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一

本書はプラトン(以下Pl. と略記) のT imaeus(以下Tim.) の世界生成の問
題に関する古代の解釈史・ 論争史の研究の第2 部である。 第l部ではスベウシッポ
ス， クセノクラテス， アリストテレス以降， シュリアノス， ヒエロクレスにいたる
までの時間的解釈， 非時間的解釈が検討さ れ た が (第1 部 の書評.

Ií中世思想研

究� 21 (1979)， 212--21 8頁を参照されたい) . 第2 部ではそのあとをうけて プログ
ロス(以下Pr.) の解釈が取り上げられる。
Pr . が 正統Pl . 派の線に沿って 時間的解釈を否定し， 非時間的解釈を主張した
ということは. A. E. Taylor. CornfordのT im. 注釈などからもよく知られてお
り， またPr . の解釈がみられる In Plat on is Timaeum c ommentar ia (ed. E.
Diehl.3voll.. Leipzig. 1903--190 6 . 以下InTim.) には A. J. Festugiさreによる
優れた仏訳(Pr oclus. C ommentaire sur leTimée， 5voll.，Paris. 19 6 6--19 6 8 .
著者は絶えずこれを参照・ 批判している〉もあるが， しかしPr‘ の非時間的解釈そ
のものをテーマに据え， その実態の全面的な究明を試みた研究はこれま
でになく，
本書をもって鳴矢としなければならない 。 本書の内容・体裁を一言で 表わ せば，
Pr . の非時間的解釈の翻訳および注解(running commentary) である。 著者は，浩
瀦なIn T im . のなかからテーマに直接関わる箇所を逐次取り上げ， それを独訳し
ながら分析を加えていくという方法を採用し， こ れによってPr. の解釈を洗いぎ
らい検討し， その 一般的性格， 具体的内容， 解釈史・論争史上に占める位置
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かにしている。 またPr. には直接の形では現存しない， キリスト教徒論駁の意図
をもって 世界の永続性を体系的に 論じた 18 の論証か ら な る作品

'0"τω"a!ðc"a

i1Ctχccp�ματα 1(;cpì àcðc6u;τOs ，，6σμou "a吋τâllJ XpcaτcαlJWlJ があったが， 著者
はこれをPh i l opon U5，De aetern itate mund i contra Proclum から(うちPhil o'
ponusに欠ける第1論証についてはIsl;l亙q ibnそIunain のアラビア語訳から〉復
元し， 本論のあとにそれの独訳を収載するという周到かつ貴重な配慮をもおこなっ
ている。 この作品はPr . 自身の世界永続説を伝えるものであるが， 著者はそれを
InTim . における非時間的解釈を解明する 一助ともなしている。

Pr. の解釈が， 基本的には，Tim. の字義通りには時間的前 後関係を意味する語
句を存在論的上下関係を意味する表現として解釈し， 諸事物を存在論的階層のなか
に位置づけ， そのことによって Tim. の世界生成が時間的にではなく非時間的に
解されなければならないということを論証しようとするものであることは一般によ
く知られていると言ってよし、。 しかし本書はPr . の解釈が従来知られてきたもの
よりもはるかに複雑で多岐にわたっていることを明らかにしている。 その具体的内
容は要約を容易に許すようなものではないが， 著者自身がそれを試みており(Vgl.
S. 13lf.)， ここではそれに多少手を加えながらごく大まかな輪郭を紹介するにとど

める。
Pr. にも古アカ デメイア以来の伝統的な 方法論的解釈(ðcðau"aÀías Xápw)が
みられ， この解釈も重要な役割を果していることが知られる(特にティマイオス・
ロクロスを引証している箇所 In Tim ，. II， 10 1， 1lf(え
. 6rψrclJiu8αc)を参照。

Vgl. S. 1ooff.)。 しかしこの解釈だけではPl. の説の実質的内容が明らかにされえ
ないため，Pr. は一 方で世界のあり 方， 他 方において神， 原因のあり 方の論定をお
こない， またそれと同時に， それらの相互の関連づけに腐心しながら次のような解
釈をおこなう。 すなわち， 世界は単純無部 分な存在ではなく， 不等な諸部分からな
る合成物(σω8cτOlJ， また結合物UÚlJðcτOlJ とも) であり， 合成物の意味において
生成物 (rClJ1J7:ÓU) であるとされる。 さらに， 世界は合成の原因を自己よりも存在
論的により高次なもののうちにもち， 外的原因に依拠して(伽'訓À1Js αfτ(as， "ar:'
ãÀÀ加αfτfαlJ) 自己の存在をえているものであるという意味において生成物である
とされる。 また， 原因は世界に対してつねに作用し， それに応じて世界もつねに働
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きかけられ， つねに生成しているとされる。 さらに， 世界は時間と同時的存在であ
り
(Vgl.Tim3 8 C2f.)， 世界内部にある大部分の， 部分時間のうちにある諸事物
とは異なって， 時間全体にわたる永続的な(åíðlOS)
ものであるとされる。 しかし，
このことは世界が永遠な(α 泌μOS)ものではなく， 永続的なものでしかないとい
うことをも合意して おり， その根拠が世界の身体(物体)性のうちに求められる。
い かなる物体も自己自身を維持しえず， 絶えず消滅の危機にさらされているため，
すなわち， つねに再生され (lπω能。α 6τ6s， vgl.Pl.， P olit i c us， 270A4)， 連続創
造(creati o conti nua)によって維持されなければならないが， 世界も有限なものに
すぎない身体をもち， 永遠にあるもののように無限の永遠を一挙に受け入れること
ができず， 永遠の放射を時間の無限の拡がりに おいてただ部分ごとに受け入れるこ
とができるだけであるとされる。 しかし， 世界はまったく完成されることのない生
成のうちにあるのではなく， むしろつねに生成していると同時につねに完成してい
るものとして (れåûrlrJ)6μωO}) &μα I>a!rSrW1}μÉJ)OJ)) 解されなければならな
いとされ， 世界のかかる永続性の究極的原因は， 善なることをつねに欲し， つねに
実現する神の善性のうちに求められる。以上Pr. の解釈内容の大まかな概略である
が， 実際にはPr. はrSJ)1}τω， dρχ手の諸義の分析. J)
Ë tPST l α，oÙf1lcα ðÓJ)ap
l
S の
各観点からの世界， 霊魂， 時間， 天体等の分析などをまじえて解釈を おこなって お
り， さらには生物個体の可減性に対する生物種の永続性の主張. T m
i . 42A1ff. の
男女の継起的生成は専ら存在論的優劣性を意味するとする解釈など論点もきわめて
多岐にわたっている。
Pr. の解釈はうえの概略からも察せられるように伝統的な非時間的解釈〔存在論
的形而上学的解釈， 自 然学的解釈， 方法論的解釈 )をきわめて多様な仕方で展開し
たものでありーーただし全体として必ずしも 一箇の緊密な統 一性をもつまでに高め
られえていなL、一一一， 本書の価値がその多様性をつぶさに明らかにしている点にあ
ることは言うまでもないが， しかしそれ以上に本書の価値は第1部と同様にPr.の
個々の議論・解釈を先行諸議論・解釈との 関連に おいて 分析し， その 由来および
Pr. によって批判されている議論・解釈を考証し， そのことによってPr. の解釈
を解釈史・論争史上に位置づけている点にあると言わなければならない。 ここでそ
の詳細にふれることはできないが. Pr. の反論相手について言えば， それが特にア
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ッテイコスであったことが明らかにされている。Pr. の対決相手がフ.ルタルコスと
アッテイコスであったことはよく知られており， また第1 部ではアリストテレス・
ベリパトス派側からの時間的解釈に立った絶えざるPl.説批判が論争を展開せしめ
た直接の動因であり， それに対してPl.派が一般に非時間的解釈をもって応酬し，
そのことによって論争史・解釈史が形成されたことが明らかにされたが， Pr .によ
って批判の組上にのせられるのは， アリストテレス・ベリパトス派というより， む
しろP1 . 派にあって時間的解釈を唱えたプルタルコス， アッテイコス， なかんずく
後者のアッテイコスであったことが本書から知られる。 アリストテレスは無論批判
もされているが， プルタルコス， アッテイコスに比べてむしろ敬意を表さ れ てお
り， その点でポルピュリオスがアリストテレスをもいまだ対決相手としていたのと
趣を異にしていることが明らかにされている。 ただし，Pr . はプルタルコスを自ら
読んではおらず， アッテイコスについても自ら読んだというよりはむしろポルピュ
リオスとイアンプリコスを通じて知ったと考えられ， さらにポルピュリオス自身プ
ルタルコスはアッテイコスを通じて間接的に知ったと考えられるという興味深い指
摘もなされているのg1. S. 34f.， 10 5 ， Anm. 358， Teil I， S. 44， Anm. 84)。他
方，Pr. が依拠した人物としては， それが特にポルピュリオスとイアンプリコス，
ついでシュリアノスであることが明らかにされている。 依拠した人物に関する著者
の分析はきわめて詳細であり，Pr . が名前を挙げていないタウロスの影響 (それの
分析・見解についてはvg1. S. 21， 30 ， 130 )， Pr . のポルピュリオスに対する批判
および批判しながらも自説との一致をはかろうとする態度(特に

S. 54， 56， 80 ，

Anm. 255， 89-94 を参照)， 第l部で神の不変性の要請との関連でその影響が強
調されたアリストテレスのDe philos ophia との関係(vg1. S. 46ff. Pr . は De
philosophia に由来するアポリアイをT im.の世界の無始性の論証に用いているが，
著者はPr . がDe philoso_ρhia を読んだことを疑問視し，その論証をポノレピュリオ
スに負っているとする〉など数多くの知見がえられる。 第1 部 と相イ突ってPr.の解
釈を解釈史・論争史の伝統のなかに位置づけている点で本書は特に高〈評価されて
しかるべきである。また本書にはTim. 27D6-28A 4で生成物の定義がなされてい
るとする Pr. に対する著者自身の批判U vg1.
. 6lf. またこれ以外のPr
C
s. 33f，
に対する著者の批判としては特にvgl. s.22f.， 60 )，Tim. 30A のいわゆるコスモス
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生成以前の無秩序な運動に関する Pr. の二種類の説明に対する著者の分析・考古E
(vgl. S. 89-94)その他見 るべき所は数多い。
また著者lま.Pr.が非時間的解釈を展開したさいの本来の関心， またPr. をして
非時間的解釈を展開せしめた動因， さらにP r. がそれを主張した究極的な理由につ
いても論定をおこなっている。 すなわち. Pr. にとって第一義的な関心は， 可視的
世界そのものの永続性というよりもむしろ可視的世界を成立せしめている諸原因，
すなわち霊魂， デミウルゴス. 範型， 一者の不変性にあったとし， 世界に時間的開
始と終末を認めるとすれば， 世界を成立せしめている諸原因も世界との間にある本
質的関係からしてもはや不変ではありえず， 本質的に可変なものである こ と にな
り， かかる事態を避け諸原因の不変性を維持することこそPr.(また新Pl. 派一般〉
の本来の関心事であったとしう見解を明らかにしている。 また新Pl.派一般にとっ
て， 霊魂の不生不滅性， さらに世界内部 の諸神性(天体， 時間) およびコスモス神
そのものの不生不滅性を否定すれば解決不可能な困難におちいると思われたとし，
それらの不生不滅性の維持がPr. を含む新Pl. 派をして非時間的解釈を展開せし
めた動因であったとする。 著者はさらにP r. のアッテイコス論駁の背後には対キリ
スト教徒論駁があったとし， 神による世界の現実の創造を信じGenesis解釈の支持
のためにTim. をこのんで引き合いに出し， またアッテイコスをそのTm
i . 解釈
の保証人ともしたキリスト教徒に対する批判のうちに. Pr. がTim. の字義通り
には時間的生成を意味する箇所を逐一非時間的に解釈し， アッテイコスの時間的解
釈を論駁じなければならなかった究極的な理由を求めている。 著者の以上の見解に
よればTim. の世界生成の問題はPr. および新Pl. 派にとっては第一義的には自
然学的というよりは宗教的神学的形而上学的な問題であったということになるであ
ろう。
ところで本研究ではキリスト教作家は一般に取り上げられていない が， し か し
Pr. の解釈の背後にキリスト教徒論駁をみる著者の論定から著者自身の問題意識に
はまた世界の永続性の問題をめぐってキリスト教神学との対比においてギロシア哲
学内部の実態を探ろうとする意図があったとも察せられるであろう。 この点に関し
て言えば， 一般に異教古代にあっては， 時間的解釈， 穿時間的解釈のいずれにおい
ても解釈の根底には世界の無始無終・永続説があったと言うことができるであろ
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う。 すなわち，

一 方の時間的解釈を取りPl. 説を批判する立場にしても， Pl. は

Tim . で世界がかつて現実に生成したと説いているが真実には世界は永続的である
とL、う主張があり， 他 方の非時間的解釈を取る立場にしても，Pl. にとって世界は
本来永続的であるとPl. 説の擁護をなして おりその狼底にはやは り世界永続説が
ある。 無論特にエピクロス派， ストア派を考慮すればこのような単純化には無理が
あることは否めないが， しかし異教古代に おいては世界永続説が主流を占めている
と言ってよし、。 また著者はT im . の世界生成の問題が新 P l. 派にとっては第一義
的には宗教的神学的形而上学的問題であったことを明らかにして おり， そのこと自
体は否めまいが， しかし， 解釈史・論争史の全体を通観すれば， アリストテレスが
批判の論拠として掲げた神の不変性という神学的命題と生成したものは消滅すると
いう自然学的命題が決定的な影響を及ぼし，

正統Pl. 派はこれら の命題を受け入

れるなかで非時間的解釈を展開していることが知られ， 神学的問題と自然学的問題
が本質的に関連し互いに相分かちがたく表裏一体をなしている点がむしろ注目され
てよい。 自然学的問題と神学的問題は， 世界は善美な秩序を永続的に保つものであ
り， その秩序は善美なものをつねに実現する同 一・不変・完全な神が支えていると
いう観念によって関連づけられていると言うことができるであろう。 異教古代につ
いてこのように言いうるとすると特に興味を引かれるのは々はりアッテイコスの位
置である。 神による現実の創造， 神の7CpÓUOC，α を強調するアッテイコスの解釈は
宗教的神学的色彩がきわめて濃厚である。 正統P l. 派の批判の矛先が こ の「宗教
的 プラトニストJ(vgl. Teil 1， S. 62) に向けられたということは今後検討されて
よい問題を含んでいるように思われる。
しかし翻って世界永続説がギリシア哲学に おいてつ ねに一般的であったかという
と事態はそのように単純ではない。 むしろ初期ギリシアのいわゆるφσcoMrocの
宇宙論では進化論的宇宙生成論が一般的であり， Pl. がそれに対抗してギリシア哲
学史上最初に創造論的宇宙生成論をT im . に お いて展開したというのが今日の通
説であると言ってよい(vgl. F. M. Cornford， PIふCosmology， London， 1937，
s. 31， W. K. C. Guthrie， A

History 01Greek Philosophy， !，

Cambridge，

196

2， S. 140妊.)。 無論 T im . そのものについて言えば， その叙述を字義通りに解
すべきか否かの問題は現代に おいても解釈が大きく二説に分かれている。 しかし，
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Tim .
Pl . を境にして異教古代で世界永続説が主流を占めるようになったとすれば，
は歴史的には宇宙の秩序を生成論的に説明するコスモゴニアーからそれを存在論的
な方向で説明するコスモロギアーへの転換をもたらしたものとしてとらえることカt
できるであろう。Tim . をこのようにとらえるとき，Tim . 宇宙論の歴史的生成過
程と展開過程の問題が生じてくるが， 著者の上下 2 部 からなる研究はこのうちの展
開過程の研究に属するものとして位置づけられる。 著者はあくまで現存資料に忠実
にあたりながらTim . の世界生成の問題に関する解釈史・論争史の実態の内在的
解明に全力を傾けている。 本研究はまた資料集の性格をもそなえていると言ってよ
く，Tim解釈史研究のみならず， 広くプラトニズムの展開の研究， またTim .その
ものの解釈を おこなううえでも今後に資するところきわめて大であると言わなけれ
ばならない。 現在Mü nster に勤める著者からの連絡によると第l部 で予告された
プロティノスまでの包括的なTim . 解釈史研究の刊行は遅れるそうであるが本研
究に おとらずそれが内容充実したものになることを期待して々まない 。

John Hick: Evil and the God 01 Love
2nd ed. The Macmillan Press LTD
1977. pp. xiii +389
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一

〔問題〕もし神が世界を創ったのだとすると， どうしてそこに悪は在るのかと
つぶ兵やいてみる。 もし神が全善 ( summum bonum) であるならば， すべての悪を
取り除こうと欲するはずであり， もし;神が全能( omnipotens)であるならば， すべ
ての悪を取り除くことができなければならないはずだ。
しかし悪は在る。
神が創った世界の中に悪は現に在るように見える。
とすると神の全善と全能の仮定のどちらかが疑われるのだろうか。

