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はじめに 

プロティノスは、後代の新プラトン派の人々のようにプラトンやアリストテレスの著作

についてまとまった註解を著したわけではないが、自らの教説を、新しいものではなく、

プラトンをはじめとして、先人たちがすでに説いていることの解説だと述べている(V, 1, 8, 

10-14( )1 )。じっさい、『エンネアデス』においては、逐語的か否かは別にして、プラトンの

著作からの引用が数多く見いだされ、論じられている。なかでも、『ティマイオス』につい

ては、『エンネアデス』中のほとんどの論文において何かしら語句の引用がなされ、またそ

の内容が議論の発端となったりしており、この著作が、プロティノスにとってプラトンの

著作中重要なものの一つであったことがうかがえる。しかし、これはプロティノスに限っ

たことではなく、『ティマイオス』はプロティノス以前の時代においても、多くの人々によ

って、プラトンの著作中特に頻繁に取り上げられてきたものであり、とりわけ『ティマイ

オス』において論じられている宇宙の生成とそれにかかわるいくつかの概念は、今日中期

プラトン主義という名称のもとに名を挙げられる人々によっても様々に論じられてきたの

であって、『ティマイオス』をいかに解釈するかということ自体が、当時の思想家にとって

大きな課題であった( )2 。 

プロティノスは、「神のごときプラトン」(IV, 8, 1, 23)という表現にみられるようにプラ

トンを神聖視する反面、プラトンの著作には一見矛盾する記述や理解しがたい難問が含ま

れていることもいくつかの箇所で指摘し、それを調停することを自らの課題としている( )3 。

『ティマイオス』との関連においては、プロティノスは、ヌースとデミウルゴスとの関連、

魂の身体への降下と宇宙の生成における魂の賦与とをどのように意味づけるかといった問

                                                  
( )1 以下、『エンネアデス』のテクストは、Oxford Classical Texts所収のHenry-Schwyzer版によ

る。 
( )2  J.Dillon, The Middle Platonists, London, 1977, p.8. なお、筆者の気づいたところでは、

『ティマイオス』の受容史については、近年の研究として、Gretchen Reydams-Schils, 
DEMIURGE AND PROVIDENCE: Stoic and Platonist Readings of Plato’s Timaeus, 
Trurnhout, 1999, お よ び  ed.Ada Neschke-Hentschke, LE TIMÉE DE PLATON: 
contributions à l’histoire de sa réception, Louvain-Paris, 2000 がある。 

( )3  IV, 4, 22, 12ff.：IV, 8, １, 27ff.等参照。 

『ギリシャ哲学セミナー論集』II  (2005.3) 
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題を取り上げ、様々に論じているが、その中に、質料といわゆる「第三の種族」(48e)との

関連にかかわる問題も含まれている。『ティマイオス』において、「受容者」（受け皿）は、

「何か、目に見えないもの・形のないもの・何でも受け入れるもの・何かこうはなはだ厄

介な仕方で、理性対象の性格の一面を備えていて、きわめてとらえ難いもの」だと言われ

ている(51a7-b2)。また、プロティノスによれば、これに関して、プラトン自身が「自分の

求めるものを熱心に追求しながら、・・・多くの難問を提示することになった」(III, 6, 12, 9-11)

のである。このとらえ難いものを可能な限り明らかにしようということが、プロティノス

の一つの課題であったとみることもできる。質料の問題は『エンネアデス』中の様々な箇

所で論じられているが、本発表においては、『ティマイオス』の記述が多く引用され、論じ

られているIII, 6[26]（「非物体的なものの非受動性について」）を取り上げ、プロティノス

が質料の問題との関連において『ティマイオス』の叙述をどのように読み取り、自己の思

想の枠組みのうちに取り入れているのかを検討したい。 

１．「下に横たわる何か」と「受け皿」―共通の理解として 

 プロティノスは、質料を主題として取り上げた『エンネアデス』II, 4[12]（｢質料につい

て｣）の冒頭において、質料の観念をもつに至った人々に共通の理解として、二つの規定を

提示している(II, 4, 1, 1-4)。一つは「下に横たわる何か」(ὑποκείµενόν τι)であり、いま一つ

は形相の「受け皿」(ὑποδοχή)である。プロティノスによれば、これらはすべての人々が共

通に主張するものである。しかし、下に横たわるものとは何か、それがどのようにして、

何を受け取るのかということを探求し始めると、人々の意見は分かれたと言われている

(ll.4-6)。 

「下に横たわる何か」とはアリストテレスの『自然学』(I 9, 192a31)における生成消滅の

基体としての質料に基づく規定だと考えられ、アリストテレスはまた、プラトンが『ティ

マイオス』の中で質料と「場」とを同じものであると言っている、と述べてもいる(『自然

学』IV 2, 209b11)。それに対し、「受け皿」とは、プラトンの『ティマイオス』(49a6)に見

られる語であり( )4 、それは、宇宙の生成にかかわる記述の中で生成の「養い親」とも「場」

(χώρα, 52a8)とも言われ、一切を受容するものとされている。しかし、『ティマイオス』に

おいては、これと質料(ὕλη)という語を結びつける記述はみられないのであって、アリスト

テレスの記述は非常に恣意的な解釈、あるいは誤解とみることもできよう。そして、プロ

ティノスの言う質料についての共通の理解とは、多分にアリストテレスのこうした解釈の

影響を受けたものである、とみることができる。このようなとらえ方はアリストテレスの

みならず、アカデメイア内部においてすでに一般的理解となっていたと推測することも可

能かもしれない( )5 。そうだとすれば、プロティノスは、すでに質料についての伝統的な理

                                                  
( )4  プロティノスは「形相の受け皿」と述べているが、『ティマイオス』(49a6)では「あらゆる

生成の受け皿」となっている。 
( )5  B.Fleet､ Plotinus: Ennead III, 6 On the Impassivity of the Bodiless, transl. & comm., 
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解となっていた事柄を、人々の共通の理解として挙げているとみることができよう。じっ

さい、これから取り上げる『エンネアデス』III, 6 においても、基体としての質料と形相の

「受け皿」とが同一視されており、『ティマイオス』解釈の面からみれば、それを前提とし

て『ティマイオス』における三つの種族、つまり常に同一を保ち、理性の働きの対象とな

る形相と、その可視的な似像であり生成消滅するものと、形相の「受け皿」がどのような

関係にあるかが論じられているのである。 

２．非物体性と存在の階層化の視点 

III, 6 には、「非物体的なものの非受動性について」という題名が付されており、第１章

から第５章までは魂の非受動性について論じられ、第 6 章から最終章の第 19 章までは質料

の非受動性について議論が展開されている。III, 6 において非物体的なものとされているの

は魂と質料であり、両者の非物体性が強く主張され、それが非受動性の根拠とされている

ことがまず目を引く。 

なぜ、非受動性が問題とされるのであろうか。Ⅲ, 6 の魂の非受動性に関する議論は、「魂

は、物体が熱せられて熱くなったり、冷やされて冷たくなったりするような、そのような

変化や変容を受ける」( )6 というストア派の見解を否定することから始まっている。また、

第６章の冒頭では、「質料は受動的なものであって、あらゆる点で変容を受けるものである

のか( )7 、それともこの質料も（魂と同じように）非受動的であると考えるべきなのか、ま

たその場合どのような意味で非受動的であるのかを考察しなければならない」と言われ、

ストア派の主張を踏まえて、それに対して疑問を呈することが議論の発端となっている。

このようにみると、III, 6 は、直接には魂も質料も物体と見なすストア派に対する反駁を意

図しているととらえることができよう。そして、III, 6 においては、『ティマイオス』の叙

述とあわせて、アリストテレスの質料に関する見解が援用されており、また、自己の見解

と反する見解を問いの形で提示し、叙述が進められていくことから、『プロティノス伝』第

13, 14 章に伝えられているような、プロティノスが弟子たちと実際に行った議論を再現し

ているとみることもできる( )8 。しかしそれのみならず、冒頭でふれたように、プロティノ

スは、質料の問題に関してプラトン自身が難問に出会ったと見なしており、それに何らか

の答えを見出すことを自らの課題としているのであって、III, 6 においては、全体のほぼ三

分の二が質料の非受動性を論ずるために充てられており、しかも、『ティマイオス』

(48e-52d)にみられる形相の「受け皿」・生成の「場」・「養い親」・「母」といった表現が取り

上げられ、議論が進められている。 

Ⅲ, 6, 6 からプロティノスは質料について論じはじめるが、その冒頭においてプロティノ

                                                                                                                                                
Oxford / New York, 1995, p.164. 

( )6  SVF I, 234:III, 459 参照。 
( )7  SVF II, 309 参照。 
( )8  Fleet, op.cit., pp.xvii-xviii,  
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スは、「全体としての形相のもとに秩序づけられている可知的実在は非受動なものである

と考えなければならない」と述べ、さらに、「質料もまた、可知的実在とは異なる意味にお

いてではあるが、非物体的なものの一つであって、それがどのようなあり方をしているの

かを考察しなければならない」と述べている(III, 6, 6, 1-4)。すでに、第１章から第５章にお

ける議論において、可知的実在としての魂が真の存在であって、非物体的であり非受動な

ものであることが主張されたが、ここでは、質料も非物体的なものとされ、さらに非物体

性と非受動性が結びつけられている。彼によれば、質料は基体となっているのであり(τὴν 

ὕλην τὴν ὑποκειµένην, III, 6, 7, 1)、物体は質料と形相とからなる合成体(σύνθετον)であって、

それを構成する質料と形相のどちらよりも「より後のもの」(ὕστερον)であるから(III, 6, 7, 4)、

質料も魂も物体そのものではなく、その意味では、両方とも非物体的なものということに

なる。 

では、「魂とは異なる意味において」非物体的であるとは、どのようなことなのであろう

か。プロティノスはそこに存在と非存在の視点を導入する。彼によれば、完全な存在は「自

己の保全のために何も必要とせず、さらに他の存在すると思われるものにとって、存在す

ると思われることの原因である」（Ⅲ, 6, 6, 12-14）。さらに、それは、『ティマイオス』(48e6)

の言葉に沿って、「恒常的なものであり、同一の状態を保ち、いかなるものも受け入れず、

いかなるものもその内へと入ることはない」ようなものであると言われる（ll.19-20）。そ

して、そのようなものはヌースであり、完全なる知であり、そのありようは、すべてが同

時にあって、すべてが一つでなければならないとされる(l.23)。それに対し、物体の場合、

「ある」ということは、「非存在である」ことである(ll.31-32)とプロティノスは述べる。 

物体の本性はどうして「非存在」なのか、また物体が依拠する質料がどうして「非存在」

なのであろうか。この問題は、プロティノスにおいてはしばしば形相への関与の度合いと

いう観点から論じられるが、III, 6 では受動か非受動かという視点から論じられている。す

なわち、日常的経験に即してみるならば、打撃に対して反発することによって、打撃を加

えられたものはその実在性を明らかにする。では、圧迫もせず、強制もせず、反発もせず、

まったく見えないもの、つまり魂とヌースがどうして真に存在するものなのであろうか。

プロティノスによれば、それ自身で充足しているもの、すなわち存在するものは、他のも

のをかき乱すことが少なく、他のものに苦痛を与えることもないのであって、彼の理解に

おいては、日常的経験とは逆に、他を圧迫したり、打撃を与えたりするものほど存在に与

る程度が少なく、実在性を欠いているのである（III, 6, 6, 41sqq.）。つまり、物体性の高い

ものほど受動性が高く（ll.53-53）、また物体性の高いものほど非存在にかかわっている

(ll.59-60)とプロティノスは述べており、物体性と受動性および実在性の欠如が相関するも

のとしてとらえられている。そうした意味では、物体は非存在ととらえることができるが、

「魂とは異なる意味において」という限定が付されているにせよ、やはり非物体的なもの

とされる質料が非存在と言われるのはいかなることなのであろうか。質料はいったいどの

ようなものとしてとらえられるのであろうか。 



質料・基体・受け皿 5

プロティノスはまず否定を連ねることによって( )9 、それに答えようとする。すなわち、

質料は、魂でもヌースでもなく、生命でも形相でもなく、ロゴスでも限度でもなく、力で

もない。こうした言及の仕方は、たとえばI, 8, 1, 1-5 において、質料を悪と結びつけ、まっ

たくの欠如としてとらえ、限度のなさ、形のなさといった点を次々と列挙していく叙述の

仕方を想起させる。しかし、この箇所では、質料が悪と関連づけられることはなく、ただ

非存在であり非物体的であることが強調されている。すなわち、今列挙されたものは存在

にかかわるものであって、質料はそのようなものではないと言われているのであるから、

質料が非存在と言われるのが適切であるということになる。そればかりでなく、質料は「真

の意味での非存在」(ἀληθινῶς µὴ ὄν)である、とプロティノスは述べている(III, 6, 7, 11-12)。

したがって、可知的実在と物体と質料は、存在と非存在の観点からすれば、「存在(τὸ ὄν)」

―「非存在(µὴ ὄν)」―「真の意味での非存在(ἀληθινῶς µὴ ὄν)」というように階層化され

てとらえられていると言えよう。先に「質料は、魂と異なる意味においてではあるが、と

もに非物体的である」と言われたが、それは、魂は「存在」の領域に属し、質料は｢非存在｣

の領域に属するという点で異なっていると解することができよう。また、「真の意味での非

存在」と言われる点で、「非存在」と見なされる物体とも異なることになる。III, 6 におい

ては、「一なるもの」を頂点とするいわゆる発出の体系については直接言及されていないが、

「真の意味での非存在」という質料のとらえ方は、そのような体系に基づく存在の階層化

の視点と密接に関連していると言えよう。 

さらに、ここで注目されるのは、プロティノスが質料について、「存立への希求」

(ὑποστάσεως ἔφεσις, III, 6, 7, 13)という独自の表現を用いていることである。この表現は、

質料を「真の意味での非存在」とみなす一方、ヌースと魂の生成の際に言及される両者の

存立の仕方、つまり上位のものによって生み出されたいまだ不定のものが、生み出したも

のの方へ向き直ることによって限定され、一つのヒュポスタシスとして存立するという定

式が一見質料にも適用されるかのような印象を与える。しかし、質料はあくまでも非存在

であって、どんなに望もうとも何か定まったものとして存立することはないのであって、

いわばむなしくそれを希求するということになる。それゆえ、質料はヌースからの力を受

け取っておらず、存在をまったく欠くものと言われているのである（l.20）。だが同時に、

「希求」という語は、全面的な負のイメージを表すものではなく、先に言われたように、

むしろ基体として物体の存立にかかわっていくという質料の一面を示唆しているように思

われ、後に質料が「生成の原因」と言われていることとも関連すると考えられる。 

３．基体の非受動性―「鏡」と「受け皿」 

プロティノスは、III, 6, 12 において、プラトンの名を挙げ、プラトンも質料が非受動で

                                                  
( )9  否定を連ねる表現は、存在を超越し、言表不可能なものとしての「一なるもの」について言

及する際、しばしばみられるものであるが、「真の意味での非存在」という点において、質料

もまた言表しがたいものととらえられているのではないかと思われる。 
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あると考えていたのであり、『ティマイオス』にみられる形相とその影と受け皿との関係に

ついて、形相が基体のうちに生じて、基体に形を与え、その結果基体と形相が混ざり合い、

互いに影響を受けて共に変化して一つの合成体が生ずると考えているのではない、と見な

していたと述べている。たしかに、『ティマイオス』においては、受け皿について、「すべ

ての物体を受け入れるもの―そこに入ってくるいかなるものにも似た姿も決して帯びるこ

とはない」(50c1)、「自分が受け入れるはずのどんな姿とも無縁」(50d7)と言われている。

これをプロティノスは、非受動性という観点から論じている。 

しかし、形相を受け取るものが非受動的であるとはどのような意味なのであろうか。何

かを受け取るものと規定される以上、それが影響を受けないということがありうるのであ

ろうか。 

III, 6, 8 において、プロティノスは、質料が非受動であることをアリストテレスの変化に

関する観点を援用しながら叙述する。彼は、アリストテレスの『自然学』第１巻７章の議

論に依拠して、アリストテレスのいう単純体としての基体と質料とを同一視し、議論を進

めている。全般的に言えば、変化とは、作用を受けるものと反対のものがそこにやってき

て生ずるのであり、例えば、暖かいものが冷たいものになるのは、基体にある暖かさに対

して冷たさがやってきて変化が生ずるのである。では、火が消えるという例を考えてみよ

う。火が消えるのは、火が他のものと置き換えられるからであって、そこで火が燃えてい

るところの基体そのものは消滅することはないのである。プロティノスにおいては基体は

質料と同等視されているのであるから、上述の言葉は、人は火が消えたとは言うが、質料

が消滅したとは言わないと言い換えることができる。ここでは、「生成過程には常に何かが、

すなわち生成するものが、その基に置かれてあらねばならない。」（『自然学』Ⅰ, 7 190a）

というアリストテレスの見解が下敷きになっていると考えられる。『自然学』の議論は、生

成の過程における原理としての形相と質料について論じているのであるが、それをプロテ

ィノスは存在の階層における質料の説明に取り込んでいると言えよう。 

しかし、質料は、暖かさや冷たさやその他無数の性質を受け入れているのに、どうして

それらから影響を受けないでいられようか。それに対し、プロティノスは「あるもの(A)

が別のもの(B)にそなわっている(παρεῖναι)」あるいは「あるものが別のあるものの内にあ

る」ということが一つだけの仕方で言われるのではないということを提示する(III, 6, 9)。

プロティノスによれば、あるものが別のものにそなわる仕方には二通りある。すなわち、

１）あるもの(A)が別のあるもの(B)にそなわることによって、Bを変え、より劣ったものに

したりより善いものにしたりするようなそなわり方と、２）AがBにそなわることによって、

B自体はいかなる影響も受けないが、何らかの状態や形が生ずるというそなわり方の二通

りである。これら二通りのそなわり方の区別は、AがBにそなわることによって、Aを受け

入れたBが何か影響を受け変容するか否かということにかかっている。ここでは１）の例

は挙げられておらず、２）にあたるものとして、プロティノスはまず、魂の場合に言及し

ている。ここで「魂の場合」と言われているのは、魂が身体にそなわるという関係が考え

られているのではなく、「魂の場合に述べられたように」(l.6)という語句が示すように、こ
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のIII, 6 の第１章から第５章で論じられた魂の非受動性に関する議論を受けていると思わ

れる。そこでは、徳や悪徳が魂にそなわると言われる場合や、恥ずかしさや臆病が魂に生

じるようにみえる場合も、魂は非受動であるとされているのである( )10 。さらにプロティノ

スは２）の例として蜜蝋・光・色・鏡・透明なものの場合を列挙している。プロティノス

によれば、「あるものがあるものにそなわること」や「形を置くこと」を「影響を受けるこ

と」だと述べてはならない。例えば、人が蜜蝋に形をつける場合、ある形が蜜蝋の上にあ

っても、蜜蝋が別のものになってしまうわけではないし、光がものを照らす場合には、光

は照らされているものの形を変えるわけではなく、その意味では照らされているものは光

から影響を受けてはいない。また石は冷たさがそなわることによって冷たくなっても石で

あることに変わりはない。線や面に何らかの色をつけても、線や面自体は何ら変化するこ

とはない。そしてこれらの例が質料の場合にも該当するとプロティノスは考えている。さ

らにその端的な例としてプロティノスが挙げているのは、鏡や透明なもの一般の場合であ

る。すなわち、「鏡や一般に透明なものはその中に見える影によって何の影響も受けない」

のであって、この例こそが質料が非受動であることを示すのに最も適切な例であるとプロ

ティノスは見なしていると言えよう。というのも、鏡とそこに映る像との関係は、形相の

影を映す「場」としての質料とそこに映る影との関係と相即するからである。プロティノ

スによれば、質料のうちにあるのは影であり、しかも質料は鏡よりもはるかに影響を受け

ないものなのである（III, 6, 9, 18-19）。 

プロティノスもたしかに、アリストテレスのように、ある性質と反対の性質のものが来

ることによってその性質が滅びることを認めてはいる。しかし、プロティノスにおいては、

それはいわば質料に映る影、つまり見せかけにおける見せかけの変化にすぎないのであっ

て、それによって質料自体は何ら影響を被ることがないのである。 

影を受け入れるものとしてのこのような質料のあり方をさらに詳細に述べるために、プ

ロティノスは質料と鏡との類比をIII, 6, 13 において再度提示する。プラトン自身は、『ティ

マイオス』における受け皿の叙述においては鏡との類比に言及してはいないが、『国家』(VI, 

509esqq.)の線分の比喩の箇所において、似像とは、影、水面に映る像、稠密で滑らかで明

るい構成をもった事物に映る映像だと述べており、プロティノスの鏡の比喩との関連を思

わせる。プロティノスが、III, 6, 13 において鏡の例を引くのは、偽りのものの中へ偽りの

ものが入っていくという関係を示すためである( )11 。鏡が像を映す場合、鏡、鏡の前の事物、

鏡に映る事物の映像の三つ組みがなければならない。これらは、プロティノスが繰り返し

言及している『ティマイオス』にみられる三種のものと照応する。すなわち、鏡が受け皿、

                                                  
( )10  例えばIII, 6, 2 の叙述によれば、魂に徳がそなわっていると言われる場合、それは魂が自己

の本性にしたがって活動している状態をさすのであって、プロティノスはそれを魂の変容と

は見なしていない。逆に悪徳がそなわっていると言われるような場合、例えば臆病や放埓と

いった状態は、魂が本来の活動をなしていない場合をさすのであって、悪徳がそなわること

によって魂が何か影響を受け、変容するわけではないとされている。 
( )11  III, 6, 7, 25sqq.においては、質料とそこに映る像との関係を鏡、夢、水に映る映像を引き合

いに出して言及されている。 
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鏡の前の事物がモデルとしての形相、その似像が鏡に映る映像と対応する。鏡に映る像は

鏡の前に当の事物がなければ映りえないのと同様に、もし存在するものとしての形相を取

り除いてしまえば、感覚において見ているものは何一つとして現れることはできない(III, 6, 

13, 36sqq.)。ただし、鏡はそれ自体が現に目に見えるものであり、形をもつものであるのに

対し、質料は形相ではなく、それ自体は不可視である( )12 。鏡は像を映す以前に、鏡として

われわれの目に見えているが、質料は形相の像を写す以前にはそれ自体としては不可視の

ものであり、それは、空気が光を受けても見えないのと同じような状態にあると言われて

いる。 

 鏡の場合は、それ自体が形あるものとしてあるので、そこに映っている像が消え去って

も、鏡自体は見えるし、鏡はそのままの状態でとどまっている以上、われわれは鏡に映っ

ている像が実際にそこにあるとは信じない。これに対し、質料の場合は、そこに何らかの

影が映っていようといまいと、質料自体は目に見えないのであるから、形相の受け皿、い

わば鏡としての質料が像を映しているのであっても、そこに見えているのは映像ではなく、

事物そのものであるとわれわれは錯覚してしまうであろう。じっさい、プロティノスは、

質料は、それ自体不可視であり、見ようとする者を避けると述べている(III, 6, 7, 14-15)。し

かし、鏡に映る像の例を念頭に置けば、質料の場合にも、何であれ「質料の上には、ただ

あるように見えるにすぎない。われわれは存在するものの＜存在＞をその仮象の原因とし

なければならない」とプロティノスは述べている(III, 6, 13, 51-52)。質料に映る像の原因は

真に存在すると言われる形相であって、質料はただそれを映すものにすぎない。ただ像を

映すという点においては、質料と鏡は同じ役割をはたすが、しかし、両者は、鏡がそのも

の自体として存在するのに対し、質料はそれ自体としては目に見えることはなく、存在性

を欠くという点において大きく異なっている。また、像であるという点においては、質料

に映るものも真に存在するものではなく、形相が質料に映ることによって立ち現れる可感

的世界は真に存在するものではなく、真に存在するものに与ってはいても、その関与の仕

方は真のあり方ではなく、存在性において劣っているということになる( )13 。 

さらにIII, 6, 13 において、プロティノスは、質料は受動的であると見なす人々が「質料

は形相を逃れる」と述べていることに言及し、この語句の意味を検討している( )14 。この「質

料は形相を逃れる」という表現は、『ティマイオス』(49e)の記述に基づくと考えられる。

そこでは、火と空気、空気と水、水と土が相互に変化することを前提として、例えばいま

ここで火や水として現れているものも生成変化して別のものになるのであるから、それを

一定の何かとして呼ぶべきではないと言われている。そして、「そのようなもの（生成変化

                                                  

c

( )12  『ティマイオス』51a7 において、受容者は不可視で形のないものと言われていることを想

起させる。 
( )13  質料と鏡との類比については、すでに魂の降下との関連において論じた。拙稿「ディオニ

ュソスの鏡―プロティノスにおける魂の降下と質料とのかかわりをめぐって―」（日本倫理

学会編『倫理学年報』第 43 集、1994 年、pp.3-17）参照。 
( )14  Fleetは、ここでのプロティノスの議論をあるプラトン主義者たちの誤った『ティマイオス』

解釈に対する彼の反論だと見なす。Fleet, op. it., pp.223-224. 
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してやまない火や水のようなもの）は、＜これ＞とか＜それ＞とか、また＜それに＞とか、

すべてそれらを永続性のあるものとして示すような宣告に、おとなしく服していることな

く、逃亡して行く」(49e2-4)と述べられているのである。ここから、「質料は形相を逃れる」

という語句が引き出されると考えられる。しかし、『ティマイオス』のこの箇所では、受け

皿について述べられているのではなく、むしろ受け皿に立ち現れる個々のものについて、

「永続性のあるものとして示すような宣告」をから逃れていくと言われているのであって、

受け皿と同一視される質料自体について言われているわけではない。その意味においては、

「質料は形相を逃れる」と述べる人々は、受け皿としての質料と生成変化するという意味

で受け皿に入り込み去っていく個々のものとを混同しているということになり、「質料は

形相を逃れる」という述べる人々に対し、プロティノスはその点を批判しているのだと考

えられる。『ティマイオス』においては、すべての物体を受け入れるもの（受け皿）につい

ては、「いつでも同じものとして呼ばれなければならない」(50b)とされている。また、プ

ロティノス自身も、「けっして質料は自己自身から逸脱することがないのであり」(Ⅲ, 6, 

13)、質料は、「そこに常に何かが入り込み、また出て行くために、質料のままとどまり

（µένειν）、何かが去っても非受動でなければならない」(ll.29-31)と述べているのである。 

しかしそれでもなお、プロティノスは、質料は「常にその本性によって形相を逃れるも

のである」とも述べている(III, 6, 13, 9)。これは、今ふれたような質料は常に質料としてと

どまっているという彼の見解と矛盾するのではないであろうか。この場合に、彼は、先に

ふれた『ティマイオス』の叙述をふまえ、受け皿とそこに生成する個々のものとを明確に

区別したうえで、質料と形相とのかかわり方の観点から「質料は形相を逃れる」と述べて

いると考えられる。すなわち、「常にとどまっている」という質料のありようを形相との関

係の観点からみると、形相を受け入れたとしても、先にみたようにそれから何ら影響を受

けることなく非受動であるという意味において形相とかかわりをもたないということにな

るのであって、そのようなありようをプロティノスは「質料は形相を逃れる」という表現

によって表していると思われる。さらに彼は、質料のあり方を肯定と否定を同時に用いる

特有の表現を用いて、質料は「形相をもたないような仕方で形相をもつ」と述べている

(ll.10-11)。そして『ティマイオス』にみられる「あらゆる生成の受け皿であり、養い親で

ある」(49a5)という表現は、質料のそのようなあり方を意味しているのだと解釈するので

ある。なぜなら、質料が生成の受け皿であり、養い親であるということは、生成と質料と

は別のものであることを意味し、変容を受けるものは生成のうちにあるとすれば、質料は

生成および変容よりも先のものだということになるからである。これは先に物体が「より

後のもの」と言われていたことと符合する。さらにプロティノスは、「受け皿」、「養い親」、

「それぞれのものがそこにやって来て現れ、そして再びそこから出ていくところのもの」

(49e7-8)、｢場であり座である」(52a8-b1)という『ティマイオス』の記述は、どれも質料が

非受動の状態を保っていることを意味していると述べている(ll.15-18)。 

このような意味で質料が形相を逃れているとすれば、「形相の場所」という表現が質料に

ついて用いられたとしても、それは、質料が形相、あるいは存在するものを受け入れると
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いう意味ではないとプロティノスは述べる。本来、場所を占めるということは存在するも

のについて言われることである( )15 。それに対し、質料は存在するもののうちのいかなるも

のでもなく、存在するものの本質から逃れているのであって、存在するものと異なるもの

でなければならないのであるから、存在するものについてと同様の意味で「形相の場所」

と言うことはできないはずである。ここでもまた、プロティノスは「別の仕方」という表

現を用い、質料が存在とはまったく異なるものであることを強調している。質料が受け皿

であるということは、そこに何かが入り込んできても質料は質料のままとどまり、何かが

去っていっても非受動でなければならないということを意味しているのである。それゆえ、

プロティノスによれば、質料のうちに入っていくものは影であり、真実でないものの内へ

真実でないものとして入っていくのである(III, 6, 13, 31-32)。こうしたとらえ方は、『ティマ

イオス』において提示される三つの種族、すなわち常に同一の状態を保つモデルとその写

しと受け皿という図式を言い換えたものと言えよう。そして、ここで目につくのは、質料

のありようについて述べる際、「～でなければならない」という表現が多用されていること

である。プロティノスにとって、質料は、可感的世界の生成を語るために不可欠のもので

あり、「一なるもの」を頂点とする存在の体系の最下層になければならないものであって、

質料について述べる際、プロティノスは質料の現実のありようを叙述するというよりも、

むしろ彼の存在の体系に基づいて要請されるありようを提示していると言えるのではない

だろうか。 

では、質料は可感的世界の成立にいかなる形でかかわっているのであろうか。たしかに、

鏡がなければ像が映りえないのと同様に、質料がなければ、形相の似像としての事物は現

れえない。その意味においては、質料は可感的世界の成立に不可欠のものと言うことがで

きよう。そして、映像は鏡であれ水面であれスクリーンであれ、あくまでも何か別のもの

に映っているのであり、プロティノスはその点を、「他のもののうちに生ずるということが

映像の本性である」と述べている(III, 6, 14, 4)。そして、プロティノスは、映像を映すもの

としての質料のありようを、III, 6, 14 においては、神話的表象を用いて叙述している。 

４．「受け皿」と生成の原因 

 III, 6, 14 の冒頭でプロティノスは、「質料がなければ、何ものも存在しえなかったのでは

ないか。」と述べている。可感的世界の生成を考えるとき、プロティノスは『ティマイオス』

の図式に従っており、形相の影を映すもの、受け皿としての質料は不可欠のものと見なさ

れており、ここでは、常にとどまっていて実際にはそこにやって来ないもののために、つ

まり形相のために座(ἕδρα)を提供するものと言われている。プロティノスによれば、質料

は、無理に自らが映し出す影の本体をつかもうとして欺かれてとらえられず、その結果貧

しいままで、常に物乞いをしている(III, 6, 14, 6-11)。ここでは、質料は物乞い女にたとえら

                                                  
( )15  Tim.52a8-b1, 「およそあるものはすべて、どこか一定の場所に、一定の空間を占めてある

のでなければならない。」 
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れており、ペニアという名は提示されていないのであるが、物乞い女がポロスと交わると

言われていることから、プロティノスはプラトンの『饗宴』(201d)において展開されてい

るエロスとペニアの物語を念頭においていると考えられる( )16 。そして、このたとえは、可

感的世界の生成における質料の役割を、質料の側から述べているとみることもできよう。

プロティノスによれば、質料は、形相を無理やり奪いとろうとする強盗であり、質料は善

性を奪われているがゆえにそのようなものとなっている。しかし、質料は、形相を得るこ

とはできず、結局は施しをなす者が与えてくれるもので満足することになるのであって、

その意味では強盗というよりも、物乞いということになる。これは、質料が形相そのもの

ではなく、形相の影の受け皿であることを意味している。しかし、他面、質料が物乞い女

という表象によって示されるのは、いちおう与えられるもので満足してそれを受け入れな

がら、実はけっして満たされることのないものであることも示唆している。質料は結局の

ところ、形相の影しか受け入れることができず、真の存在に与ることはできないのである

から、その意味においてはけっして充足することはないのである。これは、先に質料が「存

立への希求」であると言われていたことと符号すると考えられる。プロティノスの解釈に

よれば、ペニアはポロスと交わるとされるが、それは真に存在するものと交わることでも

充足と交わることでもない。プロティノスは、ポロスを充足ではなく、ある種の方策に富

むものを意味すると解釈し、ペニアがポロスと交わるとは、質料が映像のもつ何らかの賢

さと交わることだと述べている(III, 6, 14, 15-18)。形相の影像は、真に存在するものではな

いという意味でいわば存在の外にあるが、しかし存在の影である以上、存在にまったく関

与しないということはありえない。それに対し、あらゆる意味において存在しないもの(τὸ 

πάντη µὴ ὄν, l.20)は存在と交わることはない。ここで「あらゆる意味において存在しない

もの」とは質料をさす。質料についてはすでに、常に質料のままとどまっていて、他から

影響を受けることのない非受動のものと言われている。すると、なぜペニアはポロスと交

わると言われるのであろうか。なぜ、存在に関与しえないものが存在に与るのか、あたか

も近くから得るようにして何かを得るのはどうしてなのであろうか。これらの問いに対し

て、プロティノスは以下のように答える。すなわち、あるものを得ると言われても、質料

が受け取ったものはあくまでも実体のない影にすぎないのであるから、それは質料のもと

にとどまることはなく、たとえそこにあるように見えても影が映っているだけであり、結

局は去ってしまうのである。質料の側からみれば、質料は何も受け取らずそのままの状態

でとどまっていることになる(III, 6, 14, 29)。 

このようにとどまっている状態は、さらに質料が敵を阻止する基地になぞらえられ、進

行してくるものに抵抗すると言われている(III, 6, 14, 30)。この比喩に基づくならば、質料

は、やって来るものに対して積極的に何か影響を与えるとか作用を及ぼすというようなこ

とはないが、それを受け止めるということによって、可感的世界の生成において一定の役

割を果たしているとプロティノスが見なしているように思われる。そして、こうしたイメ

                                                  
( )16  この物語は、III, 5[50]においては、エロスとの関連で論じられている。 
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ージは、さらに火をおこすために太陽に向けて据えられた器になぞらえられている

（l.32sqq.）。太陽から発せられた光線は器を通り抜けることはできず、その外に集められ

ることになる。ここで「器の外」と言われているが、これは空間的な意味で外というわけ

ではなく、「器とは異なるものとして区別される」という意味だと考えられる( )17 。このよ

うな比喩は、「一なるもの」が太陽になぞらえられ、そこからの発出が太陽光線の放射にた

とえられることとも密接に関連すると考えられる。すなわち、質料は、「一なるもの」から

の発出を最下層において受け止める役割を担っており、質料に受け止められるからこそ、

そこに形相の似像としての可感的世界が生成するのであって、プロティノスはここで質料

を「生成の原因」と明確に述べているのである(ll.34-35)。 

 しかし、「生成の原因」と言われたとしても、質料は可感的世界の生成においてけっして

積極的な役割を果たすと見なされているわけではない。その点を、プロティノスは、『ティ

マイオス』において「受け皿」に対して用いられている「養い親」と「母」という語の解

釈を通して明らかにしている。『ティマイオス』においては、２度「受け皿」と「母」との

類似が言及されているが(50d3, 51a4)、プロティノスは、質料を表す語としては「受け皿」、

｢養い親｣の方が「母」という表現よりも適切であって、「母」は単なるたとえにすぎないと

述べている(III, 6, 19, 17-18)。なぜなら、質料は何ものも生み出さないからである。プロテ

ィノスは質料をキュベレーと結びつけ( )18 、キュベレーが元来豊穣多産の女神であったにも

かかわらず、アッティスにまつわる神話に基づいて彼女を祀る神官が去勢者とされたこと

から、キュベレーと質料の不毛性とを関連づけている(ll.25sqq.)。彼によれば、古の人々が

質料を｢万物の母｣としたのは、質料こそが基体としての働きをする原理だと見なしたから

である。しかし、彼らはあらゆる点で質料と母親とが類似すると述べているわけではない

と彼は述べている。すなわち、去勢された男たちに取り巻かれているキュベレーと質料と

を結びつけることは、質料が、形相の影を受け取るという限りでは女性の役割を果たすが、

去勢された男たちに取り囲まれているという点では、産む者ではなく不毛であることを示

しているとプロティノスは解釈するのである( )19 。したがって、質料は、形相の影を受容す

るものとして可感的世界を支える原理であり、その限りでは母と言えるが、可感的世界の

生成に関して何か積極的な役割を果たすわけではなく、非受動のまま、常に不毛なものと

してとどまっていることになる。 

                                                  

t

( )17  この「外」の意味については、続くIII, 6, 15 において詳細に論じられる。 
( )18  III, 6, 19 においては、キュベレーという固有名詞が提示されているわけではないが、女性

形の代名詞とそれを取り巻く去勢された男たちと言われていることから、英独仏の訳者はそ

ろって、この代名詞がキュベレーとさすと解釈している。ただし、Fleetは、『ティマイオス』

の影響が指摘されるプルタルコスの記述(『エジプト神イシスとオシリスの伝説について』

372e)を根拠として、この代名詞がイシスをさす可能性も提示している。Fleet, op.ci ., 
pp.295-296. 

( )19 女性は男性の精子を受け取るだけで、男性が生み出すものであって、女性自身は不毛である

という生殖観が反映していると思われる(アリストテレス『動物生成論』A 20, 729a10sqq.)。 
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おわりに 

III, 6 においては、魂と質料を非物体的なものとしたうえで両者の非受動性が論じられて

いるが、プロティノスが質料について述べる際に多用する語として目につくのが、「とどま

っている」(µένειν)という動詞である。プロティノスによれば、作用を受ける、受動すると

は、それ以前のものではなくなることを意味しているのであるが(III.6.19, 7-8)、まさにその

反対の状態を表す語としてこの動詞が用いられており、これはそのまま質料の非受動性を

表していると言えよう。プロティノスは、III, 6 において、『ティマイオス』にみられる「受

け皿」、「養い親」、｢母｣、「場」といった語を取り上げ、それを質料の非受動性との関連か

らさまざまに解釈している。そして、可感的世界の生成の原因として、彼の発出の体系に

おいて要請される質料のありようが、III, 6 においては非受動性という点に集約されている。

プロティノスは、アリストテレスにおける基体に関する議論をふまえて、『ティマイオス』

における「受け皿」と基体としての質料とを結びつけた上で、質料に関する見方を『ティ

マイオス』から読み取るというよりも、むしろ非受動性に集約される質料のありようを『テ

ィマイオス』のうちに読み込んでいるように思われる。非受動性の議論において、プロテ

ィノスはアリストテレスの変化・変容に関する見解に依拠するところが多く、プロティノ

スの質料に関する見解を明らかにするためにも、また彼の『ティマイオス』解釈の特色を

明確にするためにも、彼がアリストテレスの見解をどのように取り入れているかをさらに

詳細に検討する必要があると考えられるが、それは今後の課題としたい。 

 

 

 

＜付記 ― 本稿は、第８回ギリシア哲学セミナー（2004 年 9 月 11 日）における発表に基づく。

当日、多くの貴重な御質問・御意見をいただき、感謝している。以下、当日の質疑応答のごく

一部であるが、概要を記しておく。＞ 

 

○ 質料が<τὸ ὄντως µὴ ὄν >と言われる場合、< ὄν >とはどのような意味なのか。それを敢えて

存在と訳す必要があるのか。アリストテレスが質料について<στέρησις>という場合、規定性

の無さという意味だと思われるが、プロティノスにおける質料はそれとは異なるのか。プ

ロティノスにおける質料はアリストテレスの第一質料と同じなのか。 

―― たしかに、プロティノスは、質料について「無規定」、「欠如」という点を強調し

ており、それはアリストテレスにおける< στέρησις >すると関連すると思われる。しかし、

プロティノスにおいては、まず「一なるもの」を頂点とする存在の階層が想定されており、

規定の無さ、欠如という概念は存在の根源としての善への関与の度合いの濃淡、あるいは

根源からの距離による存在性の希薄化と表裏一体をなしていると考えられる。そのような

観点からすれば、諸階層の最下層にある質料は「真の意味での非存在」という表現で表さ

ざるをえないと思われる。質料について、欠如、異、無限定という語で述べられるが、そ
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れらの表現は常に、その対極に「存在」というものを意識して用いられている。本論でも

ふれたように、質料は生成の原因として彼の体系において最下層に要請されているもので

もあり、それをどのように言い表すか、無規定のものについてそれをどのようにとらえ、

言表するかという問題をプロティノス自身が抱え込んでいたと考えられる。 

アリストテレスにおける第一質料自体が様々に議論されてきた問題であるが、「生成変

化の基体」という意味で、端的に「下に横たわる何か」であるとするなら、本論の冒頭で

述べたように、質料の共通の理解として「下に横たわる何か」を挙げていることからも明

らかなように、質料に対するそうした理解を受け入れていると思われる。しかし、それと

併せて、プロティノスは質料の規定として、『ティマイオス』における形相の「受け皿」を

も挙げているのであって、質料について言われる無規定性、形相の欠如が、存在との関連

において、アリストテレスとプロティノスそれぞれにおいてどのような意味で言われてい

るのかを明らかにすることは大きな課題である。 

    

○ 鏡の比喩等からすると、われわれの眼前にあるこの世界はバーチャルリアリティーの世界

ということになるように思われるが、プロティノスにおいてはそうなのか。また、この世

界が影の影ということになると、『ティマイオス』と比較した場合、プロティノスはこの世

界に価値を認めていないように思われるが、どうか。 

―― 存在の階層の観点からすれば、われわれの眼前にある可感的世界は影の影と言わ

れるような存在であり、その限りではバーチャルリアリティーということもできると思わ

れる。しかし、プロティノスは、可知的世界と可感的世界両方を含む全体を価値あるもの

と認めているのであって、その点では、善なるデミウルゴスができるかぎり自身に似るこ

とを望んで宇宙を構築したとする『ティマイオス』の見方を踏襲していると考えられる。

それとの関連でプロティノスは、魂の降下についても、宇宙を完成させるための必然的降

下という側面のあることを認めている。しかし他面、プラトン自身も『パイドン』等で述

べているように、個々の魂の降下には、身体という牢獄に閉じ込められると言われるよう

な面があり、魂と身体との結びつきが魂にとって負の側面であることもプロティノスは指

摘しており、プラトン自身の著作に見られる矛盾した叙述をいかに調停し、宇宙と宇宙霊

魂、個々の魂と身体との関係をどのようにとらえるかが、プロティノス自身の課題の一つ

であったと言える。 

 

○ 質料が非受動であるということに関して、プロティノスは、A に B がそなわる場合のそな

わり方を分類しているが(III, 6, 9)、その分類と質料の場合との関連が明確ではないが、どう

なのか。 

―― 本文に示した１）と２）の分類のうち、プロティノスの力点は２）を示すことに

あり、とりわけ鏡の例を引き出すことにあったと考えられる。なお、鏡の例について、発

表時には、蜜蝋等の例と共に、１）、２）の分類とは異なる第３の分類に属するかのように
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述べたが、本文に記したように、分類２）に含まれるものとみなす。また、魂の場合が２）

の例にあたるとされているが、魂の場合といっても、本文に示したようにここでは「A が B

にそなわる」ということについて、魂が身体にそなわるという関係が考えられているので

はない（この点について、発表時にはきわめて曖昧な記述しかしていなかった）。 
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