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2021 年度第 4回 CISMORセミナー

An Old Bible Rediscovered in Cairo 
and the Future of Egyptian-Jewish Heritage

　2021 年 10 月 2 日（土）、本年度 4
回目の CISMOR セミナー “An Old 
Bible Rediscovered in Cairo and 
the Future of Egyptian-Jewish 
Heritage” が Web 会 議 シ ス テ ム 
“Zoom” を用いて開催された。講師
はベングリオン大学の Yoram Meital
教授である。

　Meital 教授は、現代の中東・アラ
ブ諸国における歴史と政治の専門家で
あり、エジプト文化やナショナリズム
の概念などについて幅広く研究活動を
行っている。数十年に渡るカイロでの
調査を通して、現地のごく小規模なユ
ダヤ人共同体との間にもつながりを
持っている。近年は、現代のエジプト・
ユダヤ人のアイデンティティの発展の
背景を読み解くため、カイロのシナ
ゴーグについても研究している。

　2000 年以上に渡り、エジプトには
ユダヤ人共同体が存在し続けてきた
が、近年その数は減少し続けている。
古代からの共同体であるセファルディ
ム、アシュケナージ、カライ派の出自
を持つ人々は、1947 年にはエジプト
全体に少なくとも 8 万人いたが、現
在はほんの数人である。しかし、現在
もカイロには、1000 年以上前に建て
られたカイロ・ゲニザを有するベン・
エズラ・シナゴーグを初めとする、歴
史的・文化的に貴重な 13 のシナゴー
グがある。講演の冒頭で Meital 教授
は、ベン・アナン写本を再発見した経
験を共有することによって、エジプト
および世界各地のユダヤ文化保全の今
後について議論する機会を提供したい
と話した。

　2017 年 7 月、Meital 教授はカイロ
のシナゴーグに所蔵された文献の価値
を査定し文献情報を記録するプロジェ
クトの一環で、カライ派のモシェ・デ
リ・シナゴーグを訪問中であった。
Meital 教授は、素朴な本棚の隅に、
埃をかぶった白い包み紙があることに
気付いた。そのうちの一つを開けてみ
ると、まるで秘められた財宝のように、
羊皮紙でできたヘブライ語聖書写本が

現れた。写本の保存状態は概ね良く、
奥付には、それが当時の専門家による
現代版聖書原本の正確な写本であるこ
とを示す次のような文章が掲載されて
いた。「私はザカリヤ、（ユダヤ教律法
書の）書士ベン・アナン、エデンの園
にある西方の地から来た教師である。
私は神の助けによって書き、朗唱した。
これらの書物はエフライム・ハ・コヘ
ンの息子である高名なイツハクのため
のものである。創世紀元 4788 年（西
暦 1028 年）、無事完成した」。

　ベン・アナンによるこの写本は、最
も有名なレニングラード写本やアレッ
ポ写本との共通点も多い。いくつかの
ページにおいてマソラ（聖書本文の周
囲に書かれた注釈）の文字によって
アーチや三角形などの模様が描かれて
いる点は、当時のアラブ書道の影響を
強く受けたものと考えられている。

　最後に Meital 教授は、今後、今回
の写本を含む様々なユダヤ文化遺産に
ついて、歴史的視点と現代的視点との
両方を持って議論し、保全活動を推進
すべきであると提言した。Meital 教
授曰く、カイロ・ゲニザを擁するエジ
プトは、中東だけでなく、アジア、ア
フリカ、西欧を含む広大な地域におけ
るユダヤ社会及び非ユダヤ社会の歴史
を読み解く先導者としての役割を担っ
ている。また、現在のスィースィー政
権がマイノリティ文化の保護を公言し
たことや、現地のユダヤ人女性が運営
する文化遺産保全プロジェクトにユダ
ヤ人以外の人々からの協力や政府から
の支援があることにも言及した。さら
に、現在カイロで準備が進められてい
る文書館構想について、シナゴーグに
眠る大量の重要文献などを保管し、す
べての来場者にユダヤの知恵や精神を
紹介できるようにしていきたいという
展望を示した。
　
　講演の後には、10 名の参加者との
間で活発な質疑応答が行われた。

（CISMOR特別研究員　兼定愛）
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トする形でのコミュニケーション空間
のモデルの構築可能性について、沖縄
における自治会などの取り組みから論
じた。
　
　ルアンリン ・プラティッポーンク
ンは、深南部の児童婚の実態について
論じた。タイでは未成年の結婚は原則
として禁止されているが、深南部では
児童婚が一般的に行われ、少女が自身
の同意なしに結婚させられている現状
がある。タイには他にも児童婚の習慣
が残っている地域があるものの、深南
部に関しては文化・宗教的な背景から
児童婚が問題化されることがなかっ
た。発表では、2019 年に実施された
深南部のマレー系ムスリムの女性
（505 人）と非ムスリムの女性（40人）
に対するアンケート調査ならびに 18
歳未満で結婚を経験したマレー系ムス
リム女性、支援団体のスタッフ、ムス
リムの結婚を司るイマーム（宗教指導
者）、深南部のムスリムの司法と行政
を管轄するイスラーム委員会への聞き
取り調査の結果が示された。
　
　アンケート調査から、18 歳未満で
結婚したことがあると答えた人は、マ
レー系ムスリム女性は 20％であり、
非ムスリム女性は 8％である。15 歳
未満で結婚した経験があるのはマレー
系ムスリム女性のみであり、最年少は
10 歳で相手の男性は 28 歳であった。
一方、非ムスリム女性の場合は女性が
15 歳、相手の男性は 17 歳であった。
児童婚はどちらのグループでも行われ
ているものの、非ムスリムよりマレー
系ムスリム女性の方が、結婚年齢が低
く、夫婦の年齢差も大きい点が指摘さ
れた。

　婚姻の類型のうち第一夫人として結
婚した場合は、夫婦は若者同士で年齢
差が 10 歳以下であった。恋人として
交際していることが村人に知られ、や
むを得ず結婚をすることになったケー
スが多くみられた。婚前交渉は宗教的
な罪であり、罪を浄化する必要がある
と考えられたためである。第二夫人の
場合は、夫婦の年齢差が２倍以上離れ
ている傾向がある。未婚の若い女性が
妊娠した場合に悪評が立つのを恐れ、
経済的に余裕がある男性に結婚を申し
込むといった事例がみられた。また、
娘がイスラームの学者や教員と結婚す
れば親は天国へ行けると信じられてい
る場合がある。この場合、少女や少女
の家族は婚姻を通して周囲から尊敬さ
れる立場を獲得することになる。

　西直美は、タイ深南部からマレーシ

アに出稼ぎに行った女性労働者につい
て、イスラームの教えが国境を越えた
移住の決断にどのような影響を与えて
いるのかという点について検討を行っ
た。マレーシアへの移住経験がある
100 名の女性へのインタビューから
明らかになったのは、企業従業員や農
業従事者、メイドを除き、8 割近くが
通称トムヤム店と呼ばれるタイ料理店
に出稼ぎに行っていたことである。

　マレーシア国内のトムヤム店は、店
主や店員のほぼ全てが、深南部出身の
ムスリムである。多くが中卒・高卒で、
観光ビザつまりパスポートのみで入国
しており、就労ビザを持っていなかっ
た。イスラームの教えとの関連では、
75％が何かを決定する時には家長（父
親や夫、兄弟）の許可を得なくてはな
らないと回答しており、23％がケー
スに応じて必要、2％が必要ないと回
答した。ここで「許可を取る」という
ことが意味する内容はニュアンスに富
んでおり、宗教的な教えであるという
以外に、子供としての義務、年長者の
意見が正しい、人身売買などの危険を
避けるために行き先などを知らせるだ
けといった解釈がみられた。

　マレーシアはイスラーム国家であ
り、文化的な共通点も多い。歴史的な
つながりも深く、血縁や地縁を通した
ネットワークがあることから、決断や
許可における心理的な負担が小さい。
さらにトムヤム店に関しては、血縁・
地縁を越えたネットワークが SNS を
通して構築されており、新たなコミュ
ニティと言えるほどの規模となってい
る。トムヤム・コミュニティは、深南
部のムスリム女性にとっての選択肢と
なり、エンパワメントにもつながって
いることを指摘した。

　ファーリーダー氏から、タナパット
の発表に対しては、沖縄のコンフリク
ト解決のための共通空間を創造するた
めに沖縄の人々がどのように米軍基地
の問題について話しているのか、また
何が課題になっているのかをさらに検
討することが必要であるという指摘が
あった。ルアンリンの発表に対しては、
実態に加えて今後どのような方向性を
目指して研究を行っていくのか問題意
識の設定が必要であるという指摘が
あった。西の発表に対しては、何がイ
スラームの問題で何がタイ南部国境地
域の文化なのか慎重に検討する必要が
あること、経済状況や紛争の影響を検
討する必要があることが指摘された。

（CISMORリサーチフェロー　西直美）

西直美氏

ファーリーダー・パンジョル氏
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形されたのか、第三に、テクストに神
聖な地位があったのか、そうであれば、
テクストの伝達にどのような影響を与
えたのか、またそれらのテクストを「正
典」と定義できるのか、である。そして、
Prof. Cohen は、第三の問いを中心に、
ヘブライ語聖書研究との関連で議論を
展開した。

　Prof. Jungwoo Kim は、正典論争に
ついて、東アジアの正典を中心に論じ
た。発表で同教授は、約 40 年前に B・
S・チャイルズと J・A・サンダースによっ
て始められた正典論争を再検討し、現
在の旧約・新約聖書学の研究者たちの
議論を分析した。そこで Prof. Kim は、
旧約聖書と新約聖書をめぐる議論の全
体像を把握した上で、ユダヤ教とキリ
スト教における正典の定義について論
じた。そして、正典と信仰共同体、正
典の過程と最終形、固有モデルと外来
モデル、口伝承とテクスト性、科学的
アプローチと実践との間の解釈学的両
極を探った。最後に、Prof. Kim は、
東アジアの正典の視点から聖書正典に
ついて論じた。

　Prof. Yoon Kyung Lee は、韓 国 儒
教の文脈からクムランの聖書解釈を読
み解いた。聖書学者たちは、正典と聖
典を峻別している。クムラン写本の時
代まで、ユダヤ教には決まった聖典が
なかったと言われている。しかし、同
教授は、クムラン共同体が現代の学問
的感覚とは異なる正典概念を持ってい
たと主張した。次に同教授は、クムラ
ン共同体の口伝とテクスト性をより深
く理解するために、クムラン写本のペ
シャリム（注解）から、クムラン共同
体が「正典」をどのように捉えていた
のか、つまり、「正典」の解釈について
明らかにした。第三に、同教授は、ク
ムラン共同体とその聖典の特徴を、韓
国儒教における正典の歴史的展開とい
う観点から検討した。

　Dr. Teppei Kato は、正典としての
聖書をめぐる、古代のテクスト批判に
ついて発表した。オベロス（-）は七十
人訳聖書にあってヘブライ語聖書にな
い要素を示し、アスタリスコス（※）
はヘブライ語聖書テクストにあって七
十人訳聖書にはない要素を示す記号で
ある。オリゲネスはアレクサンドリア
の文献学の伝統から、この二つの批判
記号を採用した。オリゲネスの批評記
号の使用に関するこれまでの研究では、
ギリシャ語聖書の外面的側面に焦点を
当て、文献学的視点に基づき議論され
てきた。これに対し、本発表で同氏は、
より思想的な観点から、教父たちの内
的論理に注目し、彼らが記号をどのよ
うに理解していたのかを分析した。オ
ベロスが付けられた箇所を七十人訳聖
書の付加と見るべきか、ヘブライ語聖
書テクストの削除と見るべきか、ある

いはアスタリスコスが付けられた箇所
を七十人訳聖書の省略と見るべきか、
ヘブライ語聖書テクストの付加と見る
べきかについて、同氏は論じた。

　Prof. Ky-Chun So は、伝統と継承に
おける Q 資料の正典性について発表し
た。発表で同教授は、『マタイによる福
音書』と『ルカによる福音書』の共通
資 料 で あ る Q 資 料（ド イ ツ 語 で
Quelle）の正典性を検討した。『マタイ
による福音書』と『ルカによる福音書』
は正典福音書であるため、Q 資料は容
易に正典性を獲得できると同教授は主
張する。発表で同教授は、Q 資料の正
典 性 を 探 る た め に、伝 統（英：
t r a d i t i o n ） と 伝 承 （ 独 ：
Überlieferung）を分け、『マタイによ
る福音書』と『ルカによる福音書』の
共通箇所で、Q 資料がどのように伝達
されうるかを検討した。

　Prof. Kyu Seop Kim は、パウロ書簡
の原型について、ヘルクラネウム・パ
ピルスとの比較によって論じた。発表
で同教授は、パピルス学と文献批評の
手法を用いて、パウロ書簡が最も早い
時期に「二つの巻物」の形で流通した
可能性について論じた。同教授は、ヘ
ルクラネウム・パピルスを、文書の長
さと高さ、列と列間の幅、上下の余白、
文字数などから、パウロ書簡の原型と
して分析した。さらに、古代における
正典の順序付けの原理を調査し、パウ
ロ書簡の第一巻にはローマ書、第一・
第二コリント書、ガラテヤ書が含まれ、
エフェソ書はもともと第二巻のカバー
レターあるいはプロローグとして意図
されていた可能性を検討した。

　Prof. Moriyoshi Murayama は、パ
ウロの『ローマ人への手紙』における
聖句の使用について発表した。パウロ
の時代において、ヘブライ語聖書以外
に正典は存在せず、彼は神学的思想を
語る際にも、主張の権威付けを行う際
にもヘブライ語聖書を用いていた。そ
して、メシアの福音を宣べ伝えるとい
う召命を受けた後も、彼にとってヘブ
ライ語聖書は聖典であり続けた。『ロー
マ人への手紙』には、他のパウロ書簡
と比較して、ヘブライ語聖書からの引
用が多く、パウロがユダヤ教の正典を
どのように理解していたか、また、彼
が神の摂理に対するユダヤ教とキリス
ト信仰の連続性をどのように捉えてい
たかを読み取ることができる。このこ
とについて、同教授は詳細に説明した。

　発表後は約 30 名の参加者と共に活
発な質疑応答がなされた。CISMOR と
IKTINOS の学術提携の進展により、日
本と韓国の聖書研究の交流がいっそう
活発化することが期待される。

（CISMOR特別研究員　鍵谷秀之）

Dr. Teppei Kato

Prof. Ky-Chun So

Prof. Kyu Seop Kim

Prof. Moriyoshi Murayama
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