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思、寵を得るには心の準備が必要だとしていることから r世の空しさム 「ノアの
道徳的箱舟�， rノアの神総的箱舟』などにもとづいて， 観想への準備を論述，
最後に 「霊魂に与えられた結納金についての独白」にある神秘的体験の記述を
引用して終る。 リチヤードの項では， いうまで、もなく『小ベンヤミン』と r大
べン ヤミン』についての解説が重要な部分をしめる。 とくに 「大べンヤミン』
における観想の六段階を説明したのち r烈しき愛
・ の四段階』を取tげながら，
このリチヤードの「キリストの十字架の神秘主義」を近代的神秘主義の一つの
先駆として評価している。
以L順序にしたがって， ただその骨組だけを紹介したにすぎないが， 原典
に即した研究の成果である本書が， 西洋の神秘主義を研究しようとするものに
とって， 示 唆にとんだ有益な労作であることは諒解しミただけるであろう。 著者
が序言でも述べておられるように， さらに卜三世紀以降がまとめられることを
期待したい。

最近のポルブュリオス研究の動向
- Heinrich Dörrie， Porphyrios' "Symmikta Zetemata“
(Zetemata， Heft 20， 1959)をめぐってー
野

町

啓

近年， {E ntr etiens s ur l� ntiquité c l日SSI仰のの一冊として(Tome， 理)，本稿
において検討しようとするW， Theiler， H . Dörrie等の寄稿から成る(Por phy阿〉
( 1 965)や， P. Ha dot の大冊(POγ phyr e el V icto rinus}の刊行など ， ポルフ
ユリオスに対する関心と彼を評価しようとする動向がみられる。 直接には散逸
したポルフユリオスの(IúpfLl/cm ç�ゎ〉αm) の 再構成を意図 する Dörrie の本
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書も， このような動向の一環とみなすことができょう。 そして， その際ポルフ
ユ、リオスは， 一つには， いわゆる新プラトン主義の系譜と展開の過程において
彼の市める位置， ならびにクリスト教神学との関係， ごとにアウグスティ ヌ ス
に及ぼした影響という二面から関心を惹き， 重視されているように考えられる。
さらに前者の場合， 後にふれるTheilerと Dörrieとの間にみられる見解の微妙
な差異からもうかがえるように， その過程における彼の意義を評価する点では
軌をーにする人身の間でも， j，皮の思想的独自性の有無， ならびにその所以， こ
とにアムモニオス ， もしくはプロティ ノスのいずれと彼の思想を関連づけるべ
きかをめぐって， 意見が二分しているように思われる。
{皮を評価しようとするこのような動向を触発した一つの契機は， Theiler が
1933年 ( P orphy rios u. Augustiのにおいて提起した次のような作業仮説に求
められうるように考えられる ( cf. S chγiften

d. ，könÎgsberger Gelehγten

Gesellschαft， Geistes即. KI . ， 10， 1933， SS. 4 - 5 =in Forschungen zum
Neuplαt onismus， S. 164)。すなわちTheilerは， そこにおいて， アウグステイヌ
スにみられる新プラトン主義に属する思想家遠の教説と思われるもので、， lnhalt，
Form，Zusammenhang_l::それと対応するものがプロティ ノ スにないものは， ポ
ルフュリオスに遡及されうると考える。 そして， アウグスティ ヌスにみられる
(Alles Philosophische) を (porphyrisch) とみなす大聞な結論を彼は出して
いる。 Theilerのこの見解に対しでは， 周知のように， たとえば Courcelleにみ
られるような，(textual association) ではなく，(doctrinal connection) を重視
するものとする批判等さまざまな論を呼んでおり， アウグスティ ヌスに対し
影響を及ぼした新プラトン主義なるものの実 体が， プロティ ノ スその人による
ものなのか(Henry の見解を想起せよ)， あるいはそれ以降のものなのかという
問題は， 今後さらlに論議がつみ重ねられていくものと考えられる(cf. Courcelle，
P.，

Les Lettres Grecques en O cci dent， Engl. tran sl. Late Latin W riters and

their Gγeek S ource� p . 172)。

この問題は， ひいては， 紀元後 4 -5世紀に

わけるクリスト教と新プラトン主義との関連を解明するための重要なメル クマ
ールを提示するものでもあり， また， 先にふれたポルフユリオスへと関心を向
けられているこ面が， それぞれ 決して 別簡のものではなく， いわば表裏一体の
関係をなすものであって， 有機的な関連においてとらえられるべきことを示唆
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しているともいえる。 そしてDörrieのこの研究は， この問題に対し， 新しい局
面と資料を提示したものとみることができる。
Dörrieは， ポルフュリオスの ( l'úμμI/，r:o: 針TザμαTα〉 が， (1) 霊魂の本質， (ll)
霊魂と肉体との一体化ー ごれに対し， ポルフュリオスは〈ゐωσ1<'; ) という術語
を充当したと Dörrieはみるー， (目)霊魂は部分を持っか否か， という三つの主題，
印可μαTαから構成されていたものと推定する。 (l)と(困)とは， 結局同一線上の問
題だといってよく， Dörriet土， 後のプロクロスにみられるような (l n Ti m. ， IT，
103，29D.)，霊魂について， その( oùaía)，ならびにそれと肉体との ( /WIνωνío:)
とい うこつの問題の区別と設定形式はポルフュリオスにより定式化されたもの
であり，彼に由来するものと考えている(8 . 14一以下単なるページ数は， Dör・I・le
の本書のそれを示すー)。 そして， ポルフュリオスがこれら二つの問題のうち
とりわけ関心を持っていたのは，(Vi ta Ploti ni )( 13， 11) にみられる， 彼が師
のプロティノスと，三日間にわたって，霊魂と肉体とがどのようにして一体化する
のかをめぐって議論したという記事からもうかがえるように， 第二の問題であ
り，

ひ いてはそ ごに(l'ú.μμI/cr:o:白n5μmα〉の中心があったとDörrieはみるの

である。 さらに Dörrietま， ポルフュリオスがとりわけこの問題に重点、をおいた
理由を， 彼の霊魂観がプラトニズムの流れの中で占める次のような独自性に求
めている。 Dörrietこよれば， ポルフュリオスは， 同書の中で， 霊魂について，
要約すれば，(1)&σvrxúr:，ωEがω〆ν小(2)&σφμαr: o<';，(3) oùaía凶行rr;， (4)Kαθ'Jαυ�ν
ríìVεa()，αFという四つの規定を試みていたことになる (8.166)。これら四点のう
ち(2)-(4)は， クセノクラ テス ( Fr.64H) 以降の伝統的な霊魂観に依拠したも
のであり，その継承であって，とりたててめあたらしいものではない。 これに対
し(1)の観点は， 既存の霊魂観の革新にもとづく新しい視点であり， そこに霊魂
観におけるポルフュリオスの独自性があるとDörrieはみるのである。 具体的に
いえば， アカデメイアに伝統的な霊魂観は， プラトン， ことにその〈ティ マイ
オス )(30 B ，cf. 36 E) にみられるような観点をもとにして， 霊魂を英知界と現
象界とのいわば (das verbindende Mittel)とみ， ぞれに両者を媒介する機能
を帰属させようとする。 これに対し， このような観点、を aufhebenし， 霊魂の
(Tran
s ze n den z ) を強調したのは， プロティ ノス， ひいてはポルフュリオスで
あったと Dörrieはみる( SS. 12 . 167-225)。 このような更新が提起されてくる
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背後に， TI占ゐーνOÛÇ!ーいυがといういわゆる新プラトン主義に国有の存在の階
層分化と， これら三つの原理的なるものの成す一種のディアレクティ ークのあ
ることはいうまでもないが， Dörriet土， ことにポルフュリオスにおいてはじめ
て， 霊魂がその超越性を保持したまま， それと全く異質なものとしての肉体と
いかに一体化するかに， 哲学的論証がこころみられたと主張する。 むろん霊魂
と肉体との一体化の問題は，プロティノスにおいても，また( Gnosis) や(Her mes
Tr ismegistos) 等の諸文書においても論及されてはいる。 しかしそこにおいて
は， 主として， 霊魂の肉体への降下といったことに関心が向けられている。 こ
れに対しポルフュリオスの場合， 従来たとえばストアにみられるような物体相
互間の一体化について用いられた説明方式を， 霊魂と肉体という全く異質なも
の問の一体化に適用し， ( àaúηUTOÇ! (l)ω(J(官〉 という発想、が展開されており，
Dörrielまそこにポルフュリオスのこの問題に対する独自性をみようとする (な
お， この点に関しては Ha dot [Por phyr e et V ictor inus，Tome 1，PP. 485�7)
の<Le transposition platonicienne du stoÏcisme)というポルフュリオスに対
する特徴づけ参照)。そしてDörrie 1;1:， ({:νωσ'(Ç!)に関するポルフュリオス の教説
が， ネメシオスの( llêρì ipÚaEω宮dν8 pφπOU) 第三章に伝存されているとみてお
り， Dör・rieの本書の前半は， ネメシオスの同書第三章(1 25�136 M atthaeiーち
なみにこの部分はTheilerの Fr. IIに相当する cf. Ammonios d. Leh γer Orig enes，
in F ors chungen zum Neuplatonismus S. 35一)のテクストとコメンタリー(SS.
37�99)，ならびにそれをめぐる諸問題の検討により占められている。 ネメシオ
スの同書第三章が， 後にもふれる彼独自の問題意識からするポルフュリオスの
当該書第二巻の Bearbeitungから構成されていること自体の指摘は， 彼のこの
本とプリスキアーヌスの( Solutiones ad C ho sroem) 50， 25�52，22 B抑later
(CAG suppl.， 1，2) との内容上の類似・対応から， すでにH. V .Arnim の古典
的業績(Q uelle d. Über l iefer u時泊ber Ammonio s Sakkas， R hein. M us.， 4 2
[1887) SS. 276�2 85) によってなされてわり，Dör・rieもその験尾に付し，やは
りプリスキアーヌスをその例証としてあげている。 ただし， Dör・rieの場合， さ
らにこれとあわせて，ネメシオスの同書に紹介されている霊魂観と，( Sententiae)
( 'Aipo pμαJπ:pò宮Tàν0可Tá ) や (Ad M ar cella冊〉にみられるポルフュリオス
の所説との一致が， ネメシオスの典拠がポルフュリオスに遡及されうることの
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有力な例証としてあげられており(cf. SS. 95-98)，この点が，次にみられるよ
うに， アムモニオス， ひいてはプロティ ノスとポルフュリオスとの関係をめぐ
る， DörrieとT heiler n�の見解の相違が生じてくる所以ともなってくるように
思われるのである。
ネメ シオスの同書からは， Dörrielこしたがえば， 霊魂は， そのくdσφ'11αro，)
という特質ゆえに肉体のすみずみにまでいきわたり，しかもそれと
(àσurx.úr，ω叫
に一体化しうる， という独自の見解をポルフュリオスが展開したと考えられる。
しかしこの( àσúìχUTO，f))ωσc�') いう発想、は， ネメ シオスの同書129，9(M.)
においては， その創始者としてプロティノスの師アムモニオス( 'AflflφνW�. oi
Ó

ocòáσκα?o�' mωr{lJOυ)の名があげられており， 以下， アムモニオスの教説の

紹介という形で (fνωσ'cr;; ) に関する議論が展開されている。 したがって， もし
この記述を文字通りにとるならば，
(àωηυro�' んωσ'c， ) という発想、は別にポル
フュリオスの独自の見解ではなく， アムモニオスの所説を継承したものであり，
また， 謎につつまれている (cf. V it. P lot.， 3，25) アムモニオスの思想、再構成
土の有力な手がかりをこの箇所は提供するものだといってよい。事実Theilerは，
後にみるように， このような観点をとろうとしている。 これに対しDörrieは，
ネメ シオスの同書 139-140，5 (M.) ーちなみにこの部分はポルフュリオスの
当該書の書名があげられ， それからの逐語的引用から権成されているocf. 133，
2-5 M.ーにみられる (συ'P7'C?がωσ(�') の教説を有力な例証として， この予告想、を
あく迄もポルフュリオスに帰そうとする。 すなわちDörrielこよれば， 霊魂は肉
1本に対するいわば( σ口'1l7r?ずpωσ1，)としてそれとイ本化するのであり， ポルフュ
リオスにおいては (ゐωσ(�' > とは(συ，!17rÆr;pωσ1，>の謂にほかならな"0 この
〈 συ'1 1πAピρωσC'，;) という発想、自体はプロテイノスにもみられるものであるが( S.
70; cf.

Wolf son，

H. A.， The Philosophy o{ T he C hur ch Fαther s， vol 1， p.

467;Norris， R. A . ， M anhood and C hγ is t， pp. 73 sqq. )， ポルフュリオスはこれ
を霊魂と肉体との ・体化に適用したのであり， たとえ(ルωσI�')がすでにアム
モニオスにより提起されたものであるにせよ. ポルフュリオスはさらにそれ を
(συ'fl7r?r，'Pωσ(�' >により基礎づけたとみるべきであって， そこにDりrrieは彼の意
義をみようとするのである。 Dörrieのこのような観点は， アムモニオス

プロ

テ イノスーポルフュリオスをいわば発展的連続性の関係においてとらえようと
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するものだといってよい。 さらにDörrietま， ポルフュリオスの直接の手本を，
アムモニオスより も むしろプロティ ノス， ことにその〈 エンネアデス) N，3に
求めようとする(SS. 1 5.87 sqq.)。そして， (エンネアデス ) N，3， ならびにN，
4 が， 先にふれた(Vita Plot in i)(l3，1 1 ) にみられる論議の後に， またそれを
素材として成立したとする仮説すら主張しているのである(S. 1 8， A nm. 1 )。
しかし， 以上の点をめぐる Theiler の見解は， Dörrie のそれとは異なる。
(A mmonios d. Lehr er d. Dr igenu s)(in F or schungen zu m Neu plαtonismu sー
以下F. N. と略記一) において彼は， ネメシオス， ことにその1 29，9(M. ) にみ
られる所説の直接の典拠をアムモニオスに遡及させようとする。 彼のこのよう
な主張の核心は， ポルフュリオスをプロティ ノスよりもアムモニオスに直接関
連つ、け， ポルフュリオスにアムモニオスの思想、の痕跡が存花しまた反映されて
いるとみようとすることにある。 そしてその前f是として， 彼は， テオドトスに
よるアムモニオスの(uxo;.α( )の存在という仮説を提示する(F . N.，SS . 37sqq .)。
彼は， その存在を例証する資料として， 先のプリスキアースの

( Solu tiones

ad C hosroe隅) (42，15 B.)にみられる (aestimatus est autem et Theo dotus
nobis opportunas occassiones largiri ex collectione Ammonii scholarum et
Porphyri us ex' commixtis quaestionibus.)という記事をあげている。そして彼
は， プリスキアーヌスとネメシオスのZusammenstellung からアムモニオス
のIdentifikationを行なしヘ ポルフュリオスへのアムモニオスの (0χ0;'αf>のí:i
承とその利用を主仮しているのである。 彼の立場は， ポルフュリオスの意義と
思想的独自性を認めている点では先のDör・I・leと共通してはいる。 しかし彼のポ
ルフュリオス評価の理由は， 一つにはアムモニオスとポルブユリオスとの関係
にあり， またそこからする前者の再構成にその意図 があるように忠われる。 彼
によれば， ポルフュリオスは， プロティ ノスがアムモニオスから離反している
度合と同程度においてアムモニオスに接近している。 具体的にいえば， アムモ
ニオスとプロティ ノスとでは， プラトンならびにアリストテレスに対する態度
において次のような相違がある， と彼はみる。 すなわち， 前者がプラトンとア
リストテレスとの統一性と調和の可能性を主張し， ガイオス学派と同じくアリ
ストテレスのカテゴリー論を承認しているのに対し， 後者の場合， アリストテ
レスの影響を むろん受けなかったわけでは決してないが， プラトンとアリスト
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テレスとは明石室に区別されており， またアリストテレスのカテゴリー論は否定
されている。 このようにみた場合， ポルフュリオスの思想的立場は， アリスト
テレスのカテゴリー論の重視， ならびに (1たp ? ，OÛ μ[aν εfνα'{ ，キνmá，w
ν0宮正α ? 'Apurro!"ÉÀous:αcpεσrν〉という著作からも， アムモニオスに近いと い
うのである(F. N.， S. 40; cf . Ammonio s u . POγphyrios in EntretiensTome
，
.
X(， S S. 1 04s qq.)。 彼は， さらに，このような自説を裏づけるものとして， オリ
ゲネスの(De principiis) や，ヒエロクレスの(/n αureum c aγmen)( e d. M ullach)
にアムモニオスの影響と痕跡の存在を主張し， これらのテクストの比較考証を
試みている。 しかしこの観点l土， いわゆる Origenes d. ChristとOrigenes d.
Neuplatonikerとの関係をどうみるか， また先のネメ シオスの1 29，9(M.) を字義
通りアムモニオスのものとして信想、性をおくべきかという問題と密接な関係を
持ち， Dör・rie とは少くともこの点に関して著しい対照をなすものといえる。
なぜならば，Dörrie(土，すでに本書の出版以前F . Heinemann(Ammonio s S akk as
u. d . Neupl atonismus (Hermes， 61， 1926))に対する反論のために書かれた別の
論文 ( Ammonios d. Leh rer Plotinos (Hermes ， 83， 1955. S S. 463s qq.))にお
いて， ネメ シオス1 29，9(M.) をアムモニオスの断片としてみることを否定して
いるからである (彼のOrigenes d . ChristとOrigenes d. (Neu-) Platonikerに
対する見解については， 筆者による彼のDie pl aton ische Theo logie d.Kelsos
in ih 1・er A usein anderset zung mit d. christl ichen Theo lo gie!(こ対する書評 
r西洋古典学研究J XX号所収一 参照)。
さらにここで生じてくるいま一つの問題に， ポルフュリオスとアウグスティ
ヌスとの関係をいかにみるべきかがある。 Theilerは， この論文において， より
詳細な検討を要するとしながらも， ポルフュリオスとアウグステ ィヌスとを関
連づ、け， さらに前者とアムモニオスとの関係からアウグスティヌスとオリゲネ
スとの関係を明確化しうる可能性を示唆している(F. N. ， S. 40， Anm . 74)。こ
れは， 先にふれた彼の作業仮説の延長線上の主張といえよう。 Dörrieにおいて
も， たとえばポルフュリオスがその第一ZザT伊αにおいて霊魂の不死の論証を
行なったと推定し，その内容がアウグスティヌスに伝存されていると考え， その一
部の複元を試みている (S . 9. 153)。またアウグスティヌスとの関連においてし
ばしば問題となる (De regressu 聞im ae) とこの ( l'�μμac憎む 可μα m) との
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関係についても彼は言及しているが (S. 164)，断片的な叙述にとどまっており，
この点は今後検討を要する問題だといえよう。 以上ふれたTheiler とDりE・rieと
の問にみられるこのような見解の差異は， また， 本稿の始めの部分においてふ
れたポルフュリオスに関心が向けられる二面性をそれぞれ反映しているものと
もいえるが， かつてはたとえばW.Jae gerの ( Nemesios v. Emesa)( l914) に
典型的にみられるように， どちらかといえば散逸したポセイドニオスの〈ティ
マイオス註解〉の 再精成という意図(cf.Jaeger， op. ci. S S.76-9 6)から注目さ
された (それは同時にそこに新プラトン主義の起源を求めようとする動向とも
相即する) ネメシオスが， ポルフュリオスとの関連において再評価されてきて
いることは， 新プラトン主義の起源の問題に対する研究史の変遷としても興味
深いものがある。 ただクリスト教との関連についてみるならば， 筆者の関心に
とって，( àaúìχuro宮ゐωσIr;; ) という発想、のクリスト教神学に対する影響に一層
の興味が惹かれる。 なぜならば， ネメシオスが肉体と霊魂の関係をめぐるポル
フュリオスのこの所説を紹介している意図は， 当該書 137- 188(M.) にみられ
るように， それをクリストにおける神性と人性との一体化に適用することにあ
るからである。 クリスト における神性と人性との一体化と， 人間における霊魂
と肉体との一体化との 両者をパラレルにおいてみようとすること自体は， 広く
3 -4世紀の教父にみられるものであり(cf. Wolfson， op. cit .， 1. p. 368)，
別に， ネオ シオスの独創によるものではない。 しかし彼の同書 137， 10(M.) に
みられるくdμI"ro宮 )・(àσúrxυro宮〉(
・ àòcátþ{)opor;; ). (àμ正ráßÀr)ro宮〉 は45 1年のカルケ
ドンの信仰箇条にみられる(àσ口氏ú'nωr;; )・(àrpピπTωr;;ì・(àòcαIpÚ，ωr;\
; ・( àχω'péarωr;; )
を先取しているものといってよく(cf. Domanski .
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d.

Nemesios (in Beitγ. zur Gesch. d. Phil osophie d. Mitt elalters， 阻，1) S S.
68 s qq . ， Fortin， E. L. ， C hristianisme et culture philosophique au cin guième
si ècle， p . 123， n . 4)，クリスト ロギーの展開において注目すべき意義を持つよう
に思われる。 またこれとあわせて， 同書137，4(M.) 以降，(àσúrxuro宮fJ)(J)(JIr;; )
という発想、をクリストロギーに適用し， エウノミウス派を論駁するにあたって，
彼がポルフュリオスの立場を全面的に認めているわけではないことにも注目す
る必要がある( S S. 99 sqq.)。彼は， 超越的実在が(àσvrxúrwr;;> に(lνoûa{)m )
するという点ではポルフュリオスの見解を承認し継承してはいるが， しかしそ

の場合， ポルフュリオスにおける(俳句ザ〉をそのまま〈θεà�' Aóro�')と等寵し
てはいな�\o むしろそこでは， 134� 135 (M.) にみられるくいuxr;)を< dr:áOwり
であるとするポルフユリオスの霊魂鋭は否定され，妙味のと(θ'ôà，イóro�')とは
明確に医別されている。主らに， 霊魂と肉体との (ルωσI�')は，いれば <�ゆdσI�'
αèré(x)によるものであり，これに対しクリストにおける神性と人性との(rνω ac�>
'
は神の(εôòOK{a)によるものであるとされ， 両者の区別と後者の場合における
神の意志的契機が強調されているのである (cf. 1 4 4， 2 M.)。彼のこのような観
点は， クリスト教によるギリシア哲学にみられる諸発想の受mと援Fflとが， 決
して一方的な摂取の関係ではなく， 彼我の異質性の自覚に立脚し， むしろギリ
シア哲予との断絶点を積極的に利用し， 再解釈していった過程であることを示
唆し， またそのような態度の一つの具体的な現われとしてみることができる。
Dörrieの本書も， 単に新プラトン主義の起源 ・ 系譜の問題にとどまらず， それ
とクリスト教との古代末期における関係を解明する資料として， 今後おおいに
活用すべきように考えられるのである。
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