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1 はじめに:問題提起

人口に胎久した説明として 各国語に訳さイtた 日詢●・書はヘブライ語聖書の翻訳であり

その点でユダヤ教のヘブライ語聖書「タナッハ (=Tor■ Nevrim kthuvimの 略rll Jと キ

リスト数のtl訳聖書「日約 (57etuS Testamentum)Jは 基本的に「同じもの」というイメー

ジがあるが 歴史的には '1約 とタナッハを同一視させて考えるのは正しくない。なぜな

らキリスト教概念「日約聖書Jは 歴史的にはユダヤ教の「タナッハ」概念から生まオした

ものであっても 「タナッハJは 「日約Jを念頭においた派生の概念ではない。この歴史

::な 関係が明確でないのは 一つには キリスト教会には ギリシア語やラテン語訳の基

ヽ こなったヘブライ語聖書はユグヤ人のマツラー学者が伝える「タナッハJよ りも占く正

し■ 、プライ語テキストを反映しているという主張がlF.強 く そオtが lF説的な真のヘブラ

イ■
=言

 ビブリア ヘブライカ)の追求=本文批.Tの 努力の原動力になっているからだ

■ ■ |=こ とにビブリア ヘブライカの始まりは 16世紀のユダヤ人ヤコブ ベン

'ヽ イム,手 [よ る複数のマツラー写本からなるラビ聖書の校訂夕力にある。さらに この

キ=, ベン ハイムの技訂努力は キリスト教に改宗したユダヤ人 (Felix Pratensも)が

■■て た

“

力を引き継いだものであり この前任者はキリスト教に改宗している●tな の

|ヽ ii■ ■ti言・
‐
夕力にはラテン語聖書とヘブライ語聖書の差■を埋める方向性があり

そのlt夫のものとして ウルガタ聖書の写本で採用されていたチヤプター ナンバリング

il=2■ 3章   方式をラビ聖書にそのまま移l●Lし た。このこと力`「I日 約Jと「タナッ
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ハ」が同一視される大きな原因の一つになったことは疑う余地も無いが この大きな変化

が急速に社会に受容されることは印婦1文化の普及を抜きにはあり得なかったであろう。

「聖書のみ」を掲げたプロテスタントの聖書の原本追求は ユダヤ教とキリスト数の伝

統の起源となる共通の「一つの聖書」の本文と形式を復元する編集努力に他ならない。ヤ

コプ ベン ハイムのラビ聖書が その後のプロテスタントとカトリックの聖書学者たち

の聖書研究の上台になったのも タナッハの伝統を多くのマツラー写本から調べなおし理

想的なヘブライ語聖書の伝続を復元しようとした その彼の歴史的な批判精神のゆえであ

るのだが この努力はまさに元来存ttし ていたはずの「タナッハJと 「H約Jの間にある

様々な重要な形式や理念の違い |そ ′tが歴史事実である)を取り払う努力でもあった。し

かし この「一つの聖書」の復元のプロセスは キリス漱 学者によって引き継がれるこ

とで 聖書テキスト単位をめくる大きな混乱も押いた。すなわちラビ聖書の中にあったタ

ナッハ伝統の■部構造の喪失 バラシヤーの設諮分けとチャプター方式の共存から/1じ る

混乱 また段落に関わる編集的な介
'、

女需造の単l~を しめす母音記号とアクセント・L号

マツラー襴外注などに対する厳密な注意矢

'「

である.ヘブライ語聖書のオリジナル‐ビブ

リア ヘプライカを追求する上で最大の障害 ま エダヤ教の「タナッハ」とキリスト教の

「日約Jの間にある聖書テキスト単llの 食い違tヽ であり それは本文の異読が解釈に及ぼ

す影響にも劣らず 大きい解釈上の影響があり 解決が迪られる重い課題となっている。

ユダヤの聖書解釈とキリスト数の聖書解釈の発想や感覚の違いを歴史的に理解するに

は ますユダヤ教とキリスト教の間にあるテキストそのものの伝続の違いを理解すること

が肝要である。テキストの形式を含む「聖書Jの物質11イ メージの変化が聖書解釈に及ぼ

した影響は小さくない。その点で ヤコプ ベン ハイムのラビ聖書の本文を捨ててレニ

ングラード写本をFt用する「ビプリア ヘブライカ」(第 3版以降)の発想の転口1は  ま

さにオリジナルのヘプライ語聖書の復元に取り組む前に為されるべきは その復元の L台

となるべきマツラー写本の歴史的原型の回復であるという 真つ当な歴史批判意識の徹底

の結果である。しかし この第 3版が含意する発想の転回が研究者に十分に理解されてい

るとは思えない。つまリ キッテルが初版の定本に選んだヤコプ ベン ハイムのラビ聖

書の本文を放棄する判断が意味することは 「1口約Jと「タナッハJを統一しようとする

宗教改革期の『聖書』のln定観念から自由になることに他ならないのだが 多くのキリス

ト教の聖書学者は 未だにギリシア語型書とヘプライ語聖書の起源となったオリツナル「日

約聖書」の復元を強く期待している。当該発表では 日日約」と「タナッハJと いう二つ

の聖書の伝続の軌跡を辿りながら そのキリスト教とユダヤ教の二つのヘブライズムの燿



口曰約Jと 「タナッハJ  l,

追としての「ビブリア ヘブライカJについて考え直してみたい。

2 基本1知識 (1):「 タナッハ」わ`ら 日日約Jヘ

文献で確認される用語に時間的順序を認めることこそ公平な歴史認識を築くための第一

歩である。ユダヤ教は「律法 (ト ーラー)J「 頂言者 (ネ ビイーム)J喘書 (ケ トウビーム)J

という三つの文書コレクションの総合としてヘプライ語聖書を認識していて 現在のユダ

ヤ人はそれらの頭文字を合わせて「タナッハJと 略ftする。もちろん「タナッハ」という

二部構造の「聖書J概念は 新約聖書の中にも確認される.福音書に出てくる「律法J「頂

言者Jま たは「律法J「 預言者J「計篇,(ルカ22:44,行伝 13:3840,28 23は 力つ 力=

それである。まさに「タナッハJ概念の古代性は疑うべくも無く それはinL元前 2世紀の

シラ書 ('■ 言 2)に も「律法J「預言J「それらに檀くもの」という3分類への言及がある

ところから 前 2世紀にはユダヤ人が知るところの概念であり その証拠に 紀元 1世紀

のヨセフスやフイロンの著作にもこの三分類への言及が確認される.

書簡で言及される「聖なる文字J(2テ モ3:15 ~書 きものJ(ガラ4:21 30 cFガラ

4:22)な ども 明確に認められる福音書での「タナッハJ概念の用例を背景にして理解

されるべきものであろうことは 「文字テキストJと いう表現と「律l■ J「預言者」という

表現が共存するパウロ書簡や行伝の用例から窺える ,行伝28:23;2テ モテ4:13 ガラ

3 2122;ロ マ3:21;4:1他 )。 当時のユダヤ人にとっては 現在の伝統的なユダヤ人

も同lfだが 最重要なテキストは「 トーラーJであり これこそが神の啓ホの中心テキス

トであり その最初の言葉から最後の言葉まで 何度もll」度も.・L憶するほどに読まれ 細

=「

にいたるまでその意味の解釈努力を尽くすべきテキストである。その後に付加される「預

言者J「諸書Jの書物群は ミシュナーやタルムードとF・lじ く 「 トーラーJ文書を基礎に

して成立する口伝律法の文献と基本的にはJじ性質つまり「カバラー/伝承Jな のであり

それらはトーラーを理解するために必要なトーラー解釈的性格のテキストとみなされる。

つまり「口言者」および「諸書Jは決して「モーセの トーラーJと 同列の文書ではない。

キリスト教の「日約J概念に そのようなトーラーの中′じヾ旺は存在しない。あくまでも

●
=1つ

中心性は新ll聖書のテキストにゆだねられていて 日l」 は参孝資料であって 絶対

く,「 ヽなテキストとは 全キリスト教会が考えているわけではない。つまり あくまでも

|:■ つ精神が 日約の真の意味を明らかにするのであって 日FIの精神が新約の真の意味

を調■ こするわけではないという見方がオーツドックスである。その点で イエスがメシ
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アであることを証言する「預言者Jの にうが「律法J(そ れは廃棄されるもの)よ りも重

要と見なされる傾向が教会に強いのは当然であるが 文献的にはイエスやパウロrl身 はユ

ダヤ教徒らしく「律法」を最重要テキストと考えているように見える。なぜなら どちら

も「律法Jの先成に興味を抱いていることから窺い知れる (マ タイ5:17:ロ マ 13:10)。

その点で 第2コ リント3:1415で用いられるパウロの表現「1口 い契約Jは「II約」概

念の根拠とみなされているが 「律法」が念頭にある表現であることは文脈上明白である。

さらに言えば 顔に覆いがかかったまま「日い契約を読んでいるJの表現は 現在もタリー

トを頭からかぶって「■―セの律l_Iを 読んでいる」会堂のユダヤ人の姿をイメージさせる

ものであり これは「 トーラーJの伝itt的 な解釈著に対する反発の表現であつても「律法J

それ自体や「タナッハJ全体を否定する意図は弱いと私はみる。

現在なおもユダヤ教会社の文書の格訥庫において「トーラー」のを物の上に「薇言者J

や「諸書」の巻物を置く)は絶対 1諄 されない. トーラーが最初にくるタナッハの呼称の

順序そのものを ユダヤ教の法規は会堂での所作においても厳密に護ることを要求する。

それゆえに「律法J「預言者J「諸書_と いう
~タ

ナ′バ.の順番に意義を見出すのはユダ

ヤ学における!口書の歴史研究のデフ十ルトであ| こオtが  また キリス轍 徒が後に展

開していく高

'批
評との2識の違いを生む大事な背景ともなる.

日約とタナッハーーニつの名前を同一視することによる歴史認識の混舌しを反省すること

こそ/11聖書の雁史批半1の第一歩であらねばならない.RGG(■4)の Bibdの項目lよ その

点で 認識の混乱の典型といえる。つまり「タナッハJ概念は 歴史的な文献証拠におい

ては 日日約 (Ales TestamenO J概 念よりも古いにもかかわらず 〈日約〉概念があたかも〈タ

ナツハ〉以前からあると捉えて く1口約〉概念のパリエーションとして くタナッハ)を説

明しようとする。このような論法は 歴史批半」的には 時代鋪誤といわざるを得ない。0日

約〉概念は ユダヤ教のFF在 を意識したキリスト教会の神学概念であつても 当|・lか ら明

確な文書リストを伴う概念であったわけではない。歴史的には 旧約聖書の文献リストが

公的に確定するのはカトリック教会の中では 161t紀の トレント公会議である。すなわち

1611紀の宗教改革の嵐の中で カトリックとプロテスタントは それぞれに異なる■つ

の「1日約Jの概念を主張して分裂するわけであるが プロテスタントの「I日 約J概念は

基本的にユダヤ教の「タナッハJへの回帰にすぎない。歴史的な現実を見つめる聖書研究

は「タナッハJと「旧約Jの■つの名前の歴史的1責序 つまり「律法J「預言者J「その他J

のF部の理念 =「 タナッハ」が歴史的には先にif在 して 「旧約Jの理念は後代 その名称

を受けて反応した文書概念である事実を無視するべきでない。確かに ギリシア.III・ 書の



「11約 Jと
'タ

ナッハJ :フ

「日約J文書リストに関して45世紀の大文字写本 (ア レクサンドリア シナイ バチカン)

の文献 ll録には続―がない。この「‖約J文書リストの不安定さは ユダヤ数のタナッハ

の文献リストが保つ歴史的な統一性と比較すると歴然としている。

参考文献:ア リスター トマクグラス :キ リスト教神学人「,』 (教文館2112)223231:YM GHnz

i々あ
`ム

右

`″

(Isma,19,2,13 48 MZ SeFl,セ ιo月レn4,餃 {lsrae1 1977)1 25i C risae■・ BJχ l'

in々嗜ね
"“

Cお

“

Itllた

“
″ α

『
"“

″(Ttlbingn l"82Q17)l:14071412;炎 剛平 :来 つ取ら

れた1,書」 (京都大学学御 1'阪会 2006年 )

3 基本的認識 (2):巻物から冊子本ヘ

クムラン出上の写本がそうであるように巻物 (Scrl u′ vdume)形式こそ「 トーラー」の

形式的

"(点

であり それがタナッハ概念を考える原点でもある。なぜなら この巻物形式

は カノンのあり方 (名称やIL列 や数)に大きな影響を及:ま していると思われる。まずは

タナッハをめくる二つの数字から考えてみたい.ヨ セフスは タナッハに1文録される書物

の数を 22冊 と数えるが 現在のユダヤ教のタナッハは 24 jllで ある。この:1つ の数字は

ヒエロニェムスにも知られている。その差異が生 じた原因 ま巻物の形式にあると考えられ

る. トーラーの巻物は 511を まとめて一つの巻物にされているが 五吉Fか らなるので 511

ヒ教えている。しかし 他方 12小 Frt言 者は一つの巻物 としてまとめられているので ‐

llと 数えられている。11様に 巻物が単位とされているのが「エズラ ネヘ ミヤ」である。

名rr上は■冊であるが一冊に数えられる訳は一つの巻物にされているからである.カ ノン

`う

問題には古代ユダヤと現代の私たちのF・5の■物イメージをめぐるギャップが大いに関係

していると考えるべきである。

とエロニュムス (列 上記 序文)は 22冊 と24111の 数の違いのll‐ 因を説明して ルツ

ilと 哀歌を「諸古Jの中で独立して数えるか それとも それらは「預言者Jの中に納め

ら|せ た士師記またエレミヤ書の一部とみなし数えないかの違いとして提えているようであ

ら そのことは ギリシア語聖苫の配列からも推測できるように 当■ 十HF記の後にル

′記が置かれている巻物 エレミヤ記の後によ歌がおかれている巻物のバージョンが存在

■́■たと考えられる。 (バーバー バ トウラ 14b l,aで は ,ム エルがサムエル記と十

■||=ウ ツ.・Lを 書き エレミヤはエレミヤ記と列王記と東歌を書いたことになっている。)

=1●
つタナッハは ルツ記と東欧のみならず コヘレト It歌  エステルは すべてそれ

そ|が独立した巻物 (メ ギラー)と みさオ■て 合計 24冊 となる。ラビ ユダヤ教のJlでは
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雅歌 ルツ記 哀歌 コヘレット エステル・Lは それぞれの指,Lさ れた祭 りの一日にお

いてテキス ト全部を側l読する習慣が (地域で)発達 したが このことが数え方の違いとなつ

た原 Nと Zえ られる。確かにネヘミヤ記8■ には ―ヽラーカゞ―つの巻物であリ ー日か

けて全部を会衆の前で読みきった故事がある.「ハメシュ メギロット (7iつ の巻物,Jと

総称されるこれらの本が各々一つのメギラー (巻物,と される理Hlは  まさに公での朗説

の必要性からであろう。

聖書解釈の歴史を考える場合 古代の解F「 者の日によ 作品そのものの単位よりも巻物

の単位こそがテキストの単位であるという■に注目する必要がある.なぜなら巻物形式は
,

テキストの途中から読み出すには不便な形式で そ′ιが読者に巻物の最初から最後まで

その巻物の川

“

序で読むことを強キIす る.それに対して 冊子本 (Coaα )形式の読者は好

きなページから読み始めることが出来るので大きな違いである。キリスト教会で保存され

てきたギリシア語聖書の大文字写本は すべてコーデックス形式である。ヘブライ語聖書

にコーデックス形式が現れるのは マツラー写本の登場を待たねばならない。現在でもユ

ダヤ人は会上での朗読では かたくなにスクEl― ル形式を守るのだが タナッハが冊子本

の形式にされた場合も「律法」「預書者」「計書Jの 1頁番は 二部構造の形式の各々の間に

空白を設けて (ア レッボ写本)厳格に新ページからtrき 出している。

加えて タナッハの写本の形式がな物であるか冊千本であるかの変イヒは 書名にも影響

を及ぼしていると私には思える。実は ヘプライ語W書とギリシア語聖書で書物の名称が

トーラーの部分で大きく異なる。ヘブライ11では「ベレシート (は じまり)Jと 呼ばれる

部分を ギリシア語11書はCene,s‐ /1t生 =創世記と名づけ 司様に「シェモット (名 Fl)」
●

をExodus‐ Hlエ ツプト記とlrび 「ヴァィクラー (彼は呼んだ)Jは Leviucus_レ ビi己 「ベ

ミド′
'レ

(荒野で)Jは Anthnoi=数 ‐民数記 「デヴァリーム (言葉)Jは Deuteronomion

(第二の律法)=申命記とよぶ。すなわち この名lTの 違いにはFllら かな一つの傾向がある。

ユダヤ教におけるトーラーの 5冊の名称は それぞれの書き出しや冒頭にあるベプライ語

のフレーズや i葉 にすぎない。それに対しギリシア語聖書の名称は それぞれの内容を表

す工夫をした名称である。このトーラーの5つの部分については な物の最初から最後ま

でを説み連していく途中で遭遇する空向の 4行によって本と本の区り1が認識さオ■るだ|ナ で

あるが 冊r本の形式では,つの部分は最初の日次に収録されている本のタイトルとして

認識するのであり そオしらは
''座

にその所を開いて読むことが出来るので 5冊が一つの

連続したテイストであるという意識は読者には薄くなる。つまり 巻 1/1形式では巻物の最

初から最後までがテキスト単位とみなされるのに対して II・
tF本の形式においては それ
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ぞitの 部分が独立したテキスト単位‐本であると読者に意識されやすく 当然 巻物が保

持していた 5部のテキスト連続性への意識は希薄になる。

もちろんユダヤ数のハラハー (法規)では, トーラーの6つ の部分をそれぞれ独立させ

たテキストとして書くことを禁しては無いが そオtは私的な目的のものであり それは会

Jtでの礼拝で用いられる「聖Jなるテキストとは見なされない。「トーラー」ではなく「創

‖|● L」 「出エジプト」「レビ記J「民数記」「中命記」と5部を分離独立させて認識すること

は一― トーラーのテキスト単位の分解の傾向を加速させることになるが これらの個,1の

薔名の出現については ■書解釈の歴史を考える■でも 一つの大きな謎がある。それは

フイロンやヨセフスなど 初期のユダヤ作家たち また新約聖書も またタナイーム伝承

のラビ文献も 書名を用,いて聖書を引用すること:よ 皆無であり むしろJi代 においては「律

法」や「預言者Jの名林でり1用するか または
~こ

う)書かれている」「くこう)|ヽ われ

ているJと いう表現でり用を導入するのが普通である 嗅 論 断言するにはさらに精密な

調査が必要である)。 その点でヨセフスも22冊のタナ ′ハについて解説するにあたリトー

ラーの 5部の書名を述べないことは興味深い,あ るときから聖書引用の仕方が変わる。書

名でII・ 書を引用するようになる。この引用の形式の変化の謎はもっとll目 き′tて よい。

あくまでも仮説の域を出ないが トーラーの 5部の書名が突然 ニリll形式の歴史に現れ

てくる現象
`複

数の名前の普及)は スクロール形式からコーデ ノクス形式への移行する

1'で説明されるべきことでないかと私は考える.確かに 聖書解釈のりlBス タイルは 占

代と現代の間には顕著な違いがある。現在では聖書から,用する場合 書名と章節の数を

(例 えば 創世.・Ll章 1節 など)示すのが通例だが この習慣 よ宗教改革以後に徹底され

ていく習慣である。引川の形式の変イヒは 明ら力■こ 解釈する聖書テキストを巻物の形式

で考えている段階から 冊:r本の形式で解釈テキストを考えている段隋への変化を示して

いる。すなわち聖書テキスト単位や順序の認設が変化している状況を反映していると考え

るべきである。当然 この様な電書テキストの形態を変イヒさせる技術革新の中で つまり

巻物形式から冊子本に変化していく中で 聖書の解釈者のマインドが何も影響を蒙らない

とみえることは不自然と思う。私は 4iけ紀には いち早く巻物形式を放案して冊子本の

形式を採用したキリスト教会と 現代に至るまで巻物形式の読書体験を失わないユダヤ教

共同体とでは 少なくとも聖書解釈のテキスト単位の認..tが異なるはずであるし それが

ll書テキストの理解の違いになるのは当然のことと思える。

写本学で常識化している認識は 中世ヨーロッパが知るタンニン処理の厳密な意味での

パーチメント (Pattment)の存在は 4世紀以前には確認でき無いとされるのだが 他方
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エウメネス2世の治Jt 紀元前 21け紀のベルガモで始まる羊皮紙 (pelgamena)の技術革

新の話はli代 より広 く普及している。最近では それを肯売する紀7c Hlのパーチメントも

発見されたりもしている。それに比して ユダヤ数の内部では トーラーの巻物を書く素

ll=羊皮紙について古代より伝続があり それによればタンニン処理がされていない「獣

皮Jには聖Iの言葉を記すことが計されない (2テ モテ 4:13)。 聖書の |'案 を記すことの

口1来 ない獣皮 (タ ンニン処理されていない皮紙)に は二種類 (シ ャバット79a)あ るとさ

れる。1)ILや小麦の処理性が全くされていない獣皮 (■ェo)2)塩だけを月∫い小麦粉の処理

をしていないもの (N,3)3)塩 と小麦わの両方の処理をしているが タンニンの処理が

されていない獣皮 (R● |つ 1ヽ)以上■種類である。これらのItlや 小麦粉だけで処理され

タンニン処撃,がされてない獣皮は 聖書の写本用に用いることが出来ない。ユダヤ教では

このように 聖書の言葉を記す獣皮|ま タンエンの処理がなされている「羊皮紙」に限られ

るとされている。

さらにユダヤ教の法規では タンニン処理されている羊皮紙にも肉と毛の処理の仕方の

違いで三種の羊皮紙のlκ 71が ある (:ミ シェネ トーラー』「ヒルホット テフィリンJ

l:69)。 1)「 )¬lJ「 ゲビールJ―内の11と 毛の側の二枚に分けることなく塩と小麦粉と

タンニンで処理された羊皮紙 2)~やンJ「 ケラフ」―毛の側の薄い部分を■と小麦紛とタ

ンニンで処理 した羊皮紙 3,「いo● loD1lJ「 ドフスストスJ(肉 の場所)一塩と小麦とタン

ニンで処理 した肉の部分に近い厚い部位の羊皮紙。この三種類の中で トーラーの巻物を作

るのに く適‖:な〉羊皮紙とされるのは「ケラフ」だけとされる。これは毛の側だけに文字

を書くことが許され 肉の側に文字を書くことを禁じるユダヤ教の戒律のこだわりからく

る。それゆえに 羊皮紙の裏表に書くことをユダヤ教の戒律は許さないので コーデック

ス形式を採川するにしてもユダヤ教のlt律では 二枚の内の部分を貼り合せ 毛のlllの部

分だけで表■の一貢となして冊子本を作ることが求められる。この特徴あるユダヤ|」 な‖}

子本の作り方について ,世紀の修遭士グレゴリーが観察して気がついたことからCrego―

ry s ruleと も呼ばれている (綴rat 121 122).こ のような冊子本の作り方は ユダヤ教戒律

に

'長

さないPi代西欧のコーデックス文化では奇″なものに見えたのである。

この羊皮紙の製法についてのタルムー ドの情報は 図らずも死海写本の羊皮紙 (紀 ,こ 11)

が塩と小麦粉の処理 またさらに厳格な検査では (表層的に)タ ンニンもlt用 されている

ことが発見され タルムー ドの伝承はユグヤ教のよ代より (紀元前に遡る)の タナッハの

巻物作成の伝統であることが確認された (M Hann 362 364)。 この古代ユダヤの伝続を離

れて教会がコーデックス形式の聖書を普及させていくことで ラピ ユダヤ教とキリス ト
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敦会の分離が力,速 されたと見ている研究者は私だけではない 0■ Barrera,100102).
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4 ウルガタ聖書 :ヒ エロニュムスのヘブライズム

聖書のりIH形式の変化について つまり 現在では聖書を引月〕する場合 書名と■節の

II号 を記す.1/11え ば 「汝の如く汝の隣人を受せよJを ,月,するならレビ記 19:18と する

が 世iい文献では 例えばマタイ22 3439を 見てもラビ文ll ミシュナー ネダリーム

, 4を 見ても 同句を,用 するのに書名を示すことは

'い
。大 llNは

'律

法J「預言者Jな

どの大きなくくりや モーセやイザヤなどの名を示 して (マ ルコ10:34他 )さ らによ

り判かく言う場合は ラビ文献では
「パラシャーJと いう言葉を用いている (タ ルムード

イェルシャルミ ベラホット1:5 タルムー ド イェバモット4b他 ).時 には引H筒所

のキーワー ドを述べる形で聖書の街所に言及がなされる (マ ルコ 12126「 柴 D.現在で

はユグヤ人もキリス嗽 従も同じブ用形式 (書名 車 Fll)を 採用しているが この聖書

ザ用形式の統一化は 宗教改F期の印掃|さ
'し

たヘフライ..浬書の普及に原ltが あるとして

も ヘブライ語聖書のテキストがユダヤ教とキリスト教で共有化 共道化される必要性は

宗教改■でプロテスタントがタナッハの伝統に回帰 したからこそ■まれたというべきであ

ろう.

そして そのプロテスタントのタナッハ回帰を1」 能にしたのはヒエロニユムスのヘブラ

イズムの存在であリ ウルガタ聖書の彼のl‐文の影響ぬきには プロテスタントのタナッ

ハ阿l・ はあり得なかったと私は思う。つまリヒエロニュムスの序文は ヘブライ語ま書と

ギリシア語 (制訳,tl・書の食い違いにさを悩まし タナッハの概念を重んじて 教会の「肝1

約Jを それと一致させることに腐心した臨場感のある翻訳者の手

'計

である.ヒ エロニュム

スは アポクリファという言葉でタナッハに収録されてはいない書物を‖1約から区別 除

外することを示唆したばかりが それらの増殖した吉F分はキリシア人のフアンタジーにす

ぎないとするユダヤ人の見解もヒエロニュムスは紹介している。

ところで 教会にはヒ]ロ ニュムス以前より古ラテン語聖書 (01d Laun)が存在してお
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り その 1ラ テン詔i"0ま基本的にギリシア語聖書からの■訳であった。ゆえに教会のウル

ガタ聖書の基本はギリシア語聖■に帰っていくのだが この翻訳聖書の起源は 紀元前 3

世紀の前11に  ブトレマイオス 21Ⅲの治II(285 247BCE)のアレクサンドリアにおいて

エルサレムから迎えた 72人のユダヤの長老によつてモーセの トーラーがギリシア語に訳

されたという故事に迎る。それゆえに この トーラー翻訳の部分だけをセプトゥアギンタ

‐70人訳と呼ぶべきであるが その後 トーラー以外の部分 (預 i,者 諸書)も 徐々に

ギリシア‖:訳 されて 結果として 現在では このギリシア語聖書のコーパス/・体をセブ

トゥアギンタとlfぶ (こ れもトーラーを中心にしたタナッハ概念の 代ヽ性の換跡といえ

る)。 ここにキリス ト教会の聖書の基本がある.こ のことは キリス ト教会が 1,t紀 末ご

ろから異邦人の教会としての性格を強めていき ヘブライ語ではなくてギリシア語が教会

の主要言 11に なっていくプロセスとも運動している。

「タナッハ」と「‖約」の概念が対立的な緊張を子むようになるのは lt粋な神学の間

題というよりも むしろ「タナ ′バJの中には含まれていない書物祥が ,0人 |(聖書 (セ

ブトアギンタ)に含まれている事失にある。たとえば シラ書とかユデイット書とかマカ

ベア普や また明らかにタナッハの中のエステル.・Lよ りも倍以上のよきのあるギリシア語

聖書のエステル記や タナッハのエズラ ネベ ミヤ記に並行するエスドラス 1と 2な ど

ユグヤ人のタナッハには含まれていない書物‖はアボクリファ (外りt)と 呼ばれ えり,さ れ

た。その■つの聖書の状況をさらに複雑にするのは 先に述べたとおり 最古 (45世紀 )

のギリシア語聖書の冊子本の写本国士 (ア レクサンドリア バチカン シナイ)が それ

ぞれに先
/・ に一致 しない書物をリストに抱えている

'医
況である。ゆえに ローマ カトリッ

クは 神の霊感を有する 日約部分の正共 (カ ノン)リ ス トを最終的に 16世紀の トレント

公会議まで決定することなく内部的な緊張脚 Lを 引きずることになる。

もちろん 研究者は 新約聖書の引用を嗣べると ユダの手紙にIHて くるエノク書への

1″示を除いては ほとんどの聖普り用力ゞタナッハのコーパスに瞑定さオtている事実を指摘

する。また 2世紀の教父たちの公式的な引月1も  同様に ただしアレクサンドリアのクレ

メンスを除いてだが アポクリフアからのり′Πはほとんと存在していないとも指摘する.

つまり この状況証拠から 121t紀の/11期 のキリスト教会は 一般的にユダヤ人のタナッ

ハとのけlf lな カノンにおける緊張関係は存在せず ・|じ「 約聖書をユダヤ人と共有してい

たと推測できるのだが 他方 教会の中にマルキオンのような旧約のlE典そのものに批tll

を加える異端が出てきていることも事実であり そのような異瑞を
`Lみ

IHす背景には 回約

の正典が確立していない状況がll・llで きる。要するに プロテスタント以前の「I`約 Jの
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つス トは「タナッハJと 一致も不一致もしない不確定の状況のままであつた。

問題は 1又録文書のリストだけではない。本文の長さや言葉自体にも不一致があり 教

会の最初の聖書学者オリグネス (3世紀)は原文とall訳 の不一致をコントロールするため

こヘクサプラを整備して ベプライ語聖書といろいろなギリシアi「訳聖書を対比すること

を可能にした。(ヘ クサプラの一行日がヘブライ語テキストであったのかは論争中である

が 二行日はヘブライ語の音写 三行日はアクイラ訳 4行 日はシュンマコス訳 5行日

|よ 70人訳 6行 日はテオドシオン訳)。 ヘクサプラに音写の欄がある必要性は トーラーの

も物テキストに母音記号がついていないからであり 原奥と訳語を―対―対16に するため

=は
必須であった。

とエロニュムスの「ヘブライ的真実 (田田崚 ve■ tas)Jは  ,%時 マルキオン主義など

の1日約批判が一方にあり,他方ではユダヤ人が聖書の本文を改ざんしているという主張が

あり その板ばさみの中よりでできた概念である。45世紀は 東西ローマの分裂をうけて

正確なラテン1告訳聖書の確立が西ローマには求められ グマスス 1世の命を受けて 福著

者と詩篇の改訂に その後は旧約の全体の改定についてもヒエロニュムスは取り組むので

あるが 当初の目的は
‐0人訳に合わせる形に古ラテン語訳を改訂することであつた。し

かし ヒエロニュムスがヘブライ的真理に日覚めたときに すなわちタナッハと70人訳

の亀裂に日光めたときに ギリシア.li聖 書からの改lr版 では真実の旧約聖書の翻訳には到

達できないことを悟 リ ヘブライ語を学び ユダヤ人の解釈を学び そのヘプライ語原典

から直接にラテン語訳することを決trし  新しいウルガタ訳を5L紀初頭に完成させる。

つまり 「ヘプライカ ヴェリタスJと は まさに真実の旧約璽書を求める彼のプロジェ

クトの精神が凝縮されている表現であり 日約聖書の真実はヘブライ語に求められるべき

というヘプライズムの宣言 つまリタナッハ回帰の奨めなのである。

しかしながら このヒエロニュムスのヘブライ

`'兵

理への情熱は 教会の中にあるユダ

ヤ教への敵意と ギリシア語聖書への忠誠心も同時に刺激してしまい 教会の中ではヒエ

ロニュムスのウルガタ聖書とヒエロニェムス以前のラテン語聖書の対立意識も大きくな

る.特に 典ネしによく用いられる詩篇において とユロニュムスは 70人訳からラテン

語に訳したガリヤ詩篇とヘプライ語から直接に訳したヘブライ詩篇という二つのパージヨ

ンを残したが それゆえに その対立意識の中で 教会の中には 両方を混ぜ合わせるバー

ジョンも出てきてヒエロニュムスの本来の訳文の意義が失われていく。ヒエロニュムスの

ヘブライ的真理は ヘブライ語聖書の一語一語の意味に対して忠実になることであり そ

′tはユダヤ教賢者の口伝律法の解釈伝続と不可分ではないことをヒエロニュムスは意識し
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ていた様に思える。ヒエロニュムスのウルガタ問題とは ヒエロニュムスの仕事が単なる

校
=∫

作業に Lま らず ヘプライ語聖書から訳しなおしたことで 彼のウルガタll・ 書がギリ

シア語聖書から訳‖|さ れたそれ以前の古ラテン語聖普とITL離 していつたことである.そ も

そもvulgata ed"lo(大衆普及版)と いう名称はギリシア.I聖書 (フ0人訳)に対して使われ

ていた用語であって 本来は ヒエロニュムスのラテン語訳をさす言葉ではなかった。そ

れゆえに ヒエロニュムス以後のラテン許世界においては ヒエロニュムスが70人訳に

従い校訂作業をしたものと その後ヘブライ語から新たに翻訳したものと どちらが本当

のウルガタ聖書であるかをめぐり意,との対立力i続 き 特に北アフリカの人々は アウグス

テイススの影響もあリ ヒエロニュムス以前のラテン語型苦への忠誠を6世紀になっても

失わない。

ヒエロニュムスが生lIで行つた聖書関係の翻訳校.Tの 仕事は 次のように分類できる。1)

古ラテン許 .●・
のまま手を触れなかったアポクリファの書物。ただし その中より 2)ヒ

エロニュムス自身が70人訳からラテン語に訳し直したユディット書とトビト書はのぞく。

3)70人訳から校irし た計篇.4)ヘブライ語 7ラ ム語から翻訳したタナッハ。5)ギ リ

シア語を参照して校訂した古ラテン.Fの 福苦書。6)書F分的に校訂されている新 l・」聖書の

残り.ウ ルガタ聖音のラテン語翻訳は 新旧の混在のまま 根本的には統一されないまま

16世紀の自
'Fll時

代を迎える.

要するに ウルガタ聖書の問題は 日曰約」と「タナッハJの不一致に究極的な原因が

ある。外側は伝統1,な教会のギリシア語聖書を護りながら その翻訳に携わつたヒエロニュ

ムスは 序文で「ヘプライ的な真実」の精神を宣揚し アボクリファという用.r.を介して

タナッハヘの回帰を暗に教会に促している。このヒエロニュムスが遺したウルガタ内部の

ヘブライ的真実の上張は プロテスタントの (聖書のみ)の スローガンを●・み出した。そ

のプロテスタントのタナッハ的 日日約J概念に対抗しようと カトリックが改めて1日約型

書とは何かを定めようとしたとき (16 LI紀の トレント会議)ヒ エロニュムスの Hebralca

Ver tasは大きな障害となっていたようにおもえる。それこそが まさにヒエロニュムスの

FF文 を排除したウルガタ聖書 slx“ ne Vulgata(1590)と  ヒエロニュムスの序文を再掲 し

たウルガタ聖書 ClenenuneヽL“a(1593)(15,8)が 立て続けにバチカンから公式テキス

トとして次々と 16世紀末に出版される異常事態を説明する。ウルガタ型書の中のヒエロ

ニュムス,文の扱いの問題は Novaゞ嶽 ata(1986年 )で も続いている。とエロニュムスの

ヘプライズムに対する評価の不安,とを感じさせる序文の有無こそは 二つの聖書の現実の

.Lである。
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5 ラビ聖書からビブリア ヘブライカ第 3版ヘ

ユダヤ人の用意 したコーデックス形式のヘプライ語聖吉 (タ ナッハ)で有名なのは テイ

ベリア方式のアレッボ写本とレエングラー ド●本である。マツラー学者の仕事は巻物形式

ではなくて冊子本形式でのタナッハの中で保rrさ れた。そのユダヤ教内のll子本の登場は

タルムー ド時代以後 (‐ フll紀以後)であると見らオ■る一つの理由は 1サ 子本を意味する

■彙「ミツハフ (1■3か 」力`タルムー ドには■‖|さ れないからである.マ ツラー写本とい

われるものと 会■でltわ れる巻物の違いは  H瞭然である。会■で用いるトーラーの

な物は ■昔文字のテキストであり この巻rJを 製作するソフリーム (写字生)の仕事は

正FLに 文字テキストを作る事であるが 彼らマツラー学者は そのな物の子音テキストに

=盛
り込めない全ての情報を正確に保存するために 子音文字テキストの上に 母音記号

とアクセント.L号を諄ヽき加えた。さらに タナッハ全体の統一性を保持する方法として

トーラーの文字数 語数 行数を数え さらには人小のノートをテキストに対して残して

いる.アハロン ベン モーシェ ベン アシェルは最後のマツラー学者 (10世紀初頭)

として知られている。

このマツラー学者の聖14の 伝統は ヨーデックス形式の写本にき′tて 残されているのだ

めヽ これはトーラーの巻物形式とその朗読の伝統を保存するための努力であることを忘れ

てはならない。つまリ トーラーの巻物にはLIIに 断,資相承の伝統が確立されていて それ

らはタルムードの賢者たちの議論にも現れない巻物を製作するソフリーム {写宇生)の規

鰊りであると マイモニデスは その厳しい規則の一端を『ミシュネ トーラー」「ヒルホソ

ト セフェル トーラー」において紹介しながら 同時に8:4で は余lJ Iバ ラシヤー)

●関するマツラー写本の乱れを目にしたことも指摘して パラシャーを設ける正しい場所

のリストを著作で数えLげている。

1611・Lに プロテスタントが「聖書のみJを 宗教改革の精神として,rち 出す事でヘブラ

イ語聖書の重要性が急激に高まった。このヘブライ語聖書の重要性とは 聖書の言葉の原

奥としての重要性であるから ユダヤ教伝統が1葉 ってきた統-10な「タナッハJ聖書の存
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在が「■・ ltのみ」の主張を正当イヒすることになる。ヴェニスにてヤコプ ベン ハイムが

マツラー写本を集めて校訂本を作る作業は そもそもは前任者 Felk Praten● sが既に始め

ていた作業である。この初版のラビ聖書は 151617年 に口1版されている。ヤコプ ベン

ハイムの写本の収集がマツラーの本文批.Iの 始まりと17置づけられている理由は 彼がオ

ンケロスやラッシーとイプン エズラなど 伝統的な注解に必要なサプ テキストも加え

たからだけでなく 彼が聖書写本の中でスファラデイー系の写本の卓越性を匁っていて

アシュケナツー系の ry:本 を基礎にしていた初版の本文の欠陥を嬌11し ようとしたからであ

る。ヤコプ ベン ハイムのラピ聖書は 152425年に‖ヽ版されている。

しかしながら 171:紀 に入ると ヤコプ ベン ハイムのラビ聖苦への批判がカトリッ

ク側から またユダヤ教の伝統を擁護 していたプロテスタント側のブクス トルフなどから

もでてくる。これは一つには宗教改革の隠れた原動力「聖書のみJの現実が レヴイタな

どのユダヤ入学者に直接学んだヘブライ語とその伝統の知識に依拠 していることで キリ

ス ト教のアイデンティティが揺さぶられているという事情がある。lulえ ば 1711紀 に人

ると カトリック学者によって

'マ
リア五書がヨーロッパに導入されることで パリ ポ

リグロット聖書 (162954年 )ではサマリア五書のテキストとマツラー テキストが並ベ

られて ユダヤ人のマツラー聖書は古代から伝わる畿つかの聖書のパージョンの一つでし

かないという見方が拡散される。ユダヤ教のlllに も 171サ紀になると ノルツィーやロ

ンザーノなどによるヤコブ ベン ハイムのラビ聖書の批判が出てくるが ユダヤ学者の

批判は 腸本的に腋密なスファラデイーのマツラー写本を用いていない (=ベ ン アシェ

ルのマツラーの伝統から逸脱 している写本)で校訂 しているという批判であり 神学的な

要素は存在しない。彼らの批判は 中世のユダヤ学者メイリやアプラフイアたちも持つて

いた伝統17jな フイロロギアの常1識 (ス ペイン系写本を信頼する)からの批判である。

ちなみに 16世紀のラビ聖書の普及は イタリアの文芸復興の中でエリヤ レヴィタ

などのユダヤ学者がキリスト教学者のFFlに キムヒ家のヘブライ語文法を教え またヘプラ

イ語のIlllおし書を出版するなどして 教会のなかでもヘプライ語が広まったことにも大いに

関係している。それゆえに プロテスタントは 1日約聖書の解釈をめぐリ キリスト教と

ユダヤ数の区房1を どうするのかが問われ タナッハヘの対lLは微妙な|・l題を含んでいた。

それに関してセバスチヤン ミュンスターがユダヤ数の知識を利用して多元的な解釈の議

論を展開することに対してルターが不満を抱いていたことは有名である。加えて ユダヤ

入学者レヴィタがアクセント記サの歴史性を批判したリ キリス ト教の神秘主義者が信頼

していたゾハルの伝統に対して疑念を示したりすることなどで マツラー聖書への信頼も
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揺らぐ。その結果 バーゼルのブクストルフも ラビ聖書とプロテスタントの 日約聖書の

区分1を つける本文批評の

“

力を行い ラビ聖書の欠陥を批+J修正したブクス トルフ聖書を

作り出版する (161819年 ).

プロテスタントの立場から言えば 「タナッハ」と「 日約1の亀裂を埋めるll業 は 究

極n,に は 日約聖書の本・Tの オリジナル テキストをFi立する本文批評に帰着する。その

点で ウルガタ聖書の数字による章分けとマソラーのタナッハの段落 (パ ランャー)分け

が共存したヤコブ ベン ハイムのラビ聖書は キリスト教とユダヤ教の二つの聖書の伝

統の統合のための実際||な 本文批評の作業に先鞭をつけたことになる。もちろんウルガタ

聖書の章分けとマツラーのパラシヤー (段搭分け)は 一致していないll‐所が多々ある。そ

イtゆ えに 最初にキリス ト教聖書の伝就の章分けをヘプライ語テキス トに導入したポリグ

ロット聖書 (Compl● en■ an PolyJol 1514 17年 )の 編をたちは マソラーの段落分けを企

くり1除 して ギリシア語テキス トやラテン語テキス トとヘブライ語テキス トが 致するよ

うに配列して 章分けの数年をローマ数年で導入した。これは文字通りのマツラー聖書の

否定に他ならない。だからこそヴェニスのボンベルグで作られたラビ聖書の初版 (1517年 )

は マツラーのヘブライ語テキス トの段落分けを保持したままの まさにユダヤ人の「タ

ナッハJでありながら そこに新しく ヘブライ語文字でウルガタ聖書の章分けの数字を

l171タ トに.Lし たことの意義は大きいのである.私は このヤコブ ベン ハイムのラビ聖書

‐ウルガタ聖書の章分けの数字とマソラー聖書のパラシヤー段落を並ダ1さ せた そのあり

方に ユダヤ教の「タナッハJと キリスト教の 日日約Jの節度ある共存の精神を見るのだ

が この共存の形式の歴史的な意義は 日日約Jと 「タナッハJ力 1同 一視されたときに失

われる きわめて脆いものでもあると私は思う。

それに対して Biblia Hebぬ ica Kittelの 第 l版は ヤコブ ベン バイムのラビ聖書のテ

キストを定本にしながら日約聖書のヘブライ語原本をエクレクティックに復元しようとし

たが ボール カーレの助言により 第二版 (19271937年 )よ リレニングラー ド写本 (B19a)

を定本にするデイプロマテイックな立場にシフトした。とはいえ キッテルのビブリア

ヘブライカには 宗教改革■ll以来の (口約〉復元の編集方針が生きていて レニングラー

ド写本にあるマツラーの忠実な復元というよりも 編集者の判断によるパラグラフ‐パラ

ンャーの修正などが日立ち 基本B41に キリスト教学者の編集による真正なる日約聖書のテ

キストの確立が目指されているのは明白である。BHS BHQに 交代しつつある中で弱点

を修正してきているとはいえ 「日約聖書J編集の精神は変わらない。だからマソラー学

者の11事をより尊敬して忠実に「タナッハJテ キストの復元を目指すユダヤ学者には不満
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であり それゆえにマツラー学者のアハロン ドタンは レニングラー ド写本のパラシヤー

や,普記号とアクセント記号を忠実に反映 させた BHLを ●Kll年にlL版する.
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終わりに :過去と未来を結ぶために

ビブリア ヘブライカの第 3版を作るうえでポール カーレがキッテルに助言したこと

一-16世紀のヤコプ ベン ハイムの復元1,な マソラー テキストではなくて レニン

グラー ド写本を定本にして「ビプリア ヘプライカJを 編集せよ――この助言には オリ

ジナルの「‖1約J型書の意味を知ろうとする宗教改革以来の聖書学者の熱意が 皮肉にも

かえつて歴史の現実から力■サ離れた聖書テキストを作り|‖ していったという反省が込めら

れている。つまリ ヘプライ語聖書の「タナッハJと ギリシア ラテンir聖書の「田約」

の伝統が「一つの・t書Jであるとして そのオリツナルの彼元を求める熱Iは「タナッハJ

と「l日約Jの食い違いを消滅させることに必死になり いつの間にか神学的な聖評解釈の

恣意性と本文批評が表裏一体となって歴史■実そのものを彙変し 日約とタナ ソハの違い

を糊塗してしまう。カーレは ヘブライ‖聖書の歴史的■実そのものの,■ を聞く工夫は

まずは人工的な復元を捨てて 歴史の「モノJ‐ マツラー写本の伝統そのものに:´ ち返る

ことだと ゲニザの古いマツラー テキスト断片をみながら考えたに違いない。,L普解釈

者なら誰しも真工な聖書テキス トを求めるであろうが ただ日のitに あるテキストの形式

|よ 普の形式ととても違うことをもっと自党する必勲 あゞる.

少なくとも イエス時代のユダヤ人が日の前にしていた聖書は巻物形式であり そこに

は1,音記号も無ければ 章の番号も節の番号もなかった一―この時代制約の中にある聖+

解釈の理解から聖港の歴史llな現実の迫求は始まるべきである。イエス

“

代のユダヤ人4

書解釈者にとっては巻物の単位や その中のパラシャーの段落分けが大事なテキスト解釈

の単位となつている現実を,1る なら 私たちは "等批評の資料..で染空の 日約■書のテ

キス ト単位を想像して聖書の解釈‖‖題を解決する前に イエスやパウロが「律法」「頂言者」

「諸書Jと 呼んでいたテキス トを 彼らが続んでいたように今読めるのかどうか 彼らの
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