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ユ

聖ヒルデガルト『ブュシカ』・
版テクストの改善の試み
一一第四書「石の書」に焦点を当てて 一一

塩

谷

元

紹

ピンゲンのヒルデカワレトの『フュシカdl (Physica) は， その豊富な博物誌的資料
価値にも拘らず， 今日に至る迄テクストの充全な整備を見ていなL、。 そればかりで
はなく， 従来のミーニュ版テクスト (PL t.197所収(略称M)) が含む数多くの不
衡 を同テクストの基礎写本 である15世紀・ パリ写本 (P)との対照の下に摘出すると
いう， これ迄に当然行われていてよい試み ですらも， 筆者の知る限り未だ世に問わ
れたものは見当らないように思われる。 本稿は正にこうした現状に鑑み

pとの対

照の下， 限られた範囲についてではあるが， Mのテクスト改善 を試み ようとするも
(1 )

のである。検証の対象として選ばれるのは第四書「石 の 書J (Li b.

N.

De lapidi-

bus./M. 1247 -66)， 併用されるテクストは『フュシカ』の13世紀・ヴォルフェソプ
ュッテノレ写本 ( G )， 及び15世紀・ブリュッセノレ写本 ( B )の中の各該当書である。
o

P， G，

B (何れも略称) における「石の書」各該当箇所一一

P -Pariser Handschrift， Biblioth匂ue Nationale， Cod. Iat. 6952， f. 197'-204'.
(2)

G-Wolfenbütteler Handschrift， Herzog August Bibliothek， Cod. GueJf. 56.2
Aug. 40， f. 90'-106v•
B-Brüsseler Handschrift， Bibliothらque Royale， Cod. 2551， f. 55' - 67'.

(1) C凡例〕紙面の制限上， 本稿で収載するM (初版(1855年コ を使用) の不備・
(3)

その他の問題箆所は

Pに従って正しく改められるべき箇所等， 原則として P .M

問のテクスト異同 (少なくとも異同の疑いの濃い場合) を巡って摘出される箇所に
限定されている (テクストがPに従っている箇所については， 註における一部の言
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及を除き対象外)。その他， 印刷上の不備 と見られる箇所で収載の必要が無いと思わ
れるものも省略する。 なお表記法上の不備 については，

ドイツ語単語に限り特に取

り 上げるものとする。
記載様式は次に従う。

(2)

1.

一一

M各章の章数は() 内の羅馬数字で， 序文CPraefa ti o. )・ 各章の行数はそ

れぞれの最初の行から数えた行数を算用数字で示す (例えば序文 は全69行/ (ll)
5， 8・qui a は Cap.

n. の5行目，

8行目両箇所のquia)。但し註では同一章 に 関

しては行数のみ を記す。 なおP， G，
2.

Bについては葉数・行数は省略する。

a) b -Mの箇所 a は Pでは b

0

c↓d) e -Mの箇所cd問にPでは e

が存在。 f ) x-Mの箇所 f は?では欠如。 Pの語が略字を含む場合は解読して呈
示するが， 必要に応じその略字を併記する場合もある。 G， B の対応箇所も適宜併
記する (横線一ーは「石の書」における対応箇所欠如を示す)。 これ等写本上のテク
ストを本稿で表記する際には，

ラテン語単語に関しては原則としてMの表記を尊重

する (例えば， 二重母音 ae に対する写本 上の表記 e を ae に改める等)。 但し必
要に応じ， 写本 上の表記を記す場合もある。Eコは未解読箇所， <>は筆者の補充
を示すC<n >は写真版での省略線確認不能によるもの〉。 また， Pのその他の箇所
(本稿本 文に項目として直接掲げる以外の箇所) からの引照については， 特に異同
を指示しない限り ， Mのテクストで呈示する。各写本 のテクストの記載に当り Mの
語を反復する際には， 不明を来さない範囲で適宜簡略に頭文字のみ を呈示する。 写
本 上の句読法については， 説明の簡略化の為本稿では省略する。 なおMにおけるイ
タリックは取り除く。
(3)本稿執筆に際し， 筆者はPの全テクスト (王156'-232つについて，Mにお
けるその該当範囲との対照調査を行ったが， G， B については資料の入手範囲等の
都合上，

í石の書」の内部を中心とした調査しか出来なかったことを， ここで予め

断っておく。

以下筆者は， 差し当り 次のような箇所に不備 ・その他の問題点を指摘する (註を
附さない各項目については， テクストは Pに従うべきと考える)。
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[ Praefatio目]

9-10・per primam inspirationem] p. pniam (sc. praesentiam)
(4)

inspirationis/24・glitten] gluten/33・indurati]

(5)

indurare/44・凶a] ita/45・

(6 )

(7)

et utilia] a c u. /51・hominum]/58-59・decoraverat] decorabãt (sc. decorabant)
[ 1]

(8)

8・fertiles] fertilis/27 -28・sua...possit] s. g. r. ne eam u. m. p. /48・

et salivam] ac s. /50・et super] ac s.
[1I]

( 9 ) 一一一

2・mites...habet] nuc(sc. nunc) illas c. h./3・ignitus] igneus/5， 8・
(10)

quia] qm(sc. quoniam) /9・in] cum/32・der brot] der breit
[J[]

4・per inundationem aquarum]五 (sc. prae) inundatione a. /35・fortes
(12)

(11)

_

fiber] fortis f. /39・quia] quoniam/47 ・exiens↓illi] qu巴/52・propone] ppo・
ne(sc. praepone)
[N]

5・aliquantulum] ali母tU (sc. aliquantum)

/7 ・queckbronen] queck-

br百nen(sc. queckbronnen)
[V]

(13)

( 14)

9・quia] quoniam/10・foetiditas]fetidas/13・eum ipsum...tunc] cu (sc.

cum) i. …C百/16・et indiscipliー] ac i. /20・lanchen] lancken
[羽]

22・per nimiam oppressionem] prae nimia oppressione/53-54・quid(16)

(15)

quam]伯 (sc. quidquid) /54-55・tunc...ponat] t. n. v. et eum in os s. p. /
(17)

57， 58・terram] ceram/62・ipse] iste/7 5-76・viro...pranso] v. i. j. et p. /77 ・
aut↓plures] per
[VlI]

(18)

2-3・cum...destruuntur] c. f. laubroz a. est in a. t. destruunt
(19)

[唖] 7 -8・gelo …resistit] g. c. et v. id est v.* ac feich亡ゴsse r. /30・
(20)

(21)

inque molli] in m. /50-51・auferat， ↓< ，)et vinum] et eum ita madidum in
(22)

purum vinum per quinque dies ponat et deinde topazium auferat/56・absque]
atque
[X]

3・vel↓de] quam/lO・proponatl poat (sc. ponat) /29・gedrognuzeJ

gedrognusze/31・knicbeke] kintbethe/39-40・ibidem flare serpens] ide(sc.
idem) serpe<n)s f.
[XI] 8・deicht] deick
(23)

[盟] 18・madidus inde] i. m. /19・constantius↓ho ー] prudeくn)tius
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(24)

[四]

18・autem] vero/22・quin] quia/33・quocunque modo poter凶quocun・
que potueris/34 -35・Sl…est] si aereus daemon est ita quod amarus
巴t acer daemon non estj38・holtselich] holtlich/39・griszgramet] grisz
gramet(sc. griszgrammet) /42・krymet] krymet(sc. krymmet)

[XIV]

1-2・cum↓jam] luna/4・pestilentiam，↓く，>aut] aut bella/ll・m
(26)

mcr巴mento] /36-37・pertransivit] pertransit
(27)

[XV]

1 2・et...aqua] ut...aque (sc. aquae) /15・lenem] /16・recente tumore

(28)

alicubi] rect巴 tumorem alicui
(29)

[XVIJ

21・cum...berre] eum in e. p. bewe/38， 48・aqua] aqu亙 (sc. aquam)

/42・quidquam] quid自 (sc. quidquid)/ 53・et sanitatem] ac s. /6 5・proficere]
pfiêe(sc. perficere)
(30)

(31)

1-2・meridianae plagae] meridiana plaga /6・leym] leya/10・aliqua]

[XVlI]

(32)

aliqn(sc. aliquando) /15・insania]
(33)

[XIXJ

4 ・temperatum] semper acrum/19-20・qui...aliis] q. cu (sc. cum)

t. 1. a. /29-39・pro ulla causa] prae u. c.
(34)

[XX] 16・de...est] de aqua nat2a (sc. natura) e. /18・drusae aut orfimae]
druse a. orfune/20・orfimas] orfunas/24・calida] calide(sc. calidae)
[XX1I]6 -7・sordibus↓quas] illis/26・et] ac
[XXVI]

(35)

5・ca!ckstein] calcksteyn/7-9・quae…..humectatur]

註
(l)

["石 の書」 を選択した背景としては， そ の思想的側面 ( 中世宝石論 ) か らの
資料価値の 他に， 当書の 次のよう な訳業に筆者 が着目している点を掲げておく。
一一-

P. Riethe，Hildegard von Bingen. Das Buch von den Steinen. Nach

den Quellen übersetzt und erläutert， Salzburg， 19 79. (
以下Rietheと

略称/こ の訳業の『フュシカ』の従来 の訳業に無い特 色は， 底本M の 他に Gを
併用し， 翻訳という 間接的な形 ながらM の テクスト改善を試み て いる点に あ
る。)
(2)

G ・「石 の書 」 の テクストに ついては拙稿「現存最古の写本における聖ヒル
デカールト『フュシカ』第四番 (石 の書) の テクストに ついて J (広島大学文学
部哲学研究室編「シンポジオン』復刊第29号所収) を参照。
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Mの編者はG ，

(3)

Bの存在を知ら な か った 。 本稿 ではG ，

Bとの
対照に よ って

初めて明確に指摘される 問題 箇所 も収載する 。
(4 )

G:ー/B:indurate

M の indurati は indurataeとすべきところ。 Pの

indurare は indurate (sc. induratae)の誤記と見る 。
(5)

G ， B:ea M のistaは， Pの該当 箇所に対する 一つの可能 な解釈としての

み承認 され 得 ょ う 。
( 6 ) hoim (sc. hominum)の可能性も否定出来 ないが ， 写本上では むしろ hoini
(sc. homini)の読 みを有力と見る 。 因
みに 51・巴t prava..…・respUlt に対し
て一一G: et quae sunt p. et inutilia homini r. /B:et p. et m. homini
r. G における quae suntの存在が 注目 される 。
G . B:decorabat Pの該当 語におけ る nの省略線(と見られる 記 号) は 余

(7 )

分で あ り ， こ こでは decorabat が正 し L、。
( 8)

G:s. g. r. (quia......facient)* ne eam

dyabolum ab ea repellat ne

u.

movere p. /B・ g. r. s. et

u. eam movere p. 2 8・ea の呈示は同行の

moveri ( 受動 ・ 不定法の語 形〕が考慮された 上での措置と 予想 す る が ，

Bに

部分には文脈を外れた テ
おける et......repellat の存在が 注目 される 。 本この
クストの介在 (前掲拙稿参照 ) 。
欠落が 存在する 。
G ， B:nunc hos nunc illos colores h. P ではテクストの

( 9)

Mのmitesは nunc とすべきと ころ。 G ， B の文脈は 風信子石生成時の空気
の色彩の不安定性を述べているが ，
coloremをとり ，

Bでは 更に3-4・calorem (

=

G )の位置に

風信子石自体の色彩の不安定性をも述べている 。 筆者は
この

みに 風信子石の表情〔輝き〕は 天候に従って変化すると
Bの文脈に従う 。(因
伝えられていた 。一一一cf. Chr. M eier， Gemma Spiritalis， 1βMげ1et幼hode und
Gebケrauch der Edelstei仇nωallμegorese v叩omfr吋丘hen Chr巾iおsteアntば山t

Jαhr油hu口nder付叫tム， Teil孔11， Mü色inche印n， 1977， S. 244 f.)

(10)

G :一一/B: der proit

P のbreitは 或るいは broitの誤記 か? [xmJ

33のder broit ( G: derf broth/B:一一) の用例を参照 。 因
みに broit
という 語 形例は次のドイツ語辞典において検証 さ れ る 。一- L. Diefenbach
u.

E. Wülcker， Hoch-und Nieder-deutsches Wδrterbuch der mittleren

und neueren Zeit， B asel， 1 8 85， Sp. 301.

(11 )

G :一一/B では該当 処方文の代わりにItem contra fortes febres という
表現 。 Mのfortes に対 しては，

febrem) に倣い ，
(12)

[.xIJ 6-7のardentem品目(= G /B:a.

fortemと 単数 形で 読 む 可能性のある こ とを指摘する 。

G: aq (sc. aquae)/B :一一一P のque は aque(sc. aquae)の誤記と見る 。

Mでは aqua巴を 挿入すべきと ころ。
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G ， B:feditas
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P のおtidasはfeditas(sc. foeditas) の誤記と見る。

foetiditasをと る 必要 性は特に見出せ な い。
G:一一jB:cum i. extra se emittit et etiam cum Pの該当箇所に対 し

(14)

て 筆者の採 る 読 みは文脈上も 妥当と 思われる。

当面の文脈は， 宝石を ロの中に

出し入れする際に， 気 息 が 宝石に触れるべき 旨を 説 いている。
(P )ー→quidquam(M) の変更 の妥当
G: aliquidjB: quidquam quidquid

(15)

性 が 問題。 (quidquid の僅で 残す 場合， 1金 以外の何 であれ そこに在
っ たら 」
の意で解釈されることに なろう〉。
(16)

G: t. n. v. homini ut eum in os s. p. /B: t. n. v. quod quis in os s.
eum p. 54・etは ut の誤記 ， 55における non の挿入 (M)は不要ではない

かと見る。 そして 筆者は
この場合の valet を ， ut 以下を 主語とする非人称的
表現の
述 語と して理解 している。
(17)

G: v. j. aut p. /B:-

et
(P)ー→aut(M) の変更 の妥当性 が 問題。 因

みに Pでは， jejunus と pransus を et/acで結んだ表現例が ， M・1142 B ，
1153D， 1179A その他数箇所において見出される。
(18)

G: c. loubroz est in autumpnali t. /B: c. f. lauc::コzz arborum est et

in autumpnali t. et cadunt et destruuntur

Mのlaubrorum を laubroz

改善 措置 が
(Mhd. loup. brostに 該当? ) と改め， estを 残した上で 文脈 上の
検討されるべきであろう。 この場合 destruuntur(M) の主語は folia arbo・
rumであると理解される。 cf. Ri巴the，S. 46/M. Lexer， Mittelhochdeutsches
Handwδrterbuch， Leipzig ， 1872ー78(Nachdruck， Tokyo， 1970) [= LexerJ，

B d. 1， Sp. 1971.
(19)

G:g. colori et veneno r. ac fechnisse/B: glauco id est gelle et v巴・
neno ac freissamkeid r. P のfeichcコsseの原型はfechnisse( G ) [Mhd.
**

動詞 vêhen からの派 生態?Jであ るとも 考えられる。 ま た Mでは，7 ・caloriを
colori と改め，
*

geloとの間のコンマを 同行 et との
聞に移すべきであろう。

virgibuisse (M) は正 し くは virgibnisse ( 誤 植 と見る )。 榊こ の予想、は

Riethe [S. 95Jに 負っ ている (cf. Lexer， B d. ][， Sp. 42)。
(20)

G:in m./B:一一 queは必要無し。

続く

qu巴 に 該当す る 部分は， molli に

paneのpを 写字生 が 書 きか けて削除 した跡 と見られる。

(21) (22)

G ， B:一一( 該当 処方文 欠如) 50-51問のテクスト(P ) は除外さ

れるべきではな し、。 ま た 56・absqueはPの該当箇所 に 対 す る 一つの可能 な解
釈では
あ る が ， な お疑 問の余地を 残す。 詳細は前掲拙稿参照。
(23)

G: ac prudentius/B:et prudentius Mでは prudentius を 脱落させ な い

で ， 何 ら かの
形 ( 本 文も し くは脚註の中 ) で 生 かすべきであっ たろうと思われ

100
る。
G， B :一一 筆者は 21・int巴rimの内容を「宝石を手許に 持ってい る 聞 に 」

(24)

と解釈し ，

問題 箇所に つい ては， PのqUlaを， 21・irrisionem を先行詞と

する 関係、代名詞 qua(女性・単数 ・ 従格) の誤記ではないかと見 る。
quin共

quia，

文脈 上難 が ある。

G:quomodocunque potuerisjB:一一ここでの問題はpoteris(M )jpotu司

(25)

eris
(P ) 聞の異同。 Mのpoterisの呈示は
， 27-28・quocunque modo poteris
(P: q. p.j G目 quomodocunque potuerisjB:一一〕のpoteris が考慮された
上での措置とも予想 されるが ， このよう な

措置 が 妥当かど うかはな お 疑問の余

対応両箇所 で 何れも potueris がとられてい る点
地を 残 そ う。 少なくとも Gの
に 注意を喚起 してお きたい。
し、 な し、か?
in crementoの他に な お íncrementoと 読 む 可能性も 残されては

(26)

G，Bに つい ても 両
様の可能性を掲げておく ( G ，

BではM 同 行の de igne

solisとの
聞に et)。但し 筆者自身は 当面の文脈を「紅玉は 太陽の火から (そし
て 〕月 が蝕から回復する過程で輝きを 得 る」と理解し ， in crementoの読 みに
従ってい る。
(27)

lenis と l巴vis(lëvisjlevis)の読 み 分けは 慎重を要する。 こ こは む しろ膚

に 関す る 記 述として ， levem(sc. laevem)の読 みを有力と見 る ( 滑 滑 した ，
或るいは の
艶
ある〔膚〕の意 )0

G， B の
対応箇所はそれぞ れ lenemjlevem

か?
(28)

G:一一jB:rco(sc. recto) tumore

Bとの比較 上 ， M・recenteは 疑問。

rectus tumor(B )のrectusは 脹 ら みの方向性を 意味せる 語 か?
(29 )

G: c. e. p. bewejB : - Mのberre は bewe とすべきと ころ。

Pの

eum III e. p.の価
評 に つい ては筆者はな お 慎重を期したい。 ( Pにおける bew巴
の他の用例 一一cf. M・1146 B - C， 1180D， 1244C， 1304A [belbeー→ 正 し
くは beweJ)
(30)

G，B: in meridiana plaga

(31)

G，B: leya 筆者は 金剛石の
生成論を Riethe と共に Gの文脈に 従って理解

P では III の脱落の可能性 が指摘される。

する (cf. Riethe， S. 64， 9 6) 0 6・leymの呈示は，

4， 9・leym の存在が考

慮、された上での措置と 予想するが， 本来のテクスト から言えば leya が正しい
もの
と見られる。
(32)

insaniamの読 みを 採 るが ， その他 in saniam とい
Pの該当 箇所には 応
一

う 誤記の可能性も考えられ ない 訳ではない。

G:in insaniamjB:ー-Pの

前者の読 みに つい て 特に
言えば ， Gとの比較 より Pでは in の脱落の可能性 が
指摘される。
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G: -/B : q. tn (sc. tam巴n) t. a. 1. est

(33)
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Pの cumはtamen の誤記

ではないかと見る。
(34)

G ， B: de aqua nata e.

P のnatura にお ける -urー の略字 ( 2 )は余分

である可能性が
指摘される。
(35)

8 quaeJ x/7・nonJX/7・temperaturJtemperetur/
異同は次の通り。 -7， ・
9. hum巴ctaturJ humectantur

G: 巴t recta siccitate et humiditate non

temperantur/B :一一
難解 な筒所である。 7・quae の先行詞を6・humiditas
の文脈
と し ， 続 く aut nimia siccitasを本 文から 除外した方が， 7・aut以下
との比較上 通りはょいと 思われるが(事実 Riethe はそのように訳出し て いる

[S. 7 8J )， このaut nimia siccitasはGにお い て も P 同 様含まれ て いる。(6
-7・quia…..est につ い て は， G では6・quia と nimia humiditas 聞 に
autを
と る。)

