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第１５回フィロロギカ研究集会 
２０１６年１０月１５日（土） 

於 成城大学	 大学７号館１階７１１教室 
 

プログラム 
13:00 ~ 13:30 
友井太郎	 	 	 (shorter note) カトゥッルス 111番 4行をめぐって 
 
13:35 ~ 14:05 
平野智晴	 	 	 (shorter note) Homerus, Ilias, 22. 211 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ――英雄の勝敗が決する瞬間―― 
 
14:10 ~ 14:40 
平野智晴	 	 	 (shorter note): Propertius, 3. 16. 19-20 
 
14:45 ~ 15:45 
大芝芳弘	 	 	 Horatius, Carm. 2.16 Otium divos 
 
15:55 ~ 16:10   総会 
 
16:15 ~ 17:15 
大塚英樹	 	 	 三つのフィロロギカ論文への反論 
	 	 	 	 	 （Tibullus 1,9 Propertius 2,25 Digesta 46,3,95,1） 
 
17:20 ~ 18:00 
安西	 眞	 	 	 οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς … Pl. Cri.43b3 
 
 
18:10 ~         懇親会 
会場：大学７号館地下１階	 学生ラウンジ 
会費：5,000円（学生 2,000円）程度の予定、当日申込み歓迎 
 
懇親会にご参加いただける方は、事前にこのアドレスまで 
お知らせいただければ幸いですが、当日の申込みでも大歓迎です。 
 
古典文献学研究会事務局 
philologica@hotmail.co.jp 
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発表要旨 
 

(shorter note) カトゥッルス 111番 4行をめぐって 
友井太郎 

 
	 quam matrem fratres ex patruo  (Cat. 111. 4) 
 
カトゥッルス 111番はアウフィッレーナという女性への誹謗詩であるが、上に
掲げた 4行目には 2つの問題がある。第一に、写本に伝承されたテクストでは韻
律上、文法上、ならびに意味上の不足があり、1～2語程度の欠落を認めるか、も
しくはそれ以上の損壊を想定しなければならないこと、第二に、matrem, fratres, 
patruoという語が、具体的にはどのような親族関係を表しているのか判然としな
いことである。本発表はこれらの問題をめぐっての議論を概観し、そのうえで新

たな解釈の可能性を提出するものである。 
	 第一の問題について、多くの校訂・註釈者は 1～2 語の欠落があるものと判断
しているが、それが行中にあるのか、行末にあるのかで意見が分かれている。

Mynors (OCT) や Thomsonらが行末に、Krollや Eisenhut (Teubner) らが行中
に欠落を置く。だが、Merrill の指摘および Zicàri の議論を踏まえれば、行末に
あった動詞の不定法（最も有力な補充案は parere）が欠落したと考えるべきであ
る。 
	 続いて、第二の問題を取り上げる。テクストの損壊にも関わらず、4 行目の内
容が「matremが patruoから fratresを産む」というものであることは明確であ
る。だが、これを「（姪が）母としておじとの間にきょうだいを産む」と訳すなら、

問題が生じる。おじの子はその姪にとっていとこであって、きょうだいではない

からである。このため、ここでの fratres はいとこを意味しうるとする説明と、
その説明への反対との間で論争が生じている。 
第一と第二の問題を一度に解決する方法として、Wiman が伝承されたテクス
トの修正を含む校訂案を提出しており、Goold が自身の羅英対訳版ならびに改訂
を担当した Loeb版で採用している。これは「おじから……」ex patruo . . . を「父
から産む」ex patre concipereとし、この行は父と娘の近親相姦を表していると
するものだが、それでも matrem「母」の語が説明しがたいものとして残ってし
まう。 
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de Grummondは fratresを「いとこ」とする説明に反対して、（子にとっての）
「母」アウフィッレーナが、（子にとっての）「（父方の）おじ」との間に（子にと

っての）「きょうだい」を産むというのがこの行の示す状況だとし、それが母とし

ての子に対しての義務に反したものであることが詩の要点だとする。この解釈で

は fratresを「きょうだい」と訳しつつmatrem, fratres, patruo三者の親族関係
にも一貫した説明がなされ、かつ matrem の語を用いる理由も明らかにされる。
だが、アウフィッレーナの（夫との間の）子という存在はどこにも書かれていな

いものだし、同じアウフィッレーナが登場する直前の 110 番の内容を考えると、
詩人が彼女に「母」としての義務を要求しているとは思えない。 
そこで私はmatremをアウフィッレーナにとっての「母」と解釈することを提
案したい。この行の指し示す状況は（アウフィッレーナにとっての）「母」が（ア

ウフィッレーナ）にとっての「（父方の）おじ」から（アウフィッレーナにとって

の）「きょうだい」を産むというものになる。アウフィッレーナの兄弟はすでに

100番で登場しているのである。 
 
 
 

(shorter note) Homerus, Ilias, 22. 211 
――英雄の勝敗が決する瞬間―― 

平野智晴 
 
	 本論は、Homerus, Ilias, 22. 211の持つ効果について、再考するものである。 
	 本詩行は、ヘクトールとアキッレウスの最後の戦いにおいて、神々の間の取り

決めとしてその勝負が事実上決する瞬間の直前に位置する。 
	 二人の英雄がイーリオンの城壁の周りを三度走り終えたとき、ゼウスは再び黄

金の秤を用いて死の運命が二人のいずれにあるかを確認する。死ぬことに決まっ

た者の運命の方が重く、ゆえに、その者の運命の方に秤が傾くことになる。ここ

で重くなるのは無論ヘクトールの運命であり、ゆえに、ヘクトールの運命の方に

秤が傾くことになる。 
	 私が指摘しようとしているのは、ヘクトールの運命が重くなることが、秤が吊

り下げられる直前の一行において既に象徴的に示されている、ということである： 
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τὴν μὲν Ἀχιλλῆος, τὴν δ’ Ἕκτορος ἱπποδάμοιο, 

Hom. Il. 211 
 
	 すなわち、ヘクトールには ἱπποδάμοιο「馬を馴らす」というエピテットが伴わ

れているのに対しアキッレウスにはエピテットが何も伴われておらず、つまり、

ヘクトールはアキッレウスと比べてエピテット一語分だけ「重くなっている」の

である。 
	 これは入念な作為によるものと思われる。本詩行の類例と比較してみよう： 
 

Τρώων θ’ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

8. 71 
 

Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καί Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ· 

24. 108 
 
	 上記二例と比較したとき 22. 211のエピテットの「不等配分」は明らかである
と思われるが、さらに本詩行においては、この不均衡が際立って聞こえるような、

以下に示す三つの工夫が見られる。 
	 第一は、アキッレウスとヘクトールの運命が代名詞 τήνによって繰り返される

ことで本詩行が先行する詩行から切り離されていることであり、第二は、

asyndetonと μέν / δέ構文によってその対比性が強調されていることであり、第

三は、その asyndeton による詩行の大きな切れ目がmasculine caesuraと一致
しており、その直後に長母音が続くことで、その切れ目が強調されていることで

ある。 
	 本詩行がこのように作られているのは、212-213 … ῥέπε δ’ Ἕκτορος αἴσιμον 

ἦμαρ, / ᾤχετο δ’ εἰς Ἀΐδαοが二人の最終的な勝敗が決する決定的な瞬間に他なら

ないからであろう。本詩行 211を聞いたとき、聴衆は、秤がどのように傾くかに
ついて確かな予感を抱き、続く詩行 212 ἕλκε δὲ μέσσα λαβών …に自ずと耳を欹

そばだ

てる。決定的な瞬間を目前にして、本詩行は聴衆の期待を煽っているのである。 
 
 
 



 5 

(shorter note) Propertius, 3. 16. 19-20 
平野智晴 

 
sanguine tam paruo quis enim spargatur amantis 
  improbus? †exclusis†fit comes ipsa Venus. 

Prop. 3. 16. 19-20 
 
	 本論は、Prop. 3. 16. 19-20についてその意味を再考し、20†exclusis†の新たな
校訂案を提示するものである。 
	 私が着目するのは 16 ipse Amorと 20 ipsa Venusを含めた 15-16と 19-20の
反復性である。 
	 15-16 luna ministrat iter, demonstrant astra salebras: / ipse Amor accensas 
percutit ante facesでは、本来恋する者の心に火を灯すべく松明を持つアモルで
あるはずのところ、奴隷のように先立って道を照らすことで道中の安全を図って

いる、というところにこの詩行の面白さがあるように思われる。すなわち：「（恋

心に火を灯すはずの）アモル自らが先導をして松明を揺すって道を明るく照らし

てくれているおかげで、夜中でも雲が霽
は

れて月や星によって道が示されて、道中

は安全である」。 
	 19-20 でも同様に考えることができる。すなわち：「（恋心を苦しめる）ウェヌ
ス自らが道連れになって……してくれているおかげで、恋する者は血が少なくな
って、わざわざ盗賊が返り血を浴びたいとも思わぬから、道中は安全である」。ウ

ェヌスをこじつけ気味に用心棒に見立てた、一種のブラック・ジョークであろう。

そして、上記「……」には、「窶れさせる」「顔面蒼白にさせる」といった意味の
補いが必要であるように思われる。 
	 これらを踏まえて、†exclusis†の修正に必要な条件を以下のように考える： 

 
（1）20 improbus? の後、接続詞を伴わずに続く（15-16の繋がり方に準

じて） 
（2）「窶れ果てた」「顔面蒼白の」を意味する恐らく形容詞 
（3）19 amantis（sg. gen.）から単数形 
（4）20 comesから属格形（OLD 5） 
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	 そして、伝承の exclusisと外形が類似していることを前提としたとき、プロペ
ルティウスによる類例の内で（e. g. exilis, tenuatus, pallens）全てを満たすのは、
exilis（sg. gen.）のみである。すなわち： 
 

sanguine tam paruo quis enim spargatur amantis 
  improbus? exilis fit comes ipsa Venus! 

 
	 詩人のペルソーナは、明るい月夜のなか恋に窶れ果てて一人女の家へ向かうこ

とを強いられるのであるが、これをアモルに松明を持ってもらいウェヌスに道連

れになってもらっている様子にこじつけ、それゆえ道中は安全であろうと強弁し

てみせているのである。 
 
 

Horatius, Carm. 2.16 Otium divos 
大芝芳弘 

 
	 この作品では、冒頭の otiumの anaphoraに始まり、最終スタンザでのホラー
ティウス自身の詩人としての生き方の提示に至る構造の中に、富や権力・武力な

どの外的な力や境遇ではなく、心（animus）のあり方こそが生の質を決定するも
のであることが明確に示される。otiumとは、危難に際して神に祈願すべき「平
穏・平和」ではなく、簡素な生活と今を泰然自若と生きる心がけに伴う「心の平

安」であり、詩人にはそれが「簡素な生活」に加えてカッリマコス的な「詩女神

の細やかな息吹」「大衆との隔絶」としてすでに運命（「つましい女神」）から与え

られていることが示唆される。 
	 本発表では、(1) このような趣旨を作品の構造と表現から跡づけるとともに、
(2) 冒頭の anaphoraの先例である Catullus 51との関係、(3) 全体を貫くエピク
ーロス思想の影響、特に Lucretius 2の序歌との密接な関連を検討したい。さら
に、(4) ホラーティウスがこれら二人の先輩詩人たちに応答しつつ、上記の趣旨
を一つの作品の形に造形し、そこに自らの生き方と詩作の理想の統合を語ろうと

したことの意味を考えてみたい。 
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三つのフィロロギカ論文への反論 
（Tibullus 1,9 Propertius 2,25 Digesta 46,3,95,1 

大塚英樹 
 
	 Tibullus 1,9  
merensは６文字meumは４文字である。写本にmeumと書けば２文字分の空間
があまったはずである。写字生はそのようなことには無頓着だったのであろうか。

また提案されたテクストの場合、ne pollue formam と nec tibi celandi spes sit 
が明確な対をなすことになる。この対の間にカプレットを動かすのは勇気がいる

ことであったろう。愚かな写字生であればかえってそのような移動は行わなかっ

たのではないか。 
 
	 Propertius 2,5 
elegiac couplet は４つの部分に分かれる。 
	 Cynthia prima suis / miserum me cepit ocellis, 
    contactum nullis / ante cupidinibus. 
ヘクサメタのカエスラより前の部分に置かれた２つの同格の単語（unicaとnata）
の間にコンマが来るとは考えられない。 
 
	 Digesta 46,3,95,1 
Si mandatu meo Titio pecuniam credidisses の credidissesは接続法過去完了で
ある。何故であろうか。法家は無頓着であるが理由があると思われる。その理由

を考えるとき既存の解釈とは違った法文の解釈が可能となるのではないか。 
 
 
 

οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς … Pl. Cri.43b3 
安西	 眞 

 
	 多くの日本語訳はBurnet (Plato: Euthyphro, Apology of Socrates, and Crito, 
Oxford 1924)に従っているらしく、どう文脈やギリシア語を理解しているのか、
疑問に思うことがあります。必要があってこの部分を解説せねばならず、苦慮し



 8 

ています。この機会を利用して、問題点を整理しながら、幾つかのBurnetとは違
う読み方を紹介し、こう読むのではないか、という案を提示し、皆さんの読み方

をお聞きしたいと思います。 


