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日本宗教学会第 77 回学術大会 2018 年 9 月 8 日（大谷大学） 

アブラハム・アブラフィアにおける粗雑な「三つの指輪の物語」 

志田雅宏 

アブラハム・アブラフィア Abraham Shmuel ben Abulafia  (1239－c.1291) 

1239（ユダヤ暦 5000 年）サラゴサ生まれ 

1260 パレスチナへ向かう。アッコーで旅を断念し、ギリシャを経由してイタリアへ。 

マイモニデスの哲学書『迷える者の導き』の学習。 

1270 バルセロナで啓示。『セフェル・イェツィラー』の学習。 

1276 イタリアへ出発後に啓示。メシア的活動および預言的著作。 

1280 ローマで教皇ニコラウス 3 世との面会を試みる。この頃、主著『来たる世の生』執筆。 

1285 15 年間の「盲人」をへて、預言の完成へ。シチリアで活動。この頃、『知性の光』執筆。 

1286 この頃、第二の主著『秘められたエデンの宝庫』執筆。 

1291 最後の著作を執筆。以降は消息不明。 

 

ボッカッチョ『デカメロン』（1351） 

父と三人の子 家宝である本物の指輪と、そっくりのふたつの指輪。兄弟間の対立。 

「しかしその三つの指環がいかにも似たり寄ったりなので、どれが本物だかわからない。それで裁判沙汰とな

り、その訴訟騒ぎはいまなお続いているという」 

 ——「陛下」とユダヤ商人は話を続けた。「先刻ご下問がありました父なる神から三つの民に授けられた三

つの法についても同様にお答えしたく存じます。みな自分こそが父なる神の正当な相続人であると思っており

ます。自分こそが真の法の所有者、自分こそが真の戒律を神から直接授かったものと思い込んでおります。し

かし三者の誰が本当に授かったのか、それは指環の場合と同様、いまだに解決されていないのでございます」 

 

レッシング『賢人ナータン』（1779） 

「自分が授かった指輪を本物だと信じなさい」と言う裁判官。他者から愛されること、宗教的寛容の重要性。 

ナータン：そこで裁判官は、更に言葉を継ぎました。——（……）お前達はこの事態を在るがままに取るがよ

い、めいめいが父親から指環を授かったのなら、自分の指環こそ本物だと信ずるがよい。父親は、一個の指

環が自分の家を専制的に支配するのに我慢し切れなくなったのかも知れぬ。父親はお前達三人をいずれも分

け隔てなく愛していたに違いない。それだから、お前達のうちの一人だけをひいきしてその為にほかの二人

を苦しめたくなかったのだ。さあ！ いずれも精出して、身びいきのない無我の愛を欣求するがよい、めい

めいが自分の指環に鏤めてある宝石の力を顕示するように励み合いなさい。（……） 

サラディン：おお、神よ！ 

 

指輪／真珠のたとえ話 

正しい信仰や神に選ばれた者たちを「指輪」や「真珠」にたとえる。 

東方（シリアやペルシャなど）から西方キリスト教世界へ広がったか。 
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エレミヤ書 22：24－25「神の右手の指輪」 

「私は生きている」と主は言われる。「ユダの王、ヨヤキムの子コンヤは、もはや私の右手の指輪ではない。

私はあなたを指から抜き取る。私はあなたを（……）バビロンの王ネブカドレツァルとカルデア人の手に渡す」 

 

マタイ福音書 13：45－46「天の国のたとえ」 

また、天の国は次のようにたとえられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出か

けていって持ち物をすっかり売り払い、それを買う。 

 

『ティマータオス（ティモシー）の弁明』（785頃、シリア語） 

ネストリオス派総主教ティマータオスとカリフ・マフディの対話。中世イベリア半島にも伝播。 

真の信仰という唯一の信仰。それはムスリムの王とも共有できるもの。 

「これと同じように、私たち人類は暗闇のなかにいるかのごとく、この滅びゆく世界のなかにいます。真の信

仰という真珠が私たちすべてのなかに落ちてきたのです。（……）しかし、来たる世では、死ぬべき運命とい

う暗闇が過ぎ去り、無知の霧が晴れます。それは真理と現実の光であり、無知の霧は完全に相容れないものと

なるからです。そこでは、真珠の所有者は歓喜し、幸福と喜びを得るでしょう。しかし、ただの石ころの所有

者は悲しみ、嘆息し、涙を流すでしょう。（……） 

我らの栄光の王（マフディ）は言った。「我々は神に願う。我々がこの真珠の所有者であり、我々は手にそれ

をつかんでいる、と」。私は答えた。「アメン、王よ。私たちもそれをあなた方と共有する（……）という私た

ちの言葉を、神は聞き入れてくださるでしょう。 

 

サアーリビー『ペルシャ人の王の歴史』（1030 頃、アラビア語） 

愛する三人の女性に「誰を一番愛しているか」と訊ねられた君主が、三つ指輪を作り、内密に贈る。 

それから、彼は彼女たちそれぞれに高価なルビーのついた指輪を贈った。そして、それを隠しておき、他のふ

たりには話さないように忠告した。〔その後〕彼女たちが、約束どおり、誰が最も愛されているかを言ってほ

しいと彼に尋ねると、彼は「指輪を持っている者がそうだ」と答えた。彼女たちはそれぞれ自分がそうだと信

じ、たいそう満足した。そして彼は彼女たちと心地よく人生をすごした。 

 

ブルボンのステファヌス 説教集（1260、ラテン語） 

嫡出の娘と非嫡出の娘。真正な指輪はひとつだけ、残りは偽物の指輪。 

〔遺書で〕述べられていたのは、相続権のある嫡出の娘に指輪を譲ること、指輪を渡された者に彼の遺産が渡

されることであった。そして、彼は〔嫡出の〕娘を呼び、その指輪を渡し、そして彼は死んだ。そのことを知

った彼女たち〔非嫡出の娘たち〕は、自分たちのためにそれと似た指輪を作った。しかし、賢い裁判官がそれ

らの指輪の癒しの力を調べた。そして、彼が他の〔真正な指輪以外の〕指輪に力がまったくないことを見出し

たとき、力のある指輪を持つ彼女が嫡出であるという判決が示され、彼女の父の遺産〔を相続すること〕が決

定し、他の者たちは非嫡出とみなされたのである。 
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アブラハム・アブラフィア『知性の光』（1285 頃、ヘブライ語） 

第三章〔主題 2：すべての言語のなかで選ばれた言語の秘義〕 

① ……諸民族のあいだですでによく知られていることだが、我々の民族〔ユダヤ人〕は力強きお方から律法

を受け継いだ最初の民族である。いかなる民族もこれを否定しない。そして、万人が認め、よく知られている

ことについて、もはや証拠を示す必要はない。事柄は影響をお与えになるお方のもとにあり、それを有する者

は残る同胞たちより優れ、かのお方のもとにあるその言語〔ヘブライ語〕もまた、残る言語より優れている。

その証人とは、この特別な民族の言語でかのお方は語られるすべてを語られ、その書き言葉で書くべきすべて

を書けと命じられたことである。さらに〔聖書で〕言われているのは、かのお方によって二枚の石板に書かれ

たということである。ことが字義どおりだけにせよ、開示されたものと秘匿されるものをともに認めるにせよ、

そうである。そのふたつとも真理であるにせよ、その一方〔だけ〕が〔真理である〕にせよ、それは聖なる言

語 leshon ha-qodesh で書かれ、その伝承は今日まで存在し続けている。 

② ある民族〔キリスト教徒〕がこう言ったとしよう。「それは確かに真理である。だが見るがいい、その民

族〔ユダヤ人〕は高貴さにふさわしくない。かのお方は彼らと別の民族を交代され、その掟と戒律を交代され

——それらは意義を失いつつある——、その書き言葉を〔ギリシャ語とラテン語に？〕改められた」。しかし、

このことを言う者自身が、その〔民族の〕高貴さと、その言語の高貴さと、その書き言葉の高貴さを必然的に

認めているのである。 

③ この原理を認めた後も、彼〔キリスト教徒〕はそれに異を唱えてくる。今日、先述の三つの高貴さが我々

から欠如しているのを彼は見るからである。また、感覚的事柄が欠如していることについて我々がその〔原理

に〕異を唱えなければ、つまり我々が感覚的事柄を否定するとしたら、我々は知性的事柄——感覚的事柄は本

質的にそれに先立つ——を真理と認めることはできなかった。五つの序文の道〔本書第一章〕において明らか

となったように、知性的事柄は高貴さにおいて感覚的事柄に先立つとしても。 

④ しかし、今日その三つの高貴さが我々から欠如しているという真理を、我々も認めよう。だがそれは、そ

れらのうちのひとつを他のものと交代する仕方によるのではない。むしろ、そのことは次の者に似ている：彼

は美しい真珠を持っていて、それを息子（＊単数）に継がせたいと思っていた。ところが、その真珠の高貴さ

がわかるようにすべく、そしてそれが彼の目に美しいと映るようにすべく——彼の父の目に美しいと映ってい

るように——、彼が息子に富を得るさまざまな仕方を教えていたとき、息子は父を怒らせてしまった。そこで

父はどうしたか。彼は真珠を〔別の〕者に与えたいとは思わなかった。それは息子が悔い改め、父を望んだ場

合に、息子が遺産を失わないようにするためであった。だが、彼はそれを穴に投げ入れたのである。彼は言っ

た。「もし我が子が悔い改めなければ、私は彼がそれを相続することを望まない。だがもし悔い改めるなら、

私は彼がそれを失うことを望まない。彼が悔い改めないかぎり、それは穴に隠されたままであろう。そして、

彼が悔い改めたとき、直ちに私はそれを穴から運び上げ、彼に与える」。彼が悔い改めずにいるあいだ、父の

召使たちがやってきて毎日息子を怒らせた。彼らはひとりひとり、主人は自分にその真珠をお与えになったと

自慢した。だが息子は心配しなかった。なぜなら彼には知がなかったからである。その後しばらく彼らは彼を

怒らせ、ようやく彼は悔い改めた。父は彼を赦し、穴から真珠を運び上げ、彼に与えた。父の召使たちはそれ

を見て、直ちにひざまずき、息子の前で自分たちの嘘を恥じた。彼らは彼とともにたくさんのことをしなけれ

ばならず、そうしてようやく彼は自分を怒らせた怒りについて、多くの和解をもって彼らを赦した。 

⑤ 主は我々と自分たちを交代なさった、我々が主に対して罪を犯したときに我々が主〔の怒り〕をなだめず

にいるあいだずっと我々は答えるための口を持たない、と言い張る者たちと我々のあいだでも、それと同様の
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ことが起こっている。だが、我々が悔い改めるとき、そしてかのお方も我々の捕囚を元に戻してくださるとき、

我々を辱める者〔たち〕は我々の前で恥じ入るであろう。そのとき彼らは、主が我々の捕囚を元に戻され、ま

た自分たちの推測や不平が想像の産物であったことを目の当たりにするのである。かのお方は我々を我々の罪

ゆえに打たれ、我々はその〔罪の〕すべてが消え去るまで清められる。 

⑥ 今日、我々はいまだ、日々昇ることを待ち望むその段階にない。それゆえ、その地位にふさわしいのは誰

か、神に愛され、真理を有するのは誰か——我々か、それとも我々の敵対者か——という論争がいまだにある。

だが、やがて穴から真珠が汲み上げられる決着のときが訪れ、かのお方がみずから望まれる者——我々か、そ

れとも彼らか——にそれをお与えになるにいたるであろう。それから、明白なる究極の真理が明らかとなり、

その貴き物がそれを受け継ぐにふさわしいその持ち主たち——彼らは「息子たち」と呼ばれる——に戻るであ

ろう。その心からは妬みと憎しみが取り除かれ、想像力による思考は停止するであろう。ひとりひとりがみな、

人類のひとりひとりをみずからの同胞であるがごとく、そしてその同胞は自分自身であるとみなすであろう。

人が自分の四肢のひとつひとつの器官を見て、そのひとつは他のもの自身であり、自分の各部は全体そのもの

であると思うように。それから、大勢の者たちが放浪し、知が増えてゆくであろう。人はもはやその隣人に「主

を知りなさい」と教えることはなくなる。なぜなら、小さき者から大きな者まで、海を水が〔覆う〕ように、

万人が主を知るからである。「なぜなら、地は主を知る知識で満たされる。水が海を覆うように」（イザ 11：

9）。その後、すべての者が認めるのである。すべての言語のなかから選ばれたもの、それは聖なる言語〔ヘブ

ライ語〕であると。 
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