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［提題者への応答］ 

私の本を一所懸命読んで下さり、質問をまとめて下さってありがとうございました。 

それで、今のお三人のおっしゃったことについて、私がその要点を私流にまとめてお答え

したいと思います。 

篠澤和久氏への応答 

まず、篠澤さんへのお答えですが、問題は「無知」とは如何なる意味において無知なのか

ということです。篠澤さんの疑問の一つは、神託事件というものがあってからエレンコスの

活動が起こるわけですが、その神託がある以前からソクラテスには無知の自覚があったとい

うことですね。だから、神託以前の無知と、神託を受けた後にエレンコスの活動をすること

によってソクラテスが確信を深めた無知が、違うのか、同じなのか。そこのところがはっき

りしない、ということですね。 

それで、篠澤さんの疑問の中に「神託の反駁」という言葉が出てきますが、そして、実際

にソクラテスは「神託の反駁」という言葉を確かに使っていますけれども、これは、内容的

には「神託の投げた謎の解明」ということです。なぜなら、ソクラテスは自分で言っていま

すけれども、神は嘘をつくことはないはずだから、神託を反駁することは不可能なことなの

です。初めからソクラテスはそういうことは分かっているわけです。だから、ソクラテスが

「自分は無知である」という非常に深い自覚を持っていたにも拘わらず、神託が「ソクラテ

スは知者である」と言ったときに、この一見事実に反する神託には何か深い意味があるので

はなかろうか、とソクラテスは考えたわけです。だから、その意味を探るということがエレ

ンコスなのであって、現実に神託を反駁するというようなことは、意図としても全くソクラ

テスの念頭にはないということです。それから、篠澤さんのその疑問の中に、ソクラテスは

「自分は知者ではない」という自覚を持っていたのに、それが「知者である」という自覚に

反転したと言われていますね。これに対して、ソクラテスに反駁された人達の方は、「自分

は知者である」と思っていたのに、実は「無知であった」というところに突き落とされた、

と。だから、そこに、ちょうど逆方向に対照的な事態が起こっているのだ、というふうに書

かれています。それはですね、そこで篠澤さんがソクラテスの反転だと言ったそのことは、

「ソクラテスが無知であるという事態が無知でなくなった」という意味ではありません。か
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えって、ソクラテスはその無知の自覚を深めたということです。まさに、「無知の自覚を深

めるということが賢さである」ということが分かったということが、これが、「ソクラテス

が知者である」という神託の意味なのです。 

知者になるということは、ソクラテスが求めていた善美について知者の段階に入ったとい

うことではなくて、ますます無知の自覚を深めたということ、そのことが分かったというこ

とです。だから、そこには無知と言うことについての何かポジティヴな意味の自覚というこ

とがおそらくある、と思います。それが問題です。無知がなくなったという意味ではありま

せん。それで、エレンコスの活動こそがこの神託事件の謎を解明する道であったというのは、

エレンコスの活動がソクラテスにとってはその自覚を深める活動だったということです。そ

して、ソクラテスに反駁された人たちは、もともと無知なわけで、それで、反駁されても無

知であるということの自覚を持っていません。ただ自尊心を傷つけられたというような、そ

のような程度の段階に止まっているわけですから、「自分は知っている」と思っていたのは、

要するに、初めから虚偽の状態なのです。その虚偽の状態の化けの皮が剥がされたというだ

けのことであって、そこには、知者から無知への反転ということはないのです。反駁された

人々の方には、「もともと無知であったのだ」という自覚もおそらくはないでしょう。 

それから、篠澤さんが非常に重大なことととして取り上げて下さった知識の断片性につい

てですが、この本の中で書きましたように、断片性とはソクラテスが体系的な知識の段階に

到達していない、ということです。これは、ソクラテス対話篇を読めば、どうしてもそうな

っています。断片的であるということは、全体としての見通しがついていないということで

すね。それは、根拠が明確になっていないということですね。だから、そういう意味では、

知としては揺るぎない段階には到っていない。揺るぎなさが欠けている。篠澤さんが言われ

るように、篠澤さんの質問の四頁にある体系性、普遍性、根源性の欠如というのは、倫理的

真理に固有のものではなくて、何の真理であっても、何の知識についても、それが完全でな

いということの印として、断片的とか普遍性の欠如ということは言えるのです。これは全く

その通りです。だから、それだけでは、ソクラテスが問題にしている倫理的領域における無

知の意味を解明するのに十分ではないと、篠澤さんは指摘していますが、全くその通りです。

だから、それに加えて何かもっと重大な問題があるのだ、ということを、私は最後に、お三

人の質問に答えてから、少し言うつもりです。 

それから、篠澤さんにあと一つだけ。篠澤さんの質問の六頁ですが、注六という大変長い

注がありますね。その注六で言われていることについてですが、この対話活動に踏み込む以

前にソクラテスは無知の自覚を当然持っていたわけです。持っていたから、神託がやってき

たときに驚いたわけです。それと、反駁的対話の活動を開始した以後の彼の無知の自覚との

間に本質的な相違があるのかどうなのか、という問題ですが、私は、本質的な相違はない、

違いはない、と考えています。ただですね、どこかに違いがあるとすれば、反駁的対話の以

後では、「この無知こそが賢さである」という、そういう積極的な評価が無知に与えられた

というところです。無知であるということ、その無知自体については、なんの違いもないの

だけれども、この無知こそが人間の賢さだという自覚が生じたということです。神託をきっ
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かけとして、エレンコスの活動によってです。人間の賢さというのはそれ以外にないのだ、

と。無知の自覚以外にないのだ、という段階に到達したのは、反駁的対話の後に起こった出

来事です。篠澤さんのご質問についてはそのくらいです。 

田中伸司氏への応答 

 田中さんは、最初アポリアの解消が大事なんだと言われているのですね。アポリアの解

消への努力とは、ソクラテスの場合にはエレンコスですから、反駁的対話ですから、対話者

双方のドクサとドクサがぶつかっているわけですね。異なった人間の間のドクサがぶつかっ

ている時、そのぶつかっているドクサが合意に達するということが、対話が前進するきっか

けであり、対話が前進するということがアポリアの解消に向かうということなわけです。だ

から、アポリアを解消する道とは、その対話者同士の合意がポイントです。田中さんは、ど

こかで、私が、アリストテレスとソクラテスの場合を区別していないのではないか、そうい

うことを言っておられましたね。アリストテレスの場合は、もちろんアポリアの解消という

形で哲学が行われていきますが、対話の様式で哲学が行われていませんから、その分析や検

討の基盤になっているものがまさにエンドクサということです。いくつかの複数のエンドク

サを、どういうふうに両立させ得るか、それがアリストテレスのやり方です。両立させ得る

かということは、このエンドクサの場合には、ここのところがおかしいけれど、ここのとこ

ろがいいのだ。他方のエンドクサでは、ここのところがおかしいけれど、ここのところがい

いのだ、というような、そういう言わば一種の論理的かつ経験的な検討をするわけですね。

それについては、いろいろな例がありますが、たとえば、アクラシアの議論というのがそう

いう議論なのです。単にアポリアの解消の仕方と言っても、この二人の場合には解消の目指

すところが全く違うとは言えないかも知れませんが、やり方が違うということです。 

その問題はそれとして、私が反駁的対話の典型として用いた対話篇が『ゴルギアス』です

けれども、その『ゴルギアス』対話篇におけるゴルギアスからポーロスへの展開が対話の深

化である、と私は言うのです。深化とは深まっている、ということです。ゴルギアスの反駁

が終わって、次にポーロスの反駁が行われる。そのときに、ゴルギアスの反駁というものが

もっと根底的に深まっていってポーロスの反駁になり、さらに、ポーロスが反駁されたとき

に、その次にカリクレスが現れてくる。そのカリクレスの反駁は、さらに、ポーロスの反駁

をもっと深めていく。こういう三段階の深化があると、私は言うのです。田中さんはそうで

はないと考えているのですね？ゴルギアスの反駁からポーロスの反駁への展開には対話の

深化がない、と。つまり、別々の反駁だ、と言いたいのですね。私はなぜそこで対話が深化

しているかと言うか。その理由は以下の点にあります。ゴルギアスは「私は正義を知ってい

る」と言うことによって自己矛盾に陥ったのです。ソクラテスにそれを認めさせられること

によって。では、なぜ「正義を知っている」ということに安易に同意してしまったのかとい

えば、弁論術の教師をやりながら「私は正義を知らない」と言ったならば、弟子がいなくな

ってしまいますからね。だけど、それを認めたことによって、自己矛盾が起こってくるわけ
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です。弁論術というものは、何が正義であり何が正義でないか、そんなことには無関心であ

って、ただ相手を説得すればいいのだ、と言っていたのですからね。しかし、正義を知って

いれば、正しく行為するはずなのです。それが倫理的なことに関して「知る」というあり方

の含意している事態です。それゆえ、知っていれば、正しく行為するはずです。正しく行為

するなら、そういう無責任な仕方で弁論術を行使することはできないはずです。こういうふ

うに、ソクラテスに突っ込まれるわけです。 

ポーロスはそれを見ていて、「あっ、そうか、〈正義を知っている〉というようなことを

言ったらだめなのだ」と分かったのです。「正義を知っている」などと言ったから、ゴルギ

アスは反駁されてしまったのだ、と自覚するわけです。それで、ポーロスは「私は正義など

知らない」、「正義などどうだっていいのだ。ただ力があればいいのだ」と言い出すのです。

「力があれば、それで人間は幸福になれるのだ」と。こういう論点を提示して出発するので

す。だから、これは対話の深化です。正義なんて、とにかく、どうだっていいのだと。力さ

えあればいいのだ。だから、より一層極端に正義無視の立場を展開していくわけです。しか

も、その先で、カリクレスは更に過激なことを言い出すわけです。今のポーロスよりも。だ

から、対話の構造は連続的深化の構造になっているのです。それから、先ほどの話でも田中

さんが言われましたが、このカントの「理性の事実」ということはですね、この表現は何を

言っているかというと、まさに、それには基礎付けがありえない、ということを言っている

のです。「世界が存在する」という事実に基礎付けはありえない。ありえないですよね、世

界が存在することに。「世界が存在する」ということを認めなければ、もう気違いだという

ことです。それゆえ、「定言命法」が理性に与えられているということにも基礎付けがあり

えないのです。根源的事実には、すべて基礎付けなどというものはありえないのです。 

この場合どうして私がそこまで話をいわば大げさにしたかといえば、ポーロスが正義など

どうだっていいのだ、力さえあればいいのだ、と極めて凶暴な立場を主張したにも関わらず、

この「理性の事実」までは否定できなかった、と言いたいからです。それが「加害行為は醜

い」という感覚です。この感覚がカントの言っている「定言命法」の根源性の非常におぼろ

げな直覚を指し示しているのではないかと思います。 

それから、田中さんの質問の四頁に、前提の持つ明証性についての議論がありますね。そ

こでは、前提のもつ明証性とは、その明証性に対する対話者が持つ日常的な思い込み以上の

ものではない、と言われているのですが、それはその通りです。その通りであるということ

は、前提が持つ明証性というのは、対話者自身が日常的に思い込んでいる、思い込み以上の

ものではあり得ないということです。明証性というのは、思い込みに決まっているのです。

ただ、その思い込みが、一人の個人の思い込みで終わってしまうのか、それとも、対話の中

で他者の思い込みとぶつかり合いながらより普遍性を高めていくのか、そういう違いがある

ということなのです。だから、現象的には、明証性というものは、これ一回で終わりという

ものではなくて、特に、この倫理的領域の問題に関しては、始めは、日常的思い込みとして

の明証性から始まる以外にはないのですが、ドクサ相互のぶつかり合いへと開かれているこ

とによって、次第により普遍的なものへと上昇してゆく可能性をもつものなのです。この四
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頁には、対話の開放性ということに関して、疑問が出されています。倫理は規範的でなけれ

ばならず、規範的とはある種の絶対性を帯びているから、「そういう開放性ということでは

規範性に到達できるのか」と言われています。それで、規範性ということについて言えば、

事実上の相対的性格がどうしても規範性に付きまとうでしょう。しかし、規範というものは

理念としては絶対的なものだから、われわれはその絶対的な規範に向かって絶え間なく前進

しなければならない。それは、はもちろんです。でも、われわれが規範的なものとして実際

に立てる倫理は、時代や歴史や地域や文化などによって条件づけられています。しかも、そ

れはドクサ相互のぶつかり合いから始まって、反駁的対話によってお互いに精錬しながら基

礎付け合っていく、そのプロセスの中で、事実上の相対性を免れることはできないんですね。

先ほど三嶋さんが「われわれはドクサの流砂を脱出できない」と言いました。私の文章を引

用して下さったわけですが、そういう状態で、しかも絶対的な規範を求めて努力し続けると

いう、そういう事態があるだけであって、始めから絶対的な規範というものがわれわれに自

明のものとして目の前に与えられている、というようなことは、おそらくないだろうと思い

ます。 

それから、同じ四頁に、目の前の人、この人との同意だけが、エンドクサを成り立たせて

いるのかどうか、あるいは、そういうものがエンドクサであり得るのかどうか、という疑問

が出されています。つまり、反駁的対話というものが一対一の対話であって、目の前の人と

の同意が問題ですからね。もちろん、目の前の人、この人との同意だけがエンドクサを成り

立たせているわけではありません。もちろんです。しかし、この問題は、エンドクサと目の

前のこの人との同意との間には、基礎付けの循環関係があるということです。エンドクサだ

から、目の前のこの人との同意が成り立っているのだ、ということもあるのですね。逆に、

今度は、この人と同意したということがエンドクサを補強しているから、それによってまた

エンドクサが成立する、ということもあるわけです。だから、そういう対話活動は一回限り

ではないし、そういう拡大や伸縮を繰り返しながら、エンドクサは普遍性に向かって前進す

るのであって、そういう破壊と再建の運動の限りない進展というものが反駁的対話というこ

となのですね。だから、エンドクサが基礎になっていると言うときに、そのエンドクサを何

か固定的なものと考える必要はない。いつでも、それは、いわば基礎付けの循環関係の中に

あるのだ、ということです。 

最後に、エンドクサ自体の中にも究極的な根拠性がないということは、三嶋さんも引用し

ておられましたが、当然のことです。エンドクサとはもともと人間のドクサを基礎にしてい

るのです。われわれの哲学活動は人間のドクサを基礎にしているわけですから、根拠性がな

いに決まっています。その危うさの自覚が、つまり、われわれの哲学活動はわれわれのドク

サに基づいて行われているという、その危うさの自覚が、「無知の自覚」だと言ってもいい

と思います。そして、それをソクラテスに激烈に知らしめるものが、ダイモニオンのチェッ

クだと言ってもいいかと思います。 
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三嶋輝夫氏への応答 

最後に三嶋さんの議論ですが、三嶋さんはだいたい基本的に私と同じ解釈をしておられる

と思われます。私は三嶋さんに対して、ほとんど反駁する点は何もないのですが、先ほど「ク

セノフォンにも、もうちょっと点をやれるのではないか」と言っておられましたが、一体ど

こに点をやれるのか、聞きたいですね。私は、全くどうしようもない人だ、と思います。哲

学が分からないというのは、こういうことなんだという典型ですね。それから、「汝自身を

知れ」という時の「汝」とは一体なにか、という問題ですね。その事に関して、三嶋さんは

大体私の考え方全体に基本的に賛成して下さったようで、ただ、もうちょっと根本的にその

「汝自身を知れ」の「汝」というか、あるいは、「無知の知」のその「無知」とは何か、と

いうことについて、私がポジティブになにか言ってほしい、ということだろうと思います。

それで、私がこの本を書いたのは一〇年ぐらい前なのですが、基本的な考えが変わっている

わけではないので、無知ということについて、先ほど篠澤さんが指摘したように、少し不十

分な説明をして逃げてしまったところがあるので、ここで少し補足したいと思います。 

「無知」という言葉にはネガティブなニュアンスがありますね。「無知」は良くないもの

だ、と。「知」がいいものだ、と。だから、「無知」は克服されるべきもので、いずれ「知」

に至るべきものだ、と。こういうニュアンスがあります。それで、ソクラテスが「無知」と

言ったときに、今までは、そういうニュアンスで研究者は受け取ってきたのではないかと思

います。ソクラテスの「無知」とは一体なにか。ソクラテスは一体何を知らないのか。どう

したら、ソクラテスはその「無知」を克服できたのか。しかし、かれは一生無知のまま死ん

でしまったわけです。それは、どうしてか、ということです。ソクラテスは真実の「知」に

は至らないまま死んでしまったのです。しかし、この理解の仕方を逆転して、「無知」には

ネガティブな意味ではなくて、ポジティブな意味があるのだ、と考えたらどうでしょう。ソ

クラテスはそういうニュアンスで「無知」ということを言っていたのではないか、と。ソク

ラテス自身の言葉として「神のみが知者で、人間は本質的に無知なのだ」という言い方があ

りますね。「人間の知というのは、神の知に比べれば、ほとんど無知だ。そのことの自覚が

人間の賢さだ」と、ソクラテス自身が言っています。 

それでは、どういう意味で「無知」がポジティブであると言えるのかということですが、

それが大変な大問題ですね。私はそれをどういうふうに言ったらいいかと考えていたのです

が、たとえば、プラトンの「善のイデア」というものをちょっと例にして考えてみたらどう

かと思います。プラトンは「善のイデア」を「存在のかなた」と言っているわけですね。「善

のイデア」は存在の世界では見つけられないのです。この現象の世界では。そして、その「善

のイデア」に至る道もまた、論理的認識論的には遮断されているのです。断絶しているので

す。『国家』篇では、真理にいたる道はディアレクティケーとして説かれます。このディア

レクティケーとはヒュポテシスによる方法です。『パイドン』で展開されたヒュポテシスの

方法です。プラトン哲学において根本的なヒュポテシスとはイデア論なわけですね。そのイ

デア論によって、いわば理論的に説明できる限り、いろいろな事象を一所懸命基礎付けよう
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と努力するわけですが、しかし、その基礎づけが究極の段階にきたときに、そこで途切れて

しまうわけですね。そして、いきなり「善のイデアとはアニュポテトス・アルケー（ヒポテ

シスのない原理）である」と言われるわけです。基礎付けの究極原理である「善のイデア」

に到達する道は、断絶するのだ、と言われているわけです。だから、そこで、論理的認識論

的な基礎付けというものを、われわれは放棄して、闇の中に跳躍するのです。闇の中に跳躍

するということを、どういうふうに言ったら良いか分からないのですが、皆さんご存知の第

七書簡では、長い間、善の問題に心を砕いて、十年も二十年も一緒に暮らして探求し続けて

いるうちに、パッとある日心の中に火が灯る、と言われています。そして、その火が燃え続

ける、と。だけど、これは認識の世界から言えば無知の闇の中の出来事ですから、燃える火

と言ったって目に見えない炎です。現象の世界の明るさから見れば、無知の闇の中の出来事

なのです。だけど、それが「善のイデア」を知るということでしょう。 

それで、プラトンはソクラテスの哲学を受け継いで、「無知」をそういうような形で体系

化したわけですが、ソクラテスに戻って言えば、たとえば、『ゴルギアス』篇の中で、ソク

ラテスはポーロスに対して「不正を為すよりは不正を蒙るほうが善いということを私は知っ

ている」と言うわけです。「どうしてその方がいいのですか」と誰かが聞いたとすれば、ソ

クラテスはおそらく「そんなことは知らない」と言うでしょう。なぜだか知らないけれども、

「不正を為すよりは不正を蒙るほうがいいのです」。それには基礎付けなどないのです。「不

正を為すことが醜いということをおまえは認めるか」と聞かれたとき、あれほど凶暴なポー

ロスでもそれは認めざるを得なかったのです。なぜだか知らないけれど、認めてしまったの

です。 

たとえば、もう一つ言えば、ソクラテスは死刑に処せられて死んでいくわけですね。死ん

だ後はどうなるか知らないのです。全く無に帰してしまうかも知れないし、善き神々の許に

行くかも知れない。認識的には、どちらか分からないのです。どちらにしても、この世に生

きているよりましだとは言っています。だけど、それはどちらか分からない。認識的にはな

んの根拠もない闇の中に入っていくのです。しかし、ソクラテスは「私は善い神々の許に行

くのだ」という方に賭けて人生を歩んできたわけですね。だから、それがああいう生き様に

なり、死に様になった。その無知の闇、認識的にはまさに無知の闇の中に入っていくのだけ

れど、その無知の闇がソクラテスにとって強烈に積極的な意味を持っていたということが、

あの死に方にも現われているでしょう。 

［会場からの質疑と応答］ 

小室江里子氏の質問 

なぜ技術的知識が倫理的なことに関与しないのか、ということが私の質問です。先生は『ゴ

ルギアス』にずいぶん言及されたので思い出してみたいのですが、最初のところで、ソクラ

テスは、ゴルギアスに対して、「あなたの技術はなんですか」、あるいは、「あの人のもっ
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ている技術の力はなんなのか」という質問に固執します。ここで、倫理を問題にしながら、

技術を使用する人の問題に話が移ってゆく理由はなんなのか、お伺いしたいのですが。 

小室江里子氏への応答 

おっしゃる通り、ゴルギアスに対する始めの問いは「あなたの技術は一体何をする技術で

すか」という質問ですね。弁論術とは一体何をするのですか、と。だから、その限りではこ

の質問は技術に対する質問だけど、また、そのように見えるけれども、実は、そうではない

のです。たとえば、医者に対して「あなたの技術は何をするのですか」と問えば、「患者を

健康にするのです」と答えるでしょう。同じ様に、それでは「弁論術は何をするのですか」

と問えば、「正義や善悪について教えるのです」と答えるわけです。これは、技術として何

をするのですか、という質問の結果出てきた答えですが、この「正義や善悪について教える、

それをうまく論じられるようにする」ということが、実は、コンピューターの操作の仕方を

学ぶとか、自動車の運転の仕方を知るとか、そういうこととは本質的に違うのです。だから、

そこで、ゴルギアスは自己矛盾に陥ってしまうのです。コンピューターを学ぶとか、自動車

を運転できるとかできないとか、そういうことについては、その技術を学んでいる人が必ず

その技術を正しく行使しなければならない、ということには絶対ならないのですね。たとえ

ば、医者の技術を持っている人が、患者を健康にする場合もあるし、悪意のある医者だった

ら患者を病気にしてしまうことだってある。金儲けのためとか、あるいは、怨恨のために、

患者の健康をめちゃめちゃに壊すことだってできるわけです。だから、技術を持っているこ

とと、それを正しく使用しないことは、なんら矛盾しないのです。しかし、正義や善悪に対

する知というものは、そういうことが許されない知なのです。正しいことを知っている人は、

正しく行為しなければならない。だから、弁論術を技術と言っていいかどうか分からないけ

れども、そこのところで、ゴルギアスは自己矛盾に追い込まれたのです。だから、技術と弁

論術との間には本質的な違いがある、と私は考えます。 

荻野弘之氏の質問 

先生の受賞を記念して、改めて『ソクラテス』を読み直してみるいい機会になったと思い

ます。私は、ソクラテスについて語るということは、どうしても、自己、自分について語る

という面が出て来るのだろうと思っているのです。それで、岩田先生の本を、特定質問者の

方々ほど精密ではありませんが、拝読して思うのは、今日の題目にあります「岩田靖夫氏の

ソクラテス像」というのは、限りなく岩田先生に近いという感じをうけます。つまり、徹底

した理性主義、そして敬虔な信仰、そしてエンドクサを重視し、そこから他者に開かれた対

話によって普遍性を目差す、そして良心の呼び声に極まる。これは本当に素晴らしい。われ

われのギリシア哲学研究を指導されてきた先輩である岩田先生に近い。ソクラテスは文化功

労者的なソクラテスという感じを持つのですね。しかし、私にはどうしてもそれだけでは納

得できない何かがある。というのは、ソクラテスは人に憎まれ、人を不安に陥れ、そういう
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ふうなものを持っている。 

三嶋さんは、コメントの中で、「イサクの奉献には同意できない」と言ったけれども、私

は、ソクラテスにはなにかこれと同質のものがあった、と思う。つまり、ソクラテスはどこ

か神がかり的なところを宿していると思うわけです。「イサクの奉献」にあたるのは何かと

言えば、それは、対話によって築きあげられてきた同意というものを、次の週には、葬って

全部殺してしまう。あるいは、先ほど「神託の反駁」について岩田先生がコメントされてい

ましたけれども、神託を反駁するという、自分の信じている神は嘘をつかないと思っている

けれども、しかし、その託宣すらも吟味の俎上の載せる、という姿勢です。これは、ある意

味では、神がかりと言ってもいいようなものでしょう。あるいは、他方では、アリストファ

ネスが好んだような喜劇性ですね。これは『饗宴』の中にもいろいろ描かれていますね。で

すから、個々の資料をどう評価するかというのは難しいところもありますが、しかし、ソク

ラテスの持っているなにか怪しさ、憎々しさ、神がかり、そうしたものが、なにかソクラテ

スの哲学、パーソナリティを考えるときにどうしても外せないという印象を持っているので

す。ですから、今日のお話の中で、理性主義あるいは良心の呼び声という話でまとめられて

ゆくソクラテスの中で、一体これをどのように考えたらよいのか、その辺を、もしお考えが

あればお聞かせいただきたい。 

荻野弘之氏への応答 

それは、むしろ私が教えていただきたいですね。今荻野さんが言われたように、私はあま

りにきれいごとにしすぎてソクラテス像を描いている、という点が確かにあると思っていま

す。だから、ソクラテスの中には、もっと何かドロドロしたものというか、あるいは、それ

こそ人に憎まれて殺されてしまうような、何かとんでもない恐ろしいものがあることは確か

です。だけど、私はそれをちょっと自分としては言えないですね。言うだけの資格がないと

いうか、言うだけの力量がないというか、それはちょっと恐ろしくて、そこには手がつけら

れない。でも教えていただければ有り難い。 

今井知正氏の質問 

先ほど、篠澤さんや田中（伸司）さんがおっしゃったことに対する先生のお答えはある意

味ではあったと思いますが、私は篠澤さんと田中さんに代わって再び同じ趣旨の質問をさせ

ていただきます。先生はお答えなさったのかもしれませんが、たとえば、それは篠澤さんの

質問の一頁の真ん中のところにあるように、私の言いたいこともここにあるのですが、エレ

ンコスの成果としての倫理的な知恵とか、エレンコスによる知の所有とか、「エレンコスに

よる」という言い方が出ていますね。岩田先生のお考えは、多分、エレンコスを通して何か

が反駁されたとすると、その推論を通して何かは結論として出てきますね。そうすると、「そ

れを知っているのだ」というふうに先生はおっしゃっているかと思います。けれども、「エ

レンコスによる知」という、こういう言い方の典拠はどこにあるのか、ということです。 
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 それと、田中（伸司）さんに関しては、質問の四頁のところの、先ほどの、もしかした

ら、先生もおっしゃったかもしれませんが、カントの話にもあるわけですが、エンドクサか

ら始まるという形で公共的現実という話を何回かされていますが、それに対して、田中さん

が、たとえば、クリトンの言葉を使って、「ソクラテスの言論を共有するのは、ある少数の

人たちだけであり、これからも少数だろうということを、僕は知っている」というところ、

これに対して、先生はお答えなさったのかどうか。エンドクサということを固くおっしゃる

けれども、まさに田中さんがこの典拠を出されているように、そんなに、みんながみんな「そ

の通り、その通り」という形で話が進んでいるわけではないですね。裁判にかかって、そし

て、死刑に処せられたのです。そうすると、公共的現実からみるというのは、このクリトン

のところがまさにそうだと思いますが、ソクラテスのドクサというのは、全然いわゆる世間

的な意味でのエンドクサになっていないのではないか、ということです。そうすると、先生

のおっしゃることは、多分アリストテレスの裏づけに関してはかなり成立するかもしれませ

んけれども、ソクラテスになったとき、ちょっと、そんなに話がうまくいくかという気がし

ます。それは田中さんがおっしゃりたかったことであろうと思います。 

今井知正氏への応答 

たとえば、具体的にはポーロスとの対話で、「加害行為は醜いと君は思うか」というふう

に言ったときに、ポーロスは「醜いと思う」と同意します。すると、ソクラテスは「これは

君や僕が思っているだけではなくて、誰でもそう思っているのだ」と言います。これがエン

ドクサですね。そのときに、それではこれは本当にそんなに公共的認識か、と今井さんは問

われるわけですね。「被害を受けるよりは加害するほうが醜いのだ」というのが、それほど

公共的な合意なのか。こういうふうに言われると、たとえば、ギリシア人だったら、「人か

ら加害行為を受けて復讐をしない」ということは非常に臆病で醜い行為だ、だから復讐しな

いとだめだ、と言うでしょう。被害を受けて反撃しないということは、非常に醜いことだ、

という常識があるわけですからね。だから、そういう常識から見れば、それはたぶんエンド

クサとは言えない。そういうことになるかも知れない。しかし、私の考えでは、そういうふ

うに復讐をしている人でも、あるいは、他者に加害行為を加えている人でも、そして、もち

ろん、被害を受けている人でも、誰でも、加害行為は醜い行為なのだ、それよりは被害を受

けた人の方が人間のあり方として美しいのだ、と心の底では直感しているのです。どんな人

でもそういう直覚は持っていると思うのですね。その直覚にソクラテスは訴えていると思う

のです。 

それが現実的に多くの人々の共有するドクサになるかどうかについては、時間がかかる

し、現代においてもまだ公共的ドクサになってないから、こうやってテロと復讐の連鎖が断

ち切れないでいるわけです。だから、この感覚は現に対話している相手が認めているだけで、

他の人はそう思ってはいない、と言われてしまうと、あるいはそうかも知れないけれども、

それでも本当はやはり「加害行為は醜くて、被害を受けている方が善いのだ」という感覚を
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心の奥底で多くの人が持っている、と私は思うのです。数の問題ではなくて、ソクラテスが

ポーロスと対話しながら相手を説得していく、そういう対話活動の中で、同意を拡げていく

より仕方がない。どこかに磐石のように間違いのないエンドクサが存在しています、とはも

ともと言えないものでしょうね。 

 

「ソクラテスとクリトンの合意がエンドクサなのか」というご質問ついては、以下のよう

にお答えしたい。『クリトン』篇の中では、ソクラテスとクリトンが互いに反駁的対話を牢

屋の中でやるわけです。そして、如何なる状況においても決して不正を犯さない、だから、

相手が酷い加害行為を加えても復讐をしない、ということが我々の同意事項だったのではな

いか、とソクラテスが言うわけです。如何なる状況においても絶対に不正を犯さない。この

原理を貫いていけば、相手が自分を正しく扱ってくれれば、もちろん不正を返さないに決ま

っているけれど、相手が自分に対して酷い加害行為を加えても不正を返さない、ということ

になるのです。これは反駁的対話のプロセスの中で論理的に基礎付けられているわけです。

この結論に基づいて、復讐をしないという倫理が出てくるのです。 

それが、それでは、エンドクサと言えるのかというと、私は、エンドクサということの中

にそういう反駁的対話による基礎付けの帰結も十分に入っている、と考えるのです。ただ数

の問題だけではなくて、対話による合意も説得力を持つのだと思うのですね。それでは、ソ

クラテスとクリトンとの間の対話の帰結の力というものを世間の人は皆了承するのかとい

うと、それは、また、ちょっと別問題ですね。認めない人はたくさんいるでしょう。だけど、

「ああ、そうか、絶対に不正を犯してはいけないということになると、自分が酷い危害を被

っても復讐しないことになるのだ、こういう結論が出てくるのだ」ということについて、そ

の話を聴いて非常な説得力を感じる人もいっぱいいるでしょうね。この説得力を感じる人の

方に賭けるのです。 

 

表現として「知っている」という言葉が出て来るかどうか、ちょっと私は調べてみないと

分からないのですが、内容的には、たとえば、クリトンとの対話で、「相手からどんな危害

を被っても復讐をしないということが、われわれの立場からする結論だ」、と言っているわ

けです。「結論だ」と言っているところを「知っている」という言葉で言い換えてもいいの

ではないかと私は思います。 

 

今井さんのおっしゃるのは、この結論は「ティ・エスティン（なんであるか、本質）」に

到達していないから、知と言う言葉を使うのは適当ではないということですね。しかし、私

の考えはこうです。「徳がなんであるか」という段階には到達していないけれども、しかし、

「不正を為すよりは不正を蒙るほうが善いのだ」ということがしっかりここで論証されたと

いうその段階で、「知」だと言ってもよいでしょう。もちろん、篠澤さんが問題にしたよう

に、知の普遍性とか体系性とか根源性とか、そういうところに到達していないということが

ソクラテスの言う無知の一つの要素です。私はそのことには深い意味があると思うのです
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ね。そういう断片的な段階に止まっている場合、それは、「ティ・エスティン」としての徳

の知というものには到達していません。これが、「普遍性とか体系性には到達していない」

と言うことによって、私が言おうとしたことです。 

田中利光氏の質問 

質問というよりは、岩田先生のソクラテス像についての私の感想なのですが、岩田先生の

ソクラテス像には、寒々とした一面があると思っています。それは、たとえば、ご著書の『ソ

クラテス』の第四章の反駁的対話の論理構造の末尾にこうあります。「いつか超カリクレス

が出現して、ソクラテスの全信念を灰燼に帰してしまうかもしれない、という可能性を克服

する手段はない。この免れえぬ可謬性の意識、確信の基礎の偶然性の意識が、ソクラテスに

無知の意識を呼び起こすのである」。私もそうだと思いますが、私は、ソクラテスに無知の

意識を呼び起こすのは、そのような意識だったとされる点に、寒々としたものを覚えると同

時に、果たしてそう記述していいのだろうかという疑問をもっています。それで、同じこと

なのですが、第五章の無知では、末尾で、結局は同じことになるのだと思いますが、「ソク

ラテスは、倫理的真理について、真実ではあるが、断片的基礎知識しかもっていなかったこ

とが、ソクラテスの無知である」と理解されているのですね。「ソクラテスはこれらの断片

的知識をしっかりとまとめて組織化できる、原理的な一般的理論をもっていなかった」と記

述しておられて、その理論化の不能がソクラテスの無知である、と書かれています。ソクラ

テスの無知が理論化の不能とされる点に寒々としたものを覚えると同時に、果たして、そう

いうことだったのだろうか、という疑問を覚えます。 

それから、ダイモニオン。これは、三嶋さんが書いておられることと関係していることで

すが、無知の見方について、少し長く引用します。「ダイモニオンの力の影の下に営まれた

ソクラテスの哲学は、理性による根拠付けと、まさにその営みの絶え間なき挫折 ― ダイ

モニオンの禁止によってあらわになる自己の理性的確信の頼りなさの自覚 ― の徒労と

もいえる繰り返しである他はなかったのである。ダイモニオンの禁止がソクラテスに啓示す

るもの、それは、ソクラテスの哲学がどこまで歩みつづけても、あるいは、歩みつづければ

歩みつづけるほど、ドクサの流砂から脱出できないということである。かれはそのことを知

りぬいていた。だから、かれは死ぬまで無知を語りつづけたのであり、人間にとっての知と

は、このことを自覚すること、すなわち、人間の知は無に等しいということを自覚すること

である」。ソクラテスの哲学はドクサの流砂から脱出できない、という理解に寒々としたも

のを覚えると同時に、これが当っているのだろうかという疑問を覚えるのです。 

田中利光氏への応答 

それについて、私は、今日、そうではないという話をしたのです。今日私が話したことは、

今田中さんが言われたように、そういう寒々とした感じを抱かせる思想の持ち主であれば、

それは本当のソクラテスではないということです。つまり、エレンコスという段階でわれわ
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れが倫理の根拠を求め続けていく限りは、その基礎付けというのは、どうしても究極のもの

に到達しない、ドクサの流砂を脱出できない、という構造になっているのです。だから、そ

れで全部終わりだったら、それこそ田中さんが「ああ、本当にこれはもうやりきれないなあ。

もう死んだほうがましだ」と思うような寒々とした状態になってしまうのです。しかし、ソ

クラテスが「無知」と言っているときには両面があります。一方では、その「無知」は、倫

理の基礎づけを求めるエレンコスがどこまでいってもドクサを脱出できないという面と、他

方では、ダイモニオンのチェックというものの意味です。そのダイモニオンのチェックとい

うのが、ソクラテスにものすごい力を与えているのです。そして、その「無知」とは、われ

われは究極の根拠付けについては、それを得られないということですが、それは絶望だとい

うことではないのです。 

カントは『実践理性的批判』を書いて、倫理の究極根拠を「理性の事実」と言い放って、

そこで終わりにしたのですが、それは絶望というのではなくて、まさに、その「理性の事実」

が「deus in nobis」(人間の中にある神)だと言っているわけです。だから、それと同じような

意味で、ソクラテスの「無知」というものを受け取ったらどうでしょう。根拠は分からない

が、この倫理的直覚にわれわれは身を委ねてよいのだ、と。根拠が分からないのだけれども、

「決して不正を犯してはならない」という直感がある。そこに身を委ねて安心して生きてい

けばいいのだ、と。そういう意味で「無知」ということが語られている、と思いますね。そ

のことを、今日、私は「無知」の意味としてお話したつもりなのです。 

荻原理氏の質問 

岩田先生は、ソクラテスが自分は徳をもっていると確信していると解釈しておられるよう

ですが、私はそうは思わないのですね。先生が典拠として上げられた箇所が典拠として充分

ではないのではないかと思われるのです。本文を引いて言えば、「メレトスもアニュトスも

私を害することはできないだろうから。なぜなら、それはできないことなのだ。というのは、

より善き男がより悪しき男により害されるということは、許されないことなのだから」。こ

こで、より善い、より悪い、という比較で、俺はあいつらよりマシだというように、ここは

読めるわけですね。それと、もう一つ、「善き人には生きているときにも死んでしまってか

らも悪いことはなにも起こらない」という箇所を引いておられますけれども、ここも、ソク

ラテスは自分が善い人間だと確信してそれを言っていると読む必要はかならずしもなくて、

自分は今まで哲学を通じて魂を浄化することに努めてきて、徳を獲得したという確信はない

けれども、やれるだけのことはやった。『パイドン』の言い方になりますが、「死を前にし

て、真理を受けて、自分が善かったか正しかったかどうかは、そのときになって分かるだろ

う」という見方の方がよいだろう、と私は思います。 
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荻原理氏への応答 

引用文に関する私の解釈の仕方がもしかしたら不正確であったかもしれませんが、ご意見

には全面的に賛成です。私も、ソクラテスは自分が有徳な人であるという確信は持っていな

かったと思います。そういう風にソクラテスを描写しているのは、クセノフォンです。だか

ら、クセノフォンは哲学を理解していないのです。ソクラテスは、ただ、真理を求めて努力

する人です。無知の闇の中で、自分の中の煩悩を背負いながら、光を求めつづけた人です。

「自分が善い人間だ」などと思っていたはずはありません。 
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