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提題 ギリシア教父における聖書解釈の前提， 方法および意義

水 垣 渉

I はじめに

1 ((教父の資料と聖書解釈> 1 世紀末の 使徒的教父 か ら 8世紀の]oann esDa

masc enusに至る までのギリシア教父の著作は 恐らく 1万点を下らないであろう11

教父の著作であるかぎり. 聖書に直接間接に触れないものはない. それらすべてが.

聖書解釈の視点で取り上げられうる. その全貌を見渡すことは. わたしの知識と能力

の到底及びえないところである.

2 ((わたしの視点と方法》 それにもかかわらす.わたしは. ギリシア教父の聖書解

釈の特徴だと考えるいくつかの点を取り出してみたい. ギリシア教父は， 解釈の方法

と聖書テキストの個々の解釈とにおいてはしばしば違いを見せるが， 解釈の前提. 状

況， 場， 目的などでは. 共通点も認められる. この共通点の根底にある考え方をあえ

て表現するとすれば. 東方の ・般的な考え方では. 聖書の言葉は史的な過去へと移し

入れられないて・， つねに現在的なものと受け取られる. ということであろう. この立

場では， 聖書と教父(そしてさらに現在のわれわれ ) との問に， 解釈に関して絶対的

な状況同一性が存在することになる. そこでは解釈は《なくてもよいもの》 になろう.

ギリシア教父の解釈学の根本問題は. 解釈の方法いかんではなく. まさに解釈 自体の

成立いかんにある. 解釈と無関係なテキストは存在しないと し、う解釈学の立場にたっ

現代のわれわれが， そのような理解を根底とするギリシア教父のテキストを理解する

ことはいかにして可能となるか. 問わざるをえない. この提題ではこの問題を直接取

り上げないが. それを念頭に置きつつ教父の立場に可能な限り内在的な視点を取って，

教父問の相違点よりも共通点と思われるところを示したい. もとより広範な歴史的な

研究を経た結論ではなく. 研究の出発点としての仮説を提出するにとどまる.

3 ((聖書解釈論》 全体として観察されることは， 聖書釈義は注解. 講話， 説教を

はじめいたるところで展開されているが， 解釈を体系的に反省する解釈論あるいは解

釈学のまとまった著作は極めて少ないことである_ 3世紀前半の Ori g en esの『原理
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論』第4 巻は. 稀な例外だといってよい. かれの現存するギリシア 語著作のなかでは，

『ヨハネ福音書注解』が聖書解釈論に触れることが 多い. XIII 29 7では. r聖書の解

釈についての明快な教えJ(ho d ê  peri t ês saphêneias t ôn g raph ôn t ran ês l ogos )  

という. この{saph ên eia )) は. {解釈 }. {説明》 という意味でしばしば術語的に用い

られる. それゆえこの句は《聖書解釈論》 というに近い. これをとまった形で展開し

ているのが. w原理論』第4 巻である2)

4 {本提題の順序》 取り上げるのは， 聖書解釈の前提と基礎をなす 条件. 状況.

場にかかわる諸問題(11 )と， 解釈の遂行とその枠組み( I1 I)である. レジュメにあげて

いた. 解釈の意義( 益: ch rêsimos ;  to ch rêsim on ) と寓意的解釈にかかわる諸問題

は， 時間の制約上省く.

5 {その 他》 聖書論諸テーマ(本文， 正典， 権威等) および文献学的諸問題. さ

らに中世の聖書解釈との関連は扱わない.

E 教父の聖書解釈の基礎と前提

A 聖書解釈とは何か

1 {聖書解釈とは何かについての一般的考察》 まず聖書解釈とは何かについて一

般的見解をあげておく. 聖書解釈とは. O rigen es によれば. r聖書を読みかつ理解す

る 仕方J(ho t ropos t ês anagn ôse ôs ka i n oêse ôs t ôn theiôn g raph ôn. ρrinc. IV 

2， 1 ) である. これをかれの 弟子 G reg orius T ha umat urg us は. r神の事を神が 語り

給う如くに理解し， これを人々にかれらが聞きうる よ うに説明する こ とJ(sy n ienai 

ta theou h ôs theou lal ountos， ka i d iêg eistha i anth rôpois h ôs akouousin anth . 

rôpoi)だと説明し， これを「神の言葉の解釈者J(herm 岳n e us t 凸n tou theou l og ôn )  

の任務としている( pan. Or. 1 8 1 ). 聖書解釈の本質が簡潔明瞭に表明されている. 同

じことを G reg orius Na zian zen us はさらにつづめていう. r神の書の心(真意 ) を読

み取ることJ(bibl iôn te theiôn ekl egein t ên ka rd ian. De vit a su a， lin. 79 0 ). 

B 状況， 場， 伝統

1 {聖書解釈が必要となる状況》 聖書解釈が必要となる状況は， キリスト教的生

活においてさまざまである. 1) 教会の 礼拝における説教と典 礼. 説教についてはい

うまでもない. 典 礼(L it urgy ) が重要なことは. 7世紀の Max im us Con fessor の

Myst agogi a が典 礼の象徴的解釈をおこなう際聖書解釈論を展開していることに典型
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的にあらわれている. 2) 信徒の信仰生活のための勧めと教育(たと え ば信徒が異端

に傾くことを防ぐため). 3) 伝道と弁明・弁 証(すでに P hilo A le xand ri nusの場合

そうであった)， 社会的 実践(愛のわざ). 4) キリスト教の内外での論争. 5)修道.

膜想. 祈り. 6) 学問的関心.

2 {解釈がなされる場》 解釈がなされる場も 状況に応じて 多様で あ る. 1) 共

同体の内部. 教会. 修道院， 分派. 異端， 教会会議， 学派(た だ しゆる や かな 意味

での) などの集団. また 聖職者. 信徒各個人(こ の 場合聖書の私的使用(p riv ate r

Ge br au ch) の問題がある). I re nae usの考えでは， 適正な聖書解釈が行われるのは，

生ける体としての教会においてである(haer.I V  2 3. 8 ). 2) キリスト教の外におけ

る解釈. 第一にユダヤ教からのキリスト教批判. これはキリスト教がユダヤ教と共通

性と差異をもっ 事 実に関して. たとえばメシア論と聖書論をめぐってなされた. これ

に対して 多くの『ユダヤ人反駁論JJ(adversus (contra) Judaeos) が著わされた.

第二にヘレニズムの仰jからのキリスト教批判. これは明 確に知られる限りでは， 2 世

紀 後半の Cel susの『真の教えJJ(Alêtês Lo gos) においてまとまった形をなした.

これは， Ori ge nes の『ケルソス駁論』の 引用か ら 知ら れ る. 次いで 3世紀 後半の

Po r p hyrius， Kata Christianôn (H ar nack に よって断片が収集された) では， 聖書

のテキストに立ち入って文献学的'.Im史学的批判がなされている. 3) キリスト教の

内外の接点、をなすグノーシス主義は. 特に重要である. 2世紀半ばの V ale nt i nusの

弟子 He r acleo n は. 最初の注解と し て 知られる『ヨハネ福音書注解』を書い た.

Ori ge nes の『ヨハネ福音書注解』は， He r acleo n 批判を一つの主要な動機としてい

る.

3 {解釈の伝統》 古代の聖書解釈には強い伝統が認められる. 3点をあげる. 1) 

聖書( 旧約) 自体が伝承の解釈を含んで・いるが， とくに初期ユダヤ教は. キリスト教

以前に， 聖書を説明する注解風の文書をもっていた. たとえば死海文書の『ハパク グ

書注釈JJ(IQρHab) に典型的に見られる{pe she r}， {pe shari m} (説明) と呼ばれる

一種の ru nni ng co mme ntary である. このやりかたは新約の一部にも見いだされる.

また教父 時代と平行するラピ的ユダヤ教において， ラピたちの聖書解釈の流派が競い

合った. 2) ヘレニズムにおいては， P l ato n， A ri sto te lesを解釈する伝統が重要であ

る. これとユダヤ教やキリスト教の解釈伝統との関係は興味深い(とくに教父に大き

な影響を与え た P hi lo の場 合 また 多くの知識人にとっ てキ リス ト教への近道とな
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った新プラトン主義の場合 ). 3 )グノーシス主義においても， 解釈の伝統がそれぞれ

の派の主張と結びついて大きな役割を演じている (H er acleon ; P to lemaios ). 

これらがキリスト教の聖書解釈に及ぼした影響は. 思想史的見地からも見過ごしえ

ない. ここで問題になるのは， r学派の営みJ(Sc hulbetr ieb ) としての聖書解釈であ

る. 確かに専門的な聖書解釈は， グノーシス主義を皮切りに学派において展開したと

いってよい. 宣教から直接生じたものではない. よく知られているのは. 聖書解釈に

おける Alexandr ia と Antioc hia の学派である. 教科書的叙述によれば， 前者は寓

意的解釈法. 後者は字義的・歴史的解釈法をそれぞれ特色とする. しかし両学派のみ

で説明できない場 合がある (たとえばE usebius Caesar iensis は中間的 ). また最近

の研究によれば， Antioc hia 学派からシリアのそれを区別すべきであろう. なお学派

ということで問題になるのは， 解釈が公開的か秘義的か(exoter ic or esoter ic) とい

うことである. これは聖書解釈における秘義伝承. つまり初心者には伝授を許されな

い奥義， いわゆる{agr a p ha }(書かれざる教え ) があったかどうか， とい う問題に

もかかわる.

解釈の伝統としては， と くに聖書による 証明(Sc hr iftbe weis) における. 有利で

好都合なテキスト (証拠聖句. またその集成(testim on ia ) ) を取り上げる傾向が重

要である. 引用の伝統といってもよい. 旧約のメシア預言とその解釈は. トポスとし

てそのまま伝承されることが少なくない.

C 解釈者の資格. 条件

1 {C har ismat iker としての解釈者》 聖書の 真意 (n ous) を理解する解釈 (n o ・

êsis ; n oêma) は， 聖霊によってのみ可能とされる. 聖霊の{ inspir atio}によってな

った聖書をふさわしく解釈できるのは， 聖霊による人である. つまり解釈者は霊的な

人でなければならない. r霊的なことを霊的に解釈し， 霊的なものにならねばならな

し、J(Or igenes， J o. XIII 3 6 1). つまり「霊的とは方法ではなく. 解釈者への要求で

あるJ (D obsc hütz， 6 3 )  31. 

2 {解釈者と単信者》 ここで問題になるのは， 専門的知識を有する学者と単純無

学の大衆 ( hoi pol loi) との間に生じる対立関係である. Basi lius は. 今日では誰も

が学識ある神学者になりたがる. と嘆いている ( Spir. 3 0). Ir enaeus は， キリスト

者はその心に救いが紙とインキなしに聖霊によって書き付けられているという(h aer.

III 4， 2 ) . ここから解釈不要論も生じうる . 聖霊の直接的働きかけを信じる場 合， 解
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釈は不要. むしろ有害となりうる.

3 {解釈禁止》 ここからさらに「解釈するな」と し、う要求が起こり う る. íだれ

も解釈を求めてはならない. た だ祈り におい て次の言葉を唱え よJ (The Book 01 

Elchasai， F r. 9 i n: Epi p hani u s. haer. 19. 4 . 3). とくにこれが{Chari smati ke r  > 

の権威によって発せられる場 合， 無条件的な服従が求められる. 解釈と反(非 ) 解釈

との関係の問題は. 研究に値する.，

4 {正しい解釈者の資格》 上記 1. と密接に関連し て. 聖書の正しい解釈者の資

格が問題になる. 3-4 世紀の大きな神学的不一致は. 聖書の正しい解釈はどれかをめ

ぐって生じただけでなく. だれが解釈の正当な資格をもつかをめぐっても生じた. 3 

世紀はじめのAle xand ri a では. Ori ge ne s (長老 ) の場 合に知られているように. 司

教は一般信徒(I ai ci ) に教会で聖書を説き明かすことを禁じた.

5 {祈りと努力， すなわち探求》 この点については， ほとんど説明の要はない引.

聖書解釈の 前に祈りを捧げることは， 多くの文書から知られる. アポカリュプティク

では. 幻(vi si one s) とその解釈との問 に 祈 り が お かれることがある. G re g ori u s  

Nazi anze n us は Basili us 宛の手紙で. í神の言葉にたいするわれわれの愛の労苦」

といっている(Eρ . 6 ). 聖書の探求には困難がつきものであり， これを克服するため

に祈りと努力が必要である. 解釈の準備も必要である. í日曜あるいは土曜に読まれ

るべき福音書の部分をまえもって手に取り. 座って読み通し. 内容を熟考し. すべて

を調べておけJ(Chry sostomu s， hom. 1-88 in J o. 11， 1) (その具体的内容は. hom. 

1-32 in Rom. 10， 1 にある ). 聖句について， なにについていわれたことか， その根

拠や 証拠はなにかなど， 詳細に検討しなければならない.

E 解釈の遂行とその枠組み

A 解釈の出発点

1 {聖書解釈の端緒》 聖書解釈に一般の人々がはじめて触れるのは. 多 く の 場

合. 教会の説教などをとおしてであったろう. í聞く」ことが根本的である. í読む」

ことは文書テキストを 前提しており. 古代では「聞く」ことほど一般的ではない. そ

して「閣く」内容は. 格別の教養も知識がなくても理解される平易なものであったろ

う. つまり解釈は. 聴衆の生活感覚を基礎にしてそこからかれらを信仰の高みに導こ

うとする教育的配慮に満ちた. 実際的な解釈であった. その限り聖書解釈は， 発信者
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と受信者. 解釈者と聴衆との相互関係， 解釈の形成と受特に規定され. 共同作業とい

う性格にも欠けていない. Origenesの聖書解釈論 には， 教育的配慮が十分合まれて

いる.

2 <一般信徒への建徳》 エリートのための解釈ではない. これがグノーシス主義

における解釈と異なる点である. 学派的専門的解釈は， それを記す文献がわれわれの

日に触れることが多いために， ややもすると過大評価されがちである. 今日でも事情

は似ているであろう.

3 <適応》 聖書は人間的制約の状況 へ と神が降下 し謙り， 適応 したあらわれ

(synkatabasis)であって， 解釈者も同様に相手に理解可能なレベルに適応し， そこ

から相手を 引き上げ， 向上させること(anagô g ê)を目指さねばならない.

4 <三つの解釈法》 適応が重要な 意味をもつのは， 字義的・歴史的解釈一道徳的

解釈ー寓意的・霊的解釈という三つの解釈法の相互関係について考え直させてくれる

からである. これら三つの解釈法は， 普通， 解釈の内容が下のレベルから上のレベル

へと進歩向上していくプロセスの段階に対応すると見な さ れ て い る. < anagô g ê}の

一つの 意味は字義的解釈の対極をなす霊的寓意的解釈ということであるが， それは最

高の段階へと導き上げる解釈にほかならなL、から， 本来は解釈の全プロセスに妥当す

るはずである.

5 <道徳的解釈の重要性》 しかし， 聖書解釈の方法として三種類あるいは三段階

を区別することは有益であるが， 三つを並列的に扱うことは正しくない. 事 実として

は， 聖書解釈は圧倒的に道徳的解釈として行われたからである. 聖書テキストや翻訳

の原文をもたずまた読まない平均的信徒にとって， 字義の詮索よりも当面のさまざま

な必要と問題に答えてくれる 実践的解釈が歓迎されたであろう. つまり聴衆の現実的

生活にかかわるとL、う 意味で， 道徳的解釈(mor al inter pr etation; tro po)ogy)が解

釈者の側でも聴衆の側でも出発点となった， と考えられる. 聖書テキストそのものも

平均的な説教の言葉遣いにおいて与えられた. そこから一方では字義的解釈へ， 他方

では寓意的解釈へと展開がなされていった. このことを資料に基っ・いて 証明すること

は， 今のわたしには十分な準備がないが， 仮説として提示しておきたい.

B 解釈の目標と限界

1 <目標・目的(sko po s)} Or igen es においては解釈の目標・目的ということが

明 確に 意識されている. これについては省略する.
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2 {解釈の限界》 解釈に限界がある ことは， 自明な ことではない. 聖書各節は，

多くの解釈を含む. これはユダヤ教でとくに強調された. 神の言葉は7 0の可能性をも

っ. つねに「もう一つの解釈J( dabar 'ã�er) がある. こ こから解釈の無限の展開の

可能性が出てくる. しかし教父は， このような方向が相対主義に陥る ことを知ってい

た. 霊的解釈は解釈の目指す目標をはっきり示すのである. また相矛盾するようなテ

キストに出会う場 合， Marcion ように一方を廃棄したり， ，'i]ljの神に由来す る も の と

考えてはならない(Ir enaeu s ). 不明な ことは神に委ねる(h aer.I I  28， 2 ). 

3 { 合理主義的解釈》 これはまた極端な字義的解釈と結び付いた 合理主義的解釈

を警戒する ことともなる. ノアの箱舟はそんなに多くの 生き物を収容できたはずがな

いと， Marcion 弟子Ap elles は批判する( O ri g en es， h om. 1-16 in Gen. II 2. 

Celsu s も似た立場 ). これに対しては先の三段階的解釈が有力な歯止めとなる.

C 聖書解釈の遂行の枠組み

1 {schemata i sag ogi ca } (聖書解釈の遂行の枠組 ) これまで述べてきた ことは，

すでに 古代において整理され， 図式的にとらえられていた. Mansfeld はギリシア的

伝統における注解とキリスト教の注解 と を 詳し く研究し， 注解の手続きの な かに

{schemata i sag ogi ca } (緒論的図式 ) と呼ぶべきものを見いだした引. それは， 解釈

の項目， 主要点， テーマ， 目的， JI慎序， 意義， 対象となる文献の表題， 真正性， テキ

スト， 区分， 分類等身， 文献学あるいは聖書学で緒論的問題 (Ei nle itungsfrag e ) と

して取り上げられるトピックの ことである. O r ig en es は， こ の面で 3 世紀の前半に

すでに早くに このような配慮のもとに注解を書いている. さ らに Chry sostomu s に

も見られる(たとえば H om. Rom. 10， 1 ). 

2 {教父におけるより広範な schemata } 教父では， たとえば A listotel es の注

解などよりもはるかに広範な{schemata }が考えられるで あ ろ う. これ まで述べて

きたように， 解釈の対象となるテキストに つ い て の緒論的考察(著者， 時代， 等)，

解釈のテーマ， 目標などのみならず， テキストの選定に始まる解釈の準備， 礼拝での

朗読7}， 具体的な釈義， 解釈の適用， 聴衆の反応と効果の 確認と対応， ま たそれに基

つ'いて次回以降の準備など， 書かれた解釈のみならず口頭での解釈をも含むより広い

見地からの解釈過程の整理が必要である. もちろん口頭の解釈は直接には知りえない.

しかしそれを再現しうる場 合も教父にはあり， また推測できる場 合も少なくない. 恐

らくギリシア教父のみならず全教父について， 聖書解釈がなされる大きな連関を解明
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する ことが， 今後の課題であろう.

3 {解釈の大連関， 神一人間一世界》 また文献学的な考察にとどまらず， 聖書解

釈がおかれる連関が. {神一人間一世界》 といった大きな連関であ る こと も見なけれ

ばならない. Ma ximu s Con fessor はいう. r世界， 聖書， われわれ 自身なるものと

いう三人のうち一人が， 神に喜ばれ， 受け入れられる生き方をもちたいと願うならば，

最善にして最も高貴な ことをなすがよい. ……その人は聖書をよく研究し， その字義

を越えて聖霊へと上昇せよJ (Mystagogia 7). Ma ximu s によれば， 見えるものと見

えざるものとからなる世界は， 肉体と魂からなる人間と同じ構造をもち， この 意味で

世界は人間であり， 人聞は世界である. 聖書は 旧約(身体 ) と新約(霊， 精神， 魂 )

とからなり， 全体として 一人の人間である (ibid . 6 ). かくして共通のロゴスが世界，

聖書， 人間の間にある ことになる. この連関において聖書解釈がいかなる位置を占め，

いかなる機能と効果を発揮しうるかが， 聖書解釈の究極的な問題なのである. このよ

うな原理に立つ総合的・統一的聖書解釈がおそらくギリシア教父の聖書解釈の特色を

なすであろう. わたしは. Ma ximu s に現れているような聖書解釈論が， ギ リシア教

父の到達点であったと考えたい. この 意味で， 聖書解釈学 に おける Or i gen es か ら

Ma ximu s への線を辿る ことが， ギリシア教父の聖書解釈の研究において ことに大き

な 意味をもつであろう.

N むすび

ギリシア教父の聖書解釈は， 個々の面に目を向けると， 極めて 多様な姿であらわれ

てくる. 聖書テキストそのものが極めて 多くの要因から形成されており， その解釈も

解釈の 多様な状況に応じて 自ずからさらに 多様にならざるをえないからである. その

ため， 教父の聖書解釈を論じる場 合， 解釈法， 解釈技術といった最も目につきゃすい

と ころに終始しがちである. しかしギリシア教父の聖書解釈は， すべてのキリスト教

的聖書解釈がそうであるように， いなむしろ 他のすべての聖書解釈にまさって， 聖書

解釈をキリスト教的生のすべての諸連関に及ぼそうと試みており， その 多様性はその

あらわれである. まさに この点でギリシア教父の聖書解釈は， 優れて 実践的・ 実用的

な性格をもっとともに， キリスト教的生の諸連関を全体的・統一的に把握する広く深

い根拠に根差しているといってよい. この根拠を現代のわれわれも共有している， と

いうのがギリシア教父の聖書解釈におけるメッセージであるとすれば， 聖書テキスト
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とわれわれとの聞の距離と差異に《学的に》 とどまっ て い る だ け で は 不十分である

う町.

駐

1) ギリシア教父の著作は， G. W. H. L ampe (ed.) ， A Patristic Greek Lexicon 

の方式に従って略記する. 使用テキストは省略する.

2) これについてのわたしの基本的理解は， 次の論文に示されている. í聖霊と探求

一一オ}リゲネース『諸原理について』第四巻にお け る聖書解釈学の基礎づけj，

秦剛平. H. W . アトリッジ 共編『キリスト教とローマ帝国.JJ(íエウセピオス研究」

3 )  ， リトン社 1992年， 9 1- 123; 444- 450ページ.

3) E. v on D obschütz， Vom Auslegen des Neuen Testaments， Gö ttingen 1927. 

4) 教父以外の興味深いテキストとして， 旧約 1s. 6， 9- 10 と聖フラシシスをあげて

おく(Sþeculum ρerfectionis 1， 1: (キリストの戸として) v ol o  q u od r egul a sic 

observ etur ad I itter am， ad l itter am， sin e  gl osa， sin e  gl osa， sin e  gl osa.). 

5) 拙論「教父の学問的態度としての信仰的探求一一一オ リ ゲ ネス の 伝統 に おける

一一j， 東北学院大学「キリスト教研究所紀要 j， 8号(1990年)， 1-27ページ， 参

照.

6) J aap Man sfel d， PROLEGOMENA. Questions to be settled before the 

study of an author， or a text， L eid en • N ew Y or k. K凸l n: Br ill 1994.  

7) ギリシアの伝統において anag inô skein， anagnô sis は， たんなる朗読ではなく，

「授業でテキストを読むことJ， í先生の指導のもとでテキストを学ぶこと」の 意味

を 有していることをMansfel d は指摘している (0.ρ . cit. 193). つまり解釈の手続

き， 過程のなかに位置づけられるものである. 初期ユダヤ教でこれと比較されるの

は， おそらくタルグム(T ar gum)であろう. シナゴーグにおいてへプライ語聖書

の巻物からテキストが読まれ， それに続いてそのアラム語訳(T ar gum) が口頭で朗

請されたが， それはたんなる翻訳にとどまらず解釈を伴うものであった. T ar gum 

は翻訳， 説明を 意味する. またそれは， 礼拝以外でも聖書の個人的研究や 子供の教

育においても用いられた. Cf. Ar t. TARGUM， TARGUM IM， in: The Anchor 

Bible Dictionary， V1 320-331 .  

8) ギリシア教父の聖書解釈についての研究文献は， 最近の ものに限っても極めて

多い. わたしが読んだ若干のもののうち， 有益であった二書だけ紹介しておきたい.

1 Kl au s  B er g er， Exegese des Neuen Testaments. Neue Wege vom Text 

zur Auslegung， H eid el ber g. W iesbad en: Q u ell e & Mey er 199J3. 教父の聖

書解釈にも 多くの示唆を含む出色の書.

2 STIMULI. Exegese und ihre Hermeneutik in Antike und Christentum. 

FS Er n st Dassmann， hg. v on G .  S chöll g en und C. S chol ten， J ahrbuch für 



152 中世思想研究40号

Antike und Chri・stentum.Er gänzu ngsband 23， 199 6. 教父などの聖書解釈に

ついて現在の研究状況と水準を示す多くの論文を含む.

意見 理論的負荷性を考慮、して

清 水 哲郎

篠崎氏の挑戦的な提題を評価したい. ただし. これが教父たちの聖書解釈に対する

挑戦であるとするならば， 不適切だと言わざるをえない.

提題において篠崎氏はくテキストの読み〉とくテキストの解釈〉とを区別され， 前

者の適否は， いわば著者がどのような 意図で書いたかによるのであって， 歴史的批判

的な方法の成果としての理解に基づく. というような説明をされたと思う. そこから

教父(ニュッサのグレゴリウス ) の解釈がテキストの読みと調和しない場 合に言及さ

れた.

もし， 氏がテキストの読みにはある 意味で 普遍性があるはずだという理由で， それ

が不適切である場 合に教父に対して批判的な姿勢をとっておられるのだとしたら， そ

れはおかしいと申し上げたい. 教父たちは現在の聖書学が 前提しているような聖書の

成り立ちゃ著者 自身が書いた際の 意味についての理論を決して 前提していないのであ

って. それとは全く別の 前提・理論に基づき， そうした理論によって負荷がかかった

仕方でテキストを読んでいるからである. この両者の理論の違いはパラダイムないし

世界像の違いであって. 比較してどちらがより優れているというような評価をするこ

とはできないのである.

もちろん私 自身は現代の理論によって負荷された読み方にコミットするのであって，

少なくともそういうパラダイムの中から出発することが現代を生きる以上当然であろ

う. 教父の思想に共感する研究者といえども， 現代に生き， そこで何 事かを発言しよ

うとするならば ， 現代のパラダイムを受け入れた上で， なおかつ教父の 思想の活きる

余地を探るのでなければ ， 時代から遊離した世界に独善的態度でさ迷うしかないだろ

う. したがって. 氏の指摘が. 教父の思想と 自らを単に同化してよしとしているよう

な教父研究者に対する提言としてあるのならば. それに私も同 意するものである.


