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ムケリオーネスとの関係， エクランのユリアヌスとの論争に おけるア ウグスティヌス

のアフリカ性の問題などが取り上げられた. それに， ア ウグスティヌスがイスラム世

界でどのよ うに理解されたり， 受け入れられたのか， 彼の思想、や 著 作がどの程度イス

ラム世界で翻訳されていたのか， などに関して， 従来あまり知られていなかった面に

関する研究発表がいく つかあり， 興味深かった.

紙幅が尽きたので， 以下注目を集めた発表の一部を挙げて おく.

S. Lanc巴1 1アフリカ性とローマ性の間. 普遍性へのア ウグスティヌスの道j， M. 

Coyle 1北アフリカのキリスト教に おけるア ウグスティヌスの自意識j， ]. van Oort 

「北アフリカに おけるア ウグスティヌスとマニ教j， M: Che ikh 1イスラムに おける

予定と自由意志j， M. M arl王 u s 1ア ウグスティヌスの神学に おけるアブリカ性と普遍

性j， M. Ru dolph 1アラブ人ア ウグスティヌスj， M. Be n M ansou r  112世紀のマグ

レブに おけるア ウグスティヌスの痕跡j， M. Bouche naki 1ア ウグスティヌスとアフ

リカ性歴史とタガステ， ヒッポ， カルタゴの遺跡の研究からj， Z. M ah mond 1ア ウ

グスティヌスによ る 歴 史の神 学 j. これ以外でも， G. M adec， D i  Be rnardino， B 

Stu de r， W. Geerlings， A. Schindle r， C. Lape lley， ]. O'D onne llなど， 世界の代 表

的 なア ウグスティヌス研究 者 たちが参加して おり， 活発な議論がなされたので， 極め

て刺激的で， 有意義な学会であった.

オーストラリアの教父研究

出 村 和 彦

筆者は2001 年度， ブリスべンのオーストラリア・カトリック大学 Au stralianCatho

lic U nive rsit y  (ACU) の 初期キリスト教研究センターThe Ce ntre for Early Chris

tian St u die sに， 客員研究教授として一年ほど滞在する機会を得た. この研究 所( 以

下センターと略す )の活動( より 詳しくはホームページ www.acu.edu.au/Earl ychr/

を参照のこと， 以下HP) を 中心に， 私が知る限りのオーストラリアでの古代中世哲
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学関連の研究動向を報告したい.

建国百年の若いオーストラリアに おいて， 古代中世の研究がどのよ うにあり得るか

は， 会員諸氏の疑問に思われるところであろ う. 研究 者の数こ そ比較的少ないものの，

以下に その一端を紹介するよ うに， 多様な分野にわたり活発な研究が行われている.

概して， 当地では， 西欧中世哲学研究プロパーよりは， 古代後期からビザンツのキリ

スト教研究が盛んな印象を受けた. その理由として， オーストラリアが戦後， かつて

の白豪主義を捨てて， イタリア， ギリシア， 東欧， 西アジア， ベトナムなどから大量

の移民を受け入れるよ うになったことがある. しかも， ゲットーや00人街を作るこ

となく， 市民として平等にいろいろな場所で隣人として生活しながら， 自らの文化や

信仰を大切にしているとい う現実がある. 彼らのもたらした様々なカトリック， 諸々

の東方正教会の伝統や文化が共生していく そのよ うな多文化環境のもとで， 従前の英

国国教会やアイルランドのカトリックの伝統ばかりでなく， その様々なキリスト教の

源流にある教父の役割が現実に生きたものとして受け止められるよ うになっているこ

とがこの国の教父学研究の 第 一の刺激となっていると言わなければならない. ACU 

はカトリック大学だが， 国公立大学の一つであり， センターには， 東方正教会研究 者

Lawrence Cross上級講師(ロシアカトリック司祭)やコプト語やアラビア語のキリ

スト教文書を専門とするYouh anna Nessim Youssef博士( コプト教会信徒) がスタ

ップとして加わり， 東西のエキュメニカルな協力が最 初から前提とされている. 不動

の伝統を持つヨーロッパや教会教派の棲み分けがはっきりしているアメリカとは異な

る， オーストラリアの独自の共生の視点、が世界に貢献し うるところであり， 彼らの持

つ 東西アジアとの近さの感覚も 私たちにとって学ぶべき点があると言えよ う.

むろん， その学問的水準の高さは， 当地の伝統ある 総合大学が， そも そも豊かな古

典教育の素地を持っていたことに加えて， ヨーロツパの 一流の学 者 が教鞭を執ること

がまれではなか ったことと， そこを巣立った優秀な学生で， さらにOxford Cam

bridgeなどで優等の学位を取った研究 者がこちらに帰って 就職することよって維持

されている. 前 者の例として， rソロモンの頒歌Od es 01 SolomonJのテキスト編注

の 第一人 者M ichael Lattk e教授(クィーズランド大学)やアタナシオス研究の権威

Charles Kannengiesser教授 などがいる. 近年では， オリュンピオドロスのプラトン

注釈の翻訳(Olym，ρiodonts : On p，μto's Gorgias， Brill ， 1998) の他， 古代に おけるプ

ラトンの受容(Plato注目rst 似たゆr et ers， D ucl王worth， 2000) についての新境地を開
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きつつあるH aroldTarrant教授(ニュー カツスル大学)や， マニ教研究の 基 本文献

の一つであるManichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China. 

(Tubingen : M o hr ，  1992)を 著した SamuelLieu教授(マツコーリー大学)， Black

well Dictionaη 01 Eastern Christianity (2001)の編 者で， Depicting the Word 

( Brill ， 1996) を 世に 問うているイコン研究 者の KenParry博士が， イ ギリスから移

住 してきている.

オー ス ト ラリ ア 出身 の 学 者 としては， The Emergence 01 Christian Theology 

(199 3)， Irenaeus 01 Lyons (2001)他， オリ ゲネスまでの初期教父についてのたく

さんの 著 作のある Er icOsborn教授(ラトロープ大学名誉教授)やクリソスト モ スの

翻訳がある R.C.H ill博士などが挙げられよ う. 現在 の 第一線をリー ドしている方々

のなかで， セン ター の所長( Director) の Paul ine Allen 教授は その中心的 学 者であ

る. 彼女の D. Phil. (O xford) は， Evagrius Scholasticus The Church Historian 

( Brill ， 198 1) として出版されて お り ， その後 Jo hn Crysostomを始め ， Leontius 

Presbyter of Constantinopleや Severus of Antioc hなどの 説教を精査 して， カルケ

ドン前後の神 学 論争 を ， 当時の歴史的状況 ， 特に論争 者の 置 かれた可牧的状況 との関

わりで 再解釈する試みを精力的に展開してきている(‘ Severus of Antioc h as Pastral 

Carer' Studia Patristica XXXV (2001) 参照). 彼女 は， 4 巻 本の Quasten r教父 学j

に続くPATROLOGIA Dal Concilio di Calcedonia a Giovanni Damasceno 1 Padri 

Orientali第五巻(2000) に 37篇 の 記事を寄稿 し， rケ ン ブ リ ッ ジ 古代史J第14巻

(2001) に， T he Definition and Enforcement of Ort hodo xy from 4 25-600とい う重

要な寄稿 をしてい る 後 期 ギ リ シ ア 教父 研 究 の 第一人 者である. ま た ， 同僚 には

LeuvenのT. Van Bavelのもとでア ウグスティヌス研究で学位を取った Raymond

Canning 準教授(現在De Catechizandis Rudibusの新訳準備中)がいる. 長くライ

デ ン大学にあって， アレク サンドリアのブイロンやプラトンの 『 ティ マイオス』 の古

代での受容の研究(Philo 01 Alexandria and the Timaeus 01 Plato， 198 6 など)で世

界をリー ドしてきた David Runia教授 も ， 今年からメルボルン大学に帰って教授に

就任 した.

こ うして， 彼らの 指導 のもとに， オーストラリアの大学でド クター を終えて， 特別

研究員や 非常勤講師に 就いている研究 者は， 毎 年 ヨー ロッパや 北米 の学会に 積極的に

参加し国際的に 存在 感を増 しつつある. ア レン 教授 との共 著 でReutledgeの The
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Early Church Fathersシリーズでjohn Chrysostom (1999 )を出しているセンターの

副所長の WendyMayer博士は， 世界のクリソ ストモス研究ネットワー クの要めに

おり ， 彼女の子によるビプリオグラフィーが， HP ( Crysostomの欄 )に掲載されて

いる. キプリアヌスやテルトリアヌスについての 論考を 一流の国際学会誌に次々と発

表している G eoffrey Du nn博士(Reu tledgeのThe EarかChurch Fathersシリーズ

でTertulianを出版予定)や， アレン教授との共著でCoゆus Christianum Series 

Graecaの一巻目・ta Maximi Confessoris (2000 )を 出版しているBronwen Neil博士

など ， センターの研究員たちの活動が注目される.

さて， アレン教授の主導のもとで， 一世紀から八世紀にいたる 古代キリスト教思想、

を ， 広い範囲にわたって共同で研究することを促進するために， 1998年以来 ， 実業中

心の ACUの学部大学院教育から独立して， 大学研究機関として認可されているのが

このセンター( 本部はプリスベンのM cAul eyCampu s)である. その活動の特徴は，

1 )質の高い国際研究集会の企画運営， 2)地道な教父研究やテキストおよびその翻

訳の出版， そして， 3)国際的な教父研究協力のネットワークセンターの役割を果た

していることにある.

第 一の活動のメインは， 三年ごとの Prayer and Spirituality in th e Early Chu rch 

Conference ( 第 1 回1996 年メルボルン ， 第 2 回1999年シド ニー ) の開催である. オ

ックスフォードで4年ごとのInternational Conferenc巴 on Patristic Studiesよりは

小規模だが， 4日間の日程て二 これまでに園内のみ ならず ， El izabeth Clark， ]. 

Kevin Coyle， A. Lou th， John M cGuckin ， P.F. Beatrice， Brian Dal y， Pamela Brigh t  

といった国際教父学研究集会の常連の重要メンバーが参加した質の高い発表(国際レ

フェリー付きの論集Prayer and めirituality in the Early Church Vol.l (1998)， Vol.2 

(1999)が出版されているHPConferences & Publications欄参照)と共に， 日替わり

でカトリック ， アルメニア教会 ， コプト教会などのタ拝を分かち合い， 典礼音楽コン

サートやイコンの 展覧会も同時開催されて， 総合的にキリスト教の源流の霊性にふれ

る希有な機会となっている(筆者は加藤武教授と第二回に参加した). 2002 年7月の

第 3 回研究集会はLitu rgy and Lifeをテーマに開催され ， 加藤信朗教授とともに筆

者も参加予定である( 詳細は中世哲学会のホームページのニュースにリンクしている

HPの Conferences欄参照). 特に今年は， ユダヤ教・ キリスト 教・イスラム教とい

う 三つの一神教宗教の ， 古代中世での相互の関わりを検討し， 礼拝や神秘思想につい
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て共通に理解しあえる部分などについて それぞれから一流の 学 者を招いて意見交換を

する， 初めてのInter-Faith Seminarがプログラムに取り入れられている. このこと

からも ， このセンターの視野の 広さが うかがえよ う. また， この国際研究集会に引 き

続いて， コ プト 教会神学校との共催で， St. Athanasiusについての専門の Sympo

siumが開催される.

センターは， 東方諸教会の相互理解と一致の機会を与えるOrientale Lumen Con 

ference (ワシントン Cath olic U niversity of Americaで始められている )の Aus

tralia and Oceania地域のエキュメニカル研究集会を2000 年7月に開催した(HP

Conferences欄参照). メルボルン大 学の Robert G ribben教授( プロテスタント教会

Australian U niting Church牧師) の司会の もと， ローマ・カトリ ッ ク， メルカイ

ト・カトリック教会， アルメニア教会， コ プト正教会 ， アッシリア教会などの大主教

レベルの方々が一堂に会して， お互いの主張に耳を傾けていたのは印象的であった.

第 二の地道な教父研究やテキストを 出版していく活動は， Early Christian Series 

モノグラブシリーズとして， ここ二年間に， #1 Proclus Bishop 0/ Consωntinople， 

Homilies on the Life 0/ Christ， by Jan H arnm Barkhuiz en， ね Theodoret 0/ Cyrus， 

Commentaη on the Song 0/ Songs， by Robert C. Hi11， #3 The fかmn 0/恥Pearl

The Syriac and Greek Texお， by Johan Ferreira，制The Life 0/ Polycarp， by Alistair 

Stwart-Syk es が刊行され(HP Monographの欄参照)， さらに幾編の続刊が印刷中

である. この企画の特徴は， 原稿を全世界から公募していることであり ， 商業出版の

採算の難しいものでも， センターの国際編集委員会の査定が通ったものは， できるだ

け低価格で出版しよ うとい う良 心的 な企画である.

第 三の活動として， アレン教授がInternatinal Association for Patristic Studies 

(I.A.P.S.) / I'Association Internationale des立tudesPatristiques (A.I.E.P.)の事務局

長を引 き受けて， この 学会組織が教父研究の推進に真に有効な機能を果たせるよ うに

改革をはかり つつあることが挙げられる. センターは国際的 な教父研究協力のネット

ワークの中 心になりつつある. 関 心の ある会員諸氏はHPのIAPS/AIEPの欄をご

覧になり， ぜひメンバーになられることを お勧めする.

以上が， センターの活動であるが， 上述の教授たちの属するオーストラリアの諸大

学の 古典 学 科 古代史 学科哲 学科などには， 研究ク守ループが形成されている. 注目すべ

きものとして， シドニー北のマツコーリ一大 学M acquarie U niversityの 古代史学文



海外研究動向 207 

献資料研究センター The Ancient History Doc ume nts Re search Ce ntre ( www. 

anchist. mq.巴dU.a u参照 )に おける， Sam ue l  Lie u教授の研究グループの精力的な活

動を挙げたい. 特筆すべきは， ここは， ユネスコなどの後押しを得て， マニ教資料集

成 Corpu s Fontii M anichae or umのプロジェクトの国際的拠点となって おり， ギ リ

シア語ラテン語はもとよりコプト語， シリア語， ウイグル語， 中国語などのマニ教文

献の集大成やインデックスの編纂が進められていることである.

その他に， 中 世関係では， シドニ一大学中世研究センターThe U niversity of 

Sydney The Ce ntre for Medie val St udie sがある( www.arts. usyd.e d u.a u/de parts/ 

me die val参照). また， オーストラリアビザンツ学会 A ustralian Association for 

Byzantine St udie s (HP other Linksの欄参照) は， 三年ごとに研究発表大会を持ち

活発である.

オーストラリアの研究者の心は， 世界にバランスよく聞かれて おり， アレン教授を

はじめ日本の研究状況 にも大きな関心を寄せている人が多い. 今後， 会員諸氏が積極

的に交流応答するを期待したい.


