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第一章 一者＝善 

プロティノスの本を読んでいると、プラトンの用語、アリストテレスの用語、そしてス

トアの用語が次々と出てきて、プロティノスに独自なものとは何だろうかと、気になって

くる。勿論、プラトンの解釈の第一人者と後世言われることになるプロティノスが、プラ

トンの用語を使い、自分の考え方を語っても少しも不思議はないのであるが、それでも、

やはり気になるのがプロティノスの独自性ということである。とくに、かなり重大な箇所

で独自性が見られないものだろうかと気になるのである。 

重大な問題といえば間違いないのが、一者から始まってついには素材に行き着くという、

プロティノスの存在の構造、アームストロングの言葉でいえば、「万物のヒエラルキーthe 

universal hierarchy」である。 

たとえば、この構造の頂点についてであるが、プロティノスはこれを一者とも善とも呼

んでいる(1)。この呼び名の由来も問題である。元をたどれば、確かに、プラトンの善のイ

デアにいきつくだろう。それは、あらゆるものの頂点として考えられていたのである。 

中期プラトニストのアルキヌースは、彼の DIDASKALIKOS で、その頂点のことを、たん

に、ὁ πρῶτος θεός（164-22）と呼ぶだけで、善のイデアとも一者とも、善とも名づけてい

ない(2)。勿論、この第一の神の特性として四つ「特性 epithets(3)」を上げるが、それらは善、

真、美、父であり、善も美も第一の神の特性の一つにはなっている。そして、「私は、これ

らすべてのことに関連してたった一つのものが考えられているとして、語っているのだ

（164-35）」というところで、一つという言葉もでてきてはいるが、これが、一者＝善とす

るプロティノスの説の先駆だと読むわけにはいかない。 

とはいえ、だからと言って、頂点を善と呼び、一者と呼んだのは、プロティノスの独創

かといえば、実はそうはいかないのだ。確かに、プロティノスの一者論はユニークではあ

る。V1「三つの原理的なものについて」では、なんとも言えない、なんでもない一者を第

                                                  
(1) e.g. II9, 1, 3-5. 
(2) J. Whittaker (ed.), Alcinoos / Enseignement des doctrines de Platon, Paris : Les Belles lettres, 1990. 
(3) J. Dillon, Alcinous : The Handbook of Platonism, Oxford : Clarendon Press / New York : Oxford UP, 

『ギリシャ哲学セミナー論集』II  (2005.3) 
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一の一者、 も正当な意味での一と呼び(4)、一度にすべてである第二の一者を多である一(5)、

ヌース(知性)といい、時の経過に従って、知性の持つすべてを展開していく第三の一者を

一でありながら多(6)、魂とする。勿論、これは、プロティノス自身はっきり断っているよ

うに、プラトンの『パルメニデス』第二部をまじめに受け取っての議論である。 

しかし、プラトンの『パルメニデス』対話篇をまじめに受け取って、三種類の一者を考

え、それを、頂点の一者、次席の一者、第三の一者と重ねて考えるというのは、プロティ

ノスの独創といえるのではないか、と期待もできるのだが、残念ながらこれも無理なのだ。

これに関しては、20 世紀前半のものだが、その後否定されることなく受け入れられてきて

いる論文 E.R.Dodds の“The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic ‘One’ ”が

ある(7)。Dodds によって明らかにされたのは、プロティノスの考えているこの三種の一者

は、元は当然、プラトンの『パルメニデス』であるが、プロティノスのように理解できる

素地を造ったのは新ピュタゴラス派（とくにモデラトス）だということであった。とすれ

ば、純粋な一者を頂点に立てて、それとの関係で知性や魂を考えていくというのは、プロ

ティノス独自の考え方とは言えないだろう。 

確かに、この純粋な一者を善とも呼んだという点にプロティノスの独自性は見出せるか

もしれない。この一者を善と呼ぶことについては、プロティノスにためらいがないわけで

はない。だから「始原が自分の後の者たちを欠いているということはない。すべてのもの

の始原は、どんなものも欠いてはいない。欠いているものは、始原を欲求するので、欠け

た状態にあるのだ。…欠けているものは、善くあること、保存されていることを欠いてい

るのだ。だから、一者にとっては、善いものなど何もない、何も欲求することがないのだ

から（VI9, 6, 34-40）」、「それ（＝一者）は自分にとって善ではない、他のものどもにとっ

ては善だが（VI7, 41, 29）」と言うのである。とはいえ、「一者というときにも、善という

ときにも、同じ一つのものについて言っているのだと考えなくてはならない…（II9, 1, 3-5）」

と断言もしてみせる。ちなみに、このゆれは、プロティノスの語り方に由来するのであり、

内容的なものではないと言ったほうがいいのかもしれない。彼は、自分をすべての外に置

き、あたかもそこからすべてを平板に眺めているような、客観的な語り方をするときと、

この世界に住む一人の人間という立場から語る場合と二通りあるのだ。一者と善を同一視

することに躊躇うのは、全体像として客観的に語るときであり、人間の立場から言うのな

ら、一者は、自分たちの目指すもの、善であると明言できるはずである。 

しかし、ともあれ、一者＝善としたのはプロティノスの独創だったとはいえない。第一

の神を一者ということに手を貸したのは、ピュタゴラス派であり、それを善と呼ぶのは、

アルキヌースにも見られるように、ある意味、プラトン派の伝統である。ということにな

                                                                                                                                                
1993, p.104. 

(4) V1, 8, 25 τὸ πρῶτον ἕν, ὃ κυριώτερον ἕν 
(5) V1, 8, 26 ἓν πολλά 
(6) V1, 8, 26 ἓν καὶ πολλά 
(7) E.R.Dodds, “The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic 'One', ” in The Classical 

Quarterly, July-October, 1928. pp.129-142. 
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れば、一者＝善とつなげるのは、簡単である。勿論、そうつなげるために、「純粋な一は、

他の何者も必要としない(8)」＝自（己充）足＝善という、「純粋な一」という規定からでて

くる理由付けをしたことはプロティノスの仕事のようにもみえる。しかし、すくなくとも、

自己充足=善というのは、ヘレニズム期の多くのギリシャ人には当然のことであったので

ある。そんなわけで、この点も、プロティノスの独創と言えるものではない。 

第二章 美と善：先人たちの場合 

 私は、ここでは、プロティノスの描き出す、美に注目しようと考える。プロティノスの

初の論文が「美について」であるし、それ以外にも彼は「知性的な美について」という

論文も書いている。それほど、彼が関心を持っていた話題なのだ。その美と、善をプロテ

ィノスはどういう関係で考えていたのだろうか。 
美と善がどう関係するのか、或いは同じものなのかということは、プラトンにおいても、

問題になる。ざっと見た限りでは、美と善とを同一視する場合が多いようである。とくに

有名なところは、『饗宴』204E である。恋の目的である美しい物を自分のものにしたら、

何が手に入るのかと聞かれて答えに詰まったソクラテスを助けるため、ディオティマが「問

いを変え、美の代わりに善を使ってたずねたら、どうでしょう」と言うとき、明らかに、

美と善とを同一視している。でなければ、「代わりに」と言うことを躊躇ったはずである。

ソクラテスもそれで納得し、今度は詰まらずに「幸福になるだろうと返事することが出来

ます」と答えたのである。このあと、しばらく善で話が進みながら、また美に切り替わり、

後は、あの有名な θαυµαστὸν τὴν φύσιν καλόν（210E）、αὐτὸ τὸ θεῖον καλὸν（211E）を

見るところで終わるのだ。   

『国家』でも 509A で、善のイデアは ἀµήχανον κάλλος だといわれている。そういった

ことから考えて、プラトンは善と美との区別をつけていなかったとするのが妥当なのかも

しれない。 

とはいえ、『饗宴』のこの例でも、実は、美から善へと話を変えることでソクラテスは答

えやすくなってはいるのである。ということは、ソクラテスの心理として、善と言われる

のと美と言われるのでは受け止め方が微妙に異なっていると言えるはずだ。微妙にでも、

心理的にでも、とにかく善と美は、異なるのである。同じような例が『ゴルギアス』474C

にもある。不正を被ることと不正をなすことはどっちがより悪い（κάκιον）かと聞かれた

ポロスは、堂々と、被ることの方がより悪いと答えるのに、どっちがより醜い（αἰσχρόν）

かと聞かれると、不正をなす方と答えるのである。 

『国家』でも、「正しいことや美しいことは、多くの人は、そう見えさえすればそれを選

ぶけれど、…善いものはそう見えるだけのものを所有して満足する人は誰もいない

（505D）」と言われてもいる。ここからも、善と美とはやや異なると言える。 

                                                  
(8) e.g. V5, 10, 21, VI7, 41, 29-30. 
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ついでに、先のアルキヌースの前掲箇所をもう一度見てみると、美だけいささか異なる

書き方がされているのに気が付く。特性として上げられた四つについて、彼は、第一の神

が「善なのは、すべてのものに、それらの力に応じて、利益を与えるからであり、善きこ

とすべての原因であるからである。美なのは、神は己の本性によって、完全であり、均整

が取れているからである。真理なのは、あらゆる真理の始原だからである…父なのは、あ

らゆるものの（存在の）原因だからである…（164-36～40）」と言っているのだ。善と父で

は明らかに「原因」という言葉が使われており、他の善やあらゆるものとの関係が示され

ている。認識の元である真理についても、「始原」という言葉で、他の真理との関係が言わ

れている。にもかかわらず、美だけは、他の美しいものどもとの関係が言及されていない

のだ。これがどういうことなのかは置くとしても、こういう書き方をしたアルキヌースは、

これまた、些細であろうと、美とそれ以外のものとの差異を感じていたに違いないのだ。 

 

 

第三章 善と美：プロティノスの場合 

Enneades, 16937-39 

τὸ δὲ ἐπέκεινα τούτου τὴν τοῦ ἀγαθοῦ λέγοµεν φύσιν προβεβληµένον τὸ καλὸν πρὸ αὐτῆς 

ἔχουσαν. 

 

プロティノスは、I6, 9, 37-39で、美と善の関係を語る。「知性を超えたものが善だと私達は

言うが、この善は、自分の前に覆いとして美を持っているのだτὸ δὲ ἐπέκεινα τούτου τὴν τοῦ 

ἀγαθοῦ λέγοµεν φύσιν προβεβληµένον τὸ καλὸν πρὸ αὐτῆς ἔχουσαν」。ここでは善と美とは、

異なるものとして語られている。προβεβληµένονをどう訳すかにもかかっているが、プロテ

ィノス辞典では「前に置かれているbe put in front(9)」という訳、アームストロングの訳は「自

分の前にあるスクリーン（として）（the Good holds beauty as）a screen before it(10)」、日本語

の訳は「自ら（＝善）の前に位置を占めるもの(11)」である。 

どういう訳をつけようと、ここで明らかなのは、善と美とが同じものと考えられていない

ということである。だが、これにすぐ続いて、「厳密でない一般的な言い方で言えば

ὁλοσχερεῖ λόγῳ、（善は）第一の美なのである、だが、知性の対象を（善から）区別するな

ら、知性的美がイデアの場所（＝イデア界＝知性界）であり、善は知性を超えたもの、美の

                                                  
(9) J.H. Sleeman & Gilbert Pollet, Lexicon Plotinianum, Leiden, Holland : E. J. Brill / Leuven, Belgium : 

Leuven University Press, 1980, p.894. 
(10) A.H. Armstrong(tr.), Plotinus, Vol.I, The Loeb Classical Library 440, Cambridge, Mass. : Harvard 

UP / London : W. Heinemann, 1966, p.261. 
(11) 水地宗明、田之頭安彦訳 『プロティノス全集』第一巻、1986 年、298 頁。 
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源、始原なのだ(12)」と言い、一般的な言い方としては、善が（第一のではあるが）美と言

われるということも認められているのである。 

この点では、美と善を同じとしながら、違う面にも気づいている先人達とプロティノス

の間には、あまり大きな違いは見られない。ただ、V5「ヌースの対象はヌースの外にはな

いということ、また、善について」の第十二章が問題となる。この論文では、知性は、第

一の神である一者に依存している第二の神であることが語られるのである。だから、初め

から（第三章）、「計り知れない美」である知性は、大王の行列の中で、大王である「一者

の前を行くもの（露払い）でなければならない(13)」と言われるのだ。ここでは、あのプラ

トンの『国家』にでてきた、善のイデアと同一視された「計り知れない美」も、知性に格

下げになり、大王の行列の「露払い」となるのである。 

そして、第十二章である。ここでは、善の優位が説かれるために、さらに詳しく、善と

美が比較される。勿論、ここで善と比較されることになる美は明らかに、この世界の美な

どではなく、知性界の美といわれる知性的美である。その比較は、九行目から始まり、四

十行目まで続く。これは、次の五つに分けて考えられる。 

① 九行目～十四行目 

② 十四行目～十九行目 

③ 十九行目～二十三行目 

④ 二十四行目～三十三行目 

⑤ 三十三行目～三十五行目、三十五行目～四十行目 

これらの比較の展開を可能にするための、基礎となる命題がある。実は、それは、五行

目～九行目にわたって述べられていることなのだ。すなわち、「初めから今に至るまで

ずっと自分達が憧れ、欲求してきたもののことを人々は忘れきっているということを私

達は考えにいれなくてはいけない。というのは、全てのものはかのものを望んでいるか

らなのだ。なぜなら、全てのものは生まれついての必然からそれを欲求しているからで

ある。かれらは、自分はそれなしには存在できないということを予感だけはしているの

だから」という命題である。「かのもの」というのが善を指しているのは、前後関係か

ら間違いのないところである。この五行の文章のポイントは「善をすべてのものが欲求

している」にある。その前後で言われていることは、忘れていようとただの予感しか持

たなかろうと、という、すべてのものが善を欲求していることの譲歩句に過ぎないから

である。 

 では、五つの比較は具体的にどういう形で行われていくのだろうか。 

 

① 美の把握、美への驚き θαµβός、美への愛の興奮は、「或る意味で in a way(14)」すでに

                                                  
(12) I6, 9, 39-42. 
(13) V5, 3, 8. 
(14) A.H. Armstrong(tr.), Plotinus, Vol.V, The Loeb Classical Library 444, Cambridge, Mass. : Harvard 

UP / London : W. Heinemann, 1984, p.191. 
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知っている οἷον εἰδόσι 人々、目覚めている人々に起こる事である。 

善は、《１》生まれながらの欲求との関連で、むかしから傍にいるものであるから、

眠っている人々の傍にもいるし、《２》人々がそれを見た ἰδόντας ときにも、人々を

驚かせることは決してない。《３》常に一緒にいるので思い出す必要もない。とはい

え、人々はそれをみる ὁρῶσιν ことはない。なぜなら、それは眠っている人々の傍に

いるからである。 

 

基礎となる命題を納得していれば、善について言われていることは、了解できることで

ある。すべてのものが善を欲求するのだとすれば、すべてのものの中には、寝ている人ば

かりでなく、寝ている状態の動植物も入るし、人間でも、生まれたばかりの子供、認知症

の老人、皆入ることになる。そうだとすれば、善が、あらゆるものの誕生と同時に、その

傍に控えているというのは正当な言い分である。とはいえ、あらゆるものの方からいえば、

眠っているのだから、善を見るには至っていないのも当然のことである。 

だが、美のほうはどうであろう。美には「驚き」は付き物である。この言葉は I6「美に

ついて」でも、4, 16、7, 16 の二個所に出ている。多分、『パイドロス』254C「一方の馬（よ

い馬）は、恥ずかしさと驚き θαµβός のために、魂全体が汗でびっしょりぬれて…」を踏

まえていると思われるが。だが、「ある意味ですでに知っている οἷον εἰδόσι」とはどういう

ことであろうか。これは勿論、続けてでてくる、目覚めている人と同義語であろう。では、

目覚めているとはどういうことを言うのだろうか。この単語は②にも関係してくるので、

②で考えることにする。 

 

② 美への愛は、美が傍にあるときにはいつも、苦痛を与える。見れば、欲求しなくて

はならなくなるからである。この愛は、すでにむしろ気づいている συνιέντων 人々

のものであるので、二番目のものであり、（その対象の美も）二番目のものであるこ

とを告げているのだ。 

(善への)、より始原的な ἀρχαιοτέρα、意識されていない ἀναίσθητος 欲求は、善が美

より先のものであることを告げている。 

  

 συνιέναι であるが、プロティノス辞典では、「理解する understand(15)」という訳語を当て

ている。アームストロングは「気づいている be conscious(16)」と訳し、日本語では、分って

いる対象として美を補って、µᾶλλον を συνιέντων にかけて、「かなり美が分っている(17)」

と訳している。 

ここのつながりで言えば、善の欲求より美への愛のほうが後であることの理由に、

「συνιέντων」はならなくてはいけない。この単語をなんと訳すにしろ、「συνιέντων」な状

                                                  
(15) Lexicon Plotinianum, p.975. 
(16) Plotinus, Vol.V , p.191. 
(17) 田中美知太郎、水地宗明、田之頭安彦訳 『プロティノス全集』第三巻、1987 年、490 頁。 
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態は第二番目のもので、だから、それに先立つ第一の状態が、善への欲求との関係で、考

えられているのでなければならない。①から言えるのは、眠っている状態は、目覚めてい

る状態に先立つということである。そうだとすると、二番目の状態である、συνιέντων は、

目覚めている人のことでなくてはならない。すなわち、µᾶλλον συνιέντων は οἷον εἰδόσι

と同じ状態の人々を指すのでなくてはならないのである。「目覚めている」と「眠っている」

は対である。ということであれば、「眠っている人」を「自分の傍にいるものを理解してい

ない人」と訳すより「気づいていない人」と訳した方が適切な気がする。「理解」という日

本語は、私には、かなり重いものに思えるからである。 

ところで、美への愛は必ず「苦痛」になってしまうのはなぜだろう。「（美を）見れば、

欲求しなくてはならなくなる」と言われる、その強引さにあるのではないかと考えられる。

美はなぜ強引なのだろうか。強引さの意味はなんなのだろうか。これについては、⑤の個

所で、⑤と合わせて、再考したい。 

 

③ すべての人々は善を手に入れたとき、満足だと思うのである。なぜなら、目的に到

達したからである。 

《１》すべての人が美があるのを見るei\donわけではないし、《２》人々は、美は美

自身の「ために」美しいのであり、自分たちの「ために」美しいのではないと思っ

ている。《３》これはこの世の美についてもいえることである。《４》なぜなら、美

は、美を持っているもののものだと思えるからである。 

  

 これも、善について述べられているのは、先に挙げた基礎となる命題で言われていたの

と同じことである。善がすべてのものの欲求対象であるからには、善が手に入れば、目的

達成であり、欲求者はすべて満足するというのは当然である。 

 しかし、美に関して言われているのは、何なのだろうか。《１》は①の繰り返しである。

《２》はどういうことなのだろうか。「ために」と訳したのは、与格である。「とって」と

訳してもかまわないのだが、いずれにしても、分からないことに変わりはない。美は美自

身のために美しいのであって、私たちのために美しいのではないという風に、「ために」と

訳せば、これはかなり、美の独善性を言う言葉になるだろう。自分が美しければいいので、

他人のことなど考えていないということである。「とって」と訳せば、これは、もう少し客

観的な話になるけれど、美が美自身にとっては美しいが、私達にとっては美しくないなど

ということがあるだろうか。 

《３》ではこの世界でも同様と言われている。私達は、ここで、今語られている美は、

知性界の美のことだったと再確認するし、善との関係で問題になるとき、知性界の美も、

この世の美も同じようなことになるのだと確認することにもなる。 

《４》で、美は美を持っているもののものだと言われるとさらにうろたえる。美はそれ

は確かに美を持っている当人のものである。それは間違いない。だが、その件は、美だけ

ではなく、白さの場合も、賢さの場合も同じである。それらは、とりあえず、白い人、賢
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い人のものである。だが、私達には、美だけは、美しい人のものではなく、見ている私達

にも、余慶のあるものと普通考えていないだろうか。 

だが、確かに、先のアルキヌースでは、美だけが何の原因にもなっていなかったのであ

った。美だけは、自分で終わりであった。美の完全さ、美の均整は、美自身だけのものだ

ったのではないのだろうか。 

VI7, 22, 11f.では、「知性界の美はそれ自身では動けず ἀργόν、魂をひきつけたり、動かし

たりすることも出来ない。善から直接に来る光があって初めてそれが可能になる」と言わ

れる。V5, 12 のこの個所の美も、善からの光が来ていない美のことを言っていると考える

ことはできる。もちろん、この世界の美については、美だけ、ようするに、均整だけが取

れているという作品があるかもしれない。そういう作品は、アームストロングの言うよう

に、人の心を動かさない、つまらない作品である可能性はある。ただ、ここでは主に知性

界の美が語られているのだ。そんな欠陥作品が知性界にあろうはずがない。 

ただ、この奇妙な文言では、皆、οἴονται がその主動詞となっている。人々が思っている

だけという話なのである。ということは、「人々」は、少ししか物分りがよくないので、美

のことがよく分っていないままの発言なのかもしれない。そうだとすれば、欠陥は作品の

方ではなくて、見ている人、鑑賞者の私たちの方にある。 

いずれにしろ何かの欠陥で美に善からの光が来ているように見えないとき、だから、美

だけが見えるとき、ここで言われていることが起こるように人々には思われるのだという

ことの主張だと考えるのが妥当だろう。 

 

④ 《１》人々は美しいと思われるだけで満足する、たとえ本当は美しくなくても。だ

が、人々は評判だけの（思われているだけの）善を持ちたくはないのである。 

《２》なぜなら、人々は、第一のものを得ることには懸命になるが、美とは争い敵

対するのだから。美は、自分達と同じように生じたのだと考えて。 

（この後、《２》の理由として、王と直後の王子と、幾代が隔たった後の血筋のもの

との違いが言われる）。 

   この迷妄（二人の違いを認められないと言う迷妄）の原因は、 

      両者がともに善に与っていて、 

      一者（＝善）は両者より先のものであり、 

      彼処においても、善自身は美を必要としないのに、美は善を必要とする 

      というところにある。 

   

《１》は、プラトンが『国家』505D ですでに言っていたことである。それを考慮に

いれての発言とも考えられるが、③の言い換えとも考えられる。或いは、現実に基づ

いての発言かもしれない。いずれにしろ、《１》の妥当性は疑われることはないだろ

う。しかし、《１》と《２》はどう関係しているのだろうか。見かけだけの美でよい

とすることと、美と争うということとの関係のことである。本物の美でなくてもいい
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とするところに、人の、美に対する軽視の姿勢があり、だから、善は、尊んで、欲求

するけれど、美には、本物の美を求めるなどという情は湧かず、見せ掛けだけでよし

とするのだ。そういう、軽視の姿勢が、やがて、美と争いをかまえることになるのだ

ということである。勿論、その争いの争点は、どちらが、善に近いのかということで

ある。これが、王室の直系争いのたとえ話で語られることなのである。 

この、美に対する軽視の原因は、自分達は無論だが、美も善なしには働けないという

ことにある。そこで、思わず、美と自分達は同列だと思い上がってしまうのである。 

 

⑤ 善は穏やかで、やさしく、よりやわらかく、人が望めば傍にいる。 

《１》美は驚きと狼狽と、苦痛と入り混じった快楽を持つ。 

《２》なぜなら、美は善から、知らない人々οὐκ εἰδότας を引き離すからである。ち

ょうど父から恋人が子を引き離すように。 

《３》美は若いものであり、父といわれる善は、年老いている。それは、時間の点

で年老いているのではなく、真理という点で年老いているのである。さらに、より

先の πρότερον 力を持つという意味でも年老いているのである。より先の力を持つと

いうことは、それ以降のすべての力を持っているということである。彼の後のもの

は、彼から当面出てきただけの力を持つのである。 

 

 善についての記述は、①からでてくるものである。だから、ここでも問題になるのは、

美についての記述の方である。美についての記述も《１》については、①と②で、《３》に

ついては②で、すでに言われていたことである。だから、問題になるのは《２》である。 

《２》にかかわる問題を提起しているのがアームストロングの“Beauty and the Discovery 

of Divinity in the Thought of Plotinus(18)”と言う論文の後半部分である。 

彼は、美が「善から引き離す」ものであると言われていることにクレームをつけるのだ。

この美がこの世の美のことであるなら何の問題もないのである。美しい人とか、美しい絵

とかの、この世の美が人々を「悪」に向かわせるのは、時折、或いは、よく、起こること

である。しかし、V5 の美は、あくまでも、知性界の美のことであり、起こっていることは、

知性界の出来事なのだ。知性界の美が、どんな人であれ人を悪に向かわせることなどある

のだろうか。 

 しかも、VI7, 22, 11f で言われていたように、人の魂を動かせるのは、善の光を浴びた美

なのである。そのような美が、人を善からひきはなすという作業をするだろうか。 

 アームストロングの解決は、プロティノスが、ここ、および、VI7, 22, 11f で語ろうと試

みているのは、「知性的美それ自身について、及び、その美と善の関係についての様々な客

観的な説明(19)」ではなくて、「むしろ、（知性的）美に対して私たち自身がとる、いろいろ

                                                  
(18) A.H. Armstrong, “Beauty and the Discovery of Divinity in the Thought of Plotinus, ” in Kephalaion, 

(pp.155-163, ) J. Mansfeld and L.M. de Rijk (eds), Assen : Van Gorcum, 1975, p.162. 
(19) ibid. 
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な態度を語ること(20)」だとすることによる。 

 プロティノスの論文の厄介なところは、先にも述べたように、万物のヒエラルキーを客

観的に語るところと、私たち自身に見えてくる、私達（＝人間）にとっての光景を語る所

があり、論述が、この二つの間を自在にゆれているところである。アームストロングは美

についての二つの文章を、客観的な説明と取るのではなくて、美に対して私たちがとる態

度についての語りと読もうというのである。 

 そうなると、この文章は、私達と美との「逸脱した不十分な deviant and unsatisfactory(21)」

関係を表現し、警告しているのだということになる。こういった間違った関係に入るのは、

「善との関係を無視して、美それ自身を抽象して考えるときである(22)」。その結果、美は

「まるで人の心を動かさない、つまらないものになり、人を退屈させる(23)」か、或いは、

「あまりにも人の心を動かしすぎて(24)」その結果「人を善から切り離し、官能的―審美的

幻覚に陥らせる(25)」かどちらかということになる。前者の警告こそ、VI7, 22, 11f.で言われ

ていたことであり, 後者の警告がここ《２》でなされているのだと彼は語る。 

 確かに、アームストロングのいうように、ここの個所は、「美に対して私たち自身（人間）

がとる態度」を語っているのであることに間違いない。なぜなら、「美は善から引き離すも

のだ」と言うことを無条件に言っているのではないからである。「引き離す」の目的語に知

らない人々οὐκ εἰδότας が入って、「美は知らない人々を善から引き離す」と言われている

のだ。人間のうちでも、何も知らない人間のとる態度が語られているのである。 

しかし、これはこれで問題である。「知らない人々」が美と関わることは不可能だったの

ではないか。①と②であれほどしつこく、「ある意味で οἷον」とか「むしろ µᾶλλον」とか

限定をつけながらも、知っていることを美と関わりを持つための必要な要件としてあげて

いたのである。ここで突然知らない人々などを出してもらっては困るのである。今までの

了解で言えば、知らない人々は美に動かされて間違った道に入るのではない。美に関わる

ことがない、だから、美によって動かされることが全くないはずである。 

もっとも、ここの知の対象が、②や①の場合と同じかどうか考えてみる必要はある。①

も②も、その知の対象は、美であった。ここでは、「善(26)」、「今起こっていること what is 

happening(27)」、または、「美が善と関係しているということ its relationship to the Good(28)」

                                                  
(20) ibid. 
(21) ibid. 
(22) ibid. 
(23) ibid. 
(24) ibid. 
(25) ibid. 
(26) 『プロティノス全集』第三巻、492 頁。 
(27) Plotinus, Vol.V , p.193. 
(28) A.H. Armstrong, “Beauty and the Discovery of Divinity in the Thought of Plotinus”, p.162. p.161

では, ただ「無知な人」という形ででてきていて、何に無知かは言われていないが、「善と

の関係を無視して」という言葉があり、これは、「善との関係を知らないで」と同じことを

言っていると取るのが文脈上正しいと思えるので、「美と善の関係」を知らないことの目的

語と理解した。 
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がその対象として考えられている。善と言ってしまうと、善を知っているもの、すなわち、

傍にいる善に気づいているものなどほとんどいないのだから、ほとんどの人が、美によっ

て善から引き離されるという、ひどい目に会っていることになる。それでは、美は完全な

悪役であろう。 

何が起こっているのか分らなくて、美に惹かれていってしまうというのも魅力ある説明

である。だいたい、美に感じるときは、分けも分らず夢中になるというのが、一般的に起

こることだからである。しかし、分けも分らずとは、何が分っていないというのだろうか。

そう問い詰めてみれば、やはり、美の力が私の魂を動かすのは、強い力の素と関わってい

るからだといった、美と善との関係を分っているかいないかということになるだろう。言

い換えれば、その関係を意識しているかいないかということである。そこでこの「知らな

い人々」を「美と善の関係に気づかない人々」ということにして読みたいと思う。 

もっともこの三つは、どれをとっても美のことではない。だから、結局のところ、美を

対象にしている知を語っていた①②と抵触しないことになるのだ。 

第四章 美の役割 

ということであると一体⑤の主張はなんなのだろうか。美は「気づかない人々」には、

善から引き離す「悪役」であり、「気づいている人々」には、善から引き離したりはしない

ので、「無益」なものと言うことになるだろう。善の行列の露払いをしている美は、実は、

こんなものだったのだろうか。そして、善の優越を主張したあげく、プロティノスは美を

ここまでつまらないものにしてしまったのだろうか。これが、プロティノスの主張したい

ことなのだろうか。 

たしかに、アームストロングの解釈でいけば、ここは「知らない」人々が美と間違った

関係に入ることを警告している箇所と考えることができる。であるとすれば、美がつまら

ないものに貶められているのは、ある意味で当然である。 

だが、それなら、「正しい関係」と言うのもあるはずである。それをこの箇所から推理し

てみたいのだ。 

その推論の手がかりが、この議論の前提「娘が父と住んでいる」と言うところにある。

魂である娘は、善である父といつも一緒に住んでいたのに、外からの美に誘惑されたとい

うのでなければ話は成りたたない。たしかに、娘は父といつも一緒にいる。①の主張は「眠

っている人々の傍にもいる」、「思い出す必要もないくらい一緒にいる」と言われて、「いつ

も一緒」が強調されていたのだ。そして、すでに見たように、この主張を支えていたのが、

基礎となる命題「すべてのものはかのもの ἐκεῖνο を欲求する」であった。 

この命題はプロティノスが説明抜きで提出したものである。説明不要と彼が考えたのは

なぜだろう。欲求するのは魂であるから、ここで言われている「すべて」には、人間ばか

りでなく、天体や動植物も入るはずである。しかも、人間の場合、魂は部分に分けられる
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のでその部分の一つ一つが「すべて」の構成員である。そしてこれらが皆、「かのもの」を

欲求していると言うことになる。「かのもの」と言えば、勿論、善、あの一者のことである。

しかし、そのようなことがありうるだろうか。プラトンの『国家』では、魂の三つの部分

は、それぞれにその欲求するものが違っていたではないか。そして、どう読んでも、お金

を愛する部分も「一者（善のイデア）」を愛しているのだとは読めないのだ。 

それでもこの命題がすんなり認められたのは、たとえば、アリストテレスの『ニコマコ

ス倫理学』の冒頭のせいであろう。そこでは、「すべての技術、すべての学的探究、さらに、

行為や選択も或る善を欲求する。だから、善を、すべてのものが欲求するものと定義した

人々は正しかった(29)」と言われている。定義した人々の名をアリストテレスは挙げていな

いが、注ではエウドクソスの名が挙がっている。 

すべての人々という風に、人間限定なら、すでに、プラトンの『饗宴』の中にもその例

は見られる(30)。と言うわけで、古代ギリシャの或る種の人々にとってはこの命題は自明な

ことだったに違いない。だから、プロティノスは簡単にこれを前提として話し、そして、

聴き手からも何も反論は出なかったものと考えられる。 

とはいえ、プロティノスと、たとえば、プラトンとは同じことを言っているのだろうか。

プラトンに例を取れば、魂の諸部分は、それぞれ、お金を欲求したり、名誉名声を欲求し

たり、知を欲求しているのである。それぞれの部分にとっては、それがその部分にとって

の善いもの、良いことなのであるが、終に、彼がそれを「善そのもの」とか「善のイデア」

とか言う言葉でまとめることはなかった。すべての人は善を欲求すると言うときでも、こ

の「善」は決して「善そのもの」ではなかったのである。 

プロティノスはそれを「かのもの」という一語でまとめたのである。勿論、彼も「すべ

て」を主語にしたのだから、かなり無理があったのではないだろうか。天体も人間の魂の

どの部分も、そして動植物の魂も「かのもの」を欲求すると言うのだ。しかし、彼のこの

発言を可能にしたのは、①であったように、欲求の質の差を、「目覚めている」魂と「眠っ

ている」魂の差にしたところにある。このことは、また、「ぐっすり眠り込んでいる人間の

理解力と感覚に似た理解力と感覚を持っている自然(31)」として言及されている動植物の欲

求も、「眠っている」ものの欲求として語ることを可能にしたのである。こうして、プロテ

ィノスの場合、「すべて」と言う主語がたつことになったのである。 

「目覚めている」と「眠っている」の差は、①②で明らかにしたように、善と「分って」

いるか、いないか、或いは「意識して」いるか、いないかの違いである。この違いが、欲

求のランクの差となるのだが、これは、さらに、欲求対象のランクの差ともなる。眠って

いる欲求の対象、ようするに、善と意識もされない善と、目覚めている欲求の対象、よう

するに、明確に善と意識されている対象とでは、欲求者にとっては同じ善でも、客観的に

はランクが異なるという主張なのだ。眠っている欲求の代表として、乳児を考えるなら、

                                                  
(29) Arist. EN, 1094a1-3. 
(30) cf. Pl. Smp., 205A. 
(31) cf. III8, 4, 24f. 
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乳児の欲求対象は「ミルク」である。目覚めている欲求の代表として、成人を考えるなら、

成人の成人らしい欲求対象は、立派な仕事だろう。両者は、ランクの異なる善である。 

ところで、⑤の《２》の父が善の比喩であることは間違いない。とすれば、魂は父の元

に留まるのがいいのだ。ただし、本当の父であったらのことだが。しかし、一緒にいるそ

の父が、ランク 高の本物の父である確証はない。プロティノスに即して言えば、一緒に

いるその父の本当に惚れていいところをキチンと欲求しているのかどうか確証がないとい

うことである。それは、私がキチンと「目覚めて」いるかどうかに依るからである。目覚

めないまま父と一者にいることは、決してよいこととは言えないのである。 

美が有意義になってくるのはこのときである。眠っている魂に目覚めるよう働きかける

のが美である。昔からの、眠った状態のまま一緒にいた父から離れることこそ、あらため

て父を見ること、ようするに、安住の地でむさぼっていた眠りから身を引き剥がすことな

のである。もっとも、ここから抜け出しても、本当に目が醒めるとは限らない。夢から覚

めた夢を見ると言うこともあるからである。とはいえ、本物の父に行き着きたいという、

志を遂げるためには、とりあえず、離脱が必要なのだ。そして、そのような、無謀ともい

える荒療治を可能にするのは、美の力しかない。 

これが美の役目なのである。だからこそ、美について②で言われていたこと、苦しみの

混じった快楽をもたらすということが言えるのである。馴染みの善から切り離されるのは、

苦痛でしかない。しかし、それが、本当の善への道を開くものであるなら、快楽でもある

はずなのだ。 

自分にとってだけの善、眠ったまま求めている善から「万物のヒエラルキー」の中の善

へと魂を揺り動かす、美のこのような危険な役割を意識し、人間にとって美は善の前面に

位置するとして、美を彼の「万物のヒエラルキー」の中で特別な位置に置いたこと、それ

がプロティノスの独自性ではないだろうか。さらに、「美」は知性界の表現だとすれば、美

に対するこのような高い評価は、一者との合一と言う神秘体験を目指す際にも、思考も、

思惟も無視できるものではないとする立場の表明と考えられる。他の神秘主義者との違い

がそこにあると考えられるのではないだろうか。 

 

 

後記 

 発表当日受けた質問を考慮しながら原稿を作るようにと、当日のテープまで送っていただい

て、感謝です。いただいた質問を生かして原稿を書き換えるということこそ、哲学のあるべき

姿と思い、それを行っている（或いは、行おうとしている）この研究会に敬意を表します。た

だ、テープの聞こえが悪くて（コレは、録音装置が悪いのか私の耳が悪いのか本当のところは

分りません。何しろ、山本巍先生の「死ぬまで？」というのを、「知るまで？」と聞き間違えて、

妙な返事をしてしまった私ですので、人間ドックの結果には関係なく、かなり聴力、或いは、
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それ＋理解力に衰えがきているようです）、ここでお答えしたいのは、会の終了後（だったと思

うのですが）にいただいたご質問についてだけです。このご質問は、実は、当日の会の私の発

表と、以前のカントアーベントでの私の発表をあわせてきいてくださった上での質問でした。

なぜなら、以前、私は、美こそ（善より）私達に身近であり、私達がまず知るものなのだと主

張したのですから。その私の説は、明らかに、この研究会の発表と齟齬をきたすものです。そ

の旨のご質問は、当然のことでした。 

勿論、カントアーベントでの発表には、気負いが、或いは、性急さがありました。言葉足らず

だったということもあります。それらを十分反省した上で、私としては、立場は変わっていな

いということは主張したいのです。ここで言う私達（或いは、人間と言ったかもしれませんが）

というのは、本物（の善）を、本当（の善）のことを知りたい、或いは手に入れたいと考えて

いる、目が醒めてしまった、ある意味で不運な人間、もっと言えば、哲学者のことです。私達

だって、勿論、善に取り囲まれています。生まれたときから穏やかに。でも、それは、眠って

いるものにふさわしい、善のようなものでしょう。それから抜け出そうという私達には、私達

に驚きを提供しつつ現れる美が、その手がかりになるのだと言いたかったのです。その意味で、

本当の善より先に私達に知られるもの、私達の手元にあるもの、それが美なのだと言おうとし

ていたのです。 

それはプロティノスの記述にもあっていると思います。善の行列の魁として語られる美。善

が自分の前に持っている「覆い」（アームストロングによればスクリーン）というのも、そうで

す。なぜ、善の「前」に美があるという例えで語りたがるのでしょうか。本文でも書きました

が、プロティノスには、体系を語るときでも、したから上を仰ぎ見ようとする人間にとってど

う見えるのかという語り口と、客観的に、すべての外に立ってみたときにどんな光景が見えて

くるのかを語る語り口があるのです。この、行列の比喩、幕の比喩は明らかに本当のものに至

りたいとする私達から見た光景なのです。私達には、まず、美が見えてくるのです。本当の善

はその後です。 

岩田先生からのご質問にあったような気がするのですが（違ったら御免なさい）、なぜ、幸せ

に、善に囲まれて寝ていられないのかということでした。それは、美に驚く魂を持っているか

らとも、善については本物でないと我慢できないというこらえ性のない魂を持っているからと

も言えるだろうとプロティノスの言葉から推測しています。 

なお、堀江先生からのご指摘の論文（J.LAURENT "PLOTIN ET LA BEAUTE DE ZEUS"）ですが、

ただいま熟読し、美と命の話を私なりに理解しようと試みています。お教えくださったこと感

謝しています。 


	第二章　美と善：先人たちの場合
	第三章　善と美：プロティノスの場合
	第四章　美の役割
	後記

