているよ  

うに，ソクラテスは，『クリトン』でなされた議  

論の結論へと，「神が導いている」（別el）と意  

識しているのである。   

神的な保護のゆえに，ソクラテスの言行が完  

全に正しいものであったと言うのは言いすぎで  

あろう。しかし，彼の行動と思想の正しさは，  

少なくとも重大な事柄については，そのほとん  

どが，すでに神によって是認されたものである  

と言うことができよう。従って，もし我々が  
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自己吟味が可能になるのか。ソクラテスは，「た  

とえ君を吟味するとしても，それはひとえに私  

が何を言っているのか私自身をも調べるためだ」  

と述べている。つまり，他者吟味は自己吟味の  

ためである。しかし，ソクラテスの自己吟味と  

他者吟味は，どのような関係にあるのか。ソク  

ラテスは徳について無知であることを自覚して  

いる。しかし，クリティアスは「健全な思慮」  

（ソーフロシュネー）について，知っていないの  

に知っていると思っている状態にある（『カルミ  

デス』162d4－6，163elO－11）。先の引用にあるよ  

うに，ソクラテスがクリティアスを吟味する目  

的は，ソクラテスが自己自身を吟味するのと同  

じ目的であると語られている。つまり，うっか  

りと（2－1）「無知の不知」の状態に陥らないため  

にである。人は，ソクラテスが自己自身とクリ  

ティアスを吟味する目的は，ソクラテスとクリ  

ティアスのそれぞれが，「知っていないのに知っ  

ていると思う状態」（2－1）に陥ることを防止す  

るためであると考えるかもしれない。しかし，  

この場合，ソクラテスが自己自身を吟味する目  

的と，ソクラテスがクリティアスを吟味する目  

的は，同じではない。なぜなら，ソクラテスが，  

「自己自身が（2－1）「無知の不知」に陥ることを防  

ぐこと」と，ソクラテスが，「クリティアスが  

（2－1）に陥ることを防ぐこと」は，異なるから  

である。確かに，ソクラテスの目的が，彼が（2－  

2）「無知の知」の状態から（2－1）「無知の不知」に  

陥ることを防ぐため，と言うのは意味をなす。  

しかし，ソクラテスの目的が，クリティアスが  

（2－2）の状態から（2－1）に陥ることを防ごうとす  

ることである，と言うのは意味をなさない。な  

ぜなら，クリティアスはすでに（2－1）「無知の不  

知」の状態にあるからである。   

残された唯一の可能性は，ソクラテスがクリ  

ティアスを吟味する目的もまた，彼（ソクラテ  

ス）が知っていないのに，知っていると思う状  

態に陥ることを防止するためである，というこ  

とである。かくて，ソクラテスは「なによりも  

私自身のために」（166d3－4）クリティアスを吟  

味していると述べている。ところで，ソクラテ  

スの対話相手のうちでクリティアスが特異な存  

る（166dl）ためであるとされている。そして，  

彼が自己自身を調べる理由は，彼が「うっかり  

と」（166dl），本当は知っていないのに，何か  

を知っていると思ってはいないかと「恐れてい  

る」（166dl）からである。明らかに，この「知  

っていないのに，知っていると思いこむ」状態  

とは，彼が吟味した多くの人々の精神状態であ  

る。彼は，そのような状態に，彼自身も「うっ  

かりと」陥ってはいないかと恐れている。では，  

このように恐れている彼自身は，どのような精  

神状態にあるのか。彼は議論の対象について，  

（1）「知っている」状態にあるか，あるいは，  

（2）「知っていない」状態にあるかのいずれかで  

ある。「知っていない」状態はさらに，（2－1）  

「知っていないのに，知っていると思っている」  

状態と，（2－2）「知っていないので，その通りに  

知っていないと思っている」状態に区分できる。  

彼は「健全な思慮」について，それを知ってい  

ることを否定している（165b8－Cl）。しかしま  

た，彼が（2－1）の状態にあれば，このような恐  

れを持つことは，もはやあり得ない。むしろ，  

彼が吟味した多くの人々のように，「恐れなきこ  

と」がこの状態（2－1）の特徴である（cf．『ェウ  

テエフロン』4e7；『ラケス』186d2；『ヒッピア  

ス（大）』304d6）。従って，彼がデルフォイの神  

託を聞いた時に，「私は大にも小にも知者ではな  

いと自覚していた」（『ソクラテスの弁明』  

21b4－5）と述べているように，彼は（2－2）の状  

態にあると考えられる。（2－2）の状態にある彼  

が，（2－1）の状態にうっかり陥っていないかと  

恐れているので，彼のこの恐れが意味するのは，  

たとえ人が無知の知（2－2）を獲得したとしても，  

「知っていないのに，知っていると思う状態」（2－  

1）に再び陥る危険があるということである。そ  

して，ソクラテスはこのことを恐れているので，  

自己自身を調べていると述べている。ソクラテ  

スが毎日（『ソクラテスの弁明』38a3），絶えず  

自己吟味をしていたことを考えると，自己吟味  

を停止すれば，ソクラテスですら，「知っていな  

いのに，知っていると思う状態」にいつでも陥  

る危険があると考えられる。   

では，いかにして無知の知を持続するための  
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語られているように，「なによりも私自身のため  

に」なされているのである。つまり，ソクラテ  

スの活動の主たる対象は，彼自身なのである。  

このようなソクラテス像は，『ソクラテスの弁  

明』のソクラテス像と村立すると人は考えるか  

も知れない。しかし，『ソクラテスの弁明』の中  

で，ソクラテスの活動が市民たちにとって善で  

あることが強調されているのは，市民たちに対  

するソクラテスの活動を，神に対する敬度な奉  

仕活動として弁明するという，この作品自体の  

目的のゆえである。しかも，他者の益のための  

ソクラテスの自己犠牲が強調されているが，こ  

れは決してソクラテス自身の精神的善の増進を  

損なう意味の犠牲ではなく，私事を顧みず貧困  

に陥ったというような，物質的な面での犠牲に  

すぎない。従って，『ソクラテスの弁明』の中の  

ソクラテスの発言は，彼の愛知活動の主目的が  

彼自身であるという我々の考えと矛盾しないの  

である。   

以上の考察から生ずる結論は，以下のごとく  

にまとめることができよう。デルフォイの神託  

の真意についてのソクラテスの解釈は，徳の知  

は人間にではなく神に属するのであり，人間に  

許される最高の知恵とは，徳についての無知の  

自覚であるというものである。この解釈に従っ  

て，ソクラテスは以後の人生を，自他を吟味し，  

無知を暴露することにより，人間に許される最  

高の知恵を追求する活動に捧げた。この無知の  

知は，知っていないことについては，人を知者  

に従うようにさせ，人間に過ち無く生きること  

を可能にするものである。従って，無知の知を  

もたらす彼の活動は，人間たちにとって書きも  

のであり，幸福をもたらすものである。ソクラ  

テス自身は道徳的知者ではないが，ソクラテス  

の思想と行動は，神的是認を与えられたものな  

ので，神からの人間たちへの「贈り物」として  

の彼の思想と行動を学ぶことは，神との直接的  

交流を欠いた我々にとって，もし我々が無知を  

自覚するなら，有益である。しかし，無知の知  

は，ひとたび獲得すれば二度と失われることの  

ないものではなく，絶えざる他者吟味を通じて  

の自己吟味により，つねに新たにされなれば，  

在ではないので，ソクラテスがクリティアスを  

吟味することについて語られた以上のことは，  

彼の他者吟味に一般的に当てはまる。かくて，  

他者を吟味することにおいて，ソクラテスの目  

的は「なによりも私自身のために」，つまり，彼  

自身が知っていないのに，知っていると思う状  

態にうっかりと陥いることを防ぐためである。  

しかし，彼のこの行動は，彼自身の益のためだ  

けになされているのではない。なぜなら，「なに  

よりも私自身のために」という言葉の直後に，  

ソクラテスは，「たぶん他の親しい者たちのため  

にもなるであろう」と述べているからである。   

しかし，なぜソクラテスの他者吟味と彼らの  

無知を暴く行動が，ソクラテスがうっかりと知  

っていると思いこむ状態に陥ることを防ぐのか。  

先の引用文の中で，ソクラテスは，彼がクリテ  

ィアスを吟味しているのは，「それはひとえに私  

が何を言っているのか私自身をも調べるため」  

と述べている。この言葉の意味するところは，  

自己吟味は他者吟味を通じてなされるというこ  

とである。他者の知的状態を吟味し，無知を暴  

露することは，同時に，そして，なによりも，  

自己自身の知的状態を吟味し，自己の無知を再  

確認し，あるいは，新しく発見することを可能  

にする。なぜなら，第一に，たとえ「徳とは何  

であるか」の問いへの答えが対話相手の口から  

出ようと，他者の答えを彼自身のものと考える  

ことにより，彼は自己自身を吟味することがで  

きるからである。第二に，相手の無知を暴露し  

たのと同じ問いに，彼自身が満足のいく答えを  

与えることができない限り，ソクラテス自身も  

対話相手と同じ無知を共有していることになる  

からである。このようにして，ソクラテスが他  

者を吟味し，彼らの無知を明らかにすることは，  

同時に，彼が自己自身を吟味し，そのことによ  

り，彼自身の無知を再確認し，あるいは，新た  

に発見したりして，彼が知っていると思いこむ  

状態に陥ることを防ぐことに貢献するのである。   

ソクラテスは他者の吟味を通じて自己吟味を  

なしている。そして，ソクラテスの自他の吟味  

は，「たぶん他の親しいものたちのためにもな  

る」かも知れないが，むしろ，先の引用文中で  
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いつでも失われる恐れがある。それゆえ，ソク  

ラテスの愛知活動はなによりも彼自身の無知の  

知を新たにするためのものであり，他の者たち  

の益は副次的な村象であった。  

（本論は，“Socrates’ConceptionofPhilosophy”  

と題して，βγ才オブ5ゐ♪〟γ乃α才力γ才ゐgガ才5ね叩∂／  

餓払叫郎（12－1，2004，1－22）において発表した論  

文を改稿し，平成19年7月3日に開催された筑  

波大学人間総合科学研究科，教育学専攻の主催  

による教育学研究会において口頭で発表したも  

のに若干手を加えたものである。）  
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Socrates’AwarenessofIgnorance  

Shigeru YONEZAWA   

InthispaperIattempttoexplainwhatphilosophymeansforSocrates，aCCOrdingtowhomthehighest  

wisdomallowedfbrmenisanawarenessofhumanignorance．Despitetheviews，（1）thatSocrates’philosophyis  

acommonsearchformoralknowledgewithcitizens，（2）thatSocrates’aimistoacquireeclecticknowledge，and  

（3）thatSocratespursuesmoralknowledgewhichhebelieveshecanneverattain，Socrates’motiveseemstobe  

nomorethantha亡hedisclosespeople’sfalseconceitofknowledgeandmakesthemrealizetheirownlgnOranCe．  

IputforthaviewthatSocrates’philosophymeansanincessantpursuitofhumanWisdom，i・e．，anaWareneSSOf  

moralignoranCe，Whichhewillloseatanytimeifheshouldstopexamininghimselfandothers，andthatthe  

maintargetofhisactivitiesisSocrateshimself，nOtOthercitizens．  
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