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コンスタンティノープルのソクラテス著『教会史』の典拠は何か？
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(1) かの蛮族〔ゴート族〕は、〔部族
内で〕互いに友好的な関係を結んでか
ら間もなく、今度は、彼らの隣で暮ら
していた別の蛮族、すなわちフン族と
呼ばれている人々に敗れて、彼ら自身
の土地から追い出され、ローマ領内に
逃れてきた。彼らは、皇帝に服従する
こと、そしてローマ人の皇帝が下す命
令を遂行することに同意した。(2) ウ
ァレンスはこのことを知ると、先のこ
とを全く考えもせず、憐れみの心から、
避難民にその地に滞在するように命じ
た。この時だけ、彼は慈悲深さを示し
たのであった。(3) ウァレンスは彼ら
に、トラキアの土地を与えた。A)彼は
この件について、とても運が良いと思
っていた。というのも彼は、敵に対し
万全の準備を整えた軍団を手元に得ら
れたと考えていたからである。(4) そ
して彼は、蛮族がローマ人以上の恐る
べき防衛者になることを望んだので、
将来のローマ人兵士の増強を怠ってい
た。(5) 彼は、かつてローマ軍に仕え
ていた人々や、戦争で優れた功績を挙
げた人々を軽蔑し、B)各属州に村単位
で割り当てられていた徴兵の負担を税
金に変更し、徴税を担当する人々に、
以前に兵士一人当たり金貨80枚〔＝
80ソリドゥス〕を徴収するように命じ
た。彼らのその負担額は、以前に軽減
されていたのではあったが。
(6) A) このことは、ローマ帝国にとっ
て、間近に迫っていた不運の始まりで
あった。

(1) οὐκ εἰς μακρὰν δὲ οἱ βάρβαροι
φιλίαν πρὸς ἀλλήλους σπεισάμενοι
αὖθις ὑφ‘ ἑτέρων βαρβάρων
γειτνιαζόντων αὐτοῖς τῶν καλουμένων
Οὕννων καταπολεμηθέντες καὶ τῆς
ἰδίας ἐξελαθέντες χώρας εἰς τὴν Ῥωμαίων
γῆν καταφεύγουσιν δουλεύειν τῷ
βασιλεῖ συντιθέμενοι καὶ τοῦτο
πράττειν, ὅπερ ἂν ὁ Ῥωμαίων
προστάξειεν βασιλεύς. (2) ταῦτα εἰς
γνῶσιν ἥκει τοῦ Οὐάλεντος, καὶ μηδὲν
προϊδόμενος κελεύει τοὺς ἱκετεύοντας
οἴκτου τυχεῖν, πρὸς ἓν μόνον τοῦτο
οἰκτίρμων γενόμενος. (3) ἀφορίζει οὖν
αὐτοῖς τὰ μέρη τῆς Θρᾴκης, A)εὐτυχεῖν
τὰ μάλιστα ἐπὶ τούτῳ νομίσας·
ἐλογίζετο δὲ ὡς εἴη ἕτοιμον καὶ εὐτρεπὲς
κτησάμενος κατὰ πολεμίων στράτευμα. 
(4) ἤλπιζε γὰρ βαρβάρουςῬωμαίων
φοβερωτέρους ἔσεσθαιφύλακας, καὶ
διὰ τοῦτο ἠμέλει τοῦ λοιποῦ τοὺς
Ῥωμαίων στρατιώτας αὐξῆσαι. (5) καὶ
τοὺς μὲν ἤδη πάλαι στρατευομένους καὶ
κατὰ τοὺς πολέμους γενναίως
ἀγωνισαμένους ὑπερεώρα, B) τὸν δὲ
συντελούμενον ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν κατὰ
κώμας στρατιώτην ἐξηργύρισεν, 
ὀγδοήκοντα χρυσίνους ὑπὲρ ἑκάστου
στρατιώτου τοὺς συντελεστὰς
ἀπαιτεῖσθαι κελεύσας, C) οὗ πρότερον
τὰς συντελείας κουφίσας αὐτοῖς. 
(6) A) Τοῦτο ἀρχὴ γέγονε τοῦ
δυστυχῆσαι τότε πρὸς ὀλίγον τὴν
Ῥωμαίων ἀρχήν.

問題設定：ソクラテスはアンミアヌス・マルケリヌス著『歴史』を利用したのか？
・コンスタンティノープルのソクラテス（380年頃‐450頃）：コンスタンティノープルのキリスト教徒

エウセビオス『教会史』の続編として305年から439年までを扱う『教会史』（全７巻）を執筆
・アンミアヌス・マルケリヌス（330年頃‐400年頃）：帝国東部出身、４世紀末ローマ市で『歴史』を執筆

先行研究：ソクラテスが用いた史料をめぐって
・Geppelt (1898)：失われた皇帝史的作品の利用を推測、『歴史』との比較は行なわず
・Hansen (1995)：『教会史』と『歴史』との並行箇所を網羅的に指摘
・Van Nuffelen (2003), (2004a), (2004b)：ソクラテスが利用した史料を網羅的に再検討

『教会史』と『歴史』におけるいくつかの記述の類似性を認めるも結論は保留

結論：直接利用ではなく、共通史料ないし中間史料が存在？
・両者は他史料には見られない情報を共有(下記A) ⇒何らかの関係性がうかがわれる

←しかし直接の利用は考えづらい：両者の差異、特に『歴史』以上に詳細な情報(下記B)
・共通史料の候補①アレイオス主義的教会史作品：370‐80年代にアンティオキアで作成？

その後の歴史叙述（ex.『復活祭年代記』）に断片、アンミアヌスも利用？ cf.Brennecke (1997)
・候補②350年から378年までの年代記：Van Nuffelenがソクラテス『教会史』の分析からその存在を推測
・歴史叙述の中心地の移動：アンティオキアからコンスタンティノープルへ

史料分析：『教会史』4巻34章におけるゴート族のローマ帝国移住記事より

A)アンミアヌスとの共通点
・『歴史』31巻4章4節
「この事態は、不安よりもむしろ喜びをもって
迎えられた。巧みな追従者たちは、皇帝の幸運
を激賞した。彼らが述べるには、陛下の幸運が、
地の果てからあれほど多くの新兵を招来し、思
いがけず陛下に提供したのです、異民族の兵士
と陛下の軍団とを一つに合わせたならば、陛下
は無敵の軍隊を手に入れることとなりましょう
…」
"negotium laetitiae fuit potiusquam timori 
eruditis adulatoribus in maius fortunam principis 
extollentibus, quae ex ultimis terris tot tirocinia 
trahens ei nec opinanti offerret, ut collatis in 
unum suis et alienigenis uiribus inuictum 
haberet exercitum…"
・『歴史』31巻4章6節
「このように、判断力を欠いた頑なな人々の熱
意によって、ローマ人の世界を破滅に導く原因
がもたらされたのであった。」
"Ita turbido instantium studio orbis Romani 
pernicies dubebatur."

B)アンミアヌスよりも詳しい情報
・『歴史』31巻4章4節
「それに、属州ごとに毎年支払われている、兵員
を補充するための税という名目で、莫大な量の金
が国庫を潤してくれるでしょう、というのであっ
た。」
“ et pro militari supplemento quod prouinciatim 
annuum pendebatur, thesauris accederet auri 
cumulus magnus. "

C)校訂の修正案：Zuckerman (1998)
・Hansenは否定辞οὐの読みを採る

←『教会史三部作』（６世紀、ラテン語）と
アルメニア語訳『教会史』（７世紀末？）は
共に関係代名詞として訳す
⇒関係代名詞οὗに修正すべき

補足資料はこちらから
ダウンロード可能です⇒
http://goo.gl/64iWzP
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