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研究ノート

((Philo Latin us))序説

一一一 4， 5世紀ラテン教父とフィロン 一一

野 町 啓

I 

書誌学者は， 古代なり 中世の著作家の f ortuna，もしくはその著書の f aturnを問題に

する。これは， 換言すれば， ある思想家の影響史を辿るうえで， 重要な一局面をなす伝

承史の問題ということができょう。例えば， 本稿で問題にするフィロンについてその思

想を検討しようとする場合，彼の著作全体なり， あるいは著書のそれぞれの成立史を考

えることも 無論重要である。しかしフィロンの 伝存す る 著作は， プ ラトγ， アリスト

テレスに優るとも劣らない尾大な量にのiまるのであって， これは決し て偶然の業によ

るものとはいえないであろう。例えば， われわれが参看しうる 彼 の 著作 の集成 を み て

も，1 742 年にロンドンにおいてTh. M angey により 刊行された 2 巻本の全集は， ギリ
(1 ) 

シア語テクストにラテン訳が並記されている と は い え，1 ，400頁余からなり， 最初の

Krit ische AusgabeであるいわゆるCohn - Wend land 版(1 8 96-1 930)もテクストのみ

で 6 巻にの ぼる。さらに， これに加えて， 後にも問題にする P. J. Aucher (アヴゲノレ )

により発見され，1 826年， ラテン訳を付してグェニスで 刊行された 『創世記ならびに 出
( 2 )  

エジプト記問答」のアルメニア語断片， およびその他の断片や偽書等も含め F . H .Co・

Ison， G. H. Whitaker，ならびに R . M arcusによって1 92 9年以降 刊行され1 95 3年に完

結をみた Loeb 版， ならびに全 3 5 巻の予定でC. M ondé sert等の編集により1 961年以

降 刊行されている Les æuvres de Phi・'lon d'Alexandrie (し、わゆるCerf 版〕は， タイト
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ル だけでも 36を数えるのである。 このようにかなりの量の著作が， 成立以降ほぽ 2，000

年の懸隔にもかかわらず伝承されてきている事実は， プィロンがそれ相当の影響力を及

ぼしてきた ことを物語っており， ひいては影響史と伝承史とが不可分の関係にある こと

を示唆しているといえるのであって， フィロンの思想なり意義は， その著作自体のいわ

ば内在的分析にとど まらず， 伝承史上の考証が合せてなされる ことによってはじめて解

明されうるとさえし、L、うるのである。

伝承史を辿るにあたって不可欠の課題は， 写本の系譜 の確定ならびに特に 16世紀以

降盛んとなる印刷刊本の歴史とを 明らかにし， さら に こ の 両 面 を 連続さす ことであろ

う。 これは， フィロンといった古代の著作家に即していえば， 古代から近世初頭に至る

その f ort una を追跡する ことにほかならない。しかし， 古代・中世 の 著作家に関する

この方 面の研究は， 影響史とのかかわりからするその重要性にもかかわらず， 必ずしも

十分になされているとはし、いがたい。たしかに写本伝承の基礎的研究としては， 例えば

H .  H unger等による Geschichte der Textüberlieferung der antiken und mittel・

alterlichen Literatur (Bd. 1 Ant ikes und mittelalte rl iches Buch -und Schriftw esen， 

1961， Bd. II Ü be rl ieferungsgesch ichte de r mittelalte rl ichen Literat ur， 1964 ) や L.D. 

Reynolds， N. D. Wilso nによる D 'Homère à Erasme. La transmission des classi・

ques grecs et latins (1984 ) 等があげられる。 だが， これらは純粋に書誌学的・文献学

的関心からするものであり， 先にふれた伝承史の二 面を連続化してみる視点に立脚する

ものとはいえず， ちなみに浩翰にわたる 両著をとってみても， 本稿のテーマであるフィ

ロンに対する言及はみられない。思想家のパースベクティプから な さ れ た研究として

は， 筆者の目にふれた限りでは，Charles B. Schmit tに よ る Theophrastos in the 
( 3) 

Middle Age (1971 )， Cicero Sceptics. A Study of the Infiuence of the Academica 
(4 ) 

in the Renaissance (1972 ) に示される一連の 研究や， Traditioに 連載 さ れ た Pe arl
(5 ) 

K ibre の “H i p pocrates Lat inus"が あ げ られる。 ま た 同 じ くK ibre による “The

I nteIlec tual I nte rest s  Re/ì e cte d i n  t he Libraries of the Fourteent h  and Fifteent h  
(6) 

Cent uries" (1946)，ならびにJ.T. M uckle の “Greek Works Translate d Di rect ly 
( 7) 

int o  Lat in bef ore 1350" (1942，43 )， まTこE.Cranzの “Th e Publ ish ing H ist ory of 
(8 ) 

the Aris t ot le Comment aries of Thomas Aq uinas" (197 8 ) 等の諸研究は， 先 にふれ

た伝承史の二 面性からして， 直接フィロンを対象とするものではないにせよ， 問題意識
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の上から重要な意義をもつものといえよう。

筆者の関心は， フィロン伝承史がど こ まで再構成されうるか， とりわけ， 伝承史の一

過程として，(( Ph il o Lat inus ))とでもいうぺき問題を考える ことにある。 フィロンの著

作が散逸を免れ， テダストがほぼ完全な形で今日に至る まで伝承 さ れ て き た要因の一

つは， クリスト教教父により 彼の思想が着目され， なんらかの批判を含みながらも是認

され， 聖書のテクストの確立や釈義の上で援用されてきた ことに求められる。 この点は，

例えばクリスト教内部で異端の宣告を受けたオリゲネスや， あるいはクリスト教の敵対

者として禁書にされたポノレフュリオスといった人々の著書 の f a tum と 比較すれば一層
(9 ) 

明らかであろう。 無論クリスト教教父という場合， 東方・西方の二商から考慮されなけ

ればならない。 だが， こ こであえて(( Ph il o Lat inus ))を問題 に し， さらに検討の対象

を4世紀から 5 世紀前半のいわゆるラテン教父に限定するのは， 当時のフィロン受容の

背景にあるいくつかの興味ある事実や， フィロン研究史を勘考したうえでの ことであっ

て， その具体的理由は以下の叙述によって示される ことになろう。

古代の著作家なりクリスト教教父によってフィロンに対し n ominat im な言及がどの

ようになされてきたかは，先にふれたCohn - We ndland 版OperaPhilonis第I 巻に

掲載されているTest imonia de Ph il one e jusq ue s cr i pt is を 参照する ことにより一応
(10) 

の展望をうる ことができる。そ こには， フィロンとほぼ同時代のJose ph os( Ant_ Jud_， 

XVII I， 8， 1 )から1 3 世紀ピザンツのThe odorus Met och it a に至る証言が集成されて

いる。そしてアレクサンドリアのクレメンス， オリゲネスといったギリシア教父による

言及が多くみられるのは， 同ーの言語圏に属する点からして当然 だといえるが， ラテン

教父による言及は， こ のTest imonia に依拠する限りヒエロニムス， アムブロシウス，

アウグスティヌスという三人によって， つ まり 4 世紀になってはじめてみられる ことに

なる。そして この ことは， 後にもふれるように， 西方世界におけるギリシア諮の読解 力

の衰退期に この時代が相当する ことを考慮に入れると， 興味深いものがある。例えば，

H _  L _  Goodhart ならびに E. R .  Goode n ough による 1937 年 までのフィロンに関する

B ibl iogra phy ( 本稿詮(1 )参照 )や， それ以降1981年 までを集録した E . H ilge rt による

B ibliogra ph ia Ph i loniana ( in A. N. R .  W.， II ， Bd. 21 ， 1， p p. 47-97 ) を一覧して

も， フィロγのギリシア教父による受容・影響に関する研究はかなりの量にの ぼるとい

えるが， これに反しラテン教父とフィロンの関連に関する研究はきわめて乏しし、。 これ
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は， ギリシ ア教父とブィロγとは， 同ーの言語圏に属し， したがって実際のテダスト上

の対応や発想の類似を検証する ことがある程度可能であり， 直接的な影響の有 無を問題

にする ことが比較的容易で、ある ことにもなろう。しかし， 言語を異にする当時のラテγ

教父の場合， フィロンの受容なり 伝承の前提として， ラテン語への翻訳の存在を想定す

る 必要が生じてくる。そして この問題は， 以下にふれるように， アウグスティヌスとア

イロンとの関連をめぐって重要な論点を提供する ことになってくるのである。

アムプロシウスと プィロンと の 関連 につい て 2 巻 に わ た る浩織な研究を著した H.
(11) 

Sa von は， アムプロシウスによるフィロンの(，re trac tatio ))を指摘する。フィロンとラ

テン教父との関連の問題は， 異なった二つの言語間の交流にとど まらず， さらにクリス

ト 教とユダヤ教との関連というい ま一つの問題がそ こに介在し， 二重の注目すべき問題

を含んでいる。フィロンに言及する場合， アムプロシウス， アウグスティヌス， ヒエロ

ユムス， いずれの教父においても， rユダヤ人」という限定が付されているのであって，

B. Blume nk ranzやJ.Gage r の研究が示すように， 当時のクリスト教徒にとって， ユ
(12) 

ダヤ教との関連をどう考えるかは， 重大な問題であった。つ まり， 言語・宗教の二回か

ら， フィロン受容に際し， re tr ac ta tio のなされるべき契機 な り 必然性があるといえる

のであって， これは， アムプロシウスの場合， re trac tatio がどの よ う な契機によるも

のなのか， なお検討すべき点があるとはいえ， 一人 アムプロシウス だけの問題ではなく，

他のラテン教父にも妥当するように考えられるのである。 無論本稿では この問題に立ち

入る ことは不可能であって， 今後Savon の研究をふ まえて， アウグスティヌス等につ

いても， フィロンについて言及がなされ， もしくは釈義上フィロンと類似性がみられる

点を精査していく 必要がある。 またフィロγと 4 ，5 世紀の西方ラテン教父との関連を

考える場合， い ま一つ等関視すべからざる問題に， そ こにおけるオリゲネスもしくはオ

リゲネス主義の影響と評価の問題がある。以下にみるように， エウセピオス， ヒエロユ

ムスといった教父にせよ， あ るい はBibliothecaCae sarien si sに せ よ， フィロンのテ

クスト伝承のトレーガーとして， さらにその西方への媒介において主導的役割をはたし

たと考えられる諸契機は， いずれもオリゲネスとなんらかのゆかりをもっているからで

ある。フィロンの西方ラテン教父の受容なり影響を思想的に検討しようとすれば， まず

前提として， 先にふれた当時のクリスト教とユタヤ教との関連と共に， プィロンとオリ

ゲネス， オリゲネスと西方ラテン教父との関連が考慮されなければならないのであって，
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今 後その方面の立ち入った研究が期待される。フィロγ の テ ク スト伝承 の 問題に限定
(13) 

しても， 6 世紀以降になれば， そこに複雑きわ まりな い 写本 の 系譜をもっくCat ena)，

<Florileg ium)の問題が登場することになる。本ノートは， フィロンとクリスト教との

関連を考える予備的考察として， 問題を 4 ， 5世紀ラテン教父に限定し， どのような経

路で彼らがフィロンと接触するに至ったのかを， 主としてテクスト伝承の 面から検討す

るものである。

E 

Fリスト教内部において， 個々の断片的な言及は 別として， ブィロンに関し包括的な

叙述を最初に試みたのはエウセピオス( c.26 0-33 9)であろう。彼の 『教会史」第五巻

には， フィロンの著作に関する言及がいくつかみ ら れ る が(例えば!I， 5， 1;尻町6，

3)， ことにその第四章には，フィロンの著作の総目録( πルα町)と で もいうべき叙述

がなされ， そこでは全 3 0タイトルがあげられている。ここにみられるものの他に， 2 タ

イトルがエウセピオスの同書の他の箇所にあげられており， したがって，彼は， 実際そ

れらの内容いちいちに までもふれたかは 別として，フィロンの著作と して総計32の書
(14) 

名を知っていたことになる。 ェウセピオスによるフィロンの著作目録を， フィロン研究

に際し最も依拠される先にふれ た 近代 の諸刊本， 例 え ばCohn -W endland 版， L o eb 

飯，Ce rf 版等に収録されているフィロンの著作と比較 した 場合， 両者は必ずしも一致

しない。 細かなタイトルの異同， さらに， ェウセピオスにおいては今日偽書とされてい

る(í}1Uçωðpor;;，号7rêpì '1'OÛ J.óroν 匂εω 吋制作日Cφ叫が含 まれている点， またエ

ウセヒ.オスにはあげられていても伝存されておらず，今日の刊本には含 まれていないも

の一一書名 だけを比較した場合， 無論この逆のケースもあるのであるがーーがあり，さ

まざ まの問題をはらんでいる。

ここで， エウセピオスにみられる書名との比較においてとりわけ興味をひくのは， 近

代のフィロン全集において，その基礎 と な る1 742年ロンドン で 刊行されたTh omas

M ang eyによる Philonis Judaei Opera ( 2 vols .)以来， その巻頭におかれるのが慣例

となっている<<De opificio m仰di)) (πεpì 匂雪印吋Mωuaéa /COσμo7roelar;;)に該当す

るものが， エウセピオスには欠如していることである。これは， フィロンの著作それぞ

れの特色づけとそこからするそれらの分類の問題，ひいてはフィロンの思想自体の核心



98 

をどうとらえるかという問題とかかわり， 例えば先のCohn はフィロン の テダスト研

究におい て先駆的意義を 担う Einteilung und Chronologie der Schr俳en Philos 

(Leipz ig， 1 8 99， S. 8 e t  22 sqq.) において，(( De oPificio mundi))を聖書のアレゴリカ

ルな解釈とみなし， 全集の 巻頭におくことを 批判している。もっともエウセピオスは，

Pra沼paratio Evangelica (VIII， 1 3 )においては，<<àπò '!'oiJ πpφτoυ '!'Wν 61，. '!'ω 

ν旬。ゅの書名で， われわれのいう(( De Opificio mundi>>からの引用を行ってはいる

が， w教会史』第五 巻の当該箇所についてみ る限り， 問書 に 対す る 言及は ない。そう

すると， M angey 版以降((Legum Allegori・'ae>>( I-ill )と称され る((N旬10ν lôp伽

àV.7Jropim))は『創世記�2章1節から 3章 1 9節を対象とし， また((Tà sv rενtσεr 

/Ca:ì 'E�αrωrfJ ç守T作ατα》としてエウセピオスがあげる『創Uii!:記問答集』は， ギリシア

語では断片的にしかなく， 伝存しているアルメニア語訳は『創世記�2章4節から， ラ

テン語訳は『創世記]25章20節からであり， したがって， w創世記』の第1章に関する

フィロンの著作は知られていなかったことになってくる。そしてこの問題は， ことにア

ムプロシウスとの関連において， 4 世紀のラテン教父とフィロンとの関連の問題に，先

のアルメニア語断片の発見とラテン訳を 行った Aucher に触発 さ れ， 今 世紀において

先鞭をつけた H .Lew y の研究( Ne ue Phi! onte xte in der Ube rarb e itung des Am. 

br os ius . Mit eine m  Anhang: Ne u ge fundene griechis che Phi! onfragme nte， Sitzungs・

berichte der preussischen Akademie der W issenschaften， Jahrgang 1932， Philo・

sophisch.historische Klasse， 1 932， S. 2 3- 84 .  Bibl. n o. 438 )や近年Sa von によるそ

の再評価( H .Sa von， Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juグ， esp . t. 

II， p .  1 3， n. 22 一一本稿註( 11 )参照←- )， 換言すれば今日散逸してし まっている

『創世記』の初めの部分を対象とするフィロンの『創世記問答集』の冒頭部分のラテン

語訳の 4世紀における存在と， アムフヂロシウスによるその利用の問題とかかわり， 注目

を要する。 だがここで、は， さらにその前提となるべき問題， つ まり近代の刊本からみて

量的に尼大に及ぶフィロンの著作が， どの程度アムプロシウス，ヒエロニムス. 7ウグ

スティヌスといった4，5 世紀の西方ラテン教父に知られていた か を， まず考えてみる

必要がある。

たしかに，ヒエロニムスは， そ の De viris illustribus第11章を フィロンにあて

( PL 2 3， 662  BC) ， その生涯とエウセピオスにほぼ匹敵するかなりの数にのぼる著作目
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(15) 

録をあげてはいる。しかし， 彼はエウセピオスに依拠しているところが多大であって，

実際にそこにあげているものの内容を知っていたか否かは疑問で、ある。4世紀のラテン

教父とギリシア語文献との関連を考える場合， 写本の伝承経路の問題と共に， 先に指摘

したところであるが， アウグスティヌス の 著作(例 え ばDe Trinitate， III， proem. 

1 )やヒエロユムス宛書簡40(ことにその 6， PL 32， 158 ) 等 からうかがえるように，

((Graecum est non Iegi tur .))という西方ラテン世界におけるギリシア語知識の減少の
(16) 

問題を考慮に入れる必要がある。 プィロンのアウグスティヌスに対する影響が問題とな
(17) 

り， 直接的な影響をみる Al tane r の見解と， これを批判しアムブロシウ ス を 介した間
(18) 

接的な影響を主張するCource IIe の見解との相違があるが， こ の 場合 Al tane r のいう

直接的( direk t)とは， ギリシア語源典からの直接の影響の存在ではなく， 先にふれた

『創世記問答集』のラテン語訳の当時における存在を想 定したものであって， その意味

では， いずれの見解も結局は間接的影響を意味するものなのである。

ところで， 4世紀のラテン教父におけるフィロンの知識の問題を解く重要な鍵の一つ

は， 時代はとぶが 15 世紀における有数の写本蒐集家であったニコラ ウ久・クザーヌス
(19) 

の所蔵にかかわるフィロンの写本に求め るこ と が で き る よ うに考えられる。これは

((Co de x  Cusanus 16))と呼ばれるものであるが， まず最初に先にふれたヒエロニムス

によるフィロンの生涯と著作目録がおかれ(f ol . 2r， H ie ronimus de Philone IN cata ・

Iog o virorum il Iustrium)， これに ((Ge nesis )) と題されるフィロンの著作が続き ( 2v

-88 r)， その後に空白をおいて 3 世紀の Tyros の A po IIonios の (( His toria))( 97r-

123 v)の写本があり， 巻末(124 r-15 3 v)に『創世記問答集』の ラテン 語訳がおかれ

るという構成をとっている。 この場合， まず問題となるのは， 例えばエウセピオスなり

ヒエロニムスのフィロγの著作目録， もしくは近代のフィロンの印刷刊本のどれをみて

も，((Gencsis))というタイトルの著作tこ該当するものがみられないことで ある。この点

は， Pau I W il pertが， 写本の校合に基づく研究， ならびに((Genes is ))が内容上クザー

ヌスの Conjectur・a de ultimis diebusにおいて(( Historiae))と題されるフィロンの著

作からの引用と一致することから， 中世に お い て は(( Historiae>>と称され流布したフ
(20) 

ィロンの偽書であることをつきとめている。さらに写本の上でいえば，((Code xCu sa nu s  

16))は， 同時代のフィロンのラテン語写本， 例えば(( Vaticanus Iatinus 488 ))， さらに

はフィロンの最古のラテン語写本である11世紀の((Casse IIanus the ologicus 4 .3>>とほ
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(21) 

ぼ同様の構成をとっている。そしてこうした写本の構成からすると， 中世ラテン世界に

おいて， ラテン語訳が存在し ， かつ実際に知られていたフィロン の真正の著作は， 11創

世記問答集』のみということになってくるが ， 問題は， この『創世記問答集』のラテン

語訳そのものの内容がからまり ， さらに複雑な様相を帯び る こ と に なってくるのであ

る。

『創世記問答集』の現存するラテン語訳は， 途中欠落はあるが( adGe n. XXVI， 1 9-

35)， 11創世記.!l25章 20節から 2 8章 9節を対象とするものであり， 5 世紀に成立し，
(22) 

A uche r が校訂 ， 出版したアルメニア 語訳第4 巻154 問から 24 5聞に対応している。 ち

なみに， フィロン自身が『創世記.!l50章全体にわたる『問答集』を著したかどうかは不

明であるが ， アルメニア語訳全 4 巻が， 現在では Catena， Flori le gium 等に断片的に
(23) 

伝存するギリシア語原本一一それは全 6 巻から構成されていた一一の全容を包むとすれ

ば， 例えばアウグスティヌスが Contra Faustum (XII， 3 9)において名指しでフィロ

ンを批判している『創世記.!l 6章16節にみられるノアの箱船の構造に該当する「問答」

一一アルメニア語訳第1 巻は『創世記.!l 2章 4節から始まり， 11創世記』の当該箇所は同

6章14節から10章 9節までを対象とするその第 2 巻に含まれているーーは， ラテン語訳

では現存しない。 だが ， アウグスティヌスにこのような欠落部分に対する言及のあるこ

とから，先にふれたように ， アウグスティヌスにとどまらずアムプロシウスとのかかわ

りにおいて ， 11創世記」の全体， もしくは少くともその冒頭部分を 対象と す る『創世記

問答集』の存在が推定され， むしろ逆にアムプロシウス ， アウグスティヌスといったラ

テン教父の著作を基に， ギリシア語原本はいうまでもなく， ラテン語訳， アルメニア語

訳にも欠落している部分の再構成の可能性が主張されることになるのである。

さて， アノレメニア語訳とラテン語訳とを対応している部分について比較した場合， 後
(24) 

者の方が量的に多いことがしばしば指摘されている。この問題は， ラテン語訳には， ア

ルメニア語訳では欠落している『創世記.!l2 9章1 9-35節が含まれ， 第1 95 問の後に11

のセク ションが付加されていることから一つの解決策を得ることができる。しかし， 他

面， この問題は ，例えば先の((CodexCusanus 16))， あるいは他の ラテン 語写本と，

1520年のパリ版に始まり ， さらに1 527 年にBudae u s訳を含むSichar dus による編集

刊行等の近代の印刷刊本との比較において， 11創世記問答集』以外に もラテγ語訳が君子

在し， 西方ラテン世界に知られていたと考えられるいわゆる<<De vita contemplativa)) 
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といういま一つのフィロγの著作の存在を浮かび上がらすことになって〈るのである。

つまり， ラテン語写本の 『創世記問答集』は， これのみからなる1520年のパリ版のタイ

トルからうかがえるように(Philonis Judaei quaestiones centum et duae， et totidem 

γesponsiones morales super Genesin， latine， ex editione Aug. Justiniani， Par isii s)， 

『創世記102 問答集』と称されていたわけであるが一一つまり154 問から 245 問の 91 問

とアルメニア語訳にはみられない11問を加えて102聞ということになる一一.1520年の

このパリ版では 巻末の 102間の最後の部分が一部欠 け， それに現在((De vi・ta contem. 

plativa))と称されているもののラテγ語訳の冒頭数行を欠いたものが合本(Con vo lu t)

されている。この点は.18 95年lこ 出版された F .C .  Con yb ear e， Philo : About the 
(25) 

Contemplative Lグe ì;こより， 研究史上，一つのエポグクが画されたといってよい。そ

してこの点でさらに注目を要するのは， 下記のような構成からなる 1527年Ba selにお

いて印刷刊行されたSichardu s版である( Bibl. n o .  445 ) 0 Philonis Iudaei Alexan・

drini， libri antiquitatum. Quaestionum et solutionum 仇Genesin.De essaei・'s.De 

nominibus Hebraicis. De mundo， GV LIE L M O BVDAE O int er pr et e， (ed . J. Sichar . 

du sJ Ba si lea e， Adamu s Petru s， Augu st 1527， fo lio， p p. viii， 142 . 

S ichardu s版においては，((Cod ex Cu sanu s 16))， あるいは他のラテン語写本におい

て((Genesis))もしくは(( Histo門;ae))と称されたフィロシの 偽書が， ヨセフスの 『ュダ
(26) 

ヤ故事�( Antiquitates) のひそみにならって(( Libri Antiquitatum))と呼 ばれ， また

1520年パリで 出た最初のフィロンの印刷刊本においては 『創世記問答集』に不完全な形

で付されていた今日((De vita contemplativa))と称される著作のラテン語訳が， 内容

に即して((De Essaeis))とL、うタイトルが付されて ， 11創世記問答集』か ら はじめて区

別されることになる。(( Cod exCu sanu s 16))と 同系統に属すると思われる 中世の諸写本
(27) 

( Bibl.のラテン語写本の分類ではA . グループ1 ) に おいて， 巻頭のヒエロニムスの

Vita Phi loni sと著作目録に続いて (( Historiae)) もしくは<<Genesis))のタイトルの下

に 中聞におかれるのを慣例としたこの(( Libri Antiquitatum))が偽書であることの指摘

は，1566年Si xtu sS en en si s  (Si xte d e  S ienn e) が著した近代教父学の端緒を開い
(28) 

たし、わゆる Bibliotheca Sacraによってはじめてなされたという。彼はユダヤ教から

改宗したドミニョ会の修道土であっ たという が，Savon に よ れ ば， このS ixtu sこそ

が，先の Bibliotheca Sacraの過去の主要な聖書註釈家 を扱った第 4 部において， ア
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ムプロシウスのプィロシの利用を指摘した研究史上最初の人物であり， 17世紀以降の+

γ ・ モール学派(Mauristes) によるアムプロシウス等 の教父研究の道を開いたという
(29) 

のである。また ， Sichardus がヨセフスの著作との連想の下に ，((Libri Antiqllitatum)) 

という書名を付したことには， 例えば西方ラテン世界へのフィロンの紹介者として，ま
(30) 

た nominatim にフィロンを最も多くあげているヒエロユムスの影響が考えられる。 ち

なみに，アウグスティヌス(Contra Faustum， XII， 39) にせよ ， アムプロシウス(De

Paradiso， 4， 25) にせよ， フィロンの名前をあげているのは，それぞれただ一回にすぎ

ない。これに対し， ヒエロニムスは， nominatim にはフ ィロγを最 も 多 くあげ，さら

にフィロγの名をあげる場合， ヨセフスと並べる傾がみられるのであって，それが一つ

の伝統化した こ と に ， この Sichardus にみられるタイトルづけの発想の淵源を求める

ことができょう。そしてこの点は， 以下に述べるように ，フィロンが西方ラテン世界に

伝承 され注目されることになった理由の 一端と も 関連してくるよ う に 考 えられる。

なお，((De vita contem plativa))， Sichardus の い う(( De Essae is ))につい ていえば，

Con y beare は，このラテγ語訳と『創世記問答集』とが同ーの訳者によるものであり，

使用聖書テクスト がヒエロユムス以前のものであることや語法・文法上の特色等の根拠

から ， 300- 400年の間， ことに後者の第7 3聞にアポリナリオス批判をうかがわせる挿
(31) 

入のあることから， 400年以前にすでに成立していたとしヴ推定を行っている。

では，以上のように ，ここで当面の課題としている 4世紀西方世界に伝存したフィロ

シの著作が，((De vita contem plativa))ならびに『創世記問答集』であると仮定した場

合 ， 尼大といってよい彼の著作のなかにあって，なぜ，またどのような経路を経てとり

わけこの二点が西方クリスト教世界に伝承 されたかをここで考えてみなければならない。

『創世記問答集』の場合，その著作の対象・性格からして ，クリスト 教教父が関心をも

つのは当然だとしても，((De vita contem plativa))はどのような契機から着目されるに

至ったのであろうか。ここで本章の官頭にふれたェウセピオスをふり返ってみる必要が

ある。なぜならば， エウセピオスこそ， 東方・西方を問わず， クリスト教世界にユダヤ

人フィロンの存在を広く知らしめ ，彼をクリスト教世界に受容可能なものとする素地，

基盤を提供した人物だと考えられるからである。フィロンには，アムプロシウスなりア

ウグスティヌスによって言及される場合 ，第 1章においてふれたように， あくまでもユ

ダヤ人という限定が付されている。したがって ， 正統信仰確立期におけるクリスト教会
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においては， 神学上， 実際の生活上， ユダヤ教との論争があったことを考慮に入れるな
(32) 

らば， ユダヤ人フィロンを受容もしくは利用するにあたっては， その前提として(( Ph ilo

Ch ris tia nus ))とでもいうべきフィロン像，フィクションがあらかじめ構成されていなけ
(33) 

ればならず， その点において多大の寄与をはたしたのが， ほか な ら ぬこ のエウセピオ

スであり，また， この目的にあたってエウセピオ ス が援用 し た の が， この((De vita 

contern plativa))であったと考えられるのである。

エウセピ オ ス は， 先の『教会史』第E巻において(II，16， 1- 17， 3)， フ ィ ロ ン の

((lIõpì ßwD (Jεω仰τl/CoD � í/Cõτ@ν))， つまり((De vita contern plativa)) が， 使徒マル

コによりアレクサンドリアに創設された教会の信徒た ちにみられる信仰と学問研究の一

体化した禁欲的共同体の生活に関する s y ngra mma であり， 同書が今日でも守られてい

る教会の規定を含み， ひいてはフィロンが 使徒の福音の伝道を 正しく理解し， 認め， 歓

迎していると 述 べ て いる。つまり彼は， フィロンの同書の叙述の対象となっている共

同体を， アレクサンドリアのクリスト教徒のそれへと転位・同一視し，その共同体のメ

ンパーが Th era peu ta e もしくはTh er a peo trides と称されたのは， rクリスト教徒」

( Chr is tia noi) という名称が一般化していなかったことによるというのである。そ し て

この点を 正当化するために，彼は，フィロンがクラウディウス帝の治下ローマを訪れた

際 ，マルコの師ベ テロに遊返したとL、う伝承(J.óros)のあることをあげている。この場

合エウセピオスの意図は， 同じ『教会史』の中で， 信仰と学問研究(聖書研究 ) の一体

化をアレクサンドリアの信徒の特色として強調し(II，17， 14)， パンタイノス以降の ア

レクサンドリアのいわゆる「信仰教育学校」の学統について述べていることからもうか
(34) 

がえるように(V，10，1)，フィロンを典拠とすることにより，彼自身が属するオ リゲネ

スの学統を 正統化することにあったとも考えられる。しかし，Ii'教会史』にみられる彼の

フィロンに関するこうした叙述が， 結果的に(( Ph ilo Ch ris tia nus ))像の成立の源泉とな

り，クリスト教世界にユダヤ人フィロン受容を可能にする重要な基盤を提供したであろ

うことは想像するにかたくない。そして， この綴点をさらに裏づけるために， 再びアイ

ロンの写本伝承 の問題に立 ち返る必要が出てくるのである。

フィロンの現存す る 最古の 写本 は， 10 世紀頃コンス タン ティノープルにおいて，
(35) 

Augerius Busbeck ius の手になるものだといわれる。これ司は， 現在「ウ ィ ーン写本」

Codex Vindb onens is th eolog icus g ra ecus 29 (V写本 ) と称されるものであり， この
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写本によって， はじめて現行のフィロン刊本の冒頭におかれる((llõpl t"�" /Ca吋Mω.

σéa /COσμ01!:oeías)}， つまり((De opificio mundi)}が Cohn により発見され， 彼の校訂

によって 1889年刊行される運びになるのである。そして注目を要するのは， この((De

opzヌcio mundi)}の冒頭に， 十字形で「エウゾイオスに よりσ剖μá:re仰に転写された」
(36) 

と記されていることである。このエウゾイオスに ついては， ヒエロニム ス の 第 34 書簡

ならびにDe viris illustribus第 1 13章に叙述がなされているが， この両者にみられる

ヒエロニムスの彼に関する報告は，(( Codex Vindbone nsis })に十字形で書かれているこ

とと内容上符合し， それを裏書するものである。 特に第 34書簡は， オリゲネスにより，

232年パレスチナのカエサリアに創設された信仰 教育学校に付置され， 後にオリゲネス

の熱烈な信奉者であり， ほかならぬ 先のエウセピオスの師であるパンフィロスによって

再建された， 4世紀 東方クリスト教界における最も有力な図書館 Bibliotheca C aesar i・
(37) 

ensis の存在を 例証する重要な資料である。そしてヒエロニム ス にしたがえば， パンフ

ィロスにより蒐集されカエサリアに寄贈されたオリゲネスの著作が， 4世紀後半， アカ

キウス， さらにはエウゾイオスにより， 保存上の必要から パピル スに記された vol u

men から membr anae へと ， つまり羊皮紙の codex へと転写されたことになり， そう

した書物の中には， 単にオリゲネスのものばかりではなく， フィロンもあったで、あろう

ことは， 容易に想像されてくる。 ちなみに， V写本 に み ら れ るσωμ占τ10νは， ラテン
(38) 

語の codex(/Cφòtelの謂に ほかならない。ヒエロニムスは，De viris illustribusのオ
(39) 

リゲネスやパンフィロスの項からうかがえるように， パ ン フィロ ス 自身 の転写になる

オリゲネスのHexapla等の著書をみるために， この カエ サ リ ア の 図書館 を訪れてい

る。

西方ラテン世界においてフィロシとの遊遁がなされてく るのは，彼に関する nomina 

tim な言及がヒエロニムス， アムプロシウス， アウグスティ ヌス等 の教父によってな

されはじめることからうかがえるように， 4世紀以降である。そして以上のようにみた

場合，その避遁の直接の機縁を提供したのは， ヒエロニムスであったと考えられてくる

のである。ヒエロニムス自身がフィロンを直接読み， か つ利用したか否かに ついては，
(40) 

Sy chowski 以来疑問視されてはいるが， 中世諸写本にヒエロエムスによる Vi taPhil o -

ms や著作目録が巻頭におかれる慣 例からしても， また彼と Bibliotheca Caesariensi s 

との関係からしでも， 西方ラテン世界にフィロンを媒介し， その存在を直接知らしめる
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端緒は 彼によって開かれたといえるので は なL、か。さらに， ヒエロエムスとアウグステ
(41) 

ィヌス との 交流からすれば， Possidius の 伝 え るBiblio theca Hipponiensis にも， ヒ

エロニムス を介してフィロンの写本 が存在していたとすら， 想像をたくましくすること

もあなが ち不可能では ないのである。

註
( 1 )  cf. H. L. Goodhart et E. R. Goo denough， A General Bibliography 01 Philo 

Judaeus， 1937 (in E. R. Goodenough， The Politics 01 Philo Judaeus) p. 190， 

no. 404. 以下， Bibl.と略記し番号を付したものは， 同文献表による。
( 2 )  Philonis Iudaei ParaliPomeπa armena. Libri videlicet quatuor in Genesi河・

Libri duo in Exodum. Sermo unus de Sampsone. Alter de Jona. Tertius de 

tribus angelis Abraamo appare河tibus.Opera hactenus inedita ex armena 

versione antiquissima ab ipso 0門ginali textu graeco ... nu刀c przmum 仇

Latinum fideliter translata per P. JO. B APTIST AM AUCH ER， Venice， Typis 

Coenobii PP. Armeno rum in Insula S. Lazari， 18 26， pp. v， 630， 4to .  (Bibl. no. 

441). 

( 3 )  Viator II (1971)， pp. 251- 270，現在， The Aristotelian Tradition and Renai・

ssance Univer・sities， Vario rum Reprints (1984) に 所収。

( 4 ) Archi ves Internationales d'Histoire des Idées， 5 2. な お『中世思想研究』

( X X) 所収の同書に対する筆者の書評参照。

( 5 ) 1 in Traditio 31 (1975)， pp. 99 sqq.- IV in ibid. 34 (1978). 

( 6 )  in よ H. 1. VIII， 3 (1946)， pp. 257- 297. 

( 7 ) in Medieval Studies 4 (194 2)， pp. 3 2-4 2; 5 (1943)， 10 2-114. 

( 8 ) in Traditio 34 (1978)， pp. 157-19 2. 

( 9 ) ポルフュリオスの(休日τ占χP'στca:νφゅの 2回にわたる禁書については， cf. Soc

rat. H. E. 1， 9， 6: Cod. Theod. XVI， 6， 66. 

(10) cf. Opera Philonis Bd. 1， pp. L X X X XV sqq. 

(11) cf. H. Sa von， Saint Ambroise devant l'exég.占se de Philon le Juil， 2 vols.， 

1977， esp. t. 1， pp. 243-3 25 (De Cain e t  Abel， 1， 4， 14 に関する分析). 

(1 2) cf. B. Blumenk ranz， Augustin et les Juifs. Augustin e t  le judaïsme， Recher

ches Augustiniennes 1， 1958， pp. 2 25 sqq.; J. G. Gager， The Or信in 01 

Anti-semitism， Attitudes toward Judaism in Pagan and Christian Antiqui.り，
1985， esp. pp. 153 sqq. 

(13) cf. R. De vresse， Chaîne exégétique in Dict. de la Bible， Suppl. 1， coll. 



106 

1084-1 233， esp. 1084-1099， 1105， 1119， 1184， 1 2 25; 乱1. Richard， F lori lをges grecs 

i n  Dict. de la Spiritualité， V， co lI. 475-51 2. 

(14) cf. H. L. Goodhart et E. R. Goode nough， Bibl.， p. 299， n. 1. 

(15) cf. J. N. D .  KelIy， Jerome， 1975， p. 177: H. Savo n， Sai nt Ambroise et sai nt 

Jérôme， lecteurs de Phi lo n i n  A. N. R. W. II， Bd. 21， 1， 1984， pp. 745 sqq.; 

P. Cource lIe， Les lettres grecques en Occident， 1948， pp. 70 sqq. 

(16) cf. H.-I. Marrou， Saint Augustin et la .fin de la culture antique， 1958， cap. 

II， pp. 33 sqq.， esp. p. 37; P. Cource lIe， op. cit. ， pp. 389 sqq.; P. Riché， Educa

tion et culture dans 1 'Occident barbare (Pat. Sorb. 4)， pp. 83 sqq. 同様の

ことは， 当時のへプライ語の知識の存在についてもいし、うる。 cf. Marrou， ibid. ， 
pp. 466 sqq.; B. AIta ner， Augusti nus u nd griechische Sprache， 1939 i n  Kleine 

patristische Schriften， SS. 1 29 sqq. 

(17) B. AIta ner， Augusti nus u nd Phi lo vo n A lexa ndrie n， 1941 i n  Kleine patri・

stische Schriften， SS. 181 sqq.， bes. S. 193. 

(18) P. Cource lIe， Sai nt Augusti n a-t-i l lu Phi lo n d'A lexa ndrie?， Revue des 

Études Anciennes， 63 (1961)， pp. 78 sqq. 

(19) 拙稿「クザーヌスとネオプラトニズム ーー タザーヌス写本をめぐって一一ーJ (Wク

ザーヌス研究序説.11， 国文社， 所収 )参照。

( 20) Codex Cusa nus 16， chartaceus， formae octavae， fo liorum 154， saecu lo XV 

(a n no 1451) i n  mo nasterio Gottwice nsi scriptus. cf. P. Wi lpert， Philon bei 

N及。laus von Kues in Antike und Orient im Mittelalter， 196 2， esp. S. 71， 

A nm. 14; J. Marx， Verzeichnis der Handschriftensammlung des Hoゆ仰ls zu 

Cues， T rier， 1905. 

( 21) Coh n・We nd la nd，Opera Philonis， VI， Pro legome na， pp. xv sq.，およびBibl.

p. 178. ラテン語写本は 3種類に区別されるが， <<Codex Cusa nus 16>> は(( Casse l

la nus ) )と同種の構成 をとっている。

( 2 2) Coh n-We nd la nd， Opera Philonis， 1， Pro legome na， pp. li sq.; Loeb版， supp l. 

1， Preface (by R. Marcus)， pp. x sqq. 

( 23) Coh n-We nd la nd， 0，戸ra Philonis， 1， Pro legome na， p. xxxvi. 

( 24) Loeb版， supp l. II， Appe ndix B (by R. Marcus)， p. 268; P. Wi lpert， op. 
cit. ， SS. 7 2  sqq. なお ，このラテン語部分 を基に We nd la nd (Neu entdeckte Frag

mente Philos， Ber li n， 1891) は ， 散逸したかεp� àplOμ&ゅ の存在を推定するこ

とになる。 cf. 11:êpe àpt{}μWI)， ed. K. Staeh le， Die Zahlenmystik bei Philon vo沼

Alexandria， T eub ner， 1931， pp. 19-75. 

( 25) F. C. Co nybeare， op. ât・， esp. T he Old Lati n Versio n， I ntroduci ng Re-



((Philo Latinus))序説 107 

ma rks， pp. 139 sqq.ならびにCohn-Wendland， Opera Philonis， 1， Prolegomena; 

ibid.， VI， Pr olegomena ， pp. x viii-xx. 

(26) P. Wilper t， op. cit.， S. 75. 

(27) cf. Bibl. p. 177 (nos. 298-308); Cohn -Wendland， Opera Philonis， VI， Pr o・

legomena ， pp. xii -x vi. 

(28) cf. P. Wilper t， op. cit.， S. 76. 

(29) H. Sa von， Saint Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif， t. I， pp. 10  

'qq. 

(30) cf. H. Sa von， Sain t Ambr oise e t  sain t Jérôme， pp. 745 sq. n. 88， 89. 

(31) F. C. Conybeare， o.ρ. cit.， pp. 143-4; B. Al taner， Augus tinus und Philon von 

Alexandrien， S. 192. 

(32) 本稿註(12)， および Ambr osius， Ep. 40， 10 (P L 16， 1105 B)， 14 (1106 B). cf. 

J. G. Ga ger， op. cit.， esp. pp. 153 sqq.; B Blumenkr anz， Die Judenpredigt Au

gustins， 1946， ed. É tudes Augus tiniennes， 1973， SS. 9 sqq.; H. Sa von， Sain t 

Ambr oise e t  sain t Jérôme， pp. 737 sqq.; ibid.， Saint Ambroise d.初ant l' exégèse 

de Philon， t.I， pp. 97 sqq. 

(33) cf. 1. E. Bruns， Philo Chris tia nus， The Debr is of Legend， Ha門Jard Theo

logical Review， 66 (1973)， pp. 141-145. 

(34) エウセピ オスのフィロンへの依拠については ， cf. R. M. Gr an t， Eusebius as the 

Church Historian， 1980， pp. 52 sqq.， 73 sqq. 

(35) Cohn-Wendland， Opera Philonis， 1， Pr olegomena， pp. iii sq. 

(36) Cohn-Wendla nd， Opera Philonis， 1， Pr olegomena ， pp. xxx vi sqq. 

(37) パンフィロスについては， cf. Eusebios， H. E.， VI I， 32， 35; Hier onymus， De 

viris illustribus， cap. L X XV e t  L X X XI; R.乱1. Gra n t， op. cit.， p. 164. まt.:

Biblio theca Caesariensis については ， cf. Courcelle， Les lett何人 p. 104， 1 12; 

Al taner・S tuiber， Patrologie， 9 Aufl.， S. 8， 139; C. P. Hammond， A pr oduc t 

of a Fif th-cen tury Scrip torium，よ1. St.， 29 (1978)， p. 368. 

(38) cf. C. H. Rober t a nd T. C. Skea t， The Birth of the Codex， 1983， cha p. X， 

p. 54， n. 1. 

(39) De viris illustribus， ca p. L X XV (パンフィロス )， cap. L IV (オリゲネス ) ; 

J. N. D. Kelly， op. cit.， p. 135; P. Courcelle， Les lettres， p. 104， n. 92， p. 107. 

(40) S. v. Sychowski， Hieronymus als Literarhistoriker， 1984; Kelly， op. ci・t.，p. 

177; P. Courcelle， Les lettres， p. 70. 

(41) Possi・di Vita sancti Augustini， cap. 18 e t  31 (P L 32， 14;39); Al taner， Die 

Biblio thek Augus tins， 1948， in Kleine patristische Schr伊en，SS. 174 sqq なお



108 

Bibliothec a Hipponiensis については ，J. Scheele ， Buch und Biblio thek bei 

Aug us tinus， Bibliothek und Wi・'ssenschaft，1 2  (1978)， SS. 14 sqq. bes. SS. 66 

sqq. に興味深い研究がなされている。


