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『総説カバラー
 ユダヤ神秘主義の真相と歴史』

（原書房、2015年、374＋12頁） 定価4,200円＋税

志　田　雅　宏

　「僕たちはやっとカバラーの秘密と向き合え
る」（鏡リュウジ）、「秘密の知恵の実像を克明
に描き出している」（市川裕）―帯に書かれた
ふたりの推薦文は、イメージの先行しがちな
「カバラー」というテーマに対する本書の挑戦
的な意図を映し出している。著者が「私は神秘
そのものの実在について論及しなかった」（355
頁）と明言しているにもかかわらず、「秘密と
向き合える」と期待させる（煽る？）ことは、
とある大型書店において「ユダヤ教」ではなく
「精神世界」の書棚にこの本が置かれていた理
由を教えてくれているように思われる。カバラ
ーは近現代の新しい宗教性と出遭うなかでしば
しば「呪術」に還元される。そして、従来のカ
バラー研究で切り捨てられがちだったこの動向
も、「カバラーの歴史の全体像」（10頁）の一側
面として著者はすくいとる。鏡氏が何と向き合
えたのかはわからないが、はからずも彼の言葉
は本書の視点に気づかせてくれる。一方、市川
氏の「実像」という語には、神秘自体ではなく、
それが結ぶ像の多様な現れに注目するという本
書のもうひとつの視点が集約されている。著
者はそのアプローチを「カバラーの脱神秘化」
（同上）と名付けている。それは、神秘家の言
葉を（再）体験しようとするのではなく、「彼
らの思想的な営みをテクストによってつづら
れた歴史のなかに位置づけ直」（9頁）すという、
「神秘思想を学術的に論じる作法」（同上）のこ
とである。
　著者の山本伸一は、本書でも登場するシャブ
タイ派運動の研究で2011年に東京大学より博士
号を取得し、2017年現在もイスラエルでカバラ

ー研究を精力的に続けている。本書は幅広い読
者を想定したカバラーの概説書であり、きわめ
て広範にわたる資料読解と先行研究の調査に裏
付けられた400頁近い労作である。工夫を凝ら
した言葉遣いと構成のおかげで、カバラーに疎
い評者でも時がたつのを忘れて読み進めること
ができたが、ここで擱筆するわけにもいかない
ので、「カバラーの歴史」（1⊖5章）と「カバラ
ーの思想」（6⊖14章）という二部構成に即して
内容を要約する。その後で若干の評を加えたい。
　第一部では前史から現代までのカバラーの全
史が説明される。古代ユダヤ神秘思想にカバラ
ーの源泉を求めるとき、メルカヴァー神秘主義
と『形

イェツィラー

成の書』が重要となる。前者は天上世界
の幻視体験を描いた文献群であり、神秘体験を
語るカバリストたちに想像力を与えた。後者は
セフィロート体系とヘブライ文字の創造的力を
論じた著作であり、カバリストたちはそこに神
の内部構造や律法の秘密といった新しい主題を
見出した。そして、12・13世紀のフランス南部
およびスペイン北部でカバラーは誕生する。南
仏におけるアブラハム・ベン・イツハク由来の
学塾の教えと『清

バヒール

明の書』を発祥とし、それら
がカタルーニャおよびカスティリアに伝播する
ことで、秘匿的なナフマニデスの学派や浩瀚
な『光

ゾーハル

輝の書』、主流派に対抗するアブーラフ
ィアの預言カバラーなどが黄金期を彩った。な
かでも、『光輝の書』に始まるゾーハル文学は
カバラーの聖典として揺るぎない地位を築いた。
著者は、この黎明期における中世ドイツ・ハシ
ディズム、中世ユダヤ哲学、グノーシス主義な
どの影響を指摘する諸説を検討しつつ、10世紀
以降「ラビ・ユダヤ教の学問の中心地がバビロ
ニアからドイツやフランスに移ったこと」（48
頁）の重要性を指摘する。また、カバラーの古
典がアラビア語ではなく、ヘブライ語やアラム
語で書かれた理由として、「哲学が当時の普遍
的な思考方法に基づく学問と考えられたのに
対して、カバラーが純粋にユダヤ教の伝統に根
ざした聖なる教えであると考えられていたから
にほかならない」（58頁）という見解を述べて
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いる。
　16世紀、ガリラヤ地方のツファットでカバラ
ーは第二の黄金期を迎える。この小さな町でカ
バリストたちは修道的生活を送り、エジプトか
らやってきたイツハク・ルーリアと弟子のハ
イム・ヴィタルらを中心に、古典的なカバラー
を刷新する創造論や霊魂転生論が生み出された。
ルーリア派のカバラーはやがてエルサレムや北
アフリカに受け継がれ、現代でもカバリストが
輩出されている。また、イタリアではルネサン
ス人文主義とカバラーの結びつきがみられ、ピ
コ・デラ・ミランドラやロイヒリンらキリスト
教徒のカバリストが現れた。彼らは呪術や占星
術を組み入れ、「ユダヤ人が読み込んできた聖
書やタルムードを飛び越えて、直接カバラーの
なかに失われたキリスト教の真理を見つけ出」
（95頁）すことをめざした。「宗教の知に対する
自由な風潮」（97頁）のなかで、カバラーはユ
ダヤ教から切り離されたのである。
　そして17世紀後半、シャブタイ派運動を発端
として新たな展開が始まる。カバラー文献を学
んでメシアを自称したシャブタイ・ツヴィと、
彼の行動を理論化したガザのナタンはユダヤ
人民衆のあいだにメシア待望を浸透させた。と
ころが、シャブタイ・ツヴィは最終的に殉教を
恐れ、イスラームに改宗してしまう。ラビ・ユ
ダヤ教の規範に反する彼らの行動やメシアの棄
教をめぐるカバラー的解釈のなかから、イスラ
ームに改宗したドンメ教団、隠れシャブタイ
派、カトリックに改宗したフランク派などが現
れ、ユダヤ教内部での激しい論争や異端狩りが
生じるようになる。また、現代とのつながりで
は、ルーリア派の伝統を墨守するエルサレムの
「ベイト・エル」と、東欧でバアル・シェム・
トーヴが興したハシディズムが注目される。前
者はシャラービーの「精

カヴァ ノ ー ト

神集中」の祈りを中心
に学ぶ学塾であり、現在も中東やスファラディ
ー系のユダヤ教徒たちの信奉を集める。しかし、
「ベイト・エル」の閉鎖性に失望する者たちも
おり、そのなかにはシオニズムや世俗ユダヤ人
社会にカバラーを通じて新しいユダヤ教を伝え

ようとしたラヴ・クックや、伝統的なカバラー
文献を注釈して流布することをめざしたユダ・
アシュラグ、カバラーの学術研究の基盤を築い
たゲルショム・ショーレムがいた。後者のハシ
ディズムは従来のタルムード学習に代わって神
への献身（「密

デヴェクート

着」）を掲げた民衆的な宗教運動
であり、伝統的なカバラーが平易な言葉で語り
なおされ、新たなかたちで実践された。ヴィル
ナのガオンらの激しい反対もあったが、現代の
カバラーの普及と拡散においてハシディズムが
はたす役割は大きい。特に、ハバッド・ルバヴ
ィッチの「ユダヤ教の再興」運動や、ブラツラ
フ・ハシディズムのパフォーマンスや墓地巡礼
が重要である。加えて現代では、カバラーのユ
ダヤ教的要素を落として呪術性や象徴体系のみ
を受け入れる近代オカルティズムや、非ユダヤ
人への呼びかけやユダヤ教の内面的信仰への回
帰を特徴とするニューエイジのカバラー、これ
らに対立して伝統を守ろうとする超正統派の動
きもある。最後に、カバラー研究の小史と日本
の動向にも言及される。
　第二部では全9章の構成でカバラーの思想が
説明される。まず、神を「セフィロート」と呼
ばれる10個の要素の有機的な結びつきとしてと
らえる概念的特徴について、これは地上の人間
に対する「多様な神の現れを唯一性のなかに昇
華する」（176頁）というユダヤ教の思弁の根幹
に由来すると著者は主張する。元来セフィロー
トは『形成の書』では創造における力として描
かれていたが、カバラーにおいては神の超越的
な性質や意思として解釈される。ゆえに、カバ
ラー的創造論は神の世界の内部で生じるダイナ
ミズムを描き出す性格を持つ。また、神的構造
としてのセフィロートは人間の身体部位に対応
すると考えられる。この創造論と神人同形論か
らルーリア派カバラーの核となる「修

ティクーン

復」―
無限なる神の内部で「収

ツィムツーム

縮」が生じて世界が創
造され、その秩序の破壊（「容

シュヴィラット・ハケリーム

器の破壊」）に
よって「外

ケリパー

殻」（悪）のなかに閉じ込められた
神聖な光を人間が救い出す―の理論が構築さ
れ、ユダヤ教の祈りや戒律が新たに意味づけら
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れた。
　メシアニズムとの関係に目を向けると、アブ
ーラフィアの預言者的メシアやシャブタイ派の
善悪を超越する者としてのメシア、多くの信奉
者を集めるハシディズムのカリスマ的指導者
（レッベ）としてのメシアなどが、カバラーの
理論や思想によって基礎づけられた。また、カ
バラーでは世界周期論や霊魂転生論も発展した。
前者について、『形

テムーナー

状の書』（14世紀）では世界
が7000年の周期を7度繰り返し、最後の1000年
で人間の霊魂が聖性へ回帰することが、セフィ
ロートとヘブライ文字に対応づけられて論じら
れる。この理論は、ユダヤ暦の変更や新たな時
代の到来を宣言したシャブタイ派の反規範主義
的行動の基盤となった。後者は、罪のない人間
が苦しまなければならないのはなぜかという問
題への探究と結びつき、救済論のなかで重要な
役割をはたした。特にハイム・ヴィタルらツフ
ァットの霊魂転生論は、「最初のアダム」にま
でさかのぼる遠大な霊魂の系譜を描きつつ、そ
の「修

ティクーン

復」のために実生活での戒律実践の意義
を唱えるものであった。また17世紀には霊魂転
生論はマラーノ（強制改宗者）の関心を引きつ
け、彼らの霊魂の救済の可能性が議論された。
　次にユダヤ教の伝統や日常生活との結びつき
を見てみると、カバリストは律法の二重構造
―「成文律法」（モーセ五書）と「口伝律法」
（ミシュナ、タルムード）―を取り入れ、律法
の秘密としての口伝の教えを正当化する。彼ら
は律法に秘められた解釈の深層の探究にとどま
らず、モーセの律法自体を相対化し、創造の原
初における完全な律法や、世界の周期によって
変化する律法を想定するまでにいたる。やがて
それは、新しい世界のための新しい律法を唱え、
既存のラビ・ユダヤ教の律法を廃絶すべきとい
うような、シャブタイ派の反規範主義を生み出
した。また、カバラーはヘブライ語やヘブライ
文字への深い思索でもある。各文字のはたらき
や神

テトラグラマトン

聖四文字の並べ替え、読みや発音、ゲマト
リア（数価計算）をもちいた解釈などが、『形
成の書』や『光輝の書』、アブーラフィアなど

において実践された。さらに、カバラーには呪
術的な側面があり、テウルギアや護符にその着
想を見ることができる。『光輝の書』では人間
の祈りや戒律実践が神の世界の調和を回復さ
せると語られ、ハシディズムでは義人が神との
「密
デヴェクート

着」に成功することで、神の聖なる光を地
上に流出させることができると信じられた。護
符についてもカバリストが携わり、病気の治癒
や悪魔祓いがおこなわれた。そして、こうした
呪術的要素はルネサンスや近代オカルティズム
のなかでユダヤ教から離れて受容された。また、
預言や啓示として語られるカバリストの神秘体
験がある。アブーラフィアは自身の「預言カバ
ラー」において、預言体験を得るための技法を
提示した。16世紀になると神秘体験はより重視
され、ヨセフ・カロの「伝

マ ギ ー ド

達者」体験やヴィタ
ルの交霊術は、古人の霊魂と出会う霊的な場と
してのツファットを鮮やかに彩った。さらに、
初期シャブタイ派運動の原動力となっていたの
も、ナタンらカバリストたちの預言であった。
　以上の要約をふまえ、ユダヤ教の枠組みを超
えてカバラーをとらえるという本書の視点に即
して、最後に二点注記したい。第一は、カバラ
ーの成立および発展を論じるさいにもこの視点
が有効でありうるかという問題提起である。著
者はイスラームやキリスト教、現代宗教におけ
るカバラーの受容を、ルネサンスやシャブタイ
派運動、ニューエイジにおける新たな現象とし
て説明している。だが、たとえば『光輝の書』
に登場する説話のなかには、中世イスラーム世
界のアラビア語およびヘブライ語で生み出され
たマカーマート文学と共通のモチーフがあるこ
とが指摘されている。また、カバラーではない
が同様の事例として、「中世ユダヤ教」の史料
文献とされてきたカイロ・ゲニザ文書を、より
大きな「中世地中海世界の宗教文献」としてと
らえなおす視点が示されていることも注目され
る。だとすれば、近現代の他宗教における受容
（カバラーの脱ユダヤ教化）にとどまらず、形
成期も含めたカバラーの歴史の全体を、ユダヤ
教徒たちが生きていた大きな宗教文化圏のなか
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で描くことが可能なのかどうかを問うてみたい。
　第二に、評者の関心に近いところで、ユダヤ
教とキリスト教の宗教論争におけるカバラーの
評価の多様性について指摘したい。著者はルネ
サンス期のキリスト教カバリストたちが、キリ
スト教の真理の教えとしてカバラーを受容した
と説明するが、その一方でJ. ボダン（16世紀）
のようなヘブライストはユダヤ教を弁護する立
場でカバラーをトーラーの真理の解釈とみなし、
ピコらがそれをゆがめていると批判した。古代
ユダヤ教神秘主義文献にユダヤ人の「迷信」を
見出そうとしたリヨンのアゴバルドゥス（9世
紀）らを皮切りに、キリスト教徒の論争家たち
はしばしばユダヤ教の秘義的伝承に言及する。
カバラーは「隠された伝承」であり、隠されて
いるという状態によってある教えが真理として
守られ、逆説的にその真理性がことさら強調さ
れる。この隠された真理を暴き出すことでユダ
ヤ人の信仰を攻撃する者もいれば、逆にこの秘
義を通じて実はユダヤ人がキリスト教の教義を
守っているのだと主張する者もいる。本書では
カバラーをめぐってユダヤ教の内部でさまざま
な対立が生じたことが述べられているが、同様
にカバラーと宗教論争のあいだにも複雑な関係
性がある。セフィロートや神人同形論、また真
理を隠しているというステータス自体が、ユダ
ヤ教やユダヤ人に対するキリスト教神学者のま
なざしに、肯定的にも否定的にも影響をおよぼ
している点は注目に値すると考える。
　神秘なるものの存在に惹かれ、それを信じ、
探究する者たちの姿を、冷静さと大胆さを併せ
持った筆致で描いていく『総説カバラー』は、
その語り自体が読者を引き込む魅力をそなえて
いる。複雑な歴史的状況を解きほぐす記述や、
ユダヤ教およびカバラー思想についての明快な
説明、そして重要なカバラーのテクストの訳文
のひとつひとつに、どれほどの労力が注ぎ込ま
れているのかは想像もつかない。ショーレムの
カバラー研究などは邦訳でも読むことはできる
ものの、カバラー研究者による本格的な日本語
の概説書はこれが初めてである。これからの日

本におけるユダヤ教研究の礎となる本書の誕生
を、感謝の想いとともに寿ぎたい。




