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印度航海者コスマス(6世紀〉の基督教宇宙論

佐 藤 士
口 昭

序一一方法論として一一

1 .  í基督教字宙論J Cosmologia Christiana なる用語について始めに考
ドグマ

察したい。 基督教の歴史的啓示， 則ち， 新・旧約聖書， 聖伝中に教義とし

ての基督教宇宙論が存在するのであろうか。 {谷見では， 古代・中世に創世

記を根拠とした所定の教義的教会宇宙論が存在したかに考えられがちであ

る。 今日の自然科学の立場から， 当時流布し， 信じられた基督教的宇宙観

は軽蔑視され， 進んで， このような愚昧な宗教字宙論こそ， 基督教の神話

性を証明する， とよく科学史家から指摘される。 しかし一考を要する事実

は， かの「ガリレオ劇」のはなやかさにもかかわらず， 教義史， 公会議史

在かえりみると， 神の創造， 被遣の根本教義を除き， ある特定宇宙論が正

統の座を占め， 他がアナテマされたことはない。 これは， 教会が自然学的

宇宙論と自 らの教義との結合には終始消極的であったことを示す。 正統と

異端の神経質な教会歴史の蔭で「基督教字宙論」はかえって， かなりの自

由を享受していた。 天体構造の解明はいわば俗事。 時代時代の支配的常識

はおいて， 原則的には基督教徒たる本人の学識， 見解にゆだねられていた。

数々の近代の教会との科学闘争は， 科学の神学への挑戦でなく， 科学真理

の常識への挑戦と云うべきであった。

2. このような理解の上で， 基督教字宙論の歴史的研究の効用について一

考したい。 Co smologia なる概念は対立的， 極的関係の二つの異った立場

から考察出来る。 その一つは純自然科学としての字宙物理学， 他は哲学・

神学的字宙論である。 前者は， 理論と観測・実験の相互補足で進展する部

門で， ここに基督教的理論・観測な ど存し得ない。 ただ観測実験技術が高
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度に進み， 相対性原理， 量子論下の宇宙考察がなされている今日， 現代 科

学の名を借りた常識的字宙像が， 存外前世紀的イメージにと ど まり， 真の

科学の新成果を受入れないのみか， これと相反する場合が多いことに注意

すべきである。 叉この分野の自然科学が実は今日も多くを仮説に依存し，

例えば月の磁場の如く， 日に定説が覆えされていることは， 逆にこの分野

の発展には古代人の「空想」も常に新らたな装いをもって定説として復活

し得る可能性をも示す。 この見地からの歴史考察は自然科学史， 天文学史

等で， 煙論， 技術の発展が主要テーマとなる。 これに対する他端は哲学的.

神学的宇宙論で， 観測との関連， 量的処理に関係なく， 宇宙観を形成する。

存庄の価値観からの宇宙的ヒエラルキアや， 類比的にミクロ コスモスたる

人間の学をも包括しかねない。 ここで哲学史乃至神学史が問題とされる。

3 .  だが古代 ・ 中世の思想、の中で遭遇する世界， 宇宙の論議が単純に自然

科学史或いは哲学・神学史の二つの類型に還元出来るだろうか。 そもそも

古代 ・中世宇宙論はこの二つのいずれかに還元し， 論説を単純明確化する

ことに重要性をおかるべぎでなく， 自然科学と哲学 ・神学を両端の二極と

した場を考え， 多様な因子によって錯綜している諸々の考えを忍耐強く，

それぞれの理拠に基いて開放し， それによって一層完全な「人聞の思想の

歴史」を見出すことこそ， 新らしい観点， 又価値が生れてくると考える。

以上の考察で， I基督教宇宙論Jが思想、史を通じ， ほぼ教権から解放され

た「基督教的なる宇宙論」であった事実， その歴史的考察が， 経験的自然科

学史と，観念的哲・神学史の間にあって， 人間の思想、の歴史として捕え得る

こと， それが我々がここで取上げたい方法論で、もあることを明らかにした。

コスマスの宇宙

我々はここに， ユスチニアヌス帝下の古代文化の継承地， アレ グサンド

リアの複雑な社会に生きた コスマスK田mおを扱う。 同時代， 問問題に

ついては， むしろアリスト テレス註解者で， 学派に基督教的一大転向をも
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たらしたフィロポノス(Joannes Philoponoのが銘記される。 彼はシユ/ブ

リキオス， プログロスに比肩される。 しかし， 同じアレグサンドリア市の

中層市民の代表で， フィロポノスと万事対称的な点で， 我々はコスマスに

興味をもっ。 彼を知る唯一の直接資料は， その著「基督教字宙形態論J

XptaTCανt吋T07rorpαψfα全 12巻であ る。 この害から知られることは， 彼

の生年， 没年は不明。 多分アレグサンドリアの生れで， 若い頃香味料， 特

に胡臓の輸入商 人としてエチオピアを中心に活躍した。 彼の行動範囲は，

紅海沿岸， ソマリア半島， パレスチナ， 赤道下のナイル河冊、な どで， ベル

シアi奇も航行しているが， 印度迄航海したことは信じがたい。 写本表題に

ある「エジプトの修近士 コスマス」も， 後の筆記者の想像らしい。 むしろ

彼は日常雑事に追われている， ネストリウス派的基督教平信徒であったと

信じられる。 著作年代は547年から549年の問であろう。 9世紀のピザンチ

ンの博学家Photios司教は， その著 Myriobibl ionの 1 の36 で偶然この書

の読後感を記 L ている。 1"読了したものに旧約 8 巻の解説書， 題して基督

者の書ßEßJ.o<;; Xpcσrcαν@ν… ..{皮(コスマス)は若干の教義のため， 聖書

の，iJE i;-と自らr;ずるものの助けを借りて戦を挑んだ。 文章表現は俗Tαπε

tνÓ<;; で， 骨之江主の文章法迄矢口っていない。 更に加えて， 彼は歴史的にあり得

ぬようなことを主き集めている。 彼は人間を真実なものの探究者と見るよ

り， む しろっくり話の禿明家とμU(}CKφTεpoν考えている……Jo Photios 

の批判はきびしv、が， コスマス自ら， 1"私がこれを書いた時， 熱病， 眼病

を煙、い， おまけに便秘に苦しんだ。 それに， 束、は教外者(異教徒〉の一般

fF校教育f:rKúKÀco<;;παcòe!aにあずからず， 修辞学の技に欠け， 流暢華麗

な文体の論文を書くことを知らない」と云っている。 7こだ， ー商 人の彼が，

独学で高く広い教養に達したことにむしろ驚くべきで， この独白は意気軒

昂たるアレグサンドリア庶民の逆説的レトリッグと云える。 以下我々は問

題を組織的に扱う。

1. 1"基督教宇宙形態、論」は論争書であり， 基督教徒のくせに， 教外者と
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同じく宇宙球体説を信奉する者に反対， 聖書によって証明された宇宙形態

についての基督教学説を明示するという目的で書かれている。 内容は宇宙

論に， 神学， 聖書解釈， 地理学， 経験談等が混合している。

2. ここでコスマスの創りあげた奇妙な宇宙構造を，‘第2巻とその要約，

第4巻を主にしてあげてみる。 大地内は水平にひろがった長方形をなし，

縦横比は1対2 ， 南北が短辺， 東西が長辺である。 大地は4元素中最も重

い土からなる宇宙の広大な基底であり， 虚空の上に神によって安定させら

れている。 ここは人間の居住区である。 この広大な大陸は四面， 大洋に固

まれている。 この渡ることの出来ぬ無限の海洋の更に外側には， 四角の高

く盛上った堤のような土地がよこたわる。 ここに楽園があるが， ノアの洪

水以後， 人類はそこから現大陸に移住し， 今そこは無人区である。 その更

に外側に眼にみえない巨大な壁が立ちふさがって閉鎖されている。 この東

西南北に直立する四面体の天井は， あたかも古代大浴場の天井の如く， 南

から北にかけ丸味を帯び， 東西は半円筒形にのびる。 この西洋揺龍型の由

来について， Wolskaの研究は， 考古学的に， モーゼ時代へブライ人の移

住の際にトーラー(モーゼ五書〉を入れてかついで運搬した聖橿が原型で
(5) 

はなかろうかと考える。 ところで， この宇宙構造はあたかも二階建の家屋

のごとき構成で， 丸味を帯びた天国と地平の中聞に， 水平に張られ， 透明
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で， しかも天地創造の際上部に分たれた水を張った蒼湾σ"e向仰があり，

この平面で宇宙は二空間に分たれる。 その上位の第一天は， 我々には不可

見な優れた場所で， 現に創造の主宰者たる神と， すでに復活したキリスト

のみ居住する。

下位第二天が我々の通常の字宙で， 地上から蒼湾まで前述の， 第一天と

共通な見えない壁で四方閉鎖されている。 人聞は地表に住み， 地下に死者

が眠り， 湾蒼のすぐ下には天使達が居住する。 諸天体もこの位置にあって，

恒星12 ヶ月〔黄道十二宮〉は水平な円運動を行い， その下に太陽， 更に下

で月が同じく水平円運動を行う。 十二宮は太陽より， 一日約1度， 1年聞

に 360度先に進み， そこから四季が生ずる。 月の角速度は太陽より遅く，

1 カ月約30日で一周 360度太陽より遅れる。

天体運動の原動力はそこに住む天使達である。 さて， 我々の大地は余り

広大で感知し難いが， 実は北面が高く， 南東へと下降傾斜している。 その

ため， 南向の川， 例えばティグリス・ユーフラテスは北に向う川， 例えば

ナイルより急流であり， 印度への航海の方が， そこからローマへの帰航よ

り早い。 北西には特に巨大な山塊があり， 太陽の水平円規道が北西で、この

影に入った時夜が始 まり， 東南のこの山塊の裾から出た時昼が始まる。 終

末的に全人類に審判が下り， 総復活が行われた時， 復活した人間全てが来

るべき空間， 第一天に入ることになる。 ここには完結した体系がないので，

不明な点も多いが， コスマスが， 神がモーゼ、に全宇宙の型"úπ0<;;とミニ

ア チュアÍJrrorpα刊として授けた礼拝の幕屋川η吋の構造から忠実に復

原したと信ずる全宇宙構造は以上の通りで， 天の構造は， 永遠の生命体を

中に収容するゆえ， 不滅である。

コスマスの宇宙論の背景

メルヘンとして以外に， どうしたらこのような字宙構造を我々の知性が

受入れるか。 その問に答えることが， とりもなおさず， 我々の方法論によ
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った宇宙論解明の役割である。

1. 始めに字宙創造， 構造にふれた基督教著作の歴史を一瞥したい。 聖書

中で自然的にこれにふれるのは， 創世記1章， ヨブ記， 詩篇， 第2イザヤ

等である。 一番問題になる創世記l章の創造六日物語が自然的目的で書か

れたので、なく， 純へプライ的意図， 員IJち神の創造， 世界の歴史性を啓示す

ることにあったことは今日明ら か で， 後に屡々混同される， プラトンの
(6) 

Timaiosのもつ generatio的テーマは存しない。 又ヨブ記以下に自然主義

的描写が断片的にあるが， いずれにしても聖書から直接宇宙論は得られな

い。 後に教父が護教神学の領域を拡大， 忠、弁に余裕を生じた時に自然学的

接触をも生じるに至った。 既に使徒教父すら創造概念、の主張に於て， 世俗

科学的解釈を一つの可能的理解として記している。 神学と臼然学の幾分積

極的綜合は創世記註解書， 就中Hexaemeronに始まる。 その歴史は即物

的文化圏アンティオキアのTheophilosに始 まるが， 大部分の創世記議解

は中世に至る迄， 本来の使命， 神学書として， 神学・道徳に重点をおき，

形而上学に及ぶことは多くとも， 積極的に字宙論にふれることは稀であっ

た。 その点， 比較的調和のとれたノ王シリウスの説教集Hexaemeron と，

そのラテン的改訂たるアンブロシウスの Hexaemeron が中世基督教宇宙

論の典拠であった。 ところで基督教アレグサンドリア学派は誓喰的聖書解

釈の伝統をもち， グレメンス， オリゲネスの創世記解釈もこれに属した。

他方アレグサンドリアは又観測・理論天文学の古代中心地でもあった。 プ

トレマイオス体系は， 地球中心天球説としては今日も完全に近いとされる。

6 世紀のコスマスの問題の書は， この伝統の町で， フィロポ ノスの天球説

に反対する天文学， 神学的論駁書である。 しかるに聖書解釈学， 天文学い

ずれに於てもアレグサンドリアの伝統に反するコスマスの考は どこから来

たものであろう。

2. ここで彼の宇宙形の経路を追いたい。 明らかな如く， 宇宙を球とする

説はギリシヤ人の発明でなく， カルデアから小アジア， エジプトを経てギ



72 

リシヤに伝えられ， そこで精巧なものとなった。 しかし当のカルデアには

二つの異った宇宙誌があった。 一つは自然主義汽のとる， 円板の大地の上

に半球の天をかぶせた型で、あり， 他は意味の世界から家屋構造的六面体，

立方体の宇宙を考える。 へプライ入も， イザヤ 40， 22他から， 大地が円板，

天が半球としてそれをおおうものと， ヨブ記他により， 東丙南北に四隅の

柱をもっ正方形のkに立つ大空が考えられていにと忠われる。 コスマスも，

カルデ‘ア人が最初に天球説を発明したが， そのほ， 叉最初にそのぷりをも

発見した。 ところがギリシヤ 人は受入れたなりー九未だ誤りに気付かぬ，

と云っており， 小アジアでは既に長い間宇宙方Y叫説が支配的であったよう

である。 コスマスの宇宙誌の系譜は， このOtKO丸、 型方形説に関連している

と云えよう。

3. 次に我々の問への誌も具体的容えを与える， コスマスのいわば宇宙構

造神学を取上げたい。 彼の神学方法論は， 徹底)たシンボリズムと， 旧約

の類型論typologia の使用であ る。 始めの字右形態、シンボリズムによる

と， 彼の根本テーマに従い， 宇宙の写しmû rrl1ν7:0官同σμOU SKμαrêÏoνであ

るモーゼの幕屋は， 幕によって大祭司のみ入れる至聖所と， 一般の外陣に
(9) 

仕切られている。 これは宇宙が蒼号により上下三空間に分かれている証明

となる。 彼は水平面で区分された幕屋のご空間七上天と下天の垂直二空

間に変移させた。 次に， 旧約と新約を結ぶ予言1'，':)類型論から， 人間と字宙
(10) 

の二つの状態、Mταc地目cr;; condicionesが導かオつる。 神の経論により， 現

在， 人聞は第一の 側地σT制作におかれ， 生れ， 死ぬ。 この状態、， 叉これ

を含むこの世界は可滅的である。 しかし， 最後の審判で我々は復活し， 第

二のカタスタシス， 不滅の状態に移される。 この二つのカタスタシスが，

始めのシンボルから生じる， 上位， 下位の二空i自に重ねられて， 彼の宇宙

構造の意義が完結される。 つまり彼はシンボルを現実と直結させ， 霊的，

神秘的世界を， 自然界， 更に自然科学的宇宙とl司一平面においてしまった。

換言すれば， 我々の方法論上の二極の極性を奪ってし まった。 そこから科
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学史上特異な字宙構造説が生じ， 極性を失った神学と自然科学はコスマス

の意に反し， 結合するところか， 解離する結果となってしまった。

4. 終りに， 何故コスマスがこのような一見プリミチブな論述を行ったか

を， 勿論彼個人の能力にも責任があるが， 広く， 6 世紀アレグサンドリア

の渦 まく政治， 思想、， 宗教の歴史にふれて解明したい。 コスマスの「二つ

の側地:(JTfXσlr;; 神学」の中心はキリス ト論である。 !日約の預j通り， 完全

な人間として彼が誕生， 受!低復活， 昇天した結束， 第ーの状態、がみたさ
カタスタソス

れ， 第三の状態が開かれた さて， この神学の源は まさしく， 一 世紀前の，

小アジア， モプスヴェス"7 fアの司教Theodorosであり， その弟子がネ

ス トリウスである。 一方， コスマスが 523 年以前にアレグサンドリアで直

接師事した人は， 遍歴中のくルシヤ 人， Mar Abasで， サ吋ン車Ijベルシヤ

のェデッサ， ニシピス両基F!?子教学派を代表し， 後ィ;三ペルシヤの問。o}.tκór;;

になった。 衆知の通り， ベ'"，シヤは宗教宥和政策下， ネストリウス派を公

式基背教としていた。 コスずスはネス トリウス教徒とは限ムない 。 しかし，

テオドロスの神学を信奉し， アレグサンドリアでは少数派にすぎなかった

ネストリウス的， 基督複性"命的グループ。のスポークスマンであったことは

明らかである。 ところで， ゴスマスの論敵は頭の鋭いフィロポノスであっ

た。 ところが， この人の改宗した基督教はキリスト単性論 monophysitism

の派であった。 ネス トリウス派はエフェゾ公会議で431年に斥けられ， キ

リス ト単性論は451年カルケドン公会議でアナテマされていたが，双方，百
(12) 

年後も生存し続け， この時代， ユスチニアヌス治下， 来るべきリハビリテ

ーションのため策動してい た。 しかし三章問題を弾劾寸る勅令が543�544

年の聞の冬に出され， その前年には反オリゲネス主義JlifJ令も 出 て い た0

543年から第2回ピザ、ンヅ公会議迄， テオドロス信奉者に口最も慎重を要

する時期であった。 コスマスの属する少数派は， テオドロスを派手にたて

る三章論争と一線を画し， ひそかにプロパガンダを行った。 テオドロスの

名前を一切 出さずに彼の神学説を広める最善の方法。 しかもアレグサンド
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リア市に於て。 かくて， 装われた科学宇宙論がコスマスの手で歴史に残る

ことになる。 衰えたりとはいえ， アレグサントリアは天文の町， 科学の町

であった。 一方， 宇宙球体σvαîpα説をとるí.<\基督教徒として， コスマス

に攻撃されているフィロポノスは， 同市の多ま'{ì医， 単性論者であったが，

コスマス一派のこの作戦を見抜き， 同じく新・旧約聖書に基礎をおく基督
(13) 

教科学宇宙論， I世界創造論J De Opificio Mundi 7巻を「テオドロスの徒

党にJ Ot 7rEpìθEóðωpOIJと名ざして書いた。 かくて両者の字'占論は， 片や

シリア的宇宙j命系， 片やギリシヤ古代科学系半宙論の問の科乍論争を装い

ながら， 内にテオドロス神学対基督単性説の:Nザ:論乍がかくされていた。

更に一面， 大衆伝統の}二に立つコスマスと， 立座派のフィロポノスの論戦

でもあった。 この論争の神学的結末は， コンスタンティノポリスで553"f

聞かれた第5回公会議で， 全教会の名で三主主1:\1題が斥けら札， テオドロス

も， 単性Jl.も， オリゲニズムも併せて斥けられ， いずれの派の努力も水泡

に帰することになった。 会議の結束がカづく寸実行されることもなく， 彼

等の信仰は更に生きのびる。

ところで， 神学論争と別に， コスマスがフfロボノスを許しがたいとし

た他の理由は， 後者が520年前後に基督教に改宗後， 異教的古代文化， 就

中アリストテレストと基督教信仰のSynthescをつくりIL'，そうとしたこと

に対してであった。 基督教が公認されて既に200年， ア子ネのアカデメイ

アとアレグサンドリア学派はその間相変らず伝統と権威を保ち， 多くの教

父も若い時代その恩恵にあづかったので、あるj;， その主宰者達が全て非基

督教徒， 就中異教徒であったことは注目される。 新興の基督教にとり， 概

して学問の自由は守られ， 古典文化は尊敬をあつめていた。 しかし， この

時代のアテネ学派で， 新プラトン主義が異教主義と余りにせせこましい結

合を計るにいたって， 基督教徒の子弟の聞で， これへの信用が失われ出し

た。 495年Ammoniosはアレグサンドリア学派の長と し て， 同市司教

Athanasios 2世と妥協し， アリストテレス哲学擁護のため， Hierokles以



印度航海者コスマス(6世紀)の基督教宇宙論 75 

来の新 プラトン主義的教育を捨去り， その結果， ここには基督教子弟のた

めのコースが開設され， 補助金が与えられることに な っ た。 Ammonios

はアリストテレス解釈に於ても和解し， アリストテレスの神は単に目的因

Tε).lKÒlJ ãlrWlJであるのみか， 又πOl守口κÒJ) äl'tlOν員IJち作動因乃至創造因で

あるとし， 基督教徒のアリストテレス主義への接近を容易にしたといわれ

る。 フィロポノスはこの学派の基督教化の主要促進者となり， 529年， ア

テネのアカデメイアが閉鎖された同じ年， De Aeternitate Mundi Contra 

Proclum 18 巻 をしるしてアテネと公式に袖を分ち， この著が学派の信仰

告白となり， その代償で， アテネを倒した嵐の中に， アレクサンドリアは

生残ることが出来たと云れれる。 深く基督教化した学派はアラブの征服 ま

で存続し， その折でさえ， 既に一神教に適用されたアリストテレス主義を

イスラム教も大した困難なく受取った。 このようなフィロポノスの役割は，

「彼の根本的意義は， アリストテレス主義を始めて基督教の apologiaの

用に， 供したことにある。|と云えよう。 しかも， 神学書H寺代に入って書

かれた DeOpificio mundiもDeAeternitate Mundiもアリストテ レスの

よき遺産に依存しながら， これを充分に批判もし， I宇宙の永遠性に関す

るアリストテレスへの反論J 6 巻 もあらわしている。 彼の活動は， 西洋中

世の聖トマスにたとえられる。 だが13世紀のこれへの反対者がそうであっ

たように， ブィロポノスのこの立場も， コスマスから見れi!， 理解出来ぬ

のみか， 許せないことであった。 これこそ基督教の異教化になるのではな

かろうか。 基督教とアリストテレス主義。 この2 イデオロギーの接近は結

局害あって利なL， と思われた。 コスマスの「字宙形態論jは， ハルナッ

グの云う福音のHellenisierenに対する恐れをもって， 自らの手で， モー

ゼの信仰， それに基づくオリエシト的宇宙系， 救済史的終末論に結びつく

宇宙構造を明瞭に打ちたてようとする， つまりヘレニ ズムに対する頑固な

ヘブライズムの主張， 要求で、あったと云えると思う。 しかし時代は最早初

代教会当時とは違っていた。 たとえばイレネウスの聖なる人々の集りとし
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と云うような干!?神主義的主張とは程泣く， 聖書により証明され，

刊1によって直接啓示された， 科学的宇宙間近諭と云う， 立去をつく形でそ

ての教会，

天文'下の形をとゐ限り， 自然法則的証明を

そ し て伝統的ギリシヤ球体天文学の観測上及び理論上の矛盾

それが科'下，れがtJ�: l'，された。

必要とする。

そのu.日正は翌占の'31J11だけではならず， 再びギリシヤ科を つ く と し て も ，

学， かつアリストテνスの自然乍の結宋;を利JlJしなければならなかった。

び結

占代・q1[_tt 宇宙論の!?正史的11汗究のlゴìL論として， 経験的臼然科我々は，

そ して対象'j':'díd向Zとそのゃを--Jjの阪に， 観念的哲学・制I'{:を{也の極に，

コスマスのこ子

出形態51iHは， 反プトレマイオス体系の天文学及び経験的地理小の形をとり

ながら， それとr{-}'í-t! (tせに，

'1'�Jjの場において， 柏i自叩

それが位の主口的‘ごもある， 復性“命的?中学を
す1コス

これはコスマスとフィロポノζのlillに戦われた。 家屋型ひそませている。
スソアイラ

か JdJ型かの科学 品7r-J i であ り ， I"JII，'j �こD iophys itismか Monophys itism

コスマスの宇宙以かの1"\'学論争苫でもある。 単;二;天文γ:1，とからみと与JKら

-11刊にの奇想天外fにJ;り」と し かみられず， メ単;こ哲学・1中学ちたから�;!，るな

ら， {主は殆んど 厄員だにされない。 科学一神学 ー象徴， いずれもが竪くlむ

枯 し ている彼の目、想のいわば構泣式を， t企i的なI )�J ífí�で分析することによっ

て， 我々はささやかな似の実存の主張に再び生を与えようと試みた。 それ

中世の門口， 紀元6世紀のビザンツの文化に光をあて， 併せて人間は又，

の思想の;かみを明らかにしようとする試みでもある。 終りに， 本論文では

純粋に大A文学及びI也国学ヒのコスマスの専門的論述は， 殆んどふれられて

いないことを付記 し たい。
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conにより1706年 ， Nova Collectio Patrum et Scriptorum Graecorum II に

加えられ出版， 1総4年 Migne，PG88 cot. 51-462に再録された。本格的研究
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引用はMigne，PG88による。
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(3) この古代教育史上の役割については， Cf Marrou， H・1: A History of Edu-
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(4) TC II巻71D (TC: Topographia Christiana) 
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(8) TC 酒巻 393D・396D

(9)特に出エジプト記2 5， 1以下。

帥LamI陀; A Patristic Greek Lexicon p. 720ではコスマスの用法をdispen鈍・

tion， orderと訳す。

削θεO，ÓlWÇの概念を拒絶するととがネストリウス教徒の重大な特色となる

なら，コスマスがー箇所，TC V巻 313CでeòXα:�埼S' (Je，σπol町宮か必ν

θeuró"仰ぐ神の母なる我等が貴婦人〔マリア〕の祈を通じて )と記すことは

反証となり得る。
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同Christ，W. von (Sählin，O.): G田chichte der griechischen Literatur IT， 

2. München 192 4-1961 p. 1068 
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