
「パウロは福音書を推奨していたか」 
ラウワ・ステューワート 

 

前書き 

 この講演は、2010、年に提出した博士論文に基づいたものです。 もちろん、400 頁

となる論文の含んでいる範囲の全てを一時間の講演の中に入れることは出来きませ

ん。ですから、幾つかの点において、結論のみを挙げることにします。 
例えば、ここで主張する学説が焦点を当てる聖書の箇所は、一節の三分の一しかあり

ませんが、その小さな箇所の中の釈義に影響を及ぼしてしまう、割合に重要な本文批評

問題がふたつあります。 しかし、それらの議論を飛ばして、当論文では、その本文批

評の問題の結論のみを挙げます。更に、色々な釈義の議論も時間のために触れることは

出来ません。 
 

序文  

博士論文と当論文の、両方は、1 コリント 4：6 に集中しています。 その節の正

しいギリシャ語のテキストは、オリゲネス1とウルガタ2また、色々な古いラテン語の教

父3の注解書の中では正確に証言されているのです。 そのテキストそして、私の英語

と日本語の翻訳は下記の通りです。 
 

Tau/ta de, avdelfoi, meteschma,tisa eivj evmauto.n kai. VApollw/ di u`ma/j i[na evn h`mi/n ma,qhte to. Mh. u`pe.r 

o] [a ]] ge,graptai [fronei/n] ( i[na mh. ei -j u`pe.r tou/ e`no.j fusiou/sqe kata. tou/ e`te,rou 
ラウワの日本語訳 

A )兄弟たちよ、私が、あなた方のためにこれらのことを比喩的に私自身とアポロに当てはめ

                                                 
1 「to\  àIna e)n h(miÍn ma/qhte to\  Mh\ u(pe\r oÁ ge/graptai」カティナ(L. Catenae = chain。諸

教父からの聖書注解集)におけるオリゲネスの1コ4:6に関する注解文が含める聖書の厳密な引用

である。 
2 Vulgate: “haec autem fratres transfiguravi in me et Apollo propter vos ut in nobis discatis ne supra 

quam scriptum est unus adversus alterum infletur pro alio.” quam = “what,”単数形。Douay -Rheims’ 

ウルガタの英訳により、「But these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to 

Apollo, for your sakes: that in us you may learn that one be not puffed up against the other for another, 

above that which is written.」と。 
3 Jerome’s Vulgata以外は、Ambrosiaster;とPelagiusも同様です。 



たのは、あなた方が、私たちにより B ) 「書かれている事を超えてはならない」という規則

を守ることを学ぶためであり、C ) そしてそれによって、だれも、ある人を立て、他の人に対

し高慢にならないためなのです。 

ラウワの英訳  

A) Brothers, I have figuratively applied these things to myself and Apollos for you, in 

order that in us you may learn to keep the rule, b ) “Nothing beyond what stands 

written,”4 B )  in order that none of you be puffed up for one against the other.  
 

二つの異文は、括弧に入っています。 一つ目の場合は（関係代名詞の数）、公認

本文（textus receptus = TR）が正しいものです。しかし、他方は、不定詞である「fronei/n」

という単語が、6 節の真ん中にある動詞の省略された文節(ellipsis)に動詞を供給したも

の(gloss)のケースで、原文にはありません。 この二番目のテキストの問題の場合は、

私は現代の新約聖書学者たちと一致しておりますが、関係代名詞の数に対しては、私は

多数派とは違う読み方を本文として認めました。 その異文の判断に関する最も古い資

料は、表 1 の中にまとめられています。 

                                                 
4 規則の英訳は、丁度C.K. Barrett, The First Epistle to the Corinthians, Black’ s New Testament Commentary 

(London: A & C Black, 1968), 106頁と同じです。The Oxford English Dictionary, s.v. ‘stand’, recognizes 

definition no. “42. a. To be or remain valid or of force, hold good.” Lockwood, too, followed Barrett here; Gregory J. 

Lockwood, 1 Corinthians, Concordia Commentary (Saint Louis: Concordia Publishing House, 2000), 137. 



表１ :  一つ目の異文に対する初代証人  

 

複数を認めている証人: a[ 単数を認めている証人: o 

Text/Father Approx. Date Provenance/type5 Text/Father Approx. Date Provenance/type 

 P46 200 Egypt Origen 200 Egypt 

a 4th C. Alexandrian Chrysostom 4th C. Antioch 

B 4th C. Alexandrian Ambrose 4th C. Italy 

Athanasius  4th C. Alexandria Jerome 4th C. Rome/Bethlehem6 

Cyrillus 4th C. Alexandria Pelagius  400 Rome7 

Severianus8 400 Syria/Const. Theodoret 400 Antioch 

C 5th C. mixed D 5th C. Western9 

A 5th C. independent Syriac10 5th C. Antioch 

   MajT various Byzantine 

                                                 
5 Based on the predominate category found in the text as judged by Kurt and Barbara Aland, The Text of the New 

Testament, translated by E. F. Rhodes, Revised (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1989), 159, 334. 

6 (Vulgate) While his education and early adulthood were mostly in Rome and his elder years in Palestine, Jerome 

spent much of the period from 370-380 living as a Monk in the desert near Antioch. 

7 In 411 Pelagius left Rome and eventually settled in Palestine, where he spent his elder years embroiled in the 

Pelagius-Augustinian controversy.  (In 415 he was acquitted at Jerusalem, but the controversy did not die; in 431 the 

Council of Ephesus rejected his view of sin and salvation.) 

8 In Chapter One, Severianus was found to be less than a clear witness to the plural since it is not at all clear that his 

rendering of the saying was intended as a direct quotation.  He spent time both in Syria and Constantinople. 

9 “This has been the most controversial of the New Testament uncials, the principal witness of the text called 

‘Western,’ although it was written in either Egypt or North Africa, probably by a scribe whose mother tongue was 

Latin”; Aland, NT Text, 109. 

10 The oldest reading in Syriac, the Peshitta, usually dated to the mid-fifth century [Aland, NT Text, 197],  “reads: 

dla^ tethra(o^n yati^r ma^ dakthi^b. Lamsa's translation would be an accurate one: ‘in order that you (pl) may learn 

not to think beyond that which is written.’ Because r(n is in the Ethpa`al stem, it could also have the meaning ‘to 

purpose’ or ‘to hold an opinion’.  All in all, the reading is consistent with that of the Majority text type, though the 

ma^ + di is ambiguous--it could translate an underlying plural ha.  Kthi^b is of course singular tipping the balance in 

favor of the ' ho gegraptai'.” Prof. Stephen S. Taylor, staylor@ccat.sas.upenn.edu, Peshitta of 1 Cor 4:6b 

(Philadelphia, May 22 2000), 1 page . 
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  では、6 節の日本語の翻訳をお読みします。  
 

兄弟たちよ、私が、あなた方のためにこれらのことを比喩的に私自身とアポロに当てはめた

のは、あなた方が、私たちにより「書かれている事を超えてはならない」という規則を守る

ことを学ぶためであり、そしてそれによって、だれも、ある人を立て、他の人に対し高慢に

ならないためなのです 11。 

 
重要な節  
  この 1 コリント 4 章 6節は、色々な学者によっては、 1—4章の中の、クライマ

ックスとして認められています。 例えば、フィー師よるとここでパウロの「議論は、

頂点(the moment of truth)に到着した」。 「パウロが、自らとアポロについてのイメー

ジを持っている議論をそこまで続けたのは、彼らに何かを学ばせるためである。」とも

書いてあります。 彼らが学ぶべきことは、もちろん、4章 6節に記されている規則を

守ることです12。 ですから、この節の意味は、1 コリントの手紙、少なくとも最初の

4 章を理解することの、最も大きな壁となっています。 
 
不可解で謎のような節  
  この節の規則の重要性は知られているにもかかわらず、最近発行された学者向きの

三冊の注解書は、この節が引用している規則の意義については、一致していません。 
一冊は、A.C.シセルトンのものです。 驚くべき意見ですが、彼は、三つの解釈が三

つとも正しいと主張しています。 「ge,graptai、つまり『書かれている』、という単語

は通常聖書へ言及しているものだから、 (ii), (iv), (vi) という可能性は、[三つとも] . . . 殆
ど確実に正しい[options (ii), (iv), (vi) . . . are almost certainly right] 」とシセルトン師

                                                 
11 Brothers, I have figuratively applied these things to myself and Apollos for you, in order that in us you 

may learn to keep  the rule, “Nothing beyond what stands written,” in order that none of you be puffed up 

for one against the other.（ラウワの英訳）規則の英訳は、丁度C.K. Barrett, The First Epistle to the 

Corinthians , Black’s New Testament Commentary (London: A & C Black, 1968), 106 頁と同じです。

The Oxford English Dictionary, s.v. ‘stand’, recognizes definition no. “42. a. To be or remain valid or of 

force, hold good.” Lockwood, too, followed Barrett here; Gregory J. Lockwood, 1 Corinthians,  

Concordia Commentary (Saint Louis: Concordia Publishing House, 2000), 137. 
12 Gordon D. Fee, The First Epistle to the Corinthians , NICNT (Grand Rapids: Eerdmans, 1987), 166-67.  

More fully: “That the argument has reached the moment of truth is signaled first of all by the way it 

begins: with the words, ‘these things’ placed in the emphatic position”; Fee refers to 4:6’s “I have applied 

these things  … that you may learn” (NIV). 
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は書いています13。 しかし、三つの異なっている解釈が、同時に正しいことはもちろ

ん不可能です。 
 二冊目は、R.F.コリンズのものです。 彼によると、4章 6節の中に引用されている

規則を「理解するのは、極めて難しい」。 そして、注解書の中でそれを説き明かす段

落には、「An Enigmatic Saying」、日本語では「不可解な格言」というタイトルを付け

ています14。つまり、コリンズ師は、格言の意味については意見を主張していない訳で

す。 
 三冊目は、G.D. フィー師のものです。 彼は 4 章 6 節の規則の釈義に対しては、諦

めたようです。フィー師の最後の言葉は、次のようです。 
 

But on this matter we must finally plead ignorance.  Here is a case where the apostle and his 

readers were on a wavelength that will probably be forever beyond our ability to pick up.  

このことに関しては、我々は「無知である」ということを最終的に弁論すべきです。 

この箇所について、使徒とその読者の考え方は、多分我々が決して理解することは出

来ないものでしょう
15
。 

 
  確かに、パウロやコリントの教会の兄弟たちは、第一の手紙が書かれる前

から、すでにこの規則の意味を明瞭に知っていたのです。 パウロは彼らに規

則のことを説明しようとしている訳ではなく、むしろ、彼らが規則を忠実に守

るように説得しようとしています。 読者が、すでにこの規則のことを明らか

に知っているという、手紙を読むための前提が、フィー師が釈義しようとする

際に表している落胆の原因です。  
  4 章 6 節で引用されている規則を理解するのは、ただ 1度しか用いられてい

ない語、すなわち「hapax legomenon」を理解しようとするのと同じような問

題です。 古代ギリシャ語の、存在している全ての文章の中で、ある単語が、

一箇所だけで使われているならば、「hapax legomenon」と呼ばれています。 そ

の単語の意義を見つけるのは、たいてい難しくなります。 その場合、この唯

一出ている箇所の文脈、そして、単語の構造と語源を研究すること以外は、意

義を調べる方法がありません。 同じように、4章 6節にある規則の意味という

                                                 
13 Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text, NICGT 

(Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2000), 352 -54.  （英国ノッティンガム大学神学教授） 
14 “The saying is exceptionally difficult to understand;”; R.F. Collins , First Corinthians, Sacra Pagina 

(Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1999), 177, 180. （アメリカ・カトリック大学の新約聖書教

授、又元宗教学監督）  
15 Fee, The First Epistle, 1987, 169. 
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謎を解決するために、規則の周りの文脈を釈義することと、規則の構造、即ち

規則自体の中身を釈義する方法しかありません。 「hapax legomenon」と同

じように、元々の読者は、規則の意味をすでにはっきりと知っていることは、

手紙を読むための前提ですから、予めにそれを全然知らない私たちには、謎を

解決する方法として、規則の周りの文脈と規則の中身から間接的に調べること

しかありません。 
  この講演では、規則の文脈に集中致しますが、まず、規則自体の釈義によ

り、私が学んできた幾つかの点を挙げたいと思います。 
 

規則自体の釈義から 

 まず、私の、この規則に対する釈義による一番大切な結果は、先に挙げた翻

訳です。 英訳は、元々C.K.パレット師が、その注解書の中で主張したもので

すが、私の研究はその翻訳のふさわしさを確かに致しました。". . . you may

learn the meaning of 'Nothing beyond what stands written', so that..."  
 
 規則自体を釈義したことによって、いくつかの外の結果は、次の通りです。 
1. 最初に、コリントの教会の人々は、パウロから規則を習いました。 それは

パウロが教会を設立した時、つまり 50 年ごろでした。  
2. パウロが、規則を 1コリントの手紙の中で利用しているのは、以前に教えた

時から、パウロは規則の意味を変えていないからです。それ故に、規則の意

義やその中にある一つ一つの単語の意味も変わらずに用いられています。 

すると、「書かれていること」すなわち 6 節が言及している書物(o] ge,graptai)
のアイデンティティは、教会を設立した時と、手紙を書き送る時も全く同じ

です。 
3. 規則は、パウロが創造したものではなく、むしろパウロは、他教会か他の使

徒から規則を学んだ上、コリントの教会の土台を敷いた時、その教会のため

にも定めた物です。 
4. 「書かれていること」従って「書かれている書物」に関しては、その書物は、

聖書のような権威を持っている書物ですが、おそらく、旧約聖書ではないで

しょう。 「ge,graptai」日本語では「書かれている」というギリシャ語の単

語は、法的な専門用語です。 普通の使用は、法律書や聖書など、規範を定

める書類を引用したり根拠として訴えたりする時、「ge,graptai」をもって、

その規範的な書物を言及しますが、規則の中には、引用や他の言及もありま

せん。 実は、規則の中で、「書かれていること」という表現の役割は、固

有名詞とかなり似ているということす。 なぜなら、50 年頃パウロが規則
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を教え込んだ時でも、その５年後でも、その表現は同じ具体的な書類が指し

示しているからです。 ですから、役割は固有名詞と近いものですが、旧約

聖書のためには決まった表現がすでにあります。 それは「o」 ge,graptai」

ではなく、むしろ「aì grafai.」です。 例えば、1コリント 15 章 3―4節で

は、「聖書」という固有名詞によって翻訳されていますし、その意義は、旧

約聖書となります。 従って、「書かれていること」は、聖書のような権威

を持っている書物ですが、おそらく、旧約聖書ではないでしょう。 
 

これらの四つの点と上記の規則の翻訳は、規則自体の釈義から得たもの

です。 しかし、規則の意義を理解するための、最も大切な釈義は、規則の文

脈です。 特に、規則を含む 4 章 6 節の文章自体です。 もう一度、それをご

覧下さい。 上記の通り、それを三つに即ち、A,B,C,に分けて学びたいと思います。

まず、規則の手前の文脈を取り上げます。  
 

規則の文脈 ― 手前 

規則の手前の文脈は、6 節の A という文節です。 その文脈によると、パウロは、

「コリント人たちのために『これらのこと』を比喩的にパウロ自身とアポロに当てはめ

たのは、彼らが ...  規則を守ることを学ぶためでした。」 ですから、『これらのこ

と』を比喩的にパウロとアポロに当てはめた4章6節の先に書いておいた箇所の目的は、

コリントの教会に 6節 B の規則を守らせるためです。 そうすると、その箇所は、「な

ぜ守るべきか」という質問に明瞭に答えるものになるはずです。 ですから、その箇所、

すなわち、パウロが自らとアポロに『これらのこと』を比喩的に当てはめたという箇所

を釈義することによって規則の全体的な意味を推論することが出来る可能性がありま

す。 
 
「私自身とアポロに当てはめた」箇所はどこ？  

しかし、「パウロが自らとアポロに『これらのことを』比喩的に当てはめたという

箇所」がどこかという質問には、解釈史の中で二つの答えが出されて来ました。 まず、

コリンズ師は、クリュソストマスの解釈に従って、1 章 11 節から 4 章 5 節までへの言

及であるとします。 他方、フィー師と現代の大多数の学者によると、「パウロは自ら

とアポロに『これらのことを』比喩的に当てはめたという箇所」は、単に 3 章の 5－17
節の比喩的な箇所だけです。 そこでは、パウロとアポルロに当てはめられたそれぞれ

のことは、メタフｧーを造るために用いられています。 それらのメタファーは、農業

と建設から借りたものです。 例えば、種を蒔いたりみずをやったりすること、又、土

台を敷いたりその上の建物を造ったりするということです。  
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この議論に対しては、フィー師の判断は正しいものです。 色々な理由があります

が、最も決定的な理由は、「私自身とアポロに当てはめた」という言葉です。 もちろ

ん、パウロとアポロという二つの名前が 1章 11―12 節にも書かれてありますが、そこ

では、ペテロの名前も出ていきます。 3 章 18 節以降にも三人の名前が再び出ていま

すが、3章で、18節の前の箇所のみに、「パウロ自身とアポロに当てはめた」という述

べ方は、全く適切なものになります。  
従って、4章 6節Ａを踏まえて考える、3 章 5－17 節の、農業と建築の比喩による

メッセージの中心的なポイントは、4章 6節Ｂの規則を守ることが強調されていること

が分かります。  
農業と建築のメタフォーの中心点は、少し捕えられ難いものだと思います。 二つ

の理由があります。 それは、メタフｧーが二つあるからであり、また、第二番目のメ

タフォーの構造の複雑さの故です。 箇所の全体の中心点は一つだけですが、メタフォ

ーが二つあるので、メタフｧーの両方をまとめて、中心点を確認すべきです。  
その中心点が、二つ目のメタフｧーによって伝えられている証拠は、三つあります。 

まず、第一のメタフｧーは割合、短いものです。ギリシャ語の新約聖書の中では、一つ

目は、5 節から 9 節前半まで続いて、(UBS4版では)長さは 7行となります。 二つ目

のメタフォーは、9 節後半から 17 節まで 14 行があります。つまり、二番目の長さは、

一番目の二倍ぐらいです。そして、第二のメタフｧーの優先性を示しているもう一つの

理由は、メタフォーの順番です。 単なる一つの中心的なポイントがあるので、前のメ

タフォーは、当然、後の物の準備とする役割を果たしています。 しかし、メタフォー

の箇所全体の中で、二つ目のメタフォーが、中心的教えを表している一番大切な理由は、

16―17 節に恐ろしい警告が含まれていることです。 フィー師によると、そこにある

「神はその者を滅ぼす」という警告は、新約聖書の中では、一番恐ろしい警告で

あります。」 しかし、農業のメタフｧーの中には、警告が全然ありません。 そ

れ故に、当然パウロの中心的な関心は、最も恐ろしい警告を含む建築のメタフｧ

ーの中にあります。 ですから、もっと簡単に言いますと、コリント人たちに

「『書かれている事を超えてはならない』という規則を守ることを学ばせるため」に、パ

ウロは、とても酷い警告を含む建設のメタフｧーを書いておきました。では、建

設のメタフｧーの教えは、具体的に何でしょうか。  
 

建設のメタフｧーが教えているポイント  

  このメタフｧーの頂点は、確かに 16―17 節です。 それは、全ての注解書

の著者によって認められていることです。 けれども、16－17 節では「教会を

滅ぼす」滅ぼし方は、定義されていません。 ですから、以前の文脈から、そ

の滅びとは何であるかを推論しなければなりません。  
現在、注解書を書いている学者が殆どこのメタフｧーに対する意見として、
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フィー師と同じように書きます。 
 
フィー師の 3 章 1 6 －17 節の釈義 

 
“By picking up the imagery of judgment from vv. 13 -15, he sternly warns those 
who are in the process of destroying the church by their divisions . … Thus he 
presents us with … the strongest warning i n the NT against those who would 
take the church lightly and destroy it by worldly wisdom and division.”  
 
「13節から 15 節にわたって裁きの比喩的表現を使うことによって、彼(パウロ)は、

教会を分裂させ、教会の滅びの過程を進めている人に戒めている。 これをすること

によって、彼は分裂や世の知識によって教会を滅ぼし、教会を軽々しく扱うものに対

しての新約聖書の中の最も強い戒めを促す。」16 
 
即ち、教会を滅ぼすとは、人間的知恵によって教会を分裂させることになりま

す。その解釈は、どこから教会が分裂するという解釈を取るのでしょうか。 主

に、それは 1 章 10－12 節から取られる解釈です。 その課題は、3 章 3－4 節

で、再び触れられていますが、そこでは間接的な言及しかないので、実に、パ

ウロが教会を分裂させる危険性を指摘したのは、ずいぶん前の一箇所だけです。 

そこから教会の滅ぼし方の定義を読み込むことは、かなり不自然です。 1950
年代に注解書を出したアロー師というフランス人の釈義のほうが自然です。 
 
アロー師の 3 章 5 －1 7 の釈義 

 

“Non pas les travailleurs bien intentionnés mais imparfaits, qui ont fait des «superstructures» trop 

légères; mais ceux-là qui auront «ruiné», ou voulu ruiner, le temple, en ébranlant, disloquant le 

fondement qui est la croyance «au Christ, et encore crucifié», ou en prétendant construire sur un 

fondement qui ne serait pas celui-là. ”   

「この破壊者は誰でしょうか。それは不十分な上部構造を建てた、意図は良かったが不完全

な労働者ではない。そうではなく、神の神殿を破壊させた、いや、破壊したかった人で、そ

れを「十字架に付けられたキリスト」への信仰である土台を弱めたり、教会を他のキリスト

でない土台の上に建てようとした人である。」 17 

                                                 
16 Ibid., 146.訳D.ラウワ。 
17 [E.-B. Allo, Première Épitre Aux Corinthiens , edited by  J. Gabaldi et Cie., 2d ed., Études Bibliques, 

no. 2nd (Paris: Librairie Lecoffre, 1956), 64] 英訳S.ラウワ。日本語訳D.ラウワ。 
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アロー師は、他の注解書と異なった読みをこの箇所について示しています。 彼は、16
－17節をすぐ手前の建設の比喩から切り離さず、それを全部一つのメタフｧーとして読

みます。 そして、比喩の中では働き人の二つの種類を区別しています。一方では、真

心を持って土台の上で弱い材料を付け加えてしまう働き人、すなわち教師がいます。 

他方、すでに敷かれている土台を軽々しく扱って、新しく土台を敷こうとする働き人す

なわち、教師もいます。このような教師は、本物の土台つまりパウロとアポロが敷いて

おいた土台を壊してしまうことによって、神の神殿である教会を滅ぼしてしまう危険性

に対して、パウロがこのメタフｧーによって警告しているという理解になります。 
  アロー師は、正しいです。 滅びの危険性を近くの文脈から理解するのは、当然の

読み方ですし、また「切り離さない」ので、このように建設のメタフｧーの統一性が守

られています。 実は、メタフｧーの中では、論理的にも文法的にも 12－15 節の部分

は、題からそれている「余談」である箇所です。 それ故に、11 節から 16 節に続けて

読むことは、自然な読み方です。 
 
使徒的から受けたキリストの福音という土台を守りなさい  

ですから、建設のメタフｧー、あるいは 5－17 節の箇所全体の中では、パウロは、

当時、即ち 55年ごろ教えている教師たちに次の警告をしています。パウロとアポロか

ら受けた福音のみをそのまま用いて、福音の中身としてその福音を教えることによって

教会を牧しなさい。 その純粋な福音の代わりに、単なる人間の知恵を教会に教え込む

なら、教会を本当のキリストから導き離してしまうことになるので、注意しなさい。  
  しかし、その警告の目的は、4章 6 節Ａによると、コリントの教会にその規則を守

らせるように説得するためです。 従って、もし規則のためにメタフｧーが説得力を持

つなら、教会の中では警告の対象である教師たちは、規則が拘束する対象でもあります。 

教師たちは規則を守ることによって、警告に従って、教会の土台であるキリストの使徒

的な福音を守るようになるのです。 
  メタフｧーから推論すると規則の役割は、確かに、人間の知恵を避けて純粋な使徒

から受けたキリストの福音をもって教会を教師たちに牧させることです。 2 章にある

福音をまとめる表現でいうなら、「キリストと、十字架にかけられたキリスト」という

メッセージを守ることが出来る「書かれている書物」は、単なる一つの種類しか存在し

ません。 当然、「福音書」と呼ばれるようになったものです。 「キリストと、十字

架にかけられたキリスト」という福音を宣べ伝える時、もちろん旧約聖書も用いますが、

それは単に福音を部分的に予言するものだけです。 パウロとアポロ、また他の使徒た

ちが宣べ伝えていた福音は、その予言の成就でした。 
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結論、  
   ですから、結論を言いますと、パウロは、土台を敷いて教会を造る時、自らの福

音をいつも宣べ伝えていましたが、土台を敷いてから、教会を離れる前に、福音書を、

後に継がれた教師たちに渡して、その書物に対する規則も定めておきました。  
 

パウロが 4章 6 節に挙げている規則を意訳しますと、「キリストの福音を教会に教

える資料として、書かれている事を超えてはならない」となります。 当時の教師たち

が、「書かれている事」を軽々しく扱って「ペテロの名前」「パウロの名前」「アポロの

名前」を乱用して、人間の知恵を教え始めてしまったことを聞いたパウロは、4 章 6節

では彼らに再び規則を守るように注意しようとしています。  


