
ダマスキオスの「語りえないもの」 
 

« L’Autre métaphysique est autre…    

…d’une altérité antérieure à toute    

 initiative, à tout impérisme du Même. »( )1

 
堀 江 聡 

 

Ⅰ ダマスキオスの生涯と著作 

 
 ダマスキオスは 458 年から 465 年の間にシリアのダマスクスで生を享けた(2)。裕福な家

系の出で、ユリアノスという名の弟がいた。遅くとも 477 年から、アレクサンドリアはホ

ーラポッロ－ンの一種の高等教育校において、テオン――ポルフュリオスの妻マルケッラ

の子孫らしい――のもと 3 年間弁論術を学び、自ら 9 年間教えた。その間、新プラトン派

のアイデシア(3)、彼女と故ヘルメイアスの子ヘーリオドーロスとアンモーニオス(4)、アス

クレピオドトス、イシドーロス(5)と交流をもった。アンモーニオスにプラトンの著作とプ

トレマイオスの天文学への手ほどきを受けた。だが哲学的には、サラピオンの弟子イシド

ーロスに感化される。おそらく、488/9 年のアレクサンドリアにおける宗教紛争が原因で

アテネに向かうことになる。ホーラポッロ－ンの門徒は迫害され逃亡したが、アンモーニ

オスのみ事なきをえて教授活動を続けたので、ダマスキオスは彼を裏切り者と糾弾する。

イシドーロスとダマスキオスは直ちにアテネには赴かず、連れ立って 8 ヶ月間、シリアの

地を旅行する。ガザ経由でボストラに着くと、ドーロスの案内でヤムルーク川上流の、ホ

                                                  
( )1  E.Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, La Haya, 1961; rééd. Paris: Le livre de poche, 
Biblio Essai, 1990, p.28. 
( )2  ダマスキオスの生涯と著作に関しては確定的なことは言えないのであるが、P.Hoffmann, 
« Damascius », in: Dictionnaire des philosophes antiques, II, éd., R.Goulet, Paris, 1994, pp.541-593 ; 
R.Goulet, « Horapollon », in: Dictionnaire des philosophes antiques, III, éd., R.Goulet, Paris, 2000, 
pp.806-808 ; Damascius, The Philosophical History, text with translation and notes by P.Athanassiadi, 
Athen, 1999; L.Brisson, Le dernier anneau de la chaîne d’or, Revue des études grecques 114, 2001, 
pp.269-282; Marinus, Proclus ou sur le bonheur, texte établi, traduit et annoté par H.D.Saffrey et A.-P. 
Segonds, Paris, 2001, introductionを参考にして再構成を試みた。 
( )3  アイデシアはシュリアノスの親戚であり、アレクサンドリアの女性のうちで も美しく高貴

であると言われた。 
( )4  プロクロスはアテネでアンモーニオスを教えており、今度はアンモーニオスがアレクサンド

リアでダマスキオス、シンプリキオス、フィロポノス、オリュンピオドーロス等を教えている。 
( )5  イシドーロスは 470年台にアテネで数年プロクロスに学び、後者の 485年の葬儀の折に再訪、

489/90 年にダマスキオスを伴って三度目のアテネ滞在をしたらしい。 

『ギリシャ哲学セミナー論集』II  (2005.3) 



ダマスキオスの「語りえないもの」 31

メロスゆかり（と彼らが信ずる）のステュクスの湧き水を観賞する(6)。彼らは 490 年、エ

フェソスからサモス経由でピレウスに到着する。アテネでダマスキオスは、プロクロス（485

年 4 月 13 日歿）の後継者(7)マリノスの指導のもとに、幾何学、算術その他の準備学を学び、

マリノス(8)の補佐？ゼーノドトスの哲学の講筵に列した。従って、ダマスキオスはプロク

ロスの直接の弟子ではなく、イシドーロスに比してもマリノス、ゼーノドトスは凡庸だっ

たという。一旦アテネを離れたものの、515 年以降にはアカデメイア 後の学頭に就いた

らしい(9)。彼は、プロクロス以来沈滞していた学問の府に活気を呼び戻すことに成功した。

がしかし、それが皮肉にも、キリスト教を旗印に帝国の一致団結を企図していたユスティ

ニアヌス帝による 529 年の異教哲学教授禁止の勅令の一つの誘引になったであろうことは

否定できない。529 から 531 年の間に、ダマスキオス、シンプリキオス、プリスキアノス(10)

ら 7 人の学者はアテネを後にし、ササン朝ペルシアのホスロー王のもとクテシフォンに赴

くものの、はや 532 年 9 月にはビザンツ帝国との平和条約に身柄を保証する条文を盛り込

ませ帰国する。落ち着き先は両国の国境近くのハッラーン(11)だというミシュル・タルデュ

                                                  
( )6  後期新プラトン主義者たちは概して大旅行家であったと言えるが、旅行の一つの理由として、

キリスト教に次第に駆逐されつつあった異教の神々との出遭い、託宣を求めて、砂漠との辺境

まで聖地巡礼を行うことを余儀なくされたということがある。異教の神々は大自然の驚異のな

かに目に見えるかたちで顕現すると彼らは信じていた。イアンブリコスは、とある夏、弟子た

ちを連れてシリアを約 325 キロ南下し、ヤムルーク川下流のガダラの温泉地に赴いた。この巡

礼行は、イシドーロスとダマスキオスのそれ、およびシンプリキオスのそれのモデルとなった。

もっとも、イシドーロスとダマスキオスの時代には、ヤムルーク川をさらに 40 キロ上流に遡

らねば、自らの信仰の形見をなお保存する景観に巡り合うことが適わなくなっていた。またシ

ンプリキオスは、529 年アカデメイア閉鎖の後、定住先のハッラーン？を起点に、533 年から、

政情が不安定になる 538 年以前に、同市東 90 キロのカーブール川（ユーフラテス川上流）の

源泉の聖地レサイ何赴いた可能性が『『天体論』註解』中のケレク（動物の皮に空気を入れて

作る浮き袋を多数装着する筏）への言及などから、M.Tardieu, Les paysages reliques. Routes et 
haltes syriennes d’Isidore à Simplicius, Louvain/Paris, 1990 によって推理された。 
( )7  プロクロスのもう一人の後継者候補アスクレピオドトスはアテネを去り、アフロディシアス

を新プラトン主義の中心地にするべく移住してしまった。この都市で彼は、周遊旅行中の弟子

イシドーロスと孫弟子ダマスキオスを出迎えることになる。 
( )8  マリノスは、492/3 年といった 490 年台の早い時期に死に、ゼーノドトスかヘーギアス、あ

るいは両者（学頭正副二人制を採るならば）が学頭に就いたという。イシドーロスはマリノス

からの学頭就任要請を名目だけ受けいれたものの、教えることはしなかった。これが、アテネ

を離れる自由を許される学頭になったことを意味するのか不明である。エジプトからアテネに

移る際、言葉遊びにより「イシドーロス」（イシスの賜物）が「ゼーノドトス」（ゼウスの賜物）

に換えられたので、両者は同一人物だという穿った見方は退けられる。（Athanassiadi, op. cit., 
p.43-44）。Brisson, art. cit., p.273 は、マリノスの死を 495 から 500 年の間とする。  
( )9  Athanassiadi, op. cit., p.45 は、500 年になってまもなくのことであろうと推測する。 
( )10  『ペルシア人たちの王ホスローが問うた諸々のことについての解』というラテン語のみで

伝承される作品がCAG, Supplementum Aristotelicum, t. I, 2, Berlin, pp.41-104 に収められている。

他の著作としては、『テオプラストス『感覚論』釈義』、『『霊魂論』註解』（シンプリキオスの

ものか否かの論争は未決）があり、R. Sorabji監修のThe Ancient Commentators on Aristotleシリー

ズの一環として次の英訳がある：Priscian, On Theophrastos’ On Sense-Perception, trans. by P.Huby 
with ‘Simplicius’ On Aristotle’s On the Soul 2.5-12. trans. by C.Steel, Ithaca: Cornell U. P., 1997。    
( )11  イスラーム側の資料は、10 世紀に至るまで「サービア教徒」という名称で星辰崇拝を行う

一群の人々がハッラーンにいたことを証している。彼らは、プラトンの対話篇からの引用と思
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の魅力的な説も一世を風靡したが、 新の研究によると厳密な同定は不可能ということに

なっている(12)。538 年にシリアでの生存が、1925 年エメサで発見された、婢ゾシメーへの

彼が詠んだ墓碑銘(13)により確認されている。 

著作としては、アイデシアへの弔辞、弁論術の註解、『奇蹟譚』4 巻、『哲学史』（別名『イ

シドーロス伝』）( )14 の他、アリストテレス関連は『数、場所、時間について』、シンプリキ

オスの『『天体論』註解』第一巻の下地、『『気象論』第一巻註解(？)』、プラトン関連は( )15

『『第一アルキビアデス』註解』、『『パイドン』註解』、『『ピレボス』註解』、『『ティマイ

オス』註解』があった。主著は註解というジャンルには属さない『第一の諸始原について

のアポリアと解』と『『パルメニデス』註解』である。両者は 9 世紀第 3 四半世紀の有力写

本Marcianus graecus 246 で 5 葉余りの白紙（羊皮紙）を隔てて連写されていることも手

伝って、連続した著作なのか区別さるべきものなのか議論がある( )16 。 

Ⅱ 始原諸類型 

始原の矛盾を孕む性格を巡って格闘を繰り広げた人々こそ新プラトン派であった。明白

な出発点は『エンネアデス』から採取できる。 
 
「一は万物であり、かつ｛そのどれ｝( )17 一つですらない。というのは、｛一は｝万物の

始原であって万物ではないが、かのしかたで（ἐκείνως）( )18 万物だからである。とい

                                                                                                                                                
われる文言をいくつか、集会場のドアの敲き金に刻んでいたという（cf. R.Thiel, Simplicius und 
das Ende der neuplatonischen Schule in Athen, Stuttgart, 1999, SS.49-50）。 
( )12  Tardieu前掲書の基本的見解に同調する 近の文献としてThiel上掲書がある。ただ、ダマスキ

オスはハッラーンではなくエメサにいたとThielは主張する(SS.54-56)が、墓碑銘発見箇所が必

ずしも居住地であった必然性はない。しかし、領袖にダマスキオスを戴くにせよ、シンプリキ

オスを戴くにせよ、新生“アカデメイア”の移転先をハッラーンとする説は、Thielの同書に対

するC.Luna, Mnemosyne 54, 2001, pp.482-504 の綿密な書評によって根拠薄弱であることが証明

された。たとえばケレクへの言及は、すでに 4 世紀のテミスティオスの『『自然学』註解』に

見られるという。 
( )13  Anthologia Palatina VII, 553:「かつて肉体においてだけ奴隷であった私ゾシメーは、いまや肉

体においても自由を見出した。」 
( )14  フォティオスの伝える『イシドーロス伝』という表題で人口に膾炙しているが、『スーダ』

の伝える『哲学史』という表題の方を、適切だとの理由でAthanassiadiは採用する。イアンブリ

コスの家系に連なるテオドーラに献呈された、おそらく 60 章からなる大著だが、断片的にし

か伝承されていない。 
( )15  『『国家』註解』、『『法律』註解』、『『ソフィステス』註解』、『『パイドロス』註解』の存

在は確定的ではない。 
( )16  Damascius, Commentaire du Parménide de Platon, t.1, texte établi par L.G.Westerink, introduit, 
traduit et annoté par J.Combès, Paris: Les Belles Lettres, 1997, introduction pp.20-22 でコンベは、ウ

ェスタリンクにより別々の著作であることが証明されたとの立場をとる。 
( )17  ｛ ｝内は、訳者による補足である。 
( )18  HBT, Plotins Schriften, Bd.I, Hamburg, 1956 のテキストには修復不可能の印が付けられており、

別冊の註では、写本伝承に則って「一の超越的なしかたで」と解釈するか、ἐξ ἐκείνουと読み替

える提案をしている。後者を採れば、「一は万物の始原であって万物ではないが、万物がかの
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うのも、｛万物は｝かの地に、いわば入り込んでいる（ἐνέδραµε）( )19 からである。否、

｛万物は｝まだ存在していないのであって、存在することになるのであろう。では、

いかにして単純な一から｛存在することになるのであろう｝か。その同一なもののう

ちには、いかなる多様性も現れていないし、いかなる二重性も存在しないのに。」（11 

[V,2], 1, 1-5） 

 

万物の始原であるということは、始原は万物とは異なることを意味する。他方、万物の始

原とは定義上、万物創始の原点であるから、万物との異なりは、両者の無関係を含意する

どころか、連続性というにせよ断続性というにせよ接点を否定するものであってはならな

い。そこで、この相反する性格を保存するために、矛盾律が侵犯されるか片方の分肢に留

保条件が附加される。始原は「かのしかたで」万物なのである。すなわち、万物は多数化

されず分節化されない状態で一に即してある。従って、現勢態の万物と潜勢態の万物（こ

の言い方そのものはプロティノスにはないが）の二種が認められ、潜勢態にせよ万物の入

り込みが一に容認される。一を多から徹底的に純化するところにプロティノスの真骨頂を

読む論者にとっては、この箇所は特異に映るかもしれない。しかしこれが、終生決定的な

解決を見ることはなかった「万物はどこから」という問いの一解答例として伝統的に捉え

られなかったとは断言できないであろう。それゆえプロティノスの一には、お馴染みの万

物の否定である側面に加えて、発出の源として限定辞付きで万物である側面が同居してい

ることが分かる。 

 次に我々の主題であるダマスキオス自身が、始原論の前史を回顧した一節を見てみよう。 

 

 「引き続き、我々は次のことを吟味にかけることにしよう。第一の可知的三つ組( )20 の前

の第一の始原は、偉大なイアンブリコスが完全無比の『カルデア神学』第 28 巻でそ

                                                                                                                                                
ものに由来する」となる。ただ冒頭では『パルメニデス』篇からの引用であるとはいえ、「一

は万物である」と明確に述べられているし、Marius Victorinus, Adversus Arium IV, 22 に“omnium 
enim principium, unde non omnia, sed illo modo omnia”とἐκείνωςを裏付ける引用があるためか、

HBT以後の訳は、 新のPlotin, Traité 7-21, traduit par F.Fronterotta, Paris: Flammarion, 2003 を含め

て、いずれもHBTの読み替えを採用していない。Plotino, Enéadas V-VI, traducciones y notas de 
J.Igal, Madrid, 1998, p.45, n.2 は、31 [V,8], 11,8 のἐκείνωςを援用する。また同訳書p.45, n.3 で指示

する 39 [VI,8], 18, 1-3 には、かのものは万物の包括（περίληψις πάντων）であって、後続する万

物がかのものの内に（εἴσω）あると述べられている。第 11 論攷全体に邦訳と解説をつけたもの

として、山口義久「『エンネアデス』V 2（「一者の後のものの生成と順序について」）を巡って」

【プロティノス・コロキウム】、『ネオプラトニカ――新プラトン主義の原型と水脈――』（新

プラトン主義協会編）、昭和堂、2000 年所収、307-321 頁が参考になる。 
( )19  一般的事実の描写に用いられる、いわゆる「格言的アオリスト」は、『エンネアデス』で稀

ではなく同一文中でも現在形と交互に使われると、碩学H.-S.Schwyzerは  « Plotinos », 
Sonderausgaben der Paulyschen Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, München, 
1978, S.517 で指摘している。 
( )20  これは『カルデア神託』の表現では「父・力・知性」であり、『ピレボス』篇の伝統的改釈

によれば、「限定・無限・（一と実有の）混合物」を指すのであろう。J.Dillon, Damascius on the 
Ineffable, Archiv für Geschichte der Philosophie 78, 1996, S.123 参照。 
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れでよしと判断したように、全面的に語りえない始原と、その三つ組と無連携の始原

との二つなのか、それとも、彼以後の大多数が認めたように、語りえぬ一なる原因の

後に可知的なものの第一の三つ組があるのか、それとも、この仮設をさらに下り、ポ

ルフュリオスに従って、万物の一なる始原は可知的な三つ組の父であると言うことに

しようか。」（II, 1, 1-13）( )21

 

ここでは、始原理解が三通りに整理されている。二番目に言及されているものが、一にし

て万物の原因であるという肯定的な側面と、語りえぬものであるという側面が同時に織り

なされている、上でみたプロティノス的な始原である。そして、プロクロスもここに含め

てよいだろう。三番目のポルフュリオスの始原理解は、直知作用の直知作用（νοήσεως 

νόησις）や存在者と始原を同一視したアリストテレスに対するプロティノスの革新を逆行

させるような印象を与えかねないもので、一を下位の三つ組の第一項と同一視し、ヒュポ

スタシス数を減らす、より経済的な立場である。つまり、ポルフュリオスはmentorに反し

て？始原に存在と知を容認する( )22 。一番目のものは、始原の矛盾性格の解消のために、プ

ロティノスのごとく観点の相違には訴えず、語りえないものと一とに始原を倍加するイア

ンブリコスの立場である( )23 。そして、これから検討するダマスキオスは、イアンブリコス

的見解に与している。 

Ⅲ 語りえないもの（τὸ ἀπόρρητον; τὸ ἄρρητον） 

始原（ἀρχή）と万物（πάντα）とのアポレティクな関係を指摘することから『第一の諸

                                                  
( )21  Damascius, Traité des premiers principes, I (De l’ineffable et de l’un), texte établi par L.G.Westerink 
et traduit par J.Combès, Paris: Les Belles Lettres, 1986 ; II (De la triade et de l’unifié), 1989 ; III (De la 
procession de l’unifié), 1991 の希仏対訳本を底本とするが、Damascius Successor, Dubitationes et 
solutiones de primis principiis, In Platonis Parmenidem, pars prior, ed.C.A.Ruelle, Amsterdam, 1966 
(Paris, 1889)を参照し、読み替える箇所もある。他の仏訳として、Damascius, Des premiers principes. 
Apories et résolutions, introduction, notes et traduction du grec par M.-C.Galpérine, Lagrasse, 1987 も

参考にした。引用・言及箇所は、底本にしたビュデ版の巻・頁・行を明示する。なお、第一巻

からの引用のみ、巻数を省略する。 
( )22  これは、ピエール・アド以来、G.Bechtle, The Anonymous Commentary on Plato’s «Parmenides», 
Bern/Stuttgart/Wien, 1999 以外の大方の研究者が賛同する、旧トリノ蔵・無名氏『『パルメニデ

ス』註解』をポルフュリオス作にするという前提での話である。また管見では、プロティノス

の始原に存在と知も重ねる解釈の線もある。以上の点に関しては、これ以上介入しない。拙論

「『アリストテレスの神学』から古代末期の始原論への遡源」、『中世思想研究』45（中世哲学

会編）、2003 年、45-51 頁参照。 
( )23  ダマスキオスからの引用とは独立に、イアンブリコス自身の残存著作のなかに、二重の始

原を見出すのは容易ではない（Dillon, art.cit., p.123）。また、id., Iamblichus of Chalcis, in: ANRW, T. 
II: Principat, B. 36: Philosophie, Wissenschaft, Technik, 2. Teilband: Philosophie (Platonismus [Forts.]; 
Aristotelismus), hrsg. von W.Haase, Berlin/New York, 1987, SS.880-885 は、イアンブリコスの俗称

『エジプト人の秘儀について』 第 8 巻に類似思想を探るが、ディロン自身注意を喚起するよ

うに、エジプト神学の紹介の域を出ないかもしれないし、各始原間の特徴を弁別しうるには曖

昧すぎる論述である。 
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始原についてのアポリアと解』( )24 は始まる。始原は万物と異なるのか、始原は万物の一部

なのかという選択肢のもと、始原が万物と別であれば、始原抜きの万物は「万物」の名に

悖ることになる一方、始原が万物に捕り込まれるならば、始原は始原としての機能を果た

しえない。敷衍してみよう。端的な万物には欠けるものがない。しかるに、万物が始原に

由来するのであれば、万物は始原の外に立つことになり、始原は万物に属さない。従って、

万物は端的な万物ではなくなる。そこで、始原は万物に属することにしよう。始原が頂点

として万物の上方の限界となり、末端のものが下方の限界となって、両端から万物を包括

する。これが、限定された一種の全体性（παντότης, 1,14）を形成する。万物が始原に由

来するとしても、始原の外に出ることはないとする可能性はないのか。始原は始原に由来

するものに対して原因と結果の関係にあり、連携する（συντέτακται, 1,15）( )25 。「一つに連

携している多なるものを「万物」と我々は呼ぶ」（2, 3-4）のであるから、始原は万物のう

ちに接収される。さらに、「我々が考えうるかぎりのものを、端的に「万物」と言う」（2, 4-5）

との立場からすれば、思考される始原は当然、万物のうちに含まれることになる。それで、

始原を万物の一部とする選択肢でいかなる問題があるのか。始原が万物のうちに捕り込ま

れたならば、始原込みの万物は、自己原因の可能性を不問に付すかぎり、原因すなわち始

原を欠くことになるゆえ、別の始原が必要になる。このような無限後退は避けるべきであ

るならば、始原は万物と異ならねばならない。また始原とは、発出の始原であると認める

ならば、始原としての万物からも当然何かが発出するはずだが、万物の外には何もないの

で、発出が起こりえない（2, 16-20）。結局、万物という一枚岩の全体性のうちに全てが塗

り込まれる危険をダマスキオスは察知しているようである。 

万物は区分された多である。しかし、多には起源があり、それは一である。多の頂点に

は一があり、「自らの単純性でもって万物を溶解し、万物を一としている」（3, 10-11; 122, 

12-13）。一は多の起源である以上、多を潜在的に含んでいる。分割以前の部分なき状態で、

一は多と同数である（3, 7-8）。そこで、一は「万物に先立つ万物」（πάντα πρὸ τῶν 

πάντων, 3, 12 et passim）であるとされる。従って、「万物」は多義的となる。単一的に

（ἑνιαίως）か、統一的に（ἡνωµένως）か、多数化されたありかたで（πεπληθυσµένως, 3, 17）

の万物かの三通りがある。多と区分のうちに存立している万物が、統一化された万物から

派生したのであり、さらに後者は一なる万物から派生したのであれば、万物という点で連

携する三者は接木される( )26 。一と多のように対立するものは互いに分有し合うので、一に

                                                  
( )24  Dillon, art. cit. (1996), p.124 によれば、同書はプロティノスの『エンネアデス』、プロクロス

の『神学綱要』と並んで、古代プラトン主義の記念碑的著作であるという。 
( )25  「連携」の定義は差し当たって見当たらないが、先祖と子孫から氏全体が、支配者と被支

配者からポリス全体が語られるという例（2, 6-8）から推して、因果関係より広い関係性を指す

術語であると思われる。 
( )26  105, 12-16; 100,14 では、一と万物は、中心と半径との関係のみならず、すでに樹木全体であ

る根と幹・枝との関係に比せられている。「｛一以外のものは｝まさに一を呼吸し、この一に

根づくことによって自己自身を導き出すことができるようになる」（109, 6-7）。また 111, 14-15; 
93, 6-7 では、万物は一に吊り下がっている（ἀπῃώρηται）と述べられるので、倒立した樹木の
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は不可避的に多が纏綿する。従って、一は始原ではない（95, 4-11）。それゆえ、「 も単

純な全体性、万物を呑み込んだ単純性」（4,11-12）を体現する一ですら始原たりえず、自

己から派生したものと連携しないような始原が要請される。要請というよりも、我々の魂

がその存在を予感している（µαντεύεται, 4, 13）のだという( )27 。万物と連携しないのであ

るから、それを「万物」と揚言すべきではないのはもちろんのこと、「始原」とも「原因」

とも「第一のもの」とも呼ぶべきではない。さらに、「万物に先立つ」とも、「万物の彼方」

とも呼ぶべきではない（4, 15-17）。そもそも、我々が思惟するものは万物の一部であるか、

心眼でみるならば――万物の一部を捉えたと思い込んだ概念が精錬されるならば――万物

なのであるから、語りえぬものを思惟すべきでも揚言すべきでもない（4, 17-23）。「まった

く語りえないものは、恐らくそれについて語りえないと措定すらできないほど語りえない」

（10, 22-24）。 

もっとも、プロティノスにおいて顕著な思想であったように、一を巡ってすら我々は適

切な言表をなしえない。その事態をダマスキオスは、多は一に適合しないのに、我々は一

について「始原」「原因」「第一のもの」「 も単純なもの」など多数の名称を述べ立てると

表現する。じっさいは、これらの名称はひたすら一に即してあり( )28 、一を我々が一挙に把

握できないので、我々のうちで分割されたものを一に述語づけているのである。従って、

一は知られることも名づけられることもないという（4, 2-8）。また、自己認識の場合でも、

知るものと知られるものは別でなければならないから、いかなる二重性も属さない一には

自己認識すら容認できない。従って、一を認識せんとするものが一に接近すると認識は消

え合一するのみである。それゆえ、一は不可知である（19, 17-20, 3）。そこで、一が知ら

れないのであれば、知られないもののうえに、さらに知られないものを求めることは、屋

上屋を架すことにならないだろうか（9, 8-9）。 

                                                                                                                                                
イメージはダマスキオスにおいても見出されると言えよう。Cf. 123, 20-21. 
( )27 ダマスキオスが私淑するイアンブリコスは、『エジプト人の秘儀について』第１巻早々

（Jamblique, Les mystères d’Egypte, texte établi et traduit par E. des Places, Paris: Les Belles Lettres, 
1989, I 3, pp.41.12-42.13）、神々についての知と神々への渇望は、時間的な出発点をもつ論証、

判断、選択に先立って生得的に人間の本質に織り込まれているので、神々の存在は認める/認め

ないの議論の対象にはならないとポルフュリオスに反論する。我々が存在して後、神々の存在

を問うのではなく、神々を知ることで初めて我々の本質が成立するという逆転の発想を提示し

ている。プロティノスの 38 [VI,7], 22, 14-21 には、かのものへの愛はかのもの自身が授けたも

のであり、 上位の階層に辿りつくまで魂の愛は飛翔し続けるという思想があるので、それを

応用すれば、一さえも越えて語りえぬものへ至るまでは、魂の渇望は癒えることがないと言え

るかもしれない。“µαντεύεταιには、宗教的ニュアンスがないかとの質問を今井知正氏と司会者

の荻野弘之氏から受けた。もしそうだとすれば、「予見・予言している」という訳の方が適切

かもしれない。荻原理氏からは、プラトン『国家』篇第 6 巻Ｅ2 における（ἀποµαντευοµένηと
前綴りが附加されている僅かな差異を度外視すれば）魂の善のイデアへの「予感」（岩波文庫

版、藤沢令夫訳）との類似性を指摘された。さらに散会後、山本巍氏からは、アリストテレス

『弁論術』1373b6-13 における“µαντεύεται”の用法を参照するよう御教示を賜った。そこでは

自然法の正・不正について、アンティゴネの兄の埋葬を例に引きながら、全ての人が「朧気な

がら予知している」（岩波文庫版、戸塚七郎の説明的？訳）とある。 
( )28  5, 4 のκαὶは、リュエル版およびアラン・スゴンの推測に従って削除する。 
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「もし一が万物の原因であり万物を包括するものであれば、一さえもの彼方への我々の

登高とは何であろうか。というのは、もしかして我々は無（οὐδέν）そのものへと身を

延べて空足を踏まないであろうか。なぜなら、一ですらない（µηδὲ ἕν）ものは無であ

るとするのが、この上なく正しいからである。というのも、一の彼方にまだ何かがあ

るということにどうしてなるのだろうか。というのは、多は一以外のいかなる他のも

のをも必要としないからである。だから、一だけが多の原因である。…中略…じっさ

い、無は原因ではないのだから。」（5, 18-25） 
 
このように自問自答しつつ、ダマスキオスは手立てを欠く（ἀµήχανος）未踏の

（ἄβατος, 6, 12）領域に歩を進めてゆく。それは、「推測や概念の尽きる彼方に」（ἐπέκεινα 

τῆς ἐσχάτης ὑπονοίας τε καὶ ἐννοίας, 6, 10−11）何かを想い描く道行きである( )29 。その駆動

力は、知られえぬものについての魂の予感、かような至高の真理についての語りえぬ自覚

（συναίσθησις, 6, 15）なのであろう。この自覚は、多から一へ、諸形相から実有（τὸ ὄν, 6, 19）

へなど、我々にとってより可知的なものから、より不可知なものへと上昇する経験と類比

的に、関係的なものから、関係を断ったものへ、連携しているものから、連携を欠いたも

のへの登高を鼓吹する( )30 。一も不可知であるが、「不可知」にも多義がある。一は言葉と

名前の一切の合成、一切の区分をすり抜けるが、 も単純にして も包括的なものとして

考えられるという（10, 24-11, 3; 63, 5）。これが一について先に述べた、万物に先立つ万

物という規定であろう。一に即してあるという側面を強調すれば、不可知であるというこ

とになるが、万物の先取り（πάντων πρόληψις, 38, 4）として潜在的に万物を含むという側

面を強調すれば、一は万物の原因・始原・先行者・希求対象・保全者というかたちで相関

的に表示しうる（37, 22-38, 7）。つまり、万物が一から発出すると、一は実有的一、生命

的一、知性的一というかたちをとって臨在するので、一として同一でありながら、分有す

るものの名でもって呼ばれうるのである( )31 。それゆえ、一は語りうるものであり、かつ語

                                                  
( )29  栗原裕次氏から、ὑπόνοιαはともかく、 ἔννοιαがダマスキオスでいかに使われているか調べ

てみる必要はないかとの質問を受けたが、プロティノスの用法と異ならないであろうというの

が私の現時点での感触である。その質問は、ὀνοµάζεινと真偽に関わるλέγεινを区別することに

よって、事柄がより明確になるのではないかという神崎繁氏の質問とも接点を有すると思われ

る。『第一の諸始原についてのアポリアと解』ビュデ版第 3 巻末索引によれば、同著作で

は僅か 3 箇所で言及するにすぎない『クラテュロス』篇（納富信留氏が比較研究を、プラト

ン、ダマスキオス双方のテキスト解釈の深化に生産的と判断して推奨する『ソフィステス』篇

への言及は、46箇所に及ぶが）以来のὄνοµαとλόγοςの関係如何という問いにダマスキオスが敏

感であったか不明である。因みに、プロクロスは『『クラテュロス』註解』を記したが、ダマ

スキオスにその事実はない。 
( )30  24, 14-16 では、万物が始原に由来し、始原から息を吸い、可能なかぎり始原に還帰すると述

べられている。 
( )31  これはプロクロスにおいて顕著な、神的な単一子（ἑνάδες）という発想の継承であろう。ギ

リシアの伝統的神々に対応させ、哲学体系に組み込むための装置が単一子である。神的な単一
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りえない。 
しかし、「 も畏怖すべきもの（τὸ σεµνότατον）は、いかなる概念や推測によっても捉

えられないはずである」（7, 19-20）。「畏怖すべきもの」、「驚異」（θαῦµα, 14, 8）とは、把

捉不可能性の対象への投影である。何も推測できないものということが、 も驚嘆すべき

ものという評価に転じている。もし何がしか推測できるならば、推測に先立つものを我々

は求めるという。そうして無限進行するか、全面的に語りえぬもののところで止まるかの

どちらかである（14, 16-19）。何も推測できないものを我々が求めるのはなぜか。それは、

推測されるものが知性のなかに搦め取られてしまい、真なる超越者とならないからである。

真性の超越者（ἐξῃρηµένον）は、万物と没交渉で（ἀσύµβατον, 21, 6）連携を絶する

（ἀσύντακτον, 21, 7）。もし「超越」という語が、超越者がそれを超越する相関者との連携

を含意する危険があるならば、万物を超越しているとすら仮設すべきではない（21, 3-14）。
一に対して我々が無知の情態にあるとすれば、語りえぬものに対する我々の情態は表現が

高騰し、「超無知」（ὑπεράγνοια, 84, 18）であると言われる。窮余の策としてはピュタゴラ

ス的符牒に頼って( )32 、「語りえぬもの」は一ですらない（οὐδὲ ἕν）ということから、「無」

（οὐδέν）( )33 と仄示されもしようが、無の只中で我々は空転する。 
また「全面的に語りえぬもの」と語ることで、我々は言論上、自己転覆する

（περιτρεπόµεθα, 8, 13）( )34 。「語りえない」と語る言論は自己論駁的である。一方、本当

                                                                                                                                                
子は発出しつつも相互に何か共通なものを有し、それに従って全ての神々が一なる神でもある

という（123, 3-5）。 
( )32  プロティノスは、「一」のピュタゴラス的符牒としての「アポッローン」という名に言及し

ている。「 おそらくこの「一」という名も、多を除去すること（ἄρσις）なのであろう。それゆ

え、ピュタゴラス派の人々は多の否定というつもりで、象徴的に「アポッローン」(Ἀ-πόλλων=
多ならざるもの)とも、お互いに対して指し示してきたのである。しかし、「一」がもしなんら

かの定立であったならば、その名も表示されたものも、ひとがその名を口にしない場合以上に

不明確なものとなるであろう。おそらくこの名が語られたのは、探求する人が全面的に単純で

あることを意味するこの名から出発して、 後にはこの名も否定するためであろう」（32 
[V,5],6,26-33）。 
( )33  エックハルト的な響きがあるかもしれないが、符牒らしく「無一物」とでもした方がよい

であろうか。 
( )34  この動詞及び名詞形（περιτροπή）は、セクストス・エンペイリコスに頻出する。ジュリア・

アナス＆ジョナサン・バーンズ『懐疑主義の方式――古代のテクストと現代の解釈――』（藤

沢令夫監修・金山弥平訳）、岩波書店、1990 年、232-233 頁、また同書巻末 23 頁に挙げられた

論文M.F.Burnyeat, Protagoras and Self-Refutation in Later Greek Philosophy, Philosophical Review 85, 
1976, 44-69、並びに、セクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』（金山弥平・金

山万里子訳）、京都大学学術出版会、1998 年、408 頁補注I、さらに同訳者の『学者たちへの論

駁』1、京都大学学術出版会、2004 年、32-33; 100-101 頁参照。訳語としては動詞形に対して「反

転する・覆される」、名詞形に対して「反転・覆し」が宛てられている。前掲バーニェット論

文p.58, n.23 では、ダマスキオスのみならず、シュリアノス、シンプリキオスといった新プラト

ン派にも用例が見られるとの指摘があり、p.66 での結論としては、περιτροπήの「反転」（バー

ニェットの訳語は、reversal, self-refutation）の意味での用例は、少なくとも前 3 世紀 初の 10
年間にまで遡りうるという。この語そのものは用いられないが、その概念は『ソフィステス』

篇 238D以下に淵源をもつとDillon, art. cit.(1996), p.129, n.22 は指摘する。J.Combès, Etudes 
néoplatoniciennes, Grenoble, 1996 ではp.67「眩暈に襲われる」（est prise de vertige）、p.104「自壊
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に語りえないのであれば、自己の語りを無効にし、かのものは完全な沈黙によって崇めら

れるか、あらゆる認識を蔑する完全な無知によって崇められるしかない（11, 15-16）。他

方、語ることを撤回しないのであれば、語ることによって「語りえない」ことの虚偽が暴

露されるからである。だが、概念や推測をすり抜けるものでも語りうるし、語ることに何

がしかの意義があるはずである。そして、語る困難を押して沈黙を破らねばならない理由

があるのかもしれない。それについて語ることは 
 
「我々の産みの苦しみの言葉上・思考上の表現なのだということを知るべきである。こ

の産みの苦しみは不可侵の聖域の戸口に立って、かのものを敢えて詮索せんとするが、

かのものに属することは何一つ伝えることができず、かのものを巡る己の側の情態

（τὰ οἰκεῖα πάθη）と自己の行き詰まり（ἀπορία）・不達成を露わにするのである( )35 。

それも明確にですらなく仄示する( )36 のであり、しかも、これをしも傾聴する能のある

                                                                                                                                                
する」（se détruit）、pp.210 ; 217、「転覆する」（chavire）、pp.215 ; 221; 295「反転」（renversement）
と訳語が一定しない。A.Linguiti, L’ultimo platonismo greco. Principi e conoscenza, Firenze, 1990, 
pp.68-69 は、「転覆」「逆転」の意をもつcapovolgimentoを訳語として用い、ダマスキオスの自己

転覆を、同一の主語に相対立する述語（ex.不足なきもの、かつ不足あるものである）が帰属す

ることによって主語の定立が否定されるタイプと、自己言及による自己の覆しタイプの二通り

に分類する。F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Torino, 1995, p.1570 でフィロン、ルキア

ノス、プルタルコスにおける用例が報告されているが、「この論が素人の耳に入りでもしたら、

じつに危険極まりないことであっただろう。たしかに、いかなる仕方でも決して存在しないも

のについての論をも惹起して自己転覆し、非類似性の大海、否むしろ、支えなき空虚の大海に

危うく沈むところであった。」（9, 18-22）の一節から推定されるように、ダマスキオスにおいて

も「船の転覆」のニュアンスが重ね合わされているので、「自己転覆」の訳語を宛てることに

する。 
( )35  プロティノス『エンネアデス』の掉尾を飾る論攷「善あるいは一について」の濃厚な影響

下にある一節である。Cf.「かのものを「原因」と述べることは、それに何か付帯することを述

語づけることではなく、我々に付帯することを述語づけることである、というのは、かのもの

は自らのうちにあるのに、我々が何かをそれから得ているのだから。だが、厳密な語り方をす

れば、「かのもの」とも「ある」とも言うべきではない。我々はいわば外側から周囲を走りな

がら、我々自身の情態を解釈せんとしていると言うべきである、ときに接近するが、ときに、

それを巡るもろもろのアポリアによって、離れ落ちることもあるのだが」（Enn. 9 [VI,9], 
3,49-54）。ダマスキオスの 12, 20-21; 14, 7-8; 16, 7-8 にも同内容の記述が見られる。 
( )36  『仄示』は、ἔνδειξιςの訳語である。S.Rappe, Damascius’ Skeptical Affiliations, The Ancient World 
29, no.2, 1998, pp.113-114; id., Reading Neoplatonism. Non-discursive thinking in the Text of Plotinus, 
Proclus and Damascius, Cambridge, 2000, pp. 209-212 によれば、これは『第一の諸始原について

のアポリアと解』で 100 回以上用いられる術語で、形而上学の言語が己固有の記述領域を超

えるものを暗示するにとどまる際に使用される。従って、主観的な立場を超えることは叶わず、

客観的対象の探求への野心は制限されることになるという。また、Rappeも言及するGalpérine, 
op. cit., p. 34, n. 108 によれば、ἔνδειξιςはプロクロスでも特徴的な語彙であるが、ダマスキオス

において、より頻出する。「仄示」は証明不可能なものへと、符牒ないしは否定を通じて思考

を差し向けることである。さらに、Rappe, Scepticism in the Sixth Century ? Damascius’ Doubts and 
Solutions Concerning First Principles, Journal of the History of Philosophy 36, no. 3, p.361, n.66 も言

及するOn Aristotle’s “On the Soul” 1.1-2.4, ‘Simplicius’, trans. by J.O.Urmson, Ithaca, 1995 への

P.Lautnerの序文（pp.8-10）によれば、プリスキアノスには見当たらないものの、プロティノ

ス、ポルフュリオス（引用箇所の原文は壊れているので、彼に関しては怪しい）、イアンブリ
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ものに対してなのである。」（8, 14-21） 
 
「産みの苦しみ」とはもちろん認識上でのことである（ὠδῖνά φηµι γνωστικήν, 86 13）。陣

痛にまで至るということは、沈黙を後にして語ることで我々は前進しているのだという肯

定的評価である。出産とは「分節化」（διάρθρωσις, 86, 15）であるが、語りえぬものは分

節化によって、その子孫に転じてしまう懼れがあるという（86, 15-16）。つまり、一やそ

れに後続する統一化されたものは比較的語り易いが、かのものは語りえないからである。

それでも、語りえぬものへの「永遠の情熱、いつになっても産むことはできないが、いか

なるしかたであれ陣痛のうちにあることが、産むことに等しいような陣痛」（118, 6-9）( )37

もありうるのだ。アポリアのうちに踏みとどまることは、これもまたダマスキオスにとっ

て一つの積極的活動なのであろう。 
さて、語りえずとも語る行為は、懐胎しているものを産み出せない、我々のアポリア情

態を傾聴する能ある同胞へ伝達することだと形容されていた。それは「知らぬことについ

てあらぬことをでっち上げ、くだくだしく無駄話をする」（11, 19-21）ことではない。ア

ポリアの渦中にあると了解しつつ伝達しうることとは、差し当たり、かの本性が万物と連

携せず没交渉で、万物のいかなるものでもなく、一自体ですらないということである（11, 
21-12, 2）。かのものがこの類のことの肯定としては認識されない（ἄγνωστον）ことは、

我々によって認識されている。不可知であるものが不可知であると知られる点では可知的

である（12, 3-6）。譬えてみれば、生まれつきの盲人が色には熱がないと否定するような

ものだという。彼は触覚を通じて知ることができる熱を色について否定する。つまり、色

が触知できないこと、触覚と連携しないことは知っている。しかしこの種の認識は、色に

ついての端的な認識ではなく、己自身の無知の認識である（12, 13-19）。盲人の無感覚は

色のうちにはなく彼自身のうちにあるように、かのものについての無知は我々のうちにあ

る欠如である。 
 欠如にも段階がある。非物体的なものに対する感覚認識の欠如は、思考によって補われ、

直知対象に対する思考による認識の欠如は、圧縮された直知作用（10, 10）によって充填

される。また、一そのものに対する圧縮された直知作用による認識の欠如は、単一的直知

作用（10,12）によって埋められる。しかし、いかなる概念も推測も寄せつけない目下主

題の欠如は、別の知の余地を残さない。かの本性は万物と連携せず、万物のいかなるもの

でもないと差し当たって述べたが、否定を深化させるならば、これらの表現であれ、類似

の「万物の彼方」「超原因」（ὑπεραίτιον）であれ、我々の認識圏内に入る、かのものに後

続するものの除去にすぎないとして切り捨てられる（13, 21-24）。あるいは譬えてみれば、

色は熱の彼方、熱を超えたもの、熱と連携しないものと述べるようなものであろう。もち

ろん、色と熱は原因と結果のように前後関係にはないから、結果の特性を原因について否

                                                                                                                                                
コス、シュリアノス、シンプリキオスにも用例があるという。 
( )37  この引用箇所の主題は「一」であるが、「語りえぬもの」に応用した。 
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定するものではない。しかし、熱の否定が色の認識に無力であるとして切り捨てられるこ

とと、ある程度類比的であろう。類比の精度を高めるためには、色を捉える視覚の存在が

この世にないと想像してみることであろう。 
かのものは推測の対象ですらないのに、我々はこのような哲学的議論のうえで論証の対

象にしているのであろうか。否、そうではない。「我々はそれ自体ではなく、それを巡る我々

の無知と失語を（ἄγνοιάν τε καὶ ἀφασίαν）論証しているのである、そして、これこそ論証

の対象（ἀποδεικτόν）なのである」（15, 3-5）。かのものは思いなしの対象（δοξαστόν, 15, 6）

でもない。かのものを思いなすとき、その思いなしは我々のうちで空足を踏む

（κενεµβατοῦν）。この思いなしをとり上げて、我々はかのものをとり上げたと思うのであ

るが、かのものは我々となんの関係もない、かほどそれは我々の概念を踏み越えている

（ἐκβέβηκεν）のである（16, 14-17）。我々の足は空を切る反面、かのものは我々を着実に

足蹴にする。 
いかにしてかのものを巡る我々の無知が証明されるのだろうか。かのものはあらゆる認

識を超えているのであった。一が辛うじて把捉しうる 終対象であれば、一の彼方にある

ものは不可知だからである（18,2-5）。認識されるものは認識されるという点で共通のもの

であるから、もし始原が認識されるのであれば、万物と連携してしまう。共通なものがあ

るもの同士は一つに連携するからである（17, 5-7）。「連携」とは「包括されること」を意

味し、「包括」とは「限定」（ὅρος, 19, 10）を意味する。しかるに、限定の極限は一であっ

た。従って始原は、限定されず包括されず連携することがない。それゆえ、我々の包囲網

を逃れる始原に関して我々は無知である。また、たびたび登場する類比的思考によるなら

ば( )38 、知性は形相を眺めるが一を把握できず、神的な知が一を捉える、だが、人間的知性

を超える、いとも賢き知性（18, 23−19, 1）の神的な知にとってすら、「語りえないもの」

は不可知にとどまる。これが我々の同意事項（ὁµολογήµατα, 14,14）である。同意事項と

は取りも直さず、かのものの知を欠いた暗闇が我々の置かれた情態であると弁えることで

ある。 
だが、かのものへの我々の無知は証明しえないとも考えられる。全面的に不可知である

なら、不可知であるか否かも不明だからである。そこで、不可知の徹底は不可知の不可知

であるから、言論は自己転覆し（18, 5-9）、かのものは不可知でなく可知的であるのかも

しれないし、証明不可能な不可知であるのかもしれない。 
さらに、かのものを巡って、我々の同意事項を通じた不可知の知と、自己転覆による不

可知の不可知、延いては可知の不可知との同時並存が、我々をアポリア情態に投げ込んで

いる。片や語りえないと語り、思考されえないと思考し、不可知であると知り、「連携しな

い」と述べることによって連携するのであるし、片や自己転覆を受け入れ、語りえない語

り・思考しえない思考は沈黙に座を譲り、不可知であるか否かも不明の宙吊り情態に置か

                                                  
( )38  22, 11 では、類比がかのものに対し拒否されている。 
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れる( )39 。真性の絶対者をロゴスに定着させる内的促しに駆られて、後者に安住せず前者に

挑む( )40 と同時に、前者から後者に揺り戻される我々の迷走情態の記述こそ、ダマスキオス

の目差した哲学であろう。「語りえないもの」という名称は、始原の本質を開示するという

よりも、始原への我々の到達不可能性を逆照射したものである。タレース以来の始原探求

論は、ここで始原そのものから、始原に対峙する我々の弱さへと眼差しのコペルニクス的

転回を結実したと言えば、大袈裟であろうか( )41 。それにしても、「語りえない」と語り続

けるダマスキオスのディスクールは、その語りによって「語りえないもの」を少なくとも

破壊することなく、その凛とした隔絶性を示すことへの情熱を証していることは確かであ

ろう( )42 。 

                                                  
( )39  Cf.「言論と思惟の全面的自己転覆はまさしく、我々が語っている主題の証明が我々の幻想

であることを意味する。そして言論の限界とは、逃れる手立てなき沈黙と、不可侵の聖域ゆえ、

それらの認識へと入ることすら許されないものどもについて、何も認識しないことの告白以外

のなんであろうか。」（21, 18-22） 
( )40  この行為を示す矛盾撞着表現は、21, 4-5 に見られる：「口にできないものを口にし、思考で

きないものを思考しなければならないとすれば。」 
( )41  では、我々の弱さの自覚は、“それから”何をもたらすのかという山本巍氏の追及は、哲学

の本質に迫る問題提起だと思われる。理論哲学に優位を与えるプロティノス、ポルフュリオス

と、実践的神働術を優先するイアンブリコス、シュリアノス、プロクロスの両陣営を見渡しつ

つも、両者を止揚するプラトンを称揚する『『パイドン』註解』の有名な一節（The Greek 
Commentaries on Plato’s Phaedo, vol.II Damascius, ed. L.G.Westerink, Amsterdam/Oxford/New York, 
1977, p.105）に鑑みれば、哲学放棄につながらないことは、確かであろう。アン・シェパード

の指導下でダマスキオス哲学全体を展望する学位論文を作成中のルーマニア人コスミン・アン

ドロンの研究成果を鶴首しつつ、今はただ、本文で引用した「（語りえぬものへの）永遠の情

熱、いつになっても産むことはできないが、いかなるしかたであれ陣痛のうちにあることが産

むことに等しいような陣痛（118, 6-9）（もありうるのだ）」というダマスキオスの言葉を反芻す

るにとどめたい。 
( )42  本論文は、2004 年度から始まった慶應義塾大学言語文化研究所・共同研究Ｂ方式「中東の

一神教風土における哲学的伝統の受容と変容」の成果の一部であり、2004 年 9 月 12 日第 8 回

ギリシャ哲学セミナー大会（於 慶應義塾大学北館 4 階大会議室）にて口頭発表された原稿の

加筆修正版である。なお、元の発表原稿は、ほぼそのままの形で『慶應義塾大学言語文化研究

所紀要』36 号、2005 年、79-98 頁に収録されている。 
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