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出エジプト記 32 章金の子牛像事件解釈
―アロン伝承を中心としたユダヤ教・キリスト教の比較考察―
大澤 耕史
日本学術振興会特別研究員

要旨
本稿では、出エジプト記 32 章に描かれている金の子牛像事件についてのユダヤ
教とキリスト教の 5 世紀頃までの解釈を比較し、その背景を考察する。金の子牛
像事件とは、モーセがシナイ山で十戒を受けている間に、麓にいたイスラエルの
民が子牛像を崇拝した出来事を指す。これはキリスト教によるユダヤ教攻撃のた
めの重要な材料の一つとなっているのみならず、ユダヤ教内部においても非常に
大きな問題をはらむ事件となっている。その中でもアロンは、聖書の記述に従え
ば、子牛像の作成や崇拝に大きな役割を果たしたと考えられるが、両陣営には、
そのようなアロンを擁護する伝承が少なからず残されている。しかしその背景は
異なり、どちらも自陣営を守ることが目的である。本稿は各伝承の比較考察によ
り、そのメカニズムを解明する。対象は、ユダヤ教側はタナイーム・アモライー
ム期の伝承、キリスト教側はニシビスのエフライムに至るまでの教父が残した伝
承を中心とする。

キーワード
金の子牛像、アロン、ミドラッシュ、教父、聖書解釈
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The Interpretations of the Golden Calf Episode in Exodus 32:
A Comparative Analysis of Judaism and Christianity,
Focusing on the Aaronic Traditions
Koji OSAWA
Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science

Abstract
This paper reveals the background of Jewish and Christian interpretations of the
golden calf episode in Exodus 32 by comparing and analyzing interpretations that existed
up to about the fifth century CE. The golden calf episode involved the Israelites’ worship
of a golden calf at the foot of Mount Sinai while Moses was receiving the Ten
Commandments from God at the top. The episode was used by Christianity to attack
Judaism but was also very problematic for Judaism on its own terms. Interestingly,
interpretations by both sides tend to defend Aaron, who, according to the account in
Exodus, played a very important part. Their reasons for defending him are completely
different, however. To show both perspectives, this paper draws on the Jewish traditions
represented by Tannaim and Amoraim and the Christian traditions represented mainly by
the Church Fathers up to Ephrem the Syrian.

Keywords
Golden Calf, Aaron, Midrash, Church Fathers, Biblical Interpretations
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1．はじめに
出エジプト記 32 章に描かれている金の子牛像事件は、ユダヤ教 1のみならずキ
リスト教にとっても非常に重要な意味を持つ 2。モーセがシナイ山で神から十戒を
受け取っている間に、麓にいたアロンとイスラエルの民が金の子牛像を作りそれ
を崇拝したとされるこの事件は、ユダヤ教にとっては対外的にも対内的にも弁護
を迫られる大きな問題となり、またキリスト教にとっては、ユダヤ教を攻撃する
ための格好の材料となった。本稿では、この事件の中でも特にアロンの果たした
役割とその解釈に焦点を絞り、紀元 5 世紀頃までのユダヤ教とキリスト教の聖書
解釈を比較してその背景を考察する 3。

2．聖書における位置づけと問題
2-1．本文とその内容
紙幅の都合から簡単にではあるが、本稿で扱う金の子牛像事件について、ヘブ
ライ語聖書および聖書学におけるその位置づけと問題について触れておく。まず、
出エジプト記 32 章 1–6 節の内容は以下の通りである 4。
1：民はモーセが山から下りてくるのが遅れているのを見た。民はアロンのも
とに集まった。そして彼に言った。
「 立って、我々のために我々の前を歩む神々
をつくれ。エジプトの国から我々を導き上った人モーセについて、彼に何が
あったのかを私たちは知らないのだから」。2：アロンは彼らに言った。
「あな
たたちの妻、息子、娘らの耳にある金の耳輪をはずし、わたしのところに持っ
て来い」。3：すべての民は、彼らの耳にある金の耳輪をはずし、アロンのと
ころに持って来た。4：彼は彼らの手から取り、それをヘレト 5で形作り、子
牛の像を作った。そして彼らは言った 6。「これらが、お前をエジプトの国か
ら導き上ったお前の神々だ、イスラエルよ」。5：アロンは見て、その前に祭
壇を建て、宣言して言った。
「明日は主のための祭だ」。6：彼らは翌朝早く起
き、焼き尽くす献げ物をささげ 7、和解の献げ物を供えた。民は座って食べて
飲み、立っては戯れた。
この後、下山したモーセによる子牛像の破壊やアロンへの叱責 8、レビ人による
民の内の約 3000 人の殺害などが続く。それらもすべて合わせて｢金の子牛像事件｣
と呼ぶべきであるが、本稿では主にこの 1–6 節に絞って論を進める 9。
2-2．列王記との関連性
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聖書中で出エジプト記 32 章との直接の関連性が指摘されるのが、列王記上 12
章である。ここではイスラエル王国の王ヤロブアムが、金の子牛像を二対作り、
一体をベテル、もう一体をダンに置いた。その際にヤロブアムが｢イスラエルよ、
（これが） お前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ｣（28 節）と言うの
だが、この文章が出エジプト記 32:4 と同一であることから、どちらがどちらをも
とにして、ないしは参考にして成立したのかという問題が議論されて久しい。し
かしながら、この問題についてはいまだに結論は出ていないように見える 10。両
者に何らかの関係があるのは確かだと考えられるが、本稿ではこの問題について
も指摘するにとどめる。
2-3．聖書における牛
子牛像事件に関連する箇所以外でも、聖書には牛についての記述が散見される。
日本語の｢牛｣にあたるヘブライ語としては、｢若い雄牛｣の意味を持ち子牛像事件
でも用いられている｢‘egel｣ （35 回） 11、その女性形の｢‘eglah｣（14 回）、雄牛を
意味する｢par｣（133 回）、雌牛を意味する｢parah｣（26 回）、特に農業用などのた
めに去勢された雄牛｢shor｣（79 回）、雄牛とほぼ同義で力強さなどの象徴として使
われた｢’abir｣（7 回）、それらの上位概念として牛や大型の家畜を意味する｢baqar｣
（183 回）などがある。この中から特に｢‘egel｣に注目してみると、その使用法は
大きく分けて｢子牛像事件の描写｣（出エジプト記 32 章など）、｢ヤロブアムの子牛
像の描写｣（ 列王記上 12 章など）、｢イスラエルの神への献げ物｣（ レビ記 9 章など）、
｢異教の偶像｣（ホセア書 8 章など）、｢その他一般的な動物としての用法｣などとな
る。｢‘egel｣そのものに対してユダヤ教に否定的な意味はなく、イスラエルの神へ
の献げ物にも異教の偶像 12にもなりうる、本来は中立的な語という理解でよいだ
ろう。
その他、牛に関する語すべてについて逐一考察を加えることはしないが、
｢‘egel｣にせよ他の語にせよ、否定的な文脈にも肯定的な文脈にも、また宗教的な
用途 13にも非宗教的な用途にも用いられているという点を指摘しておく。以上の
点を踏まえ、まずは出エジプト記成立以降のユダヤ教の子牛像事件解釈を概観し
ていく。

3．ユダヤ教における子牛像事件解釈
3-1．第二神殿文学
以下、アロンに関するもの以外は簡単に触れるにとどめるが、時代順にその解
釈をたどっていく。第二神殿時代の文学の中ではまず、紀元前 20 年頃に生まれた
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フィロン 14は、子牛像事件については簡単に触れるにとどめ、アロンへの言及は
ない。モーセの不在を好機ととらえた気まぐれな者たちが不信仰な行為に走り、
エジプトで神聖視されている動物を模して金の子牛の像を作ったというだけで 15、
アロンは登場すらしない。その代わりに民の責任は強調されている。フィロンの
約 50 年後に生まれたヨセフス 16に至っては、子牛像事件そのものに全く触れない
17

。その一方で、紀元 70 年頃に成立したとされる『聖書古代誌』 18には以下のよ

うな記述がある。
12 章：彼が山にいる間、民の心は堕落した。彼らはアロンのもとに集まって
言った。｢私たちが仕えることができるよう、他の民族も持っているのと同様
に、神々を私たちのために造ってください。なぜなら、モーセを通して私た
ちの面前で驚くべき業が行われましたが、あのモーセは私たちから奪われて
しまったからです｣。そこでアロンは彼らに言った。｢落ち着きなさい。モー
セは来るであろうから。（…）｣。彼はこう語ったが、彼らは聞き入れなかっ
た。
（…）さて、民に非常に力があったのでアロンは恐れ、彼らに言った。｢私
たちのもとにあなたたちの妻の耳飾りを持ってきなさい｣。そこで男は各々自
分の妻に頼み、彼女たちはすぐに渡した。そして彼らがそれらを火に入れる
と、それらはある型に形造られ、鋳造された子牛が出てきた 19。
ここで注目すべきなのは、｢民は堕落した｣、｢アロンは民をなだめた｣、｢アロン
は民を恐れた｣、｢金を火に投げ入れて子牛像を作ったのは民｣という点である。民
の行動の背景に否定的な理由を付け、それをアロンはなだめたのだが、その上で
民を恐れたという同情的な描写を加えている。さらに、聖書によればアロンが民
から金を受け取ってそれを子牛の像にしたところを、ここでは民が金を火に投げ
入れたら子牛像ができたとしている。金を火に入れると子牛が出てきたというモ
チーフは、出エジプト記 32:24 でアロンがモーセに語ったものだが 20、いずれにせ
よ子牛像を作った主体をアロンではなく民にしている点は重要である。そして、
民の責任は聖書の記述以上に強調されている。
本稿で取り上げなかったものも含むすべての第二神殿文学を網羅したわけでは
ないが、現在までのところアロンを糾弾するような伝承は見つかっておらず、ア
ロンを擁護し民の責任を強調するような伝承が、少なくとも一部には確実に存在
していたのは事実である。
3-2．タナイーム・アモライーム期の伝承 21
続いて、第二神殿文学とも少し重なるが、ミシュナとタルムードに代表される
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タナイームとアモライームの時代の伝承を見ていく。まずは 5 世紀にパレスチナ
で編纂されたとされる『レビ記ラッバー』 2210:3 の一部を、少々長いが引用する
（丸括弧内は引用者注）。
｢アロン（と…）を取れ｣（レビ記 8:2）という句について。（｢あなたは義人
を愛し、悪人を憎んだ｣（詩編 45:8）という句を用いて解釈するという流れ
で）ラビ･ベレキアがラビ･アバ･バル･カハナの名において、この詩編の句を
アロンについて解釈した。イスラエルがあの行為（子牛像の作製と崇拝）を
行った時、最初にイスラエルの子らはフルのもとへ歩いて行った。彼らは彼
に言った。｢立って、我々のために神々を作れ｣（出エジプト記 32:1）。フル
は彼らの言うことを聞かなかったので、彼らはフルの上に立ち、彼を殺した。
これが、｢お前の衣服の裾にも、貧しい者の血がついている｣
（ エレミヤ書 2:34）
と書かれていることである。これはフルの血である。｢お前は彼らが押し入る
のを見たのではない。しかし、それにもかかわらず｣（同）とも書かれている。
これは彼らが｢これがお前の神々だ｣（出エジプト記 32:2）ということをしな
かったことについてである。この後で、彼らはアロンのもとへ行き、言った。
｢立って、我々のために神々を作れ｣（同 32:1）。アロンはこれを聞き、恐れ
た。これは｢アロンは見て、その前に祭壇を建てた｣（同 32:5）と書かれてい
ることである。この箇所は｢アロンは恐れ、彼の眼の前の殺人から理解した｣
と読むのである。アロンは言った。｢私は何をしよう。彼らは預言者であった
フルを殺した。今、もし彼らが祭司である私を殺したら、
『主の聖所で祭司と
預言者が殺されるだろうか』（哀歌 2:20）と書かれている聖書の言葉が実現
する。（そうすればその罰として）すぐに彼らは流刑となるだろう｣。他の伝
承。｢アロンは見た｣（出エジプト記 32:5）。彼は何を見たのか。もし彼らが
それ（祭壇）を建てるのなら、ある者は小石を運び、またある者は石を運ん
で、彼らの作業は瞬時にして終わるであろう。もし私がそれを建てるのなら、
私はその仕事に精を出さず、
（ その間に）我らの師モーセが下りてくるだろう。
アヴォダー･ザラー 23のための祭儀にしても、もし私がそれを建てるのなら、
私はそれをほむべき聖なる方のために建てるだろう。
（ それゆえ時間を稼ぐた
めに）｢アロンは宣言して言った。『明日は主のための祭だ』｣（同 32:5）。こ
こには｢明日は子牛のための｣ではなく、｢明日は主のための｣と書かれている。
他の伝承。｢アロンは見た｣（同 32:5）。彼は何を見たのか。彼は言った。も
し彼らがそれを建てるのなら、その罪は彼らに科されるだろう。その罪は私
に課される方がよいだろう。イスラエルにではなく 24。
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これを詳しく分析すると、まずイスラエルの民はアロンの前にフルのもとへと
向かう。フルとは、モーセがシナイ山に登る前にアロンとともに司法の責任者と
して任命しておいた者である 25。民の｢神を作れ｣という要求にフルは従わず、殺
されてしまう。その後で民はアロンのもとへ言って同じ要求をした。アロンが恐
れたのは、自分もフルのように殺されてしまうことである。この根拠として、こ
こでは｢アロンは見て、その前に祭壇を建てた（vayyar aharon vayyiven mizbeach
lefanav）｣（出エジプト記 32:5）を｢アロンは恐れ、彼の目の前の殺人から理解し
た（vayyira aharon vayyaven mizavuach lefanav）｣と読み替えている。アロンは恐れ
たものの、それは単に自分の命を惜しんだのではなく、民が預言者であるフルと
祭司である自分を同時に殺すのなら、それは極めて重い罪となるであろうことを
心配したのである。つまり、アロンは単に恐怖を感じたのではなく、フルを殺し
た民にさらに祭司殺しの罪を犯させないように気を遣ったという解釈である 26。
先の『聖書古代誌』以上にアロンを高めて擁護しており、民は神を作れという要
求に加えフル殺害という罪を新たに犯している。さらに伝承は続き、アロンは、
子牛像の前の祭壇を民が協力して建てるのならすぐに完成するが、自分ひとりで
ならモーセが下山するまでの時間稼ぎができるだろうと考え、彼一人で祭壇を建
てた。さらにアロンは｢主のための祭｣と宣言することで、それは子牛像のための
祭ではないとした。最後に、アロンはもし民が祭壇を建てるならその罪は民に科
されると考え、代わりに自分が罪をかぶるために祭壇を建てたとする。いずれの
伝承も、アロンの行為や思慮を称揚して擁護し、民は断罪されるべきと解釈して
いるのである 27。
アロンに加えて民も擁護している伝承として、同じく『レビ記ラッバー』の 27:8
が挙げられる。
もしイスラエルの民が子牛を作っていたら、彼らに対して｢これらが私たちの
神だ、イスラエルよ｣と言うべきだっただろう。そうではなく、イスラエルと
ともにエジプトから上ってきた異邦人たち、｢そして雑多な群衆も彼らと上っ
てきた｣（出エジプト記 12:38）、（と言われている）彼らが子牛を作ったので
ある。彼らがイスラエルの民を嘲って、彼らに対して｢これらがお前の神々だ、
イスラエルよ｣（同 32:4）と言ったのだ。
このような理由で、民から子牛像を作った罪を免除する伝承も存在する 28。
その一方で、子牛像事件全体を非難する伝承もある。例えば 5 世紀のパレスチ
ナで編纂されたとされる『哀歌ラッバー』29の 1:3 には以下のような伝承が残され
ている。

7
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…他の解釈。｢苦しみから｣（哀歌 1:3）。これは彼らがアヴォダー･ザラーを
行ったことについてである。｢歌う声が聞こえる｣（出エジプト記 32:18）と
言われているように。ラビ・アハ曰く。
（これは）｢アヴォダー･ザラーを称賛
する声が聞こえる｣（ということである）。ラビ・ユダがラビ・ヨシの名にお
いて曰く。子牛の罪を負わない世代は一つもない 30。
子牛像事件がすべての世代に罪を負わせるような、非常に重要な出来事であっ
たと考えられていることがわかる。
紙幅の都合もあって非常に部分的にタナイーム･アモライーム期の伝承を概観
してきたが、取り上げた伝承内だけでも、｢アロン擁護｣、｢民非難｣、｢民擁護｣、｢事
件全体非難｣のモチーフが見出される。次節ではその背景を考察していく。
3-3．ユダヤ教における伝承の背景
ユダヤ教にとって、子牛像事件は表面的にはいわば身内の恥のような存在であ
り、それゆえ、対内的にも対外的にもこの事件から自分たちを擁護する必要に迫
られた。対内的には、罪を罪と認めた上でいかにしてそれを克服していくかを考
える立場もあれば、それは一見罪に見えるが実はそうではなく、隠された意図が
あったのだと解釈する立場もある。前者が子牛像事件を非難する伝承を残し、後
者がアロンや民を擁護する伝承を残したと考えられる。もちろん、アロンを代表
して擁護するために、相対的に民を非難する必要があったという側面も見過ごせ
ない。しかし対外的には、子牛像事件を利用した外部の攻撃から、とにかくユダ
ヤ教を守る必要があったのは間違いない。そのために利用されたのがアロンであ
る。神から最初の祭司として任命されたアロン 31を守ることは、アロンだけでな
くユダヤ教／ユダヤ人全体をも守ることにつながると考えられたのである。

4．キリスト教における子牛像事件解釈
続いて、キリスト教による子牛像事件の解釈を見ていく。キリスト教徒がユダ
ヤ教を攻撃する際に金の子牛像事件をその批判材料とした例は枚挙に遑がない 32。
本章でもユダヤ教と同様キリスト教の解釈を時代順に追っていき、特にアモラ
イームと同世代でユダヤ教を激しく攻撃したことで有名な、シリア教父ニシビス
のエフライム（306 頃–373）の解釈を見ていく。
4-1．新約聖書から 3 世紀頃まで
まず新約聖書の中では、パウロの直筆とされるコリントの信徒への手紙一の 10
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章で、パウロが子牛像事件を引き合いに出してキリスト教会に対する警告を発し
ている 33。より直接的に子牛像事件の解釈を述べているのは、1 世紀末の成立では
ないかと考えられている使徒言行録 34の 7 章である。
38：この人（モーセ）が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に語りかけた
天使とわたしたちの先祖との間に立って、命の言葉を受け、わたしたちに伝
えてくれたのです。39：けれども、先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を
退け、エジプトをなつかしく思い 35、40：アロンに言いました。｢わたしたち
の先に立って導いてくれる神々を造ってください。エジプトの地から導き出
してくれたあのモーセの身の上に、何が起こったのか分からないからです｣。
41：彼らが若い雄牛の像を造ったのはそのころで、この偶像にいけにえを献
げ、自分たちの手で造ったものをまつって楽しんでいました。42：そこで神
は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の
書にこう書いてあるとおりです。｢イスラエルの家よ、／お前たちは荒れ野に
いた四十年の間、／わたしにいけにえと供え物を／献げたことがあったか。
43：お前たちは拝むために造った偶像、／モレクの御輿やお前たちの神ライ
ファンの星を／担ぎ回ったのだ。だから、わたしはお前たちを／バビロンの
かなたへ移住させる｣。
（…） 51：かたくなで、心と耳に割礼を受けていない
人たち、あなたがたは、いつも聖霊に逆らっています。あなたがたの先祖が
逆らったように、あなたがたもそうしているのです。
これはステファノという人物の演説の一部であるが、彼は創世記から始まるヘ
ブライ語聖書の歴史物語を語る中で、子牛像を作ったイスラエルの民を非難して
いる。アロンの行動やその責任については言及することなく、あえて出エジプト
記の内容との差異を探すと、子牛像を作った主語が複数になっているくらいであ
る。この点については、子牛像を作ったのがアロンではなく民だと解釈している
のか、アロンも含めたイスラエルの民全体だと解釈しているのか、定かではない。
聖書以降も、子牛像事件全体から総体としてのイスラエルの民を非難する解釈
は多い。130 年頃に成立したとされる『バルナバの手紙』では、イスラエルの民
が子牛像事件（偶像崇拝）という自分たちの罪のために、神から受けた契約を失っ
たと述べられている 36。2 世紀の後半に生きたラテン教父のテルトゥリアヌスは、
その著作で子牛像事件を引き合いに出してユダヤ人を非難している 37。3 世紀では
オリゲネスがたびたび子牛像事件に言及し、ユダヤ人の愚かさとイエスに対する
不信仰を結び付けている 38。もちろんここに挙げたような教父たちの著作などが
当時のキリスト教を代表しているわけではなく、また彼らの著作をすべて精査し
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たわけでもないが、この時代のキリスト教伝承には、アロンと民を切り離すこと
なくイスラエルの民全体を非難する傾向があると言うことができよう。
4-2．ニシビスのエフライムの解釈
以上の解釈に続き、4 世紀初頭に生まれ、シリア教父を代表する人物と言われ
るニシビスのエフライムの解釈を見ていく 39。彼はユダヤ人に対する激しい攻撃
で知られており 40、その攻撃材料としての子牛像事件解釈の一例を見るのにふさ
わしい人物である。彼の『出エジプト記注解』の 32 章の一部を引用する。
それから、アロンが彼ら（民）と言い争った時、彼らがフルをも目の前で石
で殺したように、自分をもまた殺すであろうとアロンは思った。というのも、
モーセが山に登っている間、彼は老人たちに命じた。彼らが自分たちの法を
民の前に提示するようにと。モーセが下りてから、その場所でのフルの行為
は記録されていない。そしてこのために、アロンに対抗して民が子牛の彫像
を作ったその騒ぎの中で、民がフルを殺したと言われている。フルは彼らに
対し｢神を置き替えては（交換しては）ならない｣と叱った。それゆえ、
（フル
に続いて）アロンまでもが死なないように、民がアロンを殺したゆえの血の
復讐を免れるように、そして彼らが自分たちのために一つではなく多くの子
牛を作らないように（とアロンは工夫を凝らした）。アロンは工夫して、彼ら
の妻たちの耳輪を外すようにと言った。彼女らの耳輪への寛大さがない（耳
輪を惜しむ）こと、もしくは彼女らの神への愛のために、彼女らは自分たち
の夫らに子牛の鋳造をやめさせるだろう（と期待して）。しかし、すべての民
は彼らの耳にある金の耳輪を外したと書いてある。そして彼らはアロンのと
ころへ持って行った 41。
ここには｢民によるフルの殺害｣、｢アロンの恐怖｣、｢アロンが民の祭司殺しを避
けた｣、｢妻たちへの期待｣と言ったモチーフが見て取れる。民の行為は明らかに非
難の対象とする一方で、アロンについては、ユダヤ教伝承に見られるのと同じよ
うな理由で彼を擁護している 42。アロン擁護の解釈を残しているのはエフライム
だけではないが 43、強烈なユダヤ教非難で知られる彼でさえも、民は非難しつつ
アロンを擁護したというこの事実をどのように考えるべきであろうか。
4-3．キリスト教における伝承の背景
キリスト教がユダヤ教（イスラエルの民）は非難しつつアロンを擁護するため
には、アロンにユダヤ教ではなくキリスト教の属性を見出す必要がある。すなわ
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ち、アロンが神に任命された祭司であり、イエスも祭司であったという点である 44。
その根拠としてヘブライ人への手紙 5 章を引用する。
1：大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物やいけにえを献げ
るよう、人々のために神に仕える職に任命されています。（…）4：また、こ
の光栄ある任務を、だれも自分で得るのではなく、アロンもそうであったよ
うに、神から召されて受けるのです。5：同じようにキリストも、大祭司とな
る栄誉を御自分で得たのではなく、／「あなたはわたしの子、／わたしは今
日、あなたを産んだ」と言われた方が、それをお与えになったのです。
このように、アロンもイエスも祭司であると考えられていたのは確実だが、｢あ
なた（イエス）こそ永遠に、メルキゼデクと同じような祭司である｣（ヘブライ人
への手紙 5:6）、｢神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです｣（同
5:10）、｢イエスは、わたしたちのために先駆者としてそこへ入って行き、永遠に
メルキゼデクと同じような大祭司となられたのです｣（同 6:20）というように、
イエスはメルキゼデク 45系祭司と位置付けられている。これをアロン系祭司とは
別種とするならば、キリスト教内でイエスを、エフライムのようにアロン系と同
定しようとする勢力と、ヘブライ人への手紙のようにメルキゼデク系祭司と同定
しようとする勢力が併存していたと考えられるが、紙幅の都合もあり本稿ではこ
れ以上立ち入らず、アロンもイエスも同じ｢祭司｣として論を進める。したがって、
キリスト教はアロンの背後に同じ祭司であるイエスを据えていたと考える。ユダ
ヤ教を非難しつつキリスト教を称揚するためには、愚かな行為に走ったイスラエ
ルの民（ユダヤ教）を非難しながらも、それに巻き込まれたキリスト教の｢先祖｣
の奮闘と正当性を述べることが必要だったのである。

5．まとめ
以上、ユダヤ教とキリスト教の両陣営におけるアロン擁護の伝承とその背景を
考察してきた。まずユダヤ教には、自分たちの先祖の愚行を分析し、対内的には
事件の解説と弁護をし、対外的には特にキリスト教から自分たちを守る必要が
あった。そのために特にアロンを擁護することで、そのアロンを選んだ神の無謬
性を再確認すると同時に、事件当時の指導者であったアロンに代表されるユダヤ
教自体の正当性を主張したのであろう。また、
（少なくとも一部の）民や事件全体
を非難する伝承も残されており、自分たちの先祖を擁護する一辺倒ではないこと
も見てとれる。まとめると、ユダヤ教伝承には｢子牛像事件全体を非難｣、｢民を非

11

一神教世界 ５

難｣、｢民を擁護｣、そして総体としてのユダヤ教を擁護するための｢アロンを擁護｣
というモチーフが見出せる。それに対してキリスト教は、ユダヤ教を否定し自分
たちの正統性を主張するためにこの事件を利用した。例えば、偶像崇拝に走った
イスラエルの民の愚かさを指摘し、彼らは神から授けられた契約を失ったと主張
した。しかしユダヤ教の枠組みの中からキリスト教が生まれたことによるジレン
マではあるが、キリスト教にはユダヤ教を全否定することはできなかった。その
ためにイエスと同じく祭司という属性を持つアロンを拾い上げ、少なくとも彼だ
けは愚行に走らず、むしろその状況下で最善の手を尽くそうと努力したと評価し
た。まとめると、キリスト教伝承には｢子牛像事件全体を非難｣、｢民を非難｣、そ
してキリスト教を擁護するための｢アロンを擁護｣というモチーフが見出せる。キ
リスト教にはイスラエルの民全体を擁護する必要はまったくなく、ただ唯一、キ
リスト教に連なるアロンを擁護しさえすればそれでよかったのである。両陣営と
もにアロン擁護という姿勢は同じだが、
（結果だけ見れば当然のことだが）その背
景にユダヤ教はユダヤ教を、キリスト教はキリスト教を見ており、表面上は同一
でもその内実は正反対である。ちなみに、繰り返し述べていることだが、これら
のアロン擁護の伝承群はどちらの陣営にとっても唯一絶対の教義というわけでは
ない。そういった伝統が少なくとも一部には確実に存在するということである。
両陣営の伝承の影響関係などさらに掘り下げるべき点は多く残されているが、
それらは今後の課題とし、本稿での考察はここまでとする。

註
1
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Edition (Detroit: Macmillan Reference USA, 2007) (=EJ2nd), vol. 19, pp. 505–507 および
Alyssa M. Gray “Amoraim,” EJ2nd, vol. 2, pp. 89–95 を参照。彼らの残した伝承が記録され
るまでには一定の時間が必要なので、便宜上、最終編纂が 500 年頃とされる BT 以前の

22

文献はタナイーム･アモライーム期の伝承に含める。
H. L. Strack & Günter Stemberger, Markus Bockmuehl (tr.), Introduction to Talmud and
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Midrash (Minneapolis: Fortress Press, 1996), p. 291; J. Heinemann, “Leviticus Rabbah,” EJ2nd,
vol. 12, pp. 740–742 を参照。
23

日本語ではよく｢偶像崇拝｣と訳されることが多いが、原義としては必ずしも偶像を用
いるとは限らない｢異教崇拝｣あたりが適当である。この箇所は子牛像事件について述
べているため｢偶像崇拝｣と訳しても差し支えないが、原文のニュアンスを生かすため

24

に原語のままとする。
M. Margulies (ed.), Midrash Wayyikra Rabbah (Hebrew), 2 vols (New York & Jerusalem: The
Jewish Theological Seminary of America, 1993). 以下の引用も同様。

25

出エジプト記 24:13–14。

26

本節の範囲内の並行伝承として、BT、シャバット篇 89a、サンヘドリン篇 7a などが挙
げられる。

27

ユダヤ教文献の特徴の一つとして、同一文献内でも伝承の整合性がないということが
挙げられる。そのため、
『レビ記ラッバー』にはアロン擁護の伝承が残されている、も
しくは『レビ記ラッバー』にはアロン擁護の傾向がある、とは言えるが、
『レビ記ラッ
バー』は全体としてアロンを擁護している、とは言い難い。本稿にとって重要なのは、
アロン擁護の伝承が確実に一定量残されているということである。

28

さらに詳しく、｢雑多な群衆｣の中でも｢エジプトの魔術師｣である二人が子牛像を作っ
たという伝承も残されている（BT、シャバット篇 89a など）。この魔術師については、
Koji Osawa, “Jannes and Jambres: The Role and Meaning of Their Traditions in Judaism, ”
Frankfurter Judaistische Beiträge 37 (2011/12), pp. 55–73 を参照。

29

M. D. Herr, “Lamentations Rabbah,” EJ2nd, vol. 12, pp. 451–452、及び Strack & Stemberger,
op. cit., pp. 285–286 を参照。

30

S. Buber (ed.), Midrash Lamentations Rabbah (Hebrew) (Vilna: 1899, 再版年不明).

31

出エジプト記 28:1 などを参照。
Leivy Smolar & Moses Aberbach,   “The   Golden   Calf   Episode   in   Postbiblical   Literature,”  

32

Hebrew Union College Annual 39 (1968), pp. 91–116 を参照。ここにはキリスト教側のみ
でなくユダヤ教側の伝承も数多く収録されている。
33

この箇所の詳しい解説は、B. S. チャイルズ『出エジプト記（下）―批判的神学的注解』
近藤十郎訳、日本基督教団出版局、1994 年などを参照。

34

加藤隆｢ルカによる福音書｣『岩波キリスト教辞典』岩波書店、2002 年、1201 頁。

35

民数記 14:2–4 に描かれているモチーフ。詳しくは Pier Cesare Bori, The Golden Calf, and
the Origins of the Anti-Jewish Controversy (Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1990)の特に p.
94 を参照。

36

4:6–9 および 14:1–4。バルナバの手紙については、三小田敏雄｢バルナバの手紙〔解説・
本文訳〕｣『東海大学紀要文学部』第 7 号、51–71 頁や Jay Curry Treat, “Barnabas,” The
Anchor Bible Dictionary, vol. 1 (1992), pp. 610–615 などを参照。成立年代については三小
田に従った。

37

『マルキオン反駁』II, 18 など。Philip Schaff & Allan Menzies (ed.), Ante-Nicene Fathers vol.
3, Latin Christianity: Its Founder, Tertullian (Grand Rapids, Michigan: Christian Classics
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Ethereal Library, 1885, 再版年不明), pp. 672–673 参照。
38

『ケルソス反駁』II, 74–75 など。
『キリスト教教父著作集第八巻オリゲネス３』出村み
や子訳、教文館、1987 年、161–162 頁参照。

39

その生涯や思想などについては Robert Murray,   “Ephrem  Syrus,” A Catholic Dictionary of
Theology, vol. 2 (1967), pp. 220–223 や武藤慎一『聖書解釈としての詩歌と修辞』教文館、
2004 年などを参照。

40
41

例えば、武藤、前掲書、22、62 頁を参照。
R.-M. Tonneau (ed.), Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii (CSCO 152)
(Louvan: 1955).

42

その最終的な意図はともかくとして、伝承中の役割がほぼ同じであることから、出典
がユダヤ教の伝承である可能性は高い。

43

Smolar & Aberbach, op. cit.を参照。

44

この点は、Smolar & Aberbach, op. cit., p. 97、および Pekka Lindqvist, Sin at Sinai
(Eisenbrauns: Abo Akademi University, 2008), p. 101 でも指摘されている。

45

メルキゼデクについては、E. Katsumata, Priests and Priesthood in the Aramaic Targums to
the Pentateuch (Berlin: Lambert Academic Publishing, 2011), pp. 144–151; C. A. Gieschen,
“The Different Functions of a Similar Melchizedek Tradition in 2Enoch and the Epistle to the
Hebrews,” Early Christian Interpretation of the Scripture of Israel (1997), pp. 364–379 など
を参照。
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マイモニデスの遍歴
―その著作に与えた影響―
神田 愛子
同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

要旨
12 世紀のユダヤ思想家マイモニデス（1138-1204）は、スペインのコルドバで
ラビの家系に生まれ育った。当時この地域はムワッヒド朝（1130-1269）下にあり、
迫害を逃れるため一家はアンダルス南部と北アフリカを流転、モロッコのフェズ、
イスラエルの港町アッコを経てカイロ旧市街フスタートに定住、自身はアイユー
ブ朝（1171-1250）の宮廷医となる。彼の著作には、アンダルス時代の『論理学』
（Maqāla  fī  ṣināʿat  al-manṭiq）や、ユダヤ暦に関する『置閏法』
（Maʾamar  ha-ʿibbur,
1157/1158）、転居後に執筆した『ミシュナー註解』
（ Pirush ha-mishnayot, 1161-1168）、
『イエメン書簡』
（Iggeret Teman, 1172）、
『ミシュネー・トーラー』
（Mishneh Torah,
1168-1177）、また哲学的著作『迷える者の手引き』
（Dalālat  al-ḥāʾirīn, 1185-1191）、
『復活論』
（Maʾamar  tehiyyat  ha-metim, 1191）の他、地中海沿岸のユダヤ共同体に
書き送ったレスポンサや書簡が残存している。イスラーム王朝興亡の只中にあっ
て、ユダヤ人のラビとして、またイスラーム王朝の宮廷医として、彼の遍歴が彼
の著作にどう反映したのかを、『イエメン書簡』を中心に考察する。

キーワード
マイモニデス、遍歴、アンダルス、強制改宗、イエメン書簡
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Maimonides’  Biography:
Influences on his Works
Aiko KANDA
Doctoral Student
Graduate School of Theology, Doshisha University

Abstract
Moses Maimonides was born and grew up in Cordoba, Spain. At that time,
Al-Andalus was under the control of the Almohad (1130-1269).   Maimonides’   family  
moved around Southern Spain and North Africa, through Fez and Acre, and finally
settled in Fustat. He became a physician of the Ayyubid (1171-1250). His works include
Treatise on the Art of Logic (Maqāla   fī   ṣināʿat  al-manṭiq) and On the Jewish Calendar
(Maʾamar  ha-ʿibbur, 1157/1158), written during his stay in Al-Andalus; Commentary on
the Mishnar (Pirush ha-mishnayot, 1161-1168), Epistle to Yemen (Iggeret Teman, 1172),
and Mishneh Torah (Mishneh Torah, 1168-1177) written after he settled in Fustat. His
philosophical works include The Guide of the Perplexed (Dalālat  al-ḥāʾirīn, 1185-1191)
and The Treatise on Resurrection (Maʾamar   tehiyyat   ha-metim, 1191). Other works of
Maimonides are responsa and epistles sent to the Jewish communities in the
Mediterranean region. This essay will examine how his biography and the socio -political
environment affected his works, in particular, Epistle to Yemen.

Keywords
Maimonides, Peregrination, Al-Andalus, Forced Conversion, Epistle toYemen
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1．序論
モーセス・マイモニデス（Moses Maimonides; ユダヤ名 Moshe ben Maimon, 通
称 Rambam, 1138-1204）は、ラビ・マイモン（Maimon ben Joseph, 1110 頃-1166 頃）
の長男として 1138 年にスペイン・アンダルス地方のコルドバに生まれた 1。900
年から 1200 年にかけ、イスラーム世界は文化的に最も成熟した時期にあった。756
年にコルドバを首都とした後ウマイヤ朝（756-1031）が成立、続くイベリア半島
の群小王国の時代（タイファ、muluk al-tawaʾif; 1031-1091）には各王国が自治権
を獲得、商業だけでなく、芸術、文学、科学等あらゆる分野でイスラーム文明が
花開いた。ギリシアの古典文献がアラビア語に翻訳されたことで文化および学問
の繁栄にも大きく貢献し、この時代は「イスラームのルネサンス」とも呼ばれて
いる。この時期はユダヤ文化においても黄金時代とされ、スーラのタルムード学
院のガオンであったアムラムが編纂した祈祷書（Seder Rav Amram,

860 頃）や、

サーディアの祈祷書（Siddur, 940 頃）の成立により礼拝の統一化が進み、マイモ
ニデスの『ミシュネー・トーラー』
（Mishneh Torah, 1168-1177）の完成によってユ
ダヤ口伝律法の法典化がなされた時代でもあった 2。
一方、この時期はヨーロッパ全域においては波乱と激動の時代であった。9 世
紀以降、スカンディナビア原住のヴァイキングが南下、フランス北西部にノルマ
ンディー公国（911-1204）を、イギリスにデーン朝（1016-1066）とノルマン朝
（1066-1154）を、そして南イタリアにはシチリア王国（1130-1816, ノルマン人の
支配は 1061-1250 頃）を築いた 3。1054 年にはコンスタンティノープル総主教と
ローマ教皇が相互に破門し合ったことで東のギリシア正教と西のローマ・カト
リックにキリスト教会が分裂、さらにローマ教皇と神聖ローマ皇帝の叙任権闘争
（1076-1122）では、グレゴリウス 7 世が教皇権の優位を主張するに至った。この
ローマ教皇の権力拡大を背景に、教皇ウルバヌス 2 世の呼びかけで、聖地エルサ
レム奪還を名目に第 1 回十字軍（1096-1099）が派遣された。
こうしたヨーロッパのキリスト教会を背景にした出来事は当然イベリア半島に
も波及する。1040 年に建設されたムラービト朝（1040-1147、首都マラケシュ）
はアンダルスに勢力を拡大、最盛期にはサラゴサにまで版図を広げた。マーリク
法学派のムラービト朝に対し、イスラーム改革運動を基盤にマフディー（救済者）
を自任するベルベル人のイブン・トゥーマルトが起こしたムワッヒド朝
（1130-1269）がマラケシュを占拠（1147）、ムラービト朝を滅ぼしたのち、1157
年にはアンダルス全域を征服する。
「タウヒード（神の唯一性）の徒」を名乗る彼
らが他宗教に寛容なはずはなく、キリスト教勢力とイスラーム勢力の狭間にあっ
たユダヤ人はレコンキスタ（再征服運動、718-1492）の影響も受け迫害を被った。
ムワッヒド朝はユダヤ人だけでなくキリスト教徒にもイスラームへの改宗を迫り、
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イベリア半島での迫害はのちにイエメンのユダヤ人迫害へと飛び火することにな
る 4。
こうした時代を背景に、ユダヤ人の間にはメシア待望の気運が高まり、終末の
日を予言する者や偽メシアまで現れ、次第にユダヤ共同体は弱体化していった。
こうした中、マイモニデスより 60 年ほど前にトレドで生れたイェフダ・ハレヴィ
（Judah Halevi, 1075 頃-1141）は、強大な二つの世界宗教のイスラームとキリスト
教に挟まれ、蔑まれたユダヤ教弁護のために『クザリ』
（ Kitāb  al-khazari, 1130-1140）
を執筆、非ユダヤ教徒に対しユダヤの教えを弁護しただけでなく、哲学に感化さ
れた同時代の同胞知識人にも警鐘を鳴らし、哲学の神ではなくユダヤの神を信じ
るよう訴えた 5。本章で概観したとおり、マイモニデスが生きた社会的かつ政治的
状況は波乱に富んだものであった。第 2 章では、彼がいつ、どのような状況下で
著作を記したのかを彼の遍歴に沿って検証する。第 3 章では、彼がイエメンのユ
ダヤ共同体に送った『イエメン書簡』に基づき、彼の遍歴が彼の著作に具体的に
どのように反映したかについて考察する。

2．マイモニデスの生涯と当時の社会状況
2-1．アンダルスにて

6

冒頭で書いたように、マイモニデスは 1138 年にヨセフの子ラビ・マイモンの長
男としてラビの家系の一員としてコルドバで生まれた。父親に関しては彼の記述
が残っているが、母親については史料が残されてないため、ほとんど知られてい
ない。マイモニデスの孫ダビデの記述によると、彼はニサンの月の 14 日、過越祭
の前日に生まれている。贖いの祭日前夜に生まれたことには、象徴的な意味があ
ると捉えられている 7。
ユダヤ人がコルドバに居住するようになったのは、第二神殿の崩壊（70 年）以
降とされている 8。後ウマイヤ朝のアブド・アッラフマーン 3 世（在位 912-961）
は、三宗教が混在するイベリア半島の宗教共同体を統合し、スペインのイスラー
ム王朝最盛期を築いた。ムスリムは支配階級のアラブ人、多数派のベルベル人、
キリスト教から改宗したムワッラードゥーン（muwallādūn）により構成され、キ
リスト教徒は、イベリア半島に西ゴート王国（415-711）を建設したゲルマン人の
子孫でアラブ化したモサラベ（Mozarab）と中東からの移住者、経済的繁栄に惹
かれてイベリア半島北部やピレネー山脈以北、マグリブからの移住民により構成
された。アンダルスにはイベリア半島西部に住むアストゥリアス人、北東部のカ
タルーニャ人、北西部のバスク人、スラブ人、中央アフリカから奴隷として連れ
て来られた者もいて、多数の民族が混在して居住していた。このため宗教的対立
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よりも、支配階層であるムスリムと宮廷に勤めるキリスト教徒とユダヤ教徒らの
教育を受けた富裕層と、下層民との隔たりの方が大きかった 9。
後ウマイヤ朝から群小王国時代にかけ小規模な内乱で収まっていたイベリア半
島も、十字軍派遣による、いわゆるレコンキスタの活性化により次第に安定を失っ
ていった。この徐々に不安定になりつつあった時代にアンダルスに生まれ育った
のがマイモニデスである。ベルベル人の国であるムラービト朝から、政治的に過
激な思想を持ったムワッヒド朝に代わった頃にマイモニデスは生まれた。マフ
ディーを自任するムワッヒド朝の指導者は、彼らに不従順とみなしたムスリムさ
えも弾圧した。キリスト教徒やユダヤ人は不信心者とされ、イスラームに改宗し
なければ亡命しか選択肢がなかった。教会やシナゴーグは破壊され、ユダヤ人は
差別的印を身につけることを余儀なくされた 10。この悲惨な状況を、彼の父マイ
モンはイスラームに改宗したユダヤ人に 宛てて書いた『慰めの書簡』（Iggeret
ha-nehamah, 1159/60）の中で記しており、イスラームは偶像崇拝的ではなく、神
を信じることでユダヤ教徒であり続けることができると同胞を励ましている 11。
結局、強制改宗から逃れるため、多くのユダヤ人がアンダルスから去っていっ
た。『迷える者の手引き』（Dalālat  al-ḥāʾirīn, 1185-1191）をユダヤ・アラビア語か
らヘブライ語に翻訳したイブン・ティボン（Ibn Tibbon, 1150 頃-1230 頃）はフラ
ンス南東部のプロバンスへ、文法学をはじめ様々な学問に秀でたアブラハム・イ
ブン・エズラ（Abraham Ibn Ezra, 1089-1164）は北アフリカを経てイタリア、フラ
ンス、果てはイングランドにまで足跡を残した。12 世紀のトレドはアラビア語文
献をラテン語に翻訳する中心地であったため、キリスト教徒が支配するヨーロッ
パ各地へ亡命したユダヤ人が、アンダルスの当時最先端であった学問をヨーロッ
パに伝える役目を果たすことになった 12。
一方、マイモニデスの一家はコルドバからは離れたものの、彼が 20 歳になるま
ではアンダルスに留まったと見られる。ユダヤ人にとってタルムードの学習は必
須であるが、タルムード学の中心地はバビロニアのスーラとプンベディタから、
10 世紀にはコルドバ南方にあるルセーナに移っていた。ルセーナの学院はマイモ
ニデスがタルムードを学び始める頃には閉校していたが、彼の父はここで学んで
いる。マイモニデスはアンダルスでまずラビ・ユダヤ教を学び、次に数学、論理
学、天文学、自然学を学んだ。論理学はファーラービー（al-Fārābī,   850 頃-950）
のテキストに沿って学んだと見られる。当時、哲学の学びはトーラーの学習に有
害だとするラビの意見が主流だったが、正確な暦を作るために数学と天文学は有
益とされていた。学生たちは学問の大半をギリシア語からアラビア語に翻訳され
た文献に基づき学んでいたが、哲学はアリストテレスとその註解書、解釈を施さ
れたプラトンや新プラトン主義の著作、科学はユークリッド、プトレマイオス、
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ガレノスらの文献を使ったと推測されている 13。この頃、マイモニデスは『論理
学』
（Maqāla  fī  ṣināʿat  al-manṭiq）、ユダヤ暦に関する『置閏法』
（Maʾamar  ha-ʿibbur）、
また部分的にではあるが、バビロニア・タルムードの註解を書いている 14。当時、
彼が受けた教育に基づき書かれたと推測されよう。
2-2．フェズにて
1160 年頃、マイモニデスの一家はモロッコのフェズに向けジブラルタル海峡を
渡って行った。なぜヨーロッパではなく、アフリカに移ったのかはわかっていな
い。アンダルスと相似た文化を共有するマグリブの方が住み易いと考えたのか、
あるいは地理的に近い土地を選んだのかもしれない 15。マイモニデスは医者とし
ても名声を博したが、当時、医学を専門に教える学校はなく、ペルシアのイブン・
スィーナー（Ibn   Sīnā,   980-1037）のように独学で医学を学んだ者もいたが、多く
はセビリアのイブン・ズフル（Ibn Zuhr, 1094-1162）のように医師を家業としてい
た。マイモニデスがどのように医学を学んだのか詳しくは知られていないが、彼
自身の記述によると医師の下で医術を学んだらしい。フェズにはカラウィーイー
ン学院（al-Qarawīyīn,   859-）というモスクに併設された最古の大学があり、その
図書館には現在に至るまで貴重な文献が所蔵されている。マイモニデスはイブ
ン・ズフルの医学書から学んでおり、彼の肉体と魂についての考え方に感化され
たと見られる 16。
ムワッヒド朝の異端や異教徒に対する迫害の酷さは前節で述べたが、第二代の
アブー=ヤアクーブ・ユースフ 1 世（Abū  Yaʿqūb  Yūsuf  I,   在位 1163-1184）の時代
にはその度合いが一層強まった。歴史家アブドゥルワーヒダル・マッラークシ
（ʿAbd al-Wāhid  al-Marrākushi,  d.  1185）の記述によると、この時期は差別的法制が
布かれ、ユダヤ人はムスリムとして生活するよう強制され、シナゴーグが破壊さ
れた上、外見はユダヤ人とわかるよう暗色で丈の長い上着と見栄えの悪い帽子と
いった、規定の衣服の着用を強要されたという。こうして、多くのユダヤ人は恐
怖からイスラームへの改宗を余儀なくされ、ユダヤ共同体は壊滅の危機に曝され
ることとなった 17。
マイモニデスはこの頃から『ミシュナー註解』
（ ヘブライ語: Pirush ha-mishnayot、
アラビア語: Kitāb  al-sirāj（光の書）、1161-1167/68）の執筆を始めたが、アッコへ
の移住前に書き上げたのが『強制改宗に関する書簡』
（ Iggeret ha-Shemad, 1165 頃）
18

である。当時、「殺されないためにイスラームの信仰告白（shahāda）をすべき

か、殺されても信仰告白を拒否すべきか」という質問に、
「ムハンマドはアッラー
の使徒であると告白する者は誰でも、イスラエルの主である神を拒絶している」
とした著者不明のレスポンサが流布し、その反論として書かれたのがこの書簡で
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ある。原本はアラビア語で書かれたが、ヘブライ語写本しか残存していない。ア
ラビア語原本が残ってないのは、ムスリムの役人に見つかることを恐れてのこと
であろう。彼は書簡の中で父マイモンと同様、イスラームへの改宗は許容される
ことであり、迫害に耐えて殉教するよりも、礼拝実践が可能な地域へ亡命するよ
う同胞に勧めている 19。彼自身が同じ状況に置かれたからこそ、死よりも生き続
けるよう訴えたと考えられる。

2-3．アッコにて
結局、マイモニデス一家は迫害から逃れるためフェズを去り、1165 年にイスラ
エルの港町アッコへ向かった 20。アッコを次の居住地としたのは、当時一家が貿
易で生計を立てていたからであろう。ムスリムの旅行家イブン・ジュバイル（Ibn
Jubayr, 1145-1217）は、アッコはムスリムとキリスト教徒の貿易商が行交う地で、
コンスタンティノープルに比すほど大きな町だと記している 21。この地は当時十
字 軍 の 勝 利 に よ り 建 設 さ れ た エ ル サ レ ム 王 国 （ Regnum Hierosolymitanum,
1099-1291）の支配下にあり、大きな柱の建造物が多く建てられていた。イスラー
ム王朝支配下のアンダルスから来たマイモニデスには、キリスト教徒が闊歩する
アッコの光景は驚愕するものだったと考えられる。しかし、活気あふれるこの地
は、落ち着いて学問する場とは言えなかった 22。
マイモニデスは、父と弟ダビデと共にエルサレムに四日間巡礼に訪れたことを
記している 23。当時、エルサレムはキリスト教徒の支配下にあり、ユダヤ人の滞
在は商用と巡礼に限定され居住は禁止されていたことから、決して安全な地では
なかったと思われる 24。彼らはエルサレム訪問の後、父祖アブラハムの墓のある
ヘブロンを訪れている 25。一家はアッコに約一年間滞在した後、最後の居住地と
なるエジプトへと旅立った。

2-4．フスタートにて
1166 年、一家はエジプトのアレクサンドリアに到着した。マイモニデスが 28
歳の時である。エジプトは当時地中海貿易の中心地であり、多くのユダヤ人が居
住していた。貿易には最適地であったが、律法はイスラエルの民がエジプトに再
度居住することを禁じており 26、彼がなぜエジプトに定住することになったかは
不明である 27。彼は当初、この地を終の棲家にするとは考えていなかったのかも
しれない。当時、エジプトは新都カイロを首都とし、他宗教に比較的寛容なファー
ティマ朝（909-1171）の支配下にあった。アレクサンドリアにはユダヤ人を含め
マグリブからの移民が多く住んでいたが、シチリア王国のルッジェーロ 2 世がス
ンナ派の多いチュニジアを 1148 年に一時征服し、さらにムワッヒド朝が北アフリ
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カ全域を支配して以降、移民は急増した。一家が定住することになったカイロ旧
市街のフスタートは、別名ローマ人地区（Qaṣr al-Rūm）とも呼ばれ、キリスト教
徒が多い町であった。フスタートは正統カリフ時代の 641 年に建てられた歴史の
ある町だが、ナイル川経由での上エジプト交易の中心拠点でもあった。一家は富
裕層が多いマムスーサ地区に居を構えたが、そこにはキリスト教徒、特にイスラー
ム化以前から、単性説 28を採るエジプトのコプトとシリアのメルキトが居住して
いた。フスタートには三つのユダヤ人共同体―カライ派、バビロニアとパレスチ
ナ出身者の共同体―が存在したが、マイモニデス自身はバビロニア典礼に従って
いたものの、特定のシナゴーグには属さなかったようである 29。彼の父はこの頃
亡くなったと見られる 30。
マイモニデスがいつからエジプトで医師として働き始めたかは知られていない
が、伝記作家のキフティ（Ibn al-Qifṭi, 1172-1248）の記述（1165-1171 頃）に「彼
はアシュケロンのフランク王の侍医になることを拒否した」とあり、時期的にこ
れはエルサレム王アモーリー1 世（Amalric I, 在位 1162-1174）のことと考えられ
る 31。彼がなぜこの要請を拒絶したのかはわからないが、十字軍の侵入で多くの
ユダヤ人が捕虜になったことが影響したのかもしれない 32。とはいえ、侍医の要
請があったということは、それだけ当時から彼は医師として評判が高かったと推
測される。
一家が移住した時期はファーティマ朝の統治下であったが、その数年後にはア
イユーブ朝の支配に代わった。マイモニデスはファーディル（ al-Qādī   al-Fāḍil,
1131-1199）という庇護者を得たが、ファーディルはファーティマ朝の宰相になっ
たサラディン（Ṣalāḥ al-Dīn,  1138-1193）に仕えていたため、サラディンが 1171 年
にアイユーブ朝（1171-1341）を建てた後も、引き続きサラディンの側近であった。
同年、マイモニデスはユダヤ人の首長（Raʿis   al-Yahūd 33 あるいは Nagid、在位
1171-1173）となるが、これはファーディルを通してアイユーブ朝に仕えることで
もあった。ファーディルは富裕な商人、医者、また裁判官であり、ユダヤ人共同
体に対する影響力を保持していた。アイユーブ朝は政権安定のためマイモニデス
の力を必要とし、マイモニデスとファーディルも商売のため互いの力が必要で
あった。ただ、彼が晩年、ファーディルのために書いた『毒物と解毒剤』（ Fī  
al-sumūm  wa  al-mutaharraz, 1198）の謝辞から知れるように、相互の利益を超えた
友情と尊敬の念が二人の間にはあったようである 34。
マイモニデスはアイユーブ朝の宮廷医としても招聘された。彼の息子アブラハ
ムとカイロの病院で同僚だった医師で歴史家のイブン・アビー・ウサイビア（Ibn
Abī  Uṣaibiʿa,  1194-1270）は、マイモニデスはサラディンの侍医であったと記して
いる。クレーマーは、サラディンが 1182 年以降シリアでの戦いのためエジプトに
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戻っていないことから、マイモニデスが侍医になったのはそれ以前の時期であり、
ユダヤ人の首長となった彼が侍医になるのは当時の時代状況から考え不自然では
ないことから、侍医になったのは 1171 年頃であろうと推測している 35。マイモニ
デスは晩年、サラディンの息子アフダル（al-Afdal  Nūr  al-Dīn  ʿAlī,  1169-1225）の
ために『健康の保ち方』
（ Fī  tadbīr  al-ṣiḥḥa, 1198）と『発作の原因について』
（ Fī  bayan  
al-aʿrad, 1200）を、またサラディンの甥のために『喘息について』
（Fī  al-rabw, 1190
頃）と『交接について』（Fī   al-jimāʿ）を記しているが 36、これは彼が侍医として
アイユーブ朝の厚い信頼を得ていたことを示していよう。
エジプトで社会的に高い地位を得たマイモニデスは執筆の方も快調に進んだよ
うで、『ミシュネー・トーラー』に先立ち記した『戒律の書』（ Sefer ha-mitzvot,
1168-1170）を書き上げたのがこの頃である。彼の代表作『ミシュネー・トーラー』
（全 14 巻）の執筆も開始、ラビとして最も充実した時期であったと言えよう。彼
はユダヤ人の首長として迫害の最中にある同胞に宛て『イエメン書簡』（ Iggeret
Teman, 1172）を書き送っているが、これは彼自身の実体験を反映したものであっ
たと考えられる。
さて、ここで彼がいつ結婚したかにつき言及しておきたい。結婚は、ユダヤ人
社会において社会的に安定した生活を送るため最も大切なことの一つである。彼
がいつ結婚したかは文書に書かれていないため不明であるが、弟子のヨセフに宛
てた手紙から、1173 年頃、すなわち彼が 35 歳頃のことであったと推測される。
夫人の名前は記されていないが、役人で医者でもあったイザヤの子ミシャエル
（Mishael ben Isaiah）の娘であった 37。家庭を築いた彼にとって、執筆に専念でき
たこの時期は、最も幸福な時期であったと思われる。
順調に見えたマイモニデスの人生であったが、その数年後、彼は生涯で最も大
きな試練に見舞われる。彼の弟ダビデが、商用でのインドへの航海の途上、船が
難破して亡くなったのである。彼は、アッコの知人であるヤペテ（Japheth ben Elijah）
に宛てた手紙に次のように綴っている。
凶報が届いてから一年もの間、私はひどい熱と精神の混乱のため床に力なく
横たわり、死んだも同然の状態であった。それから今日までの八年間、絶望
的な喪の状態にいる。いかにして慰められ得ようか。彼は私の息子であった。
私の膝上で成長したのだから。彼は私の弟であり、教え子だった。私が安全
に過ごす間、商売をして生計を立てたのは彼だったのだ 38。
この手紙は 1185 年に書かれたものだが、1177 年に『ミシュネー・トーラー』
を書きあげてから 8 年もの間、彼の執筆活動は完全に止まってしまった。弟の死
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の衝撃があまりにも大きかったのであろう。彼がいかにして立ち直ったのかはわ
からないが、丁度この頃、著述を再開したのが主著『迷える者の手引き』である。
これは彼の弟子、ユダの子ヨセフ（Joseph ben Judah, 1160 頃-1226）がアレッポに
旅立った 1185 年頃から、弟子に書き送った教えをまとめたものである。ヨセフは
師と手紙のやり取りを通じて交流を保ち続けた 39。同じ時期に長男アブラハムが
誕生 40、愛する弟ダビデを失った悲しみを乗り越え、彼は次代に伝えるべき教え
を弟子に託したと考えられる。彼は『迷える者の手引き』を書き上げた後、
『復活
論』（Maʾamar   tehiyyat   ha-metim, 1191）と『占星術に関する書簡』（1194）の二つ
の短い論考と、アイユーブ朝の侍医として幾つか医学的論考を残した他は、晩年
は健康を害したこともあり大著は記していない。最後までユダヤ人のラビとして、
また医師として、ユダヤ人だけでなく多くの人々に仕えたマイモニデスは、1204
年 12 月 13 日、天に召されていった。キフティの記述によれば、彼の遺骸は遺言
によってティべリアに葬られたという 41。

3．遍歴が著作に与えた影響 ―『イエメン書簡』より
3-1．前文
『イエメン書簡』
（Iggeret Teman）は、マイモニデスがタルムード学院長ヤコブ・
ベン・ナタナエル（Jacob ben Nethanael）の求めに応じ、1172 年にイエメンのユ
ダヤ共同体に書き送った手紙である。当時、彼はカイロでユダヤ人の首長の地位
にあった。ヘブライ語で書かれた手紙の冒頭部分にはナタナエルへの敬意が記さ
れ、それに続き彼自身が経験したことが次のように綴られている。
私はスペインの賢者のうち最も小さい者の一人であり、祖国からの亡命の途
上、身につけている飾りが取り去られた者（出エ 33:5）であります。寝る間
も惜しんで学んで参りましたが、先祖が学んだことには未だ至っておりませ
ん。われわれは困難な時代に苦しんできました。静けさのうちに安らぐこと
もなく、疲れても憩いはなかった（哀歌 5:5）からです。町から町へ、国か
ら国へと彷徨う者にとって、律法が明快なものに成り得ましょうか。とはい
え、私は刈り入れをする人たちの後について落ち穂を拾い（ルツ 2:2, 7）、や
せ細って干からびた穂を拒絶することなく、よく実の入った穂を集めてきま
した（創 41:22-23）。今、私は小屋で一息入れているところです（ルツ 2:7）。
もし主が私たちの味方でなく（詩 124:1）、われわれの先祖たちが私たちに語
り伝えたものがなかったならば、常に授かってきたものから、私は少しも集
めることはなかったでしょう 42。
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この箇所から、彼が故郷のコルドバを発って以来、一時も安らぐことなくアン
ダルスから北アフリカに至る亡命生活を続け、それでも先祖から受け継いだ教え
を寝る間も惜しんで学んできたこと、そしてようやく、エジプトのフスタートで
安定した生活を送っていることに安堵の思いでいることが窺える。
前文の最後には「（この手紙を）走りながらでも読めるよう」（ハバ 2:2）、「子
供や女性を含めた共同体のすべての人がこの問題について理解するように」とあ
り、共同体の全員に伝えたいという強い思いが表れている。
3-2．本文
本文の冒頭では、ナタナエルの手紙にあった、共同体が抱える問題を次のよう
にまとめている。
ベルベル人がマグリブでしたことと同様、征服したすべての場所で、イスラ
エルの民が背教するよう強要することで彼らに強制改宗を命じた、イエメン
のこの暴徒の問題につきあなたが伝えた内容は、われわれを落胆させ、共同
体のすべての者に衝撃を与えたが、それは当然のことなのだ。これは凶報で
あって、それを聞く者は皆、両方の耳が鳴るであろう（サム上 3:11､列王下
21:12）。イスラエルは挟み撃ちに合い（ヨシュ 8:22）、西と東の両方の彼方で
の強制改宗という、われわれに降りかかったこれらの大問題のため心はやつ
れ、精神は混乱し、力は行き詰った。このような試練と警鐘の時について、
預言者はわれわれのために祈り、取り成し、こう語っている。
「わたしは言っ
た。
『主なる神よ、どうかやめてください。ヤコブはどうして立つことができ
るでしょう。彼は小さいものです』」（アモ 7:5） 43。
「ベルベル人がマグリブでしたこと」とは、彼自身がフェズ滞在中に被った強
制改宗の体験のことを指していよう。彼自身、ムスリムとして生活するよう強制
され、差別的な服装を強要され、シナゴーグの破壊を見てきたのである。
当時イエメンは、バグダードを首都としたアッバース朝（749-1258）の支配下
にあった。イエメンはアッバース朝の首都から遠いこともあり、反乱が絶えず起
きていた。アッバース朝はスンナ派であったが、イエメン人はファーティマ朝の
基盤であるシーア派分派のイスマーイール派と、隠れイマームを否定するシーア
派分派のザイド派が多かったからである。1150 年にアリー・イブン・アル＝マフ
ディー（ʿAlī  ibn  al-Mahdī）がアッバース朝に公然と反抗し、人々に悔い改めて禁
欲的生活を送るよう説いて回ったことが契機となり、マフディー（救世主）運動
が起こった。彼の息子、アブダル・ナビー（ʿAbd al-Nabī  ibn  Alī  ibn  al-Mahdī）が
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父の後を継ぎ運動の主導者となったが、この彼が「イエメンのこの暴徒」であろ
う 44。彼がイスラームへの改宗をユダヤ教徒に強制したことでイエメンのユダヤ
人共同体は恐怖に陥り、エジプトの共同体はイエメンでの迫害を聞き混乱と絶望
に陥った。マイモニデスが引用したアモスの祈りは彼自身の祈りでもあっただろ
う。彼は迫害に関し、次のように述べている。
アマレク、シセラ、セナケリブ、ネブカドネザル、ティトゥス、ハドリアヌ
ス、そして同種の他の者と同様、すべての王、暴君、敵対者、あるいは暴力
的な征服者が、暴力と軍事力によりわれわれの法を破壊し、われわれの宗教
を無きものとすることを、彼の目的かつ第一の関心事としたのである。これ
が神の意志を覆そうとする第一の部類である。第二の部類は、シリア人、ペ
ルシア人、ギリシア人のような、最も賢く、最も学のある国々から成ってい
る。彼らもまた、彼らが生み出した議論と、彼らが作り上げた論争により法
を破壊し、無効にすることを望んでいる。征服者が刀により成したように、
彼らは彼らの組成したもので法を無きものとし、その効力を消し去ろうとし
ているのである 45。
マイモニデスは、イスラエルの民が歴史上体験してきた様々な圧政を取り上げ、
彼らが現在被っているイスラーム王朝による迫害は、過去にあった武力による迫
害とは異なり、言論による迫害だと論じている。彼が言及している新アッシリア
帝国（c. 911 BC-612 BC）のセナケリブや、新バビロニア（626 BC-539 BC）のネ
ブカドネザルなどによる、過去イスラエルの民が経験した武力による圧政は、神
により終焉させられると預言書にあると、彼は『迷える者の手引き』第 2 部 29
章で述べている 46。注目すべき点は、彼がシリア人、ペルシア人、ギリシア人の
三つを取り上げていることである。アケメネス朝ペルシア（c. 525 BC-330 BC）の
滅亡はハガイ書（2:6-7）に予期されていると彼は『手引き』の同箇所で述べてい
るが、ここで言うペルシア人とは違うだろう。この書簡が、イスラーム王朝の興
亡が絡んだ圧政につき書かれていることを考慮すると、スンナ派の教義確立に貢
献したアシュアリー派のガザーリーを指すと推測することもできよう。彼はシリ
ア人とギリシア人に関して『手引き』第 1 部 71 章で触れているが、そこで彼はイ
スラームの正統神学であるアシュアリー派と理性的推論を基盤としたムウタズィ
ラ 派 の 教 義 は 、 哲 学 者 に 対 抗 し て 書 か れ た ギ リ シ ア 人 の ピ ロ ポ ノ ス （ John
Philoponus, c.490-570）や、シリア人のイブン・アディー（Ibn  ʿAdī,  893-974）らキ
リスト教徒の書物を基盤にしたものであり、彼らの議論は論証に基づいたもので
はないと主張している 47。重要なことは、イエメンでのユダヤ人に対する迫害は、
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ムスリム間の思想的対立が根底にあると彼が暗に指摘していることである。教派
間の思想的対立や、為政者と民衆との思想的乖離状態こそが、迫害の根底を成す
原因であると捉えたと推測される。イスラーム王朝の歴史が、思想的対立を背景
にした紛争の歴史でもあり、その歴史の狭間でユダヤ人が迫害を被ってきたこと
を、マイモニデスは悲壮な思いで受け止めていたと考えられよう。

4．おわりに
マイモニデスの生まれ育ったスペイン南部のアンダルスは、当時イスラーム文
明の黄金期を謳歌していた。自由闊達な雰囲気の中で学んだ彼は最先端の学問を
吸収し、希望に燃えた若者であっただろう。しかし、アンダルスはムラービト朝
からムワッヒド朝の支配下に代わり、迫害を受けたユダヤ人は四方に散り散りに
された。マイモニデス一家は海を渡って北アフリカに逃れたものの、そこも終の
棲家とは成り得なかった。それでも学び続けた彼はフェズで医学を習得、後に当
時最も有名な医者の一人となる。
このような激動の時代の中、エジプトのフスタートに定住する 30 歳頃になるま
で、彼の心は休まることはなかっただろう。彼は 1171 年にユダヤ人の首長に就任、
この最も充実した時期に執筆したのが代表作『ミシュネー・トーラー』である。
その後、愛する弟のダビデを海難事故で失い、彼の創作活動は完全に止まってし
まう。弟の死から立ち直り、ようやく書き始めたのが主著『迷える者の手引き』
である。ユダヤ人だけでなく、キリスト教のスコラ学者にも影響を与えたこの著
作は、あるいは弟の死がなければ現在のような深みある作品にはならなかったと
も考えられる。
マイモニデスは古典ギリシアやイスラームの思想家から学び、柔軟に周辺文化
を吸収し、そうした知識が彼の著作に影響を与えたことが窺える。しかし、思想
的対立が政治的闘争を生み出し、果ては同胞が迫害に巻き込まれる状況を見て、
論証を基盤とせず、教義を護ることを目的とした神学の危険性を彼は見抜いたの
であろう。今回取り上げた『イエメン書簡』は、彼のそうした思想の一端でしか
ない。今後は、彼がキリスト教とイスラームの護教的神学から何を感じ、それが
彼自身の思想にどう影響したのかにつきさらに検証していきたい。
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Abstract
During the period from the 1890s through to the 1920s, a social movement evolving
from middle-class society emerged in the United States and  was  named  “Progressivism”  
or   the   “Progressive   movement.”   Its   main   aim   was   to   support   the   educational   and  
economic advancement of the lower classes, mainly new immigrants. Members of the
Jewish community were also influenced by these aims.
Louis D. Brandeis (1856-1941), a lawyer and the first Jewish Associate Justice of
the Supreme Court of the United States together with Henrietta Szold (1860-1945), who,
in   1912,   established   the   first   American   Zionist   women’s   organization   called   Hadassah,  
were  both  influenced  by  the  “Progressive”  ideology,  and  worked  together  d uring the First
World War in supporting the idea of American Zionism. Their objectives were for Jews
to have equal rights in the United States, and to help Jews of lower social class, who
were mostly found in Palestine at that time. Their Zionist ideas, evolving from the
American context, were, however, different from those of European Zionists at the time.
This paper will present the Zionist ideas of Brandeis and Szold, comparing them
with European Zionists, while also pointing out differences between Brandeis and Szold,
who came from different American Jewish backgrounds.

Keywords
American Zionism, Louis D. Brandeis, Henrietta Szold, Progressivism (The Progressive
Movement), Eretz Israel (Palestine)
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1. Introduction
It is generally understood that American Zionism finally started having an impact
internationally during the First World War. Specifically, due to the outbreak of war in
July 1914, it was not possible for the Executive Committee of the World Zionist
Organization, located in Berlin, to summon members there. Therefore, the Provisional
Executive Committee for General Zionist Affairs met in the United States as a temporary
replacement of the above Executive Committee in Berlin, on August 30 of the same year.
Louis D. Brandeis (1856-1941) was nominated to be Chairman of the Committee.
Henrietta Szold (1860-1945),  who  founded  Hadassah,  the  Women’s  Zionist  Organization  
of America, at the Temple Emmanuel Reform synagogue in New York City on February
24, 1912, was one of the members of this temporary Executive Committee. Hadassah
possibly became the largest Zionist organization in 1930s in the United States.1 This
women’s  Zionist  organization,  however,  was  never  a  major  focus  of  studies  on  American  
Zionism until the late 1990s (also from a perspective of historiography in Zionist
studies). 2 For instance, researchers Yonathan Shapiro (1971) and Ben Halpern (1979)
excluded Hadassah from mainstream American Zionism 3; instead they focused on the
topic  of  political  activity,  which  they  described  from  the  “nation-building”  point  of  view,  
even though Halpern assessed Hadassah as being a major power in American Zionism,
and in his book, A Clash of Heroes (1987) he described Hadassah as an organization
engaged in Zionist activities from a unique perspective (that of women), and as one of
the most successful cases in American Zionism. 4 At the same time, Halpern also states
in a different part of the same book that the success of Hadassah was due to support from
Brandeis. 5 Brandeis, who had already joined the Federation of American Zionists (FAZ)
in 1912, was nominated Chairman of the Provisional Executive Committee for General
Zionist Affairs in 1914, and he asked Szold to be a member of this Committee. 6
The analysis of historians such as Allon Gal and Erica B. Simmons shows that
Brandeis and Szold were leading figures in American Zionist activities under the banner
of the Progressive Era. 7 At  the  end  of  the  First  World  War,  under  Brandeis’  initiative  in  
the FAZ, Hadassah, as the American Zionist Medical Unit (AZMU), accepted his request
to send a forty-four member 8 medical unit to Eretz Israel (Palestine) and to establish
clinics and hospitals throughout Palestine, 9 and the AZMU arrived in Eretz Israel
(Palestine) in the summer 1918. The budget for transportation and some maintenance for
one year was partly covered by the American Jewish Joint Distribution Committee, in the
amount of $250,000. The model for this project was the system of visiting nurses, which
was set up by Lillian Wald (1867-1940)10 at Henry Street House. Their activities were
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uniquely positioned within American Zionism. This can be also paraphrased as follows:
American Zionism started having an international influence during the First World War,
when it began to help residents of Eretz Israel (Palestine), especially Jews.
The aim of this paper is to show the diversity of American Zionism during the
1910s and 1920s. For this purpose, I focus on Louis D. Brandeis and Henrietta Szold,
who were two of the Zionist leaders in establishing American Zionism as an active
movement, prior to the establishment of the State of Israel. Previous research has
interpreted their Zionist activities as being influenced by Progressivism. In particular,
Melvin  I.  Urofsky  wrote  on  Brandeis’  Zionism  in  his book of Louis D. Brandeis and the
Progressive Tradition,  which  was  based  on  Brandeis’  broad  Progressive philosophy. 11
Indeed, they worked together during the First World War and had similar Zionist
aspirations which were influenced by Progressivism, as will be shown; however,
Brandeis and Szold did not share the same concept of American Zionism. In this paper, I
wish to present a different view based on their diary entries and speeches. This paper
re-examines their position and interpretation in previous research, by investigating
Brandeis’  and  Szold’s  views  of  Eretz Israel (Palestine).

2. American Zionism in the Progressive Era (1910s-1920s)
2-1. What is Progressivism?
From the 1890s through the 1920s there was a social reform movement in the
United States  called  “Progressivism”  or  the  “Progressive  movement,”  and  it   was  a  kind  
of   social   justice   reform   movement.   Maureen   A.   Flanagan   described   it   by   saying   “All  
individuals must assume responsibility for the structure of society and for the welfare of
all people, especially those they did not know or understand. Americans, according to
[Jane] Addams [she was a leading figure in the Progressive Era], had to realize that they
had  social,  as  well  as  political  and  individual,  obligations.” 12 The movement brought the
idea of equal rights under the law for all people, as well as giving suffrage to, helping
and developing social welfare for lower social classes of American society. 13 The
following sections will examine how Brandeis and Szold combined Zionism with
Progressivism. 14
2-2. The Features of American Zionism
The early American Zionist movement until 1914 was a minority group. 15 For
certain reasons, it was difficult for American Jews to adopt European Zionist ideas.
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Firstly, American Jews hoped to assimilate themselves into American Society, i.e., they
wanted   to   be   U.S.   citizens.   Until   the   emergence   of   Brandeis,   to   “convert”   to   Zionism  
meant   having   “dual   loyalty.” 16 Secondly, many Orthodox and Reform Rabbis rejected
Zionism’s   secular   roots. 17 Thirdly, it was not attractive for many American Jews to
emigrate to Palestine, which was not a developed country.
Regarding Zionism in the diaspora, Chaim Weizmann (1874-1952) argues that
American Jews made significant financial contributions to the Zionist movement. 18
Other researchers share his impression of American Zionism. American Zionism was
referred to as charity activity, but despite this, its greatest interest was in realizing
American  democracy.  In  the  words  of  Zohar  Segev,  “reinforcing  the  American  version  o f
Zionism preserved Jewish unity and democracy, which they found lacking in the theory
and  practice  of  the  philanthropic  organizations  of  the  German  Jewish  elite.” 19
In the second quarter of the 19 th century, German Jews emigrated to the United
States to escape from discrimination and for economic reasons. By the time of the Civil
War, there were about 150,000 Jews in the United States. 20 While German Jews
gradually adapted to American society, in the 1880s Eastern European Jews escaped
from the wave of pogroms in Russia to the United States. Between 1881 and 1929, over
2,300,000 Jews from Eastern European countries arrived at American ports. There were
huge gaps between German Jews and Eastern European Jews in terms of financial
circumstances, customs, religion and social status. 21 Jonathan D. Sarna described the
gap between them. He mentioned that Temple Emanu-El synagogue was a place where
German Jews encountered Eastern European Jews, even though they were from different
social classes. 22 Temple Emanu-El synagogue was a center for settlement activities in
1903. Szold summoned Jewish women there in 1912 to establish Hadassah. 23 The
following section explains how Brandeis became a Zionist.
2-3. Louis D. Brandeis: Becoming a Zionist Leader
Louis D. Brandeis was born in Lewisville, Kentucky in 1856. His father had
escaped from the disorder during the Revolutions in the German States in 1848, and his
mother came to the United States from Prague. Brandeis spent most of his life as a
lawyer and a judge, and had not been raised in an environment in which Jewish religious
education was provided. 24 He was a secular Jew, and it can be considered that by
spending time in Boston as lawyer he absorbed Puritan ideas. 25 Before Brandeis became
a Zionist, he was mostly interested in social issues. Brandeis was motivated by the idea
of   Progressivism   and   he   worked   hard   as   a   lawyer   in   resolving   workers’   employment  
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issues, which arose accompanying the industrialization at the end of the 19 th century. As
Kiminobu Hashimoto states, “Brandeis was   a   typical   and   ideal   American   lawyer.” 26
Why did such a person take part in Zionist activities, which represented the
distinctiveness of Jews?
The direct factors which drove Brandeis to the Zionist movement can be
summarized in the following three points: 1. Meeting Jacob de Haas, 27 2. Support for the
Palestine Jews, and 3. Anti-Semitism. 28 He joined the FAZ, the forerunner to the Zionist
Organization of America (ZOA), in 1912. In the following year, on August 30, 1914, at a
meeting of the Provisional Executive Committee for General Zionist Affairs held in the
United States, Brandeis was nominated Chairman of the Committee. He quickly became
an   efficient   leader   of   American   Zionism.   Under   the   slogan   of   “Increase membership,
raise money and create an organization,” Brandeis made full use of his political skills.
For Brandeis, Zionism was for realizing Americanism:
My  approach  to  Zionism  was  through  Americanism.  […]  Gradually  it  became  
clear to me that to be good Americans, we must be better Jews, and to be better
Jews, we must become Zionists.

29

In short, it was important for Brandeis to live in the United States as a Jew. Brandeis
only visited Palestine once, in 1919. It can be seen that American Zionism did not have
the aim of migration to Palestine. For Brandeis, the purpose of Zionism was to protect
Jews in the United States as a minority. In the next section, we will see how Henrietta
Szold became a Zionist Activist.
2-4. Henrietta Szold: The turning point for becoming engaged in Zionist
Activism
Henrietta Szold was born in Baltimore, Maryland in 1860. Both her parents came
from Hungary, and her father was a Reform rabbi. Since his religious position was that of
a pioneer in the conservative group  when  described  in  today’s  terms, Szold was raised in
an environment where she was provided with an education on the Torah and Jewish Texts
as well as general subjects, despite the fact that she was a woman. 30
Szold’s   Zionist   activities   before she moved to Palestine were solely holding study
groups to remind participants of their Jewish identity, and delivering speeches at
ceremonies such as those by Zionist groups in the United States. However, when Szold
actually  traveled  to  Palestine  in  1909  and  visited  to  a  local  girls’  school,  she  was  shocked  
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by the extreme lack of hygiene there. These events impelled her to become an American
Zionist activist for improving public hygiene in Palestine, and this change led her to
found Hadassah. At the end of the First World War, doctors, nurses, and necessary
resources were sent to Palestine through the Hadassah enterprise, and Szold moved there
in 1920 as a senior supervisor.
Researchers  such  as  Gal  and  Simmons  understand  Szold’s  activities  in  Hadassah  as  
having a foundation influenced by Progressivism as defined by the idea of Jane Addams
(1860-1935) and by the home nursing services of Lillian D. Wald (1867-1940). 31
Simmons’   interpretation of the paper written by Szold in 1903 32 indicates that Szold
noticed a social transformation occurring because of activists such as Addams in Chicago
and Wald in New York, who performed welfare activities that formed the first operating
model for Hadassah, which would be started in Palestine over 10 years later. The
operating model of Hadassah is reminiscent of the activities carried out by Henry Street
House, led by Wald, which provided medical consultation free of charge or for a
relatively low cost, and which also provided home nursing services in response to
requests from neighbors, regardless of their religion and ethnicity.
Similarly Hadassah did not limit their medical activities in Palestine only to Jews,
but also provided them to Arabs, having a spirit of not discriminating between religions
and ethnicities. 33 As indicated by Simmons, activities carried out by Hadassah in its
initial stages after its foundation may have had a philosophy similar to that of Addams
and Wald.
The above is an overview of the background to Brandeis and Szold becoming
Zionists. Aspects common to them were that both were born in the United States, they
were both from non-Eastern European Jewish backgrounds, and belonged to the middle
class, which had already become part of American society. Although Brandeis and Szold
had different direct motivations in becoming Zionists, both did not want to make Aliyah
(emigrate to Palestine), but their aspiration in their Zionism was for Jewish immigrants
to the United States to be accepted in American society as Jews, and to help Jews in
Eretz Israel (Palestine), such as in alleviating suffering from malaria and poverty. In
short, it is obvious that the aim of American Zionism was to introduce knowledge and
technologies from the United States to Palestine. The following section explores what
was the foundation of the Zionist views of Brandeis and Szold by comparing their
perspectives of Eretz Israel (Palestine).
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3. Comparison of views towards Eretz Israel (Palestine)
3-1. The Case of Brandeis
As summarized by Melvin I. Urofsky and Hidesaburo Kusama, 34 Brandeis
recognized Eretz Israel (Palestine) of that time as an appropriate place for realizing an
American democratic ideal. In other words, Brandeis considered a small society to be
ideal for realizing social justice (i.e., American democracy). For Brandeis, building a
nation by Jews in Eretz Israel (Palestine) was equivalent to realizing his belief of
practicing American ideals and establishing equal rights. 35 In his speech in July 1915,
Brandeis  said  that  his  American  ideals  were  “the  development  of  the  individual  through  
liberty,  and  the  attainment  of  the  common  good  through  democracy  and  social  justice,” 36
and  in   a   speech,   entitled   “American   Aid”   at   the   Convention  of  the  FAZ   held in Boston
and Chelsea in June 1915, he was successful in combining American ideals with
Zionism:
The path of the Zionist in America, during this year of trial, has been relatively
clear solely because the Zionist ideals, the highest Jewish ideals, are
essentially the American ideals. Democracy is also a Zionist concept. Social
justice is also a Zionist aim. Full and complete liberty is an essential of
triumphant Zionism as it is the American ideal of the twentieth century. 37
As can be seen from these quotations, it seems that Brandeis overcame the dilemma
of dual loyalty in both being an American and a Jew. He did not see any contradiction
between participating in Zionist activities and living as an American. Rather, he
developed a theory that in order to achieve American ideals, it is necessary to have a
relationship with Palestine as a Jew.38
As pointed out by Yukako Ikeda in her 2007 paper, 39 Brandeis concluded that
achieving the Americanization of Zionism required Jews in the United States to build a
Jewish nation in order to be accepted as an ethnic group. This idea of creating a Jewish
nation held by Brandeis is reflected in the action plan given at the ZOA annual
conference held in Chicago on September 14, 1919. In this action plan, the following
five items were proposed: 1. a campaign for exterminating malaria, 2. purchasing large
tracts of land, 3. planting trees, 4. strong financial support for the establishment of the
Hebrew University of Jerusalem, and 5. the implementation of research and
supplementary study necessary for making progress in the development of agriculture,
industry, and commerce. 40
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Brandeis was aiming to increase the number of Jewish people in Palestine, and was
trying to make the situation in Palestine favorable for Jewish people. He proposed the
theory that there would be a delay in introducing democracy until more Jews arrive. 41
However, the conflict between Arabs and Jews became yet more volatile due to the
Western Wall incident in Jerusalem in August 1929. Brandeis insisted on making a slight
modification to his theory, which made a great contribution to improving the Palestinian
economy. He  stated  the  following  at  “an  Emergency  Palestine  Economic  Conference” in
Washington D.C. on November 24, 1929:
No one who has been in Palestine can doubt that the Arabs of Palestine, the
Christian Arabs, of whom there are relatively few, and the Moslems who live
there have been greatly benefited by what the Jews have done there.42
Based on the above statement, it can be assumed that while Brand eis was aware of
the existence of Arabs in Palestine, he did not deny the superiority of Jews there.
Although Brandeis was trying to introduce American-style democracy to Palestine, he
gave priority to Jews over other residents in Palestine and applied two contradictory
ideas,   i.e.   despite   working   as   a   lawyer   for   people’s   rights   in   the   United   States,   he   was  
promoting the maintenance of American Zionist power in Palestine. However, this
contradiction might be interpreted as Brandeis being influenced by other aspects of
Progressivism.   In   short,   Progressivism   also   included   the   “view   of   America   as   the  
dominant   force   for   justice   in   the   world   community.” 43 From the mid-1930s, Brandeis
consistently maintained his attitude towards establishing a Jewish homeland. He f ormed
a political alliance with the Labor Zionist leaders in Palestine, who were led by David
Ben-Gurion.
Szold did not  agree  with  Brandeis’  attitude of insisting on the superiority of Jews in
Palestine. The   following   section   will   investigate   Szold’s views towards Eretz Israel
(Palestine).
3-2. The Case of Szold
Szold’s speech gives a good indication of her views towards Eretz Israel (Palestine).
It was delivered at the Baltimore branch of the National Council of Jewish Women
(NCJW) on January 26, 1896. This   speech   is   considered   Szold’s first public support of
Zionism. The main subject of the speech was on the historical role of the Hebrew
language. The speech included the following part, which give a good indication of how
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Szold understood Eretz Israel (Palestine).
[…] I do not say to return to, but to establish themselves in Palestine. Its
promoters

advocate

self-emancipation

along

with

self-respect

and

self-knowledge. It is their belief that the Jew can be a dignified member of
human society only if he has a stable center towards which the scattered of his
nation shall gravitate in perilous times. 44
As can be seen from her speech, she did not support a form of Zionism which
encourages leaving the United States and returning to Palestine. In this point, her idea of
Zionism is similar to that of Brandeis. Her understanding was simply that Palestine is the
most suitable place for a center for the Jewish diaspora due to its being the ancient
Promised Land for Jews. The reason why Szold traveled to Palestine in 1920 was not
because she wanted to return to the land, but because she was fulfilling her duties as a
senior supervisor of the American Zionist Medical Unit- the Hadassah Medical
Organization (AZMU-HMO). 45 As indicated by Simmons, Hadassah’s activities of
dispatching nurses throughout the 1910s and 1920s were inspired by the home nursing
services provided by Jane Addams and Lillian Wald. However, even if this system may
have been referred to, it cannot be overlooked that Szold herself at least did not intend to
develop Hadassah solely based on philanthropic interests in the era of progressivism.
This can be seen from the following anecdote.
At the time of its foundation in 1913, Hadassah recruited non-Zionist women in
order to expand their organization. In other words, they believed that it would be
possible to get interest from non-Zionist women if Hadassah would be viewed as a
charitable organization, conducting social welfare activities for women and children in
Palestine. However, Szold was issuing warnings against recruiting non-Zionist women.
The following is her response when she was asked at the Philadelphia branch whether
she would admit non-Zionist women as members of Hadassah. Szold issued a warning
that it is necessary to be cautious about the Hadassah organization losing its Zionist
character:
I ought to warn you against this non-Zionistic trend. It would be a mistake for
us Zionists to let our fine idea become colorless […] Unless we insist upon the
Zionist coloring, the result will be degeneration into flabby philanthropism. 46

41

一神教世界 ５

Based on the above statement, it can be interpreted that Szold understood the
activities of Hadassah as Zionist ones, and viewed such activities as not equivalent to
those of philanthropists. Szold always understood that Zionism was based on the
intellectuality and discipline of Judaism. In her diary on the 3rd January, 1918:
[…]The real difficulty lies in the fact that Zionism, like Judaism in general,
implies or presupposes a high grade of intelligence and mental disc ipline. Our
people, used up by the struggle for existence, do not possess that. And they are
disorganized besides. 47
The above is a quote from her diary written before she went to Palestine as a senior
supervisor of the AZMU-HMO. This diary shows Szold’s  unique attitude to the idea of
Zionism. Although Szold initially found the lofty spirit of Judaism in Zionism, she
recognized the difficulty of sharing these ideas with her people, who had emigrated to
Palestine and were living there. The following section will explore an example in which
Szold and Brandeis had different interpretations of Zionist activities.
3-3. Promoting Medical Activities or Providing Educational Opportunities in
Eretz Israel (Palestine)? (Disagreement in the 1920s)
The present section explains an episode where Brandeis and Szold actually had
different points of view towards Zionist activities in Palestine.
In 1920, when Szold was 60 years old, she herself moved to Palestine as a senior
adviser to the AZMU-HMO, and worked there for three years. Thereafter, from 1927 to
1930, she was appointed to be the Minister of the Health Department and Education
Department portfolios of the Palestine Executive of the World Zionist Organization, led
by Ben-Gurion. Szold believed that what Palestine needed next was the improvement of
education, and she also believed that having in these Portfolios in the Palestine
Executive of the World Zionist Organization, would be the optimal position to provide
improved education in Palestine. A diary entry written by Szold on July 31, 1921 in
Jerusalem states that she was expecting medical activities by Hadassah to be managed by
the central Zionist political body (in other words, she was expecting that the Histadrut,
the General Federation of Labour, would manage them).48
However, not only did Hadassah’s leaders disagree with her decision to take on
these roles, but so did Brandeis. Within one of the plans of action for establishing a
Jewish nation, which Brandeis mentioned at the ZOA conference held in September 19 19,
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he suggested providing strong financial support for the establishment of the Hebrew
University of Jerusalem; 49 however, he did not focus on cultural educational activities,
particularly for women and children, in Palestine, as Szold did. Szold was not satisfied
with the fact that Brandeis did not focus on activities related to culture and education for
all people. 50

4. In Conclusion
Existing studies have a shared understanding that Hadassah, in the context of
American Zionism belonged to the Brandeis-Mack wing, led by Brandeis. 51 Therefore,
in the mid-1920s, when Lipsky (i.e. the Lipsky-Weizmann wing), who was a rival of
Brandeis, won the position of leadership within American Zionism, Hadassah was given
an independent position within American Zionism. The present paper explored an
overview of American Zionism in the period where progressivism was flourishing, in
other words, in the 1910s and 1920s, by focusing on Brandeis, one of the leaders of
American Zionism, and Szold, the founder of Hadassah. They were assumed to have
shared the same vision within American Zionism.
Szold worked together with Brandeis under his instruction during the First World
War and after that they differed in their views about Zionism, particularly about the idea
of Eretz Israel (Palestine). At a meeting held in London on July 14, 1920, Brandeis
stated, “We  must  be  in  a  position  to  act  in  Palestine,  and  we  have  to  be  strong  outside  of  
Palestine” 52 to representatives of the United States. Brandeis anticipated that saving
Jews in Palestine and increasing the impact of American Jews within and outside it were
the aims of Zionist activities. In other words, within Brandeis’   Zionism,   there   was no
contradiction between realizing American ideals in Palestine and retaining certain power
in Palestine. In fact, Brandeis, as an American Jew, provided support for public projects
in Palestine, while he had little interest in those who were in Palestine at the bottom of
the social hierarchy. Therefore, although he offered support for establishing the Hebrew
University of Jerusalem, he never showed much interest in providing educational
opportunities to women and children in Palestine. Several statements quoted from
Brandeis in the present paper clearly indicate that his attitude o f fighting for the laboring
classes while working as a lawyer, affected by the Progressive movement, disappeared
during his Zionist activities.
Meanwhile, unlike Brandeis, Szold believed that the central Zionist political body
should be responsible for medical activities in Palestine from the 1920s, and that they
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should not be led by Hadassah in relation to the idea that American Jews would build a
certain power both within and outside Palestine. Szold had different opinions from
Brandeis and other leaders of Hadassah in this aspect; however, the largest reason for
this gap may be that Szold found the ideal of Judaism within Zionism. She
accommodated the spirit of Reform Judaism in her Zionist activities. Realizing social
justice and helping poor people, Szold’s  concept of Zionism could also include the ideas
of Progressivism. In other words, she took advantage of the knowledge of Progressivism
and the visiting nurses service system to improve people’s lives in Palestine. Her concept
of Zionism, however, was not necessarily based only on the ideal of Progressivism.
Rather, it can be interpreted that she was more strongly influenced by Reform Judaism
than Progressivism.
Since the present paper focused on Brandeis and Szold, it could not look into the
relationship with the Lipsky-Weizmann wing from the mid-1920s. This issue will be
investigated in future.
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戦後ドイツにおけるプロテスタント教会とユダヤ教の対話
―ヴッパータールの事例から―
加納 和寛
ヴッパータール大学人文学域プロテスタント神学科博士課程

要旨
第二次世界大戦後のドイツが国内外のユダヤ人・ユダヤ教に関して「贖罪」の
態度を取り続けているのは言を俟たない。こうした中で、ドイツ国内のユダヤ人
数は、1990 年頃を境として突如急増する。これは旧ソ連に居住していたユダヤ人
が流入したためであり、彼らはユダヤ人ではあるがナチスに迫害された者やその
関係者とは限らない。
この新しい状況のもと、ヴッパータール市バルメン地区にある、1934 年にナチ
スに反対する第一回告白教会会議が開催され、いわゆる「バルメン宣言」が採択
されたゲマルケ教会（ラインラント州教会所属）の敷地の一角に 2002 年、ゲマル
ケ教会および州教会の全面協力のもと、新たにユダヤ教のシナゴーグが建設され
た。このことをバルメン宣言と関連づけて評価する向きもある中で、これまでの
「贖罪」モデルに加えたキリスト教とユダヤ教の新たな対話や共存の可能性につ
いて、ドイツにおける両者の社会的共存の現実を踏まえつつ、神学的および信仰
的な交流の実態と理想とについて検討する。

キーワード
ドイツ、ユダヤ教、バルメン宣言、ヴッパータール、告白教会
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A Dialogue Between the Protestant Church and Judaism
after the Second World War in Germany, Wuppertal
Kazuhiro KANO
Doctoral Student
Graduate School of Humanity, Protestant Theology, University of Wuppertal

Abstract
Since the Second World War, Germany has maintained a repentant attitude towards
Jews and Judaism. Under these circumstances, around the year 1990, the number of Jews
moving to Germany rapidly increased. This was because of Jews living in the former
Soviet Union flowing into the country. These migrants were not necessarily people or
relations of people that were once persecuted by the Nazis.
Under this new environment, with the full cooperation of Gemarker Church (part of
the Evangelical Church in the Rhineland) and other state churches, a new Jewish
synagogue was built in 2002, in one of the corners of the grounds of the Gemarker
Church. It was at this church that the Confessing Church opposing the Nazis gathered for
the   first   time,   and   “The   Theological   Declaration   of   Barmen”   was   adopted.   Some  
associate a build of the synagogue with   the   “Theological   Declaration   of   Barmen” and
appreciate it. Based upon this, this paper considers ways for Christianity and Judaism to
coexist and how they can establish opportunities for communication, and looks at the
reality and ideals of these two religious groups to socially interact.

Keywords
Germany, Judaism, Barmen Declaration, Wuppertal, Confessing Church
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はじめに
ドイツ連邦共和国ノルトライン＝ヴェストファーレン州ヴッパータール市にあ
る歴史的市街地の一つ、バルメン地区の中心部に、設立以来 300 年の歴史を有す
るプロテスタント教会であり、ラインラント州教会に属する「合同福音主義ゲマ
ルケ教会（Vereinigte Evangelische Kirchengemeinde Gemarke、以下ゲマルケ教会）」
がある。この教会の敷地内に 2002 年、従来からある礼拝堂に隣接してユダヤ教の
シナゴーグ（礼拝堂）が教会の全面協力によって建設された。その最大の要因は、
ヴッパータール市内のユダヤ人が 1990 年以降急激に増加したことである。この変
化への教会としての応答がシナゴーグ建設として表現されたと見ることができよ
う。
そこで本論文では、シナゴーグ建設の最大の動因となったと推測できる、1990
年以降のドイツにおけるユダヤ人の急激な増加の理由を解明しつつ、同時にゲマ
ルケ教会がシナゴーグ建設を引き受けた経緯を探ることにする。キリスト教会が
ユダヤ教の施設を敷地内に建設する（もしくは建設に協力する）という行為は、
ドイツという政治的・歴史的文脈の特殊性を考慮しても相当に特異な出来事と言
えるため、前史としてゲマルケ教会の歴史と活動にも重点を置き、最終的にシナ
ゴーグが建設されたこととゲマルケ教会の存在とその意義との関係性を明らかに
する。

1．新しい「ユダヤ人」
まずは 1990 年を境にして、ドイツにおいて急激なユダヤ人住民の増加がなぜ生
じたのかを明らかにする。公然と反ユダヤ主義を掲げた国家社会主義ドイツ労働
者党（NSDAP）政権、いわゆるナチスのもとで行われたショア（ユダヤ人虐殺、
ホロコースト）のため、第二次世界大戦後も旧東西両ドイツの版図に居住し続け
たユダヤ人の数は戦前と比べてきわめて小さいものであり、増減の幅はごく小さ
なものであった 1。その状況が 1990 年を境に大きく変化する。実際、ヴッパーター
ルのユダヤ教共同体会員数は 1989 年にはわずか 82 人であったが、2012 年現在 2,
239 人を数える 2。この経緯をドイツおよび周辺世界の、おもに政治的状況から観
察することにする。
1-1．急増したドイツ国内のユダヤ人
1989 年 11 月にベルリンの壁が崩壊し、1990 年 3 月の東ドイツにおける最後の
国政選挙で東西ドイツ統一を主張する「ドイツ連合」が勝利すると、同月に召集
された人民議会（国会に相当）において、ナチス時代のユダヤ人に対する非人道
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的行為を謝罪する声明が採択された。同年 7 月、東ドイツ政府はソ連から入国申
請をするユダヤ人に対し滞在許可を与える特別法を制定する。この特別法を利用
して 1990 年 10 月のドイツ再統一までの間に東ドイツに入国したソ連のユダヤ人
は、旧東ベルリンに来た者の数だけでも 2,650 人にのぼったとされる 3。当時ソ連
ではゴルバチョフ政権のもとでいわゆるペレストロイカが推進されていたが、そ
の反動として民族主義が台頭しており、後述のように「少数民族」の扱いを受け
ていたユダヤ人たちは新たに生じ始めていたソ連内の民族間対立とそれが生んだ
差別に悩まされていた。その意味では彼らの東ドイツへの出国は政治亡命の側面
があったと言える。すでにドイツ再統一が既定路線と目されていたにもかかわら
ず、この東ドイツによるソ連のユダヤ人受け入れは、西ドイツ側に一切の事前相
談なく行われ、東西ドイツが正式に再統一した直後の 1990 年 10 月にはじめてド
イツ連邦議会で審議された。連邦議会に議席を持つすべての党派はこれを緊急課
題として認識した一方で、問題となったのは、第一にこの課題を近代ドイツ史と
関連づけてとらえるべきか、すなわちナチスのユダヤ人迫害と結びつけて検討す
るべきかどうかということ、第二に再統一したドイツはなおこれに対し新たな形
で「償い」をする義務があるかどうかということであった。したがってこの課題
は政治的・経済的というよりは歴史認識あるいはモラルに深くかかわる問題とし
て考慮されることとなった 4。
連邦議会での決着がつかないまま、1991 年 2 月、ドイツを構成する各州の代表
者会議の性格を有する州首相協議会において、従来からある海外からの政治亡命
者を人道的に受け入れる割り当て数の範囲内でソ連からのユダヤ人亡命者を受け
入れることが決議された。この決議は内容的には曖昧なところが多かったが、こ
のことが事実上の方針決定となり、現在進行中の抑圧政策のもとに置かれている
ソ連のユダヤ人はかつてドイツが迫害したユダヤ人の「信仰の兄弟」であるとさ
れ、ショアの犠牲者に重ね合わせられることとなった 5。同年 12 月にソ連は崩壊
して独立国家共同体（CIS）となったが、州首相協議会の決定はソ連を CIS に置
き換えてそのまま継続されることとなった。
その結果、ヨーロッパ諸国の中で唯一ドイツだけがソ連とその後身である CIS
から大量のユダヤ人を受け入れる体制の整った国となった。このように受け入れ
る側の姿勢として明確にユダヤ人を受け入れると表明したことで、多数のユダヤ
人がドイツを目指したことはある意味必然的であると言える。その一方で「なぜ
わざわざショアの国にユダヤ人が行きたがったのだろうか」という受け入れられ
る側の姿勢が疑問となる。
前述のように第一要因は CIS 諸国における反ユダヤ主義の台頭である。だが反
ユダヤ主義を避けるためにユダヤ人たちが向かう先は、必ずしもドイツであると
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は限らない。事実、直前の 1980 年から 1989 年にかけての期間にソ連から出国し
たユダヤ人の行先の 72.5%はアメリカ合衆国、25.9%はイスラエルとなっており、
当時の西ドイツは大多数のソ連のユダヤ人にとって行先の有力候補ではなかった
にもかかわらず 1989 年頃から受け入れられる側のソ連のユダヤ人にとってドイ
ツが有力な移住先として浮上した理由はいくつかあるとされるが、その最大のも
のは彼らの母国とドイツの対照的な状況である 6。ソ連とその後身の CIS 諸国はペ
レストロイカ以降、政治的不安定、経済混乱、環境問題の顕在化や民族対立といっ
た諸問題に悩まされていたが、これらの問題に関してまったく対照的な安定を
持っているのがドイツであり、それがソ連のユダヤ人たちにとって最も魅力的に
映った可能性が高く、そのためドイツが最も適切な移住先としてユダヤ人たちか
ら認知されるようになったと思われる 7。この結果、たとえば 2002 年に CIS 諸国
から出国したユダヤ人のうち、イスラエルへの移住者 18,878 人、アメリカ 2,494
人に対し、ドイツは 19,262 人という結果をもたらした 8。急激なユダヤ人の増加
は、ドイツにおけるユダヤ人の社会的・政治的集団としての認知を新たにさせた。
また、ソ連からの大量の移民を受け入れたドイツのユダヤ人社会は言語・文化的
背景が多様化し、それまでのドイツにおけるユダヤ人社会の伝統の保持よりも、
より多元的なあり方を優先せざるを得なくなった。このためユダヤ人社会内部に
あっては自己認識の刷新、外部のドイツ社会一般にとってはユダヤ人社会に対す
る新たな理解と対応が必要となった 9。
1-2．アイデンティティとしてのユダヤ教
それではソ連から来たユダヤ人はどのような宗教的・文化的背景を持つ人々な
のだろうか。ソビエト政府のもとではユダヤ人は宗教集団であるというよりは長
い歴史と独自の文化を持つ民族の一つと見なされた 10。一方でヘブライ語やロシ
ア・ユダヤ人に広く話されていたイディッシュ語は禁止され、多くのシナゴーグ
やラビ養成機関が活動を禁じられたため、水面下の信仰継承すら困難であった。
帝政下の 1897 年にはロシアに住むユダヤ人の 96.9%がイディッシュ語を母語とし
ていたが、1979 年ではわずか 14%となり、83%のユダヤ人にとってロシア語が母
語になっていた。1980 年代になると、ユダヤ人でありながらユダヤ人を「宗教的
集団」であると自己定義するものはわずか 7%になっていた 11。このためソ連のユ
ダヤ人は文化的には徹底的なまでに「ロシア化」された一方、自分は「ユダヤ人」
という「民族的集団」に属するものであるという自覚を強く持たされた人々であ
り、しかもこの場合の「民族」とはソビエト政府が定義した「生物学的人種」と
してのそれであり、むしろかつてナチスが喧伝した差別的な人種思想を想起させ
るものであった 12。したがってソ連からドイツに移住したユダヤ人は、自分がユ

53

一神教世界 ５

ダヤ人であるという自覚は強く持っているものの、それが文化や伝統、食習慣や
宗教に根差すものであるという意識はほとんどなかった。このためドイツ到着後、
ドイツ人からは文化的にはロシア人として見られ、同時にユダヤ教の素養がほと
んどないため「不充分なユダヤ人」として扱われることに悩むことになる 13。他
方で彼らの多くは、ドイツに来て初めてユダヤ文化やユダヤ教の内実に触れて「ユ
ダヤ的アイデンティティを発見」したことを肯定的に受け止め、徐々にではある
がこれを受容していった 14。また、ソビエト政府はショアについて事実上沈黙す
る姿勢をとっていたため、ソ連においてはユダヤ人であってもそのことについて
詳しく知る機会はほとんどなかったが、ドイツ移住後に近代を含めたユダヤ人の
歴史を学ぶことにより、これを自らの家族史として考えるようになった。さらに
シナゴーグの礼拝に参加することは彼らにとって決定的に新しい習慣であり、自
分がユダヤ人であることを日常生活上の実践において自覚する機会となっている。
皮肉なことであるが、ドイツは彼らの入国問題をショアに関する歴史認識と結
びつけ、彼らをショア犠牲者の「信仰の兄弟」であると認定することによってそ
の受け入れに関する道義的根拠を確立したにもかかわらず、受け入れられた側の
ソ連のユダヤ人にはショアに関する正確な知識もなければその当事者としての意
識もなく、さらにはユダヤ教徒としての自覚的信仰すらほとんど持っていなかっ
たのである。彼らにとってナチスは完全に過去のものであり、ドイツに行くとい
うことは西ヨーロッパの先進国に行くということでしかなかった 15。しかしなが
ら生まれ故郷ではユダヤ人であるという文化的・宗教的自覚の薄かった彼らが、
ドイツにおいてそれを深めていくことにより、ドイツのユダヤ人社会のみならず、
その周辺環境であり、他宗教であるところのキリスト教、たとえばプロテスタン
ト教会にまで新たな対応と変化を促していくことになる。

2．教会闘争とユダヤ人問題
ゲマルケ教会敷地におけるシナゴーグ建設の背景の一つとして、ゲマルケ教会
の歴史、とりわけ教会設立の経緯およびナチス政権下の反ユダヤ主義政策に対す
るゲマルケ教会の姿勢を確認しておきたい。後述のように、シナゴーグ建設の是
非を判断するにあたり、300 年以上にわたって継続的かつ自主的にゲマルケ教会
を支えてきた信徒の人々の理解は不可欠であり、それが得られた遠因として、ゲ
マルケ教会の成立史に触れることは避けて通れないと思われるからである。同教
会は 1934 年 5 月にナチスに反対する全ドイツのプロテスタントの牧師や信徒たち
が結集した第一回告白教会会議の会場になり、その際に採択された宣言文が当地
の地区名から「バルメン宣言」と呼ばれていることによってよく知られているが、
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同宣言そのものには反ユダヤ主義への具体的な抗議は含まれていない。けれども
同宣言にまつわるゲマルケ教会のナチスへの抵抗姿勢から、後のシナゴーグ建設
に関連する教会のあり方が見えてくるものと思われる。
2-1．ゲマルケ教会の組織的特徴と告白教会運動
ゲマルケ教会は、現在は国家との結びつきが深いラインラント州教会に属して
いる教会だが、当時の領邦国家であるベルク公国によって設立が公認された 1702
年の段階では、国家からの援助や管理に依拠しない、現在のヴッパータール市バ
ルメン地区の住民たちによる自主運営の自由教会であった。住民たちは 16 世紀中
頃に宗教改革の影響で改革派に改宗し、三十年戦争（1618-1648）、プファルツ継
承戦争（1688-1697）等の政治的のみならず宗教的にも混乱した時期にあっても改
革派であることにこだわり続け、スペイン継承戦争の混乱に乗じ、この地方を領
有していたカトリック教徒であるプファルツ選帝侯ヨハン・ヴィルヘルム（この
一帯の領主としてはベルク公）から信仰の自由と新教会建設許可を勝ち取った。
百年あまりの後、ナポレオンのフランス支配のもとで国家の管理下に置かれるこ
とを免れなかった後、ウィーン会議後に同地がプロイセン王国の版図に入ると、
バルメンを含む一帯のルター派・改革派のプロテスタント教会はすべてプロイセ
ン王を最高統治者とするプロイセン福音主義教会下のラインラント地方教会総会
として再編され、ゲマルケ教会もその一員とされた。プロイセンではおもに政治
的理由からルター派と改革派を融和した合同派の形成と各個教会の合同派化が要
請されたが、ゲマルケ教会がプロイセン支配以前に所属していたラインラント改
革派地方教会総会は最初はルター派との合同に頑強に抵抗し、それが叶わないと
なったのちは改革派教会固有の長老制度や礼拝形式など、改革派の伝統が少なく
ともそれを望む各個教会において自主選択的に保つことができるよう求めてこれ
に成功している。この間、バルメンの町は産業革命に伴う都市化とそれに伴う貧
民層の窮乏が大きな社会問題となっていたが、これに対してもゲマルケ教会は独
自の救済活動を自主的に行うなど、創立以来つねにあらゆる面において自立性の
高い教会運営がなされ続けた教会であった 16。ちなみに 1934 年のゲマルケ教会に
は 6 名の牧師がおり、それとは別に信徒の長老が 21 人いて、計 27 名で長老会が
組織され、教会の運営にあたっていた。
1933 年 1 月にナチスが政権を掌握すると、おもにプロテスタント教会内でナチ
スに同調する「ドイツ・キリスト者（Deutsche Christen）」と呼ばれる勢力が台頭
する。彼らは各個教会と地方総会あるいはそれ以上の教会組織を乗っ取って中央
集権化するために、虚言や暴力を含めたあらゆる手段に及ぶことを辞さなかった。
これは長老会を中心とした教会の会議制と自主性を長年重んじてきたゲマルケ教
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会をはじめとする改革派教会の人々にとっては、到底受け入れることのできない
ものであった。同年 4 月にゲマルケ教会は「教会の自由と福音の宣教は、内外の
干渉によっていかなる側面も侵害されることがない」と宣言する 17。これに対し
ドイツ・キリスト者側は、ゲマルケ教会の牧師の一人パウル・フンブルクに国家
当局によって一時解雇命令を出すなどした。この事態にゲマルケ教会長老会は信
徒枠 21 名のうち 5 名いたドイツ・キリスト者側の長老を長老会から追放し、フン
ブルク牧師の解雇を撤回させることにも成功した。
ドイツ全国レベルでは、1934 年 1 月から、まずは教派レベル、地方レベルで反
ナチス、反ドイツ・キリスト者の会議が開催されていった。その集大成として 5
月に全国会議である第一回告白教会会議が開かれるが、この 5 ヶ月間のうち、全
国会議を含めて 3 回の会議（自由改革派教会会議、ラインラント自由福音主義教
会会議、告白教会会議）のためにゲマルケ教会は会場として用いられ、各地から
会議に集まった牧師・信徒たちに対し、ゲマルケ教会の教会員たちは自宅を宿舎
として提供した 18。この間、1934 年 3 月にやはりゲマルケ教会の牧師の一人であ
るカール・インマーに対して地方教会監督から理由なしに退職処分が通達された
が、長老会は「地方教会監督はゲマルケ教会の牧師を退職させることはできない。
したがってインマー牧師への（退職処分）手続きは存在せず、無効である」との
声明を発表し 19、
「まるで監督からの通達など無かったかのように」インマーはゲ
マルケ教会での牧師職務を従来どおり継続した 20。1935 年にはナチスの人種的優
性思想を説く文書を説教壇から読み上げることを拒否したため、牧師のうちラウ
フ、オーベンディーク、シュミットの三人が逮捕、一時的に拘束されている。
そもそもドイツのプロテスタント教会の実態として、教会政治の形態だけを
とっても元来ドイツに根強い地方ごとの自主の気風と相まって教派や地方により
大きく異なっており、教会組織の集権化や教会統合の動きに対しては常に難色を
示す傾向が強かった 21。住民の自発的意思によって設立・運営され、とりわけそ
れを誇りとしていたゲマルケ教会にとって、ナチスによるプロテスタントの中央
集権化政策はそもそも馴染まないものであった。
さらに逆説的なことであるが、ゲマルケ教会は独立性の高い教会であったから
こそ、教会内部で結束した上で反ナチス活動を展開できただけでなく、地域や全
国の告白教会会議の開催会場となり得、また牧師たちもゲマルケ教会の枠を超え
て地域的な会議や活動に携わることができたと言える 22。同時に、ゲマルケ教会
の活動に対するドイツ・キリスト者と当局による執拗な干渉と妨害にもかかわら
ず、とりわけ受洗者（事実上の入会者にあたる）、堅信者、聖餐式参加者といった
教会の重要行事に関する数値、さらには教会脱退者数に関してナチス以前との変
化があまり見られず、したがってもともと熱心な教会員の大半がゲマルケ教会か
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ら離れるどころか、従来どおり教会の行事に参加し、宗教的生活を保持し続けて
いたという事実は重要であると思われる 23。
2-2．「水晶の夜」事件とゲマルケ教会
前述のカール・インマー牧師はゲマルケ教会の他の牧師同様、反ナチス活動、
特に告白教会運動に深くかかわっていた。彼の活動はキリスト教の範囲内に留ま
るものではなく、たとえば 1936 年 3 月に行われた帝国議会選挙への立候補など、
公然たるものもあった 24。他の牧師たちと同様、インマーも当局に繰り返し逮捕
され、特に 1937 年 8 月にベルリンの刑務所に収監された際は脳卒中の発作を起こ
して瀕死の重体となった。その後回復、釈放されて牧師の職務に復帰したものの、
1944 年に亡くなるまでこの時の後遺症を持ったままであった。
1938 年 11 月 9 日夜から 10 日未明にかけて、ユダヤ人に対する組織的暴動いわ
ゆる「水晶の夜」事件が発生し、多数のユダヤ人が暴行、殺害され、多くのユダ
ヤ人商店とともにドイツ全土にあるシナゴーグの大半が略奪、放火された。バル
メン地区にはゲマルケ教会から直線距離で 500m ほどのところに、座席数 400 を
持つマウリア様式のシナゴーグ（1892 年完成）があったがやはり放火され全焼、
さらにそこから 800m ほどのところにあるユダヤ人墓地の葬儀ホールも全焼した
25

。
「水晶の夜」直後の日曜日（13 日）にゲマルケ教会の礼拝ではインマーが説教

を担当している。説教の逐語録は存在しないが、多数の聖書箇所および実際に説
教を行う中でのいくつかの強調点を記したインマーによる手書きの説教準備メモ
が残されており、ここから彼が語ったと思われる内容を再現する試みがなされて
いる 26。ドイツ全体で見ると、ユダヤ人への同情から密かに個人的な救いの手を
差し伸べたドイツ人は少なくなかったとされる一方、この事件を公に非難する動
きは見られず、全国および各地方の告白教会会議も直後には行動を取ることがな
く、いくつかの各個教会で牧師が自発的にこのことを扱った説教をしたのみで
あったとされる 27。その意味でゲマルケ教会では教会あるいは説教者がどのよう
な反応を示したかは注目に値すると考えてよいであろう。
事件発生以前からこの日曜日の礼拝で朗読されるべく設定されていた聖書の箇
所は新約聖書・マルコによる福音書 7 章 14-30 節であったが、インマーはこれに
加えてヘブライ語（旧約）聖書から 6 ヶ所、新約から 5 ヶ所の計 11 ヶ所と、3 つ
の大項目およびその下に 2 ないし 3 の計 8 つの小項目および結論からなる説教要
点を書き留めている。これらの内容をつなぎ合わせると、以下の 9 つの要所が連
なって一つの説教がなされたと考えられる。すなわち、a）ユダヤ人の血を流させ
た罪はドイツ国民全員が負うものである（マルコ 27:25、詩編 129）、b）なぜなら
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教会とユダヤ人とは隣人である（ルカ 10:36）、c）そもそも罪は人間全般において
根深いものであり（マルコ 7:15）、d）ユダヤ人は「神の目の瞳」であり（ゼカリ
ヤ 2:12）、e）もっとも蔑まれた名であるイスラエルこそが、選ばれた高貴な名だっ
たのであり（ローマ 11:27）、f）イスラエルの人々とキリスト教の共同体とは連帯
する民なのでもあり（同じく 11:27 とその前後から）、g）その民の神の言が焼か
れたことは悪しきことであり（申命記 28:2 以下）、h）この掟によれば、ドイツ国
民は滅びの試練を受ける（申命記 28:15）、i）そしてイスラエルの人々に関して説
教するとき、それは政治的になることを避けられない 28。
他方で当時ゲマルケ教会の牧師補（Vikar）であったハインリヒ・アルバーツは
その日の礼拝のことを「彼は牧師ガウンを着用せずに会衆の前に立ち、ゲマルケ
教会から数百メートルのところで神の言が焼かれたとのことである、と語った。
……彼はそのためにその日は説教をしようとは思わなかったようであり、またで
きなかったのであろう、ただ聖書を二カ所読んだだけであった。十戒と善きサマ
リア人の譬を読み、主の祈りを唱えた後に彼は『この聖書の箇所が正しく理解で
きた人は、あとで礼拝準備室に来てほしい』と言った。私の記憶では 40 人かもし
くは 50 人の教会員が行ったと思う」と回想している 29。準備メモには礼拝中この
ような行動を取ることを示唆するものはなく、礼拝準備室でメモをもとにどのよ
うな話がなされたかは記録されていない。
他方でこのメモにおいては b）、すなわち「善きサマリア人の譬」の中の一節で
あるルカによる福音書 10 章 36 節に基づく要所に注目したい。なぜならこれが事
実上の礼拝説教として、この日の礼拝に集まったすべての人々に公に語られたも
のであり、ユダヤ人迫害の文脈でこの聖書の箇所が選ばれるということは、イン
マーのユダヤ人問題への深い憂慮が表明されたと見ることができるからである。
「バルメン宣言」にはナチスの反ユダヤ主義に関して具体的に言及した部分がな
く、それが批判の対象となることがある。その一方で「バルメン宣言」に先立つ
1933 年にディートリヒ・ボンヘッファーは、キリスト教は国家によって犠牲にさ
れる者があるとすれば、特にユダヤ人に対して、それがキリスト教会の一員でな
くとも「善きサマリア人の譬」のごとく連帯しなければならないとの意見を表明
していた 30。したがって、インマー牧師が「善きサマリア人の譬」と水晶の夜事
件を結び付けたことは、
「 バルメン宣言」の立ち位置にとどまらず、ボンヘッファー
の意見を汲んでより深い憂慮をユダヤ人問題に向けていたと評価できるであろう。

3．教会とシナゴーグ
ナチスの圧迫に敢然と抵抗したゲマルケ教会であったが、統計上はその後退行
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することになる。1940 年に 24,000 人あまりであった会員総数は、連合国軍の空
襲被害などにより 1944 年には 13,000 にまで減少し 31、戦後の 1950 年に 17,000 人
にまで回復するも、その後は減少の一途をたどった 32。1950 年以降、ドイツ経済
全体の復調に伴ってヴッパータール市民の暮らしも回復し、それ以降の市の人口
はほとんど減少していないにもかかわらず、ゲマルケ教会の会員総数は 1975 年に
8,000 にまで落ち込んだ 33。こうした中でゲマルケ教会内で、あるいはドイツのプ
ロテスタント教会全体でユダヤ人問題が新たな角度から扱われることになる。
3-1．戦後ドイツのプロテスタントとゲマルケ教会
ユダヤ人問題は、ナチスとドイツ・キリスト者から解放された戦後のプロテス
タント教会にとって大きな問題として残った。1945 年 10 月、ドイツ福音主義教
会指導部によっていわゆる「シュトゥットガルト罪責告白」が発表されたが、こ
の内容は戦争への反省が表されているものの、取り上げられている事柄は漠然と
しており、ショア等の個別の問題に踏み込んだものではなかった。というのも、
第二次世界大戦後のドイツのプロテスタント教会は、戦時中の告白教会運動に参
加した人々の手によって再構成されることになり、その結果、戦争に協力したこ
とへの反省よりもナチスに抵抗したことを誇る傾向がしばしば見られたのである
34

。
このような姿勢に早くから疑問を呈したうちの一人に、戦時中のゲマルケ教会

における反ナチス運動を行った牧師の一人、ハルマヌス・オーベンディーク牧師
がいる。1945 年 12 月にオーベンディークは、当時テュービンゲン大学教授に就
任したばかりのヘルムート・ティーリケに宛てた公開書簡で以下の 4 点を取り上
げた。すなわち a）第一次世界大戦後のいわゆるヴェルサイユ体制などを持ち出
すことは自己正当化につながり、己の罪を認識することや、悔い改めや神への回
帰にはならない、b）一面的に何をしたか、ということだけで聖書に根拠を置かな
い罪の告白は疑問がある。相互的かつ神の存在を前提とした時はじめて、「私に」
罪が定められ、「私は」他に対して罪があると言うことができる、c）悔い改めの
呼びかけはキリストが十字架を前に死の恐れに震えたがごとくなされるべきで、
安易にするべきではない、d）ドイツ「国民」あるいは聖書の「民」としての罪と
いうものがあるとすれば、それは聖書に基づいて告白されるべきである 35。
翌年の 1946 年 9 月に、ヴッパータールをその地域の一つとして含むラインラン
ト地方教会総会は戦争責任に関する総会決議を採択、この中で「ユダヤ人、精神
障がい者、無防備な人々が独裁者の手に渡されたとき、わたしたちははっきりと
大きな声で充分に叫んだだろうか。……私たちは隣人を愛しておらず、そこにあ
る欠乏を認めなかった」と明言した 36。1948 年 4 月にドイツ福音主義教会理事会
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は「われわれがユダヤ人に対し罪を負っていること」を明言し、宗教的な反ユダ
ヤ主義が再び起きないよう「イスラエルは神の言の真理に立つ恒常的な共同体で
ある」と神学的見地から宣言する、いわゆる「ダルムシュタット談話」を発表し、
1950 年 4 月のドイツ福音主義教会総会ではこれを基にした内容の決議が採択され
た 37。第二次世界大戦後のドイツ・プロテスタント教会における、ナチス時代の
ユダヤ人問題に関する議論の最大の争点は、個人であれ団体であれ、さまざまな
単位ではナチスに追随したにせよ反対したにせよ、総体としてのドイツのキリス
ト教界がショアに対して宗教的に罪を負っているかという点にあった。他方でこ
の時期のユダヤ人問題に関する公式声明では、現時点と未来におけるキリスト教
とユダヤ教との関わりについてはほとんど触れられていない。
しかし 1960 年にかつてのナチス政府のユダヤ人問題担当者であったアドル
フ・アイヒマンの逮捕と裁判を最初の契機として、第二次から第四次までの中東
戦争（1956 年、1967 年、1973 年）によって、ドイツ全体でユダヤ人問題が繰り
返し取り上げられるようになり、1960 年のドイツ福音主義教会総会をはじめとし
てキリスト教でも断続的に議論が交わされた 38。この流れの一つの頂点と目され
るのが、1980 年のラインラント州教会総会（ラインラント地方教会総会の後身、
ドイツ福音主義教会を構成する州教会の一つ）で採択された決議「キリスト教徒
とユダヤ教徒の関係修復のために」である。ここでドイツのキリスト教はショア
に責任があることが改めて明言されたほか、神学的に見てキリスト教徒とユダヤ
教徒は同じ神の言の証人であり、連帯することができる故、両者は対話によって
新しい関係を築くよう促されている 39。
この内容は 1950 年前後の動きと比較して、未来的かつ実践的な内容を含むよう
になったと言えるものの、アイヒマン裁判や中東戦争の舞台がおもにイスラエル
だったということもあり、問題意識は依然として実践的であるというよりは多分
に観念的な面を免れなかった 40。しかしソ連からのユダヤ人流入を受けて、プロ
テスタント教会は新たな姿勢を示すことを迫られることになる。
3-2．シナゴーグ建設
近隣の教会との合同を繰り返し拒み続けていたゲマルケ教会であったが、会員
減少とそれに伴う収入の低下による窮乏は現実の課題であったため、1984 年、す
でに 1967 年に合同していた近隣の 4 つの教会によるヴッパーフェルト教会連盟に
加入、また空襲で礼拝堂を失ったままであったバルメン平和ルター派教会と最小
単位の礼拝共同体として完全合同し、正式名称をバルメン＝ゲマルケ改革派教会
から合同福音主義ゲマルケ教会へと変更した。ゲマルケ教会の長老会は引き続き
存続し、また礼拝等において改革派としての独自性を保持することは認められた。
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しかし 1997 年に旧バルメン平和ルター派教会独自の礼拝が行われなくなること
に伴い、ゲマルケ教会はそれまで旧平和教会の礼拝に出席していたルター派信徒
を礼拝に受け入れることとなったため、礼拝内容を改革派のものから合同派のも
のに変更した 41。
ところで、1933 年の時点で 2,500 人を数えたヴッパータールのユダヤ人は、う
ち 1,000 人が 1941-42 年の間に収容所へ送られ、残りはそれまでに出国していた。
1946 年の市の統計では、ヴッパータールに戻ってきた、あるいは新たにやってき
たユダヤ人は 114 人で、うちバルメン地区へは 35 人であった 42。およそ 40 年後、
1989 年の時点ではドイツ・ユダヤ人中央協議会の会員数ではヴッパータール全体
で 82 人となっており、この間、人数に大きな変化はなかったことがうかがえる 43。
かつてバルメンとエルバーフェルトにあったシナゴーグは「水晶の夜」事件の際
に破壊されたまま再建されず、活発な神学的議論とは対照的に、具体的な隣人と
してのユダヤ人を感じる機会は、ドイツ全体と同じく、かなり限られていたと言っ
てよい。
しかし既述のとおり、ソ連からのユダヤ人の受け入れが始まると、ヴッパーター
ルのユダヤ人口も増加した。1995 年 11 月にユダヤ人共同体の中からシナゴーグ
建設を求める声があがったが 44、実際のところユダヤ人の数は 1996 年の時点で
800 人となり、さらなる増加が見込まれていた。これを聞いた当時のヴッパーター
ル市長ウルズラ・クラウスがエルバーフェルト地区とバルメン地区の教会地区長
に支援を要請した。
この時点ではシナゴーグ建設場所は必ずしもゲマルケ教会の敷地である必要は
なかった。他方でこの時ゲマルケ教会は「シティー・キルヘ（City-Kirche）」と呼
ばれるプロジェクトを検討中であった。これは特に市街地の中心部にある教会が、
設備面では礼拝堂に付属して、あるいは礼拝堂の一部を改装してカフェテリアな
どにし、さらに礼拝堂でコンサートなどを頻繁に行って、平日・週末の時間帯を
問わず不特定多数の人々が教会に足を運びやすくする長期プロジェクトであり、
カトリック、プロテスタントともに同名あるいは類似のプロジェクトがドイツ全
土で見られる。1995 年の夏にゲマルケ教会全体でシティー・キルヘ・プロジェク
トそのものは承認されたものの、この一環として教会北側のかつて教会会館およ
び牧師館があった敷地の利用法は、面している通りの名前をとって「パウル・フ
ンブルク通りプロジェクト」として継続検討となっていた。そのようなゲマルケ
教会の事情があった中、バルメン地区の教会地区長マンフレート・レコヴスキは
ゲマルケ教会にシナゴーグ建設に関する協力を打診、ゲマルケ教会長老会はすぐ
にパウル・フンブルク通りプロジェクトの具体化としてシナゴーグ建設を承認し
たが、用地を最終的にシナゴーグに売却することを決定したのは 1997 年の 6 月で
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あった。この計画にはこの時のラインラント州教会監督であり、1980 年の州教会
総会決議「キリスト教徒とユダヤ教徒の関係修復のために」採択に貢献したペー
ター・バイアーが強く後押しをしたとされる 45。「水晶の夜」事件の 60 周年にあ
たる 1998 年 11 月 9 日に起工式が行われ、2002 年 2 月 27 日にベルク・シナゴー
グ（Bergische Synagoge）は竣工した。この年はゲマルケ教会の設立公認からちょ
うど 300 周年にあたっていた。
竣工式の来賓の一人で、当時のドイツ連邦共和国大統領であり、かつて若きゲ
マルケ教会員としてインマー牧師から堅信教育を受けたヨハネス・ラウは挨拶の
中でシナゴーグ建設を次のように評価している。
バルメン宣言は神学的かつ教会政治的文書ですし、今なおそうありつづけて
います。多くの人々がこの宣言が告白することと退けていることが明快に示
すところによって生き、考え、信じています。もちろん我々はこの宣言に欠
けていることを早くから遺憾にも気づいています。すなわち、当時ドイツに
いて苦しめられ、蔑まれ、迫害されていたユダヤ人への言及です。……1945
年の「シュトゥットガルト罪責告白」もしかりです。
「ダルムシュタット談話」
において初めてそれに関する言及がなされました。……教会とシナゴーグが
ただ隣にあるのではなく、ともに建っていることは、単なるシグナルやシン
ボル以上のものであり得ます。……それは和解のしるしです。ここゲマルケ
教会の敷地はまた、キリスト・イエスが示され、説教されるところです。イ
エスはユダヤ人の一人だったのです。……このシナゴーグは和解のしるしと
場所であり、我が家であり故郷となりえるでしょう。客人や訪問者にシナゴー
グは生ける和解のしるしとして認識されるはずです 46。

おわりに
バルメン宣言とベルク・シナゴーグの間に直接的な関連性を見出すことは困難
であり、敢えて言えばそれは「広い意味で」つながりがあるということになると
評価する向きもある 47。ラウの言葉にあるように、むしろバルメン宣言に欠けて
いたことを、宣言採択の場所として積極的に補完しようとしているというのが一
つの評価として考えられる。他方で「水晶の夜」事件直後のインマー牧師の説教
が 1980 年のラインラント州教会総会決議に与えた影響を指摘する向きもあり 48、
この決議に貢献したバイアー監督がシナゴーグ建設を後押ししたことを考慮する
ならば、シナゴーグ建設はゲマルケ教会とその周辺環境の歴史的かつ有機的な動
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きの中で生まれたものと見ることもできるであろう。本論文ではラインラント州
教会総会決議等、ゲマルケ教会に間接的に影響したと思われる神学的議論につい
ては深く掘り下げることができなかったが、同決議等の間接的影響は無視できな
いと思われる。また字数制限のため、ヴッパータールのユダヤ人側からの神学的
視点を扱うこともできなかったが、他の機会に考察することとしたい 49。
ゲマルケ教会の歴史を顧みるとき、
「 外敵」には頑ななまでに一切妥協しないが、
教会内のことと認めた事柄に関しては、たとえば告白教会運動については教会の
枠をはるかに超える働きであるにもかかわらず、柔軟に対応し、積極的に行動す
る側面が見られる。長年ルター派との合同に頑迷なまでに抵抗したにもかかわら
ず、いったん合同した以上は彼らを受け入れるためにそれまで固守してきた改革
派独自の礼拝内容を変更することもいとわない姿勢はここから来ていると推測す
ることが可能であるし、シナゴーグ建設も、ユダヤ人を外敵ではなく、教会内の
友人であると認めたとすれば納得がしやすい。無論、キリスト教会にとってどこ
までが教会内の「友人」であるかを定義することはきわめて難しいと言わざるを
得ない。けれども、現在のゲマルケ教会はそれに関して一つの積極的な提案をし
ていると言えるだろう。
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結婚

脱

式

退

2,602

153

96

7

18

295

336

3,419

151

204

8

14

280

229

286

2,017

182

92

6

27

260

1928

275

316

2,564

176

97

6

16

239

1929

204

267

2,384

166

124

15

16

322

1930

229

204

3,089

173

185

22

38

244

1931

178

158

3,087

153

234

9

26

224

1932

184

151

2,481

148

146

18

52

190

1933

222

172

3,433

173

46

26

92

282

1934

244

340

1935

267

325

2,008

201

25

12

50

217

1936

250

280

3,802

175

73

7

35

241

1937

210

243

3,201

154

165

14

33

329

1938

206

226

3,676

144

198

5

13

241

1939

190

239

2,942

121

193

7

18

272

洗礼

堅信

聖餐

1925

268

333

1926

280

1927

教派変更

再入
会

死亡

199

Robert Steiner, 1982, S. 36. ※1934 年はドイツ・キリスト者による教会施設への妨害行
為が相次いだため、上表の空白の項目について正確な統計が取れていない。
24

Robert Steiner, 1977, S. 37. この時すでに NSDAP 以外の政党は解散させられて一党独裁
体制が確立しており、選挙は自由でも公正でもない形式的なものだったため、これに
NSDAP 以外の者が立候補するのはきわめて危険なことであった。公式発表では NSDAP
が 98.8%の票を得て全議席を獲得、残りの 1.2%は無効票とされた。結果インマーは落
選となり、これ以後インマーの住む牧師館には窓への投石と玄関先への落書きが頻繁
にされるようになった。

25

シナゴーグの跡地には現在は集合住宅が建っており、往時の面影はまったくないが、
1962 年にヴッパータール市がこの集合住宅の玄関の上に「水晶の夜」事件の記念銘板

26

27
28
29
30

を 設 置 し て い る 。 vgl. Sigrid Lekebusch, Kirchen und Gottesdienststätten in Barmen,
Neustadt, Aisch 2008, S. 266ff.
Bertold Klappert, Tut um Gottes willen etwas Tapferes! : Karl Immer im Kirchenkampf,
Neukirchen-Vluyn 1989, S. 24-33, 117-125.
Gerhard Bassarak, Kristallnacht, in: Die Zeichen der Zeit, 32(1978) 11, S. 420f.
Bertold Klappert, S. 24ff.
Bertold Klappert, S. 126.
Dietrich Bonhoeffer, Die Kirche vor der Jugendfrage, in: Eberhard Bethge (hg.), GS II, S. 44ff.

66

加納和寛：戦後ドイツにおけるプロテスタント教会とユダヤ教の対話

31

1943 年以降、ヴッパータールは繰り返し連合国軍による空襲に見舞われ、特に 1943
年 5 月 30 日の大規模な空襲でゲマルケ教会の礼拝堂は大破して使用不能となり、同時
にほぼ全壊した隣接の教会会館および牧師館はその後二度と再建されなかった。また
1945 年 3 月 13 日にも大きな空襲があり、礼拝堂から離れたところにある別の牧師館が
半壊した。ヴッパータール市全体の被害としては、6,000 人が計 2 度の大規模空襲で亡
くなり、63.7%の家屋が一部損壊または全壊し、1,528 の工場が全壊、1,109 が重度の損
壊、909 が軽度の損壊であった（vgl. Hans Helmich, S. 26.）。このため、1933 年に 411,010
人を数えたヴッパータールの人口は 1946 年には 325,688 人にまで減少していた。ヴッ
パータール市全体の人口減少度（約 20%減）に比べてゲマルケ教会の会員総数の減少
度（約 46%減）が大きいのは、空襲は工場が立ち並ぶヴッパータール市の都市部に集
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Sir M. Monier-Williams のキリスト教護教論と南方熊楠の宗教観
―土宜法龍との往復書簡を中心に―
Peter SZALAY
大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程

要旨
南方熊楠（1867‐1941）は長年に亘るアメリカとイギリスにおける海外遊学の
経験を持つ民俗学者・生物学者である。本論は南方の宗教観を取り上げるが、こ
のテーマについてはすでに多くの人が論じてきた。これまでの先行研究において
は、仏教を中心とした問題が取り上げられてきた。しかし、本論では、これまで
言及されながらも深く取り扱われなかったキリスト教を中心に取り扱う。基本資
料は、南方が書いたイギリス人インド学者 M. Monier-Williams に対する批判・解
説を含む書簡である。まず Monier-Williams の著作の性格とその時代背景、また
南方が本書を読んだと推定できる時期について述べ、後者については新たな見解
を提示した。続いて書簡を分析し、南方は、Monier-Williams が自論において、
仏教を宗教から排除し、超越的な神を土台とする宗教の定義を最重要視している
ことを問題としている点を明らかにした。さらに、南方が仏教の自力救済と近代
科学との親和性が高いと考えた因果論に関して若干の考察を試みた。

キーワード
南方熊楠、M. Monier-Williams、進化論、キリスト教、仏教
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The Christian Apologetics of Sir M. Monier-Williams
and the Religious Views of Kumagusu Minakata:
Focusing on the Correspondence with Horyu Toki
Peter SZALAY
Doctoral Student
Graduate School of Language and Culture, Osaka University

Abstract
Kumagusu Minakata (1867-1941) was a prominent Japanese folklorist and biologist
who spent a long period of time studying in Britain and America. This paper discusses
his religious views. This is by no means the first attempt to focus on this topic. However,
while previous studies tend to focus on the Buddhist aspects, this paper puts greater
emphasis   on   Christianity.   For   this,   Minakata’s   letters   containing   his   criticism   of   the  
British Indologist, M. Monier-Williams, have been relied on. After an introduction to the
historical background and the nature of the work, a new view is presented about t he
possible time when Minakata might have read the book. Then, based on letters, it is
revealed that for Minakata the greatest concern was Monier-Williams’s   definition   of  
religion, which is centered around the concept of a transcendental God and thus exclu des
Buddhism   from   the  ranks  of  religion.   Finally,   a   brief   inquiry   is   made   about   Minakata’s  
views on the affinity of the Buddhist concept of self-salvation and modern scientific
thought with the idea of karma or causation.

Keywords
Kumagusu Minakata, M. Monier-Williams, Evolutionism, Christianity, Buddhism
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はじめに
南方熊楠（1867‐1941）は、柳田國男（1875‐1962）に導かれた日本の民俗学
の創成期に活躍した民俗学者・生物学者である。彼は 14 年間に亘る長期海外遊
学 1 の経験とその間に習得した近代西洋の思想と知識によって、同時代の研究者
たちの中でも異色の存在である 2。
遊学 7 年目の 1893 年、南方は、真言宗僧侶の土宜法龍（1854‐1923）と出会っ
た。土宜は米国シカゴで開催された万国宗教会議からパリのギメ博物館に行く途
中でロンドンに立ち寄った。数日しか滞在しなかったにもかかわらず、南方と深
い絆を結ぶにいたった。それ以降、中断があったとはいえ、何十年も書簡を交わ
すことになった 3。本稿が扱うロンドン・パリ往復書簡（飯倉照平・長谷川興蔵編
『南方熊楠・土宜法竜往復書簡』八坂書房、1990 年、以下『往復書簡』と奥山直
司・雲藤等・神田英昭編『高山寺蔵

南方熊楠書翰―土宜法龍宛 1893-1922』藤

原書店、2010 年、以下『高山寺書翰』の二書に収められた書簡の中、1893～1895
年の間の分 4）では、宗教、ことに仏教がテーマの中心となっている。二人ともこ
の時期は、海外での遊学・仕事の刺激もあり、西洋の諸学問に強い関心を示して
いた。
しかし、長年の遊学の経験があり、いくつかの外国語が読めた南方に対し、土
宜はそれができなかったので、誰かに翻訳を依頼するしかなかった 5。そのため、
南方は翻訳に値すると判断した何冊かの洋書を彼に勧めたのである 6。その中の一
冊にイギリス人のインド学者、M. Monier-Williams（ 1819‐1899）の Buddhism, in Its
Connexion with Brahmanism and Hinduism, and in Its Contrast with Christianity (1889)
（以下 Buddhism） 7があった。
南方は本書を高く評価しながらも、その最終章で述べられる比較宗教論はキリ
スト教護教論であるとして異議を唱えた。その議論は 1893 年 12 月 31 日頃に書い
たと思われる『往復書簡』No. 10 を中心に明確に表れている。
Buddhism に対する南方の批判・評価には彼自身の宗教観が窺えるのである。
従って、本論では南方の土宣法龍宛書簡を精査した。そして、そこに見られる南
方のキリスト教批判を通じて、彼の宗教観の一端を知ることに務めた。というの
は、これまでキリスト教を中心に捉えた南方の宗教論がないからである。

1．南方の宗教観の問題
南方の宗教観について、仏教を中心に、すでに多くの論文が発表された 8 。南
方研究の現時点での集大成の一つである『南方熊楠大事典』の「仏教」の項目 9に
見られる本論と密接な関係がある箇所を要約すると、次のようになる。
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南方は仏教徒であると自称した。明治維新後、日本でも多くの信者を集めたキ
リスト教より彼が仏教を選んだ理由として、仏教の近代科学との親和性を挙げた。
特に因果論と輪廻説を高く評価した 10。
他方、彼のこのような主張が当時は珍しかったわけではない。神田は明治初期、
廃仏毀釈などの影響を受けた日本の仏教界は、近代科学を武器にし、キリスト教
を論駁することによって復興を目指そうとした、と論じている 11。
しかし、南方は、キリスト教と同じく、仏教の近代科学に反する点も厳しく批
判したことも注目すべき点である。また、南方のキリスト教批判には、それが象
徴する西洋文明に対する反抗的な態度の要素も含まれると指摘されている。
他方、理論の面では、彼には科学・因果論に基づく考え方があって、キリスト
教が教える「神意」の概念を受け入れることができなかったと思われる。
しかしながら、同時に彼は、絶対的な神の存在を疑わなかった。しかし、それ
は創造主ではなく、バラモン教の梵天の概念に近い、万物をその身体から分身し
て流出する神を考えていたのであった。
以上に述べた南方の宗教観には、西洋のインド学が大きな影響を与えたことが
たびたび指摘されてきた。これについて奥山は、論考の中で Monier-Williams の
重要性にも着目し、南方がすでに 1889 年に Buddhism を読んだ可能性を論じてい
る 12。後でも触れるが、この点について筆者はその可能性は余り高くないと考え
ている。
いずれにせよ、科学主義者南方の宗教観に関しては検討の余地が残っている。
そしてその中ではやはり Monier-Williams が重要な手がかりになると思われるた
め、より詳しい考察が必要である。

2．Monier-Williams と仏教
2-1．Buddhism について
Monier-Williams は 1819 年に M. Williams 大佐の三男としてボンベイに生まれた。
1822 年にイギリスにもどり、キングス・カレッジを卒業し、その後インドで活
躍 す るこ と を 目 指 し た 。 し か し、 弟 が 第 一 次 イ ギ リ ス ゠ア フ ガ ニ ス タ ン 戦争
（1838‐1842）で亡くなると、母親に頼まれてイギリスに残り、オックスフォー
ド大学でサンスクリット語を 学び始めた。学位を習得し、1858 年までイース
ト・インディア・カレッジで教授を務めた。1860 年にオックスフォード大学の
サンスクリット語のボーデン教授となった 13。これは J. Boden 中佐によって設け
られた、キリスト教のインドでの布教に強い関心を持つ者にしか与えられない職
である 14。この点で Monier-Williams は理想的な志願者であった。なぜなら、彼が
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インド学に励んだ目的は、インド人やインド社会の理解を深めることではなく、
インドの知識を宣教師の仕事に役立てることにあったからである 15。
Buddhism はダフ宣教講義シリーズ 16の一講義として、1888 年に、スコットラン
ドのエディンバラのニュー・カレッジで行われた 18 回に亘る講義の記録が中心
となっている。
その内容をまとめると、最初の 6 章は三宝（仏陀の生涯、彼が説いた哲学・道
徳、信者・僧）についての説明である。続いて、主に旅行記に基づいて、諸国に
広まって形を変えた後代の仏教、つまり大乗仏教が検討される。その後は、仏教
の儀式、僧院や仏像の種類などについて述べられる。そして最後にキリスト教と
仏教の比較宗教論が展開される。
Monier-Williams は当時の西洋のインド学者の間で流行していた大乗非仏説論
に同調していた 17。しかし、仏教を総合的に紹介するためには、大乗仏教を知る
ことも必要だと訴えていた 18。
また、本書には、Monier-Williams の専門であるバラモン教とヒンズー教の仏
教の発展における役割も検討されたという特徴がある。
Monier-Williams は他の仏教書に対して抱いていた不満を隠さなかった。特に
キリスト教と仏教の道徳観との類似性ばかりを強調する論 19と、翻訳・仏教論に
おけるキリスト教の専門用語の使い方を問題視していた 20。なぜなら、彼は仏教
がキリスト教と根本的に異なると強調したかったからである。従って、この講義
を通して、特にその最終回では、このような誤解・誤用を指摘し、二つの宗教の
明確な区別を試みていたのである 21。
しかし、インドでのキリスト教の布教に役に立たないと思われた、専門外の仏
教の講義をあえて行った理由はどこにあったのであろうか。次節でこの点を解説
しよう。
2-2．異教との対面
10 年ほど前の 1879 年、イギリス人の詩人・ジャーナリストの Sir E. Arnold が
The Light of Asia22という物語詩を発表した。これは『普曜経』23に基づいて仏陀の
生涯とその思想を描いたものである 24。
当時、西洋では仏教研究はすでに行われてはいたものの、そのほとんどが批判
的なものであった。比較宗教学者・インド学者の多くが進化論の影響を受け、単
純な宗教からもっとも高度な宗教、すなわち自分たちが信じていたキリスト教に
至るまで諸宗教を並べようとしていた 25。
しかし、Arnold の詩は違う。本作における仏陀の生涯は、ある仏教信者の視点
から見た、恋する王子の幻想的な物語として語られている。そのため馴染みやす
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く、信仰心に溢れる、西洋では前代未聞の仏教関連の作品が生まれた。詩の世界
における斬新なテーマが話題を呼び、The Light of Asia は間もなくベストセラー
となり、版を重ねた 26。
この頃は C. Darwin（1809‐1882）の進化論と C. Lyell（1797‐1875）の地質学
がキリスト教に大きな衝撃を与えた。同時に植民地の拡大にともない、アジアに
関する知識も広まっていった。西洋人がキリスト教以外にも似た価値観と道徳観
を持つ宗教が存在することに気づき始めたころである。その中でも、キリスト教
より 500 年ほども古く、しかもキリスト教の特徴でもある世界宗教の仏教は、非
常に注目を集めた 27。このタイミングで Arnold の The Light of Asia が発表されたの
である。すなわち、この本によって仏教が西洋で広まる可能性が開かれたのであ
る。
合理主義に支配された時代に、異教に魅された信者たちを取り戻すためには、
困惑したキリスト教界には、キリスト教教義の論理的な説明を行い、キリスト教
の優勢を説明するしかなかった。Monier-Williams もまた、それを試みた一人で
あった。だが、彼が特に注目された理由は、1872 年に発表された、現今も広く
使われているサンスクリット語辞書などの成果によってこの時点ですでに著名な
インド学者として認められていたことにある。
彼は自らの学問を当初はインドでのキリスト教布教のために役に立ててきたが、
アジアからやってきた仏教からキリスト教を守る必要性を感じたのであろう。イ
ンド、すなわち仏教誕生の地に関する膨大な知識を基に、説得力がある講義を志
すにいたった。
Buddhism は、出版されるや否や、あらゆる雑誌で広く取り上げられた。その
中でもキリスト教系雑誌での評価が一番高かったことは言うまでもない。ここで
その一例として Baptist Quarterly Review 46 (April, 1890)で発表された評論の一部
を引用する。
宣教界は Monier-Williams 卿に仏教哲学を解説してもらい、彼に対して恩
が出来た。熱心なキリスト教徒として書き、またキリスト教徒として他のあ
らゆる信仰を最良の信仰［つまりキリスト教、訳者注］に移し変えることが
責務であると信じて、広範にわたる議論を行ったのである。セイロンやビル
マ、中国、日本にいる宣教師たちがきっと高く評価するであろう。この書物
はそれらの宣教師にとって情報の宝庫である。
本書は Edwin Arnold 卿の The Light of Asia のように、誇張されたり美化さ
れてはいないし、Otto Kistner の Bibliography of Buddhism 28で述べられた仏教
に関して著しく貶めるような記述をした幾人かのローマ・カトリックの著者
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のようなものでもない。今もそしていかなる場合にも仏教徒と接触する機会
を持たないであろう人たちにとって、本書は真実の説明をしている点で主と
して価値がある。我々は Monier-Williams 卿の優れた作品を読み、仏教との比
較によって、自分たちの信仰がよりよいものであると理解できる。また、同
時に、世界の宗教の中でもっとも偉大な宗教の一つである仏教についてもよ
り明瞭な理解を得るであろう。これまでなぜどの宣教誌もあの最終章を転載
しなかったのか、また仏教徒の国にいる宣教師の誰一人としてそれを翻訳し、
仏教徒の間で小冊子として配布しなかったのか、不思議でならないのである
29

。

Monier-Williams はエディンバラでの講義を終えてまもなく、1888 年 6 月にロン
ドンで開催された世界プロテスタント宣教 100 周年学会でエディンバラでの講義
の最終回、つまり翌年に発表される Buddhism の最終章を取り上げて発表してい
る。この発表もまた、後にいくつかの雑誌に掲載されたのであった 30。
このように、Buddhism の最終章はキリスト教優位を明示し、その章がことさ
らに高い評価を受けたのである。
すなわち、本書には明確な目的が存在した。理論的な議論を展開することで、
キリスト教の仏教に対する優位性を示し、信者たちを取り戻そうとしたのである。
次節で示すように、上記の引用から、南方の Buddhism の読み方、扱い方が正当
であることがうかがわれる。つまり、土宜宛ての往復書簡からは、本書の性質そ
のものを見抜いていたということが分かるのである。筆者が本論において特に最
終章に焦点を当てる理由もここにある。

3．南方と Buddhism
3-1．Buddhism の評価
南方は、土宜と出会った日から、Buddhism を「実に近来欧州での大著述」 31と
して、彼に勧めていたようである。しかし、実際に彼に Buddhism を送ったのは
一ヶ月ほど先のことである。その理由は、「毎度延引じゃが、これは送る前に少
少書き抜くところあるなり」 32と 12 月 24 日の書簡の中で明らかにしている。す
なわち、この時期はまだ、南方自身が本書を読んでいる最中だったと思われる。
上記の通り、奥山は、南方が本書を 5 年前の 1889 年にすでに読んだという可能
性を論じているが 33、速読で有名な南方が Buddhism を読み、写すのに 5 年もかけ
たとは到底考えられない。1893 年から始まる書簡のいたるところで見られる、
Buddhism を資料として使用している南方の書きぶりと上記で引用した箇所を合
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わせて考えると、南方が本書を精読したのは 1893 年だったと考えられる。
残念ながら南方の日記には Buddhism についての記載はないので、彼が本書を
いつ購入したかは確認できない。奥山は、南方の手書き回覧雑誌『珍事評論』の
第二号に掲載された記事、「写龍聖法印書」にはすでに Monier-Williams の影響が
見られると論じている。しかし本論での調査によって、「写龍聖法印書」のほと
んどは、南方がその時点で確実に所持していた Encyclopaedia Britannica の 9 版の
「仏教」の項目の部分訳と「ラマ教」の項目のまとめから成り立っていることが
明らかになった 34。
南方は、「この『仏教講義』 35は、他の小乗と大乗を別にして説いたものにあ
らずして、大乗小乗を合概して一冊に編みたるものなれば、作者のこれによりて
名を得たるは知るべし」と、当時としては珍しく初期と後代の仏教を合わせて説
いた本書を気に入っていたようである。しかし、「この書の末段一章こそ、実に
太史公の貨殖、遊俠伝ともいうべき骨髄にして、すなわち全冊はこの一段の参考
までに述べたるなり」と南方は最終章の重要性を見抜き、そしてその最終章は「仏
と耶とを比較して、その優劣を示せるものなり」 36という仏教批判論であったと
土宜に説明している。さらに、
「 その論、仏者ならずとも局外より見るも、自分が
酒に酔うて人殺したことを自慢しありくごとし」とし、最終章は Monier-Williams
の勝手な解釈に過ぎないと強く批判している。「さばかり仏教をしらべたりとい
う人のかくするは、いわゆる〈知りてこれを犯すものなり〉」37と Monier-Williams
に対して失望した様子がうかがわれる。
つまり、南方は Buddhism を高く評価しながらも、最終章に対して納得できな
かったようである。
3-2．Buddhism の訳と解説
では、南方が Buddhism の問題となる最終章に訳をつけた、1893 年 12 月 31 日
頃に書いたと思われる書簡を詳しく検討してみたいと思う。
南方は最終章をかなり丁寧に訳し、解説をしているが、結局「植物など室内に
取り散らし塵かかりてはまた損するゆえ」 38として、その半分を訳したところで
止めてしまった。土宜からの反応もなく、この書簡以降は Buddhism が取り上げ
られることはほとんどなかった。
南方の訳には誤訳が何箇所か見られ、辞書を片手に手紙を書いた様子を思い浮
かべることができるが、原文とつき合わせて読むと、内容を理解するになんら問
題はなく、Monier-Williams の議論は充分に伝わってくる。
次節にて述べる南方の解説を検証するうえで忘れてはならないのは、彼は基本
的に仏教側の立場に立って Monier-Williams のキリスト教の護教論に反論しよう
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としたという点である。つまり、本書簡中に見られるのは、南方の個人的な宗教
観というよりは、彼の仏教の解釈である。この二つは必ずしも一致しているとは
いえないため、慎重に検証する必要がある。
3-3．仏教と宗教の定義
Monier-Williams は、「キリスト教は宗教ではあるが、対照的に仏教は、少なく
ともその最初かつ最も純真の形では、全く宗教ではなくて、厭世的な世界観に基
づいている道徳と哲学の思想体系に過ぎない」39と決め付けて最終章を始める 40。
これを裏付けるために、彼は宗教を次のように定義した。
確かに宗教を定義することには困難が伴う。その語源は非常に不確かなの
で、それを説明するのにあまり役に立たない。しかしながら、言葉の正しい
意味で宗教と主張するような体系であれば、無限の力と知恵と愛を持ち、目
に見えると見えないすべてのものの創造主であり、計画者であり、保全者で
ある一つの生ける神を前提としなければならないことを確認する点で、我々
は正しいとされるであろう。
それはまた人間の魂と精神の不滅、さらに未来と不可視界の真実を当然の
ことと認める。さらに、人格神に依存する内なる生来の意識を人間の内に前
提しなければならない。つまり、神の正義、聖性、知恵、力、そして愛から
沸き上がり、（人間の）弱さの深い意識、罪の存在、暴虐と罪から救われた
いと熱望する気持ちによって高められた、神を敬愛する意識である 41。
これに対して南方は、
我輩仏教が外教徒の目に宗教と見えぬとてちょっともかまいなし。たとえば
植物学者の一派が自分の口弁にまかせて、植物は炭酸を吸いて酸素を吐くも
のじゃというて、菌芝（キノコ）は炭酸を吐いて酸素を吸うゆえ植物じゃな
いとうごとし。たれか松簞、シメジ、椎茸、キクラゲを動物なりといわんや。
〈誰か黄葉は黄金なりといわんや〉。仏教は西洋人に宗教と見えずとも、仏
教徒には西洋人がその宗教とするところのものを見るごとく見られ、奉ずる
ごとく奉ぜられおるなり。されば、欧人の定義には宗教にあらずして、仏徒
の定義には宗教なり。また耶蘇の教えのごときは、仏徒の定義より言わば左
道巫祝の道のようなことなり 42。
このように、得意の生物学の知識を駆使して Monier-Williams の定義を批判し
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ている。この比喩の正当性はともかく 43、仏教を宗教と認めない人は非常識であ
ると述べている。つまり、南方は仏教が宗教であることに絶対的な確信を持って
いたことが分かる。
確かに、Monier-Williams の宗教の定義に従うと、初期の仏教は宗教とはいえ
ない。しかし、
いかにもユダヤ、回々、耶蘇、またインド諸教、拝火徒も、右の定義のごと
き神を土台とし、これを土台とせぬは、今日は仏教と裸身外道 44ばかりなり。
されば、多数でかかること推し通すべきか。これは日本の飯も西洋のパンも
穀類より作る、よって穀類より作りしものを食わぬは本当の食事じゃないと
いうがごとし。しかし、芋やソテツの根の粉、またタピオカ（薑のようなも
の）、椰子類等より、穀類より取ると同様の成分をとって食事するものは世
界に多し。その輩より見れば、穀類食うものが間違うておるように見える 45
と、宗教を定義することは非常に難しく、多くの宗教がその教義の土台として
神の存在を容認するとはいえ、これのみで宗教を定義すべきではないと南方は指
摘しているのである。
仏教における「神」の概念の問題に関しては、他の書簡でも言及されているの
で、引用してみたいと思う。
又今度送るべき『仏教講論』の末章に、耶蘇徒がこれぞ耶蘇教の仏に優れる
特処云として評する一段に耶仏の比較章あり。大体は仏教は人情に訴へ、耶
蘇教は神を基とす。故に耶蘇教は一段高いとの事なり。（中略）仏教は神を
知らざるものに非ず。（たとえば天龍八部 46など、みな他諸宗教にこれぞ造
物主、大自在王、大神と称するもののみなり）ただ神は神たるのみ。其力に
限りあり。人は神よりも尊き地に至り得べし。善を修せずして神を拝するも
益なきことを述たるものと存ず 47。
つまり、キリスト教が信じる神に近い存在は仏教においても存在するが、仏教
ではその神の力は有限なものであると述べている。
このテーマに関して、また別の書簡では、「やはり大日覚王とか阿弥陀とか、
名は異にして実はゴッド同然のものを立ておがみ、耶蘇教同然に霊魂説などを主
張」 48すると述べられている。つまり、大乗仏教（真言宗）ではキリスト教と同
様、一種の神が崇拝され、永久不滅の霊魂の存在が認められていると南方は指摘
している。
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ここで注目すべき点は、南方と Monier-Williams の説明・見方に若干ずれが見
られるということである。すなわち、Monier-Williams は基本的に初期の仏教に
ついて述べているのに対して、南方は同時代の、彼自身が所属していた真言宗、
すなわち日本の大乗仏教の一派の視点から述べているのである。そのため、二人
の意見が合わないのは当然である。
しかし、Monier-Williams は大乗仏教とキリスト教との類似性に気づいていない
わけではない。彼が提案した宗教の定義の大部分は、大乗仏教にもあてはまると
いうことを認めているのである。
また、［仏教は、訳者注］周辺諸国へ広まると、宗教の性格をとった。つま
り、不可視界の実在を唱え、弥勒やその他の、人格を有する架空の救世主に
祈願を捧げることを許すようになった。また、このような天上界の存在に対
する信仰と期待を教え込み、それが、人々の心に善行の動機を引き起こすこ
とになった。他方、高等なものとして生まれ変わったり、敬虔な行いによっ
て徳を得ようという欲望は、キリスト教国における礼拝によく似た行いを生
んだ 49。
Monier-Williams はこのように述べているが、仏教は「真の宗教」
（キリスト教）
から程遠いという考えをはっきりと示していた。そして、これを証明するため、
更なる比較（キリストと仏陀の生まれた環境、彼らが生きていた間に信者となっ
た者の数、聖書と三蔵に書かれている言葉のしなやかさなど）を展開した。
南方と Monier-Williams は、両人とも大乗仏教とキリスト教の類似性に気づいて
いた。南方はそれを強調して、様々な場面において自論の目的に合わせて使用し
ていた。他方、Monier-Williams は、大乗仏教は「偽りの哲学から展開した宗教体
系」 50であるとし、「真の宗教」であるキリスト教との相違点を主張した。
ここで南方が愛読した百科事典、Encyclopaedia Britannica の 4 版（1801-1809）、
9 版（1875-1889）と 15 版（1974-1994）で、「宗教」の項目を見てみたい。
これらを比較すると、まず 4 版は人力を超えた単数または複数の存在によって
世界が管理され、その存在が人の幸と不幸も決定するということを信じるのが宗
教だとしている。
9 版では、ある団体の共通の信仰に基づいている神聖な崇拝の対象の存在を宗
教の定義としているが、比較宗教学に頼り、新しい定義を探るべきだと述べられ
ている。
そして 15 版では、宗教は人がそれぞれ何かに対して神聖さや宗教的であると
感じること、それ自体が宗教であると抽象的に定義した後、定義することの困難
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さについて述べられている。つまり、西洋人は、20 世紀後半にいたるまでに、
次第に宗教を定義付けられなくなってきていることを、以上の内容は示している
ように見える。
Monier-Williams と南方についてみれば、Monier-Williams はその時代において
すでに時代遅れとされていた保守主義的な態度を取っていたことが分かる。これ
に対し、南方は 9 版・15 版の定義に近い立場にあったと考えられる。むしろ、以
上に述べたように、南方が 9 版の「仏教」や「ラマ教」の項目だけではなく、「宗
教」の項目も読み、その影響を受けた可能性が非常に高い。
3-4．自力と他力
前節で述べたように、Monier-Williams の宗教の定義においては神が土台であ
る。そのため、彼が展開した議論ももちろん神に関係しているのである。人間の
道徳を生み出すための基本的動機となり、祈願の対象であり、さらに罪から救済
するのは、全て神である。つまり人は、その罪が許されるため、その幸せをつか
むためには神、またはキリストの力に頼るしかないと論じているのである。（こ
れは明確な護教論である。）これに対して仏教では、すべてが自己責任とされ、
自分のために自分の力で行動しなければならないとしていると述べている。つま
り Monier-Williams は他力と自力を対立させているのである。
南方は Monier-Williams のこの見解、つまり、「大体は仏教は人情に訴へ、耶蘇
教は神を基とす」という主張を見抜いていた。しかし、「また自力云々といえど、
この自力にて釈尊の教えにしたがい、信をおけば、別に救世主など出でずとも、
自力が救世主の他力より千倍の力となるなれば何のことなし」と自力説をかえっ
て高く評価している。「仏者はキリスト教徒のするごとき一豚蹄、酒一壺で甌窶
満篝、汙邪満車 51、御子孫も繁昌、壱岐の松のいきのびるほど煩悩を増すごとき
ことを祈るものにあらず。その誦経は誰をあてにせず、何ごとをも望まずとも、
自分善をなすのたしなみ、履やハンカチのことのみ心配するものにまされり」 52
と、他力に祈願をかけるより、己で善をなすよう努力すべきであると南方は主張
していたのである。
従って、「過ぎたこと丸消し帳とはありがたいが、そうすると悪いことばかり
して丸消しを冀い、消してはまた冀うか」と、キリストの許しに関しても当然批
判的であった。すなわち南方は信仰より行いに重きを置いていたと考えられるの
である。
3-5．南方のキリスト教批判
ただし、南方はキリスト教を全面的に否定していたわけではない。むしろ、後
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述のとおり新教徒に対して好意的な態度をしばしば示した。南方がキリスト教を
遠ざけた理由には、次の二点を挙げることができる。
第一点目は、前節で述べたように、南方が行いを重視したため、教義を無視・
悪用する行動を許すことができなかったという点である。たとえば、『高山寺書
翰』No. 5 では次のように述べている。
小生耶蘇教を悪むに非ず。ただ吾国今日の其徒たるもの、何の弁へもなくし
て先祖の霊牌を焼き、又寺門の石塔を押たほし、甚しきは父の葬会に父の非
行を演説して、耶蘇教となりて死にぎはに懺悔せりなど、人情忍びざること
をなして得色あるを悪むものなり 53。
しかし、これは仏教の場合も全く同様であった。南方は土宜に宛て、日本の仏
教徒の悪行を延々と述べている。たとえば次の例を見てみたい。
『仏教講義』の最末の仏耶孰優論はよくよく諸友に御示し、御商量の上とく
と、しかとしたる名説も有之ば、御送り被下度候。但し小生に於ては、今日
の仏徒は事実上此返答は出来まじと存申候。何となれば教のよきは無論乍ら、
仏徒の実際の性行は甚悪く候 54。
第二点目の理由は、やはり南方の科学主義的な考え方にある。すなわち、彼は、
近代科学と矛盾しているとして、神意説を受け入れることができなかったのであ
る。彼にとっての最大の問題はこの点であった。「小生の仏徒を信仰するは、其
因果の一大理にあるなり。すなはち、輪廻して行はるるなり。世進み学（文学等
感情的のものを除き）すすむに従ひ、因果といふことは決して争ふ可らざること
となれり。故に神意説を唱ふるものは因果を排せんとするものなれば、世の進む
に併伴せず」 55と述べ、神意説は世の進歩、学問の進歩を妨げていると批判した。
「甚おかしきことながら、植物学者などもややもすればわけ分らずに耶蘇の徒な
るもの多き故、予は甚だ科学をして因果といふことを見証するを目的とする科学
者に似合はぬ卑陋虫のやうな奴輩と蔑視して、一向文通もせず植物学会にも入
ず」 56と、科学者南方は因果説を何よりも重視したことがうかがえる。
同時に、「近く西洋のプロテスタントの如きは、かかる神経奇変醜陋聞くに堪
ざる法螺ばなしは少しもいはぬぢや。ただ神意といふことを奉ずるだけ金粟如来
57

の御気に召さぬぢや」58と、神意説さえなければ、「法螺ばなし」、つまり科学

的な説明が付かないところを主張しない新教徒（ユニタリアンなど）になること
もいとわないとさえ述べている。
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南方の科学的なキリスト教批判の背景には彼が十代からに読んでいた進化論関
連書があると思われる。その中でも、南方が十代に最初に接したと思われる E. S.
Morse（1838‐1925）の『動物進化論』が著しくキリスト教を駁している。
しかし、同時代の人達と違って、南方はキリスト教を批判しても、全面的には
否定しなかった。なぜなら、彼がやはり人に宗教が必要と考えたからであろう。
最後に南方自身の言葉で彼の諸宗教に対する立場をまとめてみよう。
予ほど公平なるものなし、何となれば何れの宗教の好処をも知り信じおれば
なり。ただ因果といふこと、世界の進むにつれて、事理無碍なれど、神意と
いふことは有碍といふなり。此外は諸悪莫作衆善奉行、どの宗教も説く所之
に止り、又教理といふことはどれにもありて、それを自慢するは、いなかも
のが自分の村の戸長の肩もち、つかみ合ふやうなことなり 59。

おわりに
19 世紀末は宗教の見方が大きく変わり始めた時期であり、比較宗教学の創成
期であった。その中で、保守主義者で熱心なキリスト教徒である
Monier-Williams はキリスト教の仏教に対する優位性を証明するための講義を行
った。これは後に一冊の書物となり、南方の手に入った。彼はこれに衝撃を受け、
知り合ったばかりの土宜に宛て、この書籍と、それに対する自身の反論を送っ
た。
Buddhism を読んだ南方にとって最大の問題は宗教の定義の仕方から生じてい
るように思う。Monier-Williams の定義は明らかにキリスト教に基づいてい るた
め、それ以外の宗教を「真の宗教」として彼は認めていない。神の存在そのもの
を必要とせず、もちろん崇拝もしない初期の仏教は、当然宗教ではないことにな
る。これに対して仏教徒を自称した南方は、仏教を宗教として認めている。そし
て宗教の定義を拡大しなければならないと反論した。このことから、たとえば、
二人の議論の中に初期・後代の仏教の扱い方のずれがしばしば見られる。
先行研究で指摘されているように、南方が信じた宗教は複数の宗教から成り立
っている。その中で、キリスト教はその重要性が指摘されながらも、これまでま
とまった形で取り扱われることがなかった。
南方が海外に滞在した期間はちょうど進化論の最盛期、比較宗教学の創成期に
当たる。ともにキリスト教と深い関係にあることはいうまでもない。 西洋では
人々の日常生活と思想においてキリスト教が大きな部分を占めている。14 年に
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亘り西洋で過ごした南方も、少なからずその影響を受けたと思われる。しかし、
南方はキリスト教をテーマとした論文を発表したわけではない。時折キリスト教
に言及したとはいっても、それを確認できる資料は非常に限られている。この状
況において、本論で扱う『往復書簡』No. 10 にある Buddhism の解説・批判はきわ
めて異色であるといえる。
筆者は南方の思想における進化論、とりわけ H. Spencer の果たした役割につい
て、現在研究を進めている。これは南方の西洋文明の摂取と拒否という矛盾に対
する格闘の足跡の調査である。南方はキリスト教だけが最善の宗教であるという
西洋人キリスト教徒の独善を批判したが、その根拠は最終的にすべて神任せにし
てしまう神意説である。一方、南方は宗教を否定したことはない。彼が拒否した
のは、西洋人キリスト者の独善と非合理的な宗教の押し付けであった。本論では、
当時のヨーロッパのみならず、日本の思想界を風靡した進化論という大きな枠の
中で、南方熊楠の宗教思想の形成において無視できない比重を占めるキリスト教
の問題を、限られた資料の中でできる限り実証的に考察した。
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この他にもこの時期の活字化されていない資料や論文の形でしか発表されていないも
のがいくらかあるが、本研究において重要ではないと思われるため、取りあげない。
『高山寺書翰』348-349 頁を参照。

5

土宜は「外教をも段々と相学ぶべきよう存じ候。小生これまで右のことを種々に工夫
致し候えども、何分日本語にては他教学はむつかしく候につき、今に充分に相学び申
さず候いし」
（『往復書簡』No. 2、7 頁）と諸宗教について学ぶよう努力はしているが、
日本語しかできないため、あまり進まないと南方に嘆いている。

6

Buddhism 以外に同時期に南方が土宜に送ったものには、Thomas H. Huxley, Evolution
and Ethics (1893) や Henry T. Colebrooke, Essays on the Religion and Philosophy of the
Hindus (1858) などがある。『往復書簡』No. 6、36 頁を参照。

7

本 論 の 執 筆 に あ た り 参 考 に し た の は 、 Monier Monier-Williams, Buddhism, in Its
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Connexion with Brahmanism and Hinduism, and in Its Contrast with Christianity (Varasi: The
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1964) である。以下、註に示すページ数は全てこれ
に従う。
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龍往復書簡を中心にして―」
『密教文化』第 204 号、前谷直克「南方熊楠の書間に関す
る一考察」
『仏教学会報』第 8 号などがある。これらの論文の最終的な目的は、鶴見に
よって見出された「南方マンダラ」を解明することで、ほとんどの研究者は「ロンド
ン時代」の書簡をその萌芽としてしか見ない傾向にある。

9

松居竜五・田村義也編、前掲書、26-33 頁。

10

同書、31 頁に指摘されているように、南方が考えた因果論と輪廻説は非常にあいまい
なもので、書簡ではこの二つを類似語として扱う傾向にある。これは彼の科学主義的
な考え方と関係する非常に大きな問題だと思われるが、詳しい検討は別の機会にゆず
る。

11

神田英昭「南方熊楠の因果論―土宜法龍宛書簡にみられる南方マンダラの萌芽―」
『密
教文化』第 224 号、95 頁。

12
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Earliest Times To The Year 2000 (Oxford: Oxford University Press, 2004) vol. 16, 394.
彼のこのような考え方は例えば The Study of Sanskrit in Relation to Missionary Work in
India. An Inaugural Lecture Delivered Before the University of Oxford, on April 19, 1861
(London: Williams and Norgate, 1861) によく表れている。この論文の最後では、“I have
thus indicated the extent to which a missionary ought to know Sanskṛit, with a view to
command the spoken dialects, and conciliate the affections of the Indian community. Without
such knowledge the truths of Christianity may be powerfully preached, translations of the
Bible lavishly distributed, but no permanent influence will be gained, no mutual confidence
enjoyed, no real sympathy felt or inspired”（「以上、インドの現行の諸方言を自由自在に操
り、インド人社会の好意を得るために、どの程度宣教師がサンスクリット語を知るべ
きかについて述べた。このような知識が無くても、キリスト教の真理について力強く
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ドでキリスト教を効果的に広めるためには、サンスクリット語が欠かせないと要約さ
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16

Alexander Duff という、インドで活躍したスコットランド人の宣教師が設けたもので
ある。
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イギリスのインド学のリーダー的存在である T. W. Rhys Davids と F. Max Müller も大乗
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仏教に批判的であった［Notto R. Thelle, Buddhism and Christianity in Japan: From Conflict
to Dialogue, 1854-1899 (Honolulu: University of Hawaii, 1987), 216］。しかし、土宜は、
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敬愛致しおり」と述べている（『往復書簡』No. 2、7 頁）。
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南方はこの Light of Asia を 1888 年 4 月 30 日に購入していることが彼の日記から分かる
（南方熊楠『南方熊楠日記』第 1 巻、八坂書房、1979 年、155 頁）。
Thelle, op. cit., 215.
Ibid. 仏教に好意的な態度を示していた神知学雑誌、 Lucifer（後の The Theosophical
Review）の第 4 号（May, 1889）で見られる次の箇所からも The Light of Asia の当時の勢
いがうかがわれる。“There is one book called "The Light of Asia," a poem by Sir Edwin
Arnold, of which several hundred thousand copies have been sold, and which has done more
for Buddhism than any other agency.”（「Edwin Arnold 卿には何十万冊も売れたという The
Light of Asia の著作がある。これは［西洋で］の仏教の［宣教］にとっていかなる手段
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Tomoko Masuzawa, The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was
Preserved in the Language of Pluralism (Chicago: The University of Chicago Press, 2005),
140.
Otto Kistner, Buddha and His Doctrines. A Bibliographical Essay (London: Trübner & Co.,
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“For its presentation of Buddhist philosophy Sir Monier-Williams has laid the whole
missionary world under obligation to him. Writing as a zealous Christian, believing in the duty
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a vast array of arguments that the missionaries of Ceylon, Burma, China and Japan will not fail
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Edwin Arnold's "The Light of Asia," nor as savagely depreciative as the works of some of the
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Buddhism." We shall appreciate our own faith the better by a careful study of its contrast with
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world's religions by the aid of Sir Monier-Williams great work. It is a wonder that no one of
the missionary magazines has yet thought to reprint that last chapter, on the contrast, nor that
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「不信仰の地」におけるイスラーム
―マートゥリーディー学派における宣教未到達の民の信仰―
松山 洋平
日本学術振興会特別研究員

要旨
本稿の目的は、
「不信仰の地」においてイスラームがいかに語られるべきかとい
う課題に対するイスラームの神学的基盤を提示することである。そのために本稿
では、スンナ派の代表的神学派の一つであるマートゥリーディー学派の信仰論に
着目し、「不信仰の地」の非ムスリムの地位と、「不信仰の地」における信仰の要
件の議論を考察する。
マートゥリーディー学派においては、イスラームの教説が知られていない地域
＝「不信仰の地」の人間にも、造物者の存在を認識する義務が課される。これは
一見「厳しい」見解であるが、この教説は逆説的に、「不信仰の地」においては、
イスラームの正しい知識に基づかない神信仰が全き信仰として承認されるとする
言説を生む。つまり、
「不信仰の地」において人は、造物者の承認一点をもって信
仰者として承認される。この圏域においてイスラームという宗教は、固有の信仰
箇条の総体としての実定宗教としてよりも、唯一神信仰を呼びかける包括的メッ
セージとしての側面を強調し、提示されるべきである。

キーワード
マートゥリーディー学派、信仰、不信仰、宣教、理性
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Islam in a Land of Infidelity:
Faith of Ahl al-Fatrah in Māturīdism
Yohei MATSUYAMA
Research Fellow of the Japan Society for the Promotion of Science

Abstract
This paper considers the theological basis for re-thinking how Islam is to be
represented to non-Muslims in a land of infidelity, where little or no teachings and
practices of Islam are known, with special reference to theories  of  Māturīdism.
Regarding the theory on those who did not receive the propagation of Islam,
Māturīdism,   contrary   to   Ash‘arism,   does   not   acknowledge   their   immunity   from   the  
responsibility  of  believing  in  the  Creator’s  existence,  and  requires  them  to  have faith in it
based on ‘aql (reason). This idea results in an attitude that validates the faith of an
individual in a land of infidelity, who lacks knowledge about the essentials of the Islamic
creed and does not fulfill core religious duties, and regards him as a true believer. This
tenet  of  Māturīdism  leads  to  the  idea  that  in  a  land  of  infidelity,  Islam  could  assume  the  
form of a comprehensive call to monotheism, not the form of a positive religion, or
cluster of specific tenets.

Keywords
Māturīdism, Faith, Infidelity, Propagation, Reason
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「不信仰の地」におけるイスラーム

1．はじめに
本稿の目的は、イスラームの宣教が到達していない地域＝「不信仰の地」の住
人の神学的地位と、彼らの信仰の成立要件についてのマートゥリーディー学派の
教義を考察し、
「不信仰の地」においてイスラームがいかに語られるべきかという
問題についてのイスラームの神学的基盤を提示することである。
現代イスラーム思想において、信仰と不信仰の問題は、主にイスラーム諸国に
おける宗派間関係と関連させて論じられている。このことの主因としては、伝統
的なムスリムの学問体系・権威体系を異端視するワッハーブ主義運動の勃興や、
シャリーア（イスラーム法）を適用しないイスラーム諸国の政権に対する武装闘
争を行う各種イスラーム主義運動の展開を挙げることができるだろう。これらの
事象を巡る議論の主要な対立軸はムスリムの内輪にあり、その主戦場はイスラー
ム諸国だからである。また、信仰と不信仰の問題に関連性の高い議論として、
「無
知による免責（al-‘udhr bi al-jahl）」の問題が挙げられるが、イスラームの諸神学
潮流における「無知による免責」についての言論を詳細に扱ったバドラーン・リ
ヤードの研究においても、この概念と現代的問題領域との接続は行われていない 1。
彼以外の研究においても、この概念は主にイスラーム諸国の宗教運動の分析に適
用されているのが現状である 2。
むしろ、
「非イスラーム諸国」におけるイスラームのあり方を主題とした思想は
これまで、神学的領域ではなく、イスラーム法学の枠組みで展開されてきた。1990
年代に、非イスラーム諸国に住むムスリムのための特殊なイスラーム法学理論と
して提起された「マイノリティ法学（fiqh al-aqallīyāt al-muslimah）」は、世界屈指
の法学者たちの支持を集め、現在も活発な議論が行われている。しかし、このマ
イノリティ法学の潜在的な目的は、
「非イスラーム諸国の法律・習慣とシャリーア
とが相克する問題において、ムスリムがどこまで妥協し得るか」という点にある
ことは否定できず、この前提に基づいた限定的領域でしか議論が行われ得ないと
いう構造的な問題を抱えている。
以上のように、大まかに見て、現代のイスラーム諸国の思想論争に対しては神
学的アプローチが、非イスラーム諸国におけるイスラームのあり方に対しては法
学的アプローチが採られているのが現状である。
しかしながら、非イスラーム諸国におけるイスラームのあり方を考えるとき、
信仰と不信仰を巡る神学的議論を援用することで、より大きな可能性が提供され
ると筆者は考える。なぜなら、ある宗教が未だ伝えられていない地域に伝道が行
われるときには、何をもって人は信仰者となるのかという問題、すなわち、信仰
と不信仰の境界の問題が、枢要な問題となるからである。つまり、「不信仰の地」
における信仰の条件を考察することは、ある宗教をその宗教に帰属していない他
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者に伝える際に、特に語るべきことは何かという点を浮き彫りにする。
非イスラーム諸国におけるイスラームのあり方を神学的アプローチから検討し
た研究のひとつに、中田考の「救済の境界―イスラームにおける異教徒の救済―」
がある 3。彼はこの論文の中で、宣教未到達の民についてのアシュアリー学派の立
場から現代の非ムスリムの地位を定位することが、非イスラーム地域でイスラー
ムを伝える際のひとつの有効な装置たり得ると述べた。後述のように、アシュア
リー学派においては、イスラームの宣教が到達していない民には責任能力（taklīf）
が認められないため、来世において無条件に救済されるとされる。そのため、非
イスラーム地域の民の先祖の救済を保証することで、これらの地域、特に、先祖
崇拝の伝統を持つ日本のような地域の異教徒に対するイスラームの宣教が促進さ
れる、と中田は言う。
アシュアリー学派に依拠した中田のこの議論は、非ムスリムの救済の可能性を
指摘し、それをイスラーム伝道の方法論と結び付ける画期的な議論である。ただ
し彼の論文では、イスラームの宣教が到達していない地域における非ムスリムに
対して、いかにイスラームを提示するのかという点については詳しく論及されて
いない。私見では、この問題領域についての議論の展開は、スンナ派の諸神学潮
流の中でも特にマートゥリーディー学派の教説を援用することで促進することが
できる 4。
本稿は、中田の問題提起を継承しつつ、スンナ派神学のもうひとつの潮流であ
るマートゥリーディー学派に焦点を当て、非イスラーム地域において如何にイス
ラームが語られるべきかという問題について、もうひとつの可能性を提示するも
のである。
以下、2 で、マートゥリーディー学派を中心に、イスラーム神学における宣教
未到達の民についての基本的教説を確認する。次ぐ 3 では、この教説が、
「不信仰
の地」における信仰者と不信仰者の境界、特に、ムスリムとその他の一神教徒と
の境界を不透明にすることを説明する。以上の議論を通し、
「不信仰の地」におけ
る信仰の成立要件を示すことで、
「不信仰の地」において、イスラームという宗教
は、固有の信仰箇条の総体としての実定宗教としてよりも、唯一神信仰を呼びか
ける包括的メッセージとして提示されるべきであることが神学的に正当化される
ことを示す。

2．宣教未到達の民の地位
2-1．「中間時の民」とアシュアリー学派の見解
クルアーンの 35 章 24 節では、神が、地上の全ての民族に対し、神託を携えた
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預言者を遣わした旨が記されている。しかし例外的に、ひとりの預言者の教えが
消滅した後に、その次の預言者が派遣されるまでの空白の時間に生きる者が存在
する。イスラーム神学では彼らを「中間時の民（ahl al-fatrah）」と呼び、その責任
能力や来世における救済の如何が議論されてきた。
アシュアリー学派においては、神の存在や物事の善悪・美醜は、基本的に啓示
によって初めて証明されるため、啓示のメッセージが到達していない民の責任能
力は否定される。そのため、
「中間時の民」には、神への信仰も、法規定遵守の義
務も生じず、彼らは、いかなる内容の信仰を持っていたとしても来世において例
外なく救済されるとされる 5 。この教説の代表的な根拠としては、クルアーンの
17 章 15 節「われらは、使徒を遣わすまで懲罰を下す者ではない」が挙げられる。
また、アシュアリー学派の一説によれば、そもそも宣教が到達していない民に
は、有効な信仰が成立し得ないとまで言われる 6。
2-2．マートゥリーディー学派における「中間時の民」と宣教未到達の民の地位
アシュアリー学派の説とは異なり、マートゥリーディー学派の圧倒的多数派説
では、時間的な空白期間に生きた「中間時の民」、および、地理的な要因で宣教が
到達していない民にも、造物者への信仰が義務づけられるとされる 7。同学派の最
も重要な神学者の一人であるアブー・アル＝ムイーン・アン＝ナサフィー（Abū  
al-Mu‘īn  Maymūn  bn  Muḥammad al-Nasafī,  d.  1115）は次のように言う。
理性を持つ者が、啓示が到達していない状態においてその主を知らない場合、
彼は免責されるのだろうか。我々の見解では、彼は免責されない。彼には、
世界に（li al-‘ālam）造物者（ṣāni‘）がいることを推認する（yastadill）こと
が義務となる。 8
このようにマートゥリーディー学派においては、イスラームの宣教が到達してい
ない民にとっても、自力で造物者への信仰に到達することが義務となり、それが
彼らの来世における救済の条件となる。
宣教未到達の民に造物者の存在への信仰が義務となる理由は、一説によれば「理
性（‘aql）」の存在である。マートゥリーディー学派の代表的な神学書である、スィ
ラージュッディーン・アル＝ウーシー（Sirāj al-Dīn al-Ūshī, d. 1179/1180）著『聞
き取りの開始（Bad’ al-Amālī）』では、
理性を持つ者は、天と地の創造者について無知であることは許されない。 9
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と明言される。同学派のもうひとつの有力説によれば、神信仰の義務の理由は、
「理性」と、
「物事の理について熟考する時間の経過」の二つとされる。マートゥ
リーディー学派の最重要神学書のひとつである、ヒドゥル・ベク（Khiḍr Bek bn
al-Jalāl, d. 1459）著『ヌーンの韻律詩（al-Qaṣīdah al-Nūnīyah）』には、
アブー・ハニーファ（Abū Ḥanīfah Nu‘mān bn Thābit, d. 767）においては、思
考（fikr）の時間が経過した後、理性ある者は、その創造者に無知であること
は許されない。 10
とある。この点について ブハーリー （‘Alā’ al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bn Aḥmad, d.
1329/1330）は以下のように述べ、理性のある者が世界について思考を巡らせる時
間を得ることは、預言者を通して啓示のメッセージが伝達されることと等しく、
造物者の存在を確信するための充分な証拠になると説く。
一方、アッラーが彼に経験を付与し、物の理を理解するまで彼を長く生かし
た場合、彼は免責されない。なぜなら、長く生かされること、あるいは熟慮
の期間を得ることは、不覚の眠りから心を喚起することにおいて、預言者た
ちの呼びかけと等しい地位にあり、その後には彼は免責されないからである。
11

宣教未到達の民にも造物者への信仰が義務となると説く神学者たちは、クル
アーンからの根拠として、以下の諸節を挙げる 12。
それから太陽が昇るのを見ると、彼は言った。
「これがわが主である。この方
がさらに大きい。」それからそれが沈むと、彼は言った。「わが民よ、私はあ
なたがたが同位に崇めるものとは無縁である。（6 章 78 節）
彼らは天と地の王権と、なんであれアッラーが創造し給うたものを眺めたこ
とがないのか。（7 章 185 節）
まことに、聴覚、視覚、そして心、それらはすべて、彼について問われるの
である。（17 章 36 節）
それで彼らはラクダを眺め（考え）ないのか、どのようにそれが創られたか。
そして空がどのように持ち上げられたか。そして山々がどのように据えられ
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たか。そして大地がどのようにそれが平らにされたか。（88 章 17-20 節）
これらの諸節では、預言者イブラーヒームが、言語的な啓示を一切受けることな
く、世界の事象を観察することのみによって造物者への信仰に到達した逸話や、
世界に顕われる造物者の存在を証しする印、および、それを認識するための人間
の諸器官などが言及されている。
マートゥリーディー学派においては、アシュアリー学派が「中間時の民」の免
責の根拠とするクルアーン 17 章 15 節で言及される「懲罰」を、来世における火
獄の懲罰ではなく、現世における一民族の根絶（ihlāk isti’ṣāl）のことであると解
釈する 13。

3．「不信仰の地」における信仰者と不信仰者の境界
上で見たように、イスラームの宣教が到達しなかった民は信仰の如何を問わず
来 世 にお い て 救 済 に 与 る と 説 くア シ ュ ア リ ー 学 派 と は 異な り 、 マ ー ト ゥ リー
ディー学派は、イスラームが周知されていない地域の人間に対しても造物者への
信仰が義務づけられると考える。
マートゥリーディー学派は、宣教の到達していない民の来世における救済に対
してより「厳しい」立場をとると言える。しかし、翻ってこの教説は、イスラー
ムを知らない人間の、イスラームの教義に基づかない信仰がイスラームの観点か
ら承認される可能性があることを同時に意味する。
アブー・ハニーファに帰される神学書簡『広大なる理解（al-Fiqh al-Absaṭ）』の
中で、アブー・ハニーファに師事したバルヒー（Abū Muṭī‘ al-Balkhī, d. 814）は、
師アブー・ハニーファに対し、無知な者の信仰、そして、
「不信仰の地」において
イスラームの教義を全く知らない者の信仰について問う。
もし「不信仰の地（arḍ al-shirk）」において、ある者が包括的にイスラームを
認めたものの、義務や法を一切知らず、啓典（al-kitāb）を認めず、イスラー
ムの教え（sharā’i‘）を一切認めず、ただ、アッラーと信仰のみを認め、信仰
の条件（sharā’i‘）を一切認めずに死んだ場合、彼は信仰者でしょうか。 14
この問いにアブー・ハニーファは「そうだ」と答える。バルヒーは続けて問う。
もし、何も知らず、何も行わず、ただ信仰だけを認めて死んだとすればどう
でしょう。 15
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この問いに師は、
その者は信仰者（mu’min）である。 16
と答える。
『広大なる理解』に示されるこの見解は、この書簡に特有の例外的な記述とい
うわけではない。マートゥリーディー学派神学の中には、これと類似性のある教
説が頻見される。たとえば、マートゥリーディー学派では、詳細（tafṣīl）な信仰
の伴わない包括的（jumlah）な信仰が十分な信仰として認められるほか、各教義
の証拠を知らずに他人の教えに追従する者（muqallid）の信仰も承認される傾向
が強い 17。また、マートゥリーディー学派の神学者の大多数が所属するハナフィー
法学派の説では、多神教徒は、
「私はアッラーを信じた」などの言葉を一言述べる
だけでムスリムになったことが認められる 18。無知なる者の信仰の承認は、マー
トゥリーディー学派神学全体に認められる傾向と言える。
以上のことから、次のように述べることは一定の妥当性を持つと考える。マー
トゥリーディー学派においては、イスラームの教義や宗教実践が知られていない
「不信仰の地」におけるムスリムと非ムスリムの関係性を、厳密な他者性に基づ
いた「我々／彼ら」の枠組みで認識すること、あるいは、狭義の実定宗教である
イスラームに帰属意識を持つ「ムスリム」とそうではない「非ムスリム」の枠組
みで認識することは適切ではない。
特に、
「不信仰の地」において唯一の造物者を信仰する人間は、たとえ実定宗教
としての「イスラーム」には属していないとしても、マートゥリーディー学派の
教義に基づけば、救済に与る正しい「信仰者（mu’min）」として認識される。つ
まり、
「不信仰の地」という圏域においては、理性的な思索によって多神崇拝や無
神論から離れ、世界の造物者の存在を認識した者は凡そ、造物者への信仰を共有
する信仰上の同胞として包括される神学的妥当性が認められる 19。
以上のことは、机上の空論ではなく、歴史的にも関連性を持つ実例が認められ
る。マデルングは、以上で示したような特徴を持つマートゥリーディー学派の教
説が、セルジューク朝以前のトルコ系遊牧民のイスラーム受容に大きな役割を果
たしたと指摘する 20。つまり、彼らをイスラーム化したのはマートゥリーディー
学派の母体集団となったサマルカンド系統の学者達であったが、『広大なる理解』
に示されるようなマートゥリーディー学派特有の信仰論が背景となり、込み入っ
た教義や法規定を学ぶ意思を持たないトルコ系遊牧民のイスラーム受容を促進し
たのである。
もっとも、現在の日本や欧米諸国のような国々が、本稿で論じたような「不信
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仰の地」にあたるのか否かという問題は、議論の余地がある。しかし、宗教市場
が活性化・自由化され、宗教的言論の多元化が進んだ現代において、イスラーム
の聖典その他のテキストへのアクセス能力を持たない非イスラーム諸国の一般人
が、イスラームに関する諸知識を正確に吟味することができないことは確かであ
る。このことは、イスラームの多数派であるスンナ派の中にも統一された宗教権
威が存在せず、「正統」的見解を把握することができないという事実に鑑みれば、
更に強調されてしかるべきであろう 21。

4．まとめ
宣教未到達の民は無条件に救済されるとの立場をとるアシュアリー学派とは異
なり、マートゥリーディー学派の最大多数派説では、理性によって造物者の存在
を推認することは、理性を持つ全ての人間の義務であり、たとえイスラームの宣
教が到達していなくとも、理性によって造物者の存在を信じなかった者は救済に
与らないとされる。
したがって、宣教未到達の民の来世における救済という局面について言えば、
マートゥリーディー学派は、アシュアリー学派よりもその門戸が狭いと言える。
しかし、マートゥリーディー学派のこの教説は、逆説的に、イスラームの教説が
知られない「不信仰の地」においても、漠然とした「造物者（ṣāni‘）」への信仰が
イスラーム的見地から全き信仰として認められる、との見方を生む。すなわち、
マートゥリーディー学派によれば、
「不信仰の地」の人間は、イスラームの教義を
全く信じず、イスラームで定められた法的義務を全く行わずとも、造物者への信
仰一点をもって「信仰者」として認められる。したがって、
「不信仰の地」におい
ては、狭義の実定宗教である「イスラーム」を奉じる狭義の「ムスリム」と非ム
スリムとを区別する図式は適切ではない。この圏域においては、造物主を信仰す
る一神教徒と、それ以外の多神教徒とが区別されるべきであり、前者は、その信
仰内容を問わず「信仰者」とみなされる。
「不信仰の地」においては、狭義の「ム
スリム」と非ムスリムの境界が、この意味で不透明になるのである。
したがって、
「不信仰の地」という圏域において、イスラームは、クルアーンと
預言者ムハンマドの言行から演繹された特定の信仰箇条の総体、つまり、実定宗
教としての側面よりも、唯一神崇拝、あるいは、世界の造物者への信仰へと呼び
かける包括的メッセージとしての側面を強調して提示されるべきである。そして、
マートゥリーディー学派においては、この包括的なメッセージを受け入れた者を、
唯一神への信仰を共有する信仰上の同胞として認識することが神学的に正当化さ
れる。
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付記
本稿は、平成 25 年度日本学術振興会特別研究員奨励費、および、日本学術振興
会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」（平成 23 年度か
ら平成 25 年度）によって行われた研究成果の一部である。
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Manẓūmah Bad’ al-Amālī, ed. by ‘Abd al-Salām bn ‘Abd al-Hādī Shannār, Damascus: Dār
al-Bairūtī, p. 145. マートゥリーディー学派の中で、造物者の存在を信仰することは理
性によっては義務とならないとする神学者としては、アブー・アル＝ユスル・アル＝
バズダウィー（Abū al-Yusr Muḥammad al-Bazdawī, d. 1099）の名を挙げることができる。
cf., Abū al-Yusr Muḥammad al-Bazdawī, 2003, Uṣūl al-Dīn, ed. by Hans Peter Lins, Cairo:
al-Maktabah al-Azharīyah li al-Turāth, pp. 214-217. ハイヤーリー（Aḥmad bn Mūsā Shams
al-Dīn al-Khayyālī, d. 1470?）は、宣教未到達の民を、意識的に信仰を選んだ者、意識的
に不信仰を選んだ者、そのどちらも選択しなかった者の三種に分け、意識的に不信仰
を選んだ者以外は救済されるとの立場をとる。’Abd al-Naṣīr Nātūr Aḥmad al-Malībārī
al-Hindī, 2008, Sharḥ al-‘Allāmah al-Khayyālī ‘alā al-Nūnīyah li al-Mawlā Khiḍr Bn Jalāl
al-Dīn fī ‘Ilm al-Kalām: Dirāsah wa Taḥqīq, Cairo: Maktabah Wahbah, p. 367. アル＝ムッ
ラー・アリー・アル＝カーリー（Alī bn Sulṭān Muḥammad al-Qārī, d. 1605）は、クルアー
ン注釈書『クルアーンの諸光と英知の諸神秘（Anwār al-Qur’ān wa Asrār al-Furqān）』
においては、上記の『大いなる理解注釈（Sharḥ al-Fiqh al-Akbar）』における見解とは
異なり、アシュアリー学派の見解に傾倒しているように読める。al-Mullā ‘Alī al-Qārī,
2013, Tafsīr al-Mullā ‘Alī al-Qārī, 5 vols., ed. by Nājī al-Suwayd, Beirut: Dār al-Kutub
al-‘Ilmīyah, vol. 3, p. 127. ブハーラーのハナフィー学派の神学者たちは、この問題につ
いてアシュアリー学派と同じ立場をとり、宣教が到達しなければ信仰は義務付けられ
ないと説く。この点は中田も引用している（中田「救済の境界」70 頁）。ただし、ブ
ハーラー学派は、信仰の被造物性の問題において「信仰非被造物説」に立っており、
信仰が被造物であるとする者を不信仰者認定（takfīr）し、そのような者の先導による
礼拝に参加することを禁じているため、マートゥリーディー学派の主要な神学者から
は「無知」な集団とみなされている。cf., Ibn al-Humām, al-Musāyarah, pp. 313-314; Kamāl
al-Dīn bn   Abī   Sharīf, 2002, al-Musāmarah, ed. by Maḥmūd ‘Umar al-Dimyāṭī, Beirut: Dār
al-Kutub al-‘Ilmīyah, pp. 313-314; al-Bazdawī, Uṣūl al-Dīn, pp. 158-159. そのため筆者は、
ブハーラーのハナフィー学派の見解をマートゥリーディー学派の一説とみなすことに
8

は慎重であるべきと考える。
Abū al-Mu‘īn al-Nasafī, 2000, Baḥr al-Kalām, ed. by Walī al-Dīn Muḥammad Ṣāliḥ al-Farfūr,
Damascus: Maktabah Dār al-Farfūr, p. 82. なお、ムウタズィラ学派においても、宣教が到
達してない民に造物者への信仰が義務となるが、マートゥリーディー学派では、義務
を課す主体（mūjib）は神であり、理性はその媒介であるのに対し、ムウタズィラ学派

9

10

では理性自体が義務を課す主体であるとされる。cf., Nūr al-Dīn al-Ṣābūnī, 1969, Kitāb
al-Bidāyah min al-Kifāyah fī al-Hidāyah fī Uṣūl al-Dīn, ed. by Fathalla Kholeif, Alexandria:
Dār al-Ma‘ārif, p. 150.
Sirāj al-Dīn ‘Alī bn ‘Uthmān al-Ūshī, 2010, Bad’ al-Amālī, In Jāmi‘ al-La’ālī Sharḥ Bad’
al-Amālī fī ‘Ilm al-‘Aqā’id, Muḥammad Aḥmad Kan‘ān, Beirut: Dār al-Bashā’ir al-Islāmīyah,
p. 301.
Ibn al-Jalāl Khiḍr Bek, 2003, al-Qaṣīdah al-Nūnīyah, In Khayr al-Qalā’id Sharḥ Jawāhir
al-‘Aqā’id, ‘Uthmān al-Kulaynī al-‘Uryānī, ed. by Aḥmad   Farīd   al-Mazīdī, Beirut: Dār
al-Kutub al-‘Ilmīyah, p. 203. 義務の生じる時間には、
「経験」を得、
「熟考」し、
「物の理
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11

12

13

14

を理解する」まで生きることで達すると言われる。cf., Fakhr al-Islām al-Bazdawī, 1997,
Uṣūl al-Bazdawī, In Kashf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī, ‘Alā’ al-Dīn ‘Abd
al-‘Azīz bn Aḥmad al-Bukhārī, ed. by ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar, 4 vols., Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, vol. 4, pp. 330-331.
cf., ‘Alā’ al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bn Aḥmad al-Bukhārī, 1997, Kashf al-Asrār ‘an Uṣūl Fakhr
al-Islām al-Bazdawī, ed. by ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar, 4 vols., Beirut: Dār
al-Kutub al-‘Ilmīyah, p. 331.
cf., al-Nasafī, Baḥr al-Kalām, p. 82; al-Ṣābūnī, Kitāb al-Bidāyah, p. 150; Abū   al-Yusr
al-Bazdawī, Uṣūl  al-Dīn, p. 215.
cf., Abū Manṣūr al-Māturīdī, 2005, Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah, ed. by Majdī Bāsallūm, 10 vols.,
Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, vol. 7, p. 20.
Abū   Ḥanīfah al-Nu‘mān  bn   Thābit, 2001, al-Fiqh al-Absaṭ, In al-‘Ālim  wa  al-Muta‘allim, In
Abū  Ḥanīfah, al-‘Ālim  wa  al-Muta‘allim  – al-Fiqh al-Absaṭ - al-Fiqh al-Akbar – Risālah  Abī  
Ḥanīfah  – al-Waṣīyah, ed. by Muḥammad Zāhid al-Kawtharī, Cairo: al-Maktabah al-Azharīyah  
li al-Turāth, p. 43. 本稿では、『広大なる理解』がアブー・ハニーファに帰される真正の
書簡であるのか否かという問題には立ち入らない。本稿の関心からより重要なことは、
『広大なる理解』が、アブー・ハニーファの信条を知るための権威ある典拠のひとつ

15
16
17

と み な さ れ 、 引 用 さ れ 、 注 釈 が 施 さ れ て き た と い う 事 実 で あ る 。 cf., Abū al-Layth
al-Samarqandī, 1995, Sharḥ al-Fiqh al-Absaṭ, In The Islamic Concept of Belief in the 4th/10th
Century, Hans Daiber, Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and
Africa, p. 32; Kamāl al-Dīn al-Bayāḍī Zādeh, 2007, Ishārāt al-Marām min ‘Ibārāt al-Imām
Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān, ed. by Aḥmad Farīd al-Mazīdī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
Abū  Ḥanīfah, al-Fiqh al-Absaṭ, p. 43.
Abū  Ḥanīfah, al-Fiqh al-Absaṭ, p. 43.
Abū al-Mu‘īn Maymūn bn Muḥammad al-Nasafī, 2003, Tabṣirah al-Adillah, ed. by Hüseyn
ATAY, 2 vols., Ankara: Ri’āsah al-Shu’ūn al-Dīnīyah li al-Jumhūrīyah al-Turkīyah, pp. 38-61;
Abū al-Thanā’ al-Lāmishī, 1995, Kitāb al-Tamhīd li Qawā‘id al-Tawḥīd, ed. by ‘Abd al-Majīd
Turkī, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, pp. 135-144; al-Bazdawī, Uṣūl  al-Dīn, pp. 154-155. 包
括的な信仰とは、教義の詳細を知らないまま、イスラーム全体の真実性を承認するこ
とを言う。また、個別的な問題ついても包括的信仰が認められる。たとえば、預言者
ムハンマドの出自などの情報・素性を知らないまま、彼を預言者と信じることや、酒
が何であるかを知らないまま、飲酒が禁じられていることを信じることなども包括的

18

19

な信仰の範疇に入る。
‘Abdullāh   bn   Maḥmūd   bn   Mawdūd al-Mawṣilī, 1998, al-Ikhtiyār   li   Ta‘līl   al-Mukhtār, ed. by
‘Alī ‘Abd al-Ḥamīd Abū al-Khayr and Muḥammad Wahbī Sulaymān, 5 vols., Beirut;
Damascus: Dār  al-Khayr, vol. 4, p. 424.
もっともこのことは、マートゥリーディー学派において、宣教未到達の民、あるいは「中
間時の民」が、造物者の存在以外を信じず、狭義のイスラームに入信しないという事
態が好ましいものであるということを意味するわけではない。しかし、理性によって
認識が可能な造物者の存在以外の教義を信じること、あるいは、行為規範に関わる神
の命令を順守することについては、個々の事項について、その根拠が「立証（qiyām  
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20

21

al-ḥujjah）」されるまで免責されるのである。cf., al-‘Uryānī, Khayr al-Qalā’id, p. 204.
Wilferd Madelung, 1971, “The Spread of Māturīdism and the Turks,” In Actas do IV
Congresso de Estudos Arabes e Islâmicos, Coimbra-Lisboa 1968, pp. 109-168, Leiden: Brill,
(Reprinted in Wilferd Madelung, 1985, Religious Schools and Sects in Medieval Islam,
London: Variorum Reprints) pp. 122-123.
ムハンマド・ハイカル（Muḥammad Khayr Haykal）は、現代世界のイスラームとムスリ
ムに関する情報の広がりは、イスラームの宣教の明白な到達（balāgh mubīn）と呼ぶに
は全く不十分なものであると断言している。Muḥammad Khayr Haykal, 1996, al-Jihād wa
al-Qitāl fī al-Siyāsah al-Shar‘īyah, 3 vols., Beirut: Dār al-Bayāriq & Dār Ibn Ḥazm, vol.1, pp.
789-792. また、特に日本に焦点を当てた場合、イスラームに関する言説には、その最
も基本的な教説についてでさえ誤謬が含まれることが多い。たとえば、イスラームに
ついて書かれた国内で最も学術性の高い辞典である『岩波イスラーム辞典』の「悪魔」
の項目では、イスラームにおける悪魔が「元来は天使だが、神に反抗した傲慢な存在」
と説明されている（小田淑子「悪魔」大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』岩波書
店、2002 年、10 頁）。しかし、イスラーム神学者の圧倒的大多数の見解では、悪魔は
天使ではなくジン（妖霊）に属する存在である。また、ムスリム自身から発される言
論にも、イスラーム理解を妨げる内容が含まれる場合がある。たとえば、国内最大の
イスラーム団体のひとつである宗教法人日本ムスリム協会名誉会長の樋口美作は、
「天
使」の存在意義として人間と神の間の「仲介」の働きを挙げ、
「天使なくして我々の願
いは神に通じないし、神の意思も我々に伝達されない」と述べる（樋口美作『日本人
ムスリムとして生きる』佼成会出版社、2007 年、34 頁）。しかし、神が天使の媒介無
しに全てを知り、全てを行い得る存在であることは、スンナ派神学者の一致した見解
である。このように、イスラームについての情報を発信する最も信頼されるべきアク
ターたちの言論においてさえ、イスラームの「六信五行」に関わる最も基本的な教義
について誤解を与えるような記述が容易に確認される。かかる理由から、日本語のみ
によっては、イスラームの基本的な教説を知ることさえ困難なのが現状であると筆者
は考える。
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イスラーム神秘主義における罪と悔悟
―アブドゥルガニー・ナーブルスィーの存在一性論―
山本 直輝
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程

要旨
本稿は 18 世紀オスマン朝統治下シリアに生きたイブン・アラビー学派の神秘思
想家ナーブルスィーの罪と悔悟の理論を分析する。
「無からの創造」という考え方
は三つのセム系一神教に共通しており、イスラームは全ての被造物はアッラーの
「あれ」との存在命令によって無から生ずると説く。ところがナーブルスィーの
存在一性論によると、神の存在命令が発せられた時点で存在するのは神のみであ
り、この存在命令は「語りかける（主体的）臨在」から「語りかけられる（客体
的）臨在」に対する神の自己対話に他ならない。つまり「存在すべき」は神のみ
であり、我執に囚われ自己を神の存在命令の客体だと錯覚することこそが「罪」
なのであり、神の存在命令を真に担うためには、無を本質とする被造物は神の言
葉を受け止めるに値しないことに気付くという「悔悟」をもって神に臨む以外に
はない。神以外の全てのものを捨て去った「空の境地」において初めて、人間は
有限な存在でありながら、神の命令を在るがまま受け止め神の「語りかけられる」
臨在の実現者となる。彼の思想は単なる神秘哲学にとどまらず宗教実践論でもあ
る。また、エックハルトの思想との興味深い類似性を有しており、イスラームと
キリスト教を横断する「一神教的」神秘主義研究への新たな展望を与える。

キーワード
神秘主義、スーフィズム、罪、イブン・アラビー学派、セム系一神教
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Sin and Repentance:
A  Study  of  Islamic  Mysticism  According  to  ʻAbd al-Ghanī
al-Nābulusī’s  Concept  of  Waḥdat al-Wujūd
Naoki YAMAMOTO
Doctoral Student
Graduate School of Asian African Area Studies, Kyoto University

Abstract
The   concept,   “creation   from   the   nothingness   by   God’s   will”   is   shared   among  
Abrahamic  religions.  Islam  believes  that  everything  was  created  by  Allah’s  command  of  
existence. Al-Nābulusī,   a   Syrian   mystic   who   believes   in   Islamic   mystical   philosophy  
known as Waḥdat al-Wujūd   (the   concept   of   oneness   of   beings),   studied this shared
concept  among  the  schools  of  Ibn  ‘Arabī  and  originated  the  idea  that  Allah  only  should  
exist whenever He pronounces His divine word of existence. There should be a
self-dialogue  between  Allah’s  presence  as  a  speaker  (subject)  and  Allah’s presence as the
object being spoken because only Allah holds the ultimate authority of divine order of
existence. Hence, it is sinful for human beings to regard themselves as the object of
divine order. Human beings can undertake the divine order only by repentance,
understanding that our essence is nothingness and is not worthy of possession of divine
order.   It   is   by   setting   aside   all   worldly   desires   that   human   beings   can   live   Allah’s  
presence  of  “being  spoken”  in  “the  stage  of  nothingness”.
Al-Nābulusī’s thought proposed a broad view not only of a mystical philosophy but
also existential matters for Muslims and also confirmed some similarities with the
thoughts of Christian Mystic, Meister Eckhart. This paper focuses on the concept of sin
and repentance in Islamic mysticism according to al-Nābulusī.   Furthermore,   it   tries   to  
present a new perspective in the study of the mysticism of Abrahamic religions,
especially a cross-border study of mysticism between Islam and Christianity.

Keywords
Mysticism, Sufism, Sin, School  of  Ibn  ‘Arabī, Abrahamic Religions
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序論
本稿では、アブドゥルガニー・ナーブルスィーの存在一性論を基に、スーフィ
ズム（イスラーム神秘主義）における罪と悔悟の思想を明らかにすることを目的
とする。
第一章では、存在一性論、ナーブルスィーの先行研究とその課題を述べる。第
二章では存在一性論の基本構造、第三章ではナーブルスィーの存在一性論をまと
める。第四章では、ナーブルスィーの存在一性論における「罪」の問題、第五章
ではそこからの悔悟論を述べ、彼の存在一性論の宗教実践的側面を明らかにする。
第六章ではキリスト教神秘主義の思想家エックハルトの思想とナーブルスィーの
思想との類似点を述べ、今後の一神教的神秘主義の研究の展望を示す。

1．存在一性論、ナーブルスィー先行研究批判、問題設定
「無からの創造」という考え方は三つのセム系一神教に共通しており、イスラー
ムは全ての被造物はアッラーの「あれ」との存在命令によって無から生ずると説
く。一方、しばしばイスラーム神秘主義と訳されるスーフィズムにおいて、イブ
ン・アラビー（Muḥyī al-Dīn Ibn ʻArabi）
（d. 638/1240）が提唱した存在一性論はそ
れとは異なる創造論・存在論を掲げる。これは森羅万象の全ては唯一なる存在
（アッラー）の顕現の結果であると説く神秘哲学であり、後に彼の直弟子クーナ
ウィー（Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī）（d. 673/1274）によって体系化される 1。このイブ
ン・アラビーの思想に影響を受けた思想家はイブン・アラビー学派と呼ばれる 2。
イブン・アラビー学派の存在一性論は、アラブ、ペルシャ、トルコ、マレー世界
に多くの信奉者を有するが、万物がいかに顕現したかを説く存在顕現説の詳細は
思想家ごとに異なり、また存在一性論の存在顕現説を否定し、アッラーと人間の
隔絶性を重視した目撃一性論も生まれており、これらについては個別研究が積み
重ねられている 3。しかしそれらの先行研究は、ほとんどが存在一性論を神秘哲学
として、理論体系を考察することのみを目的としている。この研究傾向に対して
東長（2013）は、スーフィズムをイスラーム神秘主義として一面的に捉えるので
はなく、X 軸の神秘主義、Y 軸の倫理・道徳、Z 軸の民間信仰という三軸からな
る分析概念として捉え、それらの相互関係を視野に入れ複合的に分析することを
提唱している。存在一性論は主にこの X 軸の領域として研究が重ねられてきた。
しかし「イスラーム」という単語は（s, l, m）を語根とした派生形 4 形の動名詞
であり、
「帰依する」という行為そのものを意味する。つまり、イスラームとは「い
かに帰依するか」であり、すなわち「人間は神を前にしていかに生きるべきか」
と問い続け実践することに他ならない。スーフィズム分析の Y 軸の倫理・道徳の
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側面とはまさに「人間は神に対していかにイスラーム（帰依）するべきか」、「よ
きムスリムとは何か」との問いに答えるものであり、この側面を抜きにしてイス
ラームの思想を理解することはできない。よって、存在一性論も X 軸の神秘主義
としての哲学論理体系の研究だけでは十分ではなく、人間が神の為にいかに生き
るかを説く「イスラーム」としての部分、Y 軸の倫理・道徳的側面のより深い理
解が必要である。
ナーブルスィーの先行研究に関しては、そのほとんどが彼の旅行記についての
研究である。しかしこれらのいずれもが彼の生きた 18 世紀当時の各地方の様子を
明 ら かに す る た め に ナ ー ブ ル スィ ー の 旅 行 記 を 用 い た もの で あ り 、 ナ ー ブル
スィー自身の思想の特徴を探るためのものではない。彼の思想については近年研
究が進みつつあり、Kamada（ 1982）、Lane（ 2001）、Sirriyeh（2005）や Akkach（2007）
などがあるが、存在一性論学派の重要な思想家とみなされるナーブルスィーの「存
在論」についての研究は Alauddin（1985）、松本（1997）など数点に限られる 4。
従って本稿はこれまで詳しく紹介されることのなかったナーブルスィーの存在一
性論の構造の考察を行い、神秘哲学と倫理・道徳論との有機的な関係を明らかに
したい。

2．存在一性論の基本構造と完全人間論・目撃一性論
ここでは、第三章で紹介するナーブルスィーの存在顕現説との比較のために、
存在顕現説の中でも代表的なカーシャーニー（d. 735/1334-5）の説を紹介し、次
に存在顕現説と関連し、ムスリムの理想の境地として提示される「完全人間論」、
「目撃一性論」を紹介し、イスラーム神秘主義における神秘哲学と実践的課題の
関係を明らかにしたい。
2-1．カーシャーニーの存在一性論
神秘思想家カーシャーニーは以下の五次元からなる存在一性論を説く 5。
第一次元はアハディーヤ（aḥadīya）と呼ばれ、あらゆる限定を排除した神の本
質（dhāt）の次元とされる。第二次元は、ワーヒディーヤ（wāḥidīya）と呼ばれ、
すべての神の名・属性の統合を特徴とする。第三次元は、ジャバルート界と呼ば
れ、神の諸名と諸属性の世界であるとされ、ここから創造された世界の次元とな
る。ワーヒディーヤの次元では神の名・属性が統合されていたのに対し、ジャバ
ルート界では、各々の名・属性が分かれて顕れる。第四次元はマラクート界、諸
霊と霊的諸存在の世界、原像の世界と呼ばれる次元である。ジャバルート界と下
位のムルク界の中間に位置する次元と考えられている。第五次元は、ムルク界と
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呼ばれ、諸々の肉体及び肉体的諸存在の世界の次元とされる。存在一性論は、思
想家の間でアッラーをどの次元に措定するか、物質世界をどのように分けるかで
違いが生じるものの、一なる存在から多なる諸存在物へ顕現するという存在流出
論の構造である点では同じである。
2-2．完全人間と目撃一性論
完全人間とは、アッラーの写しであって、アッラーと同様に諸物を統合し、絶
対者の真実在と被造物の真実在を統合する者であり、このように対立するものを
統合する働きにおいてアッラーの属性を体現する存在であるという 6。
この完全人間の概念を巡って、存在一性論とは鋭く対立する存在論、目撃一性
論がスィムナーニー（ʻAlā   al-Dawla   Simnānī）（d. 736/1336）によって提唱されて
いる。目撃一性論では、存在一性論学派が述べる「存在（wujūd）」がアッラーそ
のものであり、それが唯一であることは認めるが、世界は「存在」の顕現ではな
く、「存在」の影・幻に過ぎないとする 7。そして目撃一性論者にとって存在一性
論の「完全人間論」は主観的認識（shuhūd）の出来事であり、創造者である神と
人間は全く違うと主張する 8。あらゆる対立を統合する一者となる完全人間論と違
い、目撃一性論では、人間は唯一なるアッラー＝存在を目撃することのみが可能
となる。目撃一性論もまた存在顕現と関連して提示される「ムスリムの理想」、深
い神秘体験に根ざしたところの最高の境地であり、日常の生活倫理とは乖離し、
直接的には反映されることが殆どない。東長（2013）のスーフィズムの三軸構造
を用いれば、あくまでもスーフィズムの X 軸である神秘主義の領域であり、スー
フィズムの Y 軸である倫理・道徳に通底するものであるとは言いにくい。

3．ナーブルスィーの存在一性論
3-1．人物紹介・使用資料
アブドゥルガニー・ナーブルスィー（d.1741）は 18 世紀オスマン朝統治下シリ
アを中心に活動したイブン・アラビー学派に名を連ねるイスラーム神秘主義の思
想家である。高名な法学者の家に生まれるがナーブルスィーが 12 歳の時に父を亡
くし、以後 7 年間家に引きこもり、イブン・アラビー、ティルムサーニーなどの
イスラーム神秘主義の思想家の著作の研究に没頭する 9。イスラーム世界では遊学
が尊ばれる傾向にあるが、彼の場合独学で隠遁生活の中での精神集中によって彼
の神秘哲学は磨かれた。
ナーブルスィーは非常な多作家であり、Alauddin（ 1985）では 272 点、松本（1997）
では 188 点、Abd al-Fattāḥ（2008）では 225 点が彼の著作として確認されている。
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その中で神秘主義に関するものが最も多く、次いでハナフィー法学派の法学書が
多い。90 歳でダマスカス近郊のサーリヒーヤにて生涯を終える 10。本章では、存
在 一 性 論 を 中 心 的 課 題 と し て 論 じ て い る Ḥaqā’iq   al-Islām   wa-Asrār-hu、 Asrār  
al-Sharī‘a  aw  al-Fatḥ al-Rabbānī  wa-Fayḍ al-Raḥmānī（ 別名で公刊された Ḥaqā’iq の
別の校訂本）、Ῑḍāḥ Maqṣūd min Maʻanā Waḥda al-Wujūd.、Khumra al-Ḥān  wa-Ranna
al-Alḥān を中心に扱う。
3-2．ナーブルスィーの存在一性論
存在階梯については、Ḥaqāʻiq  al-Islām  wa-Asrār-hu（以下、Ḥaqāʻiq と略す）に
依拠する。Ḥaqāʻiq は 1674 年に脱稿され 11、Sirriyeh（2005）によれば、スーフィ
ズムを学ぶ者への手引き書として執筆され、彼の後年の著作と比較しても本書が
最も深遠かつ体系化された思想書である 12。
ナーブルスィーは存在の階層を複数の表現を用いて説明している。以下に彼の
存在一性論をまとめる 13。
第一の階梯は、本体（dhāt）の次元であり、アッラーそのもの、自体的（‘aynī）
存在、崇拝される者と表現される。第二の階梯は、諸属性の次元であり、預言者
ムハンマドが措定され、理知的存在（ʻaqlī）、彼（アッラー）に至らせる者、知識
と表現される。第三の階梯は、諸行為の次元であり、ここには信仰者が措定され、
言語的存在（qawlī）、崇拝者、至高の筆と表現される。第四の階梯は、諸行為の
跡（munfaʻalāt）の次元であり、悪魔、述定的存在（raqmī）、障害・邪魔なるもの、
護持された御板と表現される。一般信徒はこの第四の階梯に属するとされる。そ
して最下層である第五の階梯は、完全虚無（ʻadam maḥḍ）と呼ばれる次元である。
さらに第一から第三までは必ず永遠の次元とされ、第四の次元は永遠又は有限の
次元とされている。
3-3．存在顕現説の構造：存在（アッラー）と存在者（人間）について
まず、第一から第三の存在の次元として措定されている①「本体」、②「属性」、
③「諸行為」は「アッラーは本体に於いて部分を有さず、唯一であり、属性に於
いて同類を有さず、唯一であり、行為に於いて協力者を有さず、唯一である」と
のイスラーム神学のアッラーの三つの唯一性（タウヒード）に由来する 14。アッ
ラーは以上の三つの要素において唯一なる存在であることがイスラーム神学の基
本教義である。このイスラーム神学の三つのタウヒードの概念から、①本体はアッ
ラーそのもの、②属性、③諸行為もアッラーに属するものであるため、①、②、
③は同じ唯一の永遠存在（＝アッラー）であると考えられる。しかし、②、③に
は預言者と信仰者という有限な存在者も同時に措定される。次に①、②、③と④
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諸行為の跡の違いに関して、以下のように述べられている。
本体は永遠であり、諸属性も永遠であり、諸行為も永遠であるが、諸行為の
跡は彼（アッラー）の御許では永遠であるが、我々の許では生成消滅するも
のである 15。
上記の発言を見ると、①本体、②属性、③諸行為は常に永遠の性質を持ち、④
諸行為の跡のみが永遠と有限の二つの性質を持つように見える。しかし続く以下
の文章を見るとそうではないことが分かる。
諸属性は、そこ（諸属性）から本体（アッラー）を見る相からは存在するが、
そこ（諸属性）から諸行為を見る相においては存在しない。そして同様に、
諸行為もそこ（諸行為）から諸属性を見る相からは存在するが、そこ（諸行
為）から諸行為の跡を見る相においては存在しない。そして同様に、諸行為
の跡も、そこ（諸行為の跡）から諸行為を見る相においては存在するが、そ
れ自体では存在せず、むしろそれは虚無なのである 16。
まず、「アッラー（①本体そのもの）の許にある」、②属性、③諸行為、つまり
アッラーの「存在（wujūd）」そのものと、それに属する性質、行う行為は常に永
遠であるが、②属性、③諸行為、④諸行為の跡の階梯には存在者（mawjūd）も顕
現しており、彼らは有限なものとして存在している。しかし、②、③、④に属す
る存在者は、上の階梯（アッラー）側を見ることによって「存在し」、「下の階梯
（虚無に近い層）」を見るなら「存在しない」とされる。ここでの「存在する・し
ない」とは上の階梯（アッラー）との関係についてだと考えられる。本体以外の
階梯に属する存在者は神との関連性においてのみ存在することができることが示
されている。
個別的存在者は、それ自体は虚無であり、固有の存在を確立することができな
い。存在者はアッラーの永遠なる存在と結びつけることによって初めて存在する
ことができる。
あらゆるものが全てにおいて神の存在に帰着するのである。なぜなら至高な
るアッラーの存在は「存在の存在」なのである。そして、存在はすべて至高
のアッラーの存在がなければ虚無なのである。それゆえ、至高のアッラーの
存在以外に（真の）存在は無い 17。
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神が措定し、決定したところのあらゆる被造物の中にアッラーの存在が宿る
とは考えられない。また被造物のうちの一部のものの中に宿るということも
まったく考えられない。なぜなら、措定され、決定されたものは、それ自体
では全くの虚無だからである。存在（wujūd）がいかにして虚無の中に宿るこ
とができようか 18。
存在顕現の中で、存在者が神の属性・諸行為・諸行為の跡の中に措定されてい
ても、人間の中にアッラーの永遠存在が宿るわけではなく、人間が神の存在にな
るわけでもない。被造物はアッラーの属性・行為の中に自らを結び付けることに
よって、自らの存在の意味をアッラーによって見出すのみである。ナーブルスィー
の提示する存在階梯論は、世界の顕現プロセスを客観的に描いた地図のようなも
のではない。人間という存在者は「アッラーを志向する」ことによってのみアッ
ラーの御許での存在の有無が決定される、という主体的な選択を指し示す実用的
な航路図となっているのである。

4．ナーブルスィーにおける罪と悔悟
4-1．存在者の罪：存在の個別化（taʻayyun）
前章で述べたナーブルスィーの存在顕現説では、各次元の中の存在者は、それ
より上にある相（アッラーの次元へと向かう相）を志向する限りにおいて存在し、
自身が属する相より下の次元を志向する限りは真に存在できず、存在者の存在と
はアッラーとの関係によってのみ成立する、とされていた。よって存在者はアッ
ラーとの正しい関係を探ることが求められる。
特に、彼の関心は諸行為の跡の次元、すなわち一般信徒達が存在する次元に向
けられている。なぜならその諸行為の跡の次元こそ彼の考える存在の罪が発生す
る次元であり、信徒達はアッラーとの正しい関係を求めるならば、何よりもその
罪の問題を理解しなければならないからである。
スーフィズムでは、悔悟（tawba）に関してはスーフィズムの第一の道として初
期のころから議論が重ねられていたが、その悔い改めるべき罪そのものは、独立
的・主題的な考察の対象とはされてこなかった 19。Ḥaqā’iq は全部で七つの章から
構成されているが、罪は最初の章に置かれている。罪と悔悟はナーブルスィーの
議論の核である。彼は罪の章の中で存在階梯を論じており、彼は存在一性論とは
この人間の抱える罪の克服のために理解しなければならないものとして扱ってい
る。
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我々の話は、今、この受動的存在―それは悪魔の段階である―についてであ
り、そこから罪が生ずる。そしてその中に諸行為の跡それ自体が見られ、そ
れ（諸行為の跡）において（諸々の）存在が個別化されるのである 20。
自らの許で、アッラーと並んで（maʻa）露わにであれ隠れてであれ、自分の
存在を実個体化した者は、醜行、不品行を行い、アッラーに対して知らない
ことを言ったことになる。なぜなら、生成存在の中における諸々の個別化と
は、
（神的）諸属性的諸臨在の複合の分節化と、その諸々の完全性の明晰化の
ために、それら（神的）諸属性的諸臨在の相違を浮き彫りにするために過ぎ
ないからであり、（アッラーの存在そのものからの）乖離（mughāyara）は意
図されたことではないからである 21。
アッラーの「あれ」との言葉によって顕現する存在者とは、あくまでアッラー
の諸属性の分節化、つまりアッラーが持つ諸々の特質を体現する者でなければな
らず、アッラーと並んであたかも自身がアッラーと同じような存在であるかのよ
うに顕現することは意図されていない。むしろそのような形で現れた存在者は
アッラーに対して罪を犯していると言う。
そして罪の本質とは、既述の通り存在の個別化であり、個別化とは受動的第
五存在であり、第一の受動存在から自我の顔向けを媒介に生じ、それゆえ「尻
尾（dhanab）」つまり「余分な端」に由来して、罪（dhanb）と呼ばれるので
ある。そして自我が、第一（受動存在）への顔向けによって、それを生じせ
しめ、そして罪を犯すことになるのである 22。
受動的存在とは悪魔の階梯であり、すなわちそれは一般信徒の属する第四次元
の諸行為の跡の次元のことである。そして、ここで第四次元の受動的存在がアッ
ラーに向かう相以外の次元を志向することによってアッラーの顕現としての第四
存在ではなく「余分」なもの＝受動的第五存在が生じてしまうとナーブルスィー
は主張する。
ここで存在の個別化（taʻayyun）が存在者の罪と密接に関わっていることが示
されている。存在の個別化とは何かを理解するために、まず被造物である存在者
がどのように存在者として顕現したのかを知る必要があるとナーブルスィーは説
く。クルアーン雌牛章 117 節「諸天と地を創造し給う御方。そして彼が事を決め
給うた時には、それにただ、『あれ』と仰せられれば、それはある」 23を引用しな
がら、全ての存在者はアッラーの「あれ」との命令によって無から存在者へと創
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造させられたことが示されている 24。
しかし、ナーブルスィーは一方では以下のようにも述べている。
アッラーの御言葉「あれ」は、存在しない話しかけられた対象に対する、
「存
在（wujūd）」であるところの「存在（kawn）」の要求の意味ではない。なぜ
ならばそれは命令の実行の不可分の要素に属する時間を要するからであるが、
至高者（アッラー）の御言葉「あれ」は、時間の創造以前、いや「以前」の
創造以前だからである 25 。
至高者（アッラー）の「あれ」との言葉に自らがしたがっている（imtathala）
つもりの者は、その命令に背いており、命令に背いた者は罪を犯しているの
である。なぜなら（中略）その御言葉「あれ」は、いと高きアッラーが望み
給うたところのものへの万古の語りかけであるが、語りかけは、無始におい
て存在する語りかけられるものを要請し、無始において存在するものは、アッ
ラー以外にない、その時、その語りかけは御自身（アッラー）に対してであ
る 26。
すなわち、アッラーの「あれ」との命令に従って無から存在者が立ち現れたは
ずが、実はその言葉に従い「存在者」となったことがアッラーの命令に背くこと
になっていると言うのである。なぜならアッラーの言葉はアッラーの本来から発
せられたため、永遠（qadīm）の性質を持つものだが、永遠の存在とは全く異なる
性質である虚無（‘adam）はその語りの対象には成り得ないからである。その言葉
に真に適うのはその言葉を発したアッラー自身である。
疑いなくアッラーには二つの臨在（ḥaḍra）がある。第一が、本体の臨在であ
り、それが語りかける（qā’ila）（臨在）である。第二が、諸属性の臨在であ
り、それが永遠の「あれ」との御言葉よって実現された、語りかけられる
（mukhāṭaba）（臨在）である 27。
ここから分かることは、
「語りかける者」と「語りかけられる者」は一方が能動
でもう一方が受動であること以外にはその主体は全く同じ一つの存在＝アッラー
でなければならない、ということである。よって、本来のあるべき存在顕現の姿
とは、アッラーの①能動としての本体、②受動としての属性であることが明らか
になる。よって、諸行為の跡における存在者はアッラーの二つの臨在に対しての
「余分な端（dhanab）」28な存在であり、その存在の個別化はアッラーの存在の唯

111

一神教世界 ５

一性を侵す「罪」、すなわちイスラームにおいて大罪であるシルク（多神崇拝）と
なるのである。

5．悔悟論
5-1．罪から悔悟へ
本節では、Khumra al-Ḥān  wa-Ranna al-Alḥān（以下、Khumra とする）と、Ḥaqā’iq
の第一章「罪」、第二章「悔悟」の章を参照する。ナーブルスィーの存在論で明ら
かになった通り、アッラーの唯一なる存在のみが真理であり、被造物はアッラー
の命令によって創造されたが、アッラーが語りかける言葉に真に応えうるのは
アッラーのみである。その神の命令に自分自身の力で応えようとする存在者は、
自我の働きによってアッラーに並んで自身も存在しようとする（存在の個別化）
罪を抱えている。彼の考えるイスラームの道とはその罪を解消する道である。
Khumra では、この罪からの脱却には二つのアプローチが必要であることが示
されている。
アッラーと並んで彼（人間）の存在が無いことのみを理解する者は不完全な
真智者である。しかしアッラーと並んで彼（人間）の存在があると理解する
者はより不完全な者である。完全なる者はこの二つの階梯の統合における真
智にいる者である。
（中略）完全なる者は主性に権利を与えアッラーと並んで
は彼の存在が無いことを理解し、僕性に権利を与えアッラーと共に彼の存在
があることを理解する者である。
（ 中略）そして第一の理解において彼（人間）
は彼（人間）の存在を罪と見なし、そこから悔悟する。第二の理解は彼（アッ
ラー）に赦しを求める帰結として、彼（アッラー）に立ち還る 29。
第一に、アッラーと並んで人間の存在を否定するために、「主性（rubūbīya）に
主性の権利を与える」こと―主性を持つ者はアッラー以外には存在しないため、
それはアッラーに主性を帰すことに他ならない―が求められる。第二に、「僕性
（ʻubūdīya）に権利を与え、アッラーと並んで彼の存在があることを理解する」
こと―アッラーとは並んである僕性さえも 30、アッラーの導きによって可能であ
ることを理解し、全てを委ねる境地に立つ―が求められる。
「アッラーと並ぶ人間
存在の否定」と「アッラーと共にある人間存在の理解」の二つが求められること
は一見矛盾しているように見えるが、Khumra でのナーブルスィーの議論を見て
いくと、第一の「否定されるべきアッラーと並んであるような人間存在」は「他
者（aghyār）・自我（nafs）からの脱却（khurūj）」によって、第二の「アッラーと
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共にあるような人間存在」は「アッラーへの没入（dukhūl）」によって実現される
ものであることが理解できる。以下、この二つの存在のあり方の説明をまとめて
いく。
5-2．他・自我からの脱却
自らの存在の罪に気づいた者は、悔悟のために他者・自我からの脱却が求めら
れる。他者とは存在階梯における第四次元の諸行為の跡に措定されるものであり、
それに執着することはアッラーをないがしろにしてしまうからである。
第一の脱却は「他（aghyār）」からの脱却である。ここでの他（aghyār）は、存
在階梯における第四存在である諸行為の跡における他の存在者（他者）だけにと
どまらず、崇拝行為、修行の諸階梯、神からの開示に至るまで、アッラーと自己
以外の全ての事物を含んでいる 31。人間は崇拝行為、修行などのアッラーのため
に実践する行為さえも取り払って自らと神をつなぐ純粋な関係のみを意識しなけ
ればならない。
他者から抜け出すとき、彼の自我から（無知の）覆いが引き上げられ、彼自
身を理解する。彼自身（自我）を知った時、自分自身から抜け出し、主（アッ
ラー）を知る 32。
自我によって求められる他者、または崇拝行為、修行、開示などを退けると、
自らの自我に向き合うこととなる。ナーブルスィーは、
「ナフス」の克服について
説いているが、これは人間の低次の心の状態である自我（nafs）の克服 33と、自身
(nafs)の存在から抜け出すことの二つの意味が含まれている。まず求められるのは
「自我の克服」である。人間はアッラーに近づきたいという欲求を持つ。しかし、
そのような欲求は、神に真に近づくためには障害となる 34。人間は全てアッラー
の恩寵によってもたらされることを理解しなければならない 35。
「アッラーと並ん
である人間存在」は、
「苦難に喜ぶ者」と否定的に表現される 36。苦難をアッラー
による試練と考え、耐えることで報酬が得られると喜ぶ段階にある者は、自我か
ら生じる望みのために行動しているのであり、それは自己満足に過ぎずアッラー
のために行動する者ではないからである 37。
5-3．アッラーへの没入
この境地は「完全な超越化の上での存在の唯一性の顕現、多性のその中への融
入」と表現される 38。自我を克服し、自己の存在を消し去った後のアッラーの存
在への没入は、
「愛の階梯（maqām al-maḥabba）」と「喪失の階梯（maqām al-faqd）」
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において実現される。以下にこの二つの階梯についてまとめる。
欲望をもたらす自我が消え去った人間は、アッラーの言葉が届く者、
「愛される
者（al-maḥbūb）」となる。その「愛される者」とは自我が消え「喪失の階梯」に
立った人間にアッラーの存在が降り立ち、人間の行為の代行者となった時に完成
される。この「愛の階梯」に立つ者は、自らの存在、行為は全てアッラーの行為
によるものであることを理解し 39、アッラーのみを望む。そして喪失の階梯で、
アッラーを真に理解した人間から存在の罪が消滅する。この喪失の階梯という表
現はナーブルスィー独自のものだと思われる 40。
彼の主（アッラー）による（bi）存在者（mawjūd）はそれ自身から消滅する。
そして彼の存在（存在者）は彼の存在を見失う。そこには動も静もない。喪
失の階梯においては、動作が彼（存在者）から消滅するように静止さえも消
滅する。真なる御方（アッラー）の存在が彼の存在の立つところに立ち給う。
それが喪失の存在者（mawjūd al-mafqūd）であり、これがアッラーに至る道
の終着点である 41。
アッラーの道の中の旅人よ、お前がアッラーの教えによってアッラーを知り、
彼の説明によって理解する時、（お前は）アッラーの許へ（静まり）、つまり
外面においても内面においても四肢の動きは止まり、現世や来世の様々な状
態における障害や活動に対して降伏する。お前には動きも静止もなく、アッ
ラーによって守られた（maṣūn）存在の中で、自らの根源の無に戻っていく
のである 42。
他者も自我も消滅し、アッラーによって立つ存在者となったとき、存在者自身
は彼の根源である虚無に帰る。しかし、それは創造される以前の完全な無の状態
ではなく、
「包みこむアッラーの存在の中の虚無」である。この時、アッラーと人
間の関係は「アッラーと並ぶ（maʻa）」ではなく、
「アッラーによって（bi）」立つ
存在者に変わる。人間の持つ「僕性（ʻubūdīya）」は人が神と並んで崇拝するため
の自身による行為ではなく、アッラーの導きによって可能であることが理解され
る。人間は自らの意思、行為全てをアッラーにゆだねることになる。ここに行為
者であり被行為者であるアッラーのみが存在する真の存在顕現の理解が完成され、
存在者の個別化の罪は消え去ることとなる。
しかし、罪が消えアッラーによって立つ者となった人間もまたなお、超越的な
存在ではなく、現世から離脱するわけではない。彼は罪を抱えていた頃と同じよ
うに日常を生き、悲しみにも遭遇する。しかし、神に身を委ねる者は、悲しみを、
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アッラーからの報奨を得るために耐え抜かなければならない試練とは捉えない 43。
自我を克服し喪失の階梯の境地に至った者にとっては、彼に湧きあがる喜びも悲
しみもアッラーによって与えられる導きに他ならないからである。悲しみが心に
溢れれば泣き、喜びが溢れれば微笑み、あるがままにアッラーの恩寵を受け入れ
ていく。
（アッラーの）愛によって立つ者と、崇拝という行為によって立つ者の間に
外見上の違いはない。彼らの違いはその心にある 44。
自らの意思や力によってではなくアッラーの愛によって立つ者は、外見上は、
周りのごく普通にムスリムとして生きる者と全く変わるところなく、神の恩寵を
喜び、試練を悲しみ、人格の陶冶に励み、崇拝にはげみ、アッラーの下僕として
仕えていく。ただ彼の心にはかつてあった望みも何もなく、全てがアッラーの導
きによってなされるという真理のみに満たされている。

6．ナーブルスィー神秘思想研究の射程：エックハルトの神秘主義との類
似性
以上、ナーブルスィーの存在一性論と彼における罪の悔悟の思想をまとめ、彼
の神秘主義思想が既存の存在一性論学派とは異なり宗教実践的な側面を射程に入
れていることを明らかにした。本章では、ナーブルスィーの神秘思想と、キリス
ト教神秘思想家マイスター・エックハルトの神秘思想の類似性を数点指摘し、イ
スラーム、キリスト教を横断する「一神教的」神秘主義研究への足掛かりの構築
を試みたい。ナーブルスィーの存在一性論の、罪からの脱却のために論じられる
「全てからの脱却」、「喪失の境地」は、マイスター・エックハルト（d.1328 頃）
の「被造物の無性」、「離脱の無」、「神の子の誕生」などの思想との類似性が見ら
れる。エックハルトもまた、神との関係なくして被造物は存在し続けることはで
きないと説く。
すべての被造物はそもそも一つの全くの無であるということである。（中略）
被造物の存在はただ神の存在にかかっているのである。一瞬でも神が被造物
から離れたならば、被造物は無に帰するであろう 45。
そして人間は神のために神以外の一切を捨てることを求められる。
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もしお前が神的なよろこびを受けようというならば、お前はまず何はさてお
き、あらゆる被造物を排出し、放棄しなければならない 46。
自分自身を自分自身から引き離し、除き去り、もはやなんらの我物をも保持
せず、
（中略）親密性をも、甘美さをも、報償をも、天国をも、己の意思をも
要求しないようにならなければならない。彼（神）は、ただただ彼御自身の
意思の中へ御自身を投げ与えたもうた 47。
離脱の無とは神を本質のままに受け止めることであるという 48。さらに、エッ
クハルトは父－子－聖霊という神の三一的生命内において、
「生むもの」である創
造主としての父なる神から「生まれた」子なる神と、さらには人間の魂が離脱の
無により「神の子」として「生まれたもの」は究極的には同じ一つの誕生である
と説く 49。
ナーブルスィーにおいて神は「語りかける臨在」と「語りかけられる臨在」の
二つの側面をもって存在し、人間は我執を捨て神に全てを委ねることで「神の語
りかけられる臨在」として生きることが可能であると説いた。両者においていず
れも神には能動と受動の二つの側面があり、人間は被造物や自分自身への執着を
退けることで、神の中の受動的存在（語りかけられる臨在・生み出される神の子）
へと引き上げられることが示される。また両者とも、脱却・離脱により達成され
る神的境地は神の本質が宿るわけでは決してない。汎神論とは異なり、神の人間
との差異は能動・受動の関係として残りながらも、人間は我執の消滅と、神の作
為をそのままに受け止め生きるという境地において神の意志の器＝神の受動的臨
在となりうるという。アブラハムの一神教において語られる神と人間との存在レ
ベルにおける絶対的隔絶は維持されながらも、神からの語り、神の慈悲、愛など
神の側からもたらされる働きかけに適う存在になることを志向する「神との合一」
理論をナーブルスィー、エックハルトの両者の神秘思想の中に見出すことができ
る。

結論
従来のイスラーム神秘主義における存在一性論は、一なる神から多なる存在物
への顕現過程を描く世界論であった。ナーブルスィーの存在論は、アッラーの次
元と人間などの存在者の次元に大別されるが、真の存在は、語りかける臨在と語
りかけられる臨在としてのアッラーのみが存在するという二種類の存在顕現説が
提示されている。そして後者のアッラーの臨在のみの存在顕現が彼の考えるとこ
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ろの存在一性論（＝存在の唯一性）であり、前者の永遠存在と有限存在がいる世
界像は人間がアッラーに対する無知と自我の欲望による罪の状態にある結果生じ
るものであるとしている。罪とは、本来虚無に過ぎない人間がアッラーの存在と
同じような形で、神と並んで自分が存在していると誤解する無知・傲慢さである
と定式化し、罪の理解を存在顕現説の最重要課題として扱っている点で従来の存
在一性論学派とは異なることが分かる。この罪が解消されなければ人間はアッ
ラーとの正しい関係を持つことはできず、彼にとって存在一性論は「あるべきム
スリムとは何か」との問いを立てるためにある。さらに、その枠組みの中で提示
される罪の問題が悔悟へとつなげられる点も、ナーブルスィーが存在一性論を倫
理的思想として扱っていることの表れであろう。
また彼の悔悟論は、俗世から乖離した超越的神秘体験を最終目的とはしていな
い。自我の消滅によるアッラーの臨在の完成という神秘体験をくぐった人間は再
び日常の中に戻り、他者、崇拝行為、信仰心、感情すべてがアッラーによるもの
と理解しながら生きていく。そしてナーブルスィーの存在一性論は、キリスト教
の思想家エックハルトの、全てから脱却し神のみを求めることによる人間の「神
の子の誕生」の境地との一定の類似性をも示している。ムスリムのあるべき境地、
生きるべき道を提示するナーブルスィーの存在一性論研究は、イスラーム神秘主
義の宗教実践的側面を示すのみならず、一神教を横断する神秘主義思想研究への
展望を示す足がかりとなると言えよう。
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Guidelines for Submissions to The World of Monotheistic Religions
Revised on March 31, 2014
1. This journal is designed to provide young researchers engaged in interdisciplinary
research on monotheism with opportunities to publish their papers, with a view
toward producing high-caliber researchers.
2. This is an online journal published annually in or around March, and is made publicly
accessible on the Doshisha University Academic Repository and the website of
Doshisha University Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions
(CISMOR).
3. In principle, eligibility for contributing papers is limited to individuals recommended
by at least one research fellow of CISMOR.
4. Each submitted paper will be peer-reviewed, and the editorial committee will decide
whether to accept it or not for publication. Both the letter of recommendation and the
submitted paper will be considered in the review.
5. Submissions are limited to unpublished papers only.
6. Please send a resume of your paper (written in approximately 400 characters in
Japanese or 150 words in English) via e-mail by the end of June. Please also specify
the name of the recommending person. Any format is acceptable.
7. The paper should be received by the editorial committee by the end of September.
8. Please prepare your paper both in Word format (see below) and PDF format, and
submit them along with a letter of recommendation (in 800 to 1,000 characters), as
e-mail attachments.
9. To submit a paper, please use a template for Microsoft Word, which can be
downloaded  from  the  CISMOR’s  website.
(http://www.cismor.jp/en/publication/index.html)
10. The paper should be written in either Japanese or English.
11. The paper should be written from left to right.
12. The paper should be 12,000 to 16,000 characters long if written in Japanese and 4,500
to 6,000 words long if written in English.
13. The first page of the paper should include: the title of the paper; the name of the
author; the organizational affiliation; an abstract (in approximately 400 characters if
written in Japanese and 150 words if written in English); and five key words. If you
write the paper in Japanese, please provide the following information in English on
the second page: the title of the paper, the name of the author; the organizational
affiliation; an abstract (in approximately 150 words); and five key words. You are
responsible for having the English writing proofread by a native English speaker prior
to submitting the paper.
14. Footnotes should be provided collectively at the end of the paper. No bibliography is
shown, in principle.
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15. If your paper includes reference to books, magazines, and/or newspapers in a
European language, their names should be written in italic type, while titles of papers
that may appear in your paper should be written in Roman type.
16. In principle, Hebrew, Arabic, Greek, and other words from any language using a
non-Roman alphabet should be transliterated into the Roman alphabet, using the
same system of transliteration throughout the paper.
Specifically, in transliterating Hebrew and Greek words, please comply with the
guidelines specified in Chapter 5 (p. 25 onward) of P. H. Alexander, et al., eds., The
SBL Handbook of Style: For Ancient Near Eastern, Biblical and Early Christian
Studies,   1999   (hereinafter   referred   to   as   “SBL”),   as   much   as   possible.   While   SBL  
specifies two systems of transliterating Hebrew words—academic and
general-purpose—you may use either one that better suits your purpose. (Use of SBL
is also recommended for transliterating the words of ancient languages such as Coptic,
Akkadian, and Ugaritic.)
In transliterating Arabic words, Japanese authors are required to comply with K.
Otsuka, et al., eds., Iwanami Isuramu Jiten (Iwanami Dictionary of Islam) to the
furthest possible extent. While no particular system for transliterating Arabic words is
specified for authors from other countries, compliance with ALA-LC (Library of
Congress) is recommended as much as possible for transliterating Arabic, Persian,
and Turkish words.
If you have difficulty obtaining any of the abovementioned guidelines, please
contact the editorial committee.
17. Published papers will be converted into PDF file and sent to the respective authors.
Please contact for inquiry and submit your paper to:
Editorial committee for The World of Monotheistic Religions
Doshisha University Center for Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions
E-mail: journal@cismor.jp
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