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ソクラテス以前のポリス―プラトンとペリクレス 

森 一 郎 

 

 

序に代えて―『靖国問題』の背後にひそむもの 

 

 現代日本において講壇哲学は衰退の一途を辿っています。このままでは近いうち滅

びるでしょう。その是非はさておき、私は、「国家とは何か」を問い直す原理的省察の

うちに、現代における哲学の可能性を見出そうとする者です。そこで以下では、「ポリ

スとは何であったか」を探るべく、トゥキュディデス『戦史』巻二の伝えるペリクレ

スの戦没者追悼演説を読解するための用意を整えることにしたいと思います。「ポリス

的なものの原初的概念」という本題に取り組むための準備作業に手間をかけなければ

ならないのはなぜかと言えば、古代ポリスのあり方を考えるうえでの古典中の古典が、

今日多くの批判的まなざしに晒されているからです。現代日本における際立った例と

しては、高橋哲哉『靖国問題』（ちくま新書、二〇〇五年）が挙げられます。 

国民国家と総力戦の時代における戦没者追悼の問題点を批判的にえぐり返すこの啓

発的著作において、高橋は「問題は政治である」（二一八頁、強調は原文）と言い切っ

ています。『靖国問題』が一般読者に支持された要因の一つは、哲学者が政治を正面か

ら論じた点にあったと考えられます。哲学と政治を股にかけたわが国の講壇哲学者と

いえば、出隆（一八九二－一九八〇年）が思い起こされます。戦中の著作『ギリシア

の哲学と政治』の「序」で哲学と政治の分裂状況に「憂慮」を表明し、戦後には―同

世代のマルティン・ハイデガーとはまた別な仕方で―哲学者の政治参加を果たそう

とした出の往年の活躍に優るとも务らない情熱と知性でもって、哲学と政治の因縁を

わが身に引き受けようとする高橋の活躍には、畏敬の念を禁じえません。哲学研究者

のなかから対決を含む真剣な応答がなぜもっとなされないのか、私はつねづね残念に

思っています。 

『靖国問題』のなかで高橋は、「祖国のために死ぬこと」を美化する「英霊祭祀」の

古代的形態として、「ペロポネソス戦争勝利後
〔 マ マ 〕

のペリクレスの葬送演説」（二〇一頁）

を引き合いに出します。祖国アテナイのために勇敢に戦い、死んでいった戦没兵士を

讃える箇所が長々と引用されたのち、こう注釈されます。「ペリクレス演説のレトリッ

クは、戦死者が身を捧げた「公の理想」が都市国家アテーナイの「自由」と「民主政

治」とされたという点を別にすれば、靖国思想のレトリックと本質的にそう違わない」

（二〇四‐二〇五頁）。かくて、都市国家アテナイは国民国家の戦死者顕彰制度の起源
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に、指導者ペリクレスは近代ナショナリズムのイデオローグの祖に、それぞれ据えら

れるのです。 

 こういう読み方は、かつてはそれほど一般的ではありませんでした。ペリクレスの

名演説は、民主主義の理想を高らかに謳った古典的表現と見なされてきたからです。

たとえば、一九三七年にアメリカで出版されたある西洋政治思想史の教科書には、こ

うあります。「歴史の文献のうちで、これほど見事に一つの政治理想を变述したものは

おそらくなかろう。アテネ人が自分等の都市のことをどんなに誇りの念をもって考え

ていたか、どんなに深い愛情をもってアテネの公的生活への参与を大事にしていたか、

更にはまたアテネ民主政の道徳的意義、といったような事が一行一行に描き出されて

いる」（セイバイン『西洋政治思想史Ⅰ』（丸山眞男訳、岩波書店、一四頁）。不朽の民

主主義宣言か、それとも、いかがわしい煽動的詭弁か。ここに見られるギャップは、

伝統や権威といったものが現在いかに崩れ去っているか、をみごとに例証しているよ

うに思われます。 

 ところで、ペリクレスをどう評価するかに関して言えば、ここにはじつは、たんに

近代における伝統の終焉という問題にとどまらない事情がひそんでいます。今挙げた

教科書とそれほど違わない時代に、太平洋のこちら側で書かれた古代ギリシア論にお

いても、ペリクレスの時代はそれほど評価されていませんでした。「なるほど、〔‥‥〕

三大詩人の悲劇の相次いで上演されたのは、アテナィ人の国が戦勝後一躍して全ギリ

シア諸国に覇を唱えたペリクレスの全盛時のことであり、且つそれは、主としてこの

大政治家の巧妙な文化政策に由るものである」（出隆『ギリシアの哲学と政治』、岩波

書店、一九四三年、一九六頁）。しかしこの時代は所詮、ソクラテスを殺し哲学を殺す

ことに行き着いたのであり、これを文化的とはとても言えない、というのが出の見立

てなのです。ソクラテス以後の哲学、とりわけ「世界市民の哲学」は、「国家に無頓着

であり毒にも薬にもならないものであったからこそ、国家もこれを平気で遊ばせ勝手

に議論させて置いたのである。こういう意味で「哲学」はアテナィに栄えたのであっ

た」（二二〇頁）と、辛い評価を下している出ですが、ソクラテス以前のポリスにも、

かなり厳しい点を付けているのです。この論調は、『ギリシアの哲学と政治』に収めら

れたポリス論「ギリシア人の政治と思想」（著作集には収録されず）でも同様です。「今

日我々がギリシアと言えば直ちに思い起こすあの古典的ギリシア文化の栄えた時代、

すなわち所謂ペリクレスの「平和」の時代も、実はあの明敏な文化的独裁政治家の巧

みにふりかざす祖国愛の旗の下に、自由・平等を欲求する新興大衆と、識見・勲功を

誇る寡頭優者とが、謂わば満腹陶酔させられ懐柔籠絡されて、辛うじて保たれた平和

の時代であったと言えよう」（二四〇頁）。「〔ペルシア戦争の〕戦後のアテナィは民主

的アテナィ帝国として戦勝国たるの力と地位を維持するために国民の愛国心を必要と

したが、それは「祖国愛」とし「国民精神」として、その文句や方法は何とあろうと、

多かれ尐なかれ意識的・作意的に高唱され奨励されねばならないところの謂わば一種
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の国家意識或いは国家イデオロギーとなっていった」（二三九‐四〇頁）。「ギリシアを

あの第五世紀の栄えに導いたそのポリス精神こそは、ポリス根性となって、その滅び

を招いたのではなかろうか」（二六七頁）。  

ソクラテス以前のポリスを低く見積もろうとする出と、その時代の絶頂とも言える

ペリクレス葬送演説のレトリックを暴こうとする高橋。両者の論調の根底には、「ポリ

ス的なもの」についての共通の「伝統的」見解がひそんでおり、その背後には、プラ

トンの影が見え隠れするのです。 

 

 

プラトンの底意―『メネクセノス』 

 

 『プロタゴラス』や『国家』、『法律』の政治思想を高く評価する出はともかく、高

橋はその脱構築的スタンスから言って、プラトンとは距離をとっているかに見えます。

しかし、ことペリクレスの演説に関するかぎり、『靖国問題』における遇し方は、プラ

トンのあるテクストのさわりと非常によく似ています。ソクラテスがペリクレスばり

の葬送演説をぶつ異色作『メネクセノス』がそれです。この対話篇は、戦死者を顕彰

するアテナイの制度へのプラトン一流の皮肉で始まっています。 

 

「それにしても、メネクセノスよ、戦争で死ぬということは、いろいろな点でほ

んとうに結構なことであるようだね。というのは、たとえ貧乏人であっても、戦

死すれば、立派で盛大な葬式をしてもらえるし、またたとえとるにたらぬ人物で

あっても、賢い人々の賛辞を獲得するのだから。〔‥‥〕彼らの賞賛の仕方ときた

らそれはもう見事なもので、それぞれの戦死者について、真に当人の手柄である

こともそうでないことも引き合いに出し、それを言葉をつくしてこの上もなく美

しく飾りたて、もってわれわれの魂を魔術のように魅了するのである。」

（234C-235A. 津村寛二訳、岩波版プラトン全集第 10 巻所収、一六七頁、強調は

引用者） 

 

「たとえ貧乏人であっても」、「たとえとるにたらぬ人物であっても」、「真に当人の

手柄であることもそうでないことも」と手厳しい留保を忘れない点は別として、「祖国

のために死ぬこと」を賛美する大衆迎合的な弁論を冷ややかに眺めていたプラトンは、

靖国思想のレトリックを批判する現代の論者の偉大な先達であると言えます。高橋は、

「戦死者が顕彰され、遺族がそれを喜ぶことによって、他の国民が自ら進んで国家の

ために命を捧げようと希望することになる」カラクリのことを、「感情の錬金術」と呼

んでいますが（『靖国問題』、四四頁）、それと同類の言説の罠をプラトンは、「われわ

れの魂を魔術のように魅了する」と形容しているわけです。 
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 したがってここまでなら、プラトンの弁論術批判を現代に活かすことは容易です。

しかしプラトンの一筋縄で行かないところは、『メネクセノス』の話の続きが、ソクラ

テス自身がその場で追悼演説を披露するという筋になっていることにあります。祖国

に殺された哲学者に、お国自慢と英霊賛美を滔々とまくし立てさせるプラトンの真意

は、いったいどこにあるのか。堂々たる演説を草してみせたプラトンは、どこまで本

気で自身の「愛国心」を表明しているのか。これは相当の難問です。 

 たとえば、邦訳全集の訳者はこう解説しています。「プラトンは弁論術の手法と形式

を用い、内容を世俗の水準まで落とし、アテナイの歴史をまげ、アテナイ人を喜ばす

ようなことを書き、そして実際にアテナイ人の喝采を博した。プラトンは、この演説

を作ることによって追悼演説の本性を明らかにし、弁論術に対する自分の考え方の正

しさを証明してみせた」（『メネクセノス』「訳者解説」、二四九頁）。なるほど、弁論術

の本質を「迎合」に見てとったプラトンはまさにその華々しい見本をみずから書いて

白日のもとに晒した、ということは大いにありそうなことです。『プロタゴラス』、『ゴ

ルギアス』、『パイドロス』といった作品でも、弁論術のお手本のような劇中弁論を含

んでおり、それと同じことを『メネクセノス』でもプラトンは企てたのだ、と (1)。だ

とすると、『メネクセノス』は戦没者追悼演説ですから、政治家の大衆煽動的「魔術」

を暴いてみせたということになるでしょう。 

プラトンに好意的なこの解釈は、しかし、不十分だと私は思います。『メネクセノス』

を味読するためにもです。たとえば、訳者解説にはこうあります。「プラトンがこの作

品に限って哲学的に意識が低く、また歴史については無知や偏見に支配されていた、

というようなことはまず考えられない。むしろプラトンは、承知の上で、そのような

ものを書いたのだと考えるべきであろう。そして、その理由は、それが追悼演説だか

らであろう。追悼演説は本来大衆的な水準のもので、またアテナイをほめるためにあ

るのだから、哲学的に低く、歴史観が偏っているのは当然なのである。〔‥‥〕この演

説は、やはりこれ自体が風刺であり、プラトンが承知の上でつくりだした哲学的内容

                                                         
(1)

 プラトンの「競争心」が彼自身の創作意欲を突き動かしていると喝破したのは、ニーチ
ェであった。「たとえばプラトンの対話篇でとくに芸術的に重要なものは、概して当時の弁
論家や、ソフィスト、劇作家の業との競争の成果であり、それが創られた目的は、彼が最
後に次の言葉を吐かんがためであった。「見よ、私の偉大な競争相手たちのなしうることは、
私もまたなしうるのだ。いや、私の能力は彼ら以上である。いかなるプロタゴラスも、私
が作ったほど美しい神話を作りはしなかった。いかなる劇作家も、『饗宴』のように全篇生
彩に溢れ魅力に富んだものを作りはしなかった。いかなる弁論家も、私が『ゴルギアス』
で提示しているほど立派な弁論を立てはしなかった―にもかかわらず、私は今やこれら
すべてを一括して却下し、すべての模倣的芸術を断罪するのだ。ただ競争のみが私を詩人、
ソフィスト、弁論家たらしめるにすぎぬ」と」（F. Nietzsche, „Homer’s Wettkampf“, in: 

Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Gruyter, 1980, S.790; 「ホメロスの競争」、塩屋竹
男訳、『ニーチェ全集２ 悲劇の誕生』、ちくま学芸文庫、所収、三二八‐三二九頁）。こう
した競争心の産物とは、言い換えれば、余裕・遊び心の産物であろう。じっさい、『メネク
セノス』の追悼演説の直前で、プラトンは自嘲気味に、これは「遊び」だとソクラテスに
言わせている。「しかしたぶん君は、ぼくのことを笑うだろう、もし、ぼくが年寄りのくせ
にあい変らず子供じみた遊びをやっている、と君に思われたとしたら」（『メネクセノス』
236C. 津村訳一七一頁）。  
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の乏しさや歴史観の偏向は、追悼演説だからそれもやむをえないということを示すの

ではなく、逆に追悼演説がそのことによってのみ成立し、また成功するということを

示しているのではないだろうか」（「訳者解説」、二四七頁以下）。追悼演説というのは

総じて、「哲学的」にレベルが低いものだ、と見くびるこうした決め付けこそ、プラト

ンの「魔術」にはまっているように思われます。追悼演説＝「世俗の水準」＝「大衆

的な水準」はプラトンの高みに到底及ばない、とするのは講壇哲学側の偏見にすぎま

せん。プラトンが対抗しあわよくば超克しようと願っているのは、ペリクレスの追悼

演説ですが、それが「哲学的内容の乏しさや歴史観の偏向」を特徴とするだけの二流

テクストであるなどとは、口が裂けても言えないのですから。伝統的にそういう政治

蔑視が支配的であり続けたとしたら、それは、プラトンの巧妙なレトリックにまんま

と引っかかったということでしょう。 

私の仮説はおおよそ次の通りです。１．プラトンの政治哲学にとって最大の標的は、

ペリクレス時代のアテナイであり、ポリス的なものの栄光であった。２．プラトンの

この底意は、学都アテナイの繁栄とともに、ひいてはプラトニズムの伝統のなかで、

ある程度叶えられ、ポリス的なものの威信は失われていった。３．にもかかわらず、

プラトンはべつにペリクレス時代のアテナイに勝利したわけではなく、そもそも「追

悼演説競べ」で負けている。 

プラトンが最も競争心を抱いた人間類型は、詩人でも弁論家でもソフィストでもあ

りません。ポリス的生を生きた活動の人、つまり政治家でした。その代表格がペリク

レスだったのです。この不世出の指導者に代表されるペリクレス時代のアテナイに挑

戦しようとの底意が、プラトン哲学の原動力をなしています。従来のプラトン研究に

おいては「ソフィスト vs 哲学者」という対決の構図が好んで語られてきましたが、こ

れはまったく不十分です。しかもそれは、この区分が確定不可能だからでもソフィス

トがあなどれない力量をそなえていたからでもありません。この構図では、ポリス的

なものの優位を哲学という新興勢力によって覆そうとするプラトンの野望を、そもそ

も説明できないからです。だからといって「政治家 vs 哲学者」という二項対立を持ち

込むのも的外れです。哲学が政治に取って代わりうるとすれば、その「革命」は、政

治の哲学性と哲学の政治性が渾然一体となってこそ真に成し遂げられる―言うまで

もなく、これがプラトンの根本信念でした。 

 ペリクレスの時代は、ソフィストの時代でもありました。向上心に満ちたこの政治

家は、アナクサゴラスのみならず、プロタゴラスとも交流したと言われます。プラト

ンがソフィストを執拗に批判するとき、そこには、ペリクレスの時代を美化したがる

同時代アテナイ人へのあてつけがひそんでいたのかもしれないのです。プラトンがペ

リクレスに明示的に言及するさいも、手放しの礼賛をすることはまずありません。た

とえば、『パイドロス』（269E-270A）で弁論術の第一人者という評価を与えられるとき

でも、雄弁家ペリクレスの成功の秘訣は、アナクサゴラスにそれだけ高邁な思索を吹
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き込まれたからだ、と説明されます。要するに、哲学のおかげで立派な政治家になれ

たのだ、というわけです。このように、ペリクレスの盛名には必ず但し書きを付けな

いと気が済まないのがプラトンです。徳はそもそも教えられるか、という初期対話篇

の中心問題には、「あのペリクレスでさえ、息子たちにまともな人格教育を施すことが

できなかった」という教訓話が、判で押したように添えられています（『プロタゴラス』、

『アルキビアデスⅠ』、『メノン』）。アルキビアデスの後見人であったことを思い起こ

させるのも、高名な政治家を貶めるやり口の一つであった疑いがあります。とはいえ

逆に、プラトンの言挙げは総じて、ペリクレスこそ政治家にふさわしい徳の体現者で

あったと当時信じられていたことを、わざわざ証言してくれているとも言えます。 

 プラトンがペリクレスの業績を意識していたことを鮮烈に物語っているのは、言う

までもなく『ゴルギアス』です。この雄篇におけるペリクレス批判は、それだけで長

大な論文の主題となるほど重要ですが、今回は立ち入りません。ともかく、「ペリクレ

スが無能な政治家でしかなかったのにひきかえ、真の意味で優れた政治家と言えるの

が私ソクラテスだ」と言わせたプラトンの大言壮語は、それだけペリクレスが傑出し

た政治家と見なされていたことを示しています。それは皮肉にも、屈折した仕方での

ペリクレスへのオマージュと解することすらできます。アリストテレスが『ニコマコ

ス倫理学』第六巻第五章で「フロニモス」つまり政治的
フ ロ ネ

判断力
ー シ ス

の持ち主の代表として

ペリクレスの名を屈託なく挙げているのと、何と対照的であることでしょう。 

 さて、ペリクレスに手厳しい評価を下しているプラトンのテクストとして『ゴルギ

アス』に優るとも务らない重要性をもっているのが、ほかならぬ『メネクセノス』で

す (2)。この作品に表わされているペリクレスへの対抗心は尋常ではなく、それがまた

異様なほど手の込んだ仕方で表明されています。なにしろ、女性問題とからめてペリ

クレスの高名を引き下げようとしているのですから。 

プラトンは、追悼演説を始めるに当たっての前口上としてソクラテスにこう言わせ

ます。「ぼくにはたまたま弁論術にかけては凡庸ならぬ女の先生がいるからね。いや凡

庸どころか、彼女こそは、多くの、そしてすぐれた弁論家を育て、なかんずく一人の、

ギリシア人の間でぬきんでた弁論家、クサンティッポスの子ペリクレスを育てたのだ」

（235E. 津村訳一六九頁）。ペリクレスの愛人にして弁論術の師匠であった才女アスパ

シアからじきじきに仕込まれたのだから追悼演説なんてお茶の子さいさいだ、という

わけです。ソクラテスは、これから始める演説は、「ペリクレスが行なった追悼演説を

彼女が起草してやった時」に「その演説に入らなかった残りのものをつなぎ合わせて、

話してくれた」ものの忠実な再現にほかならない、と言います（236B. 津村訳一七〇

                                                         
(2)

 『メネクセノス』は、『ゴルギアス』と同じ頃つまりプラトンがアテナイに哲学塾を創
立しようとしていた時代に書かれた、とする説を採るなら、次のような憶測も成り立つ。
『ゴルギアス』に、政治に取って代わる哲学への誘いという「哲学入門」のトーンが強い
ように、アカデメイア学園の塾長は、哲学を学べばこのくらいの追悼演説はわけなく書け
る、と良家の子弟たちに宣伝するつもりで『メネクセノス』を書いたのかもしれない、と。  
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頁）。教え込まれた演説を「忘れでもしたときには、鞭で打たれかねないありさまだっ

た」（236C. 津村訳一七一頁）と怯えている様子からすると、どうやらソクラテスは、

ペリクレス同様、先生の言いなりになっている哀れな生徒のようです。「鞭」という小

道具は、ニーチェの『ツァラトゥストラ』中の老女のコミカルな忠告―「女のとこ

ろへ行くなら、鞭を忘れなさるな！」―を想起させますが、それはともかく、ソク

ラテスは、同一のゴーストライター作の、ペリクレス演説の姉妹編というふれこみで、

一世一代のアテナイ礼賛演説を行なうのです。 

 ペリクレスの有名な演説に向かって、愛妾に操られ口パクでしゃべったにすぎぬと

ケチを付けるのですから、プラトンの悪意も相当なものです。もっとも、まったく逆

にこれを、アスパシアは当時それほど高く評価されていた、と親女権派の立場から理

解することもできなくはないのですが…。  

 

 

ソクラテスとペリクレスの追悼演説競べ 

 

 劇中のソクラテスの言い分では、彼の演説はペリクレスのそれと同じ母親から生ま

れた兄弟だということになりますが、じっさいはどうでしょうか。神のごときプラト

ンは、戦没者
エ ピ タ ピ

追悼
オ ス ・

演説
ロ ゴ ス

というジャンルにおいても最高峰の水準を達成したのか。―残

念ながらそうではなかった、ペリクレス時代のポリスを超克しようと狙ったプラトン

の見通しは甘かった、というのが私の見解です。 

もちろん、当時さまざま行なわれていた追悼演説のなかで、プラトンが水際立った

手腕を示したということはあるでしょう。現存する同じジャンルの作品としては、ほ

かにも、弁論作家リュシアスのものがそっくり伝えられていますが、それと比べてプ

ラトンのテクストが見务りするとは言えません。しかし、ペリクレスの追悼演説とし

てトゥキュディデスの伝えているものは、この二者とは相当違うレヴェルにあります。

何といってもそこには、「ポリス的なもの」の本義―真珠や珊瑚となって海の底に沈

んでいる過去の遺産―が守蔵されているのですから。 

 以下では、プラトンとペリクレスの追悼演説を、いくつかの点で対比してみたいと

思います。プラトンをダシにしてペリクレスにおける「ポリス的なもの」を浮かび上

がらせようとするわけですが、それもまたプラトンに対する並々ならぬ敬意の表明で

あることを、お断わりしておきます。なお、ペリクレスの真のゴーストライターは、

アスパシアではなくトゥキュディデスではなかったか、という重大な真贋問題にここ

で取り組むのは、プラトンに笑われるだけではないかと思うので、省略します。また、

両演説のごく一部しか扱えないことも、お断わりしておかねばなりません(3)。 

                                                         
(3)

 たとえトゥキュディデスのテクストがペリクレスの演説を正しく伝えるものでなかっ
たとしても、だからといって、次の見解には賛同しかねる。「『メネクセノス』はまずもっ
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 ちなみに、ある大部のプラトン注釈書（全六巻）を覗くと、『メネクセノス』は、『ゴ

ルギアス』や『メノン』など「移行期」の作品が念入りに解釈されている巻の末尾に、

たった一頁半の「附論」だけで済ませられており、かつご丁寧にも、「『メネクセノス』

には、哲学的に重要性のありそうなものは何一つ含まれていない」(4)と、断言されて

います。はたして本当にそうでしょうか。本稿は、ペリクレスの葬送演説という珠玉

のテクストを味読するための準備であろうとしますが、同時に、講壇哲学が軽視して

きたプラトンの小品にひそむ政治哲学的重要性を指摘することをも狙っています(5)。 

 さて、戦没者追悼演説は、議会演説でも法廷弁論でもなく、典礼式辞つまり「演示

的（epideiktikos）」スピーチに属しますから、「現在の美しい事柄について称讃するこ

と」を事とします（アリストテレス『弁論術』第一巻第三章、戸塚七郎訳、岩波文庫、

四五頁以下、参照）。公的言論の一つの極致とも言うべきこのロゴスでは、参列者の目

の前でまさに葬られた人びと、つまり、祖国のためにあっぱれに戦い死んでいった兵

士たち、の勇敢な行為を讃美することが、中心に置かれるのです。しかしそれは同時

に、彼らが命を捧げた祖国が、その尊い犠牲に値する、いかに立派な国家であったか

を、縷々述べることを意味します。言葉を尽くして愛国心を表現するこのタイプの演

説に抵抗をおぼえる現代人は尐なくないでしょうが、あまり感情的になるのは得策で

はありません。ロゴスをもつポリス的生き物が、その生態にふさわしく、ロゴスでも

って愛国心を語ってくれているのですから。そしてその言葉のうちにわれわれは、「ポ

リス的なもの」の痕跡を見出すことができるのですから。 

 まず、出だしを比較してみると、もうそこにくっきりとした対比が現われてきます。

儀礼的スピーチなのだからどうせ通り一遍のことしか言っていないだろう、といった

思い込みは打ち砕かれます。トゥキュディデスにしろリュシアスにしろプラトンにし

ろ(6)、行為と言論とを分けたうえで両者の関係についての見解を披露するのです。プ

                                                                                                                                                                     

てトゥキュディデス批判であって、ペリクレス批判ではない」（R. E. Allen, “Comment” to 

Menexenus, in: The Dialogues of Plato, Vol.I, Euthyphro/ Apology/ Crito/ Meno/ Gorgias/ 

Menexenus, translated with Analysis by R. E. Allen, Yale University Press, 1984, p.325）。アスパ
シアを原作者に擬するというやり口一つとっても、ペリクレスに対する辛辣な当てこすり
が『メネクセノス』に見られることは否定しようがない。プラトンがトゥキュディデスに
対抗意識を燃やしているのは確かだとしても。後注 5 参照。  
(4)

 H. Gauss, Philosophische Handkommentar zu den Dialogen Platos, 2.Teil, 1. Hälfte, Die 

Dialoge der Übergangszeit. Gorgias, Meno, Euthydem, Menexenus und Cratylus , Verlag Herbert 

Lang & Cie, 1956, S.223. 
(5)

 次の評価にはほぼ同調できる。「『メネクセノス』はプラトンの他のどの対話篇よりも弁
論術の実践という性格をつよくおびている。著者はトゥキュディデスと、またこれにはる
かに务るリュシアスの作品と、張り合おうと願ったように見える。『パイドロス』でリュシ
アスに対してはげしい反感を表明しているプラトンだが、彼との競争においてプラトンは
完全に勝利を収めている。だが、トゥキュディデスに匹敵しているとは言えない。『メネク
セノス』には、ギリシア人の現実の利害関心なら欠けていないが、偉大な史家ならではの
頑健な気高さと政治的洞察は、まったく欠如している」（B. Jowett, “Introduction ”, in: 

Menexenus, translated with an introduction by B. Jowett, eBooks@Adelaide, 2004, p.1/5）。とはい
え、プラトンの「政治的洞察」にも侮りがたいものがあることを、以下でわれわれは見る
であろう。  
(6)

 リュシアスは、『弁論集』（細井敦子・桜井万里子・安部素子訳、京都大学学術出版会）
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ラトンは、戦死者たちの功業にふさわしい葬儀を執り行うという「行為（ergon）」の

ほかに、「美しい言葉」で勲功を褒めたたえることによって、死者に十分な敬意を表わ

すことができる、と自信ありげに前口上を述べます（236D-E）。これに対しリュシアス

は、「戦士たちの武勇を言葉によって明らかにすること」は不可能だと謙遜しつつ（1）、

「私が競うべき相手はかれらの功績ではなく私より以前にかれらについて語った人々

である」と、弁論作家としての意図を屈託なく表明します（2）。いちばん屈折してい

るのがトゥキュディデスで、追悼演説そのものに対する深い反省で始まります。曰く、

戦士たちの行為は、葬式という行為によって顕示されるだけで十分であり、「多くの勇

士らの勇徳が、わずか一人の弁者の言葉の巧拙によって褒貶され、その言うなりに評

価される危険は断じて排すべきだと私は思う」（35）。讃辞が過ぎると聴衆の「嫉妬と

不信」を招き逆効果となる、という冷静な分析などは、アリストテレス『弁論術』顔

負けの「相互共同存在の日常性の解釈学」（ハイデガー）たりえています。冒頭からそ

ういう考察を展開する弔辞は、相当高いレヴェルと言わざるをえません。それに立ち

会う聞き手もまた、深い理解力を求められます。 

アリストテレスは、『メネクセノス』序幕中のソクラテスの言（235C）を引いて、「ア

テナイ人の間でアテナイ人を称讃するのは難しいことではない」としています（『弁論

術』第一巻第九章および第三巻第一四章、前掲訳書九八頁および三七六頁参照）。これ

をプラトン『ゴルギアス』の用語で言いかえれば、「迎合・おべっか」となります。そ

の見本としてプラトン自身が、聞く耳に心地よい追悼演説を書いてみせたのだ、との

解釈も成り立つのですが、この手の弁論術理解は、ペリクレスの追悼演説には必ずし

も当てはまりません。屈折度に富むその演説は、美辞麗句を駆使して同国人をおだて

褒めそやすだけではない仕方で、政治的言説の高水準を達成した見本と言うべきでし

ょう。 

 次に、リュシアスも含めた三つの追悼演説がそれぞれいちばん力を入れている箇所

はどこか、を考えてみます。リュシアスでは、太古におけるアマゾン族との戦いをは

じめとして、アテナイの過去の武勲の数々が滔々と披露されます。ペルシア軍撃退の

手柄話に力が入るのも当然でしょう。昔日のアテナイの軍事的栄光の称讃が大半を占

めるのは、プラトンでも同じです。史的に興味深いテキストであるかに見えて、じっ

さいには事実の歪曲が尐なくありません。そこで、そういう歴史の改竄がなされるの

が戦没者追悼演説というものなのだと、真理の友プラトンが暗に警告していると解釈

されたりもします。では、トゥキュディデスではどうなっているかと言えば、祖国の

                                                                                                                                                                     

所収の邦訳「コリントス戦争の援軍として斃れた戦士への葬礼弁論」に、トゥキュディデ
スは、主として久保正彰訳（『戦史（上）』、岩波文庫）に拠った。後者は、藤縄謙三訳（『歴
史Ⅰ』、京都大学学術出版会）も参照した。『メネクセノス』は、上記の通り、岩波版プラ
トン全集 10 所収の津村寛二訳に拠り、加来彰俊訳（中公バックス『世界の名著 6 プラト
ンⅠ』所収）も参照した。三者とも、ロウブ古典叢書の希英対訳を踏まえた。引用に当た
っては、リュシアスは節番号のみ、トゥキュディデスは巻二の段落番号のみ記し、プラト
ンはステファヌス版の頁付けを記すこととする。 
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過去の武勲の讃美はほぼそっくり省略されています。定番のはずの部分を割愛するや

りかたは黙示という修辞法でもありましょうが、追悼演説としてやはり破格です。そ

の代わりにペリクレスは、アテナイの「国のかたち」を入念に描き出してゆきます。

ここにトゥキュディデスの真骨頂があります。 

 国体論はリュシアスには乏しいのですが、プラトンにはそれなりにアテナイのお国

柄自慢が見られます。そこで、ソクラテスとペリクレスそれぞれのアテナイ・ポリス

考を比較することに話を絞りましょう。まさにそこに強烈なコントラストが浮かび上

がってくることが分かります。両者を比べて、まずもって目に付くのは、ソクラテス

がアテナイを「神の国」として讃えているのに対し、ペリクレスはそのような「国家

の神話」をいささかも持ち出していない、という点です。 

『メネクセノス』は、アテナイが万人に賛美されてしかるべき第一の理由として、

「神々の愛でたもう国」（237C）、「神々のほめたもう国」（237D）であることを挙げま

す。しかも、アテナイの母なる大地は、その豊かさゆえに「人間を生んだ」（237D）

とされます。きわめつけの産土伝説によってアテナイは「特別な国」扱いされるので

す。この「出生」重視の立場がプラトンのアテナイ国体論を特徴づけるのですが、そ

の点は次節で見ましょう。対するにトゥキュディデスは、「先ず私は、祖先に讃辞を捧

げたい」と切り出しはしますが、過去の栄光を讃えるのは早々に切り上げ、「われらが

いかなる理想を追求して今日への道を歩んできたのか、いかなる政治を理想とし、い

かなる人間を理想とすることによって今日のアテーナイの大をなすこととなったの

か」を、朗々と語り始めるのです（36）。もはや「前置き」ではなく本論そのものをな

すそのロゴスでは、人間たちとその結集した力については語られても、神々は一切出

てきません。戦没者にしても、英霊として神格化されたりはせず、あくまで身の丈ど

おりの人間扱いです。神話や伝説による超越的意義づけを意図的に排するトゥキュデ

ィデスの現世主義・人間主義は、神をも畏れぬ徹底ぶりを示しています。 

 念のために言っておけば、私はべつに政治的言説における神話利用を否定するつも

りはありません。建国神話から革命家伝説まで、人間事象の領域に「神的なもの」が

導き入れられるのは不可避ですらあります。この世の相対性ゆえの不安定性をしのい

で体制を確立するには、何らかの神的「権威」に助けを求めざるをえないからです。

ハイデガーが政治哲学的断想『哲学への寄与』の中で、突如として「最後の神」につ

いて語り始めるのも、そう考えれば納得できます。これは、神学というより政治哲学

上のテーマなのです。他方で、「神の死」が半ば既成事実化している現代人に、そうた

やすく神頼みができるはずもありません。共同体を安定させるどころか、逆に暴走の

危険を背負い込むのでは、何のために神を呼び出したのか、訳が分からなくなります。

政治家が「神国」を語り出すことにゆめゆめ警戒を怠らぬよう、現代のわれわれが用

心せざるをえないゆえんです。 

 まさにそれゆえにこそ、古代人ペリクレスの葬送演説は、われわれにとって現代性
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をもつのです。神的権威づけに頼らない仕方で政治体の求心力を高めるために、古代

ポリスの知恵は何を見出したか―それを今に伝えてくれているのですから。 

 

 

ポリスの構成原理―イソゴニア vs イソノミア 

 

 アテナイ帝国のリーダーの愛国演説が、地域と時代を超えて広く支持されてきたの

は、その核心をなす国制論がそれだけ魅力的だからです。そこには、衰退しゆくポリ

スの現実を凝視しながらも、盛期アテナイの白鳥の歌を声低く歌おうとする愛惜の念

が、深く刻み込まれています (7)。先にふれたように、『メネクセノス』にもアテナイ国

体論議はありますが、トゥキュディデス伝えるペリクレス演説と比べると、いかんせ

ん見务りします。この事実をプラトン読みは潔く認めるべきです。間違っても、どう

せ政治家の演説なんだから哲学性はない、などと決め付けてはなりません。 

では、ソクラテスのアテナイ国体論に再読の価値はないのかと言えば、それも違い

ます。プラトンのテクストは、トゥキュディデスとの対比において現代のわれわれが

味わうべきものを十分秘めているのです。なるほど、「神の国」発言一つとっても、ソ

クラテスの愛国演説が古臭いのは否めませんが、ある面では、驚くべき現代性をひそ

ませてもいるのです。 

 ソクラテスとペリクレスの国体論競べですぐ目に飛び込んでくるのは、「民主主義」

についての見解の相違です。ペリクレスが「民主政（dēmokratia）」の理想を高らかに

唱えているのに対して（37）、ソクラテスは「民主政」とは名ばかりで、アテナイは実

質的には「貴族政（aristokratia）」だと主張しています（238C-D）。しかし、用語の違

いで両者を色分けするのは、「民主派／寡頭派」あるいは「アテナイ派／スパルタ派」

という、当時の内戦の火種であった党派的綱引きに今さらのようにコミットすること

を意味します。それは、現代において「右／左」「保守／革新」のレッテル貼りが不毛

なのと同じくらい、つまらないことです。怪しげなその線引きにわれわれが従わねば

ならないいわれはありません。ソクラテスにしても、「国家の実権を握る者はほとんど

の場合民衆である」（238D）と言っており、そのかぎりでは民主主義を斥けていませ

                                                         
(7)

 ペリクレスの葬送演説によせての二人の学者の見解を引いておく。「これは彼〔＝ペリ
クレス〕が指導していたアテネの民主主義の理想を高唱したものであり、或いはさらに自
画自讃したものであるとも見えるが、同時にこれは、その当時の現実のアテネが、その国
柄においても徳性においても、まさにこの理想とは逆であったことを裏書きしているもの
と言えよう」（出隆「アテネの民主政治と日本」（一九四六年）、『出隆著作集第４巻  パンセ』、
勁草書房、所収、八四頁）。「この演説は、いたずらに美辞麗句をつらねるありふれた弔辞
調のものではなく、「自由の国」アテナイの内部を描いて、祖国がいかに守るに値するポリ
スであるかを明らかにしようとしたもので、自由の意識もそれに伴って一段と深められて
いる。〔‥‥〕この政治的自由は、ただ奴隷ではないという生れながらの身分を条件にする
のではなく、ペリクレースが謳う重大な条件はアテーナイ人特有の存在の仕方、活動の仕
方である」（斎藤忍随「「自由」雑感」（一九六四年）、『幾度もソクラテスの名を  Ⅰ』、みす
ず書房、所収、二六八頁、強調は引用者）。 
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んし、ペリクレスにしても、「一個人が才能の秀でていることが世にわかれば、無差別

なる平等の理を排し世人の認めるその人の能力に応じて、公けの高い地位を授けられ

る」（37）と、「優秀な者たちの支配」を認めています。 

 では、「貴族政／民主政」とは別の、もっと啓発的な対比軸はないものでしょうか。

それが、本節のタイトルに掲げた「イソゴニア vs イノソミア」という、ポリスの構成

原理の相違なのです。そこには、「自然／人為」という、ソクラテス以前の哲学成立事

情にかかわる大問題がひそんでいます。 

 isonomia という語はプラトンに明示的に現われていますが（239A）、トゥキュディデ

スでも暗示はされており、その理念が議論の前提となっているほどです (8)。「法の下で

の平等」と訳されたりしますが、同じ市民どうしが支配－服従の関係ぬきに対等な資

格で公的活動に参加することを保証する人為的制度のことですから、「平等」という語

の多義性を避けるために、「対等制度」と訳すのも一策でしょう。「等しさ（ to ison）」

が政治共同体にとって最重要のテーマであり、事と次第によっては命取りとなりかね

ないこと、問題はその「等しさ」でそもそも何が意味されているかであること、これ

らはアリストテレスの指摘するとおりです (9)。各自の能力に応じて格差をつけて遇す

るのも「等しさ」なら、万人に同一の人権を保障してやるのも「等しさ」です。その

意味がまるで異なっているのに、同じ「平等」という言葉を使うのは、議論を紛糾さ

せる惧れなしとしません。 

平等をめぐるこの言葉上の混乱が高まるのは、古代と近代の平等概念が一緒くたに

されるときです。ここで古代というのは、ヘロドトスによって「美名」と評された「イ

ソノミア」によって表現される政治的平等の考えであり、近代というのは、ホッブズ、

ルソー以来われわれに馴染み深い、「人間は生まれつき平等である」式の自然的平等の

発想です。平等概念のこうした多義性を整理するうえで格好の題材を提供してくれる

言葉が、『メネクセノス』の国体論に出てきます。それが「イソゴニア」なのです。「生

まれの平等」を表わす言葉 isogonia を、プラトンはまさにイソノミアと関係づけて用

いています。次のテクストは、われわれが味読するに値する箇所です。 

 

「われわれとわれわれの同胞は、皆がひとりの母から生まれた兄弟（adelphoi）で

                                                         
(8)

 ペリクレスは、アテナイの国制を「民主政」という語で規定したあと、ただちに次のよ
うに述べる。「わが国においては、個々人が意見を異にした場合、法律の定めによって（kata 

tous vomous）すべての人に（pasi）平等な発言が（to ison）が認められる」（37. 下線部は
久保訳と違うが、これについては、拙稿「ポリスへの愛―「政治的なものの根源的概念」
のために―」、東京女子大学紀要『論集』第 58 巻 1 号、2007 年 9 月、所収、を参照）。
このテクストには、「イソ－ノミア」という言葉と、それによって表わされる理念が、編み
込まれている。なお、ヘロドトスにおける用法をはじめとする「イソノミア」の語義につ
いても、拙稿を参照のこと。  
(9)

 「たしかに、どこでも紛争のもとになるのは不平等である。〔‥‥〕なぜなら一般に、
人びとは平等を求めて紛争を起こすからである」（『政治学』第五巻第一章、牛田徳子訳、
京都大学学術出版会、二四一頁）。  
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あるがゆえに、お互いの奴隷であったり、主人であったりすることを当然である

とは考えない。むしろ自然における（kata physin）生まれの平等（isogonia）は、

われわれをして法における（kata vomon）対等制度（isonomia）を求めさせ、徳と

思慮に由来する名声のほかには、何ものによっても互いに他に服することのない

ようにさせているのである。」（238E-239A）  

 

プラトンは、イソノミアをイソゴニアによって根拠づけようとしています。つまり、

制度上の等しさを出生上の等しさから導出しようというのです。市民間の政治的平等

は、「アプリオリ」な自然的平等にもとづくのだと。 

 万人の自然的平等を前提したうえでその等しさを権利上も保証すべし、とする社会

的平等＝正義の観念を当然視しているわれわれ現代人からすれば、イソゴニアからイ

ソノミアの大義名分を引き出すプラトンの説明は、何の変哲もないかに見えます。し

かし事態はそう単純ではありません。なぜなら、プラトンが引用文中で語っている「ひ

とりの母」とは、全人類にとっての故郷としての「母なる大地＝地球」ではなく、あ

くまでアテナイという特定の国土だからです。文字通り「同胞」と見なされている「兄

弟」とは、アテナイ市民団のことであり、プラトンの論調をあえて真に受ければ、さ

しずめ「アテナイ民族」とも称すべき政治的単位を意味するのです。 

 われわれは「民族（nation）」という出生上の規定が国家の構成単位として採用され

てきた時代に生を享けていますが、プラトンの時代はむろんそうではありませんでし

た。共通言語に鑑みて緩やかな意味で「ギリシア民族」ということは言えても、「アテ

ナイ民族」という言い方は明らかに不適切です。同じ都市に住み共同体をともに担っ

ている市民としての「アテナイ人」が、アテナイという都市国家の実体をなすのであ

り、ポリスは人為的組織でこそあれ、自然的に発生した親族共同体とは違います。血

縁や地縁といった伝来の結びつきが解体されてことさら創出されていったのが、ポリ

スという政治体なのです (10)。そして、その人為性・制度性をよく表現しているのが、

イソノミアという言葉にほかなりません。ポリス的平等は、自然的なものを遮断した

うえではじめて成り立ちます。ではなぜそのような組織が作られたのか。自然的には

存在しない公的舞台をことさら築き、そこで対等に張り合うためにです。その根底に

存しているのは、人間は生まれつき平等とは言えないという前提です。自然的不平等

                                                         
(10)

 「ポリスの創設に先立って、部族（phratria）や種族（phylē）のような、血縁にもとづ
いて組織された単位は、ことごとく解体された」（H. Arendt, The Human Condition, Paperback 

Edition, The University of Chicago Press, 1989, p.24; アレント『人間の条件』、志水速雄訳、
ちくま学芸文庫、四五頁以下）。アテナイ・ポリスの非自然的－人為的な再組織化は、紀元
前六世紀末のクレイステネス改革において格段に進み、そのイソノミア体制が、前五世紀
の空前の繁栄をもたらすことになる。アリストテレス『アテナイ人の国制』、村川堅太郎訳、
岩波文庫、第二〇－二二章、参照。前掲拙稿「ポリスへの愛」で解説を加えたヘロドトス
の「イセーゴリエー」論も参照。  
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ゆえの政治的平等化―ここに、「ポリス的なもの」の構成原理があります (11)。 

プラトンはまさにこの原理に挑戦するかのように、イソノミアをイソゴニアへ帰着

させるのです。人為的なものから自然的なものへ―この還元の操作のうちには、「ポ

リス的なもの」の意味をラディカルに転覆しようとする底意がうかがえます。 

このように、プラトンは「自然本性のあり方に従って（kata physin）」（237A）国家

を語っており、いわば「自然主義」の立場をとっています (12)。しかし、彼の自然的平

等論は、近代のそれと同じではありません。なぜなら、「生まれの平等」は、『メネク

セノス』の国体論のもう一つのキーワードである「生まれの良さ（eugeneia）」と、緊

密に結びつけられているからです。ソクラテスは、戦没兵士の讃美をこう始めていま

す。「われわれは、まず第一に彼らの生まれの良さをたたえよう」（237A）。この「生

まれの良さ」は、これはこれで「先祖たちの生まれ（tōn progonōn genesis）」（237B）

の生粋さに、ひいては「母なる国土（mētris）」（237C）の豊饒さに、由来するとされま

す。 

見られるとおり、この場合の「エウゲネイア」は、個々人の出生上の「優性」を特

徴づけるものではありません。そうではなく、アテナイ「生えぬき」のすべての市民

に関して言われているのです。イソゴニアが「民族の純血性」の謂いなら、エウゲネ

イアは「民族の優秀性」を意味するのです。もともと「ひとつの母」から生まれ由緒

正しい血統を誇るアテナイ人は、無類の同質性を特長とし、それゆえ同国人の間では

対等を旨とし、お互い自由人として尊重し合っている―これが、プラトンのアテナ

イ国制論の骨子なのです。だとすれば、古代人プラトンは、近代国民国家の構成原理

を先取りした「古典的ナショナリスト」であったのか。この問いにどう答えるにせよ、

そういう問題が浮上してくること自体、驚くべきことではないでしょうか。尐なくと
                                                         
(11)

 イソノミアの語義を説明しつつ、アーレントは「ポリス的なもの」の構成原理を次の
ように解明してみせる。「イソノミアは isotēs つまり平等を保証したが、それはすべての人
が平等に生まれ平等に作られているからではなく、反対に、人は自然によっては（physei）
平等でなかったからであり、法律（nomos）によって人びとを平等にするポリスという人
為的制度を必要としたからであった。平等は、人びとが私人としてではなく市民として互
いに出会うこの特殊に政治的な領域にのみ存在した。平等のこの古代的観念と、今日の平
等の観念、つまり人は生まれつき平等に作られており、社会的、政治的な、すなわち人為
的な制度によって不平等にされているとする観念が、どれほど異なっているかは、いくら
強調してもしすぎるということはない。ギリシアのポリスにおける平等、つまりイソノミ
アは、ポリスの属性であって、人間の属性ではなかった。人間はその平等を市民になるこ
とによって受けとるのであって、出生によって受けとるのではなかった」（（H. Arendt, On 

Revolution, Penguin Books, 1990, p.30-31;『革命について』、志水速雄訳、ちくま学芸文庫、
四一頁）。  
(12)

 「政治的なもの」を「自然的なもの」に解消しうると考えるのは、「ナイーヴ」と言わ
ざるをえない。たとえば、高橋哲哉は、すでにふれたように、「靖国」の言説のうちに「悲
しみから喜びへ」の転化という「感情の錬金術」を見出すが、それに対抗するための提案
はこうである。「靖国信仰から逃れるためには、必ずしも複雑な論理を必要としない〔‥‥〕。
一言でいえば、悲しいのに嬉しいと言わないこと。それだけで十分なのだ。まずは家族の
戦死を、最も自然な感情にしたがって悲しむだけ悲しむこと」（『靖国問題』、五一頁、太字
は原著、下線は引用者）。だが、自然に従う存在にとどまらないからこそ、「ポリス的生き
物」と言えるのであり、まただからこそ「超自然」の形而上学や宗教の成り立つ余地もあ
るのではないか。  



ソクラテス以前のポリス 31 

 

も、『メネクセノス』を「哲学的重要性のないもの」として切り捨てるなどという真似

は、とてもできない相談です。そこには、自然と人為、出生と共生、自由と平等、と

いった根本問題が隠されているのですから。 

 念のために言っておけば、私はプラトンがナショナリズムの元祖イデオローグと言

いたいわけでも、古代ポリスに人種主義的優生思想の温床を見出したいわけでもあり

ません。古代には古代なりの事情があるのであって、近代に固有な問題を非近代のう

ちに読み込んで問題の根深さを強調したり政治的なものの罪深さを告発したりする趣

味は、私にはありません。奴隷制ゆえに古典古代を罪悪視するような手前味噌は、い

い加減やめにしたいものです。本稿で私が目指してきたことは、『メネクセノス』を読

み味わうことを通じて、トゥキュディデス伝えるペリクレスの葬送演説がそれとのコ

ントラストにおいて鮮烈な輝きをふたたび放ち始めるのを見届ける、という一事に尽

きるのです。 

 

 

むすびに代えて―ある内戦世代の苦衷 

 

 本稿は、「ソクラテス以前のポリス」というタイトルを掲げました。いわゆる「ソク

ラテス以前の哲学者たち」に負けず务らず、ペリクレスの追悼演説に代表される「ポ

リス的なもの」に、「初期ギリシャ哲学」の出生の秘密を見出せるのではないか、とい

うふれこみでした。『メネクセノス』の国制論に「ピュシスとノモス」という対立およ

びピュシスへの傾斜を確認するところまでは辿り着きましたが、じつはこのあとで、

ノモスとしてのポリスのあり方に関する論議が、ソフィストも巻き込んでの「自然／

人為」をめぐる哲学的反省を呼び起こした、というお話が続く予定だったのです。「フ

ォアゾクラティカー」に、タレスからデモクリトスまでは数え入れても、政治家や歴

史家は蚊帳の外としてきた講壇哲学の食わず嫌い的哲学史観に対する挑戦たろうとし

たわけですが、結局そこまでは至りませんでした。肝腎のペリクレスの演説にしても、

まだほんのさわりしか扱えていません。看板に偽りありと言われればその通りで、他

日を期すことにしたいと思います。 

 プラトンに関して辛めの評言ばかりしてきたので閉口した向きも多いでしょうが、

ついでにプラトンに関してもう一言だけ述べてしめくくろうと思います。『メネクセノ

ス』に「ポリス的なものの自然化」の傾向を見てとる読み方に対しては、べつにプラ

トンだけがそうではないだろう、という異論がありえます。たとえば、リュシアスが

軍事大国アテナイ賛美の間奏として織り込んだアテナイ国制論には、アテナイ人は「生

えぬき（autokhthones）」で（17）「良き生まれ」であること（20）が、やはり強調され

ています。では、プラトンはアテナイ人が好んだお国自慢を、彼の弁論術理解そのま

まに、俗受けを狙ってやってみせただけだったのでしょうか。 
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 なるほど、「生まれ」を政治的なものの理解の基本に据えることは、プラトンの専売

特許ではありません。むしろ、そうした傾向のほうが人類の趨勢と言うべきかもしれ

ず、だからこそ、トゥキュディデス伝えるペリクレスが「良き生まれ」という選別原

理を一切語っていないことが、あらためて意義深く思われもするのです。しかし、『メ

ネクセノス』を読み味わおうとする者は、プラトン固有の事情を慎重に勘案すべきで

す。彼の「アテナイ単一民族国家説」は、祖国を憂う深刻な問題意識に根ざしている

からです。ペロポネソス戦争での「恐るべき」敗北へと話を進めるソクラテスは、こ

う主張します。「われわれが敗れたのは、われわれ自身の不和（diaphora）のためであ

って、他国の人々によってではなかった」（243D）。アテナイはその取り柄である同質

性を守り続けるかぎり負けないはずだったが、市民の間で党派抗争が激化して国力が

低下し、敗戦のやむなきに至った、というのです。さらにソクラテスは、戦後起こっ

た「内戦」にふれ、その泥沼をアテナイ市民が見事切り抜け和解に至りえたのは、こ

れまた、「祖先を同じくすることからくる（homophylov）堅固な友愛」とそれをもたら

した「真の血のつながり（syngeneia）」（243E）ゆえであった、としています。 

 プラトンは、ペリクレスやソクラテスと違って、ペロポネソス戦争という古代の世

界大戦の時代に生きた人ではなく、その後の内戦の時代に生き、ものを考えた人です。

「もし内戦が人間にとってしょせん避けえぬものであるなら」（243E）という言葉に、

内戦世代の苦衷はよく表わされています。そのプラトンの目には、祖国の衰微の第一

原因は市民間の「不和」と映ったのでした。そこで、彼の政治哲学は、不純分子を取

り除き一国内の同質性を高めた単一家族＝ポリスを構想することへと向かいます。『国

家』における財産と妻子の共有制、そしてかの哲人王政も、この方向で提案されてい

ます。そこに見られる「優生」の発想にしても、要するに、ポリス内の不和をなくし

て内戦の危険を避けることを狙ったものでした。以上の連関に置くとき、『メネクセノ

ス』の「生まれの良さ」礼讃が、決してアテナイ人へのリップサーヴィスにとどまる

ものではなかったことが分かってきます。  

 内戦とはポリス内存在そのものの危機であり、それゆえ、対外戦争以上に政治哲学

の根本テーマと言えるでしょう。この問題に対するプラトンの応答は、グローバルテ

ロの脅威に晒され世界内戦の時代を生きる現代人にとって、依然アクチュアリティを

有しています。そして、だからこそわれわれは、プラトン的理解とは異なる「ポリス

的なもの」の真珠採りにいそしまなければならないのです。 

 

 

後記 

 

本稿は、二〇〇七年九月八日、東京大学（駒場）で行なわれた第十一回ギリシャ哲

学セミナー「初期ギリシャ哲学」での口頭発表のために用意した原稿の縮約版である。
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元々の原稿は、「はじめに―政治哲学という可能性」のあと、出隆の『ギリシアの哲

学と政治』を取り上げた第一節「ある講壇哲学者の憂慮」、カール・シュミットの「政

治的なものの概念」からハンナ・アーレントの「真珠採り」の解釈学の理念へと折り

返す第二節「真珠採り―「ポリス的なものの概念」へ」、高橋哲哉『靖国問題』にお

ける「政治的なもの」の観念を批判した第三節「『靖国問題』の背後にひそむもの」と

続いてから、本論たる追悼演説競べに入っていく、という筋立てであった。今回は紙

数の制約上、第三節を圧縮して「序に代えて」として残したほかは、上記の前口上は

すべて割愛した。本稿は、口頭発表時に読み上げた部分に、ほぼ相当する。 

 当日の質疑応答では、プラトンが『メネクセノス』を書いた真の意図や、「原作者」

であるトゥキュディデスとプラトンの関係など、突っ込んだ専門的質問が噴出し、素

人の域を出ない発表者は立ち往生する仕儀となった。なかでも、ペリクレスの追悼演

説をそれに続くペリクレス最後の演説と対比する必要を再認識させられたことは、一

連の研究を纏めるさい、ぜひ活用したいと思っている。ポリスがどこまで「人為的」

な形成物であったか、について十分な歴史的裏づけが必要であることも、言うを俟た

ない。アーレントの解釈を導きの糸としつつペリクレス演説にひそむ「ポリス的なも

の」の真珠採りの作業を続行することが、今後の課題となる。 

門外漢の大言壮語を我慢づよく聞いていただいたうえ、活発に質問してくださった

参加者の方々に、この場を借りてあらためて御礼申し上げる。発表後の懇親会の席で

も、多くの優れたギリシャ哲学研究者の方々と議論する機会に恵まれ、有益であった。

発表者に推挙くださった荻野弘之氏、司会を担当いただいた三嶋輝夫氏、事務局およ

び開催校として多大な尽力を賜わった今井知正、山本巍の両氏に、記して感謝したい。 


