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ハンガリーにおける教父学研究
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2 005年 夏， 第9 回オリゲネス学会 国際大会 (書評欄拙稿 をも参照) がハンガリーの

ぺーチで行われ たこと に関 連 し ， 進展目ざましい ハンガリー における教父学の動向を

紹介する. 現在の同 学 界動向は， 現ローマ教皇ペネディクト 1 6世も教父学 に関して

は全幅 の 信頼 を 寄せてい たとい う大御所Vanyó László 師 (1942 -200 3 : 19 75 年よ り

没年までブダペシュトの パー ズ、マニ・ぺーテル大 学教授) の 没後， その 弟子筋に当た

る教父学者たち による活 躍 の時期と して特徴づけられよう. 故ヴァニョー師は， Az 

6kereszlény egyház irodalma (W古代キリスト教会 文献.]， 1 (199 7)， II (2000))， Az 

egyházalyák bibliája és az 6kereszlény exegézis m6dszere， 1，δバénele ( f教父における聖

書 と 古代キリスト 教 における釈義法・釈義史.]， 2 002)， Az 6kereszlény 仲úivészel

szimb6lumai (W古代キリスト教芸術 の 象徴.]， 1988 初 版， 2 001 第2 版;以上い ずれも

]EL Kiadó) などの著書で知られ， ま た主編者と してシリーズδkeresztény Ír6k (W古

代キリスト教 著作家集 .]， 198 0-) の編纂に当たった. 同叢書は， 外典類， 使徒教父，

殉教者・護教家からオリゲネス， アタナシオス， カッパ ドキア教父， キュ プ リアヌス，

アウグスティヌス とい った主要教父たち までの原典ハンガリー語訳注集 成であ り，

2 005 年末現在既 刊分は 18冊 を 数える. 他に教父原典 訳のシリーズと してはAtlantisz

社 刊 のA kutnál (W源泉.]) シリーズによるAz isleni és az emberi lermészelrðl， 

Görög egyházalyák 1， II 1994 (W神と 人の本性につい て ギリシア教父篇.]) もよい .

ま た， やはりヴアニョー 師の創刊 になる δkereszlény Öröks々ünk (W古代キリスト教

の遺産.]， 199 6-) は， おもに復活 節や降誕節など に行われ た教父たちの説教を中 心

に， ハンガリ一語訳を収めるシリーズである.

現在 ， ハンガリー の教父学者たちは「ハンガリー教父学協会J (Magyar Patriszti

kai Társaság) に名を連ね， 同協会の活動に参画してい る (会員 数約 100 名). 同協

会は， 年次大会を 夏に中 部のケチケメート市・ピアリスタ会 修道院で開催する ほか ，
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新刊書評会を随時プダペシュトで， また冬には東北部のニーレジハーザ市(後述)で

小大会を聞いている. 現在の会長は， ミシュコルツ大 学 教授でビザンツ学者のBaán

I stván師( ギ リシ ア・カ ト リック司祭) で ある. 同 師 はBizantológiai I ntézeti 

Alapítvány (，ビザンツ学研究財団j)の総責任者で もある.

このハンガリー教父学協会の第1 回大会における研究報告が， 次の 1 冊に集約され

ている. STUDIA PATRUM: A Magyar Patrisztikai Társaság 1. konferenciája az 

ókori kereszténységré5l， sz. Nemeshegyi Péter/Rihmer Zoltán， Szent István Tár

sulat， Budapest 200 2 長年上智大 学神学 部で教鞭を取られ， 社会 主義体制崩壊後母国

に戻られたネメシェギ師は， この教父学協会の長老格として健在 であり， 上掲書にも

[オリゲネスの神と聖書の神」と題する巻頭論考を発表しておられる. 一方共編者の

リーマ一氏は， 博覧強記の古文書学者である.

新しい教父学関係の企画としては， Somos Róbert氏(書評欄参照)およびHeidl

Gyδrgy氏というぺーチ大 学の同僚二名による企画 ， Catenaシリーズ(Paulus Hun

garus/Kairosz Kiadó刊) が注目される. ここでは， 同叢書に収められたへイドル氏

の 著書を紹介しよう. ヘイドル氏はぺーチ大学美学講座の主任 ， 19 67年生まれという

気鋭の若手であり， 同叢書の第2 巻にあたるSzent Ágoston megtérése: Egy fi正iezet az 

origenizmus történetébðl. Paulus Hungarus-Kairosz， Budapest， 2001 (Catena mono

gráfiák 2， A/5版， 378頁， 2 500 ft) が主著である. r聖アウグスティヌスの回心 オ

リゲネス主義史からの断章 』と題された同書は， アウグスティヌス が， キリスト教

的 著作活動の初期の頃より既にオリゲネスのいくつかの 著作に通じており， 彼の初期

神学を決定づ ける諸要因はオリゲネスに遡るのではないか， という主張を， 丹念なア

ウグスティヌス・オ リゲネス読解から明らかにした労作である. 英語 版も米国で 出版

されたと聞くが， 本人によれ ばハンガリ一語版には 修正加筆を施したという. 第1 部

「アウグスティヌスの回心j， 第2 部「アウグスティヌスによる初期の『創世記J注

解j， そして第3 部「アウグスティヌスによる初期の原初論・終末論」よ り構成され

ており， 巻末には「補遺jとして，r告白.1 9 .2 .3にお け る『雅歌』のアレゴ リー解

釈j nマタイ福音書J注釈j ，ラテン語 版オ リゲネスー『創世記注解』の痕跡」の 3

章分 が附筆されている. 著者は， アウグスティヌス がおそらくオリゲネスの『雅歌講

話.1 r雅歌注解』を読んでいた ものと推定し ， またオリゲネスの『創世記注解』に関

しては， 考えられうるラテン語文献( アンプロシウスなど) の介在する余地もない ほ
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どにまで読み込んでいたのではないか ， とする. この見解は， 400年頃以前アウグス

ティヌスはオリゲネスをまったく読んでおらず ， 彼にとってオリゲネスは， アンブロ

シウスの『へクサエメロン』講話や ， 詳細未詳の ミラノの口承伝承を介してしか知ら

れていなかった ， とする通説と対立する. 分析の対象となるのはまず『アカデメイア

派駁論.1 2.2.5 ， そ れに『幸福な生につ いて』および『告白』であり， r駁論.1 2. 2.5 

に 現れる「詩人像Jや聖書の寓意的解釈は， オリゲネスの『雅歌講話Jから得た もの

だと結論づけられる. 第2 部では 388/9 年の『マニ教徒駁論創世記論』 が考察され，

アウグスティヌスが 39 7年以前には読んでいないとされていた『創世記』のラテン語

訳と引用字句 が一致することから ， ここにもオリゲネスの『創世記注解j の影響 が認

められるとする. I知的天と肉的陸の相違」の見解 も ， アンプロシウスではなく， f創

世記.1 l. 2をf知恵の書.1 11 .1 8から理解するオリゲネスに遡る. アウグスティヌス

による「二重創造説J ( r創世記.1 l. 26 ; 2.7) も ， ヒラリ ウス， アンプロシウス ， エ

ルヴィラのグレゴリウスらにではなくオリゲネスに基づく. 第3 部ではアウグスティ

ヌス初期の原初論・終末論・復活論 が考察され， fマニ教 徒駁論創世記論.1 2.8. 10に

おける「原初の人聞は肉と関 わりを持たぬ霊であったjとの主張や ， I万物 が堕罪以

前の状況に復興するjという終末論のうち に ， オリゲネスと共通の視点 が求められる.

復活論に関しては， I肉の復活」における「肉」とは地上の 4 元素を指し ， これが無

に帰すことはない， とする点にオリゲネスとの一致 が模索される. 同氏にはA keres 

ztény és a szirének，ρatrisztikus tanulmányok ， Kairosz， Budapest 2005 (fキリスト教

とセイレー ン.1)という新 著 もある.

上掲のカテナ・シリーズのうち ， 他に注目される書として ， 次に女性教父学者たち

による新しい研究を紹介しよう. まず Pesthy Monika， A CsáMゐteológiája， Kai

rosz， Budapest 200 5 m-誘惑」の神学.1)は， ギリシア・ラテン文献は勿論 ， 死海文

書 ， エチオピア語， コプト語， シリア語資料などを原典 で引用し読み解いた労作であ

り， 古代「誘惑」研究としては 現在 世 界最高水準に位置づ けられよう. 著者のペシュ

ティ女史はヴァーツ市に本拠を置くアポル・ヴ ィルモシュ大 学神学 部で教鞭を取る.

一方Sághy Marianne， Isten Barátai， Szent és szentéletrajz a késð antikvi品加n，

Kairosz， Budapest 2005 m-神の友J-古代後期における聖人と聖人伝.1)は， 古代の

聖人像と聖人伝の形成をめぐる論考であり， シャーギ女史はラテン後期教父に造詣の

深い気鋭の教父学者である ( ELTE大 学人文学 部 教授). 評者は， 教父学協会の例会
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として開催された同書の書評会( 2005. 1 2. 15)に出席した が， 上掲のパアーン会 長 が

書評を披露された. 書評会にて ， 同書と併せ 対象に挙がっていたのが， ド ミニコ会の

Deák Viktória Hedvi g 修道女による λゅád - házi Szent Margit és a domonkos hagio. 

gγ-ãfia Gaゆzus legen必ija nyomán， Kairosz， Budapest 2005 (Wアールバー ド家の聖マ

ルギットと ド ミニコ会聖人伝j)であった. こちらは同 じカイロス社の 出版物な がら

Teológiaという別シリーズの第5 巻として公刊された もので ， 第1�4 巻にはエツ

クハルト ， ズゾ ， タウラー， シエナのカタリナといった ド ミニコ会神学者たちの原典

訳を収める. 同新 著は， ローマの聖トマス大学での調査を基に ， ド ミニコ会最初の聖

女となったアールパー ド家の聖マルギ、ツトをめぐる新資料を駆使した労作として評価

が高い. な お Teológiaシリ ーズ以外に ， 中 世関 係 の 原 典翻訳叢 書として Szent

I stván Társulat社発刊のシリーズK，δzφkori keresztény írók (W中世キリスト 教 著作

家集j)がある.

以下 ， f也の会員の活動を若干紹介しよう. 上掲のパァーン師と同じく ， 次に挙げる

I vancsδI stván， Sivadó Csaba， Orosz Atanázの三人は， いずれもギリシア・カトリ

ック( G K)の司祭であり， イヴアンチョー師はニーレジハーザ市聖アタナーズ・ギ

リシアカトリック神学院セ ミナリウムの管長 ， シヴァ ドー師とオロス 修道司祭 も同神

学院教授である. 三人 が教 鞭を取る聖アタナーズ神学院は， ハンガリー唯一のギリシ

ア・カトリック専門神学院として知られる. 付設のセ ミナリウムでは， 日々ビザンツ

典礼による時課と聖体礼儀が行 われ ， また同 神学院は 1995 年以降 ， ロ ーマの教皇庁

立東方学院と提携校の関係にある. まず典礼学者のイヴアンチョー師は， ギリシア・

カトリック教会からの被選出者として 現在 教皇庁国際神学委員会委員の地位にある.

主著はMagyar Mózes: Liturgikus tiszeletének tükrében， Nyíregyháza 1997 (Wハンガ

リ 一人モーゼシュj ; モーゼシュは 11世紀前半の人物 ， 東方教会 では聖人)であるが，

同神学院の教授用に編 まれた一連のビザンツ典礼学教 科書は， 簡にして要を得ている

( Görö，包{ katolikus liturgika， Nyíregyháza 1999; Gδrög katolikus szer，ωrtástan， 

N yíregyháza 2000 (W �儀礼 学j); Görög 加tolikus liturgikus kislexikon ， 

Nyíregyháza 2001 (W�小事典j) ほか). また同 師は， ハイレベルで知られる同神学

院の紀要Athanasiana(年 2回刊行)の責任編集者として も多忙である. 一方シヴア

ドー師は同神学院の教父学講座教授を務める. 主著Dogmatörténeti és Patrisztikus 

Vonatkozások John Mりのzdorff teológiájában， Nyíregyháza 1997 (Wメィエン ドルフ
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の神学における教義史的・教父学的観点、.1)は， メィエン ドルブら新教父学者の背景

となるビザンツ的伝統の意味を問うた労作である. 修道司祭のオロス師は著名な教父

学者であるが， ハンガリー北部 スロヴァキア 国境に位置する寒村ダーモーツ にて ， ビ

ザンツ典礼による観想 修道共同体 (司教認可下)活動を実践することで知られ ， 修道

院ビザンツ典礼書の編纂にも力を注ぐ. 同師 による『月課経.1(Ménea)のハンガリ

一語訳完全版出版 計画 が 現在進行中であり， 2ヶ月ごとの 6巻よ り 成る同経のうち ，

現在1 ( 9  - 10月， 200 2)， 11 ( 11-1 2月， 199 8)， I II ( 1  - 2月， 2005)まで ， および

Triðdion (W三旬経.1)， p，仰tekosztárion(W五句経.1)等が刊 行済みである. 一方教 父

学領域では， Hetvenes- bibliás ésρat附:ztikus tanulmányok ， N yfregyháza 2004 (W七

十人訳・教父学論考集.1)をはじめ ， 創世記の七十人訳テキストと教父たち による注

解鎖(カテナ)の系譜を辿った労作 A görög atyák Bibliája korabeli értelmezゐekkel.1.

A terem的肋・的ve.Nyfregyháza 2001 (Wギリシア教父の聖書一附古代の解釈一， W創

世記』篇.1)， Nikolaosz Kabaszilasz Liturgia-Magyarázafa ， Nyfregyháza 199 6 (Wニコ

ラオス・カバシラスの典礼注解.1)など ， 聖書や典礼の注解書を中心に， 多くギ リシ

ア教父たちの訳注を手がける( なおAtanázは 修道誓願名 であり， Orosz Lászlóを著

者名とする旧著 も多い).

評者の主観的な印象によれ ば， ハンガリーでは， G Kが東北部を中心に根強い教勢

を誇り， ビザンツの息吹を伝える一方， 修道会では ベネディクト会 が 強く ， スコラ学

一辺倒ではないこと ， また西南部のペーチには古代ローマ遺跡が 残るなどの条件から ，

スコラ学よりも教父学の方が 盛んであるように思える. 英・独・仏・伊と異なり， 手

写本からの本文校訂作業と校訂本 出版が 難しいという点では 日本と事情が 似る一方，

教会史上の伝承が 日常の体験レベルで息づくという面はわが 国と大きく異なる. また

教父学研究 者が， ほぼすべて 教 父学協会 に参画して一大勢力を形成し ， 出版界や 教

界・学 界との連携の許に活動を展開しているの も ， 大いに参考にすべき点であろう.


