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《Ἐννεάδες》（以下 Enn.と表記）は、プロティノス自身の著作ではなく、弟子のポルフ

ュリオスによる編纂本である。無論そこに収録されている諸論稿が、はたしてその数が 54

篇であるかには問題があるが、かつてそのいく篇かについて、例えば F.Heinemann Plotin 

(1921)により信憑性が問題視されたことがあるにせよ、現在では否定されており、プロテ

ィノス自身によるものであることには異論はないであろう。ポリフュリオスのいわゆる『プ

ロティノス伝』（以下『伝』と表記）は、彼自身が付したものであるか否かは確かめる術は

ないが、写本上タイトルは『プロティノスの生涯と彼の諸論稿（βιβλία）の順序(τάξις)に

ついて』となっており、全 26 章（章の区分は、1711 年に刊行された Fabricius の《Bibliotheca 

graeca》による）からなる。構成上 1- 23 は主として伝記的部分、24-26 は、彼による Enn.

編纂（διάταξις）がどのようなものであるかにあてられているが、著作の主たる目的は後

者にあり、その正当化に『伝』執筆の主たる目的があったとみることができる。ただし『伝』

（βίος）とはいっても、例えばプロティノスの出自については何ら述べられてはおらず、

師の人物の秀れていることを示すさまざまなエピソードが脈絡なく綴られている。これは

古代における諸伝記の伝統からみれば異色のものだといえる。今日われわれが、プロティ

ノスがエジプト人であり、リュコポリス出身だと承知しているのは、エウナピオス

（345-420）が、典拠を示すことなく、『ソフィスト伝』の中で、そう述べているからにほ

かならない。無論ポリフュリオスは、『伝』第一章の冒頭部分で、プロティノスが、自分が

肉体をまとっていることを恥じ、自分の種族や出自等々について語ることを肯んじなかっ

たと述べ、その点については弁明をしてはいるが、その反面、師の死病については（『伝』

2）肉体上の変異にまでかなり立ち入って述べているのである。しかも、『伝』を内容上二

分したが、前半にみられるエピソードも、実は彼が師の諸論稿を Enn.として編纂したこと

の経緯とその理由づけのためにあげられているように考えられるのである。 

『伝』はさまざまな問題をはらんでおり、その論点は L.Brisson, M.- O. Goulet- Cazé, R. 

Goulet, D. O'Brien 等の編集による、全二巻千百頁余に及ぶ大冊《Porphyre :Vie de Plotin》(t.Ⅰ. 

1982, t.Ⅱ. 1992 )において徹底的に究明が試みられているが、焦点は、ポルフュリオスが 54

篇としているプロティノスの諸論稿（プロティノスは λόγος [例えばⅡ3, 1, 4; Ⅳ4,23, 46 ]、

あるいは πραγµατεῖαι［Ⅵ3, 1, 26］と呼び、ポルフュリオスは、βιβλία と称している）が

Enn.として纏められた経緯の検討にある。今日われわれは Enn.を典拠に、それを第一次資

料としてプロティノスの思想を問題にするが、その際 Enn.が実はポルフュリオスの編纂本
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であることはあまり意識されてはいない。『伝』(4)によれば、プロティノスは、ローマに

学塾を開いて約 10 年後 253/4 年頃から筆をとり始めたと言うが、題材（ὑπόθεσις－cf.『伝』

8, σκέµµα－）はその時々に思い浮かんだ問題からとられたとされており（『伝』4. 6）、

当初から体系的著述をする意図はなかったと考えられる。さらに『伝』(4－6)によればポ

ルフュリオスの入門時（c.263）、21 篇の論稿がすでに完成しており、さらに彼が師の許に

いた間に 24 篇、その後シチリアに赴いた彼の許に、最晩年の９篇が送られ、全 54 篇の論

稿がプロティノスにより残されたことになっている。そして彼は『伝』(4－6)において、

1,『美について』から 54,『幸福について』に至る 54 編のリストをノンブルを付してのせ

ている。このリストは、一般にはプロティノスの論稿の編年体リストとみなされているが、

これが年代順であることは、『伝』(24)において、彼が Enn.を編纂するにあたりその方針を

述べた件において示唆されているにすぎない｡たしかに彼は『伝』(6)におけるリストの末

尾で、全 54 篇を、彼が入門前に完成していた 21 篇を初期、入門中の 24 篇を円熟期、晩年

の 9 篇を力の衰退期のものと三期に分類しているが、後にふれる論文数の問題と共に、そ

こに付されたノンブルがそのまま成立順を示すものか否かは、これ以外に資料がないから

とはいえ、確証を欠くのである。     

 現在のわれわれにとって、プロティノスの思想を知る典拠は、後代のクリスト教教父や、

ネオプラトニストによるプラトン、アリストテレス注解にプロティノスの論稿からの断片

的引用もしくは言及を除けば(例えば教父については、cf. P. Henry, Les États du texte de Plotin, 

Paris-Bruxelles, 1938, 1961
2
,p.76,Tableau,)、ポルフュリオスの編纂本 Enn.がその全体像を知

りうる唯一のものである。しかし古代にあっては、必ずしもそうではなかったことが『伝』

そのものからもうかがえる。例えば、『伝』(19)に引用されている、プロティノスの批判者

ロンギノスのシチリアのポルフュリオス宛の書簡が一つの例証であり、そこからは、プロ

ティノスの最も古い門弟、24 年間師の許にあったアメリオスが、プロティノスの論稿―お

そらく autograph からの直接の臨模本（ἀντίγραφα－cf.『伝』20－）を所持していたことが

明らかである。この書簡においてロンギノスは、プロティノスのほとんどすべての論稿を

所持しており、それらがポルフュリオス、とりわけアメリオスからもたらされたものだと

述べ、しかし後者からのものにあまりにも誤字（πταίσµατα）が多いため、正確なテキス

トをポルフュリオスに所望しているわけである。この書簡で興味深い点は、古代における

書物の流布に際しコピストの果たした役割が明確に述べられていることである。アメリオ

スもロンギノスもおかかえのコピストがおり、前者が筆写させたテキストを後者が借覧し、

さらに臨模させたことが、コピストに対し γραφεύς ὑπογραφεύς がそれぞれ用いられてい

ることから示唆され、ロンギノスはポルフュリオスから正確なテキストがもたらされたら、

照合するだけで返送する(παραναγνῶναι εἶτα ἀποπέµψαι）と述べている。ロンギノスによ

るアメリオスからのテキストに対する批判を、ポルフュリオスは、『伝』(20)において、そ

れがプロティノスの自筆本から転写されたものであって（ ἐκ τῶν αὐτογράφων 

µετειληµµένα）、最良のテキストであり、誤写と判断したのはロンギノスがプロティノス

の通常の語法に対するの無理解によるものだと反論を加えている。そしてこの書簡からア
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メリオスもまた臨模本にせよプロティノスの論稿を所持していたことが推測される。のみ

ならずアメリオスは、『伝』(3－4)によれば、プロティノスの執筆開始以前、またポルフュ

リオスの入門前から師の講義（συννουσία）のノート（σχόλια）をとっており、それは全

100 巻に達したという。こうした諸点から、例えば L.Brisson は、アメリオスが師の諸論稿

を集成し、“édiotion de ľÉcole”としての『アメリオス版プロティノス論文集』を作成した

人物と考えている。アメリオスは、『伝』(2)によれば師の臨終の際にはシリアのアパメア

におり、ポルフュリオス同様不在であったとされている。Brisson は、先のロンギノスの書

簡を 270 年頃のものと推定し、そこでふれられているアメリオスが貸与したプロティノス

の写本とは、アパメアに赴く途次、フェニキアに立ち寄りもたらされたものであって、『伝』

(6)にみられる最晩年の９篇のうち 267-268 年頃完成された 5 篇までを含むものと推定して

いる。『伝』(2)の記述からすれば、アメリオスは、最後の 4 篇が執筆される前迄は師の許

にいたと考えられるからである（cf.L.Brisson,Amélius;sa vie,son oeuvre,sa doctorine,son style, 

in ANRW 36.2, Berlin-NY. 1987, pp.808 sqq.）。そして、Brisson の仮説はもし妥当であるとす

れば、プロティノスの諸論稿の古代末期における伝承･流布の問題に関し重要な鍵を提供す

るものといえよう。 

 しかし、プロティノスの諸論稿の集成―『伝』(7)にみられる表現を用いるならば τὰ 

συγγράµµατα―は、ポルフュリオスによる Enn.,Brisson の主張する『アメリオス版』にと

どまらず、『エウストキオス版』の存在を、Enn.の写本研究で一時期を画した P. Henrry は

主張する（Recherches sur Préparation Évangélique ďEusèbe et ľ édition perdue des œuvres de 

Plotin publiée par Eustochius, Paris, 1935）。エウストキオスは、『伝』(2・7)によれば、アレ

クサンドリア出身の医師であり、プロティノスの最晩年に知遇を得、臨終を見取った人物

であり、「真正の哲学者」の風格を備えた人物とされている。この場合、『エウストキオス

版』の存在が主張される根拠は二つある。第一は、ほとんどすべての Enn.の写本において、

そのⅣ4,29,55 に、「『エウストキオス版』（ἐν τοῖς Εὐστοχίου）では『魂について』第二巻

はここでおわり、第三巻が始まっているが、ポルフュリオス版（ἐν δὲ τοῖς Πορφυρίου）に

おいては、以下に続くものも第二巻になっている」旨のスコリアが欄外に付されている点

である（cf. H. R. Schwyzer RE, XXI,1, 1957, sive Porphyrios,col.488）。さらに、『エウストキ

オス版』の存在が不可欠とみなされる根拠は、15 世紀写本の一部を除き多くの Enn.写本に

おいて、Enn.Ⅳ7, 8,28－8
5
,43 が欠けている点である。P.Henry は、これは中世写本の一葉が

la perte したことによるとみている（Les Manuscrits des Ennéades,Paris,1941,1948
2
,p.70.なおこ

の問題と以下にふれるエウセビオスとの関連についての諸家の見解については、

cf.M.-O.Goulet- Cazé, ĽÉdition porphyrienne des Ennéades, in Porphyre: La Vie de Plotin, 

t.I.pp.288sqq.）。そしてこの問題は、欠落部分が、エウセビオス（c.260-339）の《Praeparatio 

Evangelica》XV,10（= Enn.Ⅳ7, 8
5 
）及び XV,22（=Ⅳ7,8,28 - 8

4
,28）により補完されるため、

一面において『エウストキオス版』の存在が裏付けられ、他面疑問視されることになるの

である。換言すれば、エウセビオスの同箇所は、プロティノスからの抜粋からのみ構成さ

れているが、『エウストキオス版』についての言及は全くみられず、したがってスコリアに
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示唆されている『エウストキオス版』とエウセビオスによる Enn.の欠落部分の補完を関連

づける必然性はない。たしかにプロティノスの臨終に立ち会ったエウストキオスが、プロ

ティノスの諸論稿を遺贈された可能性は否定できない。だがその遺贈本がたして全論稿を

含むものであったのか、またそれが、どのような形態の書物（autograph もしくは臨模本）

であったかには疑問がのこる。後にも検討するが、ポルフュリオスが師の諸論稿を Enn.と

して編纂する根拠に関連して『伝』(8)でふれているプロティノスの執筆の状況からすると、

プロティノスは、書記を介することなく、自分で筆をとっていたと考えられる。すると『伝』

(6)にみられるシチリアのポルフュリオスに送られた四篇は、アメリオスが執筆当時不在で

あったとすると autographであったと考えられなくはない。さらにEnn.Ⅳ7についていえば、

『伝』(4)にみられる年代順と思われるリストからすると、二番目に位置づけられ、したが

ってポルフュリオス入門前に完成していた 21 篇中のものであって、『伝』の同箇所で述べ

られているように、それらは十分な吟味を経た上でのことであるが、少数の人々に公開

（ἔκδοσις）されていた。したがってこの論文についても、autograph が複数の人物の間に

借覧され、さらに臨模されて複数の人物の間に流布していったと考えられる。ただし借覧

の条件は、「十分な吟味を経たうえで」といわれ、『伝』(18)でふれられているエピソード

が示すように、当初は厳しく、プロティノスと見解を異にするものには借覧が許されなか

ったと考えられる。つまり『伝』(18)によれば、τὰ νοητά（Porphyre: La Vie de Plotin, t.II, p.160、

－Henry et Schwyzer ed.OCT 版では τὸ νοηµά）の位置づけに関し異論を唱えたポルフュリ

オスは、師の意を体したアメリオスとの三度の議論の末、撤回声明を出してはじめて信用

を得、師の諸論稿（τὰ βιβλία）を手にすることができたというのである。しかし、プロテ

ィノスの晩年にあっては、先のロンギノスのポルフュリオス宛書簡（『伝』19）からうかが

えるように、アメリオス及びポルフュリオスを介したにせよ、批判者に対しても論稿がわ

たっていったと考えられる。初期の論稿―問題のⅣ7 はその一つであるが―を手にしえた

厳選された少数の人々を特定することは不可能ではあるが、そのなかの一人にアメリオス

がいたことは想像に難くなく、Ⅳ7 のいわば定本の伝承の起点に彼を位置づけてもそれは

あながち不当ではあるまい。 

 さらに、Enn.Ⅳ7 においてエウセビオスによる補完された部分のタイトルが、同書の

XV,10 と XV,22 とで異なることがしばしば問題視されるが、『伝』(4)によれば、プロティ

ノスはタイトル（ἐπιγραφή）を付す習慣はなく、転写を許された者が各人各様のタイトル

をつけたといわれており、XV,22（=Ⅳ7,1 - 8
5 
）では魂の不死は直接論はされておらず、魂

を物体的なものとみなすストア派の反論が焦点となっていることを考えれば、Praep.Ev. 

XV,22 のプロティノスからの引用文のタイトルに「魂の不死について」が欠如していても

不自然ではない（cf.P.Henry Recherches sur la P.E.ď Eusèbe, p.77）。伝存 Enn.諸写本の欠落部

分については、その他いわゆる『アリストテレス神学』との関連や細部についての問題が

多々はあるが、いずれにせよエウセビオスの引用とスコリアとを関連づけ、『エウストキオ

ス版』の存在、及び前者による後者の利用を確証することはできないように思われるので

ある（cf. M.-O.Goulet-Cazé, ĽÉdition porphyrienne des Ennéades, in : Porphyre: La Vie de Plotin, 
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t.1.p.294）。
 

ではポルフュリオスによるEnn.は、どのような経緯と経過の下に成立したのであろうか。

それは『伝』最後の三章 24-26 に集約的に述べられている。そして問題の中心は、はたし

てプロティノスが諸論稿の編纂（διάταξις）までをも彼に依頼していたかにあり、ひいて

はポルフュリオス版『プロティノス論文集』（τὰ συγγράµµατα）、つまり Enn.がプロティ

ノスの意にかなったものであるか否かにある。まず『伝』(24)の冒頭部分において、ポル

フュリオスは、師から諸論稿（τὰ βιβλία）の διάταξις と διόρθωσις を託されたと述べて

いる。この委託については、師の門弟のリストともいうべき『伝』(7)の末尾でも触れられ

ているが、そこではなぜか διάταξις についての言及は見られない。そして『伝』(8)では、

プロティノスが orthography や calligraphy には無頓着であり、また視力が弱く、書いたもの

を見直すことをしなかったといわれており、したがってこれが διόρθωσις が必要とされた

理由として挙げられていると考えられる。―ちなみに『伝』(13)では、プロティノスが講

義の際、能弁であったにもかかわらず、λέξις では誤りを犯すことがあった旨述べられて

いる―。さらに『伝』の最終章(26)の末尾近くにおいて、「これから τὰ βιβλία の各篇に目

を通し στιγµαί を加え、字句に誤りがあれば訂正することを試みよう」（Νυνὶ 

πειρασόµεθα ... τὰς τε στιγµὰς προσθεῖναι ... τι ἡµαρτηµένον ... διορθοῦν）、と未来形で述

べられていることから、その作業の詳細は後に検証するが、διάταξις は『伝』執筆時には

終了し、διόρθωσις は『伝』完成後に取りかかろうとしていることが示唆されている。『伝』

執筆は、『伝』(23)において、師が生涯三度にわたって、いっさいの知的対象を超越した神

との接近、合一の体験を述べた際、「現在 68 才の私」と述べられていることから、301 も

しくは 302 年頃と推定される。すると、Enn.の διάταξις はともかく διόρθωσις は、師の死

後約 30 年ほど経過した後とりかかられたことになる。なぜ、これほどの時間の経過を待た

ねばならなかったのか。またそこに στιγµαί を加えるといわれているが、これは校正の域

を超えた内容に踏み込んだ作業といわねばならない。（στιγµή については、cf.F.W.Hall, A 

Companion to Classical Texts, Oxford, 1913- Rep.Hildesheim,1968,pp.98 sqq.）。はたして師は、

διόρθωσις にとどまらず、こうした διάταξις（編纂）までをも彼に命じたのか、διάταξις

にはふれない『伝』(7)と、それにふれた(24)との間には内容上問題がある。しかも

M.-O.Goulet-Cazé,が指摘するように（op.cit.p.295）、『伝』(7,51)に imperfect〈ἠξίου〉が用い

られているのは、διόρθωσις が師の生前にはじめていなくてはならなかったことを示して

いるとするならば(cf.24. 3-5)、師の死後 30 年を経て何故それに取り掛かろうとしているの

か。Enn.編纂作業は、彼がシチリアに赴き、師の死の寸前、全 βιβλία（＝τὰ συγγράµµατα）

を手中にして取り掛かられたと考えられるが、するとその後の 30 年は具体的には何がなさ

れたのであろうか。 

実際『伝』最終章(26)には、彼がなした Enn.編纂過程における具体的な作業が列記され

ている。まずそこでは論稿の何篇かに対し〈ὑποµνήµατα〉を著したといわれているが、

編集作業との直接の関連で注目すべきなのは、〈τὰ κεφάλαια … πεποιήµεθα〉及び〈ἐν 

τούτῳ … ἐκκειται … ἐπιχειρήµατα, ἃ ὡς κεφάλαια συναιριθµεῖται〉という叙述である。
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〈κεφάλαια〉、〈ἐπιχειρήµατα〉がそれぞれ何を意味するかについては諸家によるさまざま

考証がなされ問題をはらむが、一応ここでは「内容目次」、「論旨要約」としておく。興味

を惹くのは、動詞の時制と冠詞の有無である（M.-O.Goulet-Cazé, op.cit. pp.306sq.）。この叙

述からすると各篇毎の「内容目次」はすでに作成されていたことになり、さらに「この版」

においてとは、当然 Enn.を指すが、そこでは欄外に「論旨要約」が付されていることにな

る。そして M.-O.Goulet-Cazé の解釈に従えば、「論旨要約」は無冠詞であり、したがって各

篇毎にではなく、論旨の複雑な論稿にのみ付されていることになる。つまり、この叙述か

らすれば、校正や句読点はそれ以降の作業とされているが、各論稿毎に番号を付した全論

稿の編集作業は『伝』完成前、あるいはそれと平行して完了していたと考えられるのであ

る。すると各論考に付された番号（数字）とは、何を意味しているのであろうか。それは

『伝』(4－6)にみられる、成立年代順を示すと思われるものではない。なぜなら Enn.編集

方針を立てるにあたって、『伝』(24)の初めの部分において、著作を発表順のままにしてお

くのは妥当ではないと述べられているからである。プロティノスの著作が、成立順からす

れば必ずしも体系的になされたものではないことは、すでに触れた『伝』(4)からも明らか

である。そして Enn.編纂にあたって、眼目は以下に見るように師の諸論稿を体系的に編集

し、まとめた《τὰ συγγράµµατα》を公刊することにあったといえる。以下『伝』(24)にそ

ってその具体的な過程をみることにする。 

 彼が編集にあったって範としたのは、「アテナイのアポロドロスとペリパトス派のアン

ドロニコス」の二人であった（cf. J.Mansfeld, Prolegomena, Questions to be settled before the 

study of an author, or a text, Leiden,1994, chap.3 esp.pp.111sqq.）。この場合彼によれば、前 2 世

紀のアポロドロスは、前5世紀の喜劇作家エピカルモスの作品を「10巻にまとめ」（εἰς δέκα 

τόµους ... συνήγαγεν）、また前 1 世紀のアンドロニコスは、「アリストテレスとテオフラス

トスの書き物」（τὰ Ἀριστοτέλους καὶ Θεοφράστου）を、「関連する題材を扱ったものを同

じところに集める（τὰς οἰκείας ὑποθέσεις εἰς ταὐτὸν συναγαγών）という仕方で、いくつ

かの論文集へと分類した（εἰς πραγµατείας διεῖλε）」、というのである。つまり両者にみら

れる集成と分類とが、師の βιβλία を編集するにあたっての基本方針とされたわけであるが、

彼はその際、師の論文数が 54 篇（実際そうであったかは問題であるが）であることに着目

し、ピュタゴラス的数論の援用により（Porphyre: LaVie de Plotin, t.II.pp.297sq. note ad loc.）

それらを、6 が完全数であることから各 9 篇を含む六つの〈ἐννεάς〉(9 篇集)に分類する。

したがって、全体が《Ἐννεάδες》と呼ばれることになるのである。さらに体系的な論文集

の作成を意図する以上、成立時代順にただ無秩序に放置されていた諸論稿を分類する基準

が求められてくる。その場合一つの基準は、いわば折々に浮かんだ問題について書かれた

諸論稿を、アンドロニコスを範として、第一 ἐννεάς にはどちらかといえば倫理学的問題を

扱ったもの、第二・第三 ἐννεάς は宇宙に関連する問題を扱ったもの、第四は魂を問題とし

たもの、第五 ἐννεάς は主としてヌースに関連したもの、第六 ἐννεάς は、その最後に『善

なるもの、あるいは一なるもの』がおかれていることから、第 4―第 5―第 6 は、「魂」→

「知性」→「一なるもの」という師の思想の核心をなす三つの原理的なもののイエラルシ
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－の順序に従っていることになる（この分類の問題については、cf. P.Hadot, La Métaphysique 

de Porphyre, in Entretiens, t.XII. Vandœuvres-Genève, 1965, pp.128sqq.）。しかもこの『伝』(24)

において、ἐννεάς 内部において論文を配列するに際し、比較的容易なものを第一に置いた

と述べられている。これは、古来難解と評される（M.-O.Goulet-Cazé, op.cit.p305）プロティ

ノスの思想へと読者をいざなうための配慮から出たものであると共に、Enn.全体の構成は、

プロティノスの諸論稿をどれから読み始めるべきか、〈τάξις τῆς ἀναγνώσεως〉の指針を

も示したものといえよう。 

 しかし、諸論文のこうした配置と構成とは、ポルフュリオスによる師の思想の解釈とそ

こからする体系化に基づくものであって、それが果たしてプロティノスの思想の実像に適

い、彼の意図に即したものであるかには、問題があろう。先に触れたように、プロティノ

スが、ポルフュリオスに διάταξις まで委ねたか否かは疑問だからである。（『伝』7 と『伝』

24 のずれ）。また Enn.編纂にあたって、ポルフュリオスは何故ペリパトス派のアンドロニ

コスに範を求めたのであろうか。プロティノスは、論稿の随所でプラトンを「神の如き」

というエピセットを付して呼び、自己の思想を独自のものではなくプラトンの解釈だとさ

え述べている（cf.V1.8）。プロティノスがどのようなテキストでプラトンを読んだかは、確

かめる術はないが、すでに彼以前、ディオゲネス・ラエルティオスに従えば、前三世紀後

半もしくは前二世前半のアリストファネスの編集にかかわる「トリロギア」は別としても、

一世紀、トラシュロスによる全著作を主題別に四編毎に一括し編集した「テトラロギア」

は存在し、流布していたと考えられる（cf. D.L.Ⅲ,56-61）。著作の主題別分類と、「九部集」・

「四部集」への編成という発想上の類似にもかかわらず、なぜポルフュリオスは、トラシ

ュロスではなく、あえてペリパトス派のアンドロニコスに範を求めたのか。ちなみに『伝』

(20)ではトラシュロスの名前が一回みられるが、それはロンギノスの『目的について』か

らの引用文においてに過ぎないのである（なおトラシュロス版については、cf. J.Mansfeld, 

op.cit. chap.2, pp.58sqq. H.G.Snyder, Teachers and Texts in the Ancient World, London & NY, 2000, 

pp.94sqq.）。 

だがポルフュリオスの Enn.編纂においてとりわけ疑問が生じるのは、プロティノスの

βιβλία が、彼のいうように、54 篇であったか否かである。彼は『伝』(25-26)において、第

1～第 3、第 4～第 5、第 6 を、それぞれ一巻の σωµάτιον にまとめたと述べており、Enn.

は三巻の codex から構成されていることになる。この場合 codex の support が、membranum

あるいは biblos（πάπυρος）のいずれかであるかは不明としかいいようがない。しかしお

そらくプロティノスの autograph、もしくはそれからの ἀντίγραφα は τόµος（=volume）で

あったであろう（cf. M.Tardien, Les Gnostiques dans laVie de Plotin, in Porphyre: Vie de Plotin, 

t.II.pp.523sq.）。なぜなら Enn.について、例えばⅢ8、Ⅴ8、Ｖ5、Ⅱ9 がもともと一つの論文

であったものが、分割され、異なった巻に配置されたと推定されているからである

（R.Harder, Eine neue Schrift Plotins, Hermes 71,1936 SS.6sqq.; M.-O.Goulet-Cazé,op.cit. p.302, 

in Porphyre: Vie de Plotin, t.I. なおこれらの論稿は成立順リストと思われるものに従えば、

[30]-[31]-[32]-[33]）。その他Ⅲ-2-3；Ⅳ-3-5,Ⅵ-1-3,Ⅵ-4-5 等長い論文が分割されたり、アフ
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ォリズムが一篇にまとめられている例のあることも推定されている（cf. Schwyzer, 

op.cit.coll.485sqq.）。そしてこうした作業がなされたとするならば、それは諸論文を六つの

ἐννεάς からなる Enn.へと編集するにあたって、数合わせのためだと考えるしかない。先に

ふれたように親本がおそらく τόµος であったが故に、こうした des coups de ciseaux が可能

だったのではないか。すると『伝』4-6 にみられるプロティノスの βιβλία のリストは、成

立年代順はいうまでもなく、はたしてもともと全 54 篇であったかについては疑問視せざる

をえないことになってくるのである。 

 ポルフュリオスが Enn.編纂にあたって、いわば patch work 的手法を用いたのではないか

という疑念は、第四 ἐννεάς の多くの写本にみられる以下のような奇妙な構成から、さらに

深まってくる（cf. M.-O.Goulet-Cazé, op.cit. pp.298sqq.）。例えば、O.C.T.版第四 ἐννεάς は、

Ⅳ2[4]-Ⅳ1[21]-Ⅳ3[27]―ちなみにⅣ2 等の表記は、『伝』24-25 に付されたポルフュリオスに

よる Enn.の論稿配列順を、また[4]等の表記は、『伝』4-5 にみられる各論稿の成立順を示す

ものと思われる数字―となっており、Ⅳ2 とⅣ1 の配列順序が逆になっている。これは多く

の Enn.写本の当該部分の順序がⅢ9[13]-Ⅳ2[21]-Ⅳ1[4]-Ⅳ2[21]-Ⅳ3[27]となっており、なぜ

か[21]、つまりポルフュリオス版編成におけるⅣ2 が 2 回筆写されているのである。フィキ

ヌスが Enn.の最初のラテン語訳(1492)を試みるにあたって用いた Familia w に属する 13 世

紀写本 Laurentianus 83. 3（Ａ写本）では、2 度目に出てくるⅣ2[21]は欄外に記されている

というが、おそらくフィキヌスは、Enn.をラテン語に訳出するにあたって、Ⅳ2[21]の反復

を単なる重複とみて顧慮せず、したがって第四 ἐννεάς を、写本上最初に位置する[21]をⅣ1

と位置づけ、Ⅳ1 とⅣ2 との順序がポルフュリオス版と逆転することになったのである（フ

ィキヌスのⅣ1 がポルフュリオス版Ⅳ2）。O.C.T.版では、この配列順序をポルフュリオス版

に戻したが、混乱を避けるため、フィキヌスのノンブルはそのまま踏襲したため、Ⅳ2 が

第四 ἐννεάς の巻頭におかれることになったのである（O.C.T.t.II.p.2 n.ad.loc.）。では、なぜ

諸写本では、[21]が二回反復されることになったのか、これについては諸家によりさまざ

まな解決策が提案されているが、決定的なものはない。ただここで考えられるのは次のよ

うな可能性である。[13]は、リストでは《ἐπισκέψεις διάφοροι》というタイトルが付され、

9 つのアフォリズムの集成である。また[21]（ポルフュリオス版のⅣ2）は、例えば O.C.T.

版でわずか 1 頁たらずのものである。そしてこの場合、ポルフュリオスは、第四 ἐννεάς に

九篇の論文を確保するために、当初 10 のアフォリズムから構成されていた[13]から最後の

一章をⅣ2 として独立させたとみても必ずしも不当ではないであろう。 

ポルフュリオスが、権威あるテクスト（無論プロティノスの βιβλία はその一つである）

にどのように対したか。それをうかがわせるのが、エウセビオスの《Praeparatio Evangelica》

(Ⅳ.7.1-2)に伝存されている彼のいわゆる《de philosophia ex oraculis haurienda》の断片であ

る。彼は『神託集』を編むにあたって、まず神託に何かを付加したり、その意味から何か

を取り去ることは、不敬を犯すことのないように行わないが、語法や韻律に誤りがあれば

訂正する（διορθεύειν）と述べ、しかしそれに続いて、意味を明快にするために手直し

（µεταβάλλειν）や、目的にそぐわない箇所は抹消する（διαγράφειν）、と述べているので
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ある。そして彼によれば、こうした作業は、神託の意義（τὸν νοῦν）をそこない、不敬を

犯すことにはならないというのである。神託集を編むにあたってのこうした態度は、

διάταξις の範囲を超え、διασκευή の次元にまでふみこんだものといわざるを得ない（cf. 

Mansfeld, op.cit.p.112,191）。彼が Enn.の編纂にあたって διασκευή にわたる作業までをも試

みたか否かは、確かめる術はない。ただ現在プロティノスの研究をしようとすれば、『エウ

ストキオス版』、『アメリオス版』の存否はともかく、テキストとしては、ポルフュリオス

版 Enn.に依存せざるを得ない。しかも親本としてのポルフュリオス版 Enn.自体は散逸し、

さまざまな伝承過程を経た諸写本とそれに基づく近代の校訂本に依拠しつつ、われわれは

プロティノスの実像なるものに迫るしかないのである。テキストの伝承史と解釈史とが交

叉しつつ、その時々のプロティノス像が形成されてきているといってもよいであろう。例

えば Enn.近代の最初の校訂本は、1835 年 Fr.Creuzer 及び G.H.Moser により Oxford から刊

行されたが、その際用いられた有力写本に、Ａ写本＝Laurentianus 87.3 及びフィキヌスが

Enn.ラテン訳にあたって作成させたその ἀντίγραφον であるＦ写本＝Parisinus Graecus 1816

がある。両写本には、フィキヌスの推測が書き込まれ、場合によってはＡ写本に読みの変

更がなされているという（cf. H.-R.Schwyzer, op.cit.coll.493sq.）。すでにみたポルフュリオス

版のⅣ2 をⅣ1 への位置づけもその一例といえよう。現行の諸刊本に付された Enn.の章区

分が、フィキヌスのラテン訳に基づくものであり、Schwyzer によると、例えば Creuzer-Moser

版においてもフィキヌスのラテン訳に適合する読みが採択されていることが多い。このこ

とが示すように、フィキヌスの解釈を経た読みが、彼の権威の下に流布していることは否

定できない。われわれは、古典の宿命とはいえ、ポルフュリオス及びフィキヌスの二重の

濾過を通したプロティノスのテキストに対しているといっても過言ではないのである。 

 以上、思いつくままにポルフュリオス版Enn.のテキスト成立上の問題点を指摘してみた。

残された最大の問題・疑問は、プロティノスが、なぜ最も古い門弟であるアメリオスでは

なく、彼に比べれば新参のポルフュリオスに、βιβλία の διόρθωσις を依頼したのか

（διάταξις についてはこれまでふれたように問題がある）。またポルフュリオスは、なぜ

プロティノスの死後約 30 年後、『伝』を執筆したのか。しかもその場合、師の βιβλία の

Enn.への基本的編集作業は、『伝』執筆までにすでに完成し、本来師の生前にとりかかるべ

き作業は、『伝』最終章が示すように、これからとりかかろうとしているのである。つまり

διόρθωσις を経た Enn.版は、『伝』最終章執筆時には、まだ完成されていないことになるの

である。 

第一の問題についていえば、たしかに『伝』には、プロティノスとアメリオスとの間に

例えばその(10)にふれられているエピソードから窺えるように、信心に関し態度のズレが

あったように思われる。また『伝』の冒頭では、アメリオスが、師の意思に反しその肖像

画（ἐικών）を密かに描かせたことが述べられている（Brissonn は、このエピソードを重視

し、古代における全集の巻頭に著者の肖像画を掲載する慣習と関連付け、『アメリオス版

Corpus Plotinianum』の Enn.に対する先在を主張する。cf.L.Brisson,op.cit.p.809,なお、筆者は、

別の解釈を試みたことがある。「プロティノスの肖像」中公版『プロティノス全集』第一巻
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月報所収）。このためアメリオスは、師の不興を買ったかもしれず、それを暗示するため、

ポルフュリオスはことさら『伝』巻頭にこの話を置いたとも考えられなくはない。だが、

先の『伝』(18)にみられる師に異論を唱えたポルフュリオスや、『伝』(16)におけるグノー

シス派のゾストリアーノスに対する反論をアメリオスの書かせていることが示すように、

彼に対するプロティノスの信頼は確固たるものであったように思われる。『伝』(15)からす

ると、プロティノスは、自身と見解を異にする人物や学派に対する反論を信頼する門弟に

委ねていたと考えられるからである。 

ところで διάταξις については疑念が残るにせよ、アメリオスを差し置いて、διόρθωσις

が一人ポルフュリオスに委ねられた理由の一端は、後のプロクロスが『ティマイオス注解』

（InTim.II, 300.23- 301.5, D. adTim.37a6-7）の中で伝えている両者にまつわる次のエピソー

ドに求められるかもしれない。そこでは、アメリオスが、（ψυχή が）＜λήγει κινουµένη＞

と記されたテキストを前にして､36c4(｢魂は休みなく活動する｣)との関連で解釈に苦吟し

ていた際、ポルフュリオスに＜λέγει κινουµένη＞と読むべきことを指摘され、落胆したと

いわれている。Enn.において、プロティノスはしばしば『ティマイオス』に言及しており、

おそらく講義においてもテキストとして用いたであろう（『伝』14 参照）。その際アメリオ

スは誤写したテキストを持参し、その場にプロティノスが居合わせたとすれば、それを機

に διόρθωσις に関してはポルフュリオスの方が才ありと認められることになった可能性も

ある（プロティノスの人間に対する洞察力については『伝』11）。 

ところで、プロクロスは、同所でこのエピソードの後日談を伝えている。それによると、

後にポルフュリオスは、ソシクラテースがアメリオスと同様の読みをしているのを発見し、

もし他にも自分と同じ読みをしている者のいることを知ったならば、彼は喜んだことであ

ろう。だが、すでに以前に彼は亡くなっていた、というのである。両者をめぐるこのエピ

ソードは、先の第二の問題について、解明の鍵を提供してくれる。L.Brisson に従って端的

にいえば、それは、ポルフュリオスがアメリオスの死を待っていたからに他ならない

（cf.L.Brisson,op.cit.p.813、－なお、Brisson は、アメリオスの生没年代を 216/226-290/300

と推定している。p.800－）。ただしこの場合、Brisson の意図は、『アメリオス版』の Enn.

に対する先在、及びそこから『エウストキオス版』の存在を否定することにある。『アメリ

オス版』は、Enn.とは構成は無論、さらには一部内容も異なっている可能性も考えられな

くはない。そしてその所以は、ひとえに διάταξις の有無にある。Enn.公刊に先立って、『伝』

が執筆されていたのは、ひとえにこの διάταξις を正当化するためと考えざるを得ない。そ

して Enn.編纂を正当化する根拠としての διάταξις の師による依頼が事実であるか否か、そ

の最も確実な証人は、ポルフュリオスが師の許にいた６年間、聴講と議論を共にしていた

アメリオスなのである。 

 30 年間経過の問題については、例えば、H.D.Saffrey が《Pourquoi Porphyre a-t-il édité  

Plotin》in Porphyre: Vie de Plotin, t.II.1992,pp.31sqq.)で試みられている、師との葛藤を含めた

ポルフュリオス自身の思想上の変遷の見地も今後検討必要があろう。Saffrey は、『伝』(11)

に述べられているポルフュリオスのシチリア移住を、単なるメランコリケ－の養生のため
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の転地ではなく、師のアリストテレス批判に対する反発等の思想上の動機もあったと考え

ている。その理由の一端は、シチリアにおけるアリストテレス解釈への没頭、『プラトンと

アリストテレスの見解の一致』といった著作活動に求めている。そして、その後ヤンブリ

コスの Theurgie との対決を通じて、ポルフュリオスは次第にプロティノスへと回帰し、Enn.

の διάταξις（これがプロティノスの依嘱であることは Saffreyも認めてはいない―cf.p.47―）

に至ったというのが、この論稿の要旨だといってもよい。しかし Saffrey のあげる著作は、

例えば、先の『プラトンとアリストテレスの見解の一致』は伝存せず、《スーダ》に 7 巻本

として書名のみがあげられているにすぎず、反面彼には『プラトンとアリストテレスの見

解の懸隔』の存在が後代のエリアスにより伝えられており（cf.A.Smith. Porphyrios 

Fragmenta, Teubner,1993,p.258）、この興味ある仮説の検証は困難だといってよい。またアメ

リオスについても、先の Brisson は、彼のアパメア移住が、プロティノスの著作のシリア、

パレスチナ流布への重要な契機となったと考え、とりわけその著作がオリゲネス、エウセ

ビオスの師パンフィロスゆかりの《Bibliothèque de Césareé》に架蔵されていたのではいか

という仮説を提示しているが（op.cit. p.809）、これは Enn.のテキスト伝承史を考える場合、

今後検討に値するように考えられるのである（なお、同図書館については、拙稿《Philo 

Latinus》『中世思想研究』XXXVIII-1986-所収参照）。 

 

 

 

 

＜コメント＞ 当日数々の質問をいただいたが、その中で、発表者自身問題を感じながらも、

十分にふれることができず、今後若い研究者に託したい問題を二点記しておく。 

 （１）古代の『伝記』の伝統の中に、ポルフュリオスのいわゆる『プロティノス伝』をどの

ように位置づけるべきか。 

 発表中にもふれたが、ポルフュリオスによる師の『伝記』は、古代の諸伝記の中では特異な

ものであり、主たる目的は、師の生涯をたどることよりも、師の諸論稿を《Ἐννεάδες》として

編集することの正当化にあった。とはいえこの問題は、今後エウナピオスとの比較はいうまで

もなく、広く古代の哲学者に関する伝記的叙述のコンテクストにおいて検討してみる必要があ

ろう。 

 （２）プロティノスの諸論稿をどのような順序で読み進めるべきか。 

 発表中指摘したところであるが、プロティノスが残した論稿が 54 篇であり、その成立順が、

はたしてポルフュリオスが記した通りであるかには疑問が残る。当日、成立年代順に従って読

むことが妥当だとする見解が大勢を占めたようにうかがえるが、一応ポルフュリオスの記述に

信憑性をおくとしても、はたしてそうした読み方は妥当であり、著者プロティノスの意図に則

したものといえるのであろうか。ポルフュリオスの述べているように、プロティノスは体系的

著述を意図していなかったとすれば、成立順に読み、そこにプロティノスの思想展開の軌跡を

みようとすることは、かならずしも妥当ではないように思われる。ポルフュリオスは、『プロテ
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ィノス伝』によれば、読者の便宜を考慮し、ひいては師の思想を広く世に広めるために、諸論

稿を《Ἐννεάδες》として編集したことになるが、この問題は、単にプロティノスに止まらず、

多くの著作を残した他の哲学者の場合についても検討に価するように思われる。 

 


