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エペソ書の構成と

成立について
木 下 順

治

エペソ入へのr紙は︑その痔者の問題について︑最も

ざげ篇8昌ρζO鴫鶏￠︒偶問題の

りゆ評︒︾タ♂ピ■図瓢︒望しd鑓昌山oP鏑︒図旨︒〆0⇔山げ自曙v閃鐸7

一①お鍵霞区ω①P男霞巳ωび

むつかしさに筈者は決定しえないと主張する人々もある

､♂げの眞○⇔鳥げ霞ざ㌶oZ￠誉♂＜田置彰ρO節侮を凶︒犀︶Q四

工ペソ嘗の内容を︑パウμの原作の部分とパウロ以外の

編者の筆になる部分とに分けて理解しようとする人もあ

る︵﹀唱℃①鋼︾子①馨斜じd①コ︒一帥曽Oの猟p︒ロ〆Ooσq鐸Φご謁貧目憎

寃R︶︒ωと図の立場は夫々梢当の無理がある︒小論は㈲

のグル⁝ブに入る全く籍しい試論である︒

○

エペソk日に川いられている主語の西行は︑これをパウ

によく注意されているのぼ︑﹁わたしたち篇と﹁あなたが

論争のはげしい文轡の一つであるが︑この問題を︑この

エペソ書の著者の問題については︑近代大きく二つに

た﹂である︒﹁わたしたち﹂をユダヤ人と解し︑﹁あなた

ロとの関わりで見ようとする時大切な要素となる︒普通

分れている︒ωエペソ書の中のパウロ的要素を重視する

哨電ω︒○言二塁謬臨㌶o憎︑︒︒Zβζ

がた﹂を異邦人﹁と見る人々が多い︵諺げ9r舅︒雄牛霧切醐﹁

手紙の構成とからみ合せてさぐって見たい︒

保守的立場の人々は︑パウロ著作説を説える︵︾げげO僧ゴ

ここの﹁わたしたち扁は

しこの理解は二∴二で破れる︒

しσ⇔簿ダ囚︒霧8H︶︒しか

囚︸強P℃甦︒ざN巴岳ψ○昏夢臥ρO巳に諭旨コP竃ざ一ρ器富ω㎏
Ωoσqαq博タδ︒・80肝玉

品分を﹁生れながら怒りの子﹂と言っている︒この言葉

じご鋤増昏︾ωoぼ二ρω蜜⇔的ρ菊・鼠

○轟⇔r山谷省吾︶︒②批判的な人は︑パウロの思想や用

ｭグ記⁝トや︒これを強いてユダヤ人と解することは無

はユダヤ人の伝統から⁝．覇って異邦人を指す文40である
Zぎ鉱蚕ヨv累餌︒︒Φ再論副一〆bσ簿㍗

語︑文体と異る要素を指摘して非パウロ説を支持する
︵ゆの震ρζ器ωoPU一げ鉱一￠︒ウ

同①帥rしご︒穏⇔実効ヨヨvOo欝皿ヨ費彰・ζ搾齢9ピOoo鳥壱①①理
9 である︑⁝∵一の﹁あなたがた﹂は明らかに異邦人で
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ある︒従って二章のはじめは︑教会の指導の地位にある
∵一の﹁あなたがた﹂︶に向って

異邦人︵二・三の﹁わたしたち﹂︶が︑新しく教会に加わ
ってきた異邦人たち︵

この部分には金く﹁わたし﹂がなく︑一四と一八には﹁わた

いた︒

したち﹂がある︒この﹁わたしたち扁は二・三一憩のものと全

2

く災り︑ユダヤ人と異邦人とを含せた﹁わたしたち︺である︒

こ笥れは

従ってこの﹁わたしたち﹂の中にはパウロが加わっていると見

の文字一かあるが︑

のべていると解さねばならぬ︒従ってユダヤ人であるパ

﹁わたしたち漏

q§liの動詞を意訳したもので︑原文には門わたしたち﹂は

口飯照訳には三・轟ハに

ることができる︒
3

ウ獄は︑この何れの代名詞の中にも含まれていない︒

エペソ書が強いパウロの面影を残していることは否め

ない︒又五節の鮎Noq敏Noおは有力な写本には欠けており︑

Z①鑑①本は特に！記暦を付してこの文字を本文より除こうと

ない︵編えば︑三・一︑七一八︑四・一︑六・二〇一一二

等︶︒そのパウロ的色彩を反映している場醗が︑﹁わた

している︒故に﹁聖徒たちと予欝欝たも﹂と読む︒又この五節

4

じご簿簿7の指摘するように︑ある畿歌か信仰告蜘文よりの引

ある写本には六二〇に穂鶏感ミ黛亀とあるが︑ これはディ

規と見てよいと慰う︒

叢

は﹁入の子たち﹂といった極めて稀な語が照ている点からも

し﹂という一人称単数をもって述べられていることに注
意したい︒そしてこの﹁わたし﹂でのべられている部分
︵1︶

︵綴∵兇討は 触℃ ↓oりの 伽趣︒難︑黛℃帆︒への︾鋤ヘウ

一
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一

を集めると次の如くなる︒
︵2︶

一工i二︑一五1．一八︒

ダケーなど教父の文馨に現われているがパゥロの助法にはない

ソ重岡に特殊か略㎜用瓢㎜

N舎黎蓉bミまβ唇音黛激袋四q黙瓦︶とか︑特殊な語法︵岡

ペ

と呼ぶ︶に属している︒ そしてこの部分は︑ これまでエ

部分は﹁わたしたち﹂を用いている部分︵以下﹁芝Φ章﹂

他方︑この﹁わたしの章﹂︵以下﹁！章﹂と睡ぶ︶以外の

る︒これは晶駒後の闘係から見てパウpのものでない︒

語訳にはあらわれてないが︑原文には鞭︑駆謝隷NSの句があ

見るわけにいかない︒又五・輩二には︑口

︵二・＝ ︸三︶

故︑パウロのものと

︵3︶

三・一一九︑一三一一九︒
四・一−山色︑ 一七i二四︒
︹4︶
山ハ︒一九一二一二︒

一二八の焦り⁝⁝焦り⁝⁝は〜兀来写本に根跡のあるように︑

一八の融紀が除か

れるようになったと見てよい︒故に元来は一八で区切られて

焦⁝⁝はあとから編上によって加えられ︑

募⁝⁝鶏叩碁⁝−であったと思われるQ従って一九の零叩

1

註

殆どこの部分に現われている︒更に言えば︑悪魔を指す

指摘されて非パウロの論拠とされていたようなものが︑

義語を所有格でつないだり︑長いセンテンスの文︶として

章とはその用語︑出切がはっきりと異っている︒従って

らわれている︵四

三二の間︶︒又教会の中で教職の制度化に向う傾向もあ

れている︵丁八事ー二三︑三二〇︑二一︑五・二三−

は﹁異邦人﹂の語が五器も現われているのに︵二・一一︑

あり︑＜計章の作者はパウpの身辺にいた弟子の一人で

わざるをえない︒従って︑筆者は1章の作者はパウロで

両者は別個の文書であり︑又その著者も異っていると思

！一︶︒とにかく≦o章は︑Z

のに勲黙曾ごのと言っている︵四・二七︑六二一︶︒パウ

ﾏいつもサタンと言ってこの語は用いない︒又Z章で
三・一︑六︑八︑四∴七︶︑毫③章では一國も繊てこな

ものであるかを定めることが大切である︒第一に︑エペ

さて∬章をパウロの窪となす時︑パウロのどの時代の

あると考える︒

︵ξヒ︶﹂の語は︑1章ではいつも穂の時代との対照として

い︒これは筆者が異邦人であるからだと思える︒﹁今
用いられているが︵一∵一三︑三・五︶︑薯︒章では現在の

になることである︵三・三一六︑九︑六・一九︶が︑≦①

1章では﹁奥義﹂とはキリストによって異邦人が神の民

入れている︵二・一〇︑四・＝二︑

四・三︶︑芝①章では︑召されたあとの信徒の訓練に力を

ことに思いが集中しているが︵二∴四︑一八︑三・六︑

八︶︒Z章では︑

一五︶︒

しろカイザリヤの獄を考えるのが最も適切である︒当時

で︑エペソの獄は勿論︑ローマの獄を考えるよりは︑む

人との通票は一応解決した時期のように思える︒この点

く︑精神的にも至極平静であり︑すでにユダヤ人と異邦

二は︑パウロの活動期のような激しく戦闘的な語調がな

入がなく︑比較的静かな状況．であ．つたように思える︒第

にあった轟時とは謬り︑身辺にあまり頻繁な弟子達の出

ソ書を書いたのは獄中である︒しかしこれはエペソの獄

章では一切のものをキリストにあって一つにする意味︑

カイザリヤでは︑降⁝マの軍士コルネリオやその周開の

悪い時の意味で用いられている︵二・二︑三・一〇︑五・

この意味でキリストと教会との一体の秘義が語られてい

異邦人信徒とピリポを中心とするユダヤ人信徒とが融和

ユダヤ人と異邦人との区励の壁を破る

る︵一・九︑五・三二︶︒又〜章では教会の文字はないの

した状況にあり︑パウロがその生涯をかけて戦った異邦

一五︑五∴︑

に対し︑＜〜①章では教会が非常に重要なものとして語ら

一
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ロ．

な喜びを感じたこともあったであろうと思われる︵三．

人の福音化が見事に実っている実状をその目で見︑大き

入っていることは否定できない︒コロサイ書の異端にあ

奥義観や教会観がパウロよりも一歩その次の時代の中に

の教会にも回状として届けたのであろう︒一・一に﹁エペ

手紙をエペソの教会にとどけ︵六・二一︶︑更にその近辺

同行者であった︵行伝二〇・四︶︒テキコはパウロのこの

ている入物であると思われる︒この点でコロサイ書︵エ

がパウpのコロサイ書やコロサイの異端思想をよく知っ

通した用語や内容の多いことなどは︑この憂①章の筆者

︵5︶
おり︵一・一〇︑二三︑四・一三︶︑その他コロサイ書と共

らわれている身命eな袋が度々色々の意味で用いられて

ソの﹂の句のない写本があるのは︑そのためであろう︒

ペソの獄中の書︶を持参したテキコ︵コロ四・七︶が考え

一三など︶︒第三に︑テキコはこの度のエルサレム行の

従って∬章はパウロのカイザリや期の末期︑獄中で書か

られる︒又光とやみ︑光の子というようなヨハネ的思想

ることとの凋係が考えられる︵行伝二〇・四︶︒もしこの
⑱一
推測が正しいなら︑エペソ書の中の妻㊦章の著者はテキ

ふれた者と推定され︑この点でもテキコのアジヤ人であ

のあることは︵四・八−一四︶エペソでヨハネ派の思想に

れたと見る︒

神への讃歌︒

では老①章の成立を如何に考えるべきであるか︒この

一・三i一四

一・一九一二・一〇︑三・一〇−ご一︑二〇一一二Q

を精読し︑それを土台にして学びつつ︑洗礼者のため︑

コと考えるのが最もふさわしいと思う︒彼はコpサイ書

教会︒

神の力の働きによってなされる世界の救と栄光の

また信徒の訓練のために芝①章を書いた︒テキコはエペ

ソ轡の1章をパウロの命でエペソにとどけたあとは︑そ
︵6︶
の地方で伝道に従事したであろう︒後日彼は自分の書い

四・七−一⊥ハ︑二五i三二︑五・一−三三︑⊥ハ︒一−

一七︑二四︒恵の下の生活︑家庭訓︑この世との
闘い︒

たものをパウロの∬章と組合せて礼器用にまた信徒訓練

用に編集した︒これが現在のエペソ人への手紙となった

この名Φ章の著者は︑ パウロの思想の中心である信仰

義卓説をとっている︵

のであると考える︒

マ四−八︶ことからも︑パウロの

思想を受けた者であることは明らかであると共に︑その

一
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一

章は三つに分けられる︒
︵1
（2）
（3）

は芝Φ章の中の用法と異り︑キリストの愛こそ神のプレーロー

5熟息℃e︑§の語は1章の中の三∴九にもある︒しかしここで
マであるとの主張であって︑究全にパウロのものである︵参照

テキコの動静を聖棄口の中に見ると︑先口ず彼がコロ韻ソイ警を持

∬コリ五∴四︑ロマ五・八︑八・三九など︶︒
6

参してコロサイに派遣されている︵コロ烈．七︶︑ある所から
二︑多分テトス三二二も岡じ派遣をさすものと思う︶︒又アジ

︵多牙マケドニヤから︶エペソに遣わ評轟﹂れている︵Hテモ四．皿

アの教会の代表としてエルサレムに岡行している︵行低二〇．
閣︶︒これらはテキコがエペソ及びアジアの地方と深い闘係の
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於・北星学國女子短期大学

昭和五十年度行事報告
○第十四回大会

会

理事会

昭卸四十九年度行事・会計・会計監査報告を承認

総

一︑次期大会は七月十二日︵月︶︑北撚学園大学において行なう

決議事項
予定とする︒

ことの可能性を打診する︒

二︑公㎜書芸会は高橋漢氏とシ講ナイダ⁝氏を講師として招く

渡部光男

三島恒雄
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あることを示している︒尚又エウセビオスの数会史によれば︑

三︑﹃基督教学隔第十篇万の編集委藁として次の各氏を選出︒

浅井疋三︑宇野光雄︑大山綱夫︑近野亙︑菅沼英二︑縄沢武

カイザリヤにいたピリポとその置碁の娘予言者らがその後コロ
サイの近くのヒエラポリスに移っている︒これはおそらくテキ

ケ⁝スワーカー

大山綱夫

荒木関巧

人︑土屋博
研究発表会
一︑キリスト弥粥

⁝一︑アメリカにおけるヴォラン

札幌グリーン︷当院

コの斡旋によると推定しても必ずしも的はずれではないであ
ろう︒

7 第ニコリント人への手紙︑ピリピ人への手紙︑いずれもいく
ま︑ローマ書もまた礼拝用のため二つの文書の結合されたもの

つかの文書が翻合せられている︒私のローマ盤同二文樽説によれ

1颯

大

タリズムについて

三︑キェルケゴールに於ける
﹁建徳﹂の概念

学

女北
子星
王学
大鰯

；ll本

酪
農

驚基
岡督
教教
会団

と考えられる︒従って第嗣多紀頃に本文の確定する以前に︑濠
初のパウロの諸手紙が色々と作為された事実を否虐疋するわけに

四︑大正期における北海道
干

はいかぬと考える︒

の考察

キリスト訓教・更への荊宕

都禽により中止となる︒

○公瀾講演会

旭日

一

注

