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半年の活動から
CISMOR の過去半年間の一神教研究は、国際環境の変化を受けて、宗教

するものでした。市川裕氏（東京大学教授）の講演は、ユダヤ教信仰を

間、あるいは宗教を超えるものから、宗教所属を通じて何かを見出そう

通して日本文化の考察しようというもので、外来宗教受容における心的

とする試み、信仰を通じての試みへと向かうものが多かったと言えましょ

葛藤を回避する部分に視点を据えたものでした。
12 月の出川展恒氏（NHK 解説委員）、北澤義之氏（京都産業大学教授）

う。
10 月には講演会・セミナーを三度開催しました。米国ユダヤ人ロビー

の講演は、イスラームの政治化、越境化による地域社会破壊の流れをイ

活動家で、大統領とのコンタクトを持つデヴィッド・ハリス氏（米国ユ

スラーム過激派、ムスリム同胞団を中心に指摘されました。ジョセフ・

ダヤ人協会理事長）は、欧州で宗教ゆえに迫害された父の体験をもとに、

スターン氏（シカゴ大教授講演）の講演は、哲学を通じて普遍的価値観

米国人として宗教所属の場を見出す試みの活動について講演されました。

への志向の契機を見るものですが、現代的文脈の中では新たな位置付け

また、ギャビン・キャンベル氏（本大学 GS 研究科教授）によるセミナー

が必要でしょう。

「Transpacific Protestantism in the Age of Empire」は、江 戸 末 期 か

2 月の杉本智俊氏（慶応大学教授）の講演は、一神教の成立を出土品

ら明治初期の在日米人と日本人の接触を通して米国からもたらされたキ

の信仰図柄から抽象的概念（現世にないもの）へ向かう経緯が説かれま

リスト教の日本での定着の可能性を探るもので、宗教所属の場を見出す

した。3 月の IPSA 国際学会“Police, Internal Security and Communi

試みであったといえましょう。王柳蘭氏（京都大学准教授）の講演は、

-ty”は国際テロリズムと宗教、難民問題を警察学から検討するものでし

日本という異国社会の中で、宗教所属を通じて自己の生きる場を見出そ

た。地域社会の生活がテロと難民流入によって脅かされるという実感と

うとするものでした。国境を越えながら国際化でなく、自己の宗教所属

不安の中で、テロリズムを一般犯罪と比較しながら、政治との関係で分

を通じての自己発見は信仰の発見であり、民族の発見の契機であると指

析されました。さらに政治的、暴力的色彩を帯びるイスラーム信仰に対

摘されました。

して、棄教、改宗と言った欧米価値観から対応をすることはできず、正

11 月にはアダム・ガーフィンクル氏（アメリカン・インタレスト編集長）
が講演され、米国が国際情勢の変化に応じて国益を追求できないオバマ

しい宗教理解の意識改革を通じてのみ可能であるとの指摘がなされまし
た。

政権の外交政策が、日本を含めたアジア情勢に影響を与えているという

事業としては、新たに「カイロ大学アラビア語能力検定試験初級」が

点についてお話しされました。これもやはり国際化ではなく、所属を通

実施され、22 名の合格者を出しました。アラビア語学習意欲促進目的の

じて守るべきものの自己発見でした。イスラーム大衆説教家ザキル・ナ

同試験は同志社大学が事務業務を支援し、問題作成、採点、判定、合格登録、

イク氏（イスラーム研究財団代表）の講演は、人生の幸福をイスラーム

証明書発行などカイロ大学が行っています。

という宗教所属を通じて追求するもので、宗教本来の役割の一つを確認

C I S M O R

V O I C E

22

（一神教学際研究センター長

四戸潤弥）

01

公開講演会・シンポジウム・研究会報告

公開講演会

内側から見た華人社会
神戸のキリスト教をめぐる繋がりと場の理解に向けて
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 王柳蘭 （京都大学准教授）
【日時】 2015 年 10 月 23 日（金） 16:40-18:30
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

同志社礼拝堂

王氏は神戸の華人とキリスト教のコミュニティ形成を主

出した。 そして 1973 年には教会名が 「神戸基督教改

題に講演を行った。 神戸の華人は開港以来、 商人達

革宗長老会」 に変更された。 その特徴は、 「中華」 と

が長い歴史を形成してきた。 華僑の人々は自身のルー

いう語を除き、 それにかわって 「神戸」 という地名が加

ツを大切にしており、 宗教的には故郷で行われていた祖

えられた点にある。 すなわち、 民族性ではなく在地性を

先崇拝、 道教、 関帝廟や孔子廟などの信仰を継承して

強調し、 開かれた伝道の展開を試みたのである。 また

いる。 このように血縁 ・ 地縁関係を基盤とした社会が華

既存の華僑の墓地である中華義荘とは別の地に教会墓

僑の主な軸になってきた。

地を設立し、 華人でありながら独自の宗教とコミュニティ

そのため従来の日本における華僑研究ではキリスト教

を作るという選択を意図的に行った。 信徒の中には、 夫

は可視化されてこなかったが、 神戸の華僑社会には、

の病気と死の経験から家族の反対を受けながらも改宗し

神戸基督教改革宗長老会というキリスト教コミュニティも存

た日本生まれの裕福な華僑の女性や、 1980 年代の中

在する。 この教会は、 中国伝道を行っていた米国南長

国の改革開放以降の政治的変化を受けて親とは違う環

老教会のマクラクリン牧師が、 1949 年の中国における体

境の中で新しい信仰を選択する中国人留学生など、 先

制転換を受け、 米国への帰国途上に寄港した神戸で当

祖の信仰との葛藤や断絶を乗り越える人達がいる。

地の華僑に伝道したことに始まる。 1952 年には、 「中華

現在の課題として、 中国語と日本語を両方できる牧師

基督教長老会耶蘇堂」 として華人の教会がはじめて神

が求められるため、 牧師の調達が非常に困難になって

戸に誕生した。 当初は祖先祭祀などを重視する人々に

いる点があげられる。 教会を支える牧師の不在は大きな

とってキリスト教は縁遠く、 華僑の集まる場へ積極的に赴

悩みであり、 ここに外国で移民のコミュニティが信仰を維

き伝道を行うも信徒の獲得は容易ではなかったが、 伝道

持する難しさがある。 また神戸の華人教会では、 牧師

に触れたことで、 仕事も順調で宗教に全く関心のなかっ

や教会側は長老派を維持するが、 信徒側は必ずしも宗

た裕福な華僑男性が妻子と共に受洗した事例もあった。

派にとらわれておらず、 中国語という言語がベースになっ

現在では改宗した世代の娘が長老役を務めるなど、 父

て、 母語が通じあう教会として華人教会を選択している

系が重視される祖先祭司とは異なり、 柔軟な継承が見ら

ケースもある。 ただし言語が理解可能でも、 信徒の信仰

れる。

的背景も出自も多様であるため、 説教で牧師の用いる

そして白人宣教師主導で礼拝堂の建設、 幼稚園の設

事例と信徒の体験のズレも出ている。 この他、 単立教

立などの基盤が作られた後、 台湾からの牧師の招聘を

会として財政的基盤の確保、 中国と日本の教会制度の

契機に、 1960 年代以降は華人主導の教会が形成され

違い、 家族内での宗教の継承の困難や葛藤など様々な

る。 その改革の一つが礼拝における母語の重視である。

課題が生じている。 そして台湾、 中国、 日本人の信徒

中国語、 台湾語にはじまり、 その両方を解さない 2 世

の社会関係は、 同じ教会に属していても政治的立場な

の華人の信徒が増えると日本語が加えられた。 その後、

どを含め、 一枚岩ではなく、 世俗的な領域と折り合いや

1978 年には中国語、 台湾語、 日本語、 さらに英語を

葛藤をへつつ聖なる場所としての華人教会の維持とその

含めた 4 言語の聖歌が出版され、 版を重ねて現在も使

展開にむけての舵取りに苦心している。 こうした教会に

用されている。 ただし長老や執事など組織運営に関して

おける信徒の多層化は移民によって形成される信仰コ

は、 帰化した人も含め、 いまだ華人系が中心となってい

ミュニティをめぐる諸問題を反映し、 神戸のみならず他地

る。

域の移民あるいは華人キリスト教社会との比較研究をす

1960 年代に米国の長老派のアジア宣教区から、 台湾
系の単立教会としてではなく、 日本基督教団への加入
王柳蘭氏

を打診されたが、 招聘された台湾人牧師や大阪 ・ 京都
の華人教会の人々と共にそれに断固反対し、 華人だけ

る視座が与えられると述べ、 講演を締めくくった。
講演後、 原誠氏のコメントおよび参加者との質疑応答
がなされた。
(CISMOR 特別研究員 朝香知己）

でなく日本人、 外国人に門戸を開くなどの方向性を打ち
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公開講演会

U.S. Policy in Asia
米国のアジア外交
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

(CISMOR)

共催：

同志社大学アメリカ研究所、同志社大学神学部・神学研究科

【講師】 Adam Garfinkle （アメリカン・インタレスト編集長）
【日時】 2015 年 11 月 4 日（水） 16:30-18:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

同志社礼拝堂

Garfinkle 氏は米国の安全保障、 外交政策における戦

威がそれ以上発展しなかったため早々に役目を終えたと
言える。

略を歴史的観点から論じた。
現在は先の時代に成功を収めた一つの概念が終わり、

2009 年に就任したオバマ大統領が安全保障を当時ど

それに代わるものがまだない過渡期にある。 米国の大戦

のように理解し、 戦略的な概念を持っていたのかに関し

略 （grand strategy） を振り返ると、 最初は土地を北米

ては意見が分かれる。 共和党は大統領が米国の衰退を

で確保するというもので、 成功し役目を終えた。 続いた

望み、 敵国との関係構築の中で同盟国との関係を意図

のはアルフレッド・セイヤー・マハンの考えに沿った、 ヨー

的に悪化させ、 軍事力を損なう方向に政策をきり、 国際

ロッパと東アジア二正面での覇権国対抗戦略である。 そ

政治の現実に対する理解が非常に甘いと批判した。 ま

れは技術の進歩により他国が領土を脅かす危惧が生じた

た同盟国に責任を転嫁していくオフショア ・ バランシング

ことと、 両地域に覇権国が出現する可能性に対して大規

を批判し、 自由や民主主義といった考え方や規範を浸

模な軍事力を維持する必要があるためだった。 その可

透させていくにはその国が相応の力と評判を備えてこそ

能な実施方法は当時まだ強力だった英国の海軍力に頼

可能となることを大統領は全く理解していないとみた。

ることと、 海軍力を中心に米国自身の力の増強であった。

他方、 オバマ大統領の支持者たちは、 冷戦下で出来

1930 年代に覇権国としてドイツと日本が登場したことで、

た制度や同盟体制がもはや過去のもので陳腐化してお

米国は戦略を実施すべく戦争を行った。 終結後はユー

り、 壊した方がよく、 テロへの対応だけが重要であると

ラシア両端で軍事力を持つに至り、 多くの米国人は国際

考えている。 その考えは大統領と合致している。 回り回っ

政治において力ではなく人権や国々の協力関係が重視

てオバマ政権はブッシュ政権と同じ考えに辿りついてお

される新しい時代の登場を期待した。

り、 それが支持の要因になっている皮肉な状況にある。

しかしその後、 新たな覇権国としてヨーロッパでソ連、

オバマ大統領もその支持者らも戦後の大戦略から新たな

アジアで中国が台頭し、 冷戦のイデオロギーが地政学

大戦略に移る間には不安だけが増大すると理解している

的な思考に適合した。 そこでマハンの戦略の実施と同時

が、 最終的には外交政策のコストや危険性が減り、 紛

に、 ブレトンウッズ体制、 すなわち IMF ・ 世銀など一連

争に介入せずに済むようになると考えている。 その背景

の経済体制が創設され、 それにより欧米諸国が経済力

には、 米国が引けば他国が出てくるか、 あるいは紛争

を確保し、 共産諸国に対抗する力をつけること、 次にヨー

当該国自身が自分で安全保障を維持したり、 地域ごと

ロッパとアジアで米国を中心とする同盟体制を構築、 主

に紛争解決がうまく進むようになるとの考えがある。

導することで再び両地域での覇権国対抗戦略を進める体

国際政治の役立つ方程式に「力＋意志＝評判」があり、

制が生まれた。 加えてユーラシアを挟んだ海 ・ 空軍の

政策の関数としての評判が影響力を作り出すとされるが、

前方展開も重視された。 それは米軍の力をヨーロッパと

現政権によって米国の評判と影響力は損なわれたと言え

アジアで維持して地政学的に力を獲得し、 両地域で安

る。 世界の指導者たちは目の前の危機一つ一つを個別

全保障面での競争を抑えるという形で機能した。

の危機として捉えてきた傾向があるが、 それらが積み重

この戦略も成功し、 ベルリンの壁崩壊、 ソ連崩壊、
中国の変化の中で、 クリントン政権期には 「今や米国の
力や価値観、 評判が一体となり、 勝利を祝える時代が
来た」 とみなし、 もはや大戦略は必要ないとされた。 し
かし 2011 年の 9 ・ 11 テロにより、 ブッシュ政権は新しい

なることでグローバルな不安、 安全保障体制の崩壊が起

Adam Garfinkle 氏

こっているのが現在の世界だろう。
Garfinkle 氏は以上のように述べて講演を終え、 その後、
会場との質疑応答が行われた。
(CISMOR 特別研究員 朝香知己）

理論を作り、 戦略として打ち出した。 それは大量の死傷
者を生み、 大量破壊兵器の拡散をめるような、 非国家
主体によるテロこそ米国の国益にとって最も警戒しなけれ
ばならないと考えた戦略だった。 しかし、 恐れられた脅
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公開講演会

タルムードと日本文化
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 市川裕 （東京大学教授）
【日時】 2015 年 11 月 07 日（土）13:00-14:30
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

クラーク記念館チャペル

タルムードと日本文化にどんな関係があるのか、

市川裕氏

日本文化との比較を目的に、 タルムードに現れるユダ

実はこの関係はまだ始まっていない。日本にはキリ

ヤ的なものの考えを、 和というテーマに沿って考えること

スト教が伝わり、旧約聖書はすでに日本文化の一部

ができる。 聖徳太子の 17 条の憲法に 「和をもって尊し

ともいえる。しかし、ユダヤ教ではその読み方は異

となす」 という教えはあるが、 和というアイディアは、 弱

なる。ユダヤ社会において、タルムードがヘブライ

者を強者に従わせるための恰好の口実として利用されて

語聖書（旧約聖書）の読み方を確立した。それでは

いないだろうか。 少数派が納得できるような論争の解決

日本文化はタルムードをいかに学びうるか。

法が備わっているだろうか。 ミシュナのアヴォート篇に「天

日本では旧約聖書を物語として読んでしまいがち

のための論争は全て、 その結末は成就する」 とある。 こ

だが、ユダヤ教徒はこれを、唯一神が人間にその意

こでは意見の対立と論争は、 それが天のため、 すなわ

志を示した言葉として受け止めてきた。ユダヤ教の

ち唯一神のためである限りは肯定されるという考えが語ら

功績は聖書を神の言葉として徹底的に学習したこと

れている。 神の言葉なのに、 ラビたちの意見が分かれ

にある。ヘブライ語聖書を読んで、驚くのは、ユダ

たら、 あとの時代の人々はいかに対応すればいいのか。

ヤ教徒にとって大変都合の悪いことが書いている点

タルムードはその学習の仕方の見本を見せてくれる。 ゲ

にある。例えば、シナイ山で神と契約を結んだ直後

マラの議論は、 意見の対立の原因、 それぞれの主張の

に金の子牛の偶像を制作して、罪を犯してしまった。

根拠を探り、 反論と再反論、 というようなやり取りの形式

また神に選ばれた民でありながら、国は滅び、捕囚

で書かれている。 互いに相手を説得できない段階で神

という苦渋を舐め、ついには世界中へ散らされた離

の意志は人間の多数決で決定されることとなり、 少数意

散の民となってしまう。自分に都合が悪いからといっ

見も記録に残される。 タルムードは神の意志を探究する

て、捨て去ることはできない。そしてタルムードの

人間の側の営みであり、 それゆえ、 これこそが神の意志

ラビたちはこれを真正面から受け止めて、己を顧み

である、 という絶対的な正解はあり得ない。 人間の思考

るよすがとして、ユダヤの民を鼓舞し、ユダヤ教徒

による積み重ねの上に、 理性的に納得のいく行為規範

を神にとことん尽くす民に仕上げていった。

が生み出されてきた。 これこそがユダヤ精神文化のエッ

タルムードとは「トーラーの学習」を意味する。トー

センスともいえる。 約 2000 年間に及ぶタルムードの学び

ラーとは神の教えであり、ユダヤ教徒は、神の永遠

と実践において、 ユダヤ文化が築いてきた自由さと厳し

の教えが、預言者モーセに啓示されたと信じる。文

さから日本文化は学ぶことができる。

字に刻まれて伝えられた「モーセの律法」（モーセ五

(CISMOR 特別研究員 平岡光太郎）

書）の他に、神がモーセに伝えた教えには、口頭で
伝承された教えがあるとされる。その教えは、モー
セからヨシュアへ、ヨシュアから長老たちへ、長老
たちから、預言者へ、バビロン捕囚後はエルサレム
の大集会の人々を経て、ユダヤ賢者、ラビたちに伝
承されたと考えられた。そして、その口伝の教えを
最終的に編纂したものが、ミシュナと呼ばれる「法
規範の集大成」の教えである。西暦 200 年頃のミシュ
ナ成立以後は、ユダヤ教において神の教えの学習は、
文字に書かれたトーラーと口頭で伝わったトーラー
のこの両方を学ぶことであった。その学習の成果は、
アラム語で「ゲマラ」と表現され、タルムードとゲ
マラは同義語である。

04

C I S M O R

V O I C E

22

公開講演会

テロとの戦争終結を探る
―ファースト・ステージ―
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 出川展恒 （NHK 解説委員）、北澤義之（京都産業大学教授）
【日時】 2015 年 12 月 5 日（土） 13:30-15:30
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

良心館一階 RY107 教室

まず出川氏が IS の脅威とそれへの対応について講演した。
11 月 13 日夜にパリで発生した同時テロは、 約 30 分間に 8

命を救う」 という発想で国際社会が結束することが求められ
ている、 と結んだ。

か所で爆発や銃撃が起き、 合わせて 130 人が死亡した。 IS

次に北澤氏が過激主義に繋がるイスラームと政治の歴史的

が出した声明は、 「十字軍の旗を持つフランスの心臓部を標

流れについて講演した。 イスラム過激派が国際化する背景

的にした」 と述べ、 フランスの IS に対する軍事作戦を理由

に、 まずイラン ・ イスラーム革命がある。 これにより米国がイ

に挙げ、 「攻撃は今後も続く」 と警告している。 パリという国

スラームを危険視し、 戦略に組み込んだ。 もう一つは同時

際都市でテロを行う宣伝効果の大きさ、 フランス社会に不満

期に発生したアフガン戦争である。 ソ連の介入に対する抵

を募らせるイスラーム系移民の 2 世や 3 世の若者の多さ、

抗運動に参加するイスラム教徒を米国が間接的に支持したこ

EU のシェンゲン協定で国境の往来が自由であることも、 今

とで、 武器をとってイスラム教徒が活動するという形が作られ

回のテロの背景にある。 首謀者は IS の機関誌等に度々登

た。 つまりこの時、 米国が一方でイスラームを警戒、 他方

場していたモロッコ系ベルギー人で、 ヨーロッパの若者の勧

で支持するという相矛盾する動きが現れた。

誘や外国への攻撃の中心的役割を担っていた。 フランス、

イスラームでは、 宗教指導者である預言者ムハンマド自身

ベルギーなどヨーロッパから IS に繋がるネットワークの存在が

が生前、 実際に政治も行い、 それが続く正統カリフ時代に

浮上した。

も引き継がれた。 この時代が後のイスラム主義から政教一致

IS は 2003 年のイラク戦争後、 国際テロ組織アルカイダの

の理想的時代とみなされる。

イラク支部として始まり、 2011 年のいわゆる 「アラブの春」

スンニ派では 9 世紀にイスラーム法の自由な解釈が停止さ

で内戦状態に陥ったシリアに活動拠点を拡げた。 その後、

れるが、 イブン ・ タイミーヤはそれに従わず、 イスラームの

路線対立からアルカイダと絶縁し、 2014 年 6 月、 イラクの

本来の姿の回復を主張した。 オスマン帝国はスルタンがカリ

モスルを制圧し、 シリアとイラクにまたがる 「イスラーム国」

フも引き継いだが、 カリフの影響力は 12 世紀頃で失われた。

の建国を一方的に宣言した。 IS は従来のテロ組織とは異な

その後、 ヨーロッパの帝国主義の影響が及ぶと、 それに抵

り、 領土の獲得 ・ 拡大を重視したが、 その後、 アメリカを

抗する意味でイスラームの再解釈が求められ、 その純化、

中心とする有志連合の武力行使により、 支配地域は縮小傾

改革を主張するワッハーブらが現れる。 またエジプトを中心

向にあった。 このため、 IS は戦略の転換を余儀なくされ、

にサラフィー主義が展開した。

パリや世界各地で大規模テロを行うことで巻き返しを図ってい

1924 年にはトルコが共和制になり、 カリフ制を廃止、 憲法

ると見られる。 IS の資金源は、 支配地域で略奪した石油の

でイスラームと政治の分離を明言した。 エジプトは独立して

密輸、 “税金” の徴収、 誘拐による身代金などで、 潤沢な

いたが実質的には委任統治同様の状態だったため、 英国

資金を持つ。 また IT を駆使して世界 100 カ国以上から 2〜

支配からの脱却、 自立化、 イスラーム世界全体の解放を目

3 万人の外国人戦闘員を集めている。 このうち 1〜3 割程度

指し、 ハサン ・ バンナーを中心にムスリム同胞団が設立され

はすでにイラク、 シリアを離れ、 出身国に帰ったと見られる。

た。 当初、 反帝国主義でナショナリズムとイスラム主義は協

有志連合に参加する 65 の国と組織はすべて IS の敵とみな

調したが、 その後、 両者間には様々な葛藤が生じた。 また

され、 テロの標的となり得る。 日本も有志連合に参加してお

サウジアラビアはイスラームこそ中東の重要な価値、 社会の

り、 G7 サミットやオリンピックを控え、 テロ対策を強化する必

根幹であると主張し、 主にモスクやイスラム学校を作る名目

要がある。 今後のテロ対策のポイントは、 第 1 に 「国際的

で各地に資金援助を行った。

な連携と協力」、 第 2 に 「IS の封じ込め」、 第 3 に 「シリア

イスラームを名乗るテロは、 初期にはシーア派系グループ

内戦の終結」 の 3 つの次元で考える必要がある。 軍事作戦

などによって行われていたが、 1990 年の湾岸戦争と 2003

は対処療法に過ぎず、 IS に向かう戦闘員、 資金、 武器の

年のイラク戦争が転換点となり一気に増大した。 イラク、 シリ

流れを断つ取り組みがより重要である。 IS が支配 ・ 活動す

アの混乱が IS 勢力拡大の呼び水になり、 その流れの中で

る 「権力の空白地帯」 をなくすため、 シリアの内戦を終わら

パリのテロが外国人勢力を介して起こった。 ただしイスラーム

せることが不可欠だが、 アメリカとロシアが合意したシリア和

主流派は IS をイスラームとは無関係のテロリストとみなしてい

平案の実現は容易ではない。 急増するシリア難民や国内避

ると指摘し講演を終えた。

難民は深刻な人道的危機にさらされており、 一人でも多くの
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出川展恒氏

北澤義之氏

(CISMOR 特別研究員 朝香知己）

05

公開講演会・シンポジウム・研究会報告

公開講演会

ユダヤ哲学とは何か
―中世の観点から
主催：

同志社大学一神教学際研究センター

共催：

京都ユダヤ思想学会／同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 Josef Stern（シカゴ大学哲学科教授／ユダヤ研究シカゴセンター

センター長）

【日時】 2015 年 12 月 20 日（日）13:00-15:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

ユダヤ哲学は何かという問いに、 ユダヤ哲学が何では

センナ、 アヴェロエスなどの著名なイスラーム哲学者たち

ないという問答形式でスターン氏は説明した。 それはヘ

であり、 ユダヤ思想家のマイモニデスである。 マイモニ

ブライ語でなされた哲学という意味ではない。 アレクサン

デスには、 二つの相対する権威が見られる。 一方では

ドリアのフィロンはギリシア語、 イスラーム文化圏で活動し

トーラーと口伝があり、 それに対するものとして、 アリスト

たマイモニデスはユダヤ ・ アラビア語 （ヘブライ語文字

テレスの著作である。 これはまったく異なる二つの人間

によるアラビア語） で著述した。 またユダヤの出自を持

の完成に関する対立でもあった。 一方は、 敬虔主義で

つ者がユダヤ哲学者になるというわけでもない。 Abner

あり、 戒律の実践で達成できる完成、 他方は知性に基

of Burgos などはキリスト教に改宗し、 司教になったにも

づいた人間の完成、 すなわち科学や知識を通じて達成

関わらず自身をユダヤ哲学者であると考えた。 また特定

されるものである。 またこれは超越的な神と人格神の対

の学派あるいは特定の趣向によって、 中世ユダヤ哲学

立でもあった。 超越的な神、 すなわち永遠なる宇宙の

を定義することはできない。 アリストテレス主義者、 新プ

運動と存在にとっての必然的に実在する原因としての神

ラトン主義者、 神秘主義者などがいたからである。 ユダ

に対し、 意志があって、 身体、 感情をもつものとして表

ヤ哲学をユダヤ教の哲学として捉える、 すなわち今日私

現される人格神、 無から世界を創造し、 歴史に介入し、

たちが言うところのユダヤ教の哲学的基盤として捉えるこ

そして自然を奇跡的に変えることができる神であった。

とができる。 ユダヤ教が主張しうる事柄を的確に表現した

一連の中世ユダヤ哲学者たちを、 一つの特定のユダ

上で、 不正確な信条を洗い出し、 そして論拠を説明し、

ヤ哲学という範疇に入れることを可能にするのは、 彼ら

真理を強化するという営みである。 ただし中世ユダヤ哲

が共有した言説である。 彼らは言説の領域において、

学は、 形而上学、 認識論、 道徳哲学の他に自然科学

共有する前提と語彙を有し、 同じ知的空間に暮らしてい

も含んでいたことから、 ユダヤ哲学というものを何か宗教

た。 彼らの営みは、 哲学的に聖書を解釈するという解

的、 神学的な主題に限定することはできない。

釈学として発展した。 これは中世ユダヤ哲学が哲学全般

初期の中世ユダヤ教が哲学的思弁と出会う 2 つの道が
あった。 最初の道はカラームを通じてであった。 カラー

に対して行った重要な貢献の一つであると言える。
(CISMOR 特別研究員 平岡光太郎）

ムの文字通りの意味は発話、 言葉、 議論、 論証である。
9 ～ 10 世紀にかけて、 カラームの精神をよく表すのが、
ムアタズィラ派であった。 彼らはクルアーンが求める義務
的な信仰に対して、 理性に基づいて体系的に説明を試
み、 また、 論証を通じて、 イスラーム教の正当化を試
みた。 このカラームの思想がユダヤ思想家のサアディア ・
ガオンに影響を与えた。 サアディアは理性をもってユダ
ヤ教の啓示について理解し、 そして根拠付けようとした。
彼は聖書が理性や科学で立証したことに反するのであれ
ば、理性が聖書に勝ると考えた。 彼は理性を重んじたが、
Josef Stern 氏

アリストテレスやギリシアの伝統に則って注釈していく人間
だと、 自身を捉えていなかった。
ユダヤ教が哲学に出会った 2 つめの道は、 広い意味
での哲学、 「ファルサファ」 であった。 9 ～ 10 世紀にギ
リシア哲学、 科学に関する著作がアラビア語に翻訳され、
アリストテレスやギリシア伝統に関する注解の営みが続け
られていた。 これにつながるのが、 アルファラビ、 アヴィ
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公開講演会

南レヴァント地域出土の考古資料から見る
ヤハウェ一神教の成立
主催：

日本オリエント学会、同志社大学一神教学際研究センター

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

(CISMOR)

【講師】 杉本 智俊（慶應義塾大学文学部民族学考古学専攻教授）
【日時】 2016 年 02 月 13 日（土）13:00-15:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

クラーク記念館チャペル

杉本氏は、 古代の一神教の成立の在り様を考古学資

あったという、 カナン宗教とイスラエル宗教を一続きと見
做す考えが出てきた。

料の観点から説明した。
まず考古学資料と聖書資料の性格の違いについて指

シナイ半島に位置するクンティレット ・ アジュルドで発見

摘があった。 それによると、 文書として残された聖書資

された図像には、 動物のような頭を持つ二人が立ち、

料は、 宗教的リーダーや王など、 社会の指導的立場の

その図像に重なるように 「サマリアのヤハウェとアシェラに

人々によって作成されたため、 彼らの先入見が入り込み

よって私はあなたがたを祝福する」 と銘文が書かれてい

やすい。 これに対し、 考古学資料は、 その作成者や詳

る。 これを発見した人々は、 二人の図像を牛の姿のヤ

細が不明な場合が多々あるものの、 特定の人間により意

ハウェとアシェラと理解した。 これに対し、 杉本氏は、 こ

図的に残されたものでないため、 文書で伝わってきたこ

の牛が角をもっていないこと、 ペアであることが重要なは

とと少しずれた先入見抜きの当時の様子を伝えてくれる。

ずであるのに 3 人目の竪琴を弾く人物が傍にいることか

性質の異なる、 考古資料と聖書資料があることは、 より

ら、 それらをヤハウェとアシェラと見做すことは難しいと考

客観的なものの見方を可能にする。

える。 現代では、 そもそも碑文自体を 「ヤハウェとその

聖書において、 アブラハムから一神教は始まっている。

配偶者アシェラ」 と読む必要があるかという問いも提起さ

そしてその神がヤハウェと認識されるのはモーセからであ

れ、 聖書ヘブライ語文法において神に代名詞を使用で

る。 出エジプトをしたイスラエルの人々がカナンに入って

きないことを鑑み、 「そのアシェラ」 という表現を、 女神

いこうとするとき、 そこに住んでいた人々の影響を受け偶

ではなく、 生命の木として理解する立場もある。
杉本氏が考古資料から理解するところによれば、 前

像崇拝を行う。
近年、 研究者に広く受け入れられている理解によると、

1200 年頃にイスラエルの人々が歴史の舞台に登場する

一神教が明確に受け止められるようになったのは、 バビ

頃の女神アシェラのイメージは、 次の 200 年間ほどの時

ロニア捕囚の前後で、 それの以前のイスラエル人はカナ

代にあいまいとなる。 カナン時代のイメージである生命の

ン人と同じような多神教的な考えをもっていた。 初期聖

木というシンボルを使用しつつも、 そこには女神という要

書批評学の立場を代表するヴェルハウゼンなどは、 族長

素がなくなり、 アシェラの有した豊穣の要素はヤハウェに

時代にアニミズムや多神教、 預言者の時代に倫理的一

取り込まれる。 最終的に紀元前 9 世紀ぐらいには、 生

神教、 捕囚期により純粋な一神教になったと理解する。

命の木というシンボル自体も偶像崇拝と見做され、 排除

このような理解の背景には、 ヨーロッパ社会における進

された。 つまり、 取り込みという現象は他の神々より属性

化論の考えがある。 これに対し、 原始一神教論というも

を奪う行為であるため、 包括的な一神教的概念が展開

のがあり、 これによると、 元々は特定の都市の神は、 領

し、 その後、 排他的一神教へと至るのである。

域国家が広まることにより、 神々のヒエラルキーの頂点に

(CISMOR 特別研究員 平岡光太郎）

杉本智俊氏

到達するという理解である。 アブラハムのような天才が啓
示を受けて成立したと主張する創唱宗教の立場もある
が、 これを支持する研究者は少数である。 捕囚以前の
時代は多神教だったとする根拠として、 シリア北部にお
いて発見された、 古代カナン宗教の内容を伝えるウガリッ
ト文書が存在する。 この文書では、 エル、 アシェラなど
の神々が登場し、 エルは女神と夫婦関係にある。 このこ
とから、 同様にエルと呼ばれる聖書の神も夫婦関係に

C I S M O R

V O I C E

22

07

公開講演会・シンポジウム・研究会報告

基調講演

社会の中の国際テロ
―セカンド・ステージ―
主催：

International Police Science Association、同志社大学一神教学際研究センター mxx

共催：

同志社大学神学部・神学研究科

【講師】 Mamdooh A.Abdelmottlep （IPSA 議長）
【日時】 2016 年 3 月 18 日（金） 16:00-18:00
【会場】 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

Abdelmottlep 氏は、 テロ事件と殺人などの凶悪犯罪を

得るために加わる人達もいた。 つまりイスラム原理主義

統計資料から比較分析しながら、 同時に二つの犯罪の

に教条的、 思想的に固執してイスラム国に参加したので

動機の違いを基に論を進めていく。

はない。

国際テロリズムを学問的に扱うことは難しい。 なぜなら

また、 政治的避難民とテロ行為の実行との強い関係性

テロの定義は 250 近くあり、 国際的に統一された定義が

を証明するような研究結果は今のところ無い。 テロ対策

存在しないからだ。 だが異なる定義から導出されるもの

への政府の経済的負担は、 通常犯罪の対策費用と比べ

がある。 それはテロとは暴力的破壊行為であり、 宣伝目

て決して異常に高いわけではない。 攻撃の対象では宗

的を含めて様々な目的で行われる。 その背景として政治

教関連は非常に少なく、 最多は私的財産、 それから軍

的、 社会的、 思想的なものがあるものとも見られる。 テ

や警察、 経済的施設となっている。 テロ組織に参加し

ロリストたちの目的は、 テロによる最大の効果を生み出す

た人が帰国した後の対応が悪い場合、 再び彼らをテロ

ことにある。 その効果とは人々に恐怖と不安を与えること

へと向かわせるとの調査結果もあり、 サウジアラビアなど

である。 現象的には暴力的な、 過激な、 極端な行為と

は戻ってきた人に意識面での教育や指導も行っている。

することで概ね一致している。

UAE では実際のテロ事件への対応と全体的な対応の

テロに関する統計分析によれば、 テロが行われている

二つの対策をとっている。 テロに対抗するには国際的、

場所は中東地域が圧倒的に多い。 またその犠牲者の約

集団的な対抗措置がとられなければならず、 テロ対策は

70％は政府関係者である。 2015 年の発生率は前年比

全体像を考え、 統合的な形で対策が行わなければなら

で 80％増加している。 しかし通常の殺人や傷害による

ない。 また寛容や公平、 共生など対話的なものも対策

犠牲者とテロの犠牲者の数を比べるとテロの方がはるか

の一つになる。 対テロ戦略構想は、 法的対応、 財政的

に少なく、 テロ行為が社会にとって最も危険とは言えな

対応、 文化的な価値の認識と啓蒙、 国際協力の四つ

い。

の要素を満たさなければならない。 そして今後テロが起

国際的なテロ組織の一つはナイジェリアのボコ ・ ハラム
であり、 2015 年に発生したテロの 77％を行った。 それ
と比較するとイスラム国など他の組織によるものは少ない
が、 メディアではイスラム国の方がはるかに大きく取り扱
われ、 国際的に影響力を与えている。 またテロ行為の

こった際にとるべき行動として、 国際的にどのように協力、
連携するのかが重要となる。
講演後、 Samir Nouh 氏のコメントおよび参加者との質
疑応答がなされた。
(CISMOR 特別研究員 朝香知己）

92％は政治的なものである。 現代のテロは第四世代の
戦争と呼ばれが、 イエメン、 シリア、 イラク、 ナイジェリア、
アフガニスタンなどで多発している。
テロの参加者や逮捕者約 2 千名に行われた調査では、
多様な国や人種、 主に男性、 殆どは人格的に異常の
ない人々で、 かつ教育を受け、 職業を有しており、 貧
困ゆえにテロ行為を行ったのではない。 殆どはムスリム

Mamdooh A.Abdelmottlep 氏

だがその大多数はバランスのとれたイスラーム理解をして
いなかった。 また様々なメディアなどの情報を通じてそこ
に惹かれていったという。
テロに加わった主な動機は、 第一にアフガン戦争から
の帰還者、 第二に自己のアイデンティティ捜し、 第三に
イスラム国が財政的に非常に豊かであり、 参加に経済的
魅力があるという意味での経済的理由、 第四に仕事を
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2015 年度後半活動報告

12 月 5 日（土）

10 月 19 日（月）

公開講演会

公開講演会
「ユダヤ系アメリカ人からみたアメリカ・中東・世界情勢」

「テロとの戦争終結を探る：ファースト・ステージ」

講師： David Harris（米国ユダヤ人協会（AJC) 理事長）

講師： 出川展恒（NHK 解説委員）、北澤義之（京都産業大学教授）

モデレーター：杉田弘毅（共同通信社編集委員室長）

会場： 同志社大学今出川キャンパス

会場： 同志社大学今出川キャンパス

良心館一階 RY107 教室

同志社礼拝堂
12 月 20 日（日）
公開講演会

10 月 20 日（火）

‘What is Jewish Philosophy? The Medieval Perspective’

CISMOR Seminar #7
‘Transpacific Protestantism in the Age of Empire’

講師： Josef Stern(Professor in the Department of
Philosophy at the University of Chicago)

講師： Gavin James Campbell（同志社大学教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

神学館三階 G32

会場： 同志社大学今出川キャンパス

10 月 23 日（金）

1 月 15 日（金）

公開講演会

公開講演会

「内側から見た華人社会：神戸のキリスト教をめぐる繋がりと場

神学館チャペル

‘Terrorism in the Context of Regional and Global Politics’
講師： Chandra Muzaffar（President of NGO JUST based in

の理解に向けて」

Malaysia）

講師： 王柳蘭（京都大学准教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

同志社礼拝堂

会場： 同志社大学烏丸キャンパス

11 月 4 日（水）

2 月 13 日（土）

公開講演会

公開講演会

志高館 SK112 教室

「南レヴァント地域出土の考古資料から見るヤハウェ一神教の成

‘U.S. Policy in Asia’
講師： Adam Garfinkle（Editor of The American Interest）

立」

会場： 同志社大学今出川キャンパス

講師： 杉本智俊（慶応義塾大学教授）

同志社礼拝堂

会場： 同志社大学今出川キャンパス

クラーク記念館チャペル

11 月 5 日（木）
3 月 18 日（金）

公開講演会

国際学会

‘Islam and Human Dignity’
講師： Zakir Naik（President of Islamic Research Foundation）

Police, Internal Security and Community

会場： 同志社大学今出川キャンパス

第一部

良心館地下一階 RY 地 1

ワークショップ

会場： 至誠館三階会議室
1. MICHELE GREGORIO(Exective Manager -IPSA)
2. 吉村郁也 （元警察庁外事情報部国際テロ対策課課長補佐、

11 月 7 日（土）

現株式会社グローカル・ビジョン代表、熊本県政策参与 )

公開講演会

3. 宮坂直史（防衛大学校国際関係学科教授）

「タルムードと日本文化」

4. MUSAED AL NAJJAR(Regional Board Member - Asian region,

講師： 市川裕（東京大学教授）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

クラーク記念館チャペル

IPSA)
5. MOHAMMED OUDAIMAH（東京大学非常勤講師）
6. SAMEER ABDELMOTTLEP（ロサンゼルス市警察警察官）
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第二部

3 月 18 日（金）

基調講演

講師： Mamdooh A.Abdelmottlep（IPSA (International Police

会場： 同志社大学今出川キャンパス

Mamdooh A. Abdelmottlep (Founder and Executive Chairman,
IPSA / UAE)

Science Association) 議長）
神学館チャペル

Michele Bolisay-Gregorio1 (Executive Manager, IPSA / UAE
Musaed Al Najjar

来訪者記録

Regional Boad Member, Asian Region, IPSA

/ Kuwait)

Sameer Abdelmottlep (Police Officer, Los Angeles Police
Department / USA)
10 月 3 日（土）
Jonatan Meir (Associate Professor, Ben-Gurion University

吉村郁也（株式会社グローカルビジョン代表／日本）

of the Negev / Isarel)
宮坂直史（防衛大学校教授／日本）

10 月 19 日（月）

Oudaimah Mohamad（東京大学非常勤講師）

Daivd Harris (Executive Director, American Jewish
Committee / United States）

4 月 19 日（火）
Tawfic Alsayic (Presenter, Kingdom of Bahrain)

杉田弘毅（共同通信社編集委員室長／日本）

Ali Nur (Producer, Anwan Media Production. Kingdom of
Bahrain)
Mohamad Zina (Coordinater, Anwan Media Production. Kingdom

10 月 23 日（金）

of Bahrain)

王柳蘭（京都大学准教授／日本）

Omar Baqais (Director, Anwan Media Production. Kingdom of
Bahrain)
Elsaid Rashed (Cameraman, Anwan Media Production.Kingdom

11 月 4 日（金）

of Bahrain)

Adam Garfinkle (Editor of The American Interest / United

Mohammed Hamad (Cameraman, Anwan Media Production. Kingdom

States)

of Bahrain)

11 月 5 日（土）
Zakir Naik (President of Islamic Research Foundation /
India)

12 月 5 日（土）
北澤義之（京都産業大学教授／日本 )

12 月 20 日（日）
Josef Stern (Professor, The University of Chicago / United
States)

2 月 13 日（水）
杉本智俊（慶應義塾大学教授／日本）
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CISMOR の近況
カイロ大学アラビア語能力検定
本検定はアラビア語学習意欲促進を目的とし、問題作成・採点・
判定・合格登録・証明書発行をカイロ大学が行い、同志社大学一
神教学際研究センターが事務業務を支援します。本年度も、秋ご
ろに検定試験を実施する予定です。
検定レベルは初級・中級 1・中級 2・上級 1・上級 2 に分かれ、
各レベルの目安は以下のとおりです。

初

↑同志社大学の学食を体験

級：同志社大学アラビア語講座初級

中級１：現地の小学生 1 ～ 6 年の国語・アラビア語文法教科書、
午前 11:00 から今出川キャンパスにて撮影が始まり、まずは待

社会教科書レベル
中級２：現地の中学１～３年の国語・アラビア語文法教科書、

辰館前で四戸センター長へのインタビューが行なわれました。イ

表記法教科書、社会教科書レベル

ンタビュアーのタウフィーク = アッサイエグ氏から、「日本人が

日常生活の表現を理解し、新聞、雑誌などが読める

ムスリムとして日本で生活することは、家族や社会の中で何か問

上級１：現地の高校１～３年の国語・社会教科書レベル

題はあるか」と問われると、センター長は「倫理的にきちんとし

国語：アラビア文学史、古典詩、文法を含む

た生活をしていればなんら問題は無い」と答え、自身とイスラー

旅行ガイドとして活動できる

ムとのこれまでのかかわりについて約 30 分に渡って話をしまし

上級２：現地の高校１～３年の国語・ 社会教科書レベル

た。また、当初予定にはありませんでしたが、テレビクルーの意

国語：アラビア文学史、古典詩、文法を含む

向で昨年のアラビア語検定に合格した本学学生へもインタビュー

通訳として活動できる

を行い、アラビア語学習を始めたきっかけや将来の夢などについ
て質問されました。午後からは場所を変えてサミール客員教授も

検定試験は本学の学生に限らず、一般の方も受験が可能です。

インタビューを受けました。

当センターにメールアドレスをご登録いただきましたら、試験に

また、一行は、大学の食堂でハラールメニューが提供されてい

関する情報を随時お送りいたしますので、受験をご検討される方

ることに大変興味を示され、「ぜひ食べてみたい」ということで

はお名前とご所属を明記のうえ、info@cismor.jp へメールをお

食堂へ案内しました。メニューに食材が細かく表示されているこ

送りください。

とと値段の安さに感心されていました。
本学での撮影の様子は、ラマダーン月に中東各国で放映される
予定です。

バーレーンのテレビ局が来校
4 月 20 日にバーレーンのテレビ局が来校し、一神教学際研究
センターが取材を受けました。

研究員紹介
当センターに新しい研究員が加わりました。
「4 月 1 日より CISMOR の特別研究員として着任しました川本悠紀
子です。専門は、古代ローマ建築および古代ローマ史（特に前一
世紀から後一世紀）です。CISMOR では、古代ローマ住宅の庭園
にある神像の役割について考えていく予定です。どうぞよろしく
お願いいたします。」
川本さんは今後ご自身の研究の他に、CISMOR VOICE の編集や
CISMOR で開催される講演会・セミナーなどの活動に携わってい
く予定です。

↑テレビ局のクルーと四戸潤弥先生、サミール・ヌーハ先生
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お知らせ

公開講演会開催のお知らせ
■「神を観ることについて」

■『一神教学際研究（JISMOR）』、『一神教世界』への投稿のご案内

講師： Sulaiman bin Ali bin Amir ALShueil (Sultan Qaboos

『一神教学際研究 (JISMOR)』第 12 号、『一神教世界』第 8 巻への

University College of Education, Islamic Sciences Departm

投稿論文募集を開始いたしました。いずれも発行は 2017 年春頃

-ent)

を予定しています。応募に関する詳細は、同志社大学一神教学際

日時： 5 月 12 日（木）16:40-18:15
会場： 同志社大学今出川キャンパス

■CISMOR

研究センターのホームページに掲載しておりますので、ご参照く
神学館チャペル

Seminar #7 ‘Mithraism in Pannonia’

ださい。投稿をお待ちしています。

■Follow us on Facebook

講 師： Blanka Misic (Instructor in Humanities and Ancient

Facebook でも CISMOR の講演会情報、研究動向などを発信してお

Civilizations at Champlain College Lennoxville,Canada）

ります。以下のアドレスから情報を見ることができます。

日時： 5 月 30 日（月）16:40-18:10

https://www.facebook.com/doshisha.cismor/

会場： 同志社大学今出川キャンパス

神学館地下 Ｇ1 教室

■Youtube での動画配信
■「中国宣教師マッテオリッチ（利瑪竇）と日本でのレガシー」

CISMOR の過去の講演会は Youtube にてご覧いただけます。

講師：Murat Antoni J. Ucerler, S.J.(Director and Associate

http://www.youtube.com/CISMOR1 （日本語の講演会）

Professor at the Ricci Institute for Chinese-Western

https://www.youtube.com/CISMOR2 （英語の講演会）

Cultural History, University of San Francisco)

https://www.youtube.com/CISMOR3 （アラビア語の講演会）

日時：6 月 18 日（土）
会場： 同志社大学今出川キャンパス

神学館チャペル

※開催時間につきましては、現在調整中です。詳細は CISMOR ホー
ムページでご確認ください。

■世界イスラーム連盟総裁講演会
「世界のイスラーム現状と世界イスラーム連盟の役割」
講

師：His Excellency the Doctor H.E.Dr. Abdullah Bin

Abulmohsen Al Turki (Rabita, President)
日時：8 月 9 日（火）
※開催時間、開催会場は現在調整中です。詳細は CISMOR ホーム
ページでご確認ください。

発行

同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
〒602-8580 京都市上京区今出川烏丸通東入
TEL：075-251-3726

FAX : 075-251-3092

Email: info@cismor.jp
http://www.cismor.jp
https://www.facebook.com/doshisha.cismor/
編集

CISMOR 事務局編集部
（担当：朝香知己、川本悠紀子）
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