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アウグスティヌス初期の聖書註解『未完の創世記逐語註解j (以下『未完註

解Jと略記 ) が呈示する「創世記」解釈は， くりかえし著された「創世記」冒

頭数 章に関する註解書， とりわけ『創世記逐語註解j (以下『逐語註解Jと略

記 ) における「創世記」解釈に比すれば， その方法上の原理においてもその実

践においても未熟な所産であると見なされてきたり. さらにそのような評価が

アウグスティヌス自らの証言に一致する， あるいは由来することも夙に知られ

るところである. 実際， 晩年において自己の思索の軌跡を綿密に検証し加除更

訂をなした『再考録』のうちに見出されるのは， この『未完註解』が「創世

記J1 : 26にいたって中断し未完のままに公刊されることになったという経緯

の報告である. w未完註解jは「創世記J 1: 26解釈のアポリアに逢着するも

それを射扶しえなかったと評されてきたのである.

本論文においては， w未完註解』が呈示する解釈の意義を「創世記J 1 : 26 

解釈を切り口にして考察することに取りくむ2) まず着眼すべきは『未完註解J

が未完の書物として公刊されるにいたった経緯である. そこで， 1:この註解

の企てが断絶した所以を想定するために， w未完註解』における「創世記J 1 : 

26解釈の実際を審らかにする. ついで， 2:想定された断絶の所以を検証する

ことによって， w未完註解』における「創世記」解釈のアポリアが途絶した箇

所「創世記J 1 : 26にではなく， つづく「創世記J1 : 27に由来することを明

らかにする. さらに， 3:この註解書においてすでに， w逐語註解』という「創
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世記」解釈の結実を先取りする仕方で聖書解釈の方法が適用されていたことを

証示する. こうした手順を踏むことによって『未完註解』の限界を設定すると

ともに， 解釈法においては先駆的な実践であるというその意義を呈示したいと

考える.

1 註解断絶の所以

1.1 アウグスティヌスの証言

まずは『再考録』におけるアウグスティヌスの証言を確認してみたい.

アウグスティヌスはすでに『マニ教徒に対する創世記註解.1 (以下『対マニ

教徒註解』と略記) において「比織的な意味にそくして聖書のことばを取りあ

つかったj ことを振りかえるとともに， それに比すれば「きわめて厄介で困難

きわまる仕事Jに『未完註解』において着手したと述べる (1.18). その試み

についてアウグスティヌスは明言する.

自然的な事物のそれほどに隠された事柄を字義にそくして， つまりそこで

語られていることをいかに歴史にそくして理解できるかを説明する3)

このようにアウグスティヌスは， 先行する『対マニ教徒註解Jとは異なる解釈

法にもとづいて「創世記」における創造という出来事を説明しようと目論んでb

いた. そして， 註解の初心者ゆえにその仕事を中断したこと， r再考録』をま

とめるときにその成果を点検し一定の価値をみとめて公刊することにしたとい

う経緯も報告している. さらに註解中断の箇所が『未完註解.1 16.60であると

指示したうえで， I創世記J 1 : 26が「ふたたび考えられるべき， また吟味さ

れるべき」一節であるけれども， 補訂し加筆した解釈 (16.61-62) もこの註解

を結了させたと言うにはふさわしくないとも註している. というのも， Iすく

なくとも第 六日にかかわるすべてのわざと神のことばについて論じられたはず

である戸と回顧し元来のプランを示しているからである. r未完註解』着手に

あたっては「創世記J第1章全体の解釈が企図されていた.



聖書解釈の方法の成立 21 

これら一連の証言からアウグスティヌスが聖書解釈の方法を自覚的に選択し

てこの註解に取りくんだこと， また『未完註解Jが[創世記J 1 : 26解釈にい

たって途絶したことが明白である. それではなぜ解釈は中断しそのままにおわ

ったのか. 註解未完の所以を想定するため， その断絶した箇所に逢着するまで

に「創世記j解釈の破綻が見出されるか否かを検証してみよう.

1.2 解釈破綻の検証

さて， アウグスティヌスは「創世記」をそのはじめから順番に註解したのち

に第六日の創造に関する解釈に取りくむ (15.53). そ して， ["創世 記J 1 : 

26 ["神は言われた. r我々の似像に向けて， 我々の類似性に向けて， 人を作ろ

う.IJ という一節について綿密に考察する (16.55� 60). その取りくみのうちに

破綻は認められるだろうか.

まず， アウグスティヌスは「我々は作ろう」ということばに着目する(16.

56). なぜ「我々」という複数 形が用いられるのか. その疑問を解明するため

にアウグスティヌスは「似像 (imago) と類似性(similitudo)J というこつの

ことばの関係を明らかにしようとこころみる (16. 57). すべての似像はその原

像に似ている(similis) けれども， 似ているものすべてがそのものの似像では

ない. 一方， あるものがそれとは別のものの似像であるならばあるものはその

別のものに似ていて， かっその別のものに由来しなければならない. それでは，

似像がかならず似ているにもかかわらず「似像と類似性」とかさねて語られた

のはなぜなのか. そこでアウグスティヌスは， 何か似ているもの (simile) と

似ていること， 類似性とは別々の事態を言表しているのではないかと考える.

つまり， 似ているものは類似性によって似ている. また， 似像は似ているもの

であっても類似性ではない.

それゆえ， それによってすべてのものが作られた神の類似性は本来的に

(proprie) 類似性と言われるのである. なぜなら， それはある類似性にあ

ずかることによって似ているのではなし そ れ 自身が 第 一の類似性
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(prima simiIitudo) だからである. 神がその類似性によって作ったものは

何であれ， この第一の類似性にあずかることによって似ているのである町.

こうした考察をへて， 似像が父から由来し生まれたこと， 一方， 類似性とはそ

の似像がただ似ているのみならず似ているものすべてがあずかる似ていること

それ自体を指示することが諒解される(16.58). すべてのものはこの類似性に

よって作られたのであり， この類似性がすべてのものに対してそのかたち

(species) を授ける. それゆえ， すべてのもののうちに互いに一致する痕跡が

見出される(16.59).

ついでアウグスティヌスは， 解釈の端緒(16.55) においてすでに指摘した

人間と他の生き物との「共通点と差異J(coniunctio et discretio) という枠組

みのもとで神の類似性と被造物との， とりわけ理性的な魂との関係性について

問うている(16.59-60). というのも， r創世記J 1 : 25-26においては， 同じ

日に地の獣と人聞が作られたにもかかわらず人間の創造については他の生き物

から隔てて語られているからである(16.55). アウグスティヌスはそうした記

述の所以を解明するために， 人聞が神の類似性に「向けて(ad)J 作られたと

いうテクストに着眼する. すべてのものは互いに類似した部分から構成されて

いる. 類似性に「よって(per)J作られたからである. だが一方， 理性的な魂

のみが類似性に「向けて」作られた.

したがって， 理性的な存在は神の類似性によって作られたのでもあり， そ

の類似性へ向けても作られた. いかなるものもその聞にはないからであ

る6)

アウグスティヌスは人間の精神が神の類似性に「向けてJ作られたゆえに，

「もっとも純粋で幸福であるときにはJ(16.60)， その類似性という真理を見る

ことが可能であると考える. 換言すれば， 理性的な存在の他のものに対する卓

越性が， 神の類似性とのこのような直接的な関係性をあらわす「向けてjとい
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うことばによって言表されていると解釈する7) さらに父と子の関係性が明ら

かにされる. 子は父の「類似性」であると言われるとき， そこにはいかなる不

類似も認められない. 一方， 父が類似性をもっているからには父は単独ではな

い (16.60).

『未完註解Jの解釈はこの箇所で中断する. 一連の解釈を読むかぎりそこに

何らかの薦踏や遼巡を読みとることはできない. アウグスティヌスは「似像に

向けて， 類似性に向けてJという章句に焦点をしぼりその関係を規定する. ま

た， 人間の被造性を神の類似性， つまり神の言葉である子へ「あずかる」こと

において認め， 理性的存在の卓越性を明示している. それではなぜ『未完註

解』は断絶したのだろうか剖.

1.3 仮設されるこつの可能性

『未完註解jの解釈が断絶した所以として二つの可能性を挙げることができ

るだろう. その第ーはその時点で取りくんでいた「創世記J1 : 26解釈に関わ

り， その第二はそれにつづく「創世記J1 : 27解釈に関わる.

『再考録jによれば， ["ふたたび考えられるべき， また吟味されるべきJ一

節とは「創世記J1 : 26であった. 実際， アウグスティヌスは註解公刊に先立

ってその一節をふたたび取りあげる. そして， 人聞がそれへと「向けてj作ら

れた類似性が神の子のそれであるという理解を修正し， 人聞は神の似像である

とともに三位一体の神へと「向けてj作られたという解釈を呈示している. こ

のような修正にいたりえなかったことがまず註解断絶の所以として想定される

だろう.

さらに「再考録』では， ["創世記J1 : 26解釈を加筆したのちに公刊したこ

の註解書について， それが「神的な書物を説明し探求する私の最初の企てを証

言するJ (1.18) と述べている. 加筆した解釈について， それが修正であろう

とも当時の自らの企てを逸脱することはないと評するのである. そして， その

試みが「創世記J1 : 27前半まで到達しているからには， つづく一節「神のか

たちに作り， 男と女に作ったjを理解することの困難さもまた註解断絶の所以



24 中世思想研究49号

として想定されるだろう.

2 註解における アポリ ア

これら二つの可能性の何れがアウグスティヌスの直面した困難なのか. この

間いを考えるためにまず， r未完註解]公刊にあたって更訂した「創世記J 1 : 

26解釈を検証する. つぎに， I創世記J1 : 27については『未完註解』におい

て註解されていないので先行する『対マニ教徒註解Jの解釈を検証する.

2.1 í創世記J 1 : 26の修正解釈

「創世記J1 : 26の解釈を更訂するにあたってまず， 以前の解釈がまとめら

れている.

「神は言われた. r我々の似像に向けて， 我々の類似性に向けて， 人を作ろ

うH これまでに述べられたことは， 神が語った「我々の似像に向けて，

我々の類似性に向けて， 人を作ろうjというこの聖書の言葉を， 人聞がそ

れへ向けて作られた神の類似性とは神の言葉そのもの， つまり独子である

子であると理解しうるという解釈にそくして説明することであった9)

ついでアウグスティヌスはその解釈への修正に着手する. はじめに「コリン

ト前書Jn : 71男は， 神のすがたであり栄光 (imago et gloria Dei) である

から， かしらに物をかぶるべきではない」を引いて， 人間も神の似像であるこ

と， しかしその似像に等しくないことを認める. そして， すでに言及した疑問

(16.56)， なぜ「我々は作ろう」と複数 形で語られたかについて， それは人間

が父の似像に向けてのみならず， また聖霊の似像に向けてのみならず， 三位一

体たる神の似像に向けて作られたからだと指摘する. 一方， I創世記J 1 : 

27 I神は神の似像に向けて人を作った」と単数 形で語られたのは， 三位一体た

る神の唯一性を示すためだと解している (16.61)• 

こうした論旨のうちに， 人聞が神の類似性に向けて作られたという理解から，
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人聞が神の似像であるけれどもその似像には等しくないという理解への修正が

見出される. すでに確証されていたのは， 神の類似性とは神の子であるという

ことであった. そして， 似像と類似性という関係性については似像が似ている

ことは類似性によってであり， ゆえに「類似性に向けて」という関係が特権的

であることが示されていた. 人聞は神の類似性に向けてあり， すなわち， 神の

子に対して類似性という関係を有することが首肯されていたのである(16.

57) . しかし， 人聞が神の似像に向けて作られたという章句は充分に説明され

なかった. いかにその理解が示されるだろうか.

注視すべきは人間が神の似像であると述べる「コリント前書」の一節である.

アウグスティヌスは， 人聞が神の似像であるけれどもそれとは「等しい(ae.

qualis) J わけではないという理解を提出することによって， 人聞が神の似像

に向けて作られたことを証示しようとこころみる. ["等しさ」という関係性を

新たに導入するのである. 仮に二つのものが等しいならば， それらは必然的に

似ている. ただしその逆は成立しない. また， その二つのものが等しいとはそ

れらの任意の特徴が一致するときである. たとえば， 二つの卵の形が同じであ

る， あるいは親子の身体的な特徴が同じであるなどである. ところで， 等しさ

と似像であることのあいだには論理的な関係は認められない. 二つのものが等

しいときに一方が他方の似像である必要はないからである(二つの卵のケー

ス ). また， それら等しい二つのものに関して， 似像が原像と等しい類似性を

有さずとも似像と原像であることもあるだろう(父と父との一定の類似性をも

っ子のケース ). さらに， それら二つが似像とその原像であり等しいというこ

ともあるだろう10)

アウグスティヌスは， この「等しさjという関係性を神の子と人間のケース

に適用する. そして， 子は父の似像でありそれと等しく当然ながら父の類似性

でもある一方で， 人間は神の似像であり， ゆえに類似性であるが， それとは等

しくないという理解が成立するのである.
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2.2 r創世記J 1 : 27の先行解釈

アウグスティヌスは『対マニ教徒註解』において， r創世記J 1 : 27 I神は彼

らを祝福して言われた. r生めよ， ふえよ， 地に満ちよ， 地を従わせよjJとい

う神の祝福のことばを取りあげたのちに， I男と女に作った」という章句の霊

的な理解を提出する.

というのも， 神の祝福は， 罪の後の肉的な豊穣さへ向けられたと信ずるよ

うにまた霊的に(spiritaliter) 理解することが我々にとって妥当である.

実際， それ以前には男と女の清い結合 (casta coniunctio) があった11)

このような理解は， r創世記J 2 : 18 Iまた主なる神は言われた. r人がひとり

でいるのは良くない. 彼のために， ふさわしい助け手を作ろうj J に関する註

解と一貫して捉えられる. そこでもまた， r 男と女」とは非物体的な魂の理性

的なはたらきと非理性的なはたらきを意味するという解釈が呈示されているか

らである(2.12.16). そして， 肉的な結合によって「この世の子供」が生まれ

るのは原罪ののちであるゆえに， r 男と女に作ったJ という章句によっては身

体の形成が意味されないことになる.

こうした解釈によって「創世記J1 : 27， また人間の創造に関する次のよう

な理解が成立する. 作られたものが身体ではなく精神の観想的なはたらきと実

践的なはたらきであるならば， r創世記J1 : 26において， 人聞はその非物体

的な魂， あるいは精神において神の似像と類似性に向けて作られたのであり，

人間の身体が作られたのは「創世記J2 : 7 r主なる神は， 土のちりでひとを作

るJ と語られているときである.

2.3 解釈成立への道筋

これら「創世記」の二つの章句解釈に内包される困難はいかに剃挟されうる

だろうか. これまでの検証を踏まえたうえで解釈成立への道筋を探ってみたい.

まず「創世記J 1 : 26解釈について明らかなのは， 人聞が神の子の類似'性へ
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と「向けて」作られたという理解から， 神の似像であるけれどもそれと「等し

い」わけではないという理解へ移行していることである. そして， そうした更

訂は人聞が神の似像であると述べる「コリント前書J 11 : 7によって促される

とともに， 三一論における父と子の関係性を明らかにすることによって成立す

る12) それではアウグスティヌスは， そのような更訂の必要性をいつ頃弁えた

のか. それはすでに『未完註解』に着手していた時期だと思われる. というの

も， その直前にカ トリックの信仰と信条の要諦をまとめた『信仰と信条につい

て』において， 三一性の弁別と相関性について説明するとともに父と子の関係

を規定する困難さを指摘して， その解明への試みを枚挙していたからである13)

もっともその解決が示されてはいない.

そうであるならば『未完註解』の修正解釈はいつ頃成立したのか. これは

『未完註解』が中断した時期に近接すると思われる (395-396年 ). というのも，

すでに言及したように， 父と子の関係を規定するに際しては「等しさjという

指標が組みこまれなければならない. そして， r 83諸問題集』第74聞のうち

にそうした論述を見出すのである川. Iコロサイ書J 1 : 14-15への註解と題さ

れた第74聞は「ピリピ書J 2 : 6-7 Iキリス トは神のかたちであったが， .. 人

のすがたになった」を解釈する第73問と一貫して， キリス トの父との同等性

を論ずるlへそして， 似像・類似性・等しさの論理的な連関を分析することに

よって， 神の子が神の似像であり類似性であり， それと等しいと規定するので

ある.

帰結するのは， 子が神から生まれたゆえに神の似像であり， 似像であるゆ

えに類似性であるということのみならず， 子はまったく神に等しく時間的

な間隔によってへだてられてもいないということである16)

一方， I創世記J 1 : 27解釈については「神のかたちに作り， 男と女に作っ

た」という一節を『対マニ教徒註解』とは異なる仕方で解釈することが求めら

れる17) そうであるならば， I男と女」という区別は身体に従って生ずるので
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身体が形成されたと解することになる. そして， I創世記J2 : 7 I主なる神は，

土のちりでひとを作る」という章句をいかに解するかという問いが生じてく

る1九 さらには， 霊的な解釈法によって回避されていた問題性， つまり「創世

記J 2 : 4からふたたび始まるとも見なされうる創造の物語をいかに「創世記」

第 1章の創造の 六日間の記事と両立して解釈するか， というアポリアが呈示さ

れる. この課題にアウグスティヌスは『逐語註解j執筆にいたるまで取りくん

でいない. その困難さが持続していたと推測される.

このように「創世記J1 : 26に関する理解がはやい段階で得られる一方，

「創世記J 1 : 27に関わる包括的な理解は『逐語註解』にいたるまで示されて

いない. そこで， r未完註解』断絶の所以は後者にかかわる問題性であったと

考えることができる. それゆえに註解書は断絶したままになったのではないか.

ついで， こうした中断にいたるアウグスティヌスの解釈法がいかに成立してゆ

くかを検証してみたい.

3 聖書解釈法と聖書テクストの様相

3.1 聖書解釈法の展開

『未完註解Jにおいてアウグスティヌスは， 自覚的に聖書解釈の方法を選択

したと考えられる. というのも， その「歴史にそくして理解できるように説明

する」方法とは‘ad litteram'であると『未完註解J公刊にあたって明示してい

るからである. そこで， 著作のタイトルにあらわれる‘ad litteram'についての

説明をその註解書のうちに探ってみるならば， 実のところそのことばへの言及

はまったく『未完註解]のうちに見出されない. 加えてこの註解書に前後する

著作では， ‘ad litteraば という解釈法についてむしろ否定的な評価をくだすの

がつねである19) それではなぜ， 著作公刊にあたってこの註解書がそうした解

釈法にそくしていると宣言したのか.

ここで想定されるのは‘ad litteram'という方法の内実が変化したのだろうと

いうことである. r未完註解jに着手した段階において， ‘ad litteram' とは

「文字の音が響くのとは違ったようには理解しないj20) ことであり， I文字どお
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りに (ad litteram)， つまりことばどおりに (ad verbum) に受けとるよりも

危険なことj2りはない. それゆえ， この方法はテクストに隠されている意味を

霊的に開示する解釈法に対峠して， むしろ斥けられるべきであると見なされ

た22) 一方， 'ad litteram' という方法を採る『逐語註解』においては， それが

‘figurate/ spiri tuali ter' な方法と対比される解釈法であるという理解はいぜん

として持続するにせよ， 語られた事柄をそれぞれに固有の事実の表明と受けと

る‘ad litteram/proprie'な方法が聖書を註解するに際して適用されるべきであ

るという見解もくりかえし表明される23)

いかにこの変化は説明されるか. それはすでに推定したように， ‘ad litte

ram' の指示する内実が変化したことによってである. r未完註解』に着手した

段階における‘ad litteram' とは音声が響くとおりに理解することであった. も

ちろんそれは単なる音声ではなく， 分節化され文字化されうる音声を指示する.

だがそれは， あくまでも語のレヴ、エルのことである. その事例として， 実際に

は存在しないものではなく現実の世界のなかの人や物のような個物を名指しす

る語を挙げるにせよ， それが人間的音声として言語の一部であるとしても思考

活動について何かを明らかにすることはない. というのも， それは言語の構成

要素として単体であって， 日常の言語活動を支えつつもそれ自体としては現実

に機能しないからである2九一方， r未完註解』に加筆したときに， また『逐

語註解」では ‘ad litteram'の対象について， それが「自然的な事物のそれほど

に隠された事柄J25) であり， í起こったと語られていること全体をまず， その本

来性の表明と受けとるようにj26) とすすめている. 明らかにその対象は語では

なく， 聖書において記述されている出来事を指示する文である. そして， そう

した‘ad litteram'という方法によってはじめて何らかの思考活動の筋道をたど

ることが可能となる. それゆえに解釈法として受容されたのではなかろうか.

3_2 r未完註解』の解釈法

『未完註解』における解釈法とは何であったか. 著作タイトルの ‘ad litte

ram'とは『未完註解』着手のころに批判されていた「ことばどおりにj 理解す
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る方法なのか. それとも『逐語註解』において採られることになる方法を指示

するのか.

さて， r未完註解J冒頭においては解釈法について次のように説明されてい

る.

或る聖書註解者たちによって， 聖書を解釈する四つの方法が伝えられてい

る. ……歴史 (historia) にそくして， 比喰 (allegoria) にそくして， 類

比 (analogia) にそくして， 原因 (aetiologia) にそくしてである. 歴史

とは神的であれ人間的であれ為された事柄が語られているときに存在し，

比輸とは象徴的に語られた事柄が理解されるときに存在し， 類比とは旧約

と新約の一致が証示されるときに存在し， 語られたまた為されたことの原

因が伝えられるときに原因が存在するのである27)

この解釈法の四分類は同じ時期の『信ずることの効用について』のなかでも言

及される. だが， この他のアウグスティヌスの著作のうちにはまったく認めら

れない28)

これらの分類のなかの第一の方法に着目してみたい. この「歴史にそくし

てJ という解釈法はその対象を「為された事柄 (res gesta) Jであると指示す

ることで， 語のレヴ、エルではなく出来事を指示する文についての解釈法と見な

しうるからである. そうであるならば『逐語註解』におけるアウグスティヌス

の証言に一致しつつ， この第一の方法が‘ad litteram' と考えられる. すでに

『未完註解』に取りくんでいるこの時期に‘ad litteram' の内実が変容している

のである.

さらに着服されるべきはアウグスティヌスの論述の指向性である. というの

も， I歴史にそくして」という方法があると語るならば， ついでその方法につ

いての説明がつづくと期待されよう. しかし， その代わりにアウグスティヌス

は「歴史jそれ自体を定義する. 換言すれば， 歴史的な記述の様相について説

明するのである. この記述の転位から捜まれるべきは一方から他方への移行が
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たやすいということである. 一方とは， テクスト内部にはさまざまに異なる様

相の記述が含まれているという考えであり， 他方とは， テクストを解釈するさ

まざまな方法があるという考えである. このような推移は， アウグスティヌス

においてテクストを弁別することとそうしたテクストに合致する解釈法を適用

するという二つの解釈の営為を混同， あるいは同化する傾向があることを示唆

すると見なされよう. それではそうした同一視はいかなる帰結をもたらすだろ

うか.

3.3 聖書テクス卜の様相

アウグスティヌスは『対マニ教徒註解』において解釈法についての二重の枠

組みを提出している. というのも， I創世記Jを「文字どおりに」理解するこ

とができない場合には比喰的な仕方で解釈しなければならないと述べる一方で，

二つの方法， I歴史にそくしてjと「預言にそくして」を並列して呈示するか

らである.

歴史にそくしては為されたことが物語られ， 預言にそくしては来るべきこ

とが預言される2九

聖書テクストには文字どおりの意味と比喰的な意味が内包されている. そこで

「歴史」とは， 時間的空間的に為されたことに関わるだけでなく， 内包する意

味を媒介にしつつも比喰的な解釈を認める枠組みであると設定されよう. I預

言」についても事態は同じである. したがって， r対マニ教徒註解』では， I創

世記」を歴史にそくして比喰的に解釈するとともに預言にそくして比喰的に解

釈する， つまり， テクストを歴史としても預言としても等しく解釈することが

許容されているのである.

『逐語註解』においてはこれとは異なる考えが示されている.

たしかに「創世記Jにおける叙述は， I雅歌」におけるような象徴的なも
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のに関する類いの語りではなく， I列王記jやそのような種類の書物にお

けるような出来事に関する類いの語りである. しかし， I列王記jなどで

は人間の生活のもっともよく知られた慣習であるようなことが語られてい

るので， 困難なくむしろ明白にまずは文字通りに (ad lit t eram) 理解され，

ついで起こった出来事が未来の何かを指示しているかが探られる. だが，

「創世記」では慣れ親しんだ自然の経過を注視することによって生じない

ことが語られている30)

聖書テクストのうちには二つの類いの語り (genus locut ionis) がある. たと

えば「創世記jについて， そこに尋常ではない記述が見出されるとしても， そ

れはあくまでも出来事についての語りである. つまり， 聖書テクストは一義的

に規定される叙述である. 歴史と預言の区別が問題ではない. というのも， そ

れらが類義であると見なされるときにはそうした区別は解消されるからであ

る刊. 出来事に関する語りであっても預言にそくしての解釈が排除されないの

は， それらを包摂する書物として 「創世記」が捉えられるからではないか. と

もあれこの一義的な規定のもとでは， ‘ad lit t eraばという方法が勝義に実践さ

れることになる.

『未完註解』における聖書テクストの様相理解と方法理解の混同から示され

るのは， アウグスティヌスがそれらを把捉するにあたってはいまだその途上に

あったという事態である. その混同のゆえに一義的に「創世記」を規定するに

いたりえなかった. アウグスティヌスは実際， この四分類の解釈法それぞれを

「創世記」最初の章句に適用することを試みている (3. 6-1 0). とはいえ， この

註解書のなかで実践されるのはそのなかの「歴史にそくしてjの方法にとどま

っている. そうした限定によってすでに出来事を指示する文を対象とする ‘ad 

lit t eram' という方法にしたがっているのである. とはいえ， その解釈法が他

の解釈法といかに関わるのか， 解釈法自体への反省はいまだ充分になされてい

ない. それもまたその混同からの帰結であると見なされよう32)



聖書解釈の方法の成立 33 

結 語

アウグスティヌスは『未完註解』において， I創世記J1 : 27 I神のかたちに

作り， 男と女に作った」という章句がいかに「創世記」第2章と整合的に解釈

しがたいのか， その問題性を予見することによってその註解を途絶させる. す

でに語のレヴェルを対象とするいわば還元的な解釈ではなく， 出来事を指示す

る文を基本単位とする‘adlitteram'な解釈法にそくして「創世記」解釈を実践

していたからである. またその解釈法のもとでは， 文が使用されている脈絡が

問われ「創世記」テクス トのアポリアが開示されるからである. それは世界の

創造と時間についての形而上学的な思考によって開撃されるべき出来事である.

とはいえ， 実践されはじめた解釈法はそうした思考の成熟とともにその有効性

を確認されるだろう. この註解書が「未完の」と形容されるのはその意味にお

いてであり， 一方解釈法においては先駆的な実践であると捉えることができる

のである.

}王

*) 本論文は， 中世哲学会第55回大会(2006年 11月10日 )における研究発表稿に加

筆し 一部を修正したものである. 当日の発表に対する また それにつづく応答のなかでの，

加藤信朗， 清水哲郎， 中川純男， 水落健治， 樋笠勝士各氏の質問と批評に感謝します.
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