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「プロクロスは、ソクラテスの対話をどのように読んだか―イアンブリコスの汎ロゴス主

義、ロゴスの probole を中心として」 

 

 本研究では、5 世紀アテネのアカデーメイアの学頭、新プラトン派のプロクロスがプラト

ンの著作、なかでも、われわれの時代の分類でいうところの「ソクラテス的対話篇」をどう

読んだのか、その方法論を中心として考察いたします。ソクラテス的対話篇というのは、問

答を中心とするもので、アポリアーで終わる、探求の目的が成し遂げられずに終わるもので

すが、今日では、プラトンの初期の対話篇と目されているものでもあります。 

通念からいいますと、新プラトン派は、プラトンの教説「イデア論」を体系化した人々で

あって、ソクラテスの対話篇には関心を持っていないと思われます。ただ例外としての『ゴ

ルギアス』篇を除けば、新プラトン派で、注釈が書かれ重んぜられたのは、ソクラテスが問

答を行う対話篇ではなく、プラトンの教説をソクラテスが、解説する対話篇であると考えら

れております。そもそも、「ソクラテス的対話篇」に関して主題的に採り挙げ様もなかった

はずだ、そう考えられるわけであります。しかしながら、実際は、「ソクラテス的対話篇」

を排除するにも、それ相応の理由があった、否、むしろ、今日取り挙げるプロクロスからす

ると、プラトンの教説を解説するとされる対話篇も、あの論駁をした同じソクラテスの「ソ

クラテス的対話」だった、こうした考えがありました。本発表では、このようなソクラテス

理解を明らかにしていきたいと思います。なかでも、そうしたプラトン著作の読み方がどう

して可能になったのかと尋ねていきますと、どうやらそこには、「魂の内発的なロゴスの

probole」、とりあえず、「発出」とでも訳しておきますが、そういう考えがあった、そしてこ

の「発出」というのは、われわれが意識して議論している時ばかりでなく、意識下でも常に、

感覚の場面でも、思考の場面でも、そしてスケールが大きくなりますが、宇宙創成の場面で

も常に起きているそういうものとして語られている事柄で、それが、ソクラテスの問答とい

う場面でも、ソクラテスに問い尋ねられているひとの魂に起きているのだという考えであり

ます。この内発的魂の働きが、どの対話篇にもソクラテス的なる事柄として読み取れるそう

いう解釈であります。本発表では、こうしたプラトン著作の読み方の基になっている考えに

光を当てたいと考えております。 

 

 

1. 研究の端緒 

本発表の端緒について、簡単にお話ししますと、私自身は、本格的な新プラトン派の研

究を続けて来たものではありません。ソクラテスの問いをどう理解するかという問題から

派生してきた研究であります。最後の部分とも関わりますので、少々言葉を付け加えます

と、近代の校訂における疑問符の根拠、その出所を、サンプル的ですが近代の諸校訂や写

本で調べておりましたところ、9 世紀のビザンツ帝国で発生した「疑問符」の問題に至り

ました。形は、それ以前からある話者交代記号やセミコロンの下に、新たに、コンマのよ

うな形を付け加えたものであります。とりあえずプラトン著作で申しますと、カエサリア

の大司教 Arethas の写本工房とでもいいますか scriptorium と 19 世紀に Allen が名づけた想
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定上の場所ですが、そこで、写本の A、Parisinus graecus 1807 や、新プラトン派プロクロス、

オリンピオドーロスの注釈が写されております。そこで、写本 A の疑問符を整理してその

基準を考察する過程で、写本 B、E.D.Ｃlarke 37 で、Arethas が丹念に写本の欄外に彼らの注

釈を写したり、要約している所から、これらの注釈に何か手掛かりがないかと始めた研究

であります。従いまして、本日はそれに関する発見も絡みますが、まずは、プロクロスに

つきまして、句読法成立以前の時代にあって、問答を理解する際の背後にある考え方を、

正確に押さえておきたいと考えます。 

 

２ プロクロス資料から考えられる研究方法 

当初の出発点としての「ソクラテス的対話篇」、例えば『ラケス』や『カルミデス』をど

のように読んだかと問うとき、資料状況は、さしあたっては好ましくありません。 

まず、プロクロスというひとがどこまでオリジナリティがあったのかは、かなりの研究者

が疑っておりますので、安易に「プロクロスの」と言えないので、語や句のレベルで周到に

調査する必要があります。このことを Dillon は、イアンブリコスの注釈をプロクロスから再

構成するに当たって、責任表示のない seamless な書き方だと注意を促しております。（T25

には『トピカ』の用語が紛れておりますし、ta pseude elenchein なども常套句も、無批判に講

義で用いているところがあります。） 

次に直接のわれわれの関心対象となりますが、いわゆる「ソクラテス的対話篇」の註釈は、

現存資料にありません。『ゴルギアス』注釈は失われており、『国家』篇註釈は小論集である

ばかりでなく、トラスュマコスとの対話に関する部分に大きな欠落があります。 

Polus との対話、Kallikles との対話を考えてみれば明らかなように、『ゴルギアス』注釈を

再構成できるならばそれが一番有力な道であります。しかしながら、結論から言いますと、

今のところ否定的にならざるをえません。（1）まず、先行研究では、Greene は、Arethas の

スコリア(写本Ｂ)のうち Olymp.のものでないものは Procl.に帰するという Mettauer の判断基

準を、そのまま採用しておりますが、多少留保は付けておりますけれども、結果として、

Arethas が端折ったにせよ、他の注釈のような哲学的考察があったのか、そう思わせるよう

な断片がありません。実際、Arethas の scriptorium では、『国家』篇の注釈は写されており、

Olymp.の注釈はすべて写されていますが、本当に『ゴルギアス』註釈があったのか疑うこと

もできます。（２）Olymp.の『ゴルギアス』註釈から再構成を試みるとすると、直接の引用

は少なく、用語としてプロクロス用語を利用している可能性は、特に technical な用語につ

いては、低いです。『アルキビアデス』注釈の concordance を比較すると(TLG Workplace, 

Westerink, Indices)、一致よりは、プロクロス術語の Olymp における欠如の方が目立ちます。 

従いまして、失われた『ゴルギアス』注釈という有力な手掛かりは今のところ獲得困難で

あります。 

では、断片的であれ、「ソクラテス的対話篇」についての証言はどうかというと、これは

line by line の解釈というにはほど遠いものです。確かに、『ヒッピアス（小）』を除いてを含

むすべての Thrasyllus 編集のプラトン著作（DL3.58-61）への言及は、かなり明確にとりだ

せます。手掛かりはゼロではありません。しかし、すべての言及ではありませんが、資料、
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T1-13, 24, 26, 27, 46, 53 にあるとおり、「ソクラテス的対話篇」への言及は断片的です。断片

からもわれわれは多くの有力な情報を得ることがありますが、後述の解釈法を裏付けるよう

な記述が断片の中に、『ゴルギアス』を除き、ありません（T11）。従って、こちらの方面も

有力な情報はありません。 

こうなると、問いは立てても答えられないということに陥りますが、外からの物差しでは

なく、プロクロス自身の内在的な見方に光を当てますと、少し道が開けてきます。ソクラテ

ス的対話をどう理解するか、総論的な理解や、対話の様式の分類などがそこここに書かれて

おります。例えば、T16-30, 53,54,56。このままでは、単に具体的な一行一行に対する解釈の

裏付けのない方法論に終わってしまうという憾みは残りますが、必ずしも不毛な結果とはな

らないと思われます。 

それというのも、冒頭にも申し上げましたが、プロクロスの視点に立つと、われわれのよ

うな「ソクラテス的対話」と「プラトン的対話」があるのではありません。どれもこれもプ

ラトン著作は「ソクラテス的対話」(Sokratikoi logoi)と見なしているふしがあるからです。

従って、プロクロスの立場からすると、『パルメニデス』篇も、私の再検討では擬プラトン

著ではありますが、『アルキビアデス Ⅰ』篇も、ソクラテス的なものと考えられています。

従って、これらの問答をどう解釈しているかを読めば、プロクロス自身がどのようにソクラ

テスの対話を理解していたかは、注釈が書かれていない対話篇についてもかなりよく検討で

きます。 

実際、『パルメニデス』におけるパルメニデスとソクラテスの対話をどう読んでいるか

から、「ソクラテス的対話篇」に関する理解を探る研究はすでに生まれております。 

 

3. 先行研究 

例えば、エルラーは、主著『アポリアーの意味』を書いた時期と重なりますが、特にシュ

ティールの『パルメニデス』篇注釈のアポリアー理解をもとに、そこから、プロクロスの志

向する初期対話篇理解を論じております。それは、ソクラテスとパルメニデスとの間の対話

に関する註釈に現われるアポリアー理解に基づいて、パルメニデスの問いがエレンコスの遂

行ではなく、見かけのアポリアを乗り越えていく為の産婆術的対話であるとのプロクロスの

認識を、初期対話篇にも適用するものです。すなわち、ソクラテス的対話篇の所謂「エレン

コス」も、克服可能なアポリアーがあるのであり、『パルメニデス』篇同様に解決の方向の

示唆があるとプロクロスは読んでいる、そういうプロクロス理解です。それは、エルラーの

『アポリアーの意味』の結論ではないのかとも思いますが、それ自体は、プロクロスの後述

する方向から逸れているとは思いません。ちなみに、『パルメニデス』におけるプロクロス

の見る解決の示唆とは、イデア論における分有のアポリアーは、分有を感覚的物体における

分有としてみるのではなく、非感覚的なものと考えることから克服されるというものです。

こうした解釈は、ソクラテスが初期対話篇で行っていることは、いわゆる aporia への epagoge

ではなく、見かけの aporia を通じた高次の認識の段階に進む a n a g o g e 上向となっており

ます。本日の発表では、こうした理解の方向の基にあったプロクロスの産婆術の説明方式の

方にも目を配ろうというものです。 
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以上、資料状況、先行研究からも、先ずは、『パルメニデス』、『アルキビアデス』の「ソ

クラテス的対話」に対する解釈の詳細を、現プラトン著作と照らし合わせて、その解釈の特

性を詳らかにするのが第一と考えますが、この課題は後日に期しまして、将来の検討の際に

必要となる、解釈の背後にある方法論の方に少し踏みこんでおきたいと考えます。 

 

4. プロクロスにとって「ソクラテス的対話」はどう理解されるべきものであったか。 

 

方法論の議論というのは、イアンブリコスの教程としての 12 の対話篇から除外した基準

を考察する意味をももちあわせております。ここでの考察は先ず大きな枠組みとなっている

解釈法を取り上げ、それを可能にしていた具体的な判断を考える方式をとりたいと思います。 

方法論１は、プロクロスが先行する解釈から批判的に受け継いだ解釈の方法で、方法論２

は、対話の分類の話でありますが、方法論１での原則的な方法を可能にしている具体的な手

続きであると考えます。 

方法論１の「歴史的ソクラテスのエートスの探求」というのは、明確な方法意識として表

に出てはおりませんが、単に解釈の端々に挿入されているプロクロスの感想と考えない方が

よいのではないかと思われます（Ｔ14、Ｔ15）。T14 では、はっきり歴史的ソクラテスの理

解と離れないところにおりますし、T15 も、そうしたプロクロスの志向を裏付けるもので

す。もちろん、ソクラテスの精神の把握であって、歴史的考証ではありません。歴史理解と

いう点では、舞台設定についてしばしば言葉を費やしておりますが、ソクラテスの生涯につ

いて厳密に考証するという意図はないと思われます。むしろ、ソクラテスを単なる作者プラ

トンのダミーと見ず、同じソクラテスによる一貫した諸種の対話を一つの相の下に理解しよ

うとする解釈と、これが結果として出てくるわけですが、そのことと切り離せないことがら

であろうと考えられます。 

これは、現代のプラトンの思想の発展の下に対話篇を解釈しようとする方法とは異にして

おり、初期、中期、後期と分けず、全体を一つのソクラテス的精神の現われとして捉えよう

としているといってもよいでしょう。従って、歴史理解の点では全く意識が異なるけれども、

結果の部分では、また、ソクラテス＝イデア論者とする点では、バーネット―テイラー説に

接近しております。 

第二の skopos、また時に対話の prothesis とも言われるものですが、T16-18, 29, 31, 57、こ

れは極めて特徴的なものです。一つの対話篇には一つの狙いがあり、すべての書かれている

要素はその狙いの為にあるという考え方です。『国家』篇註釈でも、『国家』にはあれこれ沢

山書かれてはいるけれども、なお一つの狙いに収束するという見方を示しています。問題は、

狙いが単なるトラスュロスの副題 epigraphe の問題なのか、具体的な内容の問題なのか、と

いうことであります。確かに、多分に形式的な側面があるのは否定できません。しかしなお、

帰一思想、一者を頂点とするすべての存在者の意義がそこに帰される思想の形式であります

が、それとの関連で実質的な議論をともなうものと解釈してよいと思われます。 

他方、では手続きがどうであったかとなると、一例は、『アルキビアデス』篇注釈の序に

詳しく書かれております。それは、イアンブリコスに由来する skopos へと至る手続きであ
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ります。そしてそれは、対話篇には、そこここに syllogismos があり、それは、同一の主題

「人間の本性」を示唆するというものです。これら syllogismos が同一の結論を導くもので

あるというのであれば、かなり方法としては、しっかりしたもので、そういう分析が示せる

ならば、重要な解釈法と評せます。しかし、内実は怪しいものです。Syllogismos と言って

おりますが、その論理は厳密ではなく、結論を示しているだけで、その過程は書かれており

ません。三段論法には形としてなっておりません。また、その syllogismos の結論から論理

的に導き出されることがらが、論証として提示されているわけではありません。従って、そ

の結論については、「示唆」に留まるものであって、そうでない可能性も問えるものとなっ

ております。従って、一つの skopos に導くという過程には厳密さの点で疑問であり、一見

「論理性」を表に出している分、欺かれやすいものです。さらに、問題としては、この方法

が一貫して用いられていたか分りませんし、ほかには提示されておりません。 

第三の pragma と leksis の区別ですが、これは註釈の書き方の、プロクロスの関心の中心

の問題と言ってもよいかもしれません。プロクロスは、字句の解釈や表層の対話の分析より

も、理解に必要となる自身の哲学的考察の方に多くの言葉を費やしており、そちらを重要視

しているということです。従って、プロクロス自身にとっては、対話における対話者の考え

の分析に終始するものは、自ずと関心の外にあったため、それらの注釈が書かれなかったの

ではないかとも忖度されます。 

その一端は、これは次の帰一思想のもとに語るべきかもしれませんが、対話は一つ一つが

ミクロコスモスで、そこには、階層的な構造が、ヒューレーから始まって、エイドス、ヌー

ス、善一者に至る構造があり、登場人物もその階層のシンボルになっているという類比構造、

アナロギアを見ております。こうなると、現代からみると overinterpretation という謗りを免

れないかもしれません。ただし、同時代的状況を考察しますと、おかしなことはしておりま

せん。ある帰一思想を受け入れた地点から見れば、正典があれば、その正典の各処にその帰

一思想の内容が繰り返し繰り返し暗示されているという発想はおかしなものではなく、また

正典解釈とは、そうした表層から帰一原理への道を示すことになるというのは、何ら奇妙な

ことではなかったと言えます。 

次に、帰一思想については、こちらが先にあって、これに何でも表層のことがらを強引に

結び付けていると思われますし、また現にそうした講義の体裁をとっております。しかし、

これまた、『アルキビアデス』篇註釈の序の最後を見る限り、方法上は、プラトンの著作か

ら導かれたものとして skopos があり、その集積として帰一思想があり、ことがらとしては、

認識上後のものが、事柄としては先にあるという体裁をとっていると考えられます。そこか

ら講義しても、そのことに違和感のない聴衆が既に形成されていたとも言えましょう。 

以上のような、プラトン著作解釈の原理は表立って各所に出てきますが、そうした解釈法

を貫徹し、一部の対話篇を重要視し注釈を施すには、具体的な対話をどう取り扱うかに関し

て、とりわけ、skopos を足し算して帰一思想を体系化するにしても、対話篇の取り扱い方の

より具体的な準則が必要であったろうと思います。 

それに該当するのが、異なる対話の種類を分類することに関する記述に現われている対話

に関する理解であるとおもわれます。これを方法論２と分類しました。 
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予め一つ注意点をお話ししますと、単に様式の理解ということには、プロクロスの関心は

ありませんでした。特に、先行する解釈の中には、『パルメニデス』も含めてですが、内容

はどうでもよい思考の訓練のための練習問題のように考える解釈がありました。また、この

延長には、この対話篇はこれこれの様式を示すのが狙いという、対話様式だけに関心をおく

解釈があり、帰一思想への帰納のように、内容的なものを追求する解釈とは真っ向から反対

のものがあったということであります。 

そこで、こうした分類の記述を見てみると、異なる切り口からの分類がいろいろ並びます

が、主たるものは、①の dialektike のもとにさまざまな様式を統一的に見ようとする分類で

す。 

先ず、①T23-24, 26 において、図られているのは、エレンコスと鍛練的対話 gymnasia と真

の dialektike 問答法、これを問答法一般に括るということです。「二重の無知」、「知らないこ

とを知っていると思う」状態を取り除き、真理へと導くエレンコスと、肯定、否定の相矛盾

する命題のそれぞれの帰結を吟味する gymnasia と、hypothesis の方法によって直接は知らな

いことを、ある仮説を立てると説明できるか吟味して、矛盾がなければ、さらに上位の仮説

を立てるという方法の繰り返しで、もうそれ以上仮説をたてることのできない始原に至ると

構想されているもので、さらに最上位の類から分割して行って探求の対象に至る分割の方法

を含む dialektike と、以上の３つです。この 3 つのものは、ばらばらのものではなく、同じ

dialektike の三つの様相として捉えられており、具体例への言及から考えると、これら三つ

は、どれも問答として、尋ねられた問いに応答するものの立場に立つと、ひとつの線につな

がるということです。細かい点での整合性は問題であるにしても、二重の無知を脱していな

い人にはまずエレンコスが必要で、その後は、鍛錬が必要で、そこで初めて、本当の意味で

の dialektike によって、帰一的な原理への探求が行なわれるという、応答者の視点に立った、

帰一思想の実践的系としての、完成への道、教育教程が伺えるということであります。 

確かに、sophistike から elenchos を分離し、elenchos から maieutike を分離しているという

概念操作は理解できますけれども、②、③の分類を見ていくときに、maieutike はどこに位

置するのか、はっきりとは述べられておりません。これらの術語が、DL3.49 のトラスュロ

スの epigraphe、副題に由来するものとして、また、記述から、maieutike は、gymnasia に入

ってくると思われます。特にＴ23 の想起、産婆術に関わる言葉を見る限りそう言ってよい

と思われますが、記述を見ると gymnasia にも、矛盾命題の一方の吟味として elenchos に言

及している点で、本当にどこまで整然としているかは問題があります。しかし、大きく見れ

ば、所謂初期対話篇を、sophistike、eristike という様相から分離して、elenchos、maieutike、

gymnasia のような交差するものにおき、dialektike への前段階として肯定的なものと見ると

いえましょう。 

また、この肯定的理解は、すでにプロクロス以前からあるペリパトス派の dialektike 理解

に対する批判と関わっております。具体的なアリストテレス著作との関係を議論するとそれ

自体が既に多くの研究をなしてきている領域なので、簡単には片付けられませんが、極めて

単純化すると、dialektike は apodeiktike 論証ではなく、一段格が落ちる。その理由は、第一

の原理から必然的に生ずることを論じているのではなく、知らない人が一般の見解に基づい
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て素人談義しているという、そういう当時のアカデーメイア内部における批判ではないかと

思われます。これが、そのままソクラテス批判であったとは思われませんが、とにかく

dialektike を言葉の上では貶しめており、これに対する Platonist の側からの批判はすでにプ

ロクロスの時代にあったということです。プロクロスも、「知らないことを知っている」と

するソクラテスがその隠された否定の基準において、「知」の基準として、ソクラテスは「知」

を持っていると考えており、dialektike 等をソクラテスに認め、dialektike 一般を知識として

正当に評価し、真理性に開かれていることを積極的に確保しようとしていると言えます。 

このプロクロスの構図に問題がないかといえば疑義はかなり出てきます。どんな問いにも

答えてみせると誇る、観衆の前で演示する論争競技者、例えば、ヒッピアスもまた、ソクラ

テスのエレンコスのもとに、応答者として真理への志向をもっていたか、こう問うと肯定は

難しく、また、同毒療法的とはいえ、ソクラテスが問うことにおいて完全に無垢といえるか

と問えば、同じく疑問であり、これらの問題についてプロクロスは素通りしているのではな

いか、そこには、少なからず捨象があったと思われます。ただし、後で論じますが、無視し

たのではない、そうではなく、包括する視点を立てたと考えます。 

また、エレンコスについて語るときアゴーン、論争がある、同等に主張をぶつけ合ってい

る二人の対論者がいるということに度々言及しておりますが、そこには、少なからず、ソク

ラテスが、単に相手の矛盾を示すことに留まらず、自説の正しさを直接、間接に示している

ことが含まれております。このことは、エレンコスの場面で、たびたび apodeiktikos な働き、

論証に言及していることからも分ります。 

より深刻なことは、dialektike といえば、「対話者」を前提として述べたのですが、プロク

ロスはどうなのか。第一の dialektike、dialektike の中の dialektike をプロクロスが考えている

時、『国家』第 7 巻が念頭にあるわけですが、T24kath’heauton、これは、T24 の分割法につ

いても使われておりますが、果たして、応答者の存在、その人の真理への志向を真の dialektike

にも読み取ってよいのか。明らかに、elenchos も gymnasia もソクラテスの対話者がいます。

『ソフィスト』も『パイドン』も対話相手がおります。しかし、浄化され鍛錬も積んだなら

ばもう互いに対話することには価値がないのでしょうか。この問題は、Albinus が、zetetike

は対話相手が中心になっていると述べていること、Elias が、dialektike は dialogoi 的ではあ

るがそのままではない（Prolegomena15）ということを示唆していることからも、以下の議

論には一定の留保が必要ですが、このことは最後に論じたいと思います。 

 

5. なぜ応答者の真理志向によって、プラトン著作を「ソクラテス的対話」として統一的に

捉えることが可能だったか。 

 

 では、第一の dialektike にもソクラテスが対話において導く相手を想定はしていたとする

と、先のプロクロス的理解は、さらにどうして可能になったのか。dialektike 一般に単なる

命題間の整合性以上の、あるいは仮説による制限以上の、真理への到達、すなわち、知識の

獲得能力を確保して、そして、問答において、問いに答える人の真理を求める志向において、

エレンコス、鍛錬的対話、仮説による方法／分割術を、ひとつながりのものととらえること
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ができたのか。 

 理屈の上では、帰一思想への還元が目指されているのでありますから、帰一思想の階層構

造の体系にはめ込もうとしている、このことが理由だと答えることになりましょう。ある段

階から、ここにもあそこにも帰一の構造が読めると、帰納が、強化され固定化されれば、帰

一構造にはめ込むこと自体が目的になる、そういうこともあろうかと思いますが、対話篇の

一つ一つ、対話の場の一つ一つがそうした階層構造に変換されるとすれば、その変換の鍵が、

理屈の上では当然あるべきことになるのではないでしょうか。 

 確かに、われわれの眼から、プラトン著作を眺め渡してみれば、プロクロスのしている操

作とは、ある程度はっきりとらえられます。ひとつは、エレンコスに真理性を見ることです。

それ自身は「矛盾する命題を含意する命題は偽である」という整合性と個別命題の真偽に関

して必ずしも明確ではありません。ひとつは、テキストの操作として、『メノン』篇におけ

る「想起説」による探求の可能性、『テアイテトス』篇真なる考えを生み出す可能性を肯定

する「産婆術」、『ソフィスト』篇の二重の無知を浄化した後の認識の獲得を示唆する「浄化

術」を結び付けて、エレンコスを、詭弁的なもの、不毛なものとは見ず、真理の探求のうち

に位置づけることです。さらにまた、ソクラテスの問うことにおける詐術の可能性を捨象し

て、応答者の人間としての陶冶を中心に据えていることです。例えば、『ゴルギアス』では、

ゴルギアスの、ポーロスの、カッリクレースの、人間としての完成に向かっていることが、

対話の狙いだということになりましょう。先にも触れましたが、それは価値体系を伴う帰一

主義的階層的世界観にあって、「人間の完成」という実践的な系と一致しております。問い

に応答する者を完成、一者と合一あるいは帰入へと導く、その結果、問いに応答する者は完

成へと向かっているという考え方です。 

 これは、先の dialektike 一般の分類が示している、対話篇の読み方ということになりま

しょう。それでは、こうした教育教程、完徳の道筋にあって、ひとつひとつの問答の局面で

個々の問いに答えるということが、エレンコスにあってさえ、また、完徳とは逆を向いてい

ると映る、真理とは無関係な争論的競技者においてさえ、それでも「完成」への道を歩んで

いると解釈することはいかにしてなったのでしょうか。 

それは、問いに答えるものの内で「魂によるロゴスの probole」が起きていると考えるこ

とであったのではなかろうかと、そう考えます。主たるテキストは、T31-32です。 

この二つのテキスト自体は、『アルキビアデス』篇の、「問答においては、問う人ではなく、

答える人が、問われていたことがらに関して主張している」という 112e-113c の箇所に関す

るイアンブリコスの解釈を基にするものです。これ自体は、先に述べた、syllogismos による

分析の一端であり、「答える人が主張している」という対話篇中に見出せる議論が示唆する

ことがらを述べているものです。T32 は、答える人の自発的な応答が、「魂は自分自身より

ロゴスを proballein している」ことの証拠であるという言い方をしています。どちらも、「答

える」という言語現象が「魂のロゴスの probole」という事象の証拠とされています。T31、

T32 は、主として、自発的な応答は突き詰めると学習は想起であることを確証しているとい

うことでありますが、そのこと自身うまく論証になっているかと問うと怪しい部分がありま

す。「自分自身から」に「今まで一度も教えられたことがなく」と付け加えなければ、自己
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反省の上で答えることが想起になるということは、『メノン』篇の証明の仕方に倣っても難

しいと言えます。 

一方、ロゴスの probole とか proballein とか言葉を見ていくと、プロクロスでは、説明抜

きに使われておりますが、感覚、幾何の学習における想起、世界霊魂の運動という局面で使

われているより広い構想をもった考えだと分かります。確かに、Ｔ31、32 のいうことは、

問いに答える人が自発的に自分自身の考えを述べることが、ほかの場面では推定でしか言え

ないが、霊魂の内発的なロゴスの probole という事象を一番はっきり表しているという意味

合いはあると考えます。しかし、説明としては、われわれの言葉で言えば証明というよりは、

「道路が濡れているから昨晩雨が降った」という a posteriori な理由付けということであろう

と言えます。しかし、そう捉えることによって、却って、プロクロスが、問答における応答

という、言語現象を、それより広い場面で適用される説明方式と対応させているということ

が確認できます。しかも問答における応答は、一般的に dialektike の定義をなすソクラテス

の対話における本質的なことがらであります。 

 また、T31、32 もそれだけでは、想起説との結びつきとしか見えませんが、T30 では、産

婆術とも結び付けられており、広くは、問いに自発的に答えるという意味では、エレンコス

を含む dialektike 一般に広がる可能性があるといえます。T31、28 に明らかなように、産婆

術＝人間としての完成という帰一思想の実践系ともつながりますから、プロクロスがソクラ

テス的対話として dialektike のもとに諸著作を一つに見る際に、要となる考えであろうと推

断できます。 

 

6. 既存の「魂による logos の probole」という考え方の出所 

 プロクロスは、説明せず、聴講者との間で十分話が通ずると考えておりますから、既存の

一般理論としての「魂が自らロゴスを proballein する」という考えがあると考えられます。

その共有されている既存の説は当時どこから生じていたのか、現在知られ得る範囲で確認し

ておきたいと思います。 

プロクロスの中では、T28 で『テアイテトス』篇の産婆術への言及で明らかなように、ロ

ゴスを gennan する、「産む」という語句を用いております。これ自体は『テアイテトス』篇

にありません。極普通に産婆術の表現として使っております。しかし、proballein、probole

は、この「自分の考えを生む」という句の単なる置き換えではなく、説明概念として用いら

れたと考えられます。というのは、「産まれた」主張は真偽の問題を含みますが、想起の場

面では誤ったロゴスを発する、あるいはロゴスを発し損ねるというのは問題だからです。 

では、この魂を主語とする probole、proballein このような術語としての用法は、どこから

来るのか。プラトン、アリストテレス、プロティノスにはありません。またプロクロスの『神

学綱要』Procl. Inst.Th.にもありません。おそらく、無印でドグマ、教説というからには、自

己の学派から引くものでありましょう。従って、新プラトン派内のものであると考えてよい

と思います。後の Simplicius が自由に用いていることからも、元は同じと考えられます。従

いまして、こうした説明語としての使用は、T31 で間接的にイアンブリコスが支持され、T33

の Simplicius の引用が用語の上で、T31 の魂の自己運動と一致しますから、先ず、イアンブ
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リコスと見て間違いないと思います。T33 では、名詞 probole を用い、分娩♀の比喩によっ

て世界霊魂の働きを見ておりますが、これはプロクロスのひくイアンブリコスの他の世界霊

魂のはたらき(T34-35)に関する考えと結びつきます。また、イアンブリコスには、T45 に、

②形相にふさわしい logos の proballein を想起と見る考え方があり、プロクロスの T53 にい

うイデアとわれわれの魂の中のロゴスを同じとする考え方からしても、イアンブリコスが言

葉上重要な起源であることは間違いないと言えます。さらには、当然プロティノス、ポルピ

ュリウスにもその起源があることは、 

Enn. 3.5.9.19  

 

や、ポルピュリウス『プトレマイオスの調和論に関する注釈』からも言えます。 

新プラトン派を出て、影響関係を探り出すと、広い範囲に広がっていくのは、レジュメに

記した証言を見て戴くと分かるかと思います。 

単純な logon proballein という一致については、エイレナイオスが引く Valentinus の用法が

あることは付記しておきます。 

関連用語として、logon proballein、sperma –speirein、sperma –ballein と広げれば、

それぞれの日常的な語法を超えて、帰一的な世界観における一者と多を結ぶ媒介項としての

ロゴス論に連なる使用法をさまざまな形で見いだせます。これは、比較思想的に見ても、言

語的な世界の分節相の出現を一者による創造ととらえるならば、「播種」、「生殖」に類比し

た、媒介項産出による実在の連続性を語る類似した思考として、地中海世界から東洋に向か

って多く見いだせると思われます。 

 こうした、「生殖」、「播種」に類比される、ロゴスの発出は、一者から、個別霊魂からの

発出として語ることはすでにプラトンにも確認されます。例えば、『テアイテトス』篇の産

婆術の場では（150d）、男の魂が生むと、『パイドロス』篇では（Phdr. 276e-277a） dialektike

によって魂にロゴスを播くと、『国家』編では（R. VI 490b）♀真実在と交わり知性と真理を

生むと、また、（R. VI 517C）♀善のイデアが感覚界で光と光の主を生むと、言われておりま

す。 

 

７．プロクロスに見られる probole 論 

それでは、起源をおそらくイアンブリコスとする「ロゴスの probole」理論はプロクロス

においてどのように展開されていたか、改めて確認しておきますと、三つに区分されます。 

①宇宙霊魂の運動(T34,35; 個別霊魂との相関 T37) 

②aisthesis, doksa, dianoia における形相の創出(T44; cf. Simp. T40-43)、形相の proballein(T38 cf. 

Simp. In de A. T39)  

③想起(a) 冥界(T48,49)  (b) 幾何(T46,50)、(c) 形相=logos(T51-53) 

以上より霊魂による logos を形相・イデアと同じとし、その probole、proballein を語るとい

うことがあったと、そして、その probole とは、宇宙霊魂の運動、個別霊魂の感覚、思念、

思考、特に想起の文脈で語られていたと、言えます。そして、これらのロゴスの probole 説
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は、Porphyrius, In Ptolemaii Harmonica, 12 において、明瞭に霊魂の働きのうち感覚の場で、

logos を形相と同じだとする考えが論ぜられておりますから、probole、proballein という述語

化は後にしても、新プラトン派の中に早くからある考えの展開と考えてよいと思われます。 

 

８．「logos の probole」説におけるプロクロスの貢献 

 イアンブリコスは、T31 にありますように、広く用いられる説明方式としての「魂の内発

的なロゴスの probole」を強めるものとして、対話の場面、問い尋ねられたものが、自ら自

分の考えを述べるところにも、見出した、強く言えば、対話における応答に、その証拠を見

出したと言えましょう。 

それでは、プロクロスは、この見解をただ繰り返したということに留まるのでありましょ

うか。 

イアンブリコスでは、想起、産婆術が主たる対話の場であったかもしれませんが、プロク

ロスは、T37 で、世界霊魂の働きと個別霊魂の働きを結び付けております。イアンブリコス

の含意を明らかにしております。それだけではなく、明らかにエレンコスの場面で、ソクラ

テスと敵対する対話相手においても、その魂のレベルにおいては内発的なロゴスの発出を見

ようとしております。T54、56－58。このことから、ソクラテスの問答を、魂によるロゴス

の probole というかなり広い範囲で生じている根本事象の中に組み込むと同時に、魂による

ロゴスの probole を通して、エレンコスまで含めてソクラテス的対話を統一的に見ていると

言えるのではないでしょうか。 

 こうした応答者のうちなる霊魂の内発性に焦点を当てて、対話篇を統一的に読むためのプ

ロクロスの読みを考えると、ソクラテスの問いに関する理解として、問うものは、LEGEIN

（発話する／主張する／ロゴスを発出する）する人ではない（T28）、さらに、syllogismos

の場面、新情報として結論を提示する場面で、例えば ara 文、「そうだとすると・・・」の

文において、オリュンピオドーロスと異なり、提題者が、LEGEIN するように人には見えて

も、LEGEIN してはいないというとき（T59）、応答者中心の読み方を貫徹させていると言え

ます(T58, 59)。そして、それは、原テキストでは、LEGEIN HOTI「・・・ことを主張する」

の省略であったものを、「主張する」から「魂の内発性によるロゴス」にずらすことによっ

て、従って、微妙に原テキストを改作することによってでありました。 

それではこの包括的な構図で帰一思想はうまくいくでしょうか。最後に二点問題を提出い

たします。 

ひとつに、虚偽をどのように説明できるか問題があると思われます。学習は想起ですから、

誤った考えは「忘却」で説明されます。魂はロゴスを内発的に発出しているが、そのことを

忘却している(T57)、そう説明されています。この生において誤りと気付かない考えとはど

ういう意味で誤っていると言えましょうか（T54、56、58）。仮に、魂が思い出す世が少な

くとも一つ経巡ってくることで真理性が保証されている意味において、虚偽が成立している

としましょう。そうだとしても、そもそも、想起することが「魂がロゴスを内発的に発出す

る」と説明されたわけですから、「X を想起するならば X を忘却せず、かつ、X を忘却する

ならば、X を想起しない」ことが成り立ちますから、よって、虚偽としての忘却は、「魂が



12 
 

12 
 

内発的にロゴスを発出する」の否定、「発出しない」とならざるを得ません。 

また、T44、感覚にロゴスはないと言いつつも、感覚の LEGEIN を語り、感覚(aisthesis)、

思念(doksa)、思考(diamoia)、知性(nous)の間で、下方のロゴスは、ロゴスではないとして、

否定するとき、不連続のロゴス階層説によって、錯覚、判断の誤り、誤謬推理などを階層的

に説明できるでしょうか。不連続の階層構造としてロゴスも否定されるならば、想起も階層

的となり想起内容も否定されることになります。 

 さらに、ソクラテスの魂は、ロゴスを proballein しているのか。問い尋ねている時には、

ロゴスを内発的に proballein するのは、答える人の魂であるとすると、ソクラテスの魂はい

つ内発的に proballein するのか。何も生まない不毛のままのイデア論者、dialektike 実践者で

しょうか。もし、すでに常にであって、なお、自覚している人であれば、ソクラテスは、想

起し終えており、すでに実在について知識を持っている人であるから、「知ある人」となり

ます。仮に、不完全にしか知らない人だとしても、エレンコスを遂行する人としては、既に

浄化されている人です。そして、第一の dialektike においては、kath’hauton には、もはや、

他者を問う人ではなく、その魂は、問いに触発されることなくロゴスを proballein している

のでしょうか。もしそうだとすると、対話とは、なくて済ませるものとなります。鍛錬を終

えた人が kath’hauton には、対話は不要だとして、そこから、もはやそれ以上の仮説を必要

としない始原に向かうことは、一人で可能なことになります。そうだとしますと、浄化も内

発的であり、dialektike も内発的である限り、対話はなくてすませることになります。 

このことが、プロクロスの本意であったかは、gymnasia をさらに詳しく見てみなければな

りません。とりあえず弁護できるとすれば、dialektike に至る以前の、定義も論証も分割も

備えた gymnasia は、いつ終わりに到達できるか計り知れない人間の思考の鍛錬として構想

されているものでありました。 



第 7 回フィロロギカ研究集会（2008 年 10 月 25 日 日本学士院）瀧章次 研究発表レジュメ 

「プロクロスは、ソクラテスの対話をどのように読んだか―イアンブリコスの汎ロゴス主義、ロゴスの probole を中心として」 

（to be circulated in part at Research Conference “Socrates, Alcibiades, and the Divine Lover/Educator”(Univ. of Newcastle, AU. 4th -6th Dec.’08)）  

1. 研究の端緒 

・9 世紀 Caesaria の大司教 Arethas の scriptorium (T.W. Allen [1893])において生成したプラトン写本における疑問符（a comma subjoined to the 

dicolon）の criteria→句読法成立以前のソクラテスの問いに対する理解→Proclus, Olympiodorus の註釈の調査 

 

2. 「ソクラテス的対話篇」に関するプロクロスの資料問題（”T”は「参考資料」のテキスト） 

・Procl.の叙述には、先行の学説、解釈が、責任標示なく織り込まれている（語レベルで検索、確定が必要 e.g. T25）(cf. Dillon [1973]) 

・「ソクラテス的対話篇」の註釈は、現存資料にない（『国家』篇註釈は小論集、１巻部分に関わる小論は大きな欠がある）。 

・失われた『ゴルギアス』註釈の再構成は困難である：1. Arethas のスコリア(写本Ｂ)のうち Olymp.のものでないものは Procl.に帰する Greene

の引くMettauerの判断基準の妥当性は疑わしい。2. Olymp.の『ゴルギアス』註釈からの再構成も In Alc. の concordanceの比較(TLG Workplace, 

Westerink, Indices)から困難。3. 現存スコリアの内容、語彙はプロクロスのものか疑わしい。 

・『ヒッピアス（小）』を除いて「ソクラテス的対話篇」を含むすべての Thrasyllus 編集のプラトン著作（DL3.58-61）への言及があるが、

「ソクラテス的対話篇」への言及は断片的（T1-13, 24, 26, 27, 46, 53; 単一主題発見型解釈法による主題言及も Grg を除き（T11）ない）。 

・ソクラテス的対話に関する方法論に関する言述は散見される（T16-30, 53,54,56）。 

・Procl.の視点から「ソクラテス的対話」(Sokratikoi logoi)と見なされる［擬プラトン著］『アルキビアデス』、『パルメニデス』篇註釈から、

プロクロスの読み方は、間接的に推し量ることができる。 

 

3. 先行研究 

『パルメニデス』篇のソクラテスとパルメニデスとの間の対話に関する註釈に現われるアポリアー理解に基づいて、パルメニデスの問い

がエレンコスの遂行ではなく、見かけのアポリアを乗り越えていく為の産婆術的対話であるように、ソクラテス的対話篇の所謂「エレン

コス」も、克服可能なアポリアーの提示並びに解決の方向の示唆と読む読み方（aporia への epagoge から、aporia による a n a g o g e への

転換）（Steel [1987], Erler [1987]） ［※議論は産婆術理解（『アルキビアデス』篇註釈「ロゴスの probole」）には十分及んでいない。］ 

 

→以上より、「ソクラテス的対話に関する理解」の研究方法としては、方法論的言述につき、Elias の Prolegomena など傍証も勘案しつつ、

それを土台に、『アルキビアデス』、『パルメニデス』註釈から間接的に考量することが妥当 

 

4. プロクロスにとって「ソクラテス的対話」はどう理解されるべきものであったか。（Iamb.の 12 の対話篇からなる教程の基準） 

・方法論１：プラトン著作理解の原理 

・ 歴史的ソクラテスの ethos の探求（T14, 15; unitarian, non-developmental, pro-Burnet&Taylor） 

・ 各個対話篇単一主題(skopos)発見型解釈(T16-18, 29, 31, 57, そのほか In Cra. 1-2; In R. 349-353); 具体的手続：In Alc.15-18 に

おける 10 の syllogismos への分析と帰納（但し、断片的諸言及に痕跡がなく一般化可能か疑問(see also Prolegomena, 7, 26) 

・ pragma と leksis の区別・・・各個対話篇小宇宙説（In Alc 10; In R 1.5.21-23; In Parm. 627-628; Prolegomena 16-17） 

・ 各個対話篇におけるプラトン思想から帰一的世界観を帰納する（T19; In Alc.1-14）（講義方式は結論から） 

※Elias, Prolegomena, 25 に tetralogyに対する批判はあるが、Thrasyllus、Albinus が参加した議論の場の延長にある(Tarrant [1997])。 

・方法論２：ソクラテス的対話を理解する方法（実践例：『パルメニデス』T20-22） 

・ソクラテスの問答に関する分類：①dialektike の energeia の分類(elenchos, gymnasia, dialektike (hypothesis; diairesis))(T23-24, 26); 

②ソクラテスの術知の分類(dialektike, erotike, maieutike)(T27); ③dialektike の問いの種類（maieutike, agonistike, aporetike†）(T28)[分

類整合性(T23, 29, 30): 第一の dial.と dial.一般の区別、同一事象の顕現度の区別をしても、elench.と agon.の区別は不明確 T24, 53] 

・ペリパトス派の dialektike（特に peirastike、gymnastike）に対する理解を、ソクラテス理解の問題として捉え、dialektike に真

理性を確保する：問答における eristic な様相を捨象し、問いに答えるものの真理への志向のもとに、elenchos、gymnasia、dialektike

を「ソクラテス的対話」として統一的に見る。(T23, 25, 26)[※ elenchos に apodeiktikos を潜り込ませる T10, 23, 25] 

5. なぜ応答者の真理志向によって、プラトン著作を「ソクラテス的対話」として統一的に捉えることが可能だったか。 

Constructivism:「想起説」（Men.）、「産婆術」（Tht.）、「浄化術」（Sph.; Alb.6; Plu.PQ 999d-f; 「内発的」T57,58）を結合してエレンコス（論

駁）を肯定的に見る：「詭弁性」、「不毛性」の排除 

←応答者中心主義：帰一的世界観の実践的系としての「完成」(T19, 28,46)（＝「神まねび」「浄化」）「最大の学習は善のイデア」（R.VI）） 

←「魂による logos の probole」という既存の考えを導入し、その考えの下に自己運動、産婆術による効果、想起という魂の働きを統一的

に見て、そして、これを、問いに応答することの内に、見出したこと。(T31-32  In Alc. 15 Iamb. 第三 syllogismos 解釈（cf. Dillon, fr.2）) 

 

6. 既存の「魂による logos の probole」という考え方の出所 

・術語として、プラトン、アリストテレス、プロティノス、Procl. Inst.Th.になく、動詞を含め術語化しているのは、Iamb., Simpl., Valentinus  

・Iamblichus: ①名詞 probole を用い、分娩♀の比喩によって世界霊魂の働きを見る(T33-35)、②形相にふさわしい logos の proballein を想起

と見る(T45)(cf. Enn. 3.5.9.19 ) ；Valentinus: John1 への註釈: （♂）(T36) 

(Osborn, 267ff) (cf. Ir. Adv. h. 1.1.1.22 ♀) 

・用語上の関連：1. logon proballein (a) 「発語」、「提題」の日常語法 Th. 6.92.5, Pl. Symp. 180c、T24 (b) emanatio グノーシス Valentinus (Ir. Adv. 

h.)、(c) 感覚（分娩からの類比）Ps.-Gal. Ad Gaurum … 14.1-2  2. sperma  -ballein (a) [農]種蒔き、(b) ［医］生殖♂ Gal. de sem. 4.516、3. logon  

-speirein (a) 古典期からの日常語法（噂、話の伝播）Ar. Ranae 1206 (b) logos 「教え」、「福音」 NT 「種蒔く人の譬え」Mk 4.14; Mt 13.19; Lk 

8.11; 「芥子種の譬え」Mk 4.26-9；OT Is. 55.10-11 

・思想上の関連 1. Justinus, IrenaeusのLogos論(Osborn, 162-167)、2. Thrasyllusの logos論(Porphyrius, In Ptolemaii Harmonica, 12) 3. Alexandria、

Palestina のユダヤ教における Logos 論 Philo Jud. e.g. de agr. 16-17;ラビ文献 Gottesrede(dibbur)=Wesenheit=Person(Bietenhard615) 4. ストア

派宇宙生成原理 logos spermatikos 5. ヘラクレイトス DK A8, B31 [6. エピキュロス派: epibole]［中間総括：「播種」、「生殖」は帰一思想に

おける一から多への派生関係を説明する象徴、「種子」、「精子」は動的通約媒介項の象徴（cf.［梵］Rg Veda 10.129; Ch.Up. 5.3-10; ［中］

「玄牝」老 6；「理」朱子; 『古事記』国生み） 

・プラトン：Tht. 150b, d ♀男の魂(f)の tiktein; Phdr. 276e-277a dialektike によって魂に logos を播くこと; R. VI 490b♀真実在と交わり知性と

真理を生むこと; R. VI 517C ♀善のイデアが感覚界で光と光の主を生むこと 

 

７．プロクロスに見られる probole論：①宇宙霊魂の運動(T34,35; 個別霊魂との相関 T37)、②aisthesis, doksa, dianoiaにおける形相の創出(T44; 

cf. Simp. T40-43)、形相の proballein(T38 cf. Simp. In de A. T39) ③想起(a) 冥界(T48,49)  (b) 幾何(T46,50)、(c) 形相=logos(T51-53)→霊魂に

よる logos＝形相の probole （宇宙霊魂の運動、個別霊魂の感覚、想起）（←Porphyrius, In Ptolemaii Harmonica, 12 【感覚】logos=形相） 

 

８．「logos の probole」説におけるプロクロスの貢献：Iamb.の問いに答えるものにおける logos の probole を具体的に展開した。 

・エレンコスの場における問いに答える者の魂の働きを汎ロゴス論に組み込み、プラトン著作の統一的理解を可能にした(T28, 54, 56-59)。 

・syllogismos (e.g. …ara…の文)をも答える者のロゴスとすることによって、応答者中心の構図を貫徹した。(T28,58, 59) 

※魂は logos を probole しているのになぜ我々は(Thrasym., Callicl.)誤るのか（感覚 T44; doksa, dianoiaT46, 57） 

※内発的浄化が可能ならば対話は 2 次的なものか（T24 kath’heauton; T58 論駁者＝被論駁者）  
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