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MacrobiusのCOlllmentarii in 

Ciceronis somnium Scipionis 1. VI.ノート

-PhilonとMacrobiusをめぐって一

野 町 啓

マグロビウスのC ommentarii in Cice ronis s omnium Scipi onis 第I巻 第九ETF:は，

数 7に関する叙述 で占 められている。 周知のように， キケロの De re publica第

U巻の末尾にあたる(Vr. 9 ---29)， いわゆる S omnium Scipi onis においては 7

は， 8と共に， 完全数として(Vr. 12=c. 2， 2)， また宇宙論的立味から(VL 18 

=c. 5， 2)， 小スキピオの vitale spatium を決定する数 と し て， 象徴的に用 い

られてい る(cf... .， qu od du o numeri in se multiplicati vitale spatium viri f ortis 

inclu derent. ..= Macr ob. in s om. Scip. Vr. 1 -以下特別にことわらない限り， ノ
(1) 

ンフツレはマグロピウスの当該書 第I巻 の章. tm を示すー〉。 この部分は， 直践には，

S omnium Scipi onis の中にみられる， 上にあげたキケ戸白身の 7についての言及

に対する註解と考えられる。 全体の的成は， まず 7の重要性の例Aとして， プラ

トンの Timaeusがあげられ， その中で， anima mundiが 7 つ の数の混 合に
(2) 

より， かっ 7段階において生成されたことが， 述べられている。 さらにこれと あ

わせて， 7が， なぜ完全数と呼ばれるに値いするか，その根拠を，め 7の椛成要素，

すなわち， その和が 7 となるそれぞれの数 ( 1十6 ， 2十 5 ， 3 +4 ) の持 つ

me ritum， および， ß)7自体の持 つ me ritum， の二 つ の面から明らかにしよ う と

する(VI. 5 --- 6 )。 そして， 以下α)， ß)の主旨にそって， 7の特質， 干'1'空!H:が展
(3) 

閲されている。 全体として， プラトンのTimaeus にみられる宇宙 身体・"{\li主

魂の生成と構成の問也 を， 7との関連において， Ne oplat onism-Ne opythagorea

nism 的発想で敷街している点、が注目される。 すなわち， マグロピウスは， 註解

に際し， 一貫して叡智界 (esse=intelle gibilia) 現象界(v ideri esse=c orp oralia) 

の三元論的世界観に立脚しているが(cf. vr. 8.19)， その場 合， 数との対応関係

において， 特に自íj者を市!日分化することにより， 両tltY平 を附N;:秩序の関係 で把握し
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ているように思われる。 このような観点にたっ た場合，注目されるのは，VI. 8 -

9 ， および20である。

彼は 7の神聖性を， その( 1 +6 ) という構成に関連して， まず 1 のμ oνár;;

との同質性から， 諭;正しようとする。 すなわち， 1は， それ自体は数でなく， む

しろあらゆる数 の fons， origo (VI. 7 )， ひいては万物の initium，finis としての

μ o地E である (VI. 8 )。 そしてこのμωár;; に時間の変化を超越し(vices tem

porum ne sciens -VI. 8 一)， 質料的要素となんら関連を持たず(aliena a silve・

stris contagione materiae-VI. 9 -)，しかもあらゆる存在 の原型を自己の中に内

包し， 創造する (innumerasねmen generum species et de se creat e t  intra se 

con tinet. -� VI. 8 一)， 叡智界・神的世界を， 象徴 させている。 しかしμ�Ol!á，.は，

あく迄も神的世界であって ， 神 そのものではない。 μ o池宮自体も， その根源 は，

summus deus に還元されるのであり， prima causa としてのそこから生じ たもの

にすぎない(haec monas orta a prima rerum causa-VJ.10-)。依の場 合， Zðéα 

はまtと字置されて おり(cf.VI. 3 )，μ oν&，. は Zðé α 界・叡智界全体の数的問成・

性格を， 象徴 しているのである。 そして叡智界は， mens， anima mundi (VI. S') 

へと， さらに細分化されている。 summus deus と この叡智界の関係は， いわば

summus deus を頂点とし， そこからする mens->anima mundi の流出関係とし

て， 担保されている。 叡智界のこのような構成， お よ び mens， anima mundi 

それぞれの宇宙秩序における機能は， 7の( 5 +2 ) という要素 に関連 し て

(VI. 18-20 )， 5 の意義を述べている VI. 20 に， より明瞭に述べられている。

すなわち， 彼は， 叡智界・現象界の合 一体としての全宇宙が， 特に前者の細分化

に より， 5 つの階層から構成されていると考え， そこに 5 の意義を求 め て い る

の で あ る (aut enim deus sum例us est aut 例ens ex QO 仰αta in qua rerum 

species continentur， aut 附undi ani刑a quae animarum omnium fons est aut 

caelestia sunt usque ad nos， aut terrena natura est， et sic quinarius rerum 
(4) 

omnium numerus impletur.-VI.20ー)。

このような， 数との関連にお ける宇宙秩序の階層的把握， 特に，μ o地Eを神的

世界・Zðéα界・mens・I) oûr;; と等置し， また 7の神聖性をμ即位 との関連から論

刊しようとする傾向 (cf.VT. 10 -11) の思想的 典拠については， さまざまの見解
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がみられる。àplOμぬ なかんずくμo池宮 を存在の原理とするSc hema は， Phil・

on， Mod eratos， Aetios， Nic homac hos v. Gerasa， Theon v. Smyma， Anatolius， 

Sextus Empiricus 等 の 帝政時代 の諸文献・学説誌に随所にみられる。 そ して Sc h

mekel以来，こ のような 発想にみられる数論的要素 の起源・典拠を， すべて ，

そ の存在 が推iJ!IJの域 を出ないポセイドニ オ スのTimaeus・Kommentar に遡及・

還元して しまう見方が， 支配 的であり， マグロピウスの場合にも， 同様 の指摘が

なされて 来た。 またさらに，こ のような諸文献・学説誌にみられる数論的要素か

ら， 逆にポセイドニオス のTimaeus・Kommentar �再偶成しようとする試みが，
(5) 

しばしばなされて 来たのて、ある。 しかし最近， Neoplatonism， Neopythagoreanism 

の起源の問題と関連して ， 数 論的発想 からする存在 の階層的把握 の典拠を， ポセ

イドニオス只A人に還元して しまうのは妥当でない。 こ のような思想体系は， 彼

以前，こ とに， プラトン の 後期思想をめぐって ， 古アカデミー内部で、形成された

のであり，むしろそこ に 典拠を求めるべきだ，とする主張がみられる。 Neopytha

goreanism の名 の下 に 一 括される諸文献にみられる数と存在論のこ のような結

合は， いわばFseudomorphose d ぽ Alteren Akademie にすぎない， というので
(6) 

ある。こ の ような見解 の背後には， 古 Pythagoreanism の本 来の性格とそ の伝承

の問題 ， お よびそ れと Neopythagoreanism の断絶 の問題がある， と考えられる。

通常， 存在を数 から演鐸し， 数 にそ のαì'rt.αを求めるのは，古 Pythagoreanismlこ固

有な教説 であった， と考えられている。 しかし， 数 と存在の原因 の関連について，

アリストテレスの伝える古 Pythagoreanism の教説と， セダストゥス・エンピリ

グスの Advers us Mathematic 田(X.248 -- 30 9 )にみられる古 Pythagoreanismに

関する誠告 との間には， 根本 的な矛盾がみられる。 すなわちアリストテレス は，

al'na に関する古Pythagore加ism とプラトン の教説 と比較して，åplOμ0[にal'nα

を求める点に両者の共通性をみているC Met.， 987b2 4)。 しかしプラトン は， åpl・

0μol を独 自の領域 として ，Tdαloθ布地 から離在 させた，とアリストテレス は主

張する( Met.， 987b28)。 他方， 古 Pythagoreanism は， 事物 と 数 を等置・同一視

し件ρIOP.OÒ<;; ell)α["φα01ναùr:à r:àπpárμαTα-Met.， 987b29一 )， r:à ala07Jr:á 

の領域外になにものも存在 しないと考えた ( cf. Met.， 989 b2 4宣. ) と述べ， そこ

に両者の相異を， 彼は求めているのである。と のようなアリストテレス の報告 に
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したがえば， 古 Pythagor eanism の考えるαl'Tl α ， すなわち存在の原理としての

ápc8μdは， 当然で& αla8可ráの領域 内にとどまることになる。 これに対ししE

Fス トゥス・エンピリグスによると ， 古Pythagoreanism は， dFTtα を&σφμαT α

なものと考え， そしてμω/xr;;とáópwr o，>òuár; にそれを求めた， というのである

ぐcf. adv. Math.， X. 250宜. esp. 261. 276 )。 このように考えると ， 数 と αfTtα に関

して， アリス トテレスの報告とは本質的に矛盾し， 異なるいま一つの古Pytha 

goreanism の教説が伝承され， 流布していたことになる。 われわれの当面の課題

ゼあるマグロビウスについても， μ oν/wを超越的な神的世界・叡智界と等置し，

その中での， また， そこからする階層的流出による K osm ogon ia は， むしろセグ
(7) 

ス トゥス・エンピリグスゆ伝える古 Pythagoreanism の教説と親近性を持つ。 そ

して， このような発想は， 先にもふれたように， し、わゆる Neopythagoreanism 

の諸文献に随所にみられ， かつ， 古 Pythagor eanism の教説 として紹介され， そ

こに起源が帰属させられているものなのである。 しかし， これと同様 の体 系はス

ベウシッポス， グセ ノ クラテスのものと考えられる断片にもみられるのであり，

先のアリス トテレスの報告と あわせて考慮 に入れた場合， その起源は， むしろ古

アカデミー内部に求めたカがより至当と恩われる。 以上のような見 解 にたつのが，

たとえば最近の Bu rkert， K rãm げである。 彼らは， さらにセクス トゥス・エン

ピリグスの Adve rsus Mathe matic os (X. 248，..， 309) を， プラトンの い わ ゆ る
(8) 

lXr pα φ αòórμ αTα ， ことに πεp! rár α80ûと 関連させようとするのである。

マグロピウスにみられるμ oν&r;との関係からする 7の重視， およ びその summus

deus と 区 別された神的世界・叡智界との等置ときわめて類似した発想が， フィロ
(9) 

ンにみられ， 先め思想的典拠 の問題と 関連して注目を要する。 フィロンは創世 記

( 2  : 2 ) の警再会的解釈をL egum Alle goriae (I. 2 ，..， 16) の中で展 開している。

その中で彼は， 死すべきもの(rà 8内地) も， 不滅なるもの (rà lXØrαpτ α 〉・

神的なるもの(rà 8û α〉も， それぞ

し， 前者には 6 ， 後者には 7を充当させている。 その際 7は， μ o))ár;との同質性

から， 神的世界に対応 されているのである。 ブィロンとマグロピウスを比較した

場合， 前者では 6 ， 後者では 8との関係において， 7が問題となっており， また

前者の場合， そのμO))&r; との同質性 から， 後者の場合， μ o山吉という要素を内
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包している点に 7の重要性 ・神聖性が求められているという相異 がある。 し かし，

すでに他で指摘したように ( 本稿註9 参照)， フィロンの場 合も， 数 す な わ ち

μo地s -( = 7)を基礎とする神的世界 ( 叡智界・イデア界 ) と， òuás-を原理と

する現象界の二元論 にたち， し かも， 前者を， 。θεós-を頂点、として細分化し，

階層的な宇宙論 を展開している。 この点に着目し， Krärn erは古アカデミー内部

で形成された数論 と存在論の， フィロンーマグロピウ ス ーカルキデイウス に対す
(10) 

る影響と系譜を想定しているのである。

Kr邑rn er は， フィロンが全存在 を 3つ， より厳密には4つの階層秩序において

把握している， と考える。 すなをちó fh;;ós-→KÓσpos-)) oTjrós- (μoν!XS- =神的

νOÛS-， éßòo舛sにより象 徴され， ).óros- に よ り 恥揺される神的世界・イデア

界〕→吋σμos-αÎo(JTjróS- (ðoos-により象徴され， [)).ηにより規定される〉の三段
(11) 

階であり， さらにゆuμos-))0守rós-は， trans z en d en ter ).óros-( =).óros-tνòc!x(Jeros-， 

数 に象 徴されるイデア界=マグロピウ スの場合のrncns に相当〕と irnrn an en ter

).óros-( =).óros-πpofþo，ρCKÓS-， マクロピウ スの場合の an irn a rn un d i に相当〕 に
(12) 

二分され， 四段階をなすとみる。 そして ，こ の階層 秩序は， 先にみたマグロピウ

ス にみられるs urnrn us d eus →rn ens-+ an irn a  rn un di-+v ideri ess e， さらにはカルキ

ディウスのTirn aeus �主解(c . 176- 7)にみられるs urnrn us deus→rn ens dei ( =  

vol unt as d ei=)) oûs-)→ anirn a rn un di (=田 c un da rn ens - c.177-)とも軌をー

にするものとみなしている。 とれと類似の存在 体系は前1 世 紀後半の Eudoros

にすでにみられ， また紀元後1 世 紀後半のアカデミーの継承 者 Moderatos v. 

Gades にもみられるのであって ， フィロンの後代 に対する直接の影響というより

は， そ の起源自 体 は彼以前に 遡及 しうるのであり，共通の典拠 ， すなわち古アカ
(13) 

デミ{の伝統 にもとづくものと考えるのである。

神を頂点とし， 叡智界， 現象界の三者を階層的に把握しようとする発想は， 当

初においては， いわば峻別された叡智界と現象界をL、かに関連づけるか， という

プラトン的二元論 から生ずる問題に対する， 一つの解答として提起されたと考え

られる。 ま た フィロンが旧約聖書， 特に創世 記を警聡的に解釈するに際し， この

体系を板底にし， 適用したことからも推察されるように， グリスト教的な世界観

とも容易に融合し うると考えられ， そ の面での影響もみのがすことは出来ない。
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さらに， この発想がマグロピウス， カルキディウスに痕跡 をとどめている事実は，

どのような内実のプラ トニズムが， どんな過程 を経て伝承されていったかを検証

するための，有力な手が かりを提供するものといえる。また Neopla tonism，Neopy. 

tha gorea nism の起源の解明 にも大きな役割 をはたすものと考えられる 。 こと に

マクロピウスの Commentarii が， カルキディウス のTima eus 註解とならん で，

中 世西方世界において最も 権威あるプラ トニズム の 典拠 と みなされていたことを
(14) 

考慮 に入れた場合， そ こでは純粋な形でのプラ トン自身の教説 よりは， 古アカデ

ミーのそれに対する解釈という漏過を通した， いわ ゆ る Neopla tonism， Neopy

tha gorea nism的 性格 を濃厚 に持 つ プラ トニズムが継承され， 支配的な影 響力 を

持っていたことが推察されるの である 。

註

(1)本稿ではマグロピウスのテキス トは Bibliotheca Teubneria na 中のMacro.

bius v ol. 1L (ed . ]. WiIIis， 1963) を用 い， 随時Stahl， W. H.， の英訳と註

(Macrobius' Commentaty on the Drea m of Scipio， 1952)を参照する。 な

おキケロの De re publica の章・節の区分は， たとえば12(=c. 2， 2 ) の場

合， 前者はL. C. L. (No.213) 中の Keys， C. W.，のテキス ト(pp.261，....，83)

をさし， 後者は上掲Teubneria 中の Macrobius Vol. 11. 巻末 に所収の So.

mnium Scipionis によるもの である。

(2) VL 2.4， および 46 ，....，470 cf.τ1m.， 35b.c 。 この場合， 彼が， Cra ntor に

より最初 に用 いられたと い うLa mbda (cf. Plut.， d e  a nim. procreat. in 

TirÎ'l.， 1017d. 1027 のを念、頭 においていることはいう迄も な い(cf. Stahl， 

op. ci t.， p.l09 n.48) 。

(3) VL 7 ，....，17 = 1 と 6; VI. 18"""20= 2 と 5; VL 21 ，....，44 = 3 と 4-ここでは

Tim.， 31b-32bの宇宙 身体の生成と構成， およびそれと関連して， 四元素の

結合の問題が展開されている VL45以下=7自 体の持っさまざまの menta，

すなわち， 45=語源からする 7の神 聖性釘池宮くσ'1::1τ池宮くaéßof:lαt cf. Phi. 

lon， op. mund .， 127 ;46"""47 =本稿註(2)参照; 48，....，61=月 ・太陽の 運行と関連

して， 7の kosmolo gisch な観 点 からする意義， すなわち， 宇宙 の合法測性
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が7により象徴さ れる; 62 -81=人間の 一生， 人体の 構造等 ， 人事の面で 7

が持つ意義が展開さ れて いる。 なお7が伝統的に重視さ れる根拠については，

本稿 註(めに記載 した拙稿参照。

(4) cf. Stahl， op. cit.， p.103， n.25o 

(5) ポセイドニオスの Timaeus.Kommentar は， Sex. Emp.， adv. lo g.， 1. 92; 

Plut.， de anim. procr. in  Tim.， 1023の記述が典拠となり， その 存在 が推定

さ れ， Schmekel， A.，の Die Philosophie d. mittleren Stoa (SS. 403-432) 

以来， その後代に対する影響を過 大評価 する傾向がみられる。 その再構成は，

た とえば数 7についてはRoscher， W. H.， Die Hebdomadenlehre d. griech. 

Philos. u. Ärtz te (SS.10 9丘)， Gronou， K.， Poseidonios. u. jUdisch-christ1iche 

Genesisexe gese(S.1 97， 295) 等 が試みている。 Macrobius の場合， 特に第I巻

V -VI章にみられる数論につい て， Fries， Prãchter， Courcelle 等 ，ポセイド

ニオスにその典拠を求める見解 が支配的であった(学 説史的 展望については，

cf. Stahl， op. cit.， p. 38) 。 またポセイドニオスの過 大評価に対しては，Robbins， 

F. E.， (Poseidonios and the source of Pythagorean ar ithmolo gy， apud 

Class. Phi1.， XV. 1920， pp. 30 9ff.; The tr adition of Greek arithmolo gy， 

apud Class. Phi1.， XVI. 1921， pp. 97. 宜.)等 の反 論 がある。 この点に関する

学 説史的 展望につ いては cf. Krãmer， H.J.， Der Ursprung d. Geistmetaph

ysik， S.47. Anm. 82， S. 55. Anm. 120， S. 264， S. 331. Anm. 521，および次註。

(6) たとえばcf. Krãmer (上註)， Burkert，W.， Weisheit u. Wissenschaft， SS. 

4 9-50， 53f.， 57-58， 194，198。

(7) さ らにV1. 5 -13. 22 �とみられる点・線・面・立体問の 移行の数的 説明 ，

V1. 18における，。υむを感覚界・現象界を象徴 する最初の数としてとらえる

発想と， Sex. Emp.， adv. Math.， X. 278宜. との類似も， あわせて注目 する

必要がある。 なおアリストテレスはこのよ うな発想を， プラトンに帰属させ

ている(cf. Met.， 992b 13; 1OßOb 23 ; 1085a7貸. etc)。

(8) cf. Burkert， op. cit.， SS.16，53-63， 72; Kr ãmer， op. cit.， S. 48，540 

(9) フィロンにおける 7φ意義， およびそれと存在の階層的 把握 との関連につ

いては，拙稿IAristobulos と Philon 却ðoμá<;をめくeってーJ(1西洋古典
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学研究JXV. 発表予定〉で， かなり詳細に わ たっ て考察 したので， ここ で

はふれない。 また7に関する具体的な事例で， ブィロンとマグロピウス両者

の 一 致 している箇所として は， たとえば VI. 11一 色p. mund .  100; VI. 45 

op. mund. 127; VI.64-op. mund .  124; VI. 70. 72. 75�6-op. mund .  103; 

VI. 80-op. mund .  118 ; VI. 81-op. mund .  119. 122. 125 等があげられる。

この事実は， 両者が共通の 典拠乃至は伝承に 依拠 してい る可能性を， さらに

示唆するものとい える。

帥 cf. Krämer， op. cit.， SS. 276� 9 。

(11) KóaμOSν Or;r ósをÀÓyoSとして把握し， 神と現象界の中間に存在する一種

のμεσJτ可Eの機能をはたすものとして みることに つい て!土， cf. quod d eus 

lmm.， 30�32 0 ÀÓyo官は， フィロンの場 合，ó8εぬと区別して8eós( de somn.， 

1. 229)とも，êÍKφ ν 8 eoû (spec. !e gg.， 1. 81 ; conf. ling.， 97) などと も表現

さ れ て い る。 存在 のこのような階層的把握は， ó 8eósが KóaμOSν Or;rós

の段 階ではμo泊s( =éßðoμ&り， 8εÓS， ÀÓyoS として認識され， 臼己をあ

らわすとい うように 理 解 することも可能で あ る (cf. Vo ge!， C. ].， On the 

neopla tonic cha racte r of Pla tonism a nd the Platonic cha ra cter of Neop!a 

tonism， Mind ， 62， 1953， pp. 46�47)。 ま た， 彼の場合， ÀÓyoSが数論に

より基礎づけられてい ることについ ては， cf.Krämer， op. cit.， S. 273 0 

同 ÀÓyoS のこのような二 面 性については， cf. vit. Mos.， 11.127およびK räm-

er， op. cit.， S. 277. Anm. 320�321。

(13) Krämer は(op. cit.， S. 278)， フィロンの場合， ÀÓyOSがス トア的要素を

かなり強く持っており〔特に， ÀÓyoSπp OrþOp iKÓS)， これに対しマグロピウ

スの場合， そのような要素を含ん でおらず， それだけ純粋 に アイロン以前に

形成されたこのような発想 の原型を保持してい ると考える。 たとえば Eudo

ros (apud Simp1. in Phys.， 181， 10ff. D. cf. K rämer， op.cit.， S. 277) に つ

い てTheilerは (Gott u .  See!e im ka iserzeitlichen Denken， i n  Entretiens 

su r\ I'a ntiquité c1a ss叫ue，Tome， III. p. 86)， 次 のように 図式化してい る。

ー | 一μo別 作 品川 一一一一
|da s Eine (=ÚπεpÍY.νω 0εó'.;ー〕 一| 一IxÓp iστosòuÍY.S ( =1iÀ可)ー(-Sinn!iches.
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また Mod eratos v. G ades の場合 ( apud. Simp1. in Phys.， 230， 35ff. D.) 

に つ い ては Krãmerは( cf. op. cit.， S.252，277)， 次 のようなSchemaであらわ

してい る。 すなわちEν →íÆl.I (=εr占的→ψυχIKÓl.l→1JÀ.可/αla{)可-rá。

日4l cf. Stahl， op. cit.， p.l0。


