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ソクラテスにおける生き方の探究
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はじめに

「いかに生きるべきか｣、これは誰でも生涯において少なくとも一度や

二度は問う問いであろうが、倫理学の創始者とされるソクラテスもやはり

この問いを問い、徹底的に探究している。この問いは我々の生き方を左右

することにもなろうきわめて重大なものであるが、同時にきわめて難しい

問いでもあり、答えは簡単には出てこない。あるいは、そもそも「答え」

などというものがあるのかどうかも分からないとも言えるかもしれない。

そこで、本稿は、いわば原点に立ち返って、ソクラテスがその徹底した倫

理的探究の中で、この「生き方の問題」に対してどのよう.に考え、どのよ

うに生きるべきであると主張しているのかを、プラトンの初期対話編、特

に「ゴルギアス」を中心に検討し、その探究の主要な基本的道筋を明らか

にすることを課題とする。そして、その際同時にこの問題は我々自身にとっ

てもきわめて重大な問題であるということを絶えず念頭に置きながら、考

察を進めていきたい。

Ｉいかに生きるべきか

まず初めに、ソクラテスも「いかに生きるべきか」という問いをはっき

り意識し、重視していたということを確認しよう。

この問いは、ソクラテスの主張を比較的`忠実に再現していると思われる

プラトンの初期の対話編全体の基調をなしていると言えようが、特に「ゴ
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ルギアス」においては、そのままストレートに述べられている。この対話

綱において、ソクラテスはソフィストのゴルギアスや、ポロス、カリクレ

スと議論を行っているが、この議論の目的と重要性をソクラテスは次のよ

うに述べている。この議論は「人はいかに生きるべきか（”９βCCUだ｡〃）

ということが、ほんとうに明らかになるため」（492.4-5）のものであり、

｢今ぼくたちが論じ合っている事柄というのは、ほんの少しでも分別のあ

る人間なら誰であろうと、そのこと以上にもっと真剣になれることが、ほ

かにいったい何があろうか、といってもよいほどの事柄なのだからね。そ

の事柄とはつまり、人生いかに生きるべきか（６りて”αxpjiTp6m〃駒シ）、

ということなのだ｡」（500c2-4）あるいは、「ラケス」においても、「誰で

もあまりソクラテスに近づいて話をしていますと、はじめは何か他のこと

から話し出したとしましても、彼の言葉にずっとひっぱりまわされて、し

まいにはかならず話がその人自身のことになり、現在どのような生き方を

しているか、またいままでどのように生きてきたか（６２'zzmzp6jm〃”し

ｚ酉切ﾉ[αｉのTz〃α、〃ｍｐｅｽﾜｽＵｅ５ｍβのIﾉβごβ､)/CGIﾉ）、を言わせられる

はめになるのです。さていったんそうなると、その人の言ったことを何も

かもきちんと吟味してしまうまで、ソクラテスは離してくれないでしょう｡」

(l87e6-188a3）

このように、ソクラテスにとっても、「いかに生きるべきか」という問

題は、我々が最も真剣に取り組むべき最も重要なものであったのであるⅡ)。

Ⅱ哲学の中で生きるべきである

では、この「いかに生きるべきか」という問いに対して、ソクラテスは

どのように答えているのだろうか。「ゴルギアス」におい)て、関連する議

論をあらためて簡単に見てみると、次のようである。カリクレスはいわゆ

るピュシスとノモスを対立させ、法律習,慣の上では平等が正しいことだと

されるが、自然そのものにおける正義とは、反対に、強者が弱者を支配し

奴隷化し、そして弱者よりも多く待つことであり（482c4-484c3)、自然

本来の意味において正しく生きようとする者は、専制的独裁者のようなで
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きるだけ大きな絶対的な支配的権力を手に入れ、自己の欲求欲望をできる

だけ膨らませ、勇気と思慮をもってその充足を計り、数々のよきものを享

受することを目指すべきである(491e5-492c8)と主張する。そのような考

えに基づいて、カリクレスは哲学を批判する。哲学は若い頃にほどよく触

れるぶんにはよいが、その年頃を過ぎれば、もっと重要な仕事、つまり、

｢国家公共の事柄」に関する仕事、「国家を支配する」仕事（491c6-491d3）

に桃わるべきであると言うのである。カリクレスは、人は弁論術を修め、

民衆の前で堂々と自分の意見を述べ、国政に参与し、立派なすぐれた人間

となって、名声をうたわれる者にならなければならないと考えている。そ

してその最終的に目指すところは、専制的独裁者的な「賛沢と、放埒と、

自由」（492c4-5）なのである'２１。これに対して、ソクラテスは前半部分は

すでに見た箇所であるが、次のように述べている。「いまぼくたちが論じ

合っている事柄というのは、ほんの少しでも分別のある人間なら誰であろ

うと、そのこと以上にもっと真剣になれることが、ほかにいったい何があ

ろうか、といってもよいほどの事柄なのだからね。その事柄とはつまり、

人生いかに生きるべきか、ということなのだ。すなわち、君がぼくに勧め

ているような、それこそ立派な大の男のすることだという、弁論術を修め

て民衆の前で話をするとか、また、君たちが現在やっているような仕方で

政治活動をするとかして、そういうふうにして生きるべきか、それとも、この

ぼくが行なっているような、知恵を愛し求める哲学の中で（６シ○U几ＣＯＤ｡（ｑ）

の生活を送るべきか、そのどちらにすべきであるかということであり、そ

してまた、後者の生活法は前者のそれと比べて、いったい、どこにその優

劣はあるのか、ということなのだ｡」（500cl-8）このように、ここでソク

ラテスは、「いかに生きるべきか」という問いに対してはっきりと、「知恵

を愛し求める哲学の中で（‘シｄｃ１ｏｏＤ“)」生きるべきであると答えよう

としている。カリクレスの理想とするソフイスト流(３１の生き方に哲学を対

比させ、哲学の中で生きるべきであると言おうとするわけである。

したがって、「いかに生きるべきか」という問いに対するソクラテスの

答えは、ひとまずは、「哲学の中で生きるべきである」であったことにな
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る。しかし、では、この答えで１－分であるかと言うと、やはI)そうではな

い。というのは、「哲学のIljで生きるべきである」と言うとき、ソクラテ

スがその実質的な内容として、どのようなことを考えていたのかが、これ

だけでは未だ何も明らかではないからである。したがって、我々はさらに

考察を先に進めなければならない。

Ⅲ善く生きるべきである

「ゴルギアス」では、引き続きソクラテスとカリクレスが議論を戦わせ

ている。ソクラテスは、カリクレスの胃う「放埒な生き方」よりも、「節

度ある生き方」の方が幸福であると主張し、快と藩とは別のものであるこ

と、不正を受けることと行うこと雑について論じる。そして、死後の魂の

裁きと賞罰についての話を語った後、次のように述べている。「さて、ぼ

くとしては、カリクレスよ、これらの話を信じているし、そして、どうし

たならその裁判官に、ぼくの魂をできるだけ健全なものとして見せること

になるだろうか、と考えているわけだ。だから、世の多くの人たちの評判

は気にしないで、ひたすら真理を修めることによって、ぼくの力にかなう

かぎり、ほんとうに立派な人間となって、生きるように努めるつもりだし、

また死ぬ時にも、そのような人Iilとして死ぬようにしたいと思っているの

だ。……特にまた君に対しても、矛lが勧めてくれるのとは反対になるけれ

ども、いま言ったその生活を送り、その競技に参加するよう勧めたいのだ｡」

(526d3-e3）つまり、ソフイスト流の生き方を選ぶべきか、それとも哲学

の中で生きるべきかというＭ題に対して、ソクラテスは結論としてもちろ

ん哲学の中で生きるべきであると主張するわけであるが、もう少し具体的

には、「ひたすら真理を修め……ほんとうに立派な人間となって、……生

きる」べきであり、「魂をできるだけ健全なもの」にするように生きるべ

きであると考えていると言ってよいだろう。

そして、そのような意味を持つ「極学の!|'で生きる」ことが、ソクラテ

スにおいては「善く生きる」ことであった。この点は、ソクラテスが「善

く生きる」ことの重要性を力説してやまなかったこと、そして同時に当然
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のことながら「哲学（知を愛し求めること)」の重要性も強調しているこ

とから、言うまでもなく明らかであるが、生き方を考える上では重要な点

であり、確認しておきたい。

まず、「善く生きる｣Ⅲ)ということについて見てみると、「ゴルギアス」

では、カリクレスはすでに見た考え方に関連して、「人間が自分のために

用意工夫すべきことは、できるだけ長い時間生きながらえるということで

あり、それで、われわれをいつでももろもろの危険から救ってくれる技術

一たとえば……弁論術……－そういう技術を修得すべきだ」（511b7-

c2）とも主張している。そして、そのためにまた専制的な絶対的な権力を

礼賛しもするわけである。しかし、ソクラテスは問題はそのようなことで

はなく、「いったい、どれほどの時間を生きながらえるかという、そうい

うことを、少なくとも真実の男子たる者は、問題にすべきではないし、ま

た生命に執着してはならないからである。いな、それらのことについては、

神様におまかせし、そして定められた死の運命は何ぴともまぬがれること

はできないだろうという女たちの言葉を信じて、そのつぎに来る問題、す

なわち、これから生きるはずの時間を、どうしたなら最も善く生きる

(djsdpcomβＣＯ町）ことができるかという、そのことのほうを考えてみ

るべき」である（512d8-e5）とする。つまり、（絶対的な力を持ち、自己

の欲望をできる限りふくらませてそしてそれを充足しつつ）できるだけ長

い時間生きながらえるというカリクレスの理想に対して、ソクラテスは我々

にとって問題はそういうことではなく「どのようにしたなら最も善く生き

る（の９dpzomβcob7）ことができるか」ということであると主張してい

るのである。そして、この「善く生きる」ということが、周知のように、

ソクラテスが最も力説したことの一つであったのである。

そのことを述べた最も有名な対話編は、「クリトン」である。ソクラテ

スが死刑の判決を受けて牢獄にいる間に、一度老友のクリトンが一人で牢

獄にやって来て、ソクラテスに脱獄を勧めている。それに対して、ソクラ

テスはクリトンを相手に脱獄は善か悪かという議論を始め、二人の間で結

局脱獄は悪であるという結論が出てしまう。悪は決して行わないというの
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ソクラテスにおける生き方の探究（浜崎）

がソクラテスの貫いてきた生き方であり、この場合も悪である脱獄は断念

することになる。それはとりもなおきず、ソクラテスにとって死を意味す

るが、そのような場面で述べたのが次の有名な言葉である。「大切にしな

ければならないのは、ただ生きるということではなくて、善く生きる

（めどＪ坊シ）ということなのだ｡」（｢クリトンj48b5-6）この言葉にお

いては、「ただ生きること」と「善く生きる」が対比された上で、「善く生

きる」ことの大切さが強調されている。命が何ものにも代え難く、命はそ

のものとして絶対的な価値を持つとも言え、その意味では「だだ生きるこ

と｣、とにかく「生きること」も決して軽んずることのできない重大なこ

とである。しかし、確かにそのような「ただ生きる」というレヴェルは、

未だ「善く生きる」ではない。というのは、「生きる」というだけでは、

｢生きて悪いことをする｣、「悪く生きる」ということも含まれてしまうか

らである。「悪く生きる」も「生きる」ことには違いないからである。ソ

クラテスは、「悪く生きている人」にとっては、生きていることはよいこ

とではないとさえ述べているのである（「ゴルギアス」512bl-2等)。こ

のようにソクラテスにとって、「ただ生きる」だけでは不十分であり、や

はり「善く生きる」が問題なのである。

あるいはまた、「ただ生きること」は、別の観点から見ると、未だ単な

る生物のレヴェルであるにすぎないとも言える。つまり、「ただ生きる」

というだけのことなら、およそすべての生物は生命の維持を計り、とにも

かくにも生きている（生きようとしている）とも言えようからである。そ

れに対して、人間は同じく一つの生物でありながら、ただ生きるだけでは

どうにも収まりがつかないのである。生きているとどうしても生きている

ということ自体が、どこかで気になり、「なぜ生きているのか｣、「いかに

生きるべきか」と問わざるを得なくなるのである。そのように、生きてい

るということ、生き方が問題になるということは、人間がただ生きている

だけではどうしても収まりがつかない存在であるということを示している

と言えよう。もしそうでないのなら、このような面倒な問いなど問わずに、

生き方については何も考えずに、ただ生きていけばよいわけであるが、実
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際にはそうはいかず、初めに述べたように大抵誰でも生涯に一皮や二度は

「いかに生きるべきか」と問うのである。

したがって、そのように問うことで我々が求めている答えが、ソクラテ

ス的には、とりもなおさず、「善く生きる」ということであることになる

のである。では、「善く生きる」とは、具体的には何をしながら生きるこ

となのであろうか。

「クリトンｊにおいては、今の言葉に続いてさらに、「……そのく善く＞と

いうのは、＜美しく＞とか、＜正しく＞というのと同じ……」と述べられてお

り、他の倫理的な価値への言及がなされている。そのような徳の探究こそ

が、ソクラテスにとっては「善く生きる」生き方であった。「ソクラテス

の弁明」では、「人間にとっては、徳その他のことについて、毎日談論す

るという、このことが、まさに最大の善きことなのであって、わたしがそ

れらについて、問答しながら、自分と他人を吟味しているのを、諸君は間

かざれているわけであるが……、これに反して、吟味のない生活は、人間

の生きる生活ではない……｡」（38a2-6）つまり、人間にとって生きるに

値する善い生き方とは、徳その他のことについて問答によって吟味し、探

究していくという生き方であり、それこそが「最大の善き」生き方なので

ある'5)。

「クリトン」や「ソクラテスの弁明』における「善く生きる」に関する

このような主張は、文字通りに同じ言葉は用いられていないにせよ、「ゴ

ルギアス」における「哲学の中で生きる｣、つまり「ひたすら真理を修め……

ほんとうに立派な人間となって……生きる｣、「魂を健全なもの」にするよ

うに生きるという考え方と重なり合う。後でもう一度取り上げるが、ソク

ラテスにとって徳について問答しながら自他を吟味することが最大の善で

あるのは、そうすることによって魂が善くなるからである。そして、当然

のことながら、善い魂を持つ人が善い人であり、善い人は善く生きるので

ある。ソクラテスにとっては、「哲学の中で生きる」ことが、とりもなお

さず「善く生きる」ことであったのである。

したがって、以上の考察からして、我々は「いかに生きるべきか」とい
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う問いに対して、まず初めにソクラテスが「哲学の｢|jで生きるべきである」

と糟えているのを見たが、それは結局「善く生きるべきである」というこ

とであると言えるだろう。つまり、ソクラテス的には、「いかに生きるべ

きか」に対して「哲学の中で生きるべきである」と答えられるが、それは

つまりは「善く生きるべきである」ということなのである。

Ⅳ「善く生きること」と有用性

人間はできる限り「善く生きるべきである」というこの主張は、ソクラ

テスにとっては当然のことでもあった。というのは、ソクラテスは、人間

は誰でも「善く生きたい」と願っており'戯、あえて人生を悪く生きようと

する者はいないと考えているからである。「ゴルギアス」では、およそ世

に存在するものは、「善いものか、悪いものか、もしくは両者の中間の、

善くも悪くもないもの」（467e2-3）であるが、「善いことをわれわれは望

んでいるのであって、善くも悪くもないことは望まないし、まして悪いこ

とを望むということもない」（468c5-7）と述べられており、また、「プロ

タゴラス』でも、「悪一ないしは悪と思う事柄一のほうへ自分からす

すんでおもむくような者は、誰もいないのではありませんか。また思うに

そのようなことは－善をさしおいて悪と信じるもののほうへ行こうとす

ることは－もともと人間の中にはないのではありませんか」（358c6-d2）

とはっきり述べられている(7)。このようにソクラテスは、我々は善いこと、

善を望んでいるのであって、悪をあえて望むことはないと主張しているの

である'8)。

しかし、我々人間は本当にソクラテスが主張しているようであるのだろ

うか。むしろ、場合によっては反対に、善を望まず、悪を望むということ

があるのではないだろうか。それが、むしろ我々が人間について経験的に

確認していることなのではないだろうか。この点についても「ゴルギアス」

を見てみると、ソクラテスは「我々が本当に望んでいること」と「我々が

その時々にしていること」を区別している。つまり、ソクラテスによれば、

弁論家にしても独裁者にしてもその時々に自分に一番よいと思われること
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をしてはいるが、しかし、それは分別を欠きながらであり、本当に望んで

いることをしているとは言えないのである（466d5-468e5)。つまり、我々

が本当に望んでいるのは、その時々にしていることではなくて、むしろそ

のしていることの目的になっていることの方である。たとえば、医者から

薬をもらって飲むのも、薬を飲んで苦い思いをするということを望んでい

るのではなくて、薬を飲む目的、つまり、健康になるということなのであ

る。我々は健康という善いことを望んでいるのであり、ポロス等が主張す

ること、つまり人を死刑にしたり、国家から追放したり、財産を没収した

りするのも、そうする方が自分にとって善いと思ってするのである。

しかし、そのように区別することで問題が解決するわけではない。確か

に、「我々が本当に望んでいること」と「我々がその時々にしていること」

は区別できるであろうが、しかし、そうであれば問題は結局、「我々が本

当に望んでいること」が善であるのかどうかということになるだけのこと

だからである。そして、実際先ほど見た箇所の「善いことを我々は望んで

いるのであって、善くも悪くもないことは望まないし、まして悪いことを

望むと言うこともない」という主張は、まさにその区別に基づいて語られ

ているのであり、ソクラテスは「我々が本当に望んでいること」は「善い

こと」であり、「善くも悪くもないこと」や「悪いこと」は我々が本当に

望んでいることではないと主張しているのである。

では、もう一度本当にそうであろうか。この点に関しては、実はポロス

やカリクレスも、我々は善いことを望むのであって悪いことは望まないと

いうことに同意している（｢ゴルギアスj467c5-468c8，499e6-500a2L

しかし、ポロスは「誰であろうと、死刑にしたいと思う人を死刑にし、ま

た、これと思う人の財産を没収したり、国家から追放したりする」ことの

できる独裁者を理想としているのであり（466bll-d4)、カリクレスは

｢正義とは、強者が弱者を支配し、そして弱者より多く待つこと」（483.5-

6)、欲望をできるだけ大きくしてそれを充足することが自然における美し

いことであり正しいことであるとし（491e5-492a3)、「賛沢と、放埒と、

自由とが、背後の力さえしっかりしておれば、それこそが人間の徳（卓越
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ソクラテスにおける生き方の探究（浜崎）

性）であり、また幸福なのであ」る（492c4-6）と主張していた。そのよ

うなポロスとカリクレスが、なぜ「我々は善いことを望む」というソクラ

テスの主張に同意したのであろうか。

「ゴルギアス」ではこのソクラテスの主張は、直接的には「益になる

(｡)砿几鰹α)」(468c4)ということとの関連性を持っている｡あらためて

見てみると、「われわれは、､ひとを斬り殺したり、国家から追放したり、

財産を没収したりすること、ただそれだけを単純に望んでいるのではなく、

もしそれがわれわれの益になる（｡)“几"α）のなら、そうすることを望

むが、害になるのなら、望まないということになるのだ。なぜなら、君も

認めているように、善いことをわれわれは望んでいるのであって、善くも

悪くもないことは望まないし、まして悪いことを望むということもないか

らだ｡」（468c2-7）この箇所では('１，「人を斬り殺したり……」という行為

が我々の「益になる」なら我々はそれを行うが、それは我々が「善いこと

（Yzici7zUacf)」を望むからであると述べられている。あるいは、少し後の

箇所でも、「自分の思い通りにするということは、もしそれがそうする人

にとって、ためになるという結果を伴うのであれば（6ct〃四倉シｊｚｐａＴｍソｚｚ

ｄ釦俺igjz77zm面。)のｅｊＵＵ①ｇｍＺｉ扉似)、善いことであるし…」（470alO-

11)と述べられている。つまり、ソクラテスは「善」を「有用性（利、益、

役に立つこと)」と密接に関連するものとして考えているのである側。この

点は他の多くの対話編においても見られることである。「ゴルギアス」で

は他に「裁きを受ける人はためになる善いことをされるのだね……したがっ

て利益を受けるわけだね」（477a2-3)、「アルキビアデス」では「善いも

のは利益をもたらす」（116c7;｡')、「プロタゴラス」では「人間にとって

有益なものが、善いものなのではありませんか」（333d9-el)、「メノン」

では「善き人間であるならば、有益な人間であるわけだね。すべて善きも

のは有益なのだから」（87el-2)、「ヒッピアス（大)」では「有益なもの

というのはとりもなおさず、善きものを作り出すものです」（296ｅ７；３０３

ell）等。あるいは、善と有用性が一対で用いられていることも多い。「エ

ウテュプロン」では、世話は世話されるものの「善と利益」（l3b8）を目
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指している、「カルミデス」では、克己節制（思慮の健全さ）とは、なに

か「有締で善いもの」（l69b4）だという気がしてならないのだ、「リュシ

ス」では、病気とは悪しきものであり、医術のほうは「有益な善きもの」

(217bl）である、「プロタゴラス」では、立派な仕事は、「善にして有益

な」（358b5-6）仕事ではありませんか等。このようにソクラテスは、善

と有用性を密接に関連するものと考えており、しばしば一対をなすものと

して両者を扱っているのである⑭。

しかし、そのような議論が一般的なレヴェルにある限りでは、善によっ

て具体的に意味されているのは、富、健康、美、身体が申し分なくできて

いること、生まれのよさ、自分の国で力を持つ、尊敬せられる、思慮深く

ある、正しくある、勇敢である、知恵等価であり、必ずしも倫理的な意味

における善が問題になっているのではない。そして、だからこそ、ソフィ

ストのポロスやカリクレスも、我々は善いものを望んでいるというソクラ

テスの主張に同意したのである。しかし、ソクラテスにとっての本来的な

｢善」は、もちろんそのような一般的な意味におけるものではなく、倫理

的な意味における善でなければならなかった。ソクラテスは、「……ただ

金銭を、できるだけ多く自分のものにしたいというようなことにだけ気を

つかっていて、恥ずかしくはないのか。評判や地位のことは気にしても、

思慮や真実は気にかけず、精ﾈ111をできるだけすぐれたものにするというこ

とにも、気もつかわず、心配もしていないというのは」（｢ソクラテスの弁

明j29d8-e3）という主張等に見られるように、自分自身の主張として明

確に述べる場合には、倫理的ではない富、身体、評判、地位等を排除して

いるのである。そして、ソクラテスとソフィスト達とは、この点までくる

と当然、考えは対立することになる。ポロスは、自分の思う通りの人を死

刑にしたり、財産を没収したり、牢獄につないだりするのは、不正な仕方

でそうする場合でも羨ましいと述べるが、ソクラテスは不正にそのような

ことをする者は惨めであり、哀れであると反論している（「ゴルギアスj

468e6-469c7)。

では、そのようなソクラテス本来の倫理的なレヴェルにおける「善」と
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「有用性」の関係はどうなっているだろうか。非倫理的な善（よいもの）

が排除されるのと同様に、有用性も倫理的な善から排除きれるのであろう

か。この点について本稿で十分に論じることはできないが、有用性という

特徴はソクラテスにおいては、倫理的な善のレヴェルにおいても依然重要

なものとして保持されているように思われる鰯・そのことは、「ゴルギアス」

においては、不正を行っても人は幸福であり得るというポロスの主張を反

駁して、不正な者は皆例外なく不幸であるということを示すソクラテスの

議論において確認できる。ソクラテスは、不正を受けるより行う方が害悪

の点でまさっており、より醜く、より悪いということをまず論じるが、続

いて不正を行った場合は裁きを受ける方が受けないよりもよりいいという

ことを論じている。「裁きを受ける人は、ためになる善いこと（。”“）

をされるのだね……したがって、利益を受ける（CDのElBfmz）わけだね……

はたして、その利益（。)○Ejlimﾉ）というのは、ぼくが考えているような

利益のことだろうか。つまり、正義に従って懲らしめられるなら、その人

は魂の上でよりすぐれた者になるという」（477a２－６)。次節であらため

て確認するが、ソクラテスにとって、「魂の善さ」こそは倫理的に決定的

な意味を持つものであったが、この箇所ではその「魂の上で優れた者にな

る」ということがソクラテスの考えている「利益」であり、「ためになる

善いこと」であると述べられている。このように、「有用性」という概念

は、魂の善という倫理的に重要な場面にあっても依然登場しているのであ

る。確かに、真の有用性、真の利益というふうに強調してみるとわかりや

すくなるように思われるが、生き方を考える上でこの概念はきわめて重要

な視点を我々に提供している。実際、富や地位、名誉、権力、身体のよさ

等々は、必ずしも我々にとって真の利益であるとは限らないだろう。その

ようなものを持っていても、悪いことをする者が事実いるからである。富

を悪いことのために用いた場合には、富は我々にむしろ害（不利益）をも

たらしたということにしかならないのである。確かに、「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

は精神のすぐれていることによる」（｢ソクラテスの弁Iﾘ]」３０b2-3）と言
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えよう。そのように考えていけば、我々にとって真の利祐とは、やはりソ

クラテスが述べているように、「魂の善」ということに落ち着くのも肯け

よう。このように（真の）有用'性という概念は、倫理的にもきわめて重要

なものであり得るのである。

しかし、とはいっても、ポロスやカリクレスは最終的にはソクラテスに

反駁され、魂の善こそが真の利益であるということを認めざるを得なくな

るが、もともとはそうは考えていなかったわけである。したがって、利益

という考え方と魂の善の結びつきは、かならずしも明白なものではなく、

だからこそソクラテスはポロス等を相手に激しい議論を戦わせてもいるの

である。具体的にどのような根拠でもって、ソクラテスはポロス等に魂の

善こそが真に有益であるということを認めさせたのであろうか。

この点も含めて、あらためて次節で「魂の善」について考察したいが、

ここでは最後に、次のことを確認しておきたい。つまり、我々はすでにソ

クラテスが、「いかに生きるべきか」という問いに対して、「善く生きるべ

きである」と考えているということを見たが、その「善く生きる」は以上

のように「有用性」との関連で考えることもできるのである。そして、こ

の有用性の観点から考察することによって、我々は「魂の善さ」という決

定的に重要な地点に今たどり着いたのである。つまり、「善く生きるべき

である」は、言い換えれば、「真に有益な生き方をすべきである」という

ことであるが、それは結局「魂を善くする」ということなのである。ソク

ラテスにとって、真の「利益」とは「善い」魂を持つことなのである。そ

して、それだからこそ、「善」を「有用性」という概念でとらえつつも、

不正は有益ではなく、また不正を犯して裁きを受けないのはなおさら有益

ではないとソクラテスは主張するのである"。というのも、不正を行って

裁きを受けない場合、魂は最も邪悪な者になり、最大の不利益を被ること

になってしまうからである四・

Ｖ魂の善と幸福

この「魂をできる限り善くする」ことが我々にとって決定的に重要であ
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ソクラテスにおける生き方の探究（浜崎）

るということをソクラテスが強調していることも、あらためて論じること

もないほど明白であろうが、しかし、まずは前節の「ゴルギアス」の箇所

の他に、「ソクラテスの弁明」と「クリトン」で確認しておきたい。すで

に引用した箇所であるが、「……ただ金銭を、できるだけ多く自分のもの

にしたいというようなことにだけ気をつかっていて、恥ずかしくはないの

か。評判や地位のことは気にしても、思慮や真実は気にかけず、精神

(妙リエガ）をできるだけすぐれたものにするということにも、気もつかわ

ず、心配もしていないというのは」（｢ソクラテスの弁明』２９d8-e3)、ま

た「精神（‘ﾘｪｶﾞ）ができるだけすぐれたものになるように、随分気をつ

かわなければならないのであって、それよりも先、もしくは同程度にでも、

身体や金銭のことを気にしてはならない」（｢ソクラテスの弁明」３０a8-b

2)、あるいは「かの不正がそこない、正がその為になるところのもの〔魂〕

が、もし破壊されてしまったとするならば、われわれは果たして生きがい

のある生き方をすることができるであろうか」（｢クリトン」４７e6-7)０．゜

このような「魂の善」が我々にとって最も「有益」であり、それこそが

｢善く生きる」ということであるとソクラテスは主張しているわけだが、

ソフイスト達にとってはこの点は全く反対であった。すでに繰り返し見た

ように、ポロスやカリクレスは、誰であろうと死刑にしたいと思う人を死

刑にし、またこれと思う人の財産を没収したり国家から追放したりするこ

とのできる独裁者を理想とし、正義とは強者が弱者を支配しそして弱者よ

り多く持つことである、欲望をできるだけ大きくしてそれを充足すること

が自然における美しいことであり正しいことである、賛沢と放埒と自由と

が、背後の力さえしっかりしておれば、それこそが人間の徳（卓越性）で

あり幸福である、等と主張していた。彼らにとっては、独裁者的な絶対的

な力によって欲望を無制限に満たす生き方こそが「よく生きる」ことであ

り、最も「有益」な生き方なのである。

このような考え方に対して、ソクラテスは真っ向から反論していったわ

けである。関連する箇所を中心に、ポロスおよびカリクレスとの議論を、

順に見ていこう`､。絶対的な独裁者を理想とするポロスは、そのような者
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こそが幸福であると考えている。つまり、ポロスは、我々は不正を働いて

も幸福であり得るとし、そしてさらには、不正を行う場合、捕まって厳し

い罰に処せられてはとても幸福だとはいえず、逮捕されることを免れ、一

生を独裁者として望み通りのことをやり通すことができるのが幸福である

とポロスは主張する（470c6-73d2)。これに対して、ソクラテスは「立派

な善き人が幸福であるし、反対に、不正で邪悪な者は不幸である」（470e9－

１１）と述べ、不正な者は幸福ではあり得ないとしてポロスを反駁していく

のである。魂の善さということがはっきり登場する第二の論点、つまり裁

きを免れた不正な者は幸福であるかどうかを中心に見ていくと（476a2-

479e9)、ソクラテスはまず、不正を行っている場合に、裁きを受けるのと、

正義に従って懲らしめられるのとは同じであることを確認し、そして正し

いことはすべて立派である（美しい）とする。そうであれば、正義に従っ

て裁かれ懲らしめられる者は正しいこと、立派なことをきれることになる。

そして、立派なことをされるのであれば、ためになる善いことをされるの

であり、利益を受けるのである。この利益が、すでに見たように、「魂の

上ですぐれた者になる」（477a5-6）ということなのである。したがって、

裁きを受ける人は、魂の劣悪さという最大の悪から解放されるのである。

というのは、財産の悪（貧乏）や身体の悪（虚弱、病気等）と比べると、

この魂の劣悪さ（不正や放埒）こそが一番醜く、したがって一番悪い（害

になる）ものであり、最大の悪である。裁きを受けるということは、その

ような最大の悪からの解放という利益を受けることであり、裁きは人を節

度ある者にし、より正しい者にするのである。ところで、身体に関して一

番幸福なのは、身体の悪である病気に初めからかからないことであるが、

かかってしまった場合には治療を受けてその悪から解放される方がよく、

治療を受けずにそのまま悪を持ち続けているのは不幸であり、同じことは、

魂についても言える。したがって、以上のことからして、一番幸福なのは

魂の中に悪を持たない者であり、二番目に幸福なのは魂の悪から裁きによっ

て解放される者であるが、その悪を持ったままで解放されない者は一番不

幸な生活を送るということになる。このようにして、不正な者が幸福であ
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り得るというポロスの主張は、成り立たないことが明らかになるのである。

さて、このポロスとの議論においても、「利益」という考え方はやはり

重要な役割を果たしているが、ここではさらに「幸福」が問題になってい

る。この幸福の問題もソクラテスは重要視しており（472c6-dl)、周知の

ように、幸福は善や徳と密接に関連するものとして考えられている慨。ソ

クラテスにとって幸福とは何であったのであろうか。ソクラテスは幸福を

魂の問題として考えている。今見たように、「ゴルギアス』では一番幸福

なのは「魂の中に」悪を持たない者等と述べられており、「プロタゴラス」

でも「君が身体よりも大切にしているこの魂というもの、君のすべての幸

不幸はそこにかかり、それが善くなるか悪くなるかによって左右されると

ころのもの」（313a6-9）とはっきり述べられている。つまり、ソクラテ

スにとって幸福とは、魂の善さ、善い魂として生きることであったのであ

る。それに対して、ポロスは独裁者のような絶対的な力を持って思い通り

のことができるのが幸福であると考えていたのである。しかし、今やソク

ラテスによって、幸福かどうかは、そのようなやりたい放題できるかどう

かにかかっているのではなく、行動に関してであればそれが正義に従って

正しく行われているかどうかにかかっていることが明らかになったのであ

る。つまり、正しいことはすべて立派であり、我々に利益をもたらす善い

ことであるが、身体の幸福が身体の悪である病気を持たないこと、つまり

健康であるのと同様に、魂の幸福も魂の中に悪を持たないこと、つまり正

義に従った善い魂であることなのである。そしてこの魂の善さこそが最も

重要な最大の幸福であるとソクラテスは考えているのである。したがって、

｢善く生きる」とは、ポロスが主張するような生き方ではなく、魂をでき

るだけ善くするように生きること、善い魂となって生きることであること

になる。

しかし、カリクレスは以上の議論に対して大いに不満を感じており、ソ

クラテスを反駁しにかかる。カリクレスは、ポロスは同意してしまったが、

不正を行う方が受けるよりも醜いというのは、実は単に法律習慣（ノモス）

の上でのことであり、自然の本来（ピュシス）においてはそうではないと
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する。ピュシスにおいては、「正義とは、強者が弱者を支配し、そして弱

者よりも多く待つこと」（483.5-6）である。つまり、強者とは国家公共

の事柄に関して思慮や勇気があり、国家を支配するのにふさわしい人達で

あって、この人達が多く持つことが正義なのである（491c6-d3)。強者は

｢ほかのもろもろの欲望だって、全部待っていて、そしてそれらを充たす

力があるのだから、充たして、喜びを感じながら、幸福に生きる」（494c2－

３）のである。

したがって、カリクレスは依然不正な（カリクレスの言い方ではピユシ

スにおいて、正しい）行いをしても、人は幸福であり得ると考えているこ

とになる。これに対して、ソクラテスは次のように反駁している。カリク

レスは初め、快楽はどのようなものであれすべて善いものであり、欲望を

満たし快楽を享受することが幸福であると主張する四。つまり、悪い快楽

というものを認めない立場に立つが、これはソクラテスによっていくつか

問題点、矛盾点が指摘され、ほどなく反駁されてしまう。そこでカリクレ

スは、「ある種の快楽は善いものであるが、ある種の快楽は悪いものであ

る」（499b7-8）と言い出す。そこでソクラテスは、この前提の下であら

ためてカリクレスの主張を検討し始める(499b9-509c7)。つまり、善い快

とは有益な快であり、善いことをもたらすものであり、そのような益にな

るものを我々は選ぶべきである。そして、すでに同意されたように、善が

行為の目的であって、快も善のためになされるべきである。しかし、その

ように善い快と悪い快を選び分けるには、技術（戯切）がいる。技術と

はソクラテス的な意味では、行為の目的である最善を目指すものであり、

魂に関する技術も魂の最善を目指す。ところで、最善を目指す技術はどの

ようなものであれ、対象に秩序と調和が生じるようにする。魂も規律と秩

序を持つ時にすぐれた魂となるが、魂の規律や秩序は正義の徳であり節制

の徳である。思慮節制のある魂はすぐれた糠い魂であり（反対に無思慮で

放埒な魂は劣悪な魂であり）、「思慮節制のある人というのは……正しくて、

勇気があって、そして敬度な人であるから〔それらの基本的な徳を全部そ

なえているという意味で〕完全に善い人なのだ。しかるに、善い人という
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のは、何ごとを行うにしても、それをよく、また立派に行うものだ。で、

よいやり方をする者は仕合わせであり、幸福であるが、これに反して、劣

悪で、そのやり方の悪い者〔つまり、放埒な者〕は不幸である、というこ

とは万々間違いないのだ」（507b8-c5)。したがって、「幸福になりたいと

願う者は、節制の徳を追求して、それを修めるべきであり、放埒の方は……

これから逃れ避けなければならない」（507c9-d2)(鋤。

つまり、カリクレスの言う強者といえども、善い快と悪い快を区別した

上で、善い（有益な）快を選ばねばならないが、そのためには対象の善を

目指す技術が必要となる。しかし、その技術によって示される最善のもの

とは、秩序と規律をそなえたものであり、したがって、魂の場合にも魂の

秩序と規律、つまり正義と節制が目指されなければならないことになる。

そして、そのような魂の人が善い人であり、善い人こそが幸福であるとい

うわけである。したがって、目指すべきは、カリクレスが主張するような

賛沢と放埒、無制限の欲望の充足と快楽、弱者を支配し多く取る、といっ

たことではないことになる。したがって、ここでもやはり、「善く生きる」

とは、カリクレス言うような生き方ではなく、魂の善、つまり、秩序正し

〈規律ある魂として生きることI21)であることになる。そして、幸福という

観点からも、独裁者の放埒な生き方が幸福なのではなく、正義と思慮節制

のある生き方こそが善い生き方であり、幸福なのである。

したがって、以上の様に、「善く生きる」とは「魂を善くすること」、

｢善い魂の人となって生きること」である（そしてこれこそが真の利益で

あり幸福である）とソクラテスは考えていると言えようが、同時に我々は

ここでどうすれば魂が善くなるのかということもあわせて見ていることに

なる。つまり、魂も規律と秩序、つまり正義と節制を持つ時にすぐれた魂

となる（｢ゴルギアス」504b4-d3）のであり、あるいは「われわれが善い

人であるのも、またその他、およそ善くある限りのすべてのものが善いの

も、それは、なんらかのよさ（徳dpB両）がそなわっているから」（506.2

-4）であり、「思慮節制（亟叩｡L′）のある魂は、すぐれた善い（。?u師）

魂だということになる……思慮節制のある人というのは..…･完全に善い人
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なのだ」（507al-2）と言われているのである峰）。したがって、「善く生き

る」とは「魂をできる限り善くする」ことであるが、魂は「よさ（徳）が

そなわる（、pαだし“自切506.3-4）時、善くなる」のである。

Ⅵ徳の修得

徳がそなわることによって魂は善くなるというソクラテスの考え方は、

いわゆるソクラテスの「徳は知である」と結びつく。つまり、魂に徳がそ

なわるのは、ソクラテス的には、徳を知ることによってであると言えるか

らである。「ゴルギアス』のよく知られた箇所で、ソクラテスは、次のよ

うに論じている。「大工のことを学んだ者は大工ですね。……ではまた、

音楽のことを学んだ者は音楽家ですね。……さらに医学のことを学んだ者

は医者であり、そして、その他のことも同じ理屈で、そうなのではありま

せんか。つまり、それぞれのことを学んだ者は、その知識が各人を作り上

げるようなそういう人であるのですね。……それではまた、その理屈にし

たがえば、正しいことを学んだ者は正しい人ではありませんか。……そし

て、正しい人は正しいことを行うのでしょう。……正しい人は正しいこと

を行うことを望んでいる……」（460bl-c3)。あるいは「プロタゴラス」

でも、「知識は立派なものであって、人間を支配する力をもち、いやしく

もひとが善いことと悪いこととを知ったならば、何かほかのものに屈服し

て、知識の命ずる以外の行為をするようなことはけっしてなく、知恵こそ

は人間を助けるだけの確固とした力をもっている」（352c2-7）のであり、

｢最善の事柄を知りながら、しかもそれを行うことができるのに、そうし

ようとせずにほかのことをする人」（352.6-7）はいないと述べられてい

る。つまり、正しいことを知れば、我々は正しい人になり、正しいことを

するのであり、善の知を得れば、我々はその知に基づいて必ず善いことを

するとソクラテスは主張しているのである。しかし、これに対しては、周

知のように、善であれ正義であれ、それを知るだけで本当に我々はそのよ

うな人になり、常にそのような行為をするだろうか、むしろ反対に、我々

の誰でもが経験しているのは、善い、正しいと分かっていたけれども実行
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できなかった（およびその反対の、悪い、不正であると分かっていたけれ

どもやってしまった）ということであり、ソクラテスの主張は成り立たな

いのではないかという反論がある。

この点に関してはTlf〈はすでにアリストテレスに問題点の指摘があり、

そして現在もなお議論が戦わされている。我々も、拙稿「ソクラテスの

｢徳は知である」－「ゴルギアス』の「正しいことを学んだ者は正しい人

である」をめぐって－」において、この問題を論じ、一つの可能と思わ

れる解釈を提示した瞳)。ここでは、その要点をもう一度確認しておきたい。

それによって、ソクラテスにおいて、徳によって魂が善くなるということ

の意味を見ておきたい。

ソクラテスの当時、徳がいかにして獲得され、人はすぐれた者となるの

かという問題は、思想界において癖んに論じられたテーマであった。ソク

ラテスの「徳は知である」という主張の場合は、結論を先に述べれば、徳

の知は理論的な知であると同時に実践的な知であり、さらにそれだけでは

なく、「訓練、練習（戊飾"α９)124)」を通して徳を身に付ける、修得すると

いう意味での知でもあったと言える。一般に、理論知、実践知という側面

はよく論じられているが、訓練によって身に付けるという側面はあまり注

目されていない。したがって、本稿ではその点を中心に拙稿の要点を確認

すると、ソクラテスは徳を訓練によって修得するという表現を初期対話編

中でしばしば用いている。「ゴルギアス」でも、「幸福になりたいと願う者

は、節制の徳（omdPooルフル）を追求して、それを修めるべき（dom7篭o〃）

であり、放埒の方は……これから逃れ避けねばならない」（507c9-d2)、

｢君がもし徳を修めて（。“のソdp5Tﾌﾞi〃）、ほんとうに立派なすぐれた人間

にとなっているのなら、そのような仕打ちによって、君は何一つ恐ろしい目

にあうことはないだろう。かくして、ぼくたちは共に、そのようにして徳を

修めたなら（Ｃｌ“ｶﾞo、ﾉ定ｓ）、そのときになって初めて、もしそうすべきだ

と思われるなら、政治の仕事にたずさわることにしよう」（527.1-4)、

｢その説はぼくたちに、生きるのも死ぬのも、正義やその他の徳を修めて

にする（可〃仇兀αＬＯＣルフルパａｉＴﾌﾙｺﾞｽｽﾜﾘcipEr7iz’。“oひし、）という、こ
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の生活態度こそ、最上のものであることを示してくれているのだ」（527e2-

5)(麓)。このように、ソクラテスは明らかに、理論的、実践的な徳の知の探

究の他に、「訓練による徳の修得」という意味での「徳を知る、学ぶ」と

いうことを考えている。

そしてさらに、この「訓練による徳の修得」は、すでに見た「ゴルギア

スj506c5以下で、魂の倫理的な善いあり方との関連ではっきり述べられ

ているのである。関連する箇所を改めて簡単に拾い上げてみると、我々が

善い人であるのは徳（CtpET77s）が具わることによってであり、魂の徳

(dpc可…ｊＵｽﾞｶﾞs）は本来的な規律と秩序によって一番見事に具わる。

したがって、秩序ある魂が善い魂であり、節度があり、思慮節制がある

(oU6か②〃）のである。思慮節制のある人は正しい人（鮴αECD’）であり、

敬度な人（6αoソ）であり、勇気のある人（。〃ｑＯＧｍソ）であり、完全に

善い（。”〃〃）人である。善い人は何を行うにしてもよく、立派に行い、

幸福である。したがって、幸福を願う者は節制の徳（DUUか｡”幼〃）を追

求して修めるべき（ciom7盃oし）である。このように、ここでは魂の徳が

規律と秩序、つまり正義と節制によって我々に具わるということ、またそ

のような魂が善い魂であることが述べられ、そしてその節制の徳を我々は

｢修めるべき」であるという言い方をしているのである。

以上のように、ソクラテスにおいて、「徳を知ることによって魂は善く

なる」と言う時、その「知る」によって意味されているのは、徳の理論的

および実践的な知の漉得であるのと同時に、徳を「訓練、練習によって修

得する、身に付ける」ということでもあったのである。我々は、ゾクラテ

スにおいて「いかに生きるべきか」という問いはどのように考えられてい

るかということを探究して、「どのようにすれば魂は善くなるのか」とい

う問いに突き当たったのであった。そして、その答えが「徳を知ることに

よって魂は善くなる」というものであるわけだが、その「知る」もこのよ

うに「理論知、実践知、訓練による修得」という意味において知るという

ことなのである。
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おわりに

きて、洩々は、「いかに生きるべきか」という問いに対して、ソクラテ

スがどのように考えているのかを、以上のように考察してきた。最後に簡

単にまとめておきたい。

「いかに生きるべきか｣、ソクラテスもこの問いの重要性を強調してい

たが、この問いに対して次のように答えている。つまり、「いかに生きる

べきカー善く生きるべきである（哲学の中で生きるべきである）」という

のがまず確認できたことであった。しかし、これではまだ「善く生きる」

の内容が明らかではなく、我々はさらに「善く生きるとはいかなる生き方

か」と問いを進めた。これに対して、ソクラテスは「善く生きるとは、魂

を善くするような生き方であり、善い魂となって生きることである」と考

えていると言えた。しかし、さらに我々は、「では、魂はどうすれば善く

なるのか」と問いを立てた。ソクラテスはこれに対しても明快である。つ

まり、「魂は徳を知れば善くなるのである」とソクラテスは述べていた。

そして、その「知る」も「理論知、実践知、訓練による修得」を含む意味

で解釈できた。生き方についてのソクラテスの探究は、要点をまとめれば、

そのようなものであったと言えるのではないだろうか。つまり、そのよう

にして徳を知り、魂を善くし、善い人となり、善く生きること、それが

｢いかに生きるべきか」という問いに対するソクラテスの答えとも言うべ

きものであったのだと思われる。そして、そうであれば、ソクラテスのこ

の考え方は「魂の善」を重視する理想主義的なものであるが、本文中で指

摘したように、そこでは同時に「利益」や「幸福」も十分考慮されており、

｢いかに生きるべきか」を考える上でおもしろい重要な視点を我々に提供

していると言えるのではないだろうか。
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ているのである。
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うかは研究家の間で議論のあるところであるが、本稿ではこの点についてはあ
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