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はじめにはじめにはじめにはじめに    

 

 ローマ帝国はエジプトを属州として支配するにあたり既存の官僚機構を活用

しただけでなく，他の属州と同様に都市を通じた支配体制の確立を試みた．エジ

プトに 40余りを数えた州 nomosの中心市，州都 metropolisには，地方行政の中

核としての機能が求められ，富裕な州都住民から選ばれる公職者 archontes は，

自らの出費をもって都市生活が円滑に行なわれるべく取り計らい，また州都であ

れ，農村部であれ，無産者を除く全住民は，財産に応じた公共奉仕 leitourgiai

を果たし，徴税や文書管理などの任に就いた． 

 この都市を中心に在地住民に地方行政を委ねるローマの支配のやり方には，都

市富裕層の存在が不可欠であったが，元来それを欠くエジプトでは，都市富裕層

創出のために私有財産権の拡大と厳格な身分制度の導入という 2 つの基盤が整

備された．前者については，プトレマイオス朝期に実質的に進行していた土地の

私有化がエジプト併合直後に公認され，さらに公有地の売却などを通じて属州住

民が土地を獲得・集積することが奨励され，属州住民が地方行政を担うための経

済基盤が作られた．後者の身分制度については，血統原理に基づく閉鎖的な身分

制度が導入され，個人の身分は親の身分によって定められ，身分の変更は原則不

                                                   
*

 本稿で用いられるパピルス史料集および関連文献の略記は，Checklist of Editions of 

Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets 

(http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist, [2010年 11月 27日アクセ

ス]) に，学術雑誌の略記は L’Année philologiqueに従う．パピルス文書の年代は特に

断わりのない限り，Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden 

aus Ägypten (www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/gvz.html, [2010年 11月 29日アクセ

ス]) に従う． 

ローマ期エジプトにおいて新年は 8月 29日より始まるため年の表記は西暦で 2年にま

たがることがある． 
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可能であった．ローマ市民およびアレクサンドリア，ナウクラティス，プトレマ

イス，そして 130年に設立されたアンティノポリスの 4つのギリシア都市の市民

以外の属州住民は，実際の人種にかかわらず「エジプト人」という劣格身分に属

した．「エジプト人」は「州都民」とそうではないもの，便宜的に呼べば「村落

民」へと二分され．州都民には人頭税の減税特権が与えられたが，州都民は単な

る都市住民ではなく，両親の家族がともに州都民として登録されている必要があ

った．さらに州都民の中に内部集団が存在し，彼らは「ギュムナシオン出身者」，

あるいは現在のファイユーム地方に位置したアルシノイテス州では，「アルシノ

イテスにおける 6475人のギリシア人の入植者」と呼ばれる集団を形成していた． 

 現代の研究者によって「ギュムナシオンの階層 gymnasial class」と総称され

る，この「ギュムナシオン出身者」や「ギリシア人入植者」への所属にも，先祖

が同じ集団に所属していることが必要であった．この集団の母体となった集団は

プトレマイオス朝期から存在していただろうが，身分集団としての「ギュムナシ

オンの階層」が作られたのはローマ期になってからだと考えられている．この集

団への所属への審査はローマ期になってから数度行なわれ，1世紀の後半に閉鎖

的な集団が完成した．彼らは法的には「エジプト人」であったが，その呼称が示

すように，「ギリシア人」だと自己認識していた．そして後 1 世紀以降，州都に

のみ設置が許された体育場，ギュムナシオン gymnasionは，州都の社会的な中心

地として機能し，彼らのアイデンティティと密接に結びつき，またプトレマイオ

ス朝初期に入植した兵士の子孫だと称することも彼らの「ギリシア人」意識を強

めたのである． 

 州都の主要な公職には，個人やその財産の監督，裁判を司るエクセゲテス

exegetesや，市場の監督や契約の登記を行なうアゴラノモス agoranomosに加え，

ギュムナシオンの費用を負担するギュムナシアルコス gymnasiarchos や同じく

ギュムナシオンの管理・監督に加え，財産の売買行為を監督したコスメテス

kosmetes がおり，ギュムナシオンの維持には大きな関心が寄せられていた．こ

れら公職者を輩出したのが，他ならぬ「ギュムナシオンの階層」で，彼らは州都

民の内部において閉鎖的な集団を形成していたこともあって，一般の州都民より

も多くの財を持つ少数のエリート集団だと考えられており，また他の属州の都市

参事会層にも比する存在とみなすこともできよう． 

 しかしエジプトにおいて都市参事会の設置は 3世紀初頭までなされず，地方行

政はアレクサンドリアあるいは他の州出身の州長官 strategos の監督下におか
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れていたこと，「ギュムナシオンの階層」に属するための財産資格の存在は確認

されておらず，おそらく財産資格自体がなかったことといった制度的な違いも強

調されるべきである

1

．    

 さらに最近，「ギュムナシオンの階層」を裕福な少数エリート集団と見なす上

述の通説に批判が加えられ，他の属州の都市参事会員階層よりもはるかに大きな

集団であったことが指摘された．Van Minnen(2002)は資格審査と減税特権があっ

たがゆえに「州都民」や「ギュムナシオンの階層」をエリート集団とみなすこと

に疑いを呈し，彼らの数は多く，統一的な集団と見なすことはできないとし，公

職に就き，参事会のメンバーとなったのは各都市の「ギュムナシオンの階層」の

うち数百人に過ぎなかったと主張した．さらに「ギュムナシオンの階層」の規模

については，Ruffini(2006)が，オクシュリュンキテス州の「ギュムナシオン出

身者」が約 4000 人に達していたこと，また，この集団に新規参入者が認められ

なくなった 1世紀後半以降も「ギュムナシオン出身者」は増加していったという

見解を示した． 2 万 5 千人という州都オクシュリュンコスの想定人口を受け入

れるならば

2

，「ギュムナシオン出身者」は人口のおよそ 15％，彼らの家族を含め

れば州都民の半数弱が「ギュムナシオンの階層」に属していたことになる．Van 

Minnen や Ruffini の見解にしたがえば，「ギュムナシオンの階層」を少数エリー

ト集団と呼ぶには，その数は多すぎると言わざるをえず，彼らの経済力が均質的

だったとも考えにくい． 

 Van Minnen や Ruffini の指摘は，これまで「ギュムナシオンの階層」を均質

的な少数集団と考えてきた先行研究に反省を促すものである．身分集団および社

会階層としての一体性があったとしても，彼らの経済状況が多様であり，都市公

職に就く機会も均等でなかったならば，地方名望家とみなしうるのは「ギュムナ

シオンの階層」の一部に過ぎないことになる．このように「ギュムナシオンの階

層」への所属のみをもってして，ある人物を地方名望家とみなすことに疑いが示

された以上，「ギュムナシオンの階層」に属する人々の事例の網羅的な収集が地

方名望家の実態解明に資するとは限らない

3

．したがって地方名望家の存在は，

                                                   
1

 Bowman and Rathbone (1992)，髙橋(2006), 41-42, 49-50．都市公職の職務について

は，Alston (2002), 189-191. 

2

 Rowlandson (1996), 17は 2万から 2万 5千人の人口を想定．Tacoma (2006), 42-43

は 235年の人口として 3万人を推定．一方，Parsons (2007), 102は 2万人を想定． 

3

 したがって，Canducci (1990)，(1991)による「6475人の入植者」についての考察お

よびプロソポグラフィーは，今後も議論の出発点となるものの，地方名望家研究において
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具体的に彼らの活動が分かる史料をもってして認められるべきであり，地方名望

家の研究は，彼らが関わった諸制度の研究とともに，個別の地方名望家について

の詳細な検討が求められるのである． 

 このようなローマ期エジプトにおける地方名望家研究の現状と課題を念頭に

おきつつ，本稿は，史料に恵まれた一名望家の活動を概観することによってロー

マ期エジプトの地方名望家のあり方を具体的に描き出すことを目的とする．その

家族とは 2世紀のアルシノイテス州に暮らし，「ギリシア人入植者」身分に属し，

知られうる最も古い家族のメンバーの名前にちなんでパトロンの子孫たち（以下，

本稿では「パトロン家」と呼ぶ）と呼ばれる家族である．彼らに関する史料は，

一括して出土したおよそ 100 点のパピルス文書（パトロン家文書）と別途発見さ

れた 10 点強の同時代の文書である．以下，次節でパトロン家の史料について整

理を行い，続いて家族の構成員，公職，公共奉仕，財産，農地経営，州の行政官

との関わり，そしてアレクサンドリアとのコネクションについて代表的な史料を

挙げながら，この地方名望家の活動を多面的に捉える． 

 したがって本稿は，パトロン家文書およびパトロン家について体系的かつ包括

的な研究を意図しておらず，むしろギリシア語パピルス文書の紹介という性格を

備えている．本邦の西洋古典学・西洋古代史研究においてローマ期エジプトのギ

リシア語パピルス文書は，これまで十分に紹介されてきたとは言いがたい

4

．そ

こで本稿で言及する史料の原文と翻訳を付し，パピルス文書史料の具体的な内容

に直接参照できるようにしてある． 

 

 ここでパトロン家に関する研究史についても言及しておきたい．次節で触れる

ように 1934 年に発見されたパトロン家文書群は，主に『ミラノ大学パピルス』

シリーズ（P.Mil.Vogl. I [1937], II [1961], III [1965], IV [1967], VI [1977], 

VII [1981]）にて刊行されており，校訂テキストに付された解説・コメンタリー

がまずもって参照されなければならない．P.Mil.Vogl. VII はパトロン家の居住

地，所有した土地，会計文書中の労働者と給与について一覧を供している．パト

ロン家についての唯一のまとまった研究は，史料，家族のメンバー，農地経営に

ついての考察を加えた Bagnall（1974）だが，その後の新史料刊行により，その

                                                                                                                           

はその価値は減じたとみなさざるをえない． 

4

 貴重な例外は粟野(1967)である．パピルス文書とその史料としての活用についての邦

語文献として，最新では浦野(2006)がある． 
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価値は減じてしまった．ローマ期エジプトの農地経営，とりわけ小作人の役割を

論じた Kehoe (1992)は，富裕家族の一例としてパトロン家を取り上げており，

彼らの農地経営の概要を示している．個別の文書についてはいくつかの研究論文

があるが

5

，最も重要なものは Clarysse and Gallazzi (1993)である．彼らは，

ある書簡（史料 1：P.Mil.Vogl. II 50）の中でパトロンが「父」と呼びかけて

いるラケスなる人物が，これまで想定されていたパトロンの実父ではなく所領管

理人であることを，書簡における呼称の用法と内容の検討，および筆跡からの想

定年代の引き下げによって示した．これによりラケスは家族の知りうる限りで最

も古いメンバーではなく，これまで「ラケスの子孫たち」と呼ばれてきた家族は

正しくはパトロンの子孫たちであることが明らかになったのである．最近ではル

ーヴァン・カトリック大学の研究プロジェクト「ギリシア・ローマ期エジプトに

おけるパピルス・アーカイブ」の一環として作られたパトロン家文書の概要であ

る Smolders (2005)が簡潔ながらも示唆に富む記述を行っており，次節の内容も

これに負うところが大きい． 

 

 

1111．史．史．史．史    料料料料    

 

 パトロン家に関する主たる史料は，アルシノイテス州の南端に位置したテプテ

ュニス村の遺構から見つかった彼らの文書群である．テプテュニスは州都アルシ

ノエ（クロコディロン・ポリス，プトレマイス・エウエルゲティス，アルシノエ

イトン・ポリスという名前でも呼ばれた）の南方 25 キロメートルほどの距離に

あり，可耕地と砂漠の境界に位置した村落で，ローマ時代には 2千から 3千人の

人口を擁したと考えられる大規模集落であった．文書群は，イタリアの発掘隊が

1934 年に，ある家屋の一室から発見した約 750 点のギリシア語パピルスの一部

をなしている．発見された文書のほとんどは記録文書パピルス documentary 

papyri，つまり当時の生活の中で作られ契約文書や書簡であり，文学パピルスに

関してはカリマコスの作品集など数点を見るのみである．文書の年代は 90 年代

から 170 年代にかけてであり，年代不明な文書もこの年代幅に収まるとみなして

                                                   
5

 Forabaoschi (1983). P.Mil.Vogl. I 24: Foraboschi (1968a) and Cazzaniga (1968); 

P.Mil.Vogl. II 25 and 250: Foraboschi (1968b); P.Mil.Vogl. III 153: Foraboschi 

(1972); P.Mil.Vogl. III 195 and II 63: Gallazzi (1978). 
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よいだろう．これら 750点の文書の一部がパトロン家のメンバーと財産に関する

もので，後述するようにテプテュニス村周辺の彼らの財産を管理した所領管理人

の手にあったと考えられる．750 点の文書すべてがパトロン家に関係しているわ

けではなく，彼らと同時代の別の家族文書や特定の家族との関係が明白ではない

文書も含まれている．そして 750 点の文書が，同時にあるいはそれぞれ別の機会

に，また同一の人物あるいは複数の人物によって，さらに出土箇所に廃棄あるい

は保管されたのかは定かではない

6

．発見されたパピルス文書はミラノ大学にて

保管され，現在 200点ほどが公刊されている． 

 このようにパトロン家文書の発見状況はやや複雑であるが，パトロン家文書の

ように古代の個人や家族，あるいは役所が自らの関心に即して集成し，それが現

在まで伝わった文書群はパピルス学では「アーカイブ archive」と定義される．

アーカイブは文書群を残した人物・集団の活動を通時的に，また多角的に知るこ

とが出来るため，パピルス学者やパピルス文書を主たる史料とする歴史学者によ

って大きな関心が近年寄せられるようになっている

7

． 

 先述したようにパトロン家文書は，家族と無関係の同時代文書とともに見つか

っており，パトロン家文書への帰属が不確かな文書も存在している．とりわけ農

地貸借や金品貸借関係の文書において契約相手の一方がパトロン家のメンバー

である場合，パトロン家文書の一部をなしていたのか，契約相手のものであった

のか確証が得られないこともある． 

 表 1はパトロン家文書の構成をまとめたものである．家族文書に属すると考え

られる文書は 90点，所属が不確実なものは 15点で，最大 105 点がパトロン家文

書を構成しており，その内容は 4 つに大別できる

8

．文書群の 3 分の 1 以上を占

                                                   
6

 Gallazzi (1990), (2003). Cf. Begg (1998), Smolders (2005). 

7

 Cf. Vandorpe (2009).なお伝来状況に関係なく現代の研究者が特定の主題（特定の個

人や役職，地理）に即して集成した文書の集まりは「ドシエーdossier」と定義され，ア

ーカイブと区別される． 

 最近ではルーヴァンカトリック大学のパピルスポータルサイト Trismegistos中の，

Papyrus Archives in Greco-Roman Egypt（http://www.trismegistos.org/arch/index.php）

は，アーカイブの網羅的なリストと概要を作成しており有益であるが，未完成であり使用

には注意が必要である． 

8

 分類は Smolders (2005)に従う．ただし Smolders (2005)で見落とされた SB XX 15021, 

15022を追加してある． 

 会計文書：P.Mil.Vogl. I 28, II 52, 55 recto, 55 verso, 57, 58, 69A, 69B, 110, 

III 147-154, IV 212, 213, 214 recto, 214 verso, 215, 216, VI 275-278, VII 302-305, 

307, 308, SB VI 9386 and 9494.不確実な会計文書：P.Mil.Vogl. VII 301 and 306. 
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めるのが，家族の所領の一定期間の収支記録，小麦や大麦といった特定の物品の

収支記録などの会計文書である．契約書や領収書に記録された土地やその他の物

品の貸借に関する文書が次いで多く残されており，文書群の 4分の 1ほどが該当

する．2割弱を占める書簡は１点を除き，家族間か所領管理人・同僚との間の業

務連絡である．残る 2 割弱が，裁判の記録や請願書，相続，徴税，土地の売買，

現金の貸借といった上の 3 つのカテゴリーに当てはまらない活動を記録してい

る． 

 

    表表表表 1111：パトロン家文書の構成：パトロン家文書の構成：パトロン家文書の構成：パトロン家文書の構成    

文書の種類 確実なものの数 不確実なものも含めた数 

会計文書 35 (38.9 %) 37  (35.2 %) 

賃貸借文書 22 (24.4 %) 30  (28.6 %) 

書簡 17 (18.9 %) 19  (18.1 %) 

その他 16 (17.8 %) 19  (18.1 %) 

合計 90 ( 100 %) 105 ( 100 %) 

 

 文書の内容が農地経営に関するものに偏っており，結婚契約書や戸口調査申告

書といった家族文書の中にあって然るべき文書がないこと，さらに史料中に幾人

かの所領管理人 phrontistesが言及され，彼らによって書かれた会計文書がある

ことから，廃棄される前の文書群は家族のメンバーではなく所領管理人の手にあ

ったと考えられる

9

．家族の私的な文書は，最初からテプテュニスになかったか，

文書群が廃棄される前に別の場所に移されたのであろう．このようにパトロン家

文書は農地経営に関する文書に偏っているのであるが，数は少ないものの「その

他」に分類された史料からはパトロン家の多様な活動をうかがい知ることができ

る．さらにパトロン家文書群の他に 13 点の文書がテプテュニス村内外で見つか

                                                                                                                           

 賃貸借文書：P.Mil.Vogl. II 53, 56, 63, 67, III 130-133, 136-141, 143, 145, III 

195, IV 240, VI 268, 269, 272, and 273. 不確実な賃貸借文書：P.Mil.Vogl. II 54, 65, 

III 134, 135, 144, VI 270, 271, and 274. 

 書簡：P.Mil.Vogl. I 24, II 50, 51, 59-62, 66, IV 217-219, VI 279-282, SB VI 9487 

and VIII 9643. 不確実な書簡：SB VI 9644 and 9645. 

 その他：P.Mil.Vogl. I 23, 25-27, II 72, 104, III 129, 142, IV 209, 264-267, SB 

XVI 12345, XX 15021 and 15022. 不確実なその他の文書：P.Mil.Vogl. II 68, 102, and 

III 146． 

9

 所領管理人が文書群の管理者であったという考えについても Smolders (2005) に従う． 



 
 

8 

っており，パトロン家についてさらなる情報を与えてくれる

10

． 

 

 

2222．家族のメンバー．家族のメンバー．家族のメンバー．家族のメンバー    

    

 図 1は，史料から知られるパトロン家のメンバーを示した家系図である．家系

図は 4つに分割されており，まずパトロンとその 3人の息子ゲメイノス，アマテ

ィオス，パウレイノスを，続いてこれら 3人の息子の子孫について，それぞれ示

している．史料から知られる活動に積極的に関わっている人物，例えば契約書に

記録された契約の当事者や書簡の書き手として知られる人物については太字で

示している．また女性はイタリックで示している．パトロンやゲメイノスといっ

た同名の人物が複数いる場合には，便宜上ローマ数字を付して区別している．ま

たサラピオン/ヘロンのように斜線を挟んだ 2 つの名前は，いわゆる「又の名」

をもつ人物で，史料中には「サラピオン，又の名はヘロン Σαρ[α]π�ων � κα Ἥρων」

といった様に記されている

11

．点線は親子関係が不明なものである． 

 さて家系図を通覧して分かるように，知られている家族のメンバーは圧倒的に

男性が多い．これは文書群の性格によって説明できる．パトロン家文書に戸口調

査申告書や結婚契約書などの家族関係を示す史料が欠如していることから女性

のメンバーは知られにくい．女性のメンバーは書簡中の言及や裁判記録から知ら

れるものの，文書群の中心を占める農業に関する史料には，まれにしか女性メン

バーは姿を現わさない．農業に関して積極的活動が知らしめる唯一の例が文書の

欠損により名前が失われてしまったパウレイノスの娘を貸し手とする農地貸借

契約書（P.Mil.Vogl. VI 274: 144-165）である．彼女の後見人は兄弟のプトラ

リオン Iであり，彼女は未婚であったと考えられる．このことからパトロン家の

娘ですでに嫁いだ者の土地の記録は家族の管理を離れ文書群に残らず，またパト

ロン家に嫁いだ女性の所有する土地もパトロン I の直接の子孫の財産とは別に

管理されていたと考えられる． 

                                                   
10

 これらを文書群の分類にしたがって列挙すれば以下の通りになる．賃貸借：PSI VIII 

961A, 961B, XV 1531 (=SB XII 11047)；書簡：PIFAO II 17；その他：P.Fouad 26（請願

書）; P.Strasb. V 386（借金の領収書）; P.Tebt. II 317（法定代理人の任命）, 338（小

麦売却の領収書）, 358（納税領収書）, 396（借金の領収書）, 453V（土地の申告書）; SB 

IV 9370（納税者一覧）, XXII 15856（納税領収書）． 

11

 P.Mil.Vogl. VI 270 l.16. 
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10 

 男性メンバーに関しては「ギリシア人入植者」身分に属しているにもかかわら

ず，ラテン語から生じた名前が多く見られる．パトロン Iの 3人の息子はゲメイ

ノス，アマティオス，パウレイノスという，それぞれゲミヌス Geminus，アマテ

ィウス Amatius，パウリヌス Paulinus というラテン語名のギリシア語表記であ

る．またサトルネイロスもサトゥルニルス Saturnilus のギリシア語表記である．

ローマ市民権を得ていない彼らが，ラテン語の名前をつける動機は何であったで

あろうか．史料からは軍隊での勤務経験やローマ市民との緊密な関係は確認でき

ない．エジプト領域部に土地を所有し，経済活動を行っていたローマ市民（市民

権を獲得したアレクサンドリア市民を含む）とその解放奴隷の存在に影響を受け，

ローマ人風の名前を取り入れたと考えるのが穏当であろう．事実，ローマ人風の

名前は 2世紀の「ギリシア人入植者」にはまれではないので，特定のローマ人と

の接触を想定せず，彼らが新たな支配者たちの名前を採用していったと考えてよ

いだろう． 

 しかし彼らの子孫がみなローマ風の名前を持ったわけではなく，繰り返し現れ

るパトロンやディオドロスという一般的なギリシア人名，プトレマイオスから派

生したプトラリオンという名前，エジプトで人気を博したトラキアの神にちなん

だヘロンという名前をもつものもいる．そして世代が進むにつれてラテン語人名

が増えるというような名前を通したローマ化は認められないのである

12

． 

 

 

3333．身．身．身．身    分分分分    とととと    公公公公    職職職職    

    

 5世代にわたって知られるパトロン家だが，彼らを「ギリシア人入植者」だと

明記するのは，1点の文書のみである．テプテュニス近隣の村の土地の売買を登

記するためにアレクサンドリアの役人に宛てて作られた文書（史料2：P.Mil.Vogl. 

I 26）には，セラリオンなる女性がプトラリオン Iを代理人として，アレクサン

ドリア市民から土地を購入した旨が記されている．ここではプトラリオンが「ア

ルシノイテスのギリシア人たちに属する」と明記されている．続いて見るように，

「ギリシア人入植者」によって担われた都市公職への言及から，この文書がなく

ともパトロン家の「ギュムナシオンの階層」への所属は明らかであるが，身分へ

                                                   
12

 名前の分類については，Bagnall (1997) 14-19に従う． 
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の言及の少なさは，戸口調査申告書や「ギュムナシオンの階層」への資格審査申

請書といった個人の法的身分に関わる文書を欠くというパトロン家文書の性格

に起因している． 

 パトロン家が務めた州都の公職については，契約書などの実務文書中の個人名

に付されたタイトルから知ることができる．例えば小作人宛ての賃貸料領収書

（史料 3：P.Mil.Vogl. II 54）からは，パウレイノスと彼の息子プトラリオン I

がギュムナシアルコス職経験者であり，もう一人の息子のパトロン IIIがギュム

ナシアルコス就任予定者であることが分かる

13

．こうして分かる家族の公職は，

家系図（図 1）中の個人名の脇に略記してある（エクセゲテスを E，ギュムナシ

アルコスを G，コスメテスを K）．パウレイノスとその子孫全員，アマティオスと

彼の 2人の息子は都市公職を務めており，パトロン家は 5世代にわたり公職者を

輩出する家系であった． 

 このように代々州都の公職を務めていたパトロン家だが，公職者としての具体

的な活動を示唆する史料は 1点しか存在しない．関係史料の少なさは文書群の性

格に因ると同時に，公職保持者には実務ではなく費用の負担が期待されていたか

らかもしれない．その文書は家族の使用人サラピュロスがプトラリオン Iまたは

プトラリオン IIに宛てた書簡（史料 4：P.Mil.Vogl. II 61）である．プトラリ

オンに会うために州都アルシノエに来たサラピュロスは，主人がテプテュニスに

逗留していることを知り，書簡をしたためた．そしてアルシノエで予定されてい

たギュムナシオンの浴場の清掃が実施できず日を改める必要があることと総督

たちの指令の存在を知り，本来の目的であるワインの収穫に関する会計報告とと

もに主人に伝えている．言及されるギュムナシオンはテプテュニスにあるとも読

めるが，ローマ期にギュムナシオンは州都にしかなく，そこにもパトロン家の住

居があったであろうことを考えれば，アルシノエのギュムナシオンが言及されて

いると見るべきである．そして，ギュムナシオンの清掃へのプトラリオンの関与

はギュムナシアルコスとしての職務からだと考えられる． 

 

4444．公．公．公．公    共共共共    奉奉奉奉    仕仕仕仕    

 公共奉仕の史料も少なく，テプテュニス村近辺で務めた 2 例の徴税監督官

                                                   
13

 州都の公職は選挙によってではなく，現職者が適格な人物を後任として指名すること

によって選ばれた． 



 
 

12 

（epiteretes）の経験が知られるのみである． 

 パトロン Iの息子パウレイノスが，アルシノイテス州ポレモン郡南端のカイネ

村（正確な位置は不明）の税関における通行税の徴税監督者を 113/4年に務めて

いたことを示すのが 2 通の税金の振込通知書である（うち 1 通が史料 5：SB XX 

15022，もう 1通は SB XX 15021）．税金は，アラブ弓兵によって運ばれ，上官の

銀行口座に振り込まれている．このことと関連して興味深いのは，年代不明のワ

インとパンの帳簿（史料 6と 7：P.Mil.Vogl. II 110 and III 151）における「パ

ウレイノスのところに来た兵士」への言及である．ここで兵士はパトロン家から

食料の支給を受けている．この他に文書群中に兵士への言及はないので，この兵

士が税関勤務の兵士であり，さらには運ぶべき税金をテプテュニスのパトロン家

の所領で受け取っていた可能性も想定できる． 

 もう一例の公共奉仕は，プロティオンなる人物がアマティオスに宛てた書簡

（史料 8：P.Mil.Vogl. VI 280）から知られる．前段のパウレイノスの兄弟アマ

ティオス，あるいは彼らの孫世代のアマティオスの名をもつ誰かが，年頭に果た

すべき事務手続きの不手際を同僚か上官であるプロティオンに非難されている．

塩と塩商人が言及されているので，アマティオスはテプテュニス周辺を管轄とす

る塩の売上税の監督者として，塩の販売権を独占する商人の審査および塩の販売

税を保証する役職に就いていたことが分かる． 

 

 

5555....    財財財財    産産産産    

    

 パトロン家が，テプテュニス周辺にそれなりの規模の土地を所有していたこと

は明らかだが，その規模については不明である．パトロン Iの死後，息子たちに

よって作られた遺産の分割についての取り決め（史料 9：P.Mil.Vogl. I 23）に

は，ブドウ畑や果樹園，葦畑を含む土地，建物，家畜や奴隷が言及され，彼らの

財産の中心が土地であったことが確認できるが，遺産の総額への言及は残存部分

にはない

14

． 

                                                   
14

 P.Mil.Vogl. I 23には，土地を均分相続しなかった兄弟たちが，それぞれの取り分

の過不足分を金銭の授受をもって調整する取り決めである．校訂者は，そこで書かれた金

額から遺産の総額を算出できると考えたが，Bagnall (1974), 26-28が正しく指摘したよ

うに，あくまで不均等に分割された部分の調整であり，最低額であっても総額とは見なす
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 パトロン家文書中の所有地への言及を整理した Foraboschi は，パトロン家が

1 アルラから 38 アルラ（１アルラは 0.275 ヘクタール）の広さの 161 の地片，

延べ面積は 500 アルラ，およそ 137 ヘクタールを所有していたと考えたが

15

，こ

の値は一世紀近くに及ぶ文書群の時間幅を無視したもので，世代間での変動など

を考慮できないという問題を含んでおり，あくまで目安にとどまる

16

．個々のメ

ンバーの土地所有については，プトラリオン II が約 65 アルラ，パトロン IV が

84アルラの土地を最低でも持っていたことが，160 年代後半の農地貸借契約書と

2 世紀末から 3 世紀初頭のケルケシス村の土地申告書からそれぞれ分かる

17

．一

家族の生存に必要な土地を 5-10 アルラと想定すると

18

，パトロン家は明らかに大

規模土地所有者であった． 

 パトロン家の相対的な土地所有については，家族文書に属さないが私有地に課

せられた税金の納税者リスト（SB VI 9370：170 年頃）が手がかりとなる

19

．こ

のリストは完全なものでなく，記録された土地の正確な所在地は不明で，残存部

分もミューからパイで始まる人物 24人分のみである．この 24人を多くの土地を

土地を持つ順に並び替えたものが図 2である．ここにはパトロン家のアマティオ

ス/パウレイノスとプトラリオン IIの 2人が，2番目と 4番目に大きな土地を持

つ人物として現われ，それぞれ約 30アルラと 20アルラを所有している．この 2

人はリストに言及された土地の合計の4分の1以上を所有しているのでパトロン

家をこの地域の大地主と呼ぶことができる一方で，パトロン家による土地が独占

されていたわけでもないことも分かる．彼らに並ぶ土地所有者が 2人，小規模の

土地を持つ者も多くおり，複数の大土地所有者と小土地所有者の併存を見てとる

ことができる．  

 

                                                                                                                           

ことはできない．P.Mil.Vogl. I 23の訳出しなかった箇所には土地についての記載があり，

P.Mil.Vogl. IV 209はそれに先行する断片な土地の記載である． 

15

 フォラボスキによる算定は P.Mil.Vogl. VII, 19-27． 

16

 Smolders (2005).  

17

 P.Mil.Vogl. II 63 (cf. III 195), III 130-141; P.Tebt. II 453 Verso; cf. Smolders 

(2005). プトラリオン IIの土地所有について Smoldersは 64.25アルラという数値を挙げ

るが，筆者の計算によれば重複の可能性のある P.Mil.Vogl. II 63 (cf. III 195)と III 138 

(cf. 139)の片方のみを数えた場合，合計は 65.75アルラとなる． 

18

 Bowman (1996), 695; Tacoma (2006), 98. 

19

 ナウビオンは水路の浚渫を名目として課せられた土地への現金税である．Cf. 

Wallace (1938), 59-61. 
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図3：ナウビオン納税者リストに見る土地所有
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6666．農．農．農．農    地地地地    経経経経    営営営営    

    

 関係史料の多さから詳細な分析が期待できるのがパトロン家の農地経営であ

るが，ここでは概要のみ述べれば，彼らは賃貸借と直接経営という 2つの方法を

とっていた

20

．少数の書簡からパトロン家のメンバーが自らの土地の経営に無関

心ではなかったことを伺い知ることができるが（例えば史料 1：P.Mil.Vogl. II 

50），賃貸借と直接経営に関する主な史料はそれぞれ契約書と会計文書である．

農地貸借については 25 点の契約文書から 20 例の農地貸借契約が知られる

21

．18

                                                   
20

 パトロン家の農地経営については Kehoe (1992), 74-92が簡便である． 

21

 P.Mil.Vogl. II 63 (cf. III 195), 67, III 130 (cf. 131), 132 (cf. 133), 134 (cf. 

135), 136, 137, 138 (cf. 139), 140, 141, 144, IV 240, VI 268, 269, 270, 271, 272, 

273, 274; PSI XV 1531. 5例の契約については同じかわずかに異なる内容を持つ 2枚の契
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例においてパトロン家は貸し手であり，借り手であるのは 2例のみである．彼ら

の農地貸借の基本パターンは 2 年，4 年，6 年といった偶数年契約で，穀物（小

麦か大麦）と牧草を交互に輪作するものであった（史料 10と 11：P.Mil.Vogl. III 

138 and VI 269）． 

 雇用労働者を使った直接経営は時には所領管理人を介して行われ，日々の収

入・出費が会計文書に記録された．ただし完全に残っている会計文書はなく，得

られる情報は断片的である．138 年の初めの 5ヶ月の収支を記録した帳簿は比較

的よく残っており，残存部分は 9コラム 160行に及ぶ（史料 12：P.Mil.Vogl. II 

52）．ここでは 3カ所を抜粋し，便宜上 A, B, Cとし，その内容を瞥見してみる．

Aは帳簿の冒頭部分であり，所領で生産された何らかの商品の販売による収入記

録であり，続いて出費の記録が始まっている．Bと Cは出費の記録部分である． 

 Bと Cに繰り返し見られるのは，ブドウの蔓を支えるための葦の支柱の費用と，

飼料作物の代金の支払いである．帳簿においてブドウ栽培に関する出費が頻繁に

記載される一方で，ブドウ畑賃貸の例がないことは，ブドウ栽培が直営地で行な

われたことを示唆している．また飼料作物の購入は，家畜の餌の確保に腐心する

状況を反映している．パトロン家は小作人によって栽培された飼料作物を購入し

ただろうが

22

，それだけでは十分な量の飼料が確保できなかったようである．ま

た帳簿の記載からは，飼料の代金の支払いが現金ではなく販売者の「口座」への

振込の形式でなされている例がある．こうした販売者は小作人を含む所領周辺の

農民であっただろうが，彼らはパトロン家の所領に口座を持っており，なんらか

の恒常的な経済関係を持っていたのである． 

 飼育されていた動物は，Bの末尾に明記されているように牛もいたが，羊が主

体であった．というのも Bと Cには，羊飼いの人頭税の支払いが見られ，パトロ

ン家の所領は年間を通じて羊飼いを雇っていたか，従属労働者として用いていた

と考えられるからである．他の会計文書についても人頭税の支払いは羊飼いのた

めにしかなされておらず

23

，羊飼いの重要性は他の労働者に比べて一段高かった

ようである． 

                                                                                                                           

約書が残っている． 

22

 史料 10の貸借契約において隔年で栽培された飼料作物は，パトロン家に買い取られ

た可能性が高い．また，いくつかの貸借契約においては，地主であるパトロン家が小作人

に 1アルラあたり 4ドラクマの代金を支払い，飼料作物の栽培と供給を行わせている： 

P.Mil.Vogl. III 130, 135, and 137. 

23

 P.Mil.Vogl. II 52 iii 55, vii 105; IV 212 R ii 14; vi 9 (= x 6). 
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 会計文書から伺われるブドウ栽培と羊の飼育への関心の高さは，直営地では市

場に流通させるための商品，すなわちワインと羊毛の生産に重点をおいた生産活

動が行われていたことを示し，小作人による穀物生産が中心だった賃貸による経

営とコントラストを成していた．しかし 2つの方法によって経営された土地の割

合がいかほどであったかは明らかではない． 

 

 

7777．州行政官との関わり．州行政官との関わり．州行政官との関わり．州行政官との関わり    

    

 興味深いことに前述の帳簿（史料 12 B）には，州長官がパトロン家の所領に

逗留し，歓待を受けていたことを示す記載がある．州長官は，原則として各州に

1人ずつ置かれる州行政の最高責任者であったが，アルシノイテス州においては

136/7 年のある時点までは 3つの郡にそれぞれ 1名の合計 3人，それ以降はヘラ

クレイデス郡に 1名，ポレモン郡とテミストス郡に 1名の計 2人置かれた．州長

官の職はアレクサンドリアもしくは任地外の州出身の富裕者が 3 年任期で務め

た

24

．この措置は在地社会の有力者が州行政のトップを占めることを回避するた

めのものであったが，州長官が任期中に在地の有力者層と公私にわたって関係を

深めることがあったとしてもおかしくはない．州の行政には州都の公職や公共奉

仕を担うパトロン家のような地方名望家の協力を必要としただろうし，地方名望

家にとっても州長官とのコネクションにより彼の任期中に様々な便宜を図って

もらうことが期待できただろう． 

 だが，その他の史料から州長官にとってパトロン家が扱いにくい存在でもあっ

たことが伺われる．史料 13（P.Mil.Vogl. I 27）は家族内の争い，具体的には

ゲメイノス I の息子のパトロン II と彼の母方の叔母タウバリオンとの遺産争い

に関わる請願書と裁判記録の写しである．ここでは内容よりも，第 3コラムに記

録された州長官主催の裁判がテプテュニスで行われた事実に注目したい．アレク

サンドリアの司法関係者のもとに持ち込まれた係争の解決はアルシノイテス州

ポレモン郡の州長官アンドロマコスに委任されたが，裁判は通常の州都ではなく

例外的にテプテュニスで開かれている

25

．その理由は明記されていないが，パト

                                                   
24

 Whitehorne (1998), 600-601, 607. Whitehorneは，3年任期の原則は遵守されなか

ったことも指摘している． 

25

 Coles (1966), 33-34. 



 

 

ローマ期エジプトにおける地方名望家           17 

ロン家の所領があったことと無関係ではないだろう．史料から判断する限り原告

も被告も裁判には積極的ではなかったようであり，州長官は彼らの所領まで出向

く必要を感じたのかもしれない． 

 さらにパトロン家は州長官に対して反抗的に振る舞うこともあったらしい．こ

のこととパトロン家の地域社会における影響力の強さをよく示しているのが，出

土地不明でパトロン家文書には属さない請願書（史料 14: P.Fouad 26）である．

このエジプト総督に宛てられた請願書によれば，パトロン家の一員，アマティオ

スの息子ヘロンを訴えるアルシノテイスの州都民ファリオンは，ヘロンから借金

をし，通常の 4倍という高い利息を不当に押し付けられ，いまや逃亡寸前の状態

に追いつめられているという．ヘロンは「強情さと暴力により当地で大いなる力

があり」，「彼はとても大きな力を持っているので，私はその地の裁判官のもとで

は彼に抗することができない」とファリオンは述べる．ヘロンは州の司法関係者

に強い影響力を持っていたのである．そしてファリオンは次のように言葉を続け

る．「あなたがヘロンの強情さを知るために（述べれば），ギュムナシアルコスの

息子であるパウレイノスなる人物が，テミストス郡とポレモン郡の州長官である

エウドロスに訴え出て，ヘロンを糾弾しました．州長官はヘロンを召還し，ヘロ

ンは強情に振る舞い，州長官は彼について日誌に記載しました」．元公職者との

係争においてヘロンは州長官に対して何らかの反抗的な態度をとったようであ

る．請願書という文書の性格を考えれば，ファリオンの言葉をそのまま受け取る

べきではないのかもしれないが，パトロン家はアルシノイテス州において州長官

をないがしろにするほどの力を持っていたのである． 

 

 

8888．アレクサンドリアとのコネクション．アレクサンドリアとのコネクション．アレクサンドリアとのコネクション．アレクサンドリアとのコネクション    

    

 パトロン II とタウバリオンとの争いは，上述の裁判の数年前にも起こってお

り，その舞台もアレクサンドリアであった．その裁判記録（史料 15：P.Mil.Vogl. 

I 25）によれば，まだ幼いパトロンに然るべき後見人が指名されるべきとの判断

が下され，その後の手続きがアルシノイテス州の州長官に委ねられて終わるが，

この裁判においてパトロンと彼の弟の傍らにいたのが彼らの叔父のパウレイノ

スであった．タウバリオン側はパウレイノスの関与を快く思わなかったようで，

パウレイノスを「アルシノイテス州の余所者である」と非難し，アルシノイテス
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州に赴くことを疑い，当地の州長官の元への出頭を誓約するように要求している． 

 「余所者」との表現は法廷での誇張表現であっただろうが，この非難に何らか

の真実が含まれているとすれば，それはパトロン家がアルシノイテス州のみを活

動と生活の場としていたのではなく，他に恒常的に住居と呼べる場所があったと

いうことであろう．それがアレクサンドリアであったことを示唆するのが，匿名

だがゲメイノス I と思われる人物からパウレイノスに宛てられた書簡である

（P.Mil.Vogl. I 24: 117 年）．ゲメイノスは「可能であれば遡航してきて下さ

い」とのパウレイノスの願いに応えられないことを詫びているが

26

，「遡航

�ναπλε�ν」という表現はパウレイノスの所在地（テプテュニスかアルシノエであ

ろう）から見てナイル河の下流にゲメイノスがいたことを示している．さらにゲ

メイノスは家族の近況を伝えるくだりから，ゲメイノスとパウレイノスの母親と

パウレイノスの2人の息子プトラリオンIとパトロンIIIが彼とともに暮らして

いることが明らかになる．また大規模な応接間とおぼしき「30 台の横臥椅子の

間 τριακοντ�κλινο�」への言及がありゲメイノスらが暮らしていた家屋が大きなも

のであったと予想される．これらを根拠にゲメイノスの書簡の発信地はアレクサ

ンドリアであるとの推測がなされている

27

． 

 またパトロン家がアレクサンドリア市民とコネクションを持ち，彼らのテプテ

ュニス周辺における仲介者または代理人的な役割を果たしていたことは確かで

ある．アレクサンドリア市民から土地を購入した女性は，プトラリオンを代理人

として用いており，パトロン家とアレクサンドリアとつながりを利用している

（史料 2：P.Mil.Vogl. I 26）．また 2 世紀のテプテュニスにおけるアレクサン

ドリア市民の土地賃貸の事例3例のうち2例においてパトロン家が小作人である

（史料 11 と 16：P.Mil.Vogl. VI 269 and II 56）

28

．興味深いことに農地貸借

契約書である史料 11 では，小作人であるパトロン家のヘロンがアウネスなる人

物とともに「テプテュニス村の出身者」と名乗っている．他の文書であれば，州

都で経験した公職を名乗るにもかかわらず，「テプテュニス村出身者」と称する

のは，アレクサンドリア市民に対して自らを貶めて卑称として使っているか，そ

れともテプテュニスに詳しく土地を貸すに足る人物であることを示そうとして

                                                   
26

 P.Mil.Vogl. 24 l.6-7: ��ν δυνηθ�� �ν�πλευσον. 
27

 P.Mil.Vogl. 24.この書簡については Foraboschi (1968a), Cazzaniga (1968)参照． 

28

 残りの 1例（P.Kron. 46: 153 年）は，村落民を小作人としているが，アレクサンド

リア市民の所領管理人が仲介している． 
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いるのであろう． 

 富裕なアレクサンドリア市民は，エジプト領域部の土地を所有あるいは保有し

ていたが，アレクサンドリアと領域部との距離は無視できないもので，パトロン

家のような地方名望家とのコネクションは円滑な農地経営にとって不可欠であ

り，地方名望家も富裕なアレクサンドリア市民との結びつきは望ましいものだっ

ただろう． 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

 以上，ローマ属州エジプトの地方名望家の活動を具体的に描き出すべく，パト

ロン家の活動を見てきた．様々な史料から浮かび上がるパトロン家の姿を総合す

れば，それは地方社会の上層に位置する富裕な自称ギリシア人エリートというだ

けでは捉えきれない姿であろう．たしかに彼らは「ギリシア人入植者」集団に属

し，ギュムナシオンという極めてギリシア的な施設の管理職などの都市公職を務

めていた．しかし，そのメンバーの多くはラテン語に由来するローマ風の名前を

持ち，法的身分上の位置づけはさておきローマ帝国の支配者側の人間だとの認識

があったかもしれない

29

．財産と公職・公共奉仕は，彼らを地方社会における有

力者としたが，所領の周辺の土地を独占するわけでもなく，親族との争いでは「余

所者」との非難も受け，アルシノイテス州に常にいたわけでもなかった．その一

方で，アレクサンドリア市民から土地を借りる際には，「テプテュニス村出身者」

と名乗り，所領があった村との結びつきを強調しているようにも思われる． 

 彼らがアルシノイテスの「ギリシア人」というアイデンティティを持っていた

としても，彼らのアイデンティティはそこにのみあったわけではない．アレクサ

ンドリアや所領があるテプテュニス村と結びついたアイデンティティを同時に

持ち，そしてひょっとしたらローマ人としての意識も持っていたかもしれない．

アイデンティティの重層性・可変性はしばしば指摘されるところであり

30

，この

ような結論は目新しいものではない．だが「ギュムナシオンの階層」という一つ

の属性を基準に収集した史料の分析からは，おそらく到達しえない多角的な地方

                                                   
29

 また「ギュムナシオンの階層」によって用いられたと考えられているミイラに付けら

れた肖像画，いわゆるマミー・ポートレートには，クラヴィスをつけたトガを纏った姿で

被葬者を描く例もあり，ローマ人としての自己認識が反映されていると見ることができる． 

30

 E.g. Chaniotis (2009). 
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名望家像を，単一の家族の残した史料から具体的に描き出した点には少なからぬ

意味があるのではなかろうか． 

    

    

史料編史料編史料編史料編    

 

テキストは Duke Databank of Documentary Papyri (http://papyri.info, [2010年11

月5日アクセス])による．ただし，刊本との照合を行ない，変更ないしAppratusの追加を

行なった箇所もある．Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Ägypten 

(BL)や最新の研究に従い，テキストを改めた場合は史料番号に改変した行数と典拠を付し

た．また行およびコラムの指示を見やすいように変更した箇所もある． 

 翻訳の括弧内の語句は訳者による補足説明を示すが，（...）のみはテキストで省略さ

れた内容が明らかでない場合に用いている．テキストの欠損により翻訳が不可能な箇所は

角括弧（[...]）で示すが，テキストが校訂者によって補われている箇所を訳文に反映さ

せることは，煩雑さを避けるために行わなかった．また一部の長いテキストについては，

適宜改行し，テキストの行数を併せて示したものもある．    

 面積単位アルラは0.275ヘクタール，容量単位アルタバは約40リットルである    

    

    

史料史料史料史料1111    

P.Mil.Vogl. II 50 with BL X 128-9 for ll.14 and 17    

2世紀前半 

 
[Π]��τρων Λ�χ# τ$ι πα- 

τρ χα�ρειν. 

τ� 'ργα τ� παρ� σοι )ηδ* +ν �)ε- 

λε�σθω(*)· σ0ν θε$ι κα �γ1(*) α2ριον 

κατ3ρχ(ο)αι). 

5 

Πρωτ5� � γεωργ6� τ$ν ε (�ρουρ$ν) το7 

Πελβ7νι� [γ]ρ�9ει τ6 �να9:ριον· ��ν 

ο;ν ση)[ε�]:ν σοι �ν�3γκ# < 

(between lines 7 and 8) 

\��π�ι�στολJν/. 〚ση)ε�ον〛  

8 

συνχL�ρησον αMτN σπε�- 

ρειν. τ6 περ τ$ν κτα)�ων 

10 

α2ριον �παρτ�ζεται· εRπ* ο;ν Ἥ- 

ρωνι S(*)να παραβ�λλ# �κε�. Πε- 

νε�θην τ6ν γεωργ6ν �ν ΚερκUσει 

οMχ εVρον· πορεWου ο;ν Xρθ<ρ>�σα�(*)  

εR� τ6ν (τεσσαρακοντ�ρουρο7)(*) κα 

パトロンが「父」ラケスに挨拶を送る． 

あなたの手元にある仕事を怠ることがない

ように．神の加護があれば，私も明日赴く． 

 

 

 

ペルビュニスの5アルラの小作人プロタス

が，（小作契約）申込書を書いた． 

もし彼が印か書簡を携えているならば，彼

に播種することを認めよ． 

 

 

 

放牧用地に関する（作業）は，明日完了す

る． 

ヘロンにそこに来るように伝えよ．ケルケ

シスの小作人ペネイテスを私は見つけられ

なかった．夜明け前に起きて「40アルラ」

に赴き，亜麻の様子を見よ．その日のうち

にテオゴニス（村）に赴け．ごきげんよう． 
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κατ�)αθε τJν 

15 

λινοκαλ�)ην κα �κε�νη� πορεW- 

ου εR� Θεογον�δα. 

�ρρ$σθα� σε ε2χο)(αι). 

\θ0ρ δ. 

 

v 

Λ�χηι π�α�ρ�[�] Π�τρωνο�. 

 

――――――――― 

 

 

 

 

 

ハトゥル月4日（11月1日） 

 

（裏面）  

ラケスにパトロンから 

 

Apparatus 

^ r.4. α)ελε�ι�σθωι pap. 

^ r.4. καγω pap. 

^ r.11. ι�να pap. 

 

 

^ r.13. ορθισα� pap. 

^ r.14. Subsequent ed.: 

(ΤεσσαρακονταροWρων) Original ed. 

 
 
 

史料史料史料史料2222 

P.Mil.Vogl. I 26 ll.1-8 with BL VII 118 for l.1 

128年1月31日 

 
1 

[Μουνατι]ανN�(*) [Μ]ουνατιανο7 ��π�6� 
[lερ3ω]ν�(*) γενο)3νου(*) �ρχιδι[κασ]τ[ο7] 

υlN(*), τ$ν �ν τN Μουσε�n σιτου)3νων(*) 

�τελ$ν, κεχιλιαρχηκ:τι(*), γενο)3νn 

στρατηγN τ�� π:λεω�, lερε� �ρχιδικαστo 

κα πρ6� τo �πι)ελε�p τ$ν χρη)ατισ- 

2 

[τ$ν κα] τ$[ν r]λλων κριτηρ�ων· 

3 

π�α�ρ[� Σ]εραλλ�ου Πτολ[λ5 )η(τρ6�) 

Ἑρ])�ι�:νη� τ�� Πλουτ�ρχου [τ$ν �π6] τ�� 

κL)η� ὈξυρWγχων τ�� Πολ3)ωνο� )ερ�δο� 

το7 vρσινοε�του νο)ο7 �ποWση�, wπ*ρ x� 

π�ρεστιν πρ6� τJν τελε�ωσιν τ�σδε τ�� 

συνχωρUσεω� � διαπε)9θε[�]  

4 

αM�τo [Π]τολλαρ�ων Παυλε�[�νου τ]ο7 

Π�τρωνο� τ$ν �κ το7 �ριθ)ο7 τ$ν �ν τN 

vρσινοε�τ# �νδρ$ν ἙλλUνων κα παρ� 

∆ιοσκ:ρου το7 Νε)εσ�ωνο� το7 vρε�ου 

Σωσικοσ)ε�ου το7 κα Ζηνε�ου· 

συνχωρο7)εν πρ6� �λλUλου� �π το�σδε· 

 

ムナティアノス，神官で（？）元裁判長

であるムナティアノスの息子，税を免除

されムセイオンで食事を与えられるも

の，元軍団副官

＊

，元都市（アレクサン

ドリア）の将軍，神官，裁判長，「王の

判事たち」とその他の法廷の統括者へ． 

  

 

 

セラリオン，プトラスの娘，母はヘルミ

オネでプルタルコスの娘，アルシノイテ

ス州ポレモン郡オクシュリュンカ村出身

者から．彼女は不在で彼女に代わって，

彼女の同意を完了するために，彼女に派

遣された 

 

プトラリオン，パウレイノスの息子，パ

トロンの孫，アルシノイテスのギリシア

人に属するものが臨席．およびディオス

コロス，ネメシオンの息子，アレイオス

の孫，ソシコスミオス部族とゼネイオス

区に属する者から

＊＊

．以下のことについ
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5 

�)ολογε� � ∆ι:σκορο�, [εMπει]θJ� wπ6 τ�� 

Σεραλλ�ου γεγον1� κα �πεσχηκ1� παρʼ 
αMτ�� δι� το7 Πτολλαρ�ωνο� κατ� 

διαγρα9Jν δι� τ�� Λουκ�ου Καρ9�ου 

∆ο)�του κολλυβιστικ�� τραπ3ζη� τ� 

|στα)3να το7 παραχωρητικο7 �ργυρ�ου 

6 

σεβαστο7 νο)�σ)ατο� τ�[λαντα] π3ντε , 

αMτ:θεν παρακεχωρηκ3ν<αι>(*) αMτo(*) τ�� 

wπαρχοWσα� αMτN περ κL)ην Θεογον�δα 

τ�� Πολ3)ωνο� )ερ�δο� το7 προκει)3νου 

vρσινοε�του νο)ο7 κατοικικο7 κλUρου 

�πικαλου)3νου Βουβ�λου γ�� σι- 

7 

[το]9:ρου(*) �ροWρα� τρι�κον[τα X]κ[τ]1 

�)ισυ τ3ταρτον < �σαι ��ν �σι �π τ6 πλε�ον 

< 'λασσον, ο2σα� �ν )ι� σ9ραγ�δι(*), �π 

τα�� ο2σαι� τ$ν �ρουρ$ν γειτν�αι� τε κα 

�ρ�οι� κα εRσ:δοι�(*) κα �ξ:δοι� κα 

ποτ�στραι� κα �κχWσεσι κα τα��  

8 

rλλαι� χρUσεσι （以下略） 

 

――――――――― 

てお互いに同意した． 

 ディオスコロスは同意する．セラリオ

ン（の提示した条件）に満足し，彼女か

らプトラリオンを通して，ルキウス・カ

ルフィウス・ドミトゥスの両替銀行を経

由した支払いによって，譲渡（売却）の

ために同意された5タラントンをアウグ

ストゥス銀貨で受け取り， 

 

彼が所有した前述のアルシノイテス州ポ

レモン郡テオゴニス村周辺にあり，小麦

を栽培する「ブバロスのもの」と呼ばれ

る入植兵の割当地（私有地），38と4分の

3アルラ，あるいは多かろうと少なかろう

とあるだけの土地を，直ちに彼女に譲渡

（売却）したことを．この土地は一続き

の地片であり，そこには土地の境界，入

口，出口，水路，排水溝，その他の設備

がある．（以下略） 

 

 

Apparatus 

^ 1. Subsequent ed.: [ -ca.?- ]απω� Original ed. 

^ 1. Subsequent ed.: σ�π �ο�[  �  �  �  �  �] Original ed. 

^ 1. corr. from γενο〚)ενο〛)ενου 

^ 1. υω pap. 

^ 1. σειτου)ενων pap. 

^ 1. κεχ[ε]ιλιαρχηκ:τι pap 

 

^ 6. παρακεχωρηκεν pap. 

^ 6. corr. from αυτω 

^ 7. σει[το]9ορου pap. 

^ 7. σ9ραγειδι pap. 

^ 7. ισοδοι� pap. 

 
 
＊χιλ�αρχο�/χιλι�ρχη� はtribunus militum の意であり，ここでは軍団副官と訳した． 

＊＊

ディオスコロスには部族 phyle と区demos の所属が記されており，アレクサンドリ

ア市民であったことが分かる．そもそも土地の売買の事実がアレクサンドリアの司法

担当者へ報告されているのは，この売買がアレクサンドリア市民の土地に関するもの

であったからである． 

 
 
史料史料史料史料3333    

P.Mil.Vogl. II 54 

144年4月13日 
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Πτ[ο]λ�λαρ�ων γεγυ)νασιαρχηκ1� κα Π�τρων 

�ποδε�δειγ)3νο� γυ)νασ�αρχ(ο�) �)9:τεροι Παυλε�- 

νου γεγυ)νασιαρχ(ηκ:το�) Κρον�ωνι νεωτ3ρωι 

ΠακUβκι- 

ο� χα[�]ρειν. �π3χο)εν παρ� σ[ο]7 τ� �κ9:ρια κα 

5 

το0� [9]:�ρ�ο�[υ]� οV(*) γεωργε�� �)$ν κατ� τ� 

�πιβ�λλον- 

τα �[)�σεα] )3ρη περ κL)ην Θεογον�δα κλUρου 

Πυρ[ρο7] λ�εγο)3νου το7 τε π3)πτου κα �κτου 

'τ[ι] δ�* �(*) [κα] |βδ:)ου 'του� vντων�νου 

Κα�σαρο� 

[το7 κυρ]�ου, κ�υρ[�]α� ο�[2σ]η��� τ�� )[ι]σθLσεω�. 

10 

[('του�) |βδ]:)ου vντων�νου Κα�σαρο� το7 κυρ�ου, 

Φαρ)ο7θ(ι) ιη. 

 
――――――――― 

元ギュムナシアルコス，プトラリオ

ンとギュムナシアルコスとして指名

されたパトロン，共に元ギュムナシ

アルコスであるパウレイノスの息子

たちである両者が小クロニオン，パ

ケブキスの息子に挨拶を送る． 

 小作契約は有効であるので，われ

われはあなたから，あなたが耕作す

るわれわれの（土地）である，テオ

ゴニス村周辺の「ピュロスのもの」

と呼ばれる割当地（私有地）の半分

について，我らが主，アントニヌス・

カエサルの治世第5，6，7年（141/2，

142/3，143/4年）の現物賃貸料と現

金賃貸料を受け取る．主人たるアン

トニヌス・カエサルの治世第7年，フ

ァルムティ月18日（144年4月13日）． 

 
Apparatus 

^ 5. ων pap. 

^ 8. Subsequent ed.: {του} Original ed. 
 

 
 
 

 
史料史料史料史料4444    

P.Mil.Vogl. II 61 ll.1-30 and verso, with BL VII 118 for l.20 

2世紀 

 

Πτολλαρ�ωνι τ$ι κ�υρ�ω[ι]  

Σαρ�πυλλο� χ(α�ρειν). 

�)α τN �νελθε�ν �π6 Ψεν�W- 

ρεω� �χθ*� εMθ3ω� συν3βα- 

5 

λον τN πατρ� το7 σκληρουρ�γο7, 

κα '9η σU)ερον αMτ6ν πε- 

πορε7σθαι εR� Ἡρακλεοπ[ο]λε�- 

την κα α2ριον αMτ6ν π�λιν, 

�τι� �στν κα, εRσ3ρχεσθαι· 

10 

αMτ6ν δ* )J δW�νασθαι κατα- 

λε�ψαι τ� βαλανε�α το7� γ�υ- 

)νασ�ου, �στε, εR δοκε� σ[ο]ι, κυ- 

ριε, δι�πε)ψα[�] τινα π[ρ]6�� αM- 

τ:ν, S(*)νʼ �κε�θεν� πρ6� σ* [γ3]ν�η- 

15 

ται. �πιστολJν [γ]ρα9ε�σαν το�� 

サラピュロスが主人たるプトラリオンに

挨拶を送る． 

昨日，プセニュリス

＊

からのぼって来た時

に，ちょうど石工の頭領と一緒になりまし

た．そして彼は今日，ヘラクレオポリテス

（州）へ向い，明日, すなわち21日に戻っ

てくると言いました． 

 

 

 

 

彼はギュムナシオンの浴場を流すことはで

きません．それゆえ，もしあなたがよろし

ければ，主よ，彼がその後あなたの所に来

るように，何者かを彼の所に送ってくださ

い． 

 

いとも偉大なる総督が公職者たちに宛てた



 
 

24 

rρχουσι wπ6 [το]7 κρατ�στου 

�γε):νο� κ:)ισαι, κα �π�σταλ- 

)α το7 \διαδ:χου το7/ στρατηγο7, κα                      

 ∆[η])η- 

τρ�ου �πιστολ[�]διον, κα τ6 λο- 

20 

γαρ�δ[ι]ον(*) τ�[� ρ]Wσεω� [το]7 ο�- 

νου τ�[�]� ΨενWρεω� [κ:])�ισαι· 

Xψαρ�δια(*) δ (δραχ)��) δ, κα κε[9α]λωτ� 

(Xβολο0�) β, κα στα9Wλια � σοι δ3�δ�ωκεν 

� )ικρ�(*) Παυλε�να �ν τ�N κα- 

25 

λαυτ�n �ριθ)N ι, κα κυριατι 

καγγαιεου� ι, κα �ν σωρακ�n 

[σ]τα9υλ�� �� δ3δωκεν [Σ]ερ�νο� 

τo )ικρ�(*) Νι[  �  �  �]�ωι. �ρρ$σ(θαι) <σε> 

ε2χο)(αι), κWρι(3)  

)ου. 

30 

ΜεσορJ κ. 

 

v 

 

Πτολλαρ�ωνι ☓ κυρ�ωι. 

 

――――――――― 

書簡，州長官代理の命令，デメトリオスの

書簡を受け取ってください． 

 

 

そしてプセニュリスのワインの収穫の帳簿

を受け取ってください． 

 小さな魚4尾 4ドラクマ 

 そして頭付きの野菜（キャベツの類い

か？）2オボロス 

 そして小さなパウレイナがあなたに与え

たブドウの房，カゴで10 

 そして木の実と器（？） 10 

 そしてカゴでセレノスが小さなニ[...] 

に与えたブドウの房 

 

ごきげんよう，我が主人．メソレ月20日（8

月13日） 

 

 

 

 

（裏面） 

 

主人たるプトラリオンに． 

 

 
Apparatus 

^ r.14. ι�νʼ pap. 

^ r.20. λογαρειδ[ι]ον pap. 

^ r.22. οψαρειδια pap. 

 

 

^ r.24. )εικρα pap. 

^ r.28. )εικρα pap. 

 

＊

プセニュリスはアルシノイテス州ヘラクレイデス郡の村 

 

 

史料史料史料史料5555    

SB  XX 15022  

114年11月3日 

 

 

'του� Xκτωκαιδεκ�του ΑMτοκρ�τορο� 

Κα�σαρο� Ν3ρουα 

Τρα[ια]ν�[ο7 v]ρ�στ[ου] Σ�εβαστο7 

Γερ)ανικ�[ο]7 ∆α�κι�κ�ο�7� \θ0ρ ζ. 

�πο�η(σεν) �π τJ�(ν) Τ��τ[ο(υ)] Φ�λ�α�(ου�ου) 

∆ο)ι(τιανο7) το7 κ(α) vπολλ�ω�( ) τρ��π(εζαν) 

εR�� τ�[6]ν� Τιβ(ερ�ων) Κλ(αυδ�ων)(*) 

皇帝カエサル・ネルウァ・トラヤヌス，

最善なる者，アウグストゥス，ゲルマニ

ア征服者，ダキア征服者の治世第18年ハ

トゥル月7日（114年11月3日）．ティトゥ

ス・フラウィウス・ドミニティアヌス，

又の名アポロ（...）の銀行へ，ノマルキ

ア（税管区）の監督官たちであるティベ
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Π�[ρ]ω�τ���ρ�[χ]ο�υ� κ�α�� ∆�ι�ον( ) �πιτηρη(τ$ν) 

νο)αρχ�(α�) λ:(γον) Παυλ�νο� 

5 

�πιτηρη(τJ�) πWλ�(η�) Καιν�(�) ιη ('του�) δι�� 
Παν�σκου �ραβο(τοξ:του) 

δρ[α]χ()��) χ�ι[λ]��α�� � [τ]ρ�ι�[ακοσ�α�] 

π�ε �ν�τ�U�κ�[ο]ν�τ�α� X�κ�τ1 (Xβολο0� 4), (γ�νονται) 

( δραχ)α) Ατνη (Xβολο 4). 

 
――――――――― 

リウス・クラウディウス・プロタルコス

とティベリウス・クラウディウス・ディ

オ（...）の口座へと，第18年のカイネの

税関の監督官であるパウレイノスが，ア

ラブ弓兵

＊

パニスコスを通して，1358ド

ラクマ 4オボロス，計1358ドラクマ 4オ

ボロスを支払った． 

 

Apparatus 

^ 3. or Τιβ(ερ�ου) Κλ(αυδ�ου) 
 

 
＊

アラブ弓兵は，アラブ人の弓兵ではなく，アラブの弓で武装した兵士である．Cf. 

Sijpestijn (1987: 94). 

 
 
史料史料史料史料6666    

P.Mil.Vogl. II 110 with BL VI 86 for l.14 

2世紀 

 

λ:γο� οRναρ�ων �)ο�ω(�)  

το�� �π6� ΚερκεσU9εω� �π6 

οRναρ�ω(ν) Ταλε γ  

Ἡρων�νn Ἡνι:χο(υ) β  

5 

υlN vνδ[ρ]ο)�χ(ου) β  

τN δοWλ[n -ca.?- ] α  

κα �π6 τω�(*) τ�� Ἰβι$(νο�) τN υ- 

lN vνδρο)(�χου) α  

τN στρα(τιLτ#) �λθ:ντι �π Παυλ(ε�νον) α  

10 

τN wπηρ3τ# τN �λ�θ�:ντι 

�νεκα τω(*) χηνο(βοσκ) α  

α�σ�νη( ) Ἰβι($νο�) Π�πn β  

Ταλε τN σιτο)�W�λ�η�ι� α  

ΠαταρεWτι προστ(�τ#) α  

15 

(γ�νεται) οRν�ρια ιε. 

 

――――――――― 

同じく，低級ワインの帳簿 

ケルケセフィスから来たものたちに 

タレイ（村）の低級ワインから      3 

ヘロニノス，ヘニオコスの息子に    2 

 

アンドロマコスの息子に     2 

奴隷に              1 

イビオンからのアンドロマコスの 

息子にも      1 

パウリノスの所に来た兵士に    1 

 

ガチョウのために来た従者に    1 

 

イビオン[...] パポスに     2 

タレイ（村）の粉挽き（？）に    1 

リーダーのパタリュティスに    1 

合計 低級ワイン  15 

 

Apparatus 

^7 and 11 leg. τ$ν 
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史料史料史料史料7777    

P.Mil.Vogl. III 151 with BL VIII 222 for l.4 

2世紀 

 

λ:γο� rρτων �νηλωθ3ντων 

το��   �  �  �  �  �  �  � γ   �  �  �  �  � ζε(Wγη) ε  

vλκε�)n [ζε]Wγη ε  

υlN vνδρο)�χ[ου] �)(ο�ω�) ιγ  

5 

στρατιL[τ#] �λθ[:ντι] �π Παυ- 

λε�νον ζεW(γη) β  

τN wπηρ3τ# π[αρελ]θ:ντι �νε- 

κα τ$ν χην$ν ζεW(γη) β  

τo �ναθ(3σει) τ�� εRκ:νο�(*) ζεW(γη) θ  

10 

Π�πωι ζεW(γη) κε  

κ Νικαρ�n �ω� Χοι�κ ι ζεW(γη) ρπ  

το�� δυσ στρα(τιLται�) ζεW(γη) β  

τ3κτονι(*) �)(ο�ω�) ζε7(γον) α  

τN κλειδοπ(οιN) �πιστ�σαι τJν 'παυλ(ιν) 

ζε7(γον) α 

 

――――――――― 

パンの支出の帳簿 

[...]に     5対

＊

 

アルケイモスに        5対 

同じくアンドロマコスの息子に     13対 

 

パウリノスの所に来た兵士に  2対 

 

ガチョウのためにやって来た従者に 2対 

 

像の奉納者に    9対 

 

パポスに    25対 

20日 ニカリオンに，コイアク月 

10日（12月6日）まで        180対 

兵士2人に    2対 

同じく大工に    1対 

納屋を建てている鍵屋に   1対 

 

Apparatus 

^ 9. ικον[η�] pap. 

 

 

^ 13. τεκτωνει pap. 

 

 
＊

パンが対ζεύγηという単位で表わされるのは，おそらくパンの形状による． 

 

 

史料史料史料史料8888    

P.Mil.Vogl. VI 280 

2世紀 

 

Π�ρ�ωτ�ων [v])�ατ�ωι 

τ�$�ι� 9�ιλτ���τ�ωι� χα��ρειν. 

παρα�γενο�)3νου σου εR� Τεβτ7νιν, 

οM�δ�ε�) ��αν� )ο�ι 9�σιν κατ3λειψα�(*)  

5 

ε�R χρε�α(*) )ου �στν < α;· ο�δα� 

��τ�ι� ��ρχU �στιν �ν�ιαυτο7 κα �- 

ν�γκη �[σ]τ�ν �να9:ρι�α τ$ν �- 

λο�πωλ$ν λαβε�ν· �π�ε οMδ* 

ε�� αMτ$[ν] εRσ3ρχεται(*) εR� τ6 �λ6� 

10 

プロティオンがいとも親愛なるアマティ

オスに挨拶を送る． 

 あなたがテプテュニスに来た時，私を必

要としているのか否か，私に何の言葉も残

しませんでした．あなたは，今が年頭であ

り，塩商人たちの要求書を受け取らなけれ

ばならないことを分かっています． 

 

 彼らの誰1人として塩のために姿を見せ

ませんし，支払い額は減ってきているの

で，ともかく私は5日にあなたの所へ，タ
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κα οl� 9:�ροι� )ειο7νται(*), π�ντ# 

)�* �ν [π]�ν�τω� τo ε παραγε�νο- 

)α�[ι πρ]6�� σ* εR� Ταλε < εR� Τεβτ7νι\ν/  

[ -ca.?- ]  �[  �  �  �  �]  �[ -ca.?- ] 

 

――――――――― 

レイ（村）かテプテュニス（村）へと赴き

ます．（以下欠損） 

 

Apparatus 

^ 4. κατελιψα� pap. 

^ 5. χ�ρ�ε�ι�αν pap. 

 

 

^ 9. ε�ισερ�χετε� pap. 

^ 10. )ιουνται pap. 

 

史料史料史料史料9999    

P.Mil.Vogl. 23, ll.7-36 

108年11月1日 

 

col. i 

7 

...... τ�� δ* σταθε�σα� w9ʼ �)$ν πρ6� Rσ:τητα τ�� 

8 

[τ$ν wπαρχ:ντων x� �κασ]το� κε[κλ]Uρωται  

 )ερ�δο[�], καθ1� [π]ρ:κειται, δ[ο]θ���[ναι· παρ]� )*ν  

 το7 Παυλε�νου �)ο τ$ι v)ατ�ωι, wπ*ρ )*ν κλUρων  

 �ργ(υρ�ου) (δραχ)��) χιλ�α�(*)  

9 

[τετρακοσ�α� τρι�κοντα τρ]ε�� δWο XβολοW�, wπ*ρ το7  

 �λαιωνοπαραδε�σου �ργ(υρ�ου) (δραχ)��) χιλ�α�(*)  

 |ξακοσ�α� , τ�� �π τ6 αMτ6 �ργ(υρ�ου) (δραχ)��)  

 τρισχιλ�α�(*) τρι�κοντα τρε�� δWο XβολοW�, 

10 

[�)ο�ω� δ* τ$ι Γε)ε�νωι π]αρ� )*ν το7 αMτο7  

 Π�α[υ]λε�νου wπ*ρ κλUρων δραχ)�� τρι�κοντα τρε��  

 δWο XβολοW�, wπ*ρ δ* το7 αMτο7 �λαιωνοπαραδε�σου  

 �ργ(υρ�ου) (δραχ)��) |πτακοσ�- 

11 

[α� , wπ*ρ δ* καλα)ι$ν �ρ]γ(υρ�ου) (δραχ)��)  

 πεντακοσ�α� δ3κα +ξ τετρLβολον , τ�� �π τ6 αMτ6 

 δραχ)�� χιλ�α�(*) διακοσ�α� πεντUκοντα, τN δ*�  

 αMτ$ι Γε)ε�νn παρ� 

12 

[)*ν �)ο7 wπ*ρ τ$ν �])πελLνων κα  

 �λαιωνοπαραδε�σου δραχ)�� δισχιλ�α�(*) , wπ*ρ δ* 

 καλα)ι$ν δραχ)�� πεντακοσ�α� δ3κα +ξ  

 τετρLβολον, 

13 

[τ�� �]π τ6 α[Mτ6] �ργ(υρ�ου) δραχ)�� δισχιλ�α�(*)  

（断片的な土地の記載部分は省

略） 

前述のように，分配された財産の

各自の取り分を等価にするため

に，われわれによって定められた

額を渡すこと． 

 パウレイノスから私アマティ

オスに，割当地（私有地）のため

に銀貨1433ドラクマ2オボロス，

ブドウ畑の中の果樹園

＊

のため

に銀貨1600ドラクマ，合計で銀貨

3033ドラクマ2オボロス． 

 

 

同じくゲメイノスにパウレイノ

スから割当地のために33ドラク

マ2オボロス，ブドウ畑の中の果

樹園のために銀貨700ドラクマ，

葦畑のために516ドラクマ4オボ

ロス，合計で1250ドラクマ． 

 

 

ゲメイノスに私から，ブドウ畑と

ブドウ畑の中の果樹園のために

2000ドラクマ，葦畑のために516

ドラクマ4オボロス，合計で2516

ドラクマ4オボロス． 

 

 

 



 
 

28 

 πεντακοσ�α� δ3κα +ξ τετρLβολον [�π�ν]αγκον  

 �ποδLσειν �� συνε9ωνUσα)εν τo δεκ�τ# το7  

 εRσι:ντο� 

14 

[)ην]6� Χο�αχ �νυπ[ερ]θ3τω�, καθ1� �π�νω  

 δεδUλωται, �ν κα γε�νεσθαι τJν πρ5ξιν καθ�περ  

 �κ(*) δ�κη� κα �)ο�ω� �π�ναγκον δLσουσ� )οι � τε 

15 

[Παυλε]�νο� κα Γ3)εινο� �ν ):νωι τ$ι �νεστ$τι 'τει 

 �καστο� αMτ$ν �ν )ην Πα7νι �9ʼ �λω κL)η�  

 ΚερκεσUω� πυρο7 ν3ου καθαρο7 �δ:λου )3τρωι 

16 

[  �  �  �  �]νεικωι �)$ν �ρτ�βα� |βδο)Uκοντα π3ντε, τ�� 

 �π τ6 αMτ6 �ρτ�βα� |κατ6ν πεντUκοντα καθαρ�� 

 �π6 παντ6� ε�δου� �ντ δια9ορ5� �ναπαυ)�των. 

17 

[�π�ν]αγκον δʼ �ν)εν�[ο7])εν [�])ε�� τε κα οl παρʼ  

 �)$ν π5σι το�� κατ� τUνδε τJν δια�ρεσιν  

 δεδηλω)3νοι� κα ο�� �καστο� �πανε�ρηται κα τ� �ξ  

 αMτ$ν 

18 

[�π6 το]7 �νεστ$το� α[β] ('του�) περιεσ:)ενα  

 �πο9ερο)3νου� κα πωλο7ντα� κα wποτιθε)3νου�  

 κα οRκονο)ο7ντα� περ αMτ$ν, �� ��ν αlρL)εθα,  

 κα 〚)η〛  

19 

[  �  �  �  �  �]α�ρεξεσθαι �9ʼ � �[π:]τερο� [�)$ν]  

 κεκλUρωται, καθ1� πρ:κειται. � τι δʼ �ν τ$ν  

 προγεγρα))3νων παραβα�ν# τι� �)$ν < οl παρʼ  

 �)$ν �κτ�σει 

20 

[� παρα]β�� τ$[ι] �))3νοντ[ι] παραχρ�)α τ� τε  

 βλ�βη κα δαπανU)ατα διπλ5 κα �π�τι)ον(*)  

 �ργυρ�ου ταλ�ντων δWο κα εR� τ6 δη):σιον   

 τ�<�>(*) �σα�, χωρ� 

21 

[το7 τ�] προγεγρα))3να κW[ρ]ια ε�ναι δι� παντ:�. �σα  

 δ* rλλα 'χο)εν �π�κοινα wπ�ρχοντα κα οRκ:πεδα  

 κα δ<ουλικ>�(*) σL)ατα κα �τερα )ενε��)�ν(*)  

 �π�κοινα 

22 

[π�ντα )]3�χ�ρ�ι τ�� �σο)3νη� κα τοWτων [δ]ιαιρ3σε�[ω]��  

 �ω� Χο�αχ τριακ�δι [το]7 �νεστ$το� 'του�.  

 τυγχ�νο)εν δ* προδιειρη)3νοι �(κ σ)υ)9Lνου τ�  

 wπ�ρ- 

23 

われわれが同意したように，来年

コイアク月10日（109年12月6日）

に上に示されたように遅滞なく

支払わなければならない． 

 

これらの差押え権が合法である

かのように発生し，同様に，パウ

レイノスとゲメイノスが各自，今

年においてのみパウニ月（109年5

月26日-6月24日）にケルケシス村

の脱穀場で，新しく籾殻がなく混

ぜものがなく，われわれの[...]

で計られる75アルタバ，合計150

アルタバをいかなる義務（課税

分）もなく，休閑地による差額分

として私に与えなければならな

い．われわれとわれわれの傍らに

いるものたちは，この分割に関し

て明らかにされ，各自が割り当て

られたことすべてを遵守しなけ

ればならず，今年第12年（108/9

年）以降の分割されたものからの

利益に関しては，賃貸料を取り，

売却し，担保に入れ，なんであれ

われわれが望むようにそれを管

理する．そして [...] 前述のよ

うに，われわれのいずれかが獲得

したものに [...]．もし，われわ

れのうちの誰かが，あるいはわれ

われの傍らにいるものたちが上

述のことがらから逸脱するなら

ば，違反者は遵守している者に損

害額と経費の2倍，および2タラン

トンの罰金を，国庫に同額を直ち

に支払うが，上述のことがらが常

に有効であるということには変

わりはない． 

 その他のわれわれが共同で所

有しているもの，宅地，奴隷，そ

の他のものは，すべて共有物とし

て今年のコイアク月30日（108年

12月26日）までになされる将来の

これらの財産の分割まで，われわ

れの手元に留まるだろう．父から

相続したわれわれの財産として，

家畜 [...] 羊と雄牛を合意の上
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[χοντα �])�ν(*) πατρικ� θρ3))ατα προβ[�τ]ω[ν   �  �  �]ν  

 κα κτUνη κα ταυρι[κ�. τ]6 [δ*] χειρ:γρα9ον το7το  

 κWριον 'στω(*) πανταχ�ι �πι9ερ:)ενον κα �� �ν  

 δη)οσ�ωι 

24 

[κατακεχ]ωρισ)3νον [�]στε το7[το] κWρ[ιον] )ε�ναι  

 κα )ετ� τJν �ποτ3ρου �)$ν τελευτUν. v)�τιο�  

 'γραψα τ� προκε�)ενα κα 'σχον το7 Παυλε�νου  

 �σον 

25 

[χειρ:γρα]9ον συναντιβεβλη)3νο[ν.] � δ* Γ3)εινο�  

 αMτ:χειρ 'γρ(αψε). 'του� δωδεκ�του ΑMτοκρ�τορο�  

 Κα�σαρο� Ν3ρουα Τραιανο7 Σεβαστο7 

 

col. ii 

26 

Γερ)ανικο7 ∆ακικο7 \θ0ρ ε. Παυλ[ε�ν]ο[�]  

 Π�τρωνο� 

πεπο�η)αι τJν π�ροκει)3νην [δια�]ρ�εσιν κα �π3- 

βαλ3ν )οι τ6 �π το7 κα[τ]ʼ �)* προσLπου  

 �πιβεβληκ:� 

)οι πατρικ6ν καθ1� �π�νω δεδUλωται κα �καστα 

30 

ποιUσω �κολοWθω�   κα �γ1(*) �κδ3δο)αι �[σ]ον  

 χειρ:- 

γρα9ον συναντιβεβλη)3νον w9ʼ �)$ν. Γ3)εινο� 

Π�τρωνο� πεπο[�η])αι τJν προκει)3νην δι[α�]- 

ρεσιν κα �π3β�α[λ]3�ν [)]οι τ[�] �π το7 [κ]ατʼ �[)]*  

 προσLπ(ου)  

�πιβεβληκ:τα )οι wπ�ρχοντα �� �π�νω δεδUλω- 

35 

ται κα �καστα ποιUσω �κολοWθω�   κα �γ1(*)  

 �κδ3δο)αι 

�σωι χειρογρ�9ωι συναντιβεβλη)3νn w9ʼ �)$ν. 

 

――――――――― 

で申告した． 

 この文書はあらゆる点におい

て有効であるべし．公に登録され

たかのようにわれわれのいずれ

かの死後にも有効でありつづけ

るべし． 

 

アマティオスが前述の文章を書

き，パウレイノスによって書かれ

た同じ内容の協定文書を持った． 

 ゲメイノスは自筆で書いた． 

 皇帝カエサル・ネルウァ・トラ

ヤヌス・アウグストゥス，ゲルマ

ニア征服者，ダキア征服者の治世

第12年ハトゥル月5日(108年11月

1日)． 

 私，パウレイノス，パトロンの

息子が上記の分割をなし，上に示

されたように私に関する条項に

より私に割り当てられた相続財

産が私のものになり，そして私は

全てのことをなすであろう．そう

して彼に私も同じ内容のわれわ

れの協定文書を渡した． 

  

私，ゲメイノス，パトロンの息子

が上記の分割をなし，上に示され

たように私に関する条項により

私に割り当てられた財産が私の

ものになり，そして私は全てのこ

とをなすであろう．そうして彼に

私も同じ内容のわれわれの協定

文書を渡した． 

 

 

Apparatus 

^ 1.2. σειτικων pap. 

^ 1.3. σειτικων pap. 

^ 1.5. ειτοι pap. 

^ 1.5. σειτικοι� pap. 

^ 1.8. χειλια� pap. 

^ 1.9. χειλια� pap. 

^ 1.9. τρισχειλια� pap. 

^ 1.11. χειλια� pap. 

^ 1.12. δισχειλια� pap. 

 

^ 1.14. εγ pap. 

^ 1.20. επιτει)ον pap. 

^ 1.20. τα pap. 

^ 1.21. δα pap. 

^ 1.21. η)ειν pap. 

^ 1.23. [η])ειν pap. 

^ 1.23. εστωι pap. 

^ 2.30. καγω pap. 

^ 2.35. καγω pap. 



 
 

30 

^ 1.13. δισχειλια� pap. 

 

 

 

＊�λαιωνοπαραδε�σο�はブドウの蔓を支えるためにブドウ畑の中に植えられた果樹を示す．

Cf. Bagnall (1974), 135, 144.  

 

 

史料史料史料史料10101010    

P.Mil.Vogl. III 138 with BL IV 85 for l.2, BL IX 167 for ll.5, 12, 25, and 

33 

169年11月7日 

 

Π[τ]ολλαρ�ωνι υlN Πτολλαρ�ωνο�  

 [γ]εγυ)(νασιαρχηκ:το�) κα Γε)ε�νn 

γεγυ)νασιαρχ(ηκ:τι) κα v)ατ�n τN κ[α]  

 Παυλε�νn �)9οτ(3ροι�) Π�τρω- 

νο� γ[εγυ])(νασιαρχηκ:το�), τN δ* Γε)ε�νn �π:ντι  

 δι� το7 v)ατ�ου το7(*) κα 

Παυλε�ν[ου]  

5 

παρ� Σατ[Wρου] Ἡρακλε�δου το7 [Ἡρ]ακλ�[5]  

 [�]ναγρα9ο)3νο[υ �]πʼ �[)]- 

9:δου [Τα])�[ε�ων] κα το7 αMτο7 [υlο7  

 Π]ω[λ�]ωνο�, τ$ν δ[Wο] . 

βουλ:)εθα )ισθL[σ]ασ[θ]αι π[αρʼ] w)$ν εR� 'τη  

 τ3σσερα  

�π6 το7 �νεστ$το� δεκ�του 'του� τ�� wπαρχοWσα� 

w)�ν, τN )*ν Πτολλαρ�ωνι κατ� τ6 �)ισυ )3ρο�, 

10 

[το�� δ* δυσ] κατ� τ6 λ[οιπ6ν �)ισυ] )3ρο� τ�� 

[- ca.11 -] περ κL)[ην Θεογον]�δα κλU[ρου]  

[�ροW]ρα� [XκτL , < �σαι ��ν �σι, τN] )*ν  

 [π]ρL[τn]  

κα τρ�τn 'τ[ει εR� <σ>πο]ρ�ν(*) [χ:ρτο]υ  

 κ[α]ταβρL[)ατο�]  

[προβ�των rνευ 9:]ρου, τN δ* [δευτ3ρ]n [κα]  

15 

[τετ�ρτn 'τει εR� <σ>πορ�ν(*) πυρο7, ��κ�[9]ορ�ου  

 [�]π τ[Jν]  

[διετ�αν(*) σ0ν α�� λ]U)ψο)[αι] σπερ)�τω[ν]  

[πυρο7 �ρτ�βαι� Xκτ]L� , [το7 παν]τ6[�] κατʼ 'το� 

[�π τJν διετ�αν(*) πυρο[7 �ρτ]αβ[$ν |]κατ6ν  

 ε�κ[ο]- 

[σι] [- ca.9 - )3]τρn |ξαχ[οιν�κn(*) θησαυρο7]  

20 

プトラリオン，元ギュムナシアルコ

スであるプトラリオンの息子，およ

び元ギュムナシアルコスであるゲメ

イノス，およびアマティオス又の名

パウレイノス，元ギュムナシアルコ

スであるパトロンの2人の息子たち

に，ゲメイノスは不在でアマティオ

ス，パウレイノスの息子を通して． 

 サテュロス，ヘラクレイデスの息

子，ヘラクラスの孫，（アルシノイ

テス州都アルシノエの）タメイオン

街区に登録された者，および彼の息

子ポリオン，2名から． 

 われわれはあなた方から，本年第

10年（169/70年）から4年間，あなた

方が所有する土地を賃借したい．

（その土地は）半分をプトラリオン

が所有し，残りの半分を（他の）2

人が所有し [...] テオゴニス村周

辺の割当地（私有地）8アルラ，ある

いは何であれあるだけ（の広さの土

地）である．1年目と3年目には，家

畜が食む牧草を現金賃貸料なしで植

え，2年目と4年目には小麦を播きま

す． 

 この2年間の現物賃貸料は，播種の

ために受け取る8アルタバの小麦を

含め，2年間のそれぞれの年で合計

12[.]アルタバで，プトラリオンとそ

の他の者たちの穀物庫の6コイニク

ス升で計られ，減額されることも不

履行もありません． 
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[Πτολλαρ�]ωνο� κα |τ3ρ[ων, π�ν]τ�ων  

 �νυπολ:γων 

[κα �κινδWνω]ν, rγοντε� τ� [τ$ν] �ρουρ$ν 'ργα 

[π�ντα �σα κ]αθUκει �κ το7 Rδ�ου το�� δ3ουσι και- 

[ρο��, κα τ� �κ]9:ρια �ποδLσο)εν κατʼ 'το� )ην 

Π[α7νι �9ʼ �λ]n ν3α καθαρ� rδολα, τ�� )ετρU- 

25 

σεω�[�] γει[νο)]3νη� δι� τινο� τ$ν w)$ν, πρ6�  

 �)5�� 

¡ντ[ων] τ$[ν κ]ατʼ 'το� 9ορ3τρων(*)  

 �πισπουδασ)ο7, 

τ�� δ* πα[ραγ]ωγ�� τ$ν �κ9ορ�ων πρ6� �)5�(*), 

κα )ετ� τ6ν χρ:νο[ν] παραδLσο)εν τ�� �ροW- 

ρ�� καθαρ�� �π6 θρWου καλ�)ου, �γρLστεω� 

30 

δε�ση� π�ση�. ��ν 9α�νηται )ισθ$σαι. 

Σ�τυρο� �� (�τ$ν) ) οMλ(J) παρʼ �στραγ(*)(�λn)  

 �ριστ(3ρn)  

Πωλ�ων �� (�τ$ν) κ οMλ(J) δακ(τWλn) )ικ(ρN)  

 χειρ6�(*) �ριστ(ερ5�). 

('του�) ι ΑMρηλ�ου vντωνε�νου Κα�σαρο� το7  

 κυρ�ου(*), \θ0ρ ια. 

 

――――――――― 

 

 

われわれはこれらの土地の必要な農

作業全てを，いかなる損害も与えず，

自らの費用で然るべき時期に行な

い，そして毎年パウニ月（5月26日-6

月24日）に脱穀場で新しく籾殻がな

く混ぜものもない現物賃貸料を支払

います．あなた方の誰かが計量を行

い，毎年の輸送税はわれわれが負担

し，現物賃貸料の輸送はわれわれが

行います． 

 そして契約期間の後に，イグサも

葦もない状態で土地を返却します．

もし賃貸することがよいと思うので

あれば． 

 サテュロス，およそ40歳，左のく

るぶしの脇に痣のある者． 

 ポリオン，およそ20歳，左手の小

指に痣のある者． 

 主人たるアウレリウス・アントニ

ヌス・カエサルの治世第10年ハトゥ

ル月11日（169年11月7日）． 

 

Apparatus 

^ 3. Subsequent ed.: v)ατ�ου (om) 

Original ed. 

^ 13. [πο]ραν pap. 

^ 15. ποραν] pap. 

^ 16. διετειαν pap. 

^ 18. διετειαν] pap. 

^ 19. εξαχ[οινεικω pap. 

 

 

^ 26. 9ολετρων pap. 

^ 27. υ)α� pap. 

^ 31. αστρακ pap. 

^ 32. χιρο� pap. 

^ 33. κυρου pap. 
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Φ�ιλωτ3�ρ�p Π�το�λε�)α�ου ��στ�ι χω�(ρ�) [κυρ�ου]  

παρ� ΑMν3ου[�](*) τ]ο7� [  �  �]  �ιωνο� κα� Ἥ[ρ]ωνο��  

το7 v)α�τ�[�]ου� [τ$]ν� [δWο �]π[6] κL)η� Τ�[εβ]τ�W�- 
νεω�� [τ��] Π�ο�λ3�)ω�[νο� )ερ�]δ�ο�, Πε�ρσ$�ν � τ�[�]��  

 [�πι]- 

5 

フィロテラ，プトレマイオスの娘，

（アレクサンドリア）市民，後見人

を持たぬものに，アウネス，[...]

イオンの息子，およびヘロン，アマ

ティオスの息子，ポレモン郡テプテ

ュニス村出身者で「入植兵士の子孫
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γον��. βουλ:)εθα(*) [)ισ]θLσ�ασ�θ�α�ι� παρ�[�]  

σο7 �ξ �λλη�λεγ�γW[η]�� εR� '�[τ]η� δ�W�ο� ��π6 το�7 

εRσι:ντο�(*) ��ν��του 'τ�ου�[� \]δ�ρ�ιαν�ο�[7] Κ�α��σα�[ρ]ο���  

τ�ο7 κυ�[ρ]��[ου] ��9ʼ ��ν [κ]α� [σ0 'χε]ι�� � �ν  

 )[ισ]θ�Lσ�ει�  

��ρ�οWρα�� τρι��κ[οντ]α� [τ3]τ�[αρ]τον < �σα�ι� ����[ν]  

10 

�σι, �ν α��   �  �  �  �  �  �  �  �  �9�  �  �  �, ��κ�9[ο]ρ�ου το7�  

 π[αν]- 

[τ]6�� κατʼ 'το� [rν]ευ σπε�ρ)���[τ]ω�ν� κριθ�� 

��ρ�τ�α[β]$ν |κ�[ατ6ν] |β�[δο])U�[κ]οντ[α] δ�W�[ο]  

[κα] θαλλ�[$ν] κ�ατ�ʼ '[το�   �  �  �  �  �  �] ��[ρ]τ��βη���  

[)ι]5� κ�α�[ �]λ�εκτ�[:ρων δ]W�ο� ��[ξ�]ου [|κ�]σ(του)  

15 

δρα�[χ])($ν) δ�[W]ο�, �νυ�[π]ο�[λ:γων κα]  

 ��κ�[ι]νδWνων· 

κ�α�[] r�ξο)�[ε]ν� τ[� κατʼ] 'το�[�] τ$�ν �ρουρ$ν 

[γεω]ρ�γι�κ�[� ']ρ�[γα π�ντα] ��σα καθ�U�κει �κ τ�ο7 

Rδ��ου το��� δ3ου[σ]ι κ�[αιρο]��, β�[λ�β]ο�� � )ηδ*�ν 

ποιο7ντε�(*)· σπε��ρ�[οντε�] κ�ατʼ '[τ]ο��� τ6 )*�ν 

20 

��)ι�συ )3�[ρ]ο�[� ο�� �]�ν [α]l�[ρL])�ε �θα πλ�J�ν �  

  �  �ο  �  �  �  �  �  �  �  �  � τ�6� [δ]* rλ�λ�[ο] ��)�ισυ κρ�[ι]θ�o· 

κ�α τ� κατʼ 'τ�ο��� [�]κ�[9:ρια] ��π�ο�δL[σ]ο�- 
)εν �ν )ην Π�α�7ν�[ι )]3�τ�[ρω]ι� |[ξ]α�χ�ο�[ιν�κn]  

[R]δ���n� σ�[ου], τ�$ν δη)οσ�[ων 9ορ]3�[τρων ¡]ν�τ�ω�[ν]  

 π�ρ6� 

25 

�)[5]�� το0� )ισθου)3νου�(*) · το7 δ* χ]ρ�:�νου  

 π�[λ]η�ρ�ω- 

θ3[ν]το� παραδLσ[ο)]εν� τ�[�]�� ��ροWρα�� κ�αθ�α- 

ρ�� �π6 �γρLστεω�(*) δε�ση�(*) π�]σ�η� �· ��ν  

 9[α�]ν�η- 

ται �πιχωρ�σαι. εR�σ� δ[* αl] r�ρ�ο[υ]ρα�ι ��π6 τ$ν 

περ Τεβτ7νιν ο�[κου τ$ν vλ]ε�ξ�α�ν�δρ3�ων� (πρ:τερον)  

30 

Κλεοπ�τρα� βασιλ�σ�[ση� �δελ]9���. 

(hand 2) Φι�λωτ3ρα Π�τολε)�[α�ου χω]ρ���� κ�[υ]ρ��ο(υ)  

�πικεχLρηκα� καθ�[1� πρ:κειτα]ι�. ('του�) [  �]  

ΑMτοκρ�[�το]ρο� Κα��[σαρο� Τραιανο7]  

[\]δρι�[α]νο7 [Σ]ε�βαστο�[7 -ca.?- ] 

 

――――――――― 

であるペルシア人たち」（債務者で

あることを示す術語）である2人か

ら． 

 われわれは，相互保証し，来たる

べき，主人たる皇帝ハドリアヌス・

カエサルの治世第9年（124/5年）か

ら2年間，あなたも賃借している土地

から，34アルラ，あるいは何であれ

あるだけの土地を，あなたから賃借

したい．[...] 毎年の全現物賃貸料

は，種子の分を除いて，大麦172アル

タバである．毎年の贈り物は [...] 

1アルタバと各2ドラクマの価値のあ

る雄鶏2羽である．これらは減額され

ることも不履行もありません． 

 

われわれはこれらの土地の毎年の農

作業全てを，いかなる損害も与えず，

自らの費用で然るべき時期に行ない

ます．毎年，土地の半分には，[...]

以外のわれわれが選ぶものを播き，

残りの半分には大麦を播きます．そ

して毎年の現物賃貸料をパウニ月（5

月26日-6月24日）に，あなたが所有

する6コイニクス升で計って支払い

ます．輸送税はわれわれ小作人が負

担します． 

 

契約期間が満了したのちに，雑草も

あらゆる汚物もない状態で返却しま

す．もし土地を渡すをよいと思うの

であれば．（それは）テプテュニス

周辺の，アレクサンドリア市民の所

領で，かつて女王クレオパトラの姉

妹の所有物であったものからの土地

である． 

 

（筆跡2）私，フィロテラ，プトレマ

イオスの娘，後見人を持たぬものは

上記のように（土地を）渡す．皇帝

カエサル・トラヤヌス・ハドリアヌ

ス・アウグストゥス[...]の治世第

[.]年． 

Apparatus 

 

^ 2. α�υν�εω[� pap. 

 

 

^ 25. )ισθω[)ενου� pap. 
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^ 5. β�ο�υλω)εθα pap. 

^ 7. ισιοντ�ο� pap. 

^ 19. π�οιουντο� pap. 

^ 27. αγρωστεο� pap. 

^ 27. [δ]ισ�η[� pap. 
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P.Mil.Vogl. II 52 （抜粋） 

138年1月-5月. 「138年2月15日-3月16日」というHGVの年代設定は52行目に現れる日付（BL 

X 129）をテキスト全体に当てはめており誤りである． 

 

A: ll.1-15 with BL viii 221 for l.14 

 

[λ]:γο(�) λη))�των διʼ �)[ο7]  

[ -ca.?- ]ων �π6 )ε  ̣  ̣ τ$ν [ -ca.?- ]  

[δι� Σ]α[ρ]απ[�ω]νο� �ριο(πLλου) [ -ca.?- ]  

λ�)[)]α· 

5 

Μεχερ α παρ� Παυλε�νου �π6 τραπ(3ζη�) 

(δραχ)α) υ  

£ παρ� το7 αMτο7 δι� Λ�χητο� (δραχ)α) υ  

ιη παρ� το7 αMτο7 �ν ΤεπτWνι (δραχ)α) σ)  

κα �)ο�ω� δι� Σαραπ�ω(νο�) αMλητο(7) 

(δραχ)α) σ  

Φα)εν1(θ) β �)ο�ω� δι� ΘουLνεω� 

Xνηλ(�του) (δραχ)α) σ  

10 

δ �)ο�ω� δι� Χιαλ�ου� ποι)3νο(�) (δραχ)α) 

σ  

δι� Ἰ̣σ̣�̣)̣)̣ω̣ν ̣ο̣� ̣ ἩρακλUο(υ�) κη- 

πο(υρο7) (δραχ)α) ρ  

(γ�νονται) λU))ατ(ο�) (δραχ)α) Αψ)  

(�ν) �νηλ(L)ατα) Μεχε�ρ. 

15 

vνκLλ(ι) εR� τι)(Jν) χλ(ωρ$ν) (�ρουρ$ν) δ 

�´ προβ(ατικ$ν)  

�π λ:γο(υ) (δραχ)α) ρξ  

τι)�� χλωρ$(ν) βοικ($ν) (�ροWρη�) α �´ 

(δραχ)α) ξη  

――――――――― 

私による収入の帳簿 

 

[...] 羊毛商人サラピオンによる [...] 

 

収入 

 

メケイル月1日（1月26日）パウレイノスから，

銀行より    400ドラクマ 

6日 彼から，ラケスを通して 400ドラクマ 

18日 彼から，テプテュニスにて 

     240ドラクマ 

21日 同じく，笛吹きサラピオンを通して  

     200ドラクマ 

ファメノト月2日（2月26日）同じく，ロバ引

きトュオニスを通して   200ドラクマ 

 

4日 同じく，羊飼いキアレスを通して 

     200ドラクマ 

ヘラクレスの息子，園芸家イサンモンを通し

て     100ドラクマ 

収入の合計：1740ドラクマ 

支出 メケイル月 

 

アンコリスに 4 

1

/
2

アルラの放牧地の牧草の

代金のために， 

口座へ    160ドラクマ 

牛のための1 

1

/
2

アルラの牧草の代金  

    68ドラクマ 

 

B: ll.36-59 with BL V 71 for l. 52 

 

36 

κ£ τι)�� ¥$ν κα�� [X]ρ[ν(�θων)] παρουσ�α�  

 

26日 州長官の逗留のための卵と鶏の代金 



 
 

34 

 στρ(ατηγο7) (δραχ)α) η  

Ὀρσε7τι Κουτι5λι� τι)(��) χλ(ωρ$ν)  

 (�ρουρ$ν) ε (δραχ)α) ρξ  

κη ὈννL9ρι καρπLν# Μαλλειο( ) εR�  

 καλα)(ουργ�αν) δι� Π)*�� � κα rλλ(ων)  

 (δραχ)α) κ  

τι)�� ο�νου κερα)(�ων) ε παρουσ�α�  

 στρ(ατηγο7) (δραχ)α) κε  

40 

[(γ�νονται)] (δραχ)α) Ατπα 

 

col. iii 

παιδ�οι� στρ(ατηγο7) (δραχ)α) [ι]δ  

κθ τι)�� ο�νο(υ) κερα)(�ων) δ τα9��  

 θυγατρ6(�) Ἥρωνο(�) (δραχ)α) κ�  

vνκ$λ(ι) εR� κοπ(Jν) χ:ρτο(υ) (�ροWρη�) α  

 �´ (δραχ)α) ο� (Xβολο) γ  

τι)�(�)   �ραι σπειρο( ) περιβ[  �  �  �]  

 (δραχ)α) [ -ca.?- ]  

45 

τι)�(�) [κα]λ�)ου   � �ρ(ουρ$ν) (δραχ)α)  

 [ -ca.?- ]  

Φα)(εν1θ) α Ὀ�[ννL9ρι κα]ρπ(Lν#)  

 Μαλλειο( ) εR� κ[αλ]α)(ουργ�αν) rλλ(α�)  

 (δραχ)α) κ  

δ Α[  �  �  �  �] ε�R�� τι)Jν σχοιν�[ων] (δραχ)α)  

 ρ  

v))ων5τι καρπ(Lν#) χρU(σεω�(?))  

 (δραχ)α) κ  

ζ Πακ�β�(κι) lερε� εR� τι)(Jν) (�ρουρ$ν) δ  

 χ:ρτο(υ) �π λ:γο(υ) (δραχ)α) ρ  

50 

Ὀρσε7τ(ι) καρπ(Lν#) η (�ρουρ$ν) εR�  

 �κτασ)6(ν) (δραχ)α) κ  

η ὈννL9ρι �)ο�ω(�) εR� καλα)(ουργ�αν)  

 rλλ(α�) (δραχ)��) κ  

9Wλακι ΣWρn(*) wπ*ρ Φαρ)ο7(θι)  

 ΑRγυπτ(�ων) (δραχ)α) η  

�)ο�ω� lερατικο7 κλUρ[ο(υ)] (δραχ)α) δ  

Κ�α�λ�η�κ�ρ�ω�ε �ι� Ἡρακ�λ�3ο(υ�) (δραχ)α) δ  

 

55 

λαογρα9�α� vρε�ο(υ) ποι)(3νο�) κβ ('του�)  

 (δραχ)α) κ  

τι)�� ¥$ν �π6 Ναρ)(οWθεω�) (δραχ)α) δ  

 

    8ドラクマ 

オルセウス，クティアリスの息子，5アルラの

牧草の代金   160ドラクマ 

28日 マッレイオ(...)のブドウ栽培者オンノ

フリスに，葦の支柱立てのためにプメスと他

の者たちを通して        20ドラクマ 

5ケラミオンのワインの代金，州長官の逗留の

ために   25ドラクマ 

 

合計1381ドラクマ

＊

 

 

州長官の小姓（あるいは奴隷）たちに 

    14ドラクマ 

29日 4ケラミオンのワインの代金，ヘロンの

娘の埋葬のため  20ドラクマ 

アンコリスに，1 

1

/
2

アルラの飼料作物の刈り

取りのために  70ドラクマ3オボロス 

[...] 種 [...] 代金   [...]ドラクマ 

 

 

[...]アルラの葦の代金  [...]ドラクマ 

 

ファメノト月1日（2月25日）マレイオ(...)の

ブドウ栽培者オンノフリスに，葦の支柱立て

のために   別の20ドラクマ 

4日 ア[...]に，ロープの代金のために 

     100ドラクマ 

ブドウ栽培者アンモナスに，貸付（？） 

     20ドラクマ 

7日 神官パケブキスに，飼料作物の代金のた

めに，口座に  100ドラクマ 

 

8アルラのブドウ栽培者オルセウスに，葦の支

柱立てのために 別の20ドラクマ 

8日 同じく，ブドウ栽培者オンノフリスに 

葦の支柱立てのために 別の20ドラクマ 

見張りシュロスに，エジプトのファルムティ

月

＊＊

（の給料）のために 8ドラクマ 

同じく，神官の割当地の（見張りに） 

    4ドラクマ 

ヘラクレスの息子カレクロウス（？） 

    4ドラクマ 

羊飼いアレイオスの第22年（137/8年）の人頭

税      20ドラクマ 

ナルムティス（村）からの卵の代金 

    4ドラクマ 
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Πα7σι εR� �ρραβ($να) χλ(ωρ$ν) βοικ($ν)  

 (�ρουρ$ν) γ �π λ:γου (δραχ)α) κ  

(γ�νονται) δαπ(αν$ν) (δραχ)α) Βτπζ  

 (Xβολο) γ· �νθʼ οV λU))ατο(�) (δραχ)α)  

 Αψ)· wπερδαπ(ανU)ατο�) 

 (δραχ)α) χ)ζ (Xβολο) γ 

 

――――――――― 

パウスに，牛のための牧草3アルラの手付金の

ために，口座に  20ドラクマ 

合計出費：2387ドラクマ3オボロス．対する収

入1740ドラクマ 

支出を引いた額： 

647ドラクマ3オボロス 

 

Apparatus 

 

^ r.52. Συρο pap. 

 

 

 

＊

ここで19行目から始まる第2コラムが終わる．第2コラムに記載された出費の合計がここ

に書かれている． 

 

＊＊

エジプトの暦で一年は365日であり，4年に1日ずつズレが生じた．ローマ時代になって

閏年が導入されたが，旧来の暦も使われ続けた．「エジプトのファルムティ月」とは，こ

の旧来の暦を用いた数え方による．ローマ時代の公式のファルムティ月は3月27日から4月

25日までであったが，旧来の暦では137/8年のファルムティ月は2月15日から3月16日まで

である．なお，この項目が記載されたファメノト月8日は3月4日であり，月給がその月の

半ばで支払われたことになる．Cf. Worp and Hagedorn (1994). 

 

 

C: ll.100-110 with BL viii 221 for l.100 

 

100 

(�ν) �νηλ(L)ατα) . 

κ vνκ[Lλι εR]� κο[π(Jν) χ[:]ρτ(ου)  

 (δραχ)α) κ  

9Wλακ[ι   �  �  �]  � α�ν[  �] (δραχ)α) η  

9Wλακι ασ�[  �  �]ω�ν�[  �  � τ]�� οMσ�α� (δραχ)α)  

 δ  

�)ο�ω� (�ρουρ$ν) £ l[ερ]3ων �)$ν rλλ(α�)  

 (δραχ)��) δ 

 

col. vii 

105 

λαογρ(α9�α�) ὈννL(9ρεω�) ποι)3νο(�) κβ  

 ('του�) Ταλ(ε�) (δραχ)α) κδ  

Ὀρσε7τι εR� σκορπ(ισ)6ν) r))ου (δραχ)α)  

 η  

τN αMτN εR� 'ργα κ[αλ]α)�α� (δραχ)α) η  

Φαρ)(ο7θι) α vνκ$λι εR� κοπ(Jν) χ[:ρτ]ου  

 rλλ(α�) (δραχ)��) κ  

Θεο[ -ca.?- ] εR� τιλ)6(ν) λινο(καλ�)η�)  

 

支出 

20日 アンコリスに，草の刈り取りのために 

    20ドラクマ 

見張りに[...]   8ドラクマ 

所領の [...] 見張りに 4ドラクマ 

  

同じく，我らの神殿領6アルラのために 

      別の4ドラクマ 

 

 

 

羊飼いオンノフリスの第22年（137/8年）の

人頭税，タレイ（村）にて  24ドラクマ 

オルセウスに，乾いた土地の堆肥散布のため

に    8ドラクマ 

彼に，葦畑での作業のために 8ドラクマ 

ファルムティ月1日（3月27日） アンコリス

に，草の刈り取りのために 別の20ドラク

マ 



 
 

36 

 [  �  �]νοντ( ) (δραχ)α) ξ  

110 

γ Πο[  �  �  �] εR� τι)(Jν) χλ(ωρ$ν)  

 Θεογον[�δ(ο�)] �π[ -ca.?- ] λ:γο(υ)  

 [(δραχ) )   �] 
 

――――――――― 

テオ[...]に，[...] 亜麻の引き抜きのため

に    60ドラクマ 

 

3日 ポ[...]に，テオゴニス（村）の草の代

金のために 口座に  

    [.]ドラクマ 
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P.Mil.Vogl. I 27 with BL IV 56 for col. i ll.8, 11, and 19-20, and BL III 

148 for col. iii ll.3, 8, 13-14 

128年6月26日以降 

 

col.i 

�ντ�γρα9[ον �να]9ορ�ου. 

[  �  �]π�ρ�ο  �  �λιω Σουλπι[κ�n] ΕM9ρ[�]νορι lερε� 

�ξηγ[ητ]�ι 

παρ� Π�τρωνο� κα Σατορνε�λου �9Uλικο� 

5 

δι� το7 |ν6� �)$ν Π�τρωνο�. �ξ �ναπο)- 

π�� το7 κρατ�στου �γε):νο� Φλαυε�ου 

Τιτιανο7 �νεπ3)9θη)εν �π� σε περ 

[�]ν 'χο)εν(*) πρ6� Θαυβ�ριον τηθ�<δ>αν(*) �- 

)$ν πρ6� )ητρ:�, οM δε:ντω� �πικρατο7- 

10 

σαν wπαρχ:ντων �)$ν, �ν κα τ��� προσ- 

:�δου� βια�ω� [�]� ��[π] τ$ν τ:πων πολ0 δυνα- 

[)]3νη �γλ3γετ[αι]. κ[α] σ0 � κWριο�, �ντευχθε� 

w9ʼ �)$ν διʼ |τ3ρου �να9ορ�ου �τι �νθ�- 

[δ]ε ο;σα, wπ6 συνειδUσεω�(*) θλιβο)3νη(*)  

15 

�ν39υγεν εR�(*) τ[6ν v]ρσινοε�την, [�]θεν κα 'σ- 

[τι]ν, '[γ]ραψ[α� τN] τ�[�] Πολ3[)ων]ο� )ερ�- 

δο� στρατη[γ$ι v]νδρο)�[χn �σ]τε �π6 

[το7 Πα7νι )]ην6� π[3)ψαι αMτJν �ν]θ�[�]δε 

[)ετ�] κατασπορ�ν κα οMδ' ['πε)ψε] �τJν     

20 

[εRσ3]τ�ι· �θεν �ξιο7)εν [��ν σοι δοκo] γρ�ψαι 

[τN] αMτN στρατηγ$ι vνδρο)[�χωι] ¨δη πο- 

τ* �κπ3)ψαι αMτJν κριθησο)3νην 

[πρ6]� �)5�, Sνʼ �)εν εMεργετη)3νοι. 

διευτWχει· 

25 

 

請願書の写し． 

[ . . . ]スルピキウス・エウフラノ

ル，神官，エクセゲテスに． 

 パトロン，および未成年者でわれわ

れの１人であるパトロンを代理とし

たサトルネイロスから． 

 いとも偉大なる総督フラウィヌ

ス・ティティアヌスの委任により，わ

れわれの母方のおばであるタウバリ

オンとの係争に関して，われわれはあ

なたのもとに回されました．彼女は不

当にもわれわれの財産を自らのもの

とし，そして，当地で大いなる力をも

ち，暴力的に賃貸料を課しています． 

 そして，主人たるあなたは，ここに

いた彼女が罪の意識から恐れをなし

てアルシノイテス州へと逃れ，そこに

留まっていることをわれわれが別の

請願書を通して訴えたので，ポレモン

郡の州長官アンドロマコスに，パウニ

月（5月26日-6月24日）以降，種蒔き

の後に彼女をここに送るように命じ

ました．しかし彼は未だその彼女を送

っていません． 

 それゆえ，私たちが恩恵を被るため

に，もしあなたが良いと思うのであれ

ば，州長官アンドロマコスに，裁かれ

る彼女を直ちに私たちのもとへと送

るようにと命令してくださるよう，私
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vac.  

25 

σεσ[η)ε�ω)αι]  

[Σουλπ�κιο� ΕM9ρ�νωρ] 

 

col.ii 

�ν[τ�γρα]9ον �πιστολ�[��]  

Σουλ[π�κι]ο� ΕM9ρ�νωρ lερε0� κα �ξηγητJ� 

[vν]δρο)�χωι στρατηγN vρσινοε�τ[ου] Π�[ολ]3- 

)ωνο� )ερ�δο� τN τ�ι)ιωτ[�τn]  

5 

χα�ρειν. 

βιβλ�διον(*) 〚)οι〛δοθ3ν )οι παρ� Π�τρωνο�  

 κα Σατορνε�- 

λου �9Uλικο�, δι� Π�τρωνο�, ση)ειωσ�)ενο�(*)  

'πε)ψ� σοι. εR ο;ν, �� 9ασιν, � τηθ� αMτ$ν 

Θαυβ�ριον ©πε�θησεν τo πρ:τερον wπʼ �)ο7 

10 

γρα9ε�σ# �πιστολo περ �κπο)π�� αMτ��, ε; 

ποιUσει� ν7ν γε 9ροντ�σα� αMτJν παραγε- 

ν3σθαι, �πω� �κβιβ�σ# � πρ6� αMτο0� 'χει. 

�ρρ$σθα� σε ε2χο)αι τι)ιLτατε. 

('του�) ιγ Α�M�τοκρ�τορο� Κα[�σαρ]ο� Τραιανο7  

 \δρια[νο7]  

15 

Σεβαστο7 [Φα)εν]Lθ 

[ -ca.?- ] (hand 2) ιγ ('του�) Ἔπε9 β  

[ -ca.?- ] vρσινε�[του -ca.?- ] 

 

 

beneath col. ii and iii 

[ -ca.?- ]ε�ι ∆ιοσκ[:ρn -ca.?- ]  

20 

[ -ca.?- ] περ [Π�τρωνο� κα -ca.?- ]  

[ -ca.?- ] Σατορ[νε�λου -ca.?- ]  

[ -ca.?- ]γ)ερ[ -ca.?- ] 

 

col. iii 

�ντ�γρ[α9ον wπο)νη)ατισ)ο7 vν]δρο)�χου  

 στρατηγο[7]  

('του�) ιγ \δρια�[νο7 Κα�σαρο� το7 κυ]ρ���[ο]υ,  

 Φαρ)[ο7]θι   �ε, �ν ΤεπτWνι. Π[�τρω]νο�  

 [Γε])ε��νου 

��πιδ:ν[το�] �[πισ]τ[ο]λJν Σουλπ[ικ�ου  

 ΕM]9�ρ��νορο�, το7 τι[)ιω]τ�του� ��[ξ]η- 

γητο7 τ�� vλεξανδρ3ων π:λ[εω�,  

たちはお願いします．さようなら． 

 

私，スルピキウス・エウフラノルが署

名した． 

 

 

書簡の写し．スルピキウス・エウフラ

ノル，神官，エクセゲテスが，アンド

ロマコス，いとも誉れあるアルシノイ

テスのポレモン郡の州長官に挨拶を

送る． 

 

パトロンと未成年者でパトロンを代

理としたサトルネイロスから私に提

出され，署名された請願書を貴官に送

る．彼らが言うように，彼らのおば，

タウバリオンが，私が書いた彼女の移

送に関する命令書に従わないのなら

ば，彼らに対する彼女の行いを貴官が

解決するべく，彼女が出頭するよう貴

官が今すぐ取りはからうように．貴官

が健やかにあるように願っている． 

 皇帝カエサル・トラヤヌス・ハドリ

アヌス・アウグストゥスの第13年ファ

メノト月（129年2月25-3月26日） 

 

（異なる筆跡で）[...]第13年エペイ

フ月2日（129年6月26日）[...]アルシ

ノイテス[...] 

 

（col. ii と iiiの間の下部に） 

[...]ディオスコロス[...] 

[...]パトロンと[...]について 

[...]サトルネイロス 

 

 

 

 

州長官アンドロマコスの日誌の写し． 

主人たるハドリアヌス・カエサルの第

13年ファルムティ月 [.]5日（129年4

月11日または21日）．テプテュニスに

て． 

 ゲメイノスの息子パトロンがスル

ピキウス・エウフラノル，いとも誉れ

あるアレクサンドリア人の都市のエ
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 κε]χρονισ)3νην εR� τ6 �νεστ6� ιγ ('το�)  

5 

\δριανο7 Κα�σαρο� το7 κυρ�ου, \θ0ρ ι�[  �· τ]ο�7  

 �ξηγητο7 κατ� τ6 �πιδοθ*ν αMτ$ι 

�να9:ριον �πιστ3λλοντο� Θαυβ�ριον τηθ�δα το7  

 Π�τρων[ο� �]πʼ αMτ�6�ν�  

)ετ� κατασπορ�ν �κπε[)9θ�ναι �] στρατηγ6�  

 Π�τρων[ι· δι]� τ[� τJν �]πι- 

στολJν 'κτοτε οMκ �ν[3δ]ωκα�; Π�τρων·  

 |κ�σ[τοτ]ε προσεδ:- 

κων(*) τ� πρ6� τJν Θαυβ[�ριο]ν διαλυθUσασθαι.  

 vνδρ:)αχο� � στρα- 

10 

τηγ:�· σW α�τιο� �γ3νου [το7 τ6 �]κ:λουθον τ�ι  

 \��π�ι�σ�τ�ο�/λo(*) 〚λη〛 )J γεγο- 

ν3ναι, τοσοWτn(*) χρ:νn )[J �να]δεδωκ1�  

 [αMτ]Uν· �περ οMκ �χρ�ν 

σε πεποιηκ3ναι το7 ο;ν [�ξηγ]ητο7 βουληθ3ντο�  

 )ετ� κ[ατασπο]- 

ρ�ν τJν Θαυβ�ριον �[κπε)9θη]ν�α�ι� �κ[ολουθ:ν]  

 �στι [κατ� τJν ν7ν]  

�ν χερσν �̈δ�η ο;σα�ν� [�πιστολJν  

 -ca.?- ])ενο[ -ca.?- ]  

15 

κ  �αι[ -ca.?- ]  �[ -ca.?- ]  

ξυ�  �[ -ca.?- ] 

 

――――――――― 

クセゲテスの本年ハドリアヌス・カエ

サルの治世第13年ハトゥル月1[.]日

（128年11月）付の書簡を提出した．

エクセゲテス（スルピキウス・エウフ

ラノル）が彼に提出された請願書に応

じて，パトロンのおばであるタウバリ

オンを種蒔きの後に彼（パトロン）の

ところへ送るように命じた． 

 州長官がパトロンに（言った）．「い

かなる理由で，その後，お前は命令書

を渡さなかったのか？」 

 パトロン（が答えて）．「毎回，タ

ウバリオンとの係争を解消すること

を期待したのです」． 

州長官アンドロマコス（は言った）． 

「かくも長い間，命令書を提出しなか

ったお前には，命令に従わなかったこ

とについて責任がある．種蒔きの後に

タウバリオンが送られることをエク

セゲテスが望んだのだから，お前がな

す必要がなかったことに関しては，

今，手にしている書簡に応じて従うこ

とが [...] 

 

 

 

 

 

Apparatus 

 

^ 1.8. εχω)εν pap. 

^ 1.8. τηθια pap. 

^ 1.14. συνιδησεω� pap. 

^ 1.14. θλειβο)3νη pap. 

^ 1.15. ι� pap. 

 

 

 

^ 2,ctr.6. βιβλει[δ]ιον pap. 

^ 2,ctr.7. ση)ηιωσα)ενο� pap. 

^ 3,ctr.9. προσεδωκων pap. 

^ 3,ctr.10. corr. from 〚τοακο〛λη 

^ 3,ctr.11. τοσουτο pap. 

 

 

史料史料史料史料14141414    

P. Fouad 26 with Thomas (2009), 276-277 for l.6 

158/59年 

 

Μ�ρκωι Σε)πρων�ωι Λιβερ�λι(*)  

�π�ρχn ΑRγWπτου 

παρ� Φαρ�ω[ν]ο� ΕMτυχο7� το7 Ἡρα- 

κλε�δου τ$ν �π6 τ�� )ητροπ[:]λεω� 

マルクス・センプロニウス・リベラリス，

エジプト総督へ． 

 ファリオン，エウテュコスの息子，ヘ

ラクレイデスの孫，アルシノイテス州の
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5 

το7 vρσινοε�του νο)ο7. οV �ν3τειν�(*) σοι(*)  

τN κυρ�n βιβλιδ�ου κα 'τυχον wπʼ αMτN 

wπογρα9�� διʼ x�� �νεπ3)9θην �ν �ριθ)N 

σλγ �π ΣεουUρn τN �π τ$ν κεκρι)3- 

νων �λ3γη �)�ν(*)   �  �  �  �  �  �  � �ντ�γρα- 

10 

9ον wπ3ταξα. 

�πε(*) ο;ν ω�  �  �  �  �  �  �  �  �νη το7 

�ντιδ�κου )ου Ἥρωνο� v)ατ�ου �ξη- 

γητεWσαν\το�/(*) τ�� vρσινοειτ$ν π:λεω� 

αMθαδ�p κα β�p πολ0 δυνα)3νου(*) �π 

15 

τ$ν τ:πων, κα� οM δυνUσο)αι πρ6� 

α�M�τ�[6ν] �π τοιοWτοι\�/ δικαστα<�>�(*),  

 �πε(*) πολ0 

δυν�στη� �στ�ν. Sνʼ εRδo� τJν το7 Ἥρωνο� 

αMθαδ�α<ν>(*) Παυλ[�ν]:�(*) τι� υl6�(*)  

 γυ)νασι�ρ- 

χου �ν3τυχεν Ε�MδLρn τN τ�� Θε)�στο�υ�  

20 

κα Πολ3)ω[νο� σ]τ�ρατ�η�[γ]N �νκαλ$ν τN 

Ἥρωνι, κα � [στρατη]γ6[�] )ετεπ3)ψατο τ6�[ν]  

Ἥρωνα κα [αMθα]δ�$� �χρUσατο κα 

� στ<ρ>ατηγ6�(*) π�[ερ α]M�το7 wπε)νη)α- 

τ�σατο(*). �γε)[1ν] κWριε, 'δειξ�(*) σοι 

25 

τ�J�ν� αMθαδ�[αν] το7 �ντιδ�κου· δ3ο)αι, 

κW[ρι]ε τ6ν σω[τ]�ρα τ�� ΑRγWπτου, �κο7- 

σα� )[ο]υ πρ6� α[M]τ:ν, Sν<α>(*) δυνηθ$ �ν 

τo Rδ[�]p )3νειν. 'στι δ* �ντ�γρα9ον 

�ν�[α]9ορ�ου. Μ�ρκn Σε)πρω�ν�ι�¬�  

30 

�π�ρ�χn ΑRγWπτου παρ� Φαρ�ωνο� 

ΕMτυχο7� το7 Ἡρακλε�δου. τ�� �ν- 

9Wτου σου εMε[ρ]γεσ�α�, �γε)1ν κWριε, 

εR� π�ντα �9θακυ�α�(*), κα αMτ6� 

πολλοδαπ$�(*) βιαζ:)ενο� κα �δι- 

35 

κοW)ενο�, '�[σ]π�ε�υσα �π σ* κατα9υ- 

γ1ν τ$ν δ�ι�κα�ων τυχε�ν. τ6 δ* 

πρ5γ)α τ�θη)ι(*)· χρε�α�(*) )οι γενο)3- 

νη[�], �δανισ�)ην παρ� Ἥρωνο� v)ατ�- 

ου �ξηγητ\ε/Wσαντο�(*) τ�� vρσινοειτ$ν 

40 

π:λεω� �ργυρ�διον κατ� δια9:ρου� 

州都民から． 

 私が主人たるあなたに提出し，その下

に承認を受け，司法担当官

＊

セウェルス

の所へ（整理番号）233番として私（の

案件）が委託された[...]請願書の写し

を以下に添えます． 

 

 

[...]私の係争相手であるヘロン，アマ

ティオスの息子，アルシノイテスの都市

の元エクセゲテスは，強情さと暴力によ

り当地で大いなる力があり，彼はとても

大きな力を持っているので，私はその地

の裁判官のもとでは彼に抗することが

できません． 

 

あなたがヘロンの強情さを知るために

（述べれば），ギュムナシアルコスの息

子であるパウレイノスなる人物が，テミ

ストス郡とポレモン郡の州長官である

エウドロスに訴え出て，ヘロンを糾弾し

ました．州長官はヘロンを召還し，ヘロ

ンは強情に振る舞い

＊＊

，州長官は彼につ

いて日誌に記載しました． 

 

主人たる総督よ，私は敵の自分勝手さを

あなたに示しました．主人よ，エジプト

の救い主よ，私が故郷に留まることがで

きるように，私の彼に対する訴えを聞い

てくださるようにお願いします． 

 請願書の写しが（以下に）あります． 

 マルクス・センプロニウス，エジプト

総督へ．ファリオン，エウテュコスの息

子，ヘラクレイデスの孫から．主人たる

総督よ，あなたの生来の善行があらゆる

人々に及ぶので，多くの面で無理を強い

られ不正をなされた私は，あなたの元に

急ぎ，正義を得るために訴えます．そし

て訴訟を起こします． 

 

 

必要があって，私はヘロン，アマティウ

スの息子，アルシノエイトン・ポリスの

元エクセゲテスから数度にわたり借金

をしました．その結果，力のある地位に

あることを頼みとし，当地で大きな力を



 
 

40 

χρ:νου�· �στε τN τ�� �ρχ�� �ξιL- 

)ατι πεποιθL�, πολ0 �π τ$ν τ:πων 

δυν�)ενο�, συνεχ$� βρει�(*) κα �- 

δικ�α� )οι �π�γει, κα�τοι πληρο9οροW- 

45 

)ενο� ο®� κατ� β�αν ©ν�γκασ3(*) )ε 

wποσχ3σθαι(*) τ:κου� στατηρια�ου�, οSτι- 

νε�(*) wπερ3βαλον(*) τ� κε9�λαια(*) σχεδ6- 

ν κα �)ι:λιον(*). οV χ�ριν κινδυ- 

νεWω καταλε�πων )εταναστUσεσ- 

50 

θαι. �θεν �π σ* τ6ν π�ντων σωτ�- 

ρα κατα9υγ1ν κα <�>ξι$(*) ��ν σοι τo τW- 

χ# δ:ξ# διακο7σα� )ου πρ6� αMτ6ν �πω[�]  

� �κο)�σατο(*) παρʼ �)ο7 συλλογ�σατε(*)  

κα ��ν 9ανo �κ το7 λ:γου συν�ρσεω� 

55 

δικα�ω� X9ειλ:)ενα(*) αMτN �πολαβo 

Sν<α>(*) δυνηθ$ δι� τ�� σ�� εMεργεσ�α�(*)  

 τυχε�ν. 

 

――――――――― 

振るう彼は度重なる侮辱と攻撃を私に

加えました．さらに私が引き受けるよう

に暴力でもって彼が強いた1ムナにつき

1月あたり1スタテルの利子（月に4%の利

子）を受け取ったのです．この利子は元

金を1.5倍近くも上回るものです． 

 

 

このため，私は故郷を去り，移り住む危

険にさらされています．それゆえ，万人

の救済者であるあなたに私は訴え，もし

あなたが正義に適っていると思うので

あれば，彼に対する私の訴えを聞いて下

さるよう願い出ます．彼が私から受け取

ったもの（不当な利子）を，あなたがお

認めになり，もし帳簿の収支勘定から彼

への適切な負債額が明らかになれば，彼

が（その額を）受け取るように，こうし

て，あなたの善行によって私が正義を得

られるように 

Apparatus 

 

^ 1. λιβελαρει pap. 

^ 5. ανετινα pap. 

^ 5. συ pap. 

^ 9. η)ειν pap. 

^ 11. επι pap. 

^ 13. corr. from εξηγητευσα� 

^ 14. δυνα)ενο� pap. 

^ 16. δικαστα� pap. 

^ 16. επι pap. 

^ 18. αυθ[α]δια pap. 

^ 18. corr. from παυλ[ιν]  �  � 
^ 18. υιου pap. 

^ 23. στατηγο� pap. 

^ 24. υπο)νη)ατισατο pap. 

^ 24. εδιξα pap. 

^ 27. ιν pap. 

^ 33. ε9θακυιη� pap. 

 

 

 

^ 34. πολλωταπω� pap. 

^ 37. τιθη)ει pap. 

^ 37. χρια� pap. 

^ 39. corr. from [ε]ξηγητ〚ο〛υσα� 

^ 43. υρβρι� pap. : corr. from 〚ο�〛
υρβρι� 

^ 45. ηνηνκασε pap. 

^ 46. corr. from υοοσχεσθαι 

^ 47. ητινε� pap. 

^ 47. υπερεβαλεν pap. 

^ 47. κε9αλεα pap. 

^ 48. η)ιωλιον pap. 

^ 51. ξιω pap. 

^ 53. κο)ισατε pap. 

^ 53. συνλογησατε pap. 

^ 55. ο9ιλο)ενα pap. 

^ 56. ιν pap. 

^ 56. ευεργισια� pap. 

 
＊

司法担当官と訳した� �π τ$ν κεκρι)3νωνは，判決内容の実行を任された役人か，裁判自

体を委任された役人である．Cf. Anagnostou-Canas (1991), 229-230.このケースでは後

者であると考えられる．最初の請願書（28行以下）で裁判がセウェルスに委託されたが，
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係争相手のヘロンが地方有力者であるために，委任された役人ではヘロンを正しく裁くこ

とができないとファリオンが考え改めて提出された請願書と考えられるからである． 

＊＊

「ヘロンは強情に振る舞い」．主語をヘロンとする読み方については，校訂者に従う．

なお彼は，22行目の補い部分に 'δ*' が入る余地がないわけではないともしている． 

 

 

史料史料史料史料15151515 

P.Mil.Vogl. I 25 col. iv l.18 - col. v l.24 with BL III 147 for col. iv 

l.21 and col.v l.15, and BL X 128 for col.v l.12 

127年5月26日-6月24日 

 

col. vi 18 

�[ντ�γρα9ον] wπο)ν[η)α]τισ)[ο]7 [Ἰουλ�]ου  

 v[σκληπι�δου]  

[('του�) ια ΑMτοκρ�]τορ[ο� Κα�σα]ρο� Τραιανο7  

 \δ[ρι]ανο[7 Σεβ]α�σ[το7   �  �  �]  

20 

γρα( ) [Πα7]νι ζ. �πε βU)ατο�  

 ε  �[  �  �]  �  �[  �  �  �  �  �  �]ν[  �]α[ -ca.?- ]  

[συνεδρ]εWοντο�  

 Φλαυε[�]ου   �[  �]ε[  �]ο[  �  �  �  �   �  �]  �ωνο� [κ(?)]α[(?)] 

[  �  �  �  �  �]λεν Ἡ[ρ]ακλε�δου Πρε��[σ]κου  

 Β[  �  �  �  �  �]  �ενονο� κα 

[  �  �  �  �  �] κα Κε9αλ�ωνο� [κα] Ἰ�σ�[ιδLρου]  

 ν�[ε]ωτ�[3]ρου κα 

vρ[π]οκρατ�ωνο� γρα)[)α]τ3ω� [το7 κ]αταλο[γ]ε�ου. 

25 

Θαυβαρ�ου ΑRγυπτ�α� πρ6� Π�τρωνα κα Παυλε�νον  

 �ρχο)3νη� 

λ3γειν(*), δηλωθ3ντο� τε κα wπ*[ρ �]δελ9$ν  

 �9ηλ�κων κατ�στασ- 

[θ]αι τ6ν Π[�τρων]α. � lερε0� κα �ρχιδικαστU�· κα  

 αMτ6� 

[�κ τ]�� ¡[ψεω]� κα�ταδεU� [�στ]ιν ��� )J δWνασθαι  

 ):νο� τJν 

δ�κην πιστευθ�ναι(*) [Θ]αυβαρ�ου προενεγκα)3νη�(*)  

 πρ6� 

30 

[τ]6ν Παυλε�νον �π το7 π[αρ:ν]το[�] λ3γειν(*)  

 ἩλιοδLρου τε [¯]Uτορο� 

εRπ:ντο� το7 πατρ6� αM[τ]�[� τε]λευ[τ]Uσαντο� κα  

 τ$ν �πολ[ελε]ι))3- 

νων wπ[  �  �  �]  �  �[  �]νων   �  �[  �  �]αυτη[  � vρσι]ν�ο�του  

 νο)ο7 τ6ν Παυλε�ν[ον] ξ3νον 

[¡]ντα κα[ - ca.10 -]αι[ -ca.?- ]  �  �[  �  �  �  �  �]� π[λ]ε�στα,  

 

ユリウス・アスクレピアデスの日

誌の写し． 

皇帝カエサル・トラヤヌス・ハド

リアヌス・アウグストゥス [...] 

の治世第11年パウニ月7日 （127

年6 月1日） [...] 臨席し [...] 

フラウィウス [...] プレイスコ

ス（？）の息子ヘラクレイデス 

[...] および ケファリオン（あ

るいはケファレイオンか？）と小

イシドロス，中央私文書館

＊

の書

記ハルポクラティオン． 

 

 

 

エジプト人タウバリオンがパト

ロンとパウレイノスに対して口

火を切り，申し立てを行ない，パ

トロンが未成年の兄弟たちの代

理に任命されていると明言した． 

神官にして裁判長（は言った）． 

「その外見からして，彼も1人で

裁判に関わることができないほ

ど幼い」． 

タウバリオンはパウレイノスに

対して彼が臨席していることを

非難し，申し立てを行った．法廷

弁護人へリオドロスが述べた． 

「彼女の父親が亡くなり，[...]

（財産）が残された [...]  パ

ウレイノスはアルシノイテス州

＊＊

の余所者である [...] それら

になされた封印について，釈明し
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 σ9ραγ�δα(*) τε [τ]ο�� αM[τ]ο�� �πι- 

[θ3]ντα X9ε�λειν λ:γον wποσχ[ε�ν]. vρτε)ισ[�]ου  

 ¯Uτορο� [�]ποκρινα)3- 

35 

νο[υ(*) συγ[γ]εν� ¡ντα τ6ν Παυ[λε�νον] τ�� τε  

 �ντιδ�κ[ου] κα το7 Π�τρωνο� 

[κ]α� παρ�[α]κληθ3ντα [w]π6 �)9οτ�3�[ρων] )εσ�τη[ν(*),  

 [�πισ9]ραγε�σαι συ)- 

 

col. v 

πε�θεσθαι, ποι�σαι τ[ε �στε |]κ�τερον αMτ$ν Rδ�αν  

 �πιθ[3σθαι](*)  

σ9ραγ�δαν(*) κα εRλη93[ναι] �ν παρακαταθUκ# κλε�ν,  

 )ηδ[*ν]  

νοσ9ισ�)ενον. � lερε0� κα �χιδικαστU�· �πε κα �  

 Π�τρω[ν]  

καταδεJ� 9α�νεται κα �δελ9ο0� �9Uλικα� λ3γεται  

 'χειν, � τ[ο7]  

5 

νο)ο7 στρατηγ6� κ[ατ]αστUσα� αMτ$ν ° ��ν δοκι)�σ#  

 �[π�τρο]- 

πον δυν�)ενον [αMτ]N� Π�τρωνι συστ�ναι,  

 διαγνLσετ�[αι πε]- 

ρ το7 πρ�γ)ατο�. Θαυβαρ�ου �ξιωσ�ση� �ρισθ�[ναι  

 προ]- 

θεσ)�αν(*) κα[ χειρο]γρα9�σαι τ6ν Παυλε�νον �ν  

 τ�[α]W�τ#� [�σ:]- 

)ενον εR� τ6ν νο[)6ν] καταστ�ναι �π το7 στρατηγο[7,  

 )]J 

10 

τ� �πισ9ραγι�[σ]θ3�[ν]τα τN χρ:νn δια9θαρo. Ἰο[W]λιο� 

Ὀηστεινεια[ν6]� v[σκ]ληπει�δη�, � κα Λεον�δη[�],  

 γε[ν:])ενο� 

'παρχο� σπ�ε��ρα�[�] τρ�τη� [Β]ρpκ$ν κα πρLτη�  

 [Θ]ρpκ[$ν]  

� lερε0�(*) [κα �ρχιδικασ]τU�· �)9:τεροι  

 χειρογρα[9�]σαι 

�ν �)3ραι� τρ[ι�κον]τα �ναπλεWσ[α]ντα� �ν[τυ]χ[ε�ν]  

 τN στρα- 

15 

τηγN. �ξ�[λθεν � Ἰ]σ�δωρο� νεLτερο�(*) wπη[ρ3τη�]. 

vac.  

[�ντ�γρα9ον χ]ειρογρα9�α�(*) Παυλ(ε�νου). 

Παυ[λ]ε�[νο�] Π�τ[ρωνο� τ]ο�� πα[ρ]� Ἰουλε�ο[υ  

 Ὀηστεινει]α�ν �[ο7]  

vσκληπ[ει]�δου, [το7 κ]α Λεων�δου�, l[ερ3ω� κα]  

なければならない」． 

 （パウレイノスの）法廷弁護人

アルテミシオスは反論した． 

「パウレイノスは原告（タウバリ

オン）とパトロンの親族であり，

仲裁者として2人に呼ばれたので

す．封印することは同意され，彼

らのどちらかが封印されたもの

（遺産）を自らのものとすべくし

て，鍵を保管するために受け取っ

たのです．彼が奪ったのではあり

ません」． 

 

 

神官にして裁判長（は言った）． 

「パトロンも幼く見えるし，彼に

は未成年の兄弟たちがいると言

われたので，その州（アルシノイ

テス）の州長官が，このパトロン

に協力できる後見人が誰である

かを審査して，彼らのために任命

し，この件について決定を下すこ

と」． 

 タウバリオンは，その間に封印

されたものが損なわれないため

に，（審査と決定の）日が定めら

れること，および，この場にいる

パウレイノスが，（アルシノイテ

ス）州に行き，州長官の所に現れ

ることを宣誓するよう求めた． 

 ユリウス・ウェスティニアヌ

ス・アスクレピアデス，又の名を

レオニデス，元第3ブラカラおよ

び第1トラキア補助軍歩兵隊指揮

官，神官にして裁判長（は言っ

た）．「両者は30日以内に遡行し，

州長官の所に姿を現すことを誓

うように」． 

 

 

補佐官，小イシドロスが進み出

た． 

 パウレイノスの宣誓の写し． 

 パトロンの息子パウレイノス，

神官にして裁判長であるユリウ

ス・ウェスティニアヌス・アスク
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 ��ρ�χ�[ιδι]- 

καστ[ο7]· [X])νWω ΑMτοκρ�τορα Κα�σα[ρ]α Τραιαν6ν  

 [\]δρια[ν6ν]  

20 

Σεβα[στ6ν ']σεσθαι �ν �)3ραι� τρι�κ[ο]ντ[α ¨ τινα  

 r]ντʼ �[)]ο7 

'[κ]δικον π3)ψαι προσκαρτερUσαν[τα παρ� τN  

 στρ]ατηγN, 

�κολοWθω� το�� το7 �ρχιδικαστο7 wπο)νη)ατισ)ο��, 

< �νοχο� ε�ην(*) τN �ρκn. 

'του� ια ΑMτοκρ[�τορο� Κα�σρο� Τ]ραιανο7 \δριανο7  

 σεβαστο7 Πα[7νι -ca.?- ]  

 

 

――――――――― 

レピアデス，又の名をレオニデス

の傍らに仕えるものたちに，「皇

帝カエサル・トラヤヌス・ハドリ

アヌス・アウグストゥスにかけ

て，アルキディカステスの日誌に

従って，私は30日以内に出頭する

か，州長官の所に留まる私の法定

代理人を誰か送ることを誓いま

す．さもなくば，私は誓いを破る

罰を被ろう」． 

皇帝カエサル・トラヤヌス・ハド

リアヌス・アウグストゥスの治世

第11年パウニ月（127年5月26日-6

月24日） 

Apparatus 

 

^ 4.26. λεγιν pap. 

^ 4.29. πειστευθηναι pap. 

^ 4.29. προενεκκα)ενη� pap. 

^ 4.30. λεγιν pap. 

^ 4.33. σ9ραγειδα pap. 

^ 4.35. α]ποκρεινα)ενο[υ] pap. 

^ 4.36. )εσειτη[ν] pap. 

 

 

 

^ 5.1. επειθ�[εσθαι] pap. 

^ 5.2. σ9ραγειδαν pap. 

^ 5.8. [προ]θεσ)ειαν pap. 

^ 5.13. ειερευ� pap. 

^ 5.15. νεωτε〚τε〛ρο� pap. 

^ 5.16. [χ]ειρογρα9εια� pap. 

^ 5.23. ιην pap. 

 

 

＊

中央私文書館と訳したκαταλογε�ονは，アレクサンドリアにおかれた私的な文書を総括す

る文書館である．この裁判が記録された126/7年の直後に，その機能をアウグストゥス期

から存在していたナナの神殿Nanaionと新設されたハドリアネイオンに譲る．また私的な

係争の最高責任者である裁判長の監督下にあった．ローマ期エジプトの文書行政について

は，Burkhalter (1990)参照． 

 

＊＊

「アルシノイテス州」の最初の4文字は補いであるが読みは確実である．「パウレイノ

スはアルシノイテス州の余所者」と訳したが，Bagnall (1974), 56が考えるように「アル

シノイテス州」はタウバリオンの父の財産の記述に関するものかもしれない．だが，そう

だとしても文意に意味に変化は生じない． 

 

 

史料史料史料史料16161616    

P.Mil.Vogl. II 56 

151年8月7日 

 

Ἰσ��δωρο� )ισθ�ωτJ� ο�κου 

ν�εωκ:ρων θε�ο�7� )εγ�λου 

Σαρ�πιδο� Πτολλαρ�ωνι γε�γυ)(νασιαρχηκ:τι)  

イシドロス，偉大なるサラピス神の

管理人たちの所領の小作人が，元ギ

ュムナシアルコス，プトラリオンに
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χα�ρειν. 'σχον παρ� σο7 �9ʼ �ν 

5 

'χει� �κ9ορ�ων το7 �νεστ$(το�)  

τεσσαρεσκαιδεκ�του 'του� 

vντωνε�νου Κ[α�]σαρο� το7 κυρ�ου 

�ν 'χει� �ρουρ$ν περ κL)(ην)  

Τεβτ7νιν κα τ6 Ἡρακ(λε�δου) �πο�κ(ιον)  

10 

�π λ:γου \το7 προκει)3νου ο�κου/ πυρο7 �ρτ�βα� 

|ξUκοντα· (γ�νονται) (πυρο7 �ρτ�βαι) ξ. ('του�) ιδ  

vντωνε�νου Κα�σαρο� το7 κυρ�ου, 

ΜεσορJ ιδ. 

 

――――――――― 

挨拶を送る．私はあなたから，テプ

テュニス村と「ヘラクレイデスの農

場」の周辺に位置し，あなたの手に

している（賃借している）土地から

の，今年，すなわち主人たるアント

ニヌス・カエサルの治世第14年の現

物賃貸料として，小麦60アルタバを

前述の所領の口座に受領しました．

合計，小麦60アルタバ．主人たるア

ントニウス・カエサルの治世第14年

メソレ月14日（151年8月7日）． 
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