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Letters to Apostates 

-Jacob ben Eliyahu and Profayt Duran -

志 田 雅 宏
Masahiro Shida 

要旨:

中世のユダヤ人共同体が直面した問題のひとつに、ユダヤ人によるキリスト教への改宗が

挙げられる。「棄教者」は改宗後もさまざまな仕方でユダヤ教徒とかかわった。本稿では、

このような棄教者に対して送られた、ヤコブ・ベン・エリヤフ (13世紀)とプロファイ

ト・ドウラン (14-15世紀)の書簡を扱う。これらの書簡は同時代のキリスト教世界を描

写している。前者はキリスト教の聖人伝や同時代の地中海世界の王朝の変動について詳述し、

後者はキリスト教の教義 (1実体変化」など)について、それを受け入れた友人への賛辞を

まじえつつ論じている。本稿における着服は書簡における棄教者のイメージである。それは、

著者の巧妙なキリスト教批判をとらえる上で重要である。なぜなら、彼らはキリスト教を自

ら攻撃する代わりに、その役割を書簡の受け手である棄教者にゆだねているからである。

キーワード:

中世ユダヤ教、反キリスト教論争文学、ヤコブ・ベン・エリヤフ、プロファイト・ドウラン、

改宗

Summary: 

Conversion to Christianity by the Jews is considered one of the serious problems白atJewish 

communities con企ontedin the middle ages.“Apostates" often kept their relations with the Jews in 

various ways， even after their conversions. This paper discusses two letters which were sent to such 

apost脚色 onewri仕切 by Jacob ben Eliyahu (El似し 13血century)初 dthe other by Profayt Duran (14th_ 

15出 centuries).These letters describe白eChristian world of the same ages. The former details some 

stories of Christian saints and dynastic changes in the Mediterranean world; the latter discusses 

Christian dogmas (巴specially，the Tr組 substantiation)with some praises to the addressee，吐leauthor's 

企iendwho accepted them. My point of view is the images of apostates in the letters， which seem to be 

important for understanding the au出ors'critical attitudes toward Christianity. It is because吐leydo not 

attack Christianity for themselves but， instead， give this role to the apostates， who were addressees of 

the letters. 

Keywords: 

Medieval Judaism， Jewish polemical literature against Christianity， Jacob ben Eliyahu (Elijah)， 

Profayt Duran， Conversion 
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ユダヤ文献原典研究 l 棄教者への書簡

1 .問題提起:中世イベリア半島における「棄教者J
証人であるとし、彼らは神の意志によって終末まで離散しながら生きると主張した4。ユダ

ヤ人の離散に救済史的な意義を与えたこの主張は、ユダヤ人が強制的な改宗から守られる

べきだとする立場の神学的根拠となった。ところが、 12世紀以降その図式は崩れていき、

ユダヤ人は「証人」から「異端者」に変わった5。それは、従来の図式を支えていたユダヤ

人のイメージ、ユダヤ人がモーセの律法に忠実であり、その戒律を守り続けているという

イメージが覆されたことに起因する。ベトルスのような改宗者によってラピ文献に触れた

キリスト教の論争者たちは、「同時代のユダヤ教がその聖書的遺産に背いており、同時代

のユダヤ教の書物はもはや守るに値しないという考えJ6を持つにいたった。そして、同時

代のユダヤ教徒を「異端Jとして規定したのである。

ただし、その時点ではまだユダヤ人は改宗を強いられていたわけではなかった。ユダヤ

人を取り巻く環境は確かに厳しさを増していったが、彼らを強制的に改宗させることは法

的に禁じられていたからであるらところが、 1391年にイベリア半島全土を襲ったユダヤ

人迫害によって、多くのユダヤ人が改宗のための洗礼を強いられるようになった。キリス

ト教民衆の暴力に対する恐怖心、よりよい職業に就くことへの望み、あるいは哲学的思索

から芽生えた宗教への懐疑心が、大勢の棄教者を生み出したのである。そして、潰滅した

ユダヤ人共同体が復興していく過程で、批判は共同体の内部にも向けられるようになった。

同時代のカトリック世界にみられた教会制度への批判に呼応するように、ユダヤ教世界の

内部でもタルムード学習を中心に形成されてきた権力の構造に異議が唱えられるように

なったのである80

中世における「改宗」とは、異なる宗教共同体のあいだを信仰者が移動するというよう

な単純なことではない。キリスト教圏のイベリア半島において、ユダヤ人は王権の直接的

な支配下に入ることで、「アルハマJと呼ばれる共同体による自治を認められた。ユダヤ

人が他宗教に改宗することは、この共同体との関係をただちに断つということではなかっ

た。むしろ、彼らの改宗は宗教聞の境界をあいまいにし、従来とは異なる仕方で規定され

た新たな集団を生み出した10

ユダヤ人の改宗、彼らの側から見た場合の「棄教」という行為は中世に始まったわけで

はない。しかし、中世の棄教者はユダヤ教徒とキリスト教徒の宗教論争に新しい視点を持

ち込んだ。従来、論争の主題はへブゃライ語聖書(旧約聖書)の「正しいj解釈だ、った。

モーセの律法は字義的に解釈されるべきか、それとも寓意的に解釈されるべきなのか。論

争者たちは、両宗教が共有する教典の解釈方法をめぐって対立したのである。それに対し、

ユダヤ教からキリスト教に改宗した中世の論争者が問題にしたのは、へブライ語聖書では

なくラピ・ユダ、ヤ教の文献だ、った。たとえば、『ユダヤ人との対話』を著した改宗者ペト

ルス・アルフォンスィ (12世紀)は、その著書のなかで「モイセス(ヘブライ語名「モ

シェJ)Jというユダヤ人を登場させ2、彼に向けてラピ文献の説話(アガダー)を批判する。

ペトルスによれば、そうした説話には擬人神観が顕著であり、夕 lレムードにしたがって生

活を営む同時代のユダヤ人はもはやヘブライ語聖書の戒律をほとんど実践できていないの

である30

宗教論争におけるこうした焦点の移行は、キリスト教世界におけるユダヤ人のイメージ

を変容させていった。従来、ユダヤ人は神による人類救済の歴史のなかで特別な役割を

担っていると考えられていた。アウグステイヌスはユダヤ人がキリスト教の真理のための

1 14世紀末-15世紀の「コンベルソJ(強制的にキリスト教に改宗させられたユダヤ人)は、その後もユ

ダヤ人共同体とのかかわりを持ち続けた。たとえば、コンペルソがユダヤ教の生活に不可欠なコシェルの

ワインをユダヤ人に売ることはユダヤ法で認められていたという。一方、彼らを新たな宗教的同胞として

受け入れる側のキリスト教徒は、彼らとの同一化を拒み、「新キリスト教徒」という差別的なカテゴリー

を創出した。コンペルソはひとつの社会集団を形成し、ユダヤ人も旧来のキリスト教徒もそれぞれの仕方

で彼らとの関係を構築しようと試みたのである。この問題について、ユダヤ人の側からのアプローチを検

証したものに、 Ben.ZionNetanyahu， The Marranos ofやain:From the Late Fourteenth ω the EarかSixteenth

Centwァ， Ithaca: Comell Universi句/P田 ss，1999がある。一方、キリスト教徒の側からのアプローチについて

は、 DavidNirenberg，“Spanish‘Judaism'組 d‘Christianity'in an Age of M出 sConversion"， (in J. Cohen and M 

Rosman ed.， Rethinking European Jc四/ishHist01ァ， Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization， 2009， 

pp. 149ー172) を参照した。さらに、ラム・ベン・シャロームはコンベルソに対するラピたちの態度の変

容をネタニヤフが単純化しすぎている(寛容から非難へ)として、ユダヤ人・コンベルソ・キリスト教徒

という新しい社会的な三角関係のなかで、コンベルソの問題を考察する必要性を主張している。 C王Ram

Ben-Shalom， The Social Context of Apostasy among Fifteenth-Century Spanish Jewry， (in Ibid， pp. 173-198) 
2 rモシェ」はベトルス自身の改宗以前のユダヤ名である。それゆえ、この対話篇はあるユダヤ人との関

の実際の論争を記録したものではなく、ペトルス自身の内的対話を書いたものと考えられている。

3 ベトルス・アルフォンスィのユダヤ人観については、 JeremyCohen， Living Letters ofthe Law: Ideas ofthe 

J仰 inMedieval Christianity， Berkeley: University of Califomia Press， 1999， pp.201-218を参照した。ジ、エレ

ミー・コーへンはベトルスを反ユダヤ教論争文学において初めてラビ文献をもちいたキリスト教徒の論争

者としている。

4 アウグステイヌスは創世記に登場するカインをユダヤ人として、アベルをイエス・キリストとして解釈

した。そして、アベル殺害後、カインが追放されたことをユダヤ人の離散と同定している。そのさい、カ

インは「私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう」と神に言ったのに対し、神はカインを殺す者は復

讐を受けると答える(創世記4・14-15、アウグスティヌス fマニ教徒フアウストゥス論駁j12. 12-13)。

そして、詩編 59・12において、「いつかあなたの律法を忘れることがないように、彼らを殺さないでくだ

さい」だけでなく、「彼らを散らしてくださいjと付け加えられていることについて、これはユダヤ人が

世界中に離散し、キリストについて預言されたことの証人となることを伝えている(アウグスティヌス

『神の国j18. 46) 0 Cf. Paula Fredriksen， Augustine and the Jews: A Christian Dφnse of Jc仰'sand Judaism， New 

Haven: Yale University Press， 2010， pp. 260-352; Cohen， Living Letters ofthe Law， pp. 27-33. 
なお、「散らすJ(詩編 59:12) という表現は、へブライ語本文では r1出、J:-J (彼らをさまよわせよ)J、

ラテン語訳(ウルガータ)では rdisperge iIIos (彼らを散らせ)、新共同訳では「彼らを動揺させ(る)J

となっている。ここではアウグステイヌス(大島春子、岡野昌雄訳)rアウグスティヌス著作集 14r神の

国J(4).1 (教文館、 1980年)365頁に依拠した。

5 この変容の時期について、ジ、エレミー・コーへンは TheFriars and the Jews: The Evolution of Medieval 

Anti-Judaism (ltacha: Comell University Press， 1982) では 13世紀としているが、 LivingLetters of the Law 

(1999) ではそれを修正し、アモス・フンケンシュタインの説に同意している。フンケンシュタインはこ

の移行の動因として、キリスト教世界における「合理的・哲学的主張」と「ラピ文献への知識」の二点を

挙げ、コーへンは補足として、キリスト教世界の拡大によって、ユダヤ人以外の異教徒(主にムスリム)

との出会いが増えたことを加えている。 Cf.Cohen， Living Letters of the Law， p.156; ，1"目的jiJ1!l011j1l 

.125・144'凶，(円'つ11m)ユうれな Jコ'明πmコ口、i:mう白叶1円、

6 Cohen， Living Letters of the L仰，p. 333 

7 13世紀後半のアラゴン、カステイ}リャ両王国ではユダヤ人が王権によって保護されていた。アラゴ

ン連合王国のジャウメ l世はレコンキスタによる領土拡大において、ユダヤ人を積極的に入植させた。カ

スティーリャ王国のアルフォンソ l世は『七部法典Jにおいてユダヤ人に対する強制改宗を禁止した。

8 大量の改宗という問題について、イツハク・ベーアはユダヤ教徒のアヴエロエス主義者(イスラーム哲

学およびマイモニデスを通じてアリストテレス哲学を受容したユダヤ人哲学者たち)に対する批判を指摘

する。 Cf.Yit油akBaer (Benjamin R. Gampel tr.)， A Hist01ァザTheJews in Christian Spain， Philadelphia:τbe 
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ユダヤ文献原典研究 1 棄教者への書簡

さて、こうした中世におけるユダヤ人の改宗/棄教という問題を考察するための文献の

ひとつに書簡がある。ユダヤ教徒から棄教者に送られた書簡である。こうした書簡はユダ

ヤ教における反キリスト教論争文学に数えられるが、ここで扱うのは、厳密に言えば、キ

リスト教だけでなく棄教(者)をも攻撃の射程に含めるものである。

具体的に本稿で分析するのは二つの書簡である。第一はヤコブ・ベン・エリヤフ (13

世紀)による書簡 π~'~'r" 泊コ問、 '1 (mコη)mν~ rヴェネツイアからのラピ・ヤコブの書

簡』、第二はプロファイト 9 ドウラン(14世紀後半から 15世紀前半)による書簡n古前

1'n1コNコ明n う~ rアル・テヒ・カーアヴォテハ(汝の父祖のごとくであるなかれHである。

両者は上述した脅威、すなわち改宗者によるラピ文献批判と強制的な改宗の時代にそれぞ

れ書かれたものである。

二つの書簡では同時代の改宗者の活動についても言及されている。それゆえ、これらを

改宗の脅威に直面したユダヤ人共同体の応答を記した歴史的な資料として読むことができ

る10。ただし、本稿における狙いは、必ずしも当時のユダヤ教徒と棄教者の関係を再構成

することではない。ユダヤ人共同体のなかで生じた改宗の現実を浮かび上がらせることで

もない。着目したいのは、書簡における「棄教者」のイメージと、著者が彼らに与える役

割である。二人の著者はその受け手である棄教者に対し、異なるアプローチで臨む。ヤコ

ブ・ベン・エリヤフは棄教を非難し、相手を再びユダヤ教に改宗させようとうながす。一

方、プロファイト・ドウランはそれを諦め、彼がキリスト教徒として生きていくことを認

めているようにみえる。ただし、そのような違いがある一方で、、共通している点もある。

それは、彼らが相手を単なるキリスト教徒ではなく、「棄教したユダヤ人」とみなしてい

ることである。さらに、キリスト教への批判という役割を巧妙な仕方で彼らにゆだねてい

ることである。

以下の考察ではまず、二つの書簡が書かれた時代背景や、当時の改宗者がヲ|き起こした

社会的な問題を先行研究から確認する。次に、上述の着眼点にしたがって、それぞれの書

簡の分析を進めていく。

2. ヤコブ・ベン・工リヤフとプ口ファイ卜・ドウラン:書簡と時代

ヤコブ・ベン・エリヤフ『ヴェネツィアからのラビ・ヤコブの書簡』

『ヴェネツイアからのラピ・ヤコブの書簡J(以下、『ラピ・ヤコブの書簡J)は 1868年、

ヨセフ・コパックによってその校訂版が出版された11。著者の「ラピ・ヤコブ」が誰なの

かをめぐっては研究者のあいだで議論があったが、ヤコブ・マンは彼が南フランス(プロ

ヴァンス地方)出身のヤコブ・デ・ラット(別名カルカッソンヌのヤコブ・ベン・エリヤ

フ・ベン・イツハク)であると主張する九書簡のタイトルにある「ヴ、ェネツィァ」は著

者の出身地ではない、というわけである。一方、書簡に付帯された記述によれば、受け手

は「ポーjレjないし「パウリ」という名の修道士で、もとはシャウルという名を持つユダ

ヤ教徒であった。そして、著者とこの棄教者は親しい関係にあったことも記されている九

それについて、マンはこの修道士がデ・ラット一家のエリエゼル・ベン・エマヌエルなる

人物の弟子だ、ったと記した年代記(14世紀)を紹介している 14。ロパート・チェイザンは

マンの検証をふまえて、「ヤコブ・ベン・エリヤフJを名乗る人物の著作は他にもいくつ

かあり、それらの著者の特定に関しては研究者の聞で異なる見解も見られるが、いずれに

せよ『ラピ・ヤコブの書簡』の著者はプロヴァンス地方の出身であったと結論づけるヘ

Jewish Publication Society， vol. 1ー1961，vol. 2-1966， (originally in Hebrew， 1945)， vol. 2， pp. 137-138， pp.253-

259.しかし、エレアザル・グトウイルトはベーアの仮説を批判的に検証し、同時代のスペインのキリスト

教社会に目を向けるべきだとして、スペイン・カトリックにおける教会制度の批判とユダヤ人共同体にお

けるタルムード主義批判との影響関係を指摘する。 Cf.Eleazar (Eliezer) Gutwirth，“Conversion to Christianity 

amongst Fifteenth-century Spanish Jews: An Altemative Explanation"， in D. Carpi & etc. ed.口出'JJ7うコわ 1!l0

OJOJ1:1 11!l1p11:l1 1J"J'コη、口、コロ吋1:1'口 11117111う白川pn泊p1p:110J1泊、ロ (ShlomoSimonsohn: Studies on the History 

oftheJews初 theMiddle Ages and Renaissance Period)， Tel Aviv: Tel Aviv University， 1993， pp. 97-122. 
9 欧文表記では ProfaytとProfiatがあるが、本稿では前者にならう。

10 たとえば、ヨセフ・シャツツミラーはヤコブ・ベン・エリヤフの書簡から、その受け手であるパウル

ス・クリスティアーニの活動を記述している。また、エレアザル・グトウイルトはプロファイト・ドウラ

ンの書簡から、経済的動機でキリスト教に改宗することへの批判を読みとり、「あなたの父祖のごとくで

あってはならない」という表現には、ユダヤ人の名家が改宗を選んだことへのアイロニーが込められてい

ると主張する。 C五JosephSha包mi11er，“PaulusChristiani: Un aspect de son activite antiサuive"，in G. Nahon et 
Ch. Touati ed.， Hommage a Georges T匂da:E加d田 d'histoireet de pensee juives， Louvain: Editions Peeters， 1980， 

pp. 203-217; Ele位置 Gutwi巾，“Religionand Social Criticism in Late Medieval Rousi11on: An Aspect of Profayt 

Duran's Activity"， Michael， vol刃 1(1991)， pp. 135-156， esp. pp. 142ー145

11 111'JJ' (Jeschurun)， vol. IV (1868)， pp.I-34.以下、 JKと略す。なお、本稿では原則として、寸11円引か

Dつ'JJ11，うl'i1'JJ'，口、111コ11..1l'i ，1"o'JJJT"l'i (Judah D. Eisenstein ed.， Ozar Wikuhim: A Collection of Polemics and 

Disputations， originally in New York， 1922)， pp. 184ー193に収録された同テクストを使用する(以下、 OWと

略す)。コバック版はアブラハム・ベルリナーが書き写したミュンヘン写本 (no.210) と、シュロモ・ザ

ルマン・ハイーム・ハルパースタムによって発見された写本を底本としている。

12 Jacob Mann，“Un sou四 ede J'histoire juive au XIIIe siゐle:La letter polemique de Jacob b. Elie a Pablo 

Christiani"， Revue des etudes Juives， vol. 82 (1926)， pp. 363-377 
13 二つの記述を例示しておく。コバック版 1ヤロうn刀、:1171!l' 71!lJ 71!l刀J1コi'J:171l'i'JJ7コPl1"11市'JJコ巾円円T'

τi'J11'JJJ'JJ白寸1p["これが、ラピ・ヤコブがポールの名を持つシャウルーー落ちるがよいーーに送った書簡

である。彼は棄教する前、彼の弟子であったJ(JK， p.32)。ハルパースタム写本・ '1n7'JJ 1'JJl'i :111::1:1 :1T' 

mπ(1l'i口うl'i1'JJウ 1..円、コ1I111'JJ1う11T1i'J1う，"011寸π1":う"耳、拭寸1::J.)11守口 U寸1寸πnl'i:1うl'i:1l'iな刀、コロ悶11口コpl1'

'，1コTJπ コPl1"11ココ2う拭、J'JJ1'nl'i :1':11叶1刀、 1寸111コう1l'i'JJ1i'J'JJ l'i1pJ 1'JJl'iウ1l'i!l吋白!l["これはヴェネツイアの医

者ラビ・ヤコブが説教者にして、(イスラエルを)引き裂く者である兄弟に送った書簡である。それはパ

ウリ修道士のことであり、ユダヤ教徒の間はその名はシャウルと呼ばれた。彼は称えられるべきくだんの

ラピ・ヤコブの第二の兄弟であったJ(JK， p. 2， n. 1)。
14 Mann，“Un source de l'histoire juive au XIIIe siecle"， p. 364この年代記とは、イツハク・デ・ラットによる

『シャアレイ・ツイオンj(プロヴァンス地方のユダヤ人著作家についての年代記)である。 C王 Ibid.

p.364，n.5 

15 Robert Chazan，“The Letter of R. Jacob ben Elijah to Friar Paul"， Jewish Histoη， vol. 6， No. 1/2， The Frank 

Talmage Memorial Volume， 1992， pp. 51-63.また、以下の議論も参照。 KennethR. Stow，“Jacob of Venice and 

出eJewish Settlement in Venice in the Thirteenth Century"， in N.M. Waldman ed. Commun砂 andCulture: Essays in 

Jewish Studies in Honor ofthe Ninetieth Anniversary ofGratz College， Philadelphia: Se廿1Press， 1987， pp. 221-232; 
:ロウ'JJ1ヤ，口明1百円、かコ OJコ11!l1寸1!l0可1π、コ1pコ「コP判1か1111門1口口、π:1111111:11吋..U111コ111う1泊，ロ1う'JJ幽p白「

T勺 'JJ11，目、「コ11:1π目、口「コ、J1l'i:11百"-1コpn..'ャ，n1T泊コうl'i1'JJ、 n台、πp1pnぅ、コz・1コ11コロ(RamBen-Shalom， Facing 

Christian Culture: Historical Consciousness and Images of向 Pastamong the Jews ofやainand Southern France 

during the Middle Ages)， Jerusalem: Ben開ZviInstitute， 2006) .35 'i'Jl1， 

チェイザンは J'コバック、 M'シュタインシュナイダー、 J'マン、 B'Z・デイヌール、 K'ストウら

の見解を検証している。同時代に「ヤコブ・ベン・エリヤフ」なる人物によって書かれたものは、この書

簡の他に三つ確認されている。1.プトレマイオスの著作(ラテン語訳)のへブライ語訳、 2. アブー・マ

アシャル『占星術入門~ (ラテン語訳)のへブライ語訳、 3. 棄教者アンドレアスによる書簡(ラテン語

訳)のへブライ語訳の三点である。チェイザン自身も含めて、いずれの研究者もこの四つの著作がすべて

同一人物によるものである可能性を否定している。コノfックは l と『ラピ・ヤコブの書簡』の著者が同
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ユダヤ文献原典研究 1 棄教者への書簡

プ口ファイト・ドウラン『アル・テヒ・カーアヴォテハ』

プロファイト・ドウランはプロヴァンス地方の有力なユダヤ人の一族に生まれた。出身

地は現在のスペインとフランスの国境近くに位置するベルピニャンであり、その後カタ

ルーニャ地方に移り住んだ、とされる。著作としては、文法学および哲学の著作である『マ

アセ・エフォド』が知られている。また、ドウランは二つの反キリスト教論争文学の著作

を書いた。それが、書簡『アル・テヒ・カアヴォテハ(汝の父祖のごとくであるなか

れ).] (以下、『アル・テヒ.])と、『ケリマット・ハーゴイーム(異教徒の恥辱).]である200

先に『ケリマット・ハーゴイーム』について触れておくと、この著作は新約聖書の福音書

を詳細に吟味し、キリスト教の教義を体系的に批判するものである。ドウランは福音書で

語られるイエスの教えと、現行のカトリックの教義や制度との祖師を指摘する。言い換え

れば、同書が主張するのは、同時代のキリスト教がイエスの教えを「誤って」解釈し、創

唱者から議離しているということである210

一方、『アル・テヒ』はキリスト教に改宗した彼の友人ダヴイド・ボネット・ボンジョ

ルンに送られた書簡である。では、『アル・テヒ』と『ケリマット・ハーゴイーム』の聞に

はどのような関連性があるのだろうか。この問題については、ドウランが活動していたベ

ルピニヤンの古文書を調べ、その著作活動の年代特定を試みたリチヤード・エメリーの考

察と、エフライム(フランク)・タルマジによる検証をみておきたい22。

1391年6月、セピリアで勃発したユダヤ人迫害は、またたく聞にイベリア半島全土に

広がった。徴税役人や高利貸しの職についたユダヤ人はキリスト教徒の恨みの対象となり、

過ぎ越しの祭りにおいてキリスト教徒の子供を殺害する(儀式殺人)悪魔とみなされるよ

うになった。さらに、ペストの蔓延やカスティーリヤの王位継承戦争における反ユダヤ主

義的なプロパガンダなどによって、キリスト教徒の民衆の反ユダヤ的な感情が高まって

いった。この危険な高揚のなかで、セピリアの助祭フェラント・マルテイネスによる反ユ

ダヤ的な説教が続けられ、 1391年についに大規模な暴動が起こったのである23。

この迫害のもとで多くのユダヤ人が棄教したのはすでに述べたとおりだが、それがドウ

ランにも当てはまるかどうかについては見解の相違がある。数世代後に現れた古い伝承で

は、ドウラン自身も洗礼を強いられたが、彼はそれを悔い改めてユダヤ教に再改宗するた

めにイスラエルの地を目指したという。その旅には同じく強制改宗者のボンジヨルンも同

伴したのだが、彼は途上のアヴイニョンで、改宗者パウルス(パフ。ロ)・デ・サンタ・マリ

アμ に出会い、完全にキリスト教を受け入れる。そして、ドウランはその後ボンジヨルン

次に、受け手の棄教者については、それがパウルス・クリステイアーニであるという見

解でほぼ確定している 16。パウルスの前半生についてはあまりわかっていないが、書簡に

よれば彼はシャウルという名のユダヤ人として生まれ、ヤコブ・ベン・エリヤフ自身ある

いは彼の一家の者と師弟関係にあった。しかし、シャウルはユダヤ教を棄て、ドミニコ修

道会の修道士パウルスとなり、 13世紀後半の対ユダヤ人布教活動において重要な役割を

担った。また、 1263年にバルセロナでおこなわれた公開討論で、パウルスはアラゴン王

国のユダ、ヤ人指導者ナフマニデス(モシェ・ベン・ナフマン)と対峠した。その後も、パ

ウルスの布教活動は続いたが、彼の関心は常にラピ文献にあった。そして、その射程は非

法規的な説話(アガダー)にとどまらず、ユダヤ法(ハラハー)にまでおよんだ170

ただし、『ラピ・ヤコブの書簡』はこの 1263年の出来事に一切触れていない。パウルス

の活動について具体的に言及されているのは、彼の説教活動のみである 18。それゆえ、

チェイザンはこの書簡が書かれたのは 1263年以前ではないかと推測しているヘ

一人物であると主張するが、ストウはそれを批判し、 3 とこの書簡の著者を同一人物とみなす。ストウ

によれば、この「ヤコブ」は以前キリスト教に改宗し、その後ユダヤ教に再改宗した。だが、そのような

再改宗は当時のフランスにおける異端審問のもとでは認められていなかったため、彼はプロヴァンスから

ヴェネツイアへ移り、その地で書簡を書いたと主張した(そして、さらに東方へ向かった)。ストウの主

張は、この「ヴ‘エネツイア」を実際の地名として解釈したシュタインシュナイダーの説に依拠している。

一方、マンはこの地名が「ヴェネツイア」ではなく「パレンシア」であるとし、ヤコブ・デ・ラットは同

じアラゴン連合王国領内のパレンシアに移り、そこで書簡を書いたと主張する。また、チェイザンもこの

書簡はアラゴン連合王国で書かれたと推測している。

16 シュタインシユナイダーはこの「ポール(パウリ)修道士Jをパウルス・クリスティアーニと同定する

ことに異論を唱えている。しかし、シャツツミラーはラピ・ヤコブがこの修道士の棄教とその後の活動を

よく知っており、この修道士がパウルス・クリステイアーニに他ならないと主張する。チェイザンやベ

ン・シャロームも後者の見解に賛成している。 Cf.Shatzmiller，“Paulus Christiani"; Chazan，‘'The Letter of R. 

Jacob ben Elijah to Friar Paul"; .35 '1.lll ，TI吋~1J mコiTlう11.l，口令官~-1コ
17 1260年代から 70年代にかけてのラピ文献に対するパウルスの挑戦とその射程の広がりについては、

Robert Chazan，“Chapter Thi巾 enof the Mahazik Emunah: Fu巾 erLight on Fr即 PaulChristian and the New 

Christian Missionizing"， Michael， vol. XII， 1991， pp. 9-26を参照。

18 Cf.OW，p.189 

19 Chazan，“The Letter ofR目 Jacobben Elijah to Friar Paul"， pp. 58-59. 

20 二つのテクストはフランク(エフライム)・タルマジによって校訂され、注釈がつけられている。

Tコ「口:口、う1111i、，1'れ1::ll'tコ、πnうl'tTlil'l't1口、、1ユπmウコ :1l'ti1寸口明i!lう 01的1!l、コnコ，(πコ、ill1l't1コ1.l)，ユ的n口、i!ll't

l't"1.l111Tl ，i1J吋 Tコi1.l1iTlll l1.l'7T (Ephraim Talmage (in柱。ductionand annotation)， The Polemical 肝 itingsof Profiat 

Duran: The Reproach ofthe Gentiles and 'Be Not Like unto Thy Fathers " Jerusalem: The Zalman Shazar Center and 

The Dinur Center， 1981) 以下、『アル・テヒj(ibid.， pp. 73-84) をAT、『ケリマット・ハーゴイームj(ibid.， 
pp.2-67) をKGと略す。

21 rケリマット・ハーゴイーム』におけるキリスト教批判の方法については、ジ、エレミー・コーへンが先行

研究をふまえた形で論じている。ドウランの批判の矛先は教会制度に向けられており、その意味でカト

リック世界における教会批判の傾向と何らかの関連性がうかがえる。しかし、コーへンによれば、それは

カトリック世界における批判にドウランが同調したということではない。むしろ、ドウランが利用したの

は、ライムンドゥス・マルテイニの『プギオ・フイデイ(信仰の剣Hにおけるラピ・ユダヤ教批判であ

る。パウルス・クリステイアーニと同時代の修道士であるマルティニの批判の草新性は、ラピ・ユダヤ教

が聖書の宗教から議離していることを指摘した点にあった。そして、彼の『プギオ・フイデイ』はドミニ

コ修道会を中心に展開される新たなユダヤ教批判の結実であり、その影響力はきわめて大きかった。そこ

で、ドウランは同様の方法を反転的に利用し、キリスト教批判のための視点、として導入したのである。

Cf. Jeremy Cohen，“Profiat Duran's The Reproach of the Gentiles and the Development of Jewish Anti-Christian 

Polemic"， in 110J1泊、0;'口うIIIううコl'i!lO，pp. 71-84 

22 Richard W. Emery，“New Light on Profayt Duran 'The Efodi'''， The Jewish Quarterly Revi，日夕， vol. 58， No. 4 

(1968)， pp. 328-337; .う-o'1.lll ，l't1::l1.l ，1l'ti1' o'!l1iめ01的1!lつTI::l"ユ的nなお、エメリーの論文のタイトルに

ある「エフォデイ(エフォド)Jとは「私はプロファイト・ドウランである(アニ・プロファイト・ドウ

ラン)Jを略したもので、ドウラン自身が著作や書簡でそのように署名している。また、エフォドとは大

祭司が身にまとう祭服の一部でもある(出エジプト記28章)。

23 1391年の暴動に関する日本語の簡潔な記述として、関哲行『世界史リブレット 59 スペインのユダヤ
人』山川出版社、 2003年、 53-57頁を挙げておく。

24 ユダ、ヤ名はシュロモ・ハーレヴィ。ブルゴスの有力なユダヤ人一族に生まれ、哲学などへの造詣も深かっ

た。彼のような上流階級の知識人がキリスト教に改宗するケースは、当時の改宗の典型的なものだった。
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ユダヤ文献原典研究 l 棄教者への書簡

に書簡を書いたというわけである。しかし、イツハク・ベーアはこの伝承が誤りであると

し、ドウランは棄教しなかったと主張する。つまり、『アル・テヒ』はユダヤ教の信仰を

守り続ける立場から書かれたというわけで、あるへそれに対し、エメリーはベルピニャン

の古文書から、ドウランがHonoratusde Bonafide Iホノラトゥス・デ・ボナフイデjとい

う洗礼名を持っていたことを発見し、彼は伝承のとおり、強制改宗したユダヤ人だ、ったと

主張する。そして、彼が受洗したのは 1391年から翌年にかけてのいずれかの時期であり、

『アル・テヒ』はその棄教以前に、一方『ケリマット・ハーゴイーム』は以後に書かれたと

推測する。さらに、タルマジはドウランが一度はキリスト教に改宗したものの、その後ユ

ダヤ教に戻ってきた(つまり上述の古い伝統と同様)と主張する。また、反キリスト教的

な二つの著作の執筆時期について、エメリーと若干異なる見解を示し、二っともドウラン

の受洗後に書かれたという説を支持するお。つまり、『アル・テヒ』はユダヤ教徒によって

書かれた可能性と、強制改宗したキリスト教徒によって書かれた可能性があることになる。

ただ、いずれの立場にせよ、ドウランの意図は明確で、ある。この主題についでは第4節で

扱うことにしよう。

た何千何万という説話がある。・・・・また、別の説話もある。そのなかには格言が閉じこめられ、

物語が隠されている。それらは賢き賢者たちの口から語られ、大衆はその言葉を字義どおりに、

文章のとおりに信じる。だが、心の賢き者は知性によって理解するだろう。それは、自分に与え

られた我らの神、主の祝福であると。 (OW，pp. 184-185) 

111コn泊111可ユN口コうロユ ?111pm，可N7Jうコ'JJπ1泊''JJN111p1pn 111寸ユN'1泊うnコ'JJ、つ 1ココうコ「白沢れつ1

''JJN 111，nN 111寸ユ終旬、1......コ「山口円'T口pm，コ，コ， p1m、れ口N:1?::!'JJ:1 17J 111p1mれ1ココ「う1口、Dう的

、コ，ロ也1'JJ!)コ口、「コ可π口、J'7J沢口 11泊円:11，口、泊コ1n口口、白コ円、!)7J白円1，口、白うj]J111寸":11口、泊1110白内泊訳出 1:1コ

.1う1m''JJN 1J':1うN':111コ「ココ，1うコ旬、Dコ?コ、コうロコ111，口o!)'JJ7J1コ

ヤコブ・ベン・エリヤフはユダヤ教のラピ文献の説話群に相当するものがキリスト教にも

みられることを指摘する。そして、彼は大胆にもユダヤ教とキリスト教を近づけることを

試みる。いずれの宗教においても、説話は神による報酬と罰が人々の行いにしたがって正

しく定められていることを理解させるためにある。教典の記述だけでは、人々はそう ιした

神慮を理解できない。それは福音書でも同様であり、神の摂理の正しさを理解させるため

に、賢者による解釈としての説話が必要とされるのである。ただし、説話のなかには、賢

い者だけが字義の背後にある隠された意味を理解できるものもある。そして、そのような

説話の例として、ヤコブ・ベン・エリヤフは六つのキリスト教の聖人伝を引用するヘ

第一の説話は、巡礼地サンテイアゴ・デ・コンポステラの由来となった聖ヤコブ(ゼベ

ダイの子ヤコブ)の殉教の物語である。エルサレムで亡くなったヤコブの墓がイベリア半

島の北西部で発見されたことにまつわる伝承はさまざまなものがあるが28、書簡ではヤコ

ブがヤッフオの海で、木の板の上で、休んでいると、強い風が吹いてスペインの端まで飛ばさ

れたという短い話が記されている。第二の説話は、ローマ帝国におけるキリスト教徒への

迫害に関する物語である。異教崇拝を強いるデキウス帝による迫害を逃れた七人のキリス

ト教徒が、逃げ込んだ洞窟のなかで 700年間眠り、司教に呼び出されて外に出るという話

である。第三の説話は、聖ヒエロニュムスとライオンの物語である。ヒエロニユムスは自

身の罪を悔ド改めるために家を離れ、荒野に出た。そして、そこで足に腕の刺さったライ

オンと出会い、その臓を抜いてやると、ライオンは喜び、彼に仕えたという話である290

第四の説話は、聖パウロス(テーベのパウロス)と聖アントニオス(エジフ。トのアントニ

オス)の物語である。荒野での厳格な生活を送っていたパウロスは、毎日天から降ってく

る一日分のパンによって生きていた。そしてある日、二日分のパンが降ってきて、アント

ニオスが訪れ、二人で食事をした後にパウロスは息をひきとる。そして、衰弱したアント

3. 批判のスイッチとしての棄教者:

『ラビ・ヤコブの書簡』における聖人伝と歴史観

それでは、第一の書簡から見ていこう。

『ラピ・ヤコブの書簡』は神に対する称賛で始まり、離散においてもうコ「コm寸1的n;'11'

勺nl'¥口的":11，寸作コうl'¥ill戸、JJn1コう「タ Jレムードはすべてのイスラエルの子らの心をひと

つにまとめ、彼らはひとつの民となったJCow， p. 184) という言葉が続く。これは、パ

ウルスの示すタルムードへの攻撃的な態度を意識したものと考えられる。それから、ヤコ

ブ・ベン・エリヤフはキリスト教における説話についての言及を始める。

あなたは心のなかで、タルムードには知性から著しく隔たった説話が刻まれていると言うのだろ

うか。しかし、あなた方にもまた、東西の隔たりのようにずっと遠くにある真の知性から隔たつ

27 ヤコブ・ベン・エリヤフが読んだと考えられる聖人伝の特定および検証については、 '11.)，ロウU寸コ
216・277.凶，町内:mmコiTlを参照した。

28 サンテイアゴ・デ・コンポステラの由来は6世紀頃のラテン語伝承『ヤコフゃの受難jに遡る。新カト
リツク大事典編纂委員会編『新カトリック大事典.1(全6巻)、研究社、 1996-2010年、第4巻1038頁参
日召。

29 ヒエロニユムスがライオンの足の糠を抜いたという伝記は9世紀に現れた (W新カトリック大事典』第
4巻164頁参照)。ただし、ベン・シャロームはヤコブ・ベン・エリヤフにおけるヒエロニユムスの物語と、
キリスト教の伝承におけるそれとの違いを指摘している。たとえば、キリスト教の伝承ではヒエロニュム
スと修道士たちはベツレヘムに定住したのに対し、『ラピ・ヤコブの書簡』では彼の住まいが荒野に置か
れている。この奇跡震についても、キリスト教の伝承ではライオンがベツレヘムの修道院でヒエロニュム
スに仕えたと語られているのに対し、書簡ではこのエピソードが彼の悔い改めと遍歴の時期、すなわち修
道生活に入る前の、ヘブライ語の学習などをしていた時期に位置づけられている。 Cf.m:liTl '1口，ロ1うu・1コ
222 .口II，TI'寸:!!1J

25 Baer， A History ofThe Jews in Christian Spain， vol. 2， p. 151. 
26 この説はネタニヤフによるもの。ネタニヤフは『アル・テヒ』が 1394年(ないし 95年)、『ケリマツ

ト・ハーゴイーム』が 1396年に書かれたと結論づけており、夕ルマジジ、もそれに同意している。 Cf.

Ben-Zion Net旬an町Iりlya油hu叫，
S命'pa即m叱， p卯p.2幻21ト-包22幻3. . 
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ニオスに代わって、ライオンがその遺体を埋葬するという話である。第五の説話は、ドミ

ニコ修道会の創始者、聖ドミニクスの物語である。ドミニクスはカタリ派との論争におい

て、双方の教典の火に投げ込むことを提案する。すると、カタリ派の教典のみが焼かれ、

ドミニクスの書物は焼けることなく火のなかから取り出されたという話である。第六の説

話は、フランシスコ修道会の創始者、聖フランチェスコ(アッシジのフランチェスコ)の

物語である。フランチェスコは鳥たちと会話をし、自分たちに羽を与えた神を祝福するよ

う求めた。すると、鳥たちは彼が命じたようにさえずり、祝福を口にしたという話である。

これらの説話に共通しているのは、いずれも奇跡と呼ばれる出来事が起こっていること

である。では、こうしたキリスト教の聖人伝について、ヤコブ・ベン・エリヤフはどのよ

うな態度を示しているのか。興味深いのは、彼がこれらの奇跡聾への直接的な批判をいっ

さい述べていないことである。すでに述べたように、このような物語は知性から遠く隔

たってはいるが、それは人々の信仰を強めるために必要とされる。そして、その役割はユ

ダヤ教の説話についても同様であると彼は説明する

したがって、憐れみ深いお方、まことの神はその聖なる教えを与えられた。それは、我らの父祖

たちが見た大いなる試みと、我らの預言者モーセによって我々の耳が聞いたしるし、驚くべきわ

ざにおいてであった。神はシナイ山において、その栄光と偉大さを示され、民のすべてが主のわ

ざを見た。そして、しるしによるその教えはとどまり、そこに残るだろう。もし主の民がすべて

預言者であるとしたら、恐るべき行い、大いなる試み、驚くべきわざを彼らはなぜ求めるだろう

か。我らの神の名がその偉大さゆえに称えられんことを。いかなる者も神の知恵、を探求すること

はできないのだから。 (OW，p. 187) 

しかし、ここで我々は聞いの立て方を変える必要がある。ここで問うべきは、「彼はキ

リスト教の説話を批判しているのか」ではなく、「これが批判として成り立つとしたら、

それはどのような条件においてなのか」である。キリスト教の奇跡謹についての価値中立

的な、記述的なアプローチを規範的なそれに変える「スイッチ」があるのではないか。そ

のような想定をしてみると、ヤコブ・ベン・エリヤフがパウルスをどのように見ていたの

かが明らかになってくる。

最初の引用で見たように、パウルスはタルムードの説話が知性的でないとみなしていた。

これは、ラビ文献に対するキリスト教の論争者(おもに改宗者)の典型的な見解だ‘った。

彼らは説話における合理性の欠知を指摘し、攻撃した。逆に言えば、宗教とは理'性/知性

にもとづいたものだという前提があり、それに反するという指摘が相手の宗教を攻撃する

さいの根拠となりえたのである30。そこで、ヤコブ・ベン・エリヤフは同様の説話がキリ

スト教にもあると指摘する。それは、同じ論理でキリスト教が攻撃されることをほのめか

すものだが、重要なのは、具体的に説話の非合理性を攻撃するのを避けていることである。

ヤコブ・ベン・エリヤフは、もしパウルスがユダヤ教の説話を批判するなら、必然的にキ

リスト教の説話への批判も免れないことを示唆して立ち止まる。書簡に引用された聖人伝

が攻撃されるかどうかは、ヤコブの態度ではなく棄教者パウルスの活動にゆだねられるの

である。

『ラピ・ヤコブの書簡』では、当時の改宗修道士の活動も描写されている。パウルスは

ユダヤ人をキリスト教に改宗させるために説教活動を展開しており、そのことについてヤ

コブ・ベン・エリヤフは:J'lZlj?η'11'n1lZli寸:111白lZlう白う1可"':11 1 口jöj?~白う1:l 1N1:J' ilZlN1' 

「明1i白沢「子供から大人まで皆、あなたの説教を聞き、あなたの言葉に耳を傾けに来なけ

ればならないJ(OW， p. 189) と嘆く。だが、パウルスの試みは説教の内容の虚偽によって、

またユダヤ教の先人たちの教えによって挫かれるだろうと確信する。さらに、パウルスが

ユダヤ人シャウルとして、 'π「加コ1πlZl1'j?:Jmう1:11π「コ1πコTlZl!:lj:J m玄1:1'I清らかで澄み

きった魂において創造され、神聖さと清浄さのなかで生まれたJ(OW， p. 190) こと、

彼の両親や一族が敬慶なユダヤ教徒であることを思い起こさせようとする。さらに、

ロ円、mj?n~ 口nN玄1;'1π、!:lj:l nnn泊刀つコ nnjフう π、n1ì!:lN う:II n苫コ1ìπ'1:11:Jつ，…・・・ln':IIì う:II nう~n Nう'

'ロ作れわわlZln!:lうn;'1ロnnうれ「あなたは妻を憐れまなかった。彼女が自分の雛たちの上で伏

せているあいだ、に、あなたは彼女の翼の下から子供たちを奪い、彼らをその法(=ユダヤ

教)から出ていかせ、その毛を剃り、彼らの衣を取り換えたのだからJ(Ibid.) と責める。

これは、パウJレスが棄教に際して妻から子供たちを離し、キリスト教に改宗させたことへ

111111Nコ1，1J'111コN1Ni iψN111う1寸ユ;'11110泊コ円W1守pπ1rn1111m ，1泊悶πうN;'1，1泊円「円口ni泊π1コう

n沢口Y;'1うコ 1Ni1，'J、。コ 1"ユnN11守1ココ nN円相;'11，1J訳、コJ;'1W泊叩うY1JつTN1Y泊Wiψ沢口、n!l1泊1

口πう円泊，口、沢、コJ1';'1 ';'1白Y;'1うコ口問 .πJiNWn白W1;'1J'::Jon n1n1N刀1!l1NうY111i111;'1うコ1.'J1可NπWY~

ij?n l'訳、コ ，1nう1可ユ、Dコ1J';'1う沢口wnコnψ1コう?口、約!lJ口、n!l1泊1n1'1守)， 1110泊，口、約百口、WY~ Wj?コう

.111J1コnう

これは、奇跡とは民のためのものであり、もし民のすべてが預言者であるとしたら、その

ような奇跡は必要ないという主張である。そして、注目すべきは、この小括がキリスト教

の聖人伝の列挙に連なっていることである。つまり、ここでヤコブ・ベン・エリヤフが意

図しているのは、奇跡曹のような説話の意義について、ユダヤ教とキリスト教を近づける

ことに他ならない。だが、類似化(あるいは同一化)によって特徴づけられたアプローチ

は、当然ながらキリスト教の説話への攻撃を難しくする。その刃はユダヤ教の説話に返っ

てくるからである。実際、ヤコブ・ベン・エリヤフは六つの奇跡謹について、その内容を

攻撃してはいない。

30 興味深いのは、ラピ・ユダヤ教の説話群に対するパウルスの態度が、『ラピ・ヤコブの書簡』とバルセ
ロナ公開討論 (1263年)で対照的になっていることである。書簡では、パウルスが説話を非合理的なも
のとみなしていることが描かれているが、バルセロナ討論では評価を一変させ、イエス・キリストについ
てのラピたちの信仰の証拠として利用した。 Cf.Chazan，“Chapter Thirteen of the Mahazik Emunah": 
213 .凶，n'i:!;1ln1:J.in 7m ，t:117t1J-lコ バルセロナ公開討論におけるパウルスのアフ。ローチについては、志
田雅宏「ナフマニデスのメシアニズム:バルセロナ公開討論からの展開Jcr宗教研究J第86(1)巻、
2012年、 27-52頁)で論じた。
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の非難である。棄教とは鮮を断ち切る行為であり、シャウルとその家族の聞の紳、そして

彼の子供たちと彼らの母親(パウルスの妻)の粋が断たれたことについて、ヤコフやはパウ

ルスを諌めている。

さらに、やや後で、ヤコブ・ベン・エリヤフは棄教者の信仰心についても疑念を呈して

いる。彼はパウルスに対し、'l'7j:11、mう:1ijiilZlN ilZlN 11:17泊lZl的白氷山小沢うη，I異端者ド

ニンに起こったことを聞き知ってはいないのかJ(OW， p. 192) と訊ねている。この「ド

ニン」とは、 1240年のパリ討論でタルムードにおける反キリスト教的な記述を指摘して

非難したフランシスコ会修道士ニコラス・ドニンのことである。ドニンについて、ヤコブ

は'l'7jN7j π明約百円 mコ白川 1~mi1m 'πャnャロ刀 ilZlN'I主の法と教えから改宗したが、

『ローマの教えj(=キリスト教)も信じてはいなかったJ(Ibid.) という厳しい言葉を投

げつける。そして、書簡ではこの棄教者がユダヤ人による儀式殺人をフランスの国王に密

告しようとする姿が描かれる。改宗によって、師ラピ・イェヒエルから破門を宣告された

ドニンは、ユダヤ人が過ぎ越しの祭りでキリスト教徒の子供を殺し、その血肉を食してい

ると国王に告げ、ユダヤ人の改宗あるいは殺害をけしかける。しかし、その結末はドニン

に対する災いであった。国王は彼の主張を受け入れず、後日ドニンは熊に襲われて命を落

としたからである。

ヤコブ・ベン・エリヤフはドニンの最期が神的な応報によるものだと考える。ただ、ド

ニンが罰を受けた理由は、彼の棄教そのものではない。むしろ問題なのは、ドニンが多く

のユダヤ人の命を危険にさらした行為(儀式殺人の偽証)である。これは、すでにユダヤ

人への説教活動をおこなっていたパウルスへの警告であると考えられる。もし、ユダヤ人

を改宗させるような働きかけをすれば、ドニンが受けたものと同じような災いを神から下

されるだろうというわけである。そのさい、ヤコブ・ベン・エリヤフはドニンのエピソー

ドを語る前に、ユダヤ人を脅かす者への報いという主題に関連づけるかたちで、同時代の

地中海世界で起こった歴史的な変動を列挙する。

彼が挙げているのは、1.ムワッヒド朝の滅亡、 2. アラゴン王ジャウメ l世によるマ

ジョルカの征服、 3. エピルス(ギリシャ、ラテン帝国)の王テオドロス l世(コムネノ

ス・ドゥカス)の失脚、 4. ピザンツ帝国におけるラスカリス朝(ニカイア帝国)からパ

レオロゴス朝への転換、 5. アッパース朝末期におけるタタール人(モンゴル系)の侵入

である。キリスト教の説話についても言えることだが、ここにはヤコブ・ベン・エリヤフ

が活動したプロヴァンス地方やイベリア半島のみならず、ギリシャや小アジア、パピロニ

アといった東方世界での出来事も含まれており、著者の知識の広さに驚かされる。そして、

これら五つの出来事にヤコブ・ベン・エリヤフが見抜いた原則がある。それは、ユダヤ人

を迫害し、改宗を強制する支配層はまたたく聞に滅亡していき、ユダヤ人の信仰を保護す

る新たな支配者に取って代わられるということである。ラム・ベン・シャロームはこれを

「ユダヤ中心主義的歴史観」と表現しているが31、それはヤコブ・ベン・エリヤフが同時代

の歴史的変動を '1J凶爪わ出 ilZl的ロIZlNiコ口'17j:¥1J~市総コvπTN' I我らの神はいかにし

て、我らの民を食らうことに対する報いを彼らに返したのかJ(OW; p. 190) という視点か

ら説明できると考えているからである。

したがって、ヤコブ・ベン・エリヤフはパウルスの棄教について、二つの側面から攻撃

しているといえる。ひとつは棄教が彼の家族との紳の断絶させたことへの嘆きである。ヤ

コブ?は棄教が敬慶なユダヤ教徒である両親とパウルス自身を断絶させるだけでなく、彼の

妻から子供たちを奪うことでもあると非難する。もうひとつは、棄教者の活動に対する警

告である。ヤコブがキリスト教の聖人伝やドニンの活動、地中海の政権の変動についらて言

及するのは、棄教者であるパウルスがユダヤ教文化やユダヤ人を脅かすことを牽制するた

めである。そして、ヤコブ自身はキリスト教の説話や地中海世界の変動の記述に関して中

立的な態度を保っている。それは、これらの言及が批判に変わるスイッチをパウルスの活

動にゆだねることを意図しているからだと考えられる。ヤコブは自分の言葉で直接キリス

ト教を攻撃しない。むしろ、彼の関心は棄教者に向けられているのであって、キリスト教

を攻撃する主体となりうるのはヤコブ・ベン・エリヤフ自身ではなく、ユダヤ教文化やユ

ダヤ人を攻撃する棄教者パウルスの方なのである。

こうして、豊かな事例から警告をほのめかした後で、ヤコブ・ベン・エリヤフはユ:1Jn1'

'白羽'1:17:1判的 πコrm ，白羽令官~ t"J11im l:J~泊niコ 1泊U つコ口:17 I慈しみをもってあなたの民ととも

に振る舞い、平和を求めなさい。そうすれば、あなたは永遠の生にふさわしい者となるだ

ろう J(OW， p. 193) とパウルスを諭す。それは、自分にとっても身近なこの棄教者がユ

ダ、ヤ教に戻ってくることを願う言葉のように聞こえる。

4.棄教者へのアイ口二一:rアル・テヒ』における実体変化への批判

次に『アル・テヒ』を見てみよう。

エフライム・タルマジはこの書簡について、「中世における最も見事な論争テクストの

ひとつであるだけでなく、ヘブライ文学の古典作品のひとつでもあるjと評している320

この書簡で目につくのは、表題にもある「アル・テヒ・カーアヴォテハ(あなたの父祖の

ごとくであってはならない)J33という表現の繰り返しである。この「父祖」とはユダヤ教

徒のことであるから、一見すると、これはボンジョルンの改宗を称賛Lているようにみえ

る。実際、この書簡は『アルテカ・ボテカJという誤った表題で、キリスト教徒にも読ま

れていた。逆に言えば、『アル・テヒJにおいて、プロファイト・ドウランはキリスト教

31 .41 '~17 ，n吋:!m mコin う1~ ，ロ1う!J)・1=1
32 .1o'泊17，!¥1:m ，11¥i1寸目、!l1i!lう 01的1!l、コnコ，'ユロうn

33 この表現はゼカリヤ書 1:4に見られる。預言書の文脈では、かつての預言者たちの言葉に聞き従わな

かった先祖の行いと同じことをしてはならない、という神の怒りの言葉である。
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1'n!l1泊コ11'tl.Ip、円コゃうやtl.I;"m泊πTコ白ψコ仲nうコtl.Iう1'!o¥"n，.，1!o¥泊、Jtl.Im;"l1うコtl.Iπ「泊訳、tl.I'白うコ01

'円、円、 1m11:)!o¥コp吋l1'，間円T?1.:1う1!o¥ωう口、Ytl.I'1コ1ψπコ白内!l1コ1:1うmうπう131円沢、円円J1間π[......]

.白、コtl.I1n1守口う泊1πn!o¥tl.I1泊、「コ3111tl.1?:J 'πJ1~!o\:1' ，寸ユロ!o¥，(寸，コ p1pコn)

に対しては、明tl.Iう町村以前P泊問 !1コめ;，m，，.["あなたはそうではない。唯一にして三つ

であると信じるがよいJ(ibid.) とうながす。

しかし、ドウランはユダヤ教を誤りとし、キリスト教を正しいと考えているわけではな

い。むしろ、彼の真意は逆である。つまり、キリスト教徒は知性で把握できない事柄を信

じており、それは称賛に値すると表面では述べておきながら、実際には彼らを蔑んでいる

のである。ドウランは三位一体について、 '1"う1).1mm7;) ，刊は31lN 明!:l1ì官官~1うv め， ["関係

的ではなく実体的であり、お互いがひとつになっているJ(ibid.) と定義する。彼にとっ

て、そのような一体とは、'lI17;)um1T1終ππ寸ココ"コマう πう1:l、泊πl'NlZlπ泊， ["口が言うことの

できないことであり、耳が重く聞こえないJ(ibid.)事柄である。つまり、ここでほのめ

かされているのは、三位一体が人聞の感覚を超えていることへの皮肉なのであるヘ

次に、 ドウランは nウnn;，:J.m引市?:llZl;， nmD' ni:l;， l:lN百円 ilZlNl'n1:J.問、;，n7N' 

'れわ寸17;)ウ;'1m'J1なππ ，n1明1うNπ ，n1'lI:J.oπ ，m、J1'1Iπ 「あなたの父祖のごとくであってはなら

ない。知性の諸原則の必然が彼らを導き、彼らは哲学(思索)、自然学、形市上学、論理

学、数学の基礎を認めたJ(AT， p.76) と述べる。これは、宗教がさまざま学知の基礎と

調和する仕方で成立すべきという，思潮がユダヤ教の伝統にみられることを示すものである。

そして、その姿勢を受け入れないボンジョルンを冷ややかに称えている。また、キリスト

教を批判するための基準をそうした諸学の基礎から構築すべきという主張が隠されている。

実際、ドウランはここからキリスト教の教義についての批判的な言及を始める。

まず、三位一体について、ドウランは三段論法を適用する。うN;， N1;'コN;， ;，T i7;)Nn l:lN 

'p口市開口コ閉口TlコロN寸柄、め，1コπN1;'うm πT1 ["もし『父』は『神』であり、『神』は『子』

であると言うならば、この帰結は、『父』は『子』である、でなければならないJ(Ibid.)ヘ

しかし、父と子は異なる実体である。それゆえ、三位一体の教義は論理的ではないという

わけである。

を直接攻撃しないための巧妙な文体をもちいていた。それはアイロニーである。

『アル・テヒ』の執筆にあたり、ドウランはすでにボンジョルンから書簡を受け取って

いた。ドウランはその書簡を読むのが大変だったと明かし、その理由を次のように語る。

'1n'tl.In 訳、ηn1耳、P:1'πうウ 11、mコ1'J!lう31n!ln1泊 lZl11p:1m，つ匂円泊1寸泊コ1:口、的YJ1、「コ寸 1:J1!o¥コつ

1J'コtl.I:1う'tl.I1J!o¥:1?:ltl.lπ1n1N1ψ泊め .nymtl.l1Ti!o¥1 nY1うコう 1う1m，tl.I!o¥ n'tl.I~:1 11'コ.(ココ，1ウむ泊)

.:1的311コむ泊 m tl.l泊コ

それは、あなたの神秘的な言葉がそこにあるからだ。夜の幻のなかで、あなたの前に聖なる霊が

ただよい、「目覚めると、それはあなたに話しかけるJ(簸言 6:22) ように私には思える。あな

たに知る心と聞く耳を与えたメシアに祝福あれ。人間の知性があなたを引きつけ、その知性をそ

の住まいに住まわせることはなかった。その暗い住処に。 (AT，pp. 73-74) 

ここに登場する「メシア」とはイエス・キリストのことである。ドウランはキリスト教の

信仰について語ったボンジョルンの言葉が神秘的で、知性では理解しえないと感嘆する。

さらに、ドウランは信仰を知性よりも高いところに置くボンジョルンの立場に同意する。

知性と信仰(ダット)が二つの光で‘あると言う者は愚かである。知性には、その三段論法と証明

から帰結されることをもって代わりをなすことはできない。……信仰(エムナー)とは至高に

上っていくのであり、それを否定する者は罪を犯した者として陰府へ戻るだろう。ヘブライ語の

「エムナー」をあなたとその教師H が考えているとおりに定義すれば、「正しい人は信仰(エム

ナー)によって生きるJ(ハパクク書 2:4、ローマ人への手紙 1:17) とは、このことを言ってい

るのである。 (AT，p.74)

そして、 ドウランは

(ωiめbi，以d.) という書き出しでで、¥、「父祖」すなわちユダヤ教徒の信仰の「誤り」を説明する。

それは、 lI7;)lZl' i泊訳出コ 111町内出う ηコ吋π1J7;)7;)17うlZl11コう円匂1lZl!:lπm寸nNππ1うN:J.1J'白沢πilZlN'

'(1，1 l:l'iコ寸)吋nN" 1J市内 nうNilZl' ["彼らが神はただ単純に唯一であると信じ、多なるこ

とを完全に否定L、誤って『聞け、イスラエルよ。主は我らの神、主は唯ーである』

(シェマの祈り、申命記 6:4) と言ったJ(ibid.) ということである。一方、ボンジヨルン

35 Cf. AT， p.74， n.29.ノTピロニア・タルムード、ローシユ・ハーシャナー27aに出てくるノTライタをふまえ

ている。そこでは、第二神殿時代の新年のショフアル(角笛)についての教えと、それに関する賢者たち
の学習が記されている。

1、拭tzJ:1~ " 間J1nN 11コ叶コ 1mtzJ111コTN'Jn:11 'l1~ntzJ口、泊、うp 、1m (N1~ユ) :口、T守主円 1~m1:!!1:!!円、ntzJ1(市町白)
円日、pnn7':1n Nうコ η少pn1"]10 11~町、コ1 N1泊、白う 1!l1tzJ:J.1'1N~ 1:1うl1mtzJう nう1コ、 lT1Nπl'N11コ寸う πう1:1、 π!l:1

.N耳、 πl1'pn1"]10 Nうコロl1'pnnう『ηnN切~~1 N:!!、
i(ミシユナ)その(シヨフアルの)両側に二つのラッパがあった。(グマラ)二つの音(ショフアルと

ラツノ{)を聞き取れるだろうか。次の教えがあるのではないか:r心に留めなさい』と『守りなさい』

が同じひとつの発話において語られた。それは、口が語ることができず、耳が聞くことができないこと
である、と。それゆえ、ショファルは長く吹かれる。つまり、ショフアルの音の始まりを聞けなくとも

その音の終わりを聞けばその者は義務を果たし、同時に、その音の終わりを聞けなくともその始まりを
聞けば義務を果たすのである。J
このグマラでは、ショフアルとラッパの音を区別して聞き取れるのかという問題についてパライタが参

照される。その教えによると、十戒の安息日について、一方では「安息日を心に留めなさいJ(出エジプ

ト記20章)、一方では「安息日を守りなさいJ(申命記5章)となっている。これは、神がこの二つの命
令を同時に語ったことを意味するが、人間にはそのようなことはできない。そのために、ショフアルを

ラッパよりも長く吹くことで、ショフアルを聞くという義務を果たさせようとしていた、と結論づけられる。
36 C王DanielLasker， j，側 lishPhilosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages， Oxford: The Littman 

Libr田yof Jewish Civilization， 2007 (originally in 1977)， pp. 90-91.ラスカーは中世ユダヤ教における三位一体

批判を五つのタイプに分類している。 1.Trinity implies ma仕er.2. The divine attributes are not Persons. 3 34 改宗者パウルス(パブロ)・デ・サンタ・マリアのこと。
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そして、最大の焦点は「実体変化J(キリスト教の聖餐において、パンとワインがキリ

ストの身体と血に変わること)に移る。ダニエル・ラスカーによれば、ドウランはこの教

義に対して、理性/知性にもとづく証明を適用した最初のユダヤ人論争者である。聖餐に

おけるキリストの現存をめぐっては、キリスト教内部で論争が起こっていた。カトリック

ではその変化が象徴的であるという立場が批判され、変化は実体的であるという立場が哲

学的証明をともなって定着していった。しかし、それに対してプロテスタントは異議を唱

え、実体変化を受け入れなかった。ラスカーはドウランがこうしたキリスト教内部での論

争に知悉していたとみている370

ただし、そういった知識を持っていたことは、ドウランが実体変化の問題を扱えたこと

を示しているにすぎない。実体変化の教義を理性的な証明という方法で批判した意図を説

明するには、ラスカーの指摘はいささか不十分なのである。上述したように、ドウランは

学知にもとづく証明という方法の価値を庇めるふりをして、そこにゆるぎない基礎をみて

いる。そこで、まずは『アル・テヒJにおける実体変化への批判を具体的にたどり、その

後でこの方法に含まれた意図を検証してみたい。

実体変化への批判は、自然学・形而上学・視覚についての学といった諸学にもとづいて

おこなわれる380

まず、数学の見地から、ドウランは実体変化について、 m治的:mzrう"'，;'1作l1li'j;'11"]1ユ'

'l1l'N I"]:J:J ;'1Joj?;'1π"1:17;'1 I巨大なメシアの身体が人の手のひらほどの無数の小さなパンのか

けらになるJ(Ibid.) ことと説明する。そして、それを信じることは、世界全体が小さな

粒のなかに入ること、祭壇においてイエス・キリストの身体の数が何千にもなることを信

じることであり、'寸nN1う1コ巾N;'11n1N口π1円111l:l7;'1うコ沢白吋円以f1J'j?1J'N' Iそれは集合ではな

く、 10も 100も 1000もすべて同一であるJ(AT， p.77) と言うに等しいことだと批判する。

この批判は二つのことに対するものである。ひとつは、天上のイエスの巨大な身体がそれ

よりもはるかに小さなパンのかけらに入ること。もうひとつは、イエスの身体はひとつで

あると同時に祭壇において複数でもあること。これら二つが数学的原理に反しているので

ある。

第二に、自然学にもとづく批判は、受肉に対する批判と並置されており、ドウランは運

動の法則に言及する。受肉については、ひとつの物体が同時に運動し、停止することは自

然法則に反するのだから、「メシアJ(イエス)が天上にいながらにして、同時に天から降

りてくることはありえないと批判するヘ次に、実体変化については、アイロニーをまじ

えて次のように論じる。

m1'31コ n'w泊η 口W~ 刀ψn、め白わ円うコヤ白n 、コ ......:11W、π :1311J11円、泊、~W:1 01ユ円治 31J白河コ 1、白N11うN1

，:11131 '311白竹泊W1mう3101'泊目7'31 N1コ、 N1:J，ロウ1うnロウ1うn口、コj?J口、コj?J1:1W31'円1W、11'm寸「コ1

白、~O 11う1T:J1πN!l1汁 rn~明 1N .;'11コココ 1 !l1~ うコ πJ31JW N1π コ"j?，πJWロ'W'W1mN~ W1うWPlうN:J'コむ

.π「、白沢コ 1N'コう 1J1111コロN，口、P、コ守口

あなたは天上の要因ゆえに直線的な運動がありえない(=天における運動は循環的でなければな

らない)ことを信じではならない。…・・毎日メシアの身体が急くことなくつねにまっすぐの道を

昇降すれば、(メシアの身体には)無数の穴ができているはずだ。その往来は彼の昇天から今日

まで、およそ 1360年におよび、彼の身体はふるいのようになっていると思われる。あるいは、

それは砕かれでも、接着する薬も使わずに、彼の意志あるいは言葉だけで治ってしまうのだろう。

(AT， pp. 77-78) 

Generation disproves unity. 4. Syllogistic 10gic refutes the Trinity. 5. Images of the Trinityである。ドウランの批

判は 4.に相当する。
37 Cf. Lasker， J.酔 vishPhilosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages， pp. 137-139.カトリックで
はトウールのペレンガリウス (11世紀)が弁証法的思考を推し進め、聖餐における「実在的現存jを否
定して、秘蹟を象徴的に解釈した。この説に対して、多くの神学者はパンとワインが実体的にキリストの
身体と血に変化すると反論した。そして、第四回ラテラノ公会議 (1215年)において「実体変化Jtrans-

substantiatio (Transubstantiation)が宣言された。その後、トリエント公会議 (1545-63年)において、パン
とワインが聖別されると、キリストが全体としてこれらの形態のそれぞれのもとに、「真に、現実に、実
体的にJ現存する、と宣言された。ただし、「この教令は、エウカリステイアを通してキリストが自分自
身を人身に与えている事実を教理としてはっきり宣言しているが、キリストの現存の方法に関してスコラ
神学者たちが述べた一定の哲学的な説明は述べていないJcr新カトリック大事典』第3巻 1367頁)。キリ
スト教の文献を読めたドウランがこうしたカトリック内部の論争に通じていたことは容易に想像できる。

38 Cf. Lasker， Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages， pp. 135-151ただし、ラス
カーは他の論争者たちの著作を参照し、それらに共通する主題ごとに議論をまとめているために、『ア

ル・テヒjの理路は明確にされていない。

ドウランは実体変化を天上におけるイエスの身体の運動としてとらえた場合、それは直線

的な上昇と下降であると説明する。ただし、そのような運動は、天体の運動は循環的であ

るという原理を無視しないかぎり受け入れられない。さらに、聖餐が 1300年以上も続い

ているのだから、天上のイエスの身体は穴だらけになっているか、さもなくばその身体は

超自然的な仕方で癒えているのだろうという推測が述べられる。ここには医学や薬学に頼

らない治癒の方法を蔑む意図も込められていると思われる。

第三に、形而上学にもとづく批判として、ドウランはいくつかの前提を挙げ、明l1l'

'π「内白山口1白山円「内刀 1!:l;'1'刀 111l!:lN I偶然(偶有性)が実体に変わること、実体が偶然

(偶有性)に変わることはありえない」という前提から実体変化を批判する。一方、ボン

ジヨルンはその前提を受け入れず、(愚かにも)次のことを信じているという。

汀nN白円、JW1:1311Jれ円、10':lコ 1W!l拭131311J11、円泊ココ「ψN131311J11、め口明治町コつむい円作む閉口1131、コ

，11白沢コロnう河口1131N1π1円1コη 「泊拭泊、J!lう πユ131円白耳目白~ .31311J11、めW131311J11、ψ寸nN:Jj?'宮、，1コ白拭

口、1j?~:1 1官官、1，11泊1mm1111コ 11~~ 1'31円白1131:11寸31J1N "1j?~う白山口 1!l:1J 1治問:111的W:1口311

ぷW1Jコ omN'll~:J Nう 0~1l31コ

39 Cf. AT， p. 77. 'n1'l1:lU:1れわnn:1:1 1n1~ :1Jl1on的， ["自然学の基礎があなたに反論することはないのだろ
う」という皮肉めいた書き出しで始まる。
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天にいるメシアの実体は運動しておらず、一方祭壇においては運動し、あらゆる種類の運動が可

能であり、両者はひとつである。そうだとすれば、同時に運動し、かつ運動しないことは正しい

であろう。また、司祭が言葉をかける前のパンのかけらの実体は、まさにそのパンの実体であり、

その言葉が終わるとともに実体が偶然(偶有性)に変わる、あるいはその形と量においてその実

体が完全に消えて、その物の現実のなかにではなく、偶然(偶有性)がそれ自体のうちにとどま

るのであろう。 (Ar，p. 78) 

ここではまず、同時に運動し、かつ静止することが自然法則に反していると指摘されてい

る。そして、 ドウランは上記の前提から、実体は偶然(偶有性)になりえない、つまり両

者は本質的に異なるはずなのに、 キリストの身体という実体が個々のパンのかけらという

偶然(偶有性)に変わってしまっていることを批判する。さらに、パンという実体が失わ

れれば、その偶然(偶有性、パンの形や重さ)はもはや現実に存在しえないはずだと批判

するへ

第四に、視覚についての学について、 ドウランはウコππ『π、llJ1m うコャユ1Zl'~コ πP也、総う'

「人間の視覚はその器官が健康であるかぎり、その把握を誤ることはないJ(Ibid.) '1'¥'，コ

という前提を確認する。そして、 こうした自分の視覚に惑わされないボンジョルンは、見

た目も噛んだときの音も、味も手触りも香りもそのパンの(偶有性の)ままでしかないも

のを食べているのに、自分はキリストの身体を食べていると信じているとアイロニカルに

称える。

最後に、ふたたび数学の見地から、 ドウランは「全体は部分よりも大きい」という定理

に実体変化が当てはまらないことを指摘する。なぜなら、変化したパンのかけらはキリス

トの身体を分有するのではなく、 ひとつひとつのかけらにキリストの身体の全体が見出さ

れるからである。つまり、かけらという複数の部分にひとつの全体が入っているのであり、

全体と部分とが等しいことになるヘこれは、最初の数学的見地からの批判と結びついて

おり、そこで挙げられたこつの批判が正しいことを裏付けている。

ただし、キリスト教内部での論争がそうだったように、実体変化とはそもそもこうした

理性的な証明という枠組みで扱われるべきなのかということ自体が問題になる。宗教の教

義は合理的でなければならないのか。むろん、その問いに対して肯定的な立場をとること

は可能である。また、ある宗教にとってその教義が理性/知性の外に位置づけられている

としても、別の宗教を信じる者がそれを理性/知性の枠内に位置づけなおすこともありう

る。そして、 この点に関して興味深いのは、実はドウラン自身がこの問題について敏感に

なっていたことである。『アル・テヒ』から数年後の『ケリマット・ノトゴイーム』におい

て、 ドウランは実体変化への批判に対するキリスト教徒の反応を描いている。

40 これは、実体は偶然(偶有性)に先行するというアリストテレス (f形而上学j)の定義に基づいている。
Cf. Lasker， Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages， p. 147. 

41 C王AT，p. 78-79. 
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うコう17Hlゎπ1う問11'11'17:Jo;'1 1'11汁1かうπnm~nコ n !:l 1口コ「悶mllJ;'白うココ;，r;， llJilllJコく1>jiうniココ1

ji!:lOラコ m守、ロ;， ;'J;'1 .nn拭 mνNコ円Tうコ明「沢、コロ7m~1 - 1'11~~nうれ1可m'~;，1'11うnm;'1 白'llJilllJ刀

刀T刀llJilllJ;'10吋円Ti白沢 1llJ'llJin~ つ…...'llJ1J~;' ，~ψ;，~ ;，う目的問刀、円1う~;， 1竹 J17円、コ li泊訳、llJコ

.im"πn泊~;， ~1円、コドin~ iπ「πう1喰，1、うp

この教義については、数学、自然学、形而上学による証明によって明らかになったこと、および

諸学問に割り当てられた原則と基礎においてすでに反論された。それは、ある書簡でこのことを

すべて明らかにしたとおりである。だが、彼ら(=キリスト教徒)は、神の事柄は人間の知性の

およばないところにあると言って、この疑いをすべて拒むだ、ろう。…・イエスがこのことを言い、

その上にこの教義を打ち立てたのであり、それについて思索すべきではない。それは完全な真理

なのだから、と。 (KG，p. 36) 

ここで言及されている「書簡」とは『アル・テヒ』 のことである。『ケリマット・ハーゴ

イーム』におけるキリスト教徒の拒絶が想定されたものなのか、実際に彼が聞いたものな

のかは定かではないが、 ドウランは実体変化に対して理性的な証明という枠組みを適用す

ること自体が拒絶されうることを認識している。そんな彼が目を向けたのは新約聖書で

あった。 ドウランは福音書やパウロの書簡を注意深く読み、聖餐についての教義を打ち立

てたのがイエスであるという主張が誤りであると批判する。たとえば、マタイ福音書26

章の「最後の晩餐」で、イエスが弟子たちにパンとワインを与え、「これは私の身体であ

るJiこれは私の血である」と言ったことは、イエスが「イスラエルの慣習Jにしたがっ

て祝福を述べたにすぎない。その祝福はイエスを心に留め、彼への信仰を強めるものでは

あるが、その言葉はパンとワインがイエスの血肉に変化するという意味ではないというわ

けである。 ドウランが新約聖書に着目したのは、カトリックにおける聖餐の教義がイエス

自身の意図と異なっていることを指摘するためである。教義を確立した後代の「誤らせる

者たち」によって、カトリックはイエスの教えからヨ距離してしまったというのである420

宗教がその創唱者から展開していく歴史的な過程を「逸脱」や「歪み」として批判する

『ケリマット・ハーゴイーム』の方法は、『アル・テヒ』においてすでに着想されている。

書簡のなかで、 ドウランはこの方法を実体変化に対する批判にはもちいていないが、ボン

ジヨルンがモーセの律法を受け継ぐ「父祖Jのごとくではないことをアイロニカルに批判

するときにそれはみられる。 ドウランはキリスト教徒がヘブライ語聖書に記された戒律で

ある安息日やカシュルート (食事規定)を守っていないことについて、使徒言行録から反

論を持ち出してくる。

42 C王KG，pp. 36-38. 
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でなく、その背後にある「ユダヤ的なもの」、宗教を理性/知性に基礎づけるユダ、ヤ教のii1!lコ N:!:i泊れ、コ，口、mう!，l};'1111う1111!l0 1'11N1ii、JN'，口"，う1也!，l}'!lN!，l}'oii拭試1iiJ;'1!l0コ拭:!:i~11 1コ1

ドウランがこの友人を二重のイ知的遺産にも向けられている。アイロニカルな文体は、ロ;，~ 1nNコ刀附筑波うううココL・...;'1'm;， '17 n'!，l}泊;， m，泊沢コ白、P、Tn~;'うコ '1、円T刀!，l} 1ψ17 ;'!，l}、泊nπ

メージ、つまり「ユダヤ人のキリスト教徒」というイメージでとらえていることを示して

いるのである。

.;'!，l}~ う !，l} 1111111凶 1iう17，!:l!，l}!lJう17，うコ、ii1ψ沢町「コNう!，l}'171iう1π'1、11;'!，l}')."'111~ 1コマ '01円!，l}

ボンジョルンを単なるキリスト教徒ではなく、ユダヤ人の棄教者とみなしていることは『使徒言行録(アクトゥス・アポストロルムH と呼ばれる書物をごらんなさい。私はそれを

ドウランがそれを引用するのは、イエスを批判す

るためのものでもなければ、キリスト教徒一般を批判するためのものでもない。その対象

使徒言行録への言及からも確認できる。『使徒たちの歴史の書(セフェル・トルドット・ハーシヤルヒームH と呼んでいる。その第 15章

で、メシアの信仰を固くする者たちは「首を突き刺す屠畜」について警告したへ……そして、

は改宗した「ユダヤ人のJキリスト教徒であり、異邦人ではない彼らが戒律を守らなけれ

ばならないことは、ほかならぬ彼ら自身の教典に記されていると指摘するのである。

ドウランはボンジョルンの改宗について、め，ロロウコπコ1m!)叶うコn吋泊n白1mも円的'

'n'!，l}~;' mml'¥ ，1m，間つ「寸コ ;'111'¥白百円.町、うコnコmnl'¥J白mn、nW:lmコうJr地上の願望があ

613の戒律を破ることや、自身のため、そして子孫のためにモーセの律法を受け入れたアブラハ

ムの子孫に対し、それ(=律法のくびき)をゆるめることは、彼らの誰ひとりにすらまったく見

受けられない。 (AT，p. 80) 

なたをそそのかすこともなければ、それらのむなしさによって飾り立てられることもなく、ドウランが主張しているのは、イエスの弟子たちがすべての戒律の実践を信者たちに求め

それらの堕落に囚われることも、それらの痛みにつつまれることもなかった。あなたはメたということではない。使徒言行録の 15章では、異邦人が不適格な(偶像崇拝的な)屠

シアの信仰という自らの信仰の道に純粋であるJ(AT， p.81) と語っている。

れに続くのは当時カトリック世界を揺るがした「シスマ(教会大分裂)J45についての記述

しかし、そ畜をすることを禁止しているにすぎず、『ケリマット・ハーゴイーム』でもパウロが異邦人

に対しては律法のくびきをゆるめたと述べられているヘむしろ、彼の意図は改宗しでも

ドウランの従者たちが彼をユダヤ教徒にとどまるよう働きかけているとボ、である。また、ドウランはそれになお律法の実践を求められた対象が誰なのかを明確にすることである。

ドウランはユダヤ教に対する自分の信仰がずっと変わっンジョルンが非難したのに対し、ついて、「モーセの律法を受け入れたアブラハムの子孫Jと記している。それはユダヤ人

ドウランはボンジョルンの改ていないことを強調するへこうした記述の流れをみると、ドウランはボンジョ 1レンをユダヤ人とみなし、彼を含めた「ユダヤ人の棄のことであり、

宗目的がむしろ社会的な地位や経済活動の拡大といった、キリスト教の信仰そのものとは教者」に対して、たとえキリスト教に改宗するとしても、それは戒律の実践を放棄するこ

しかし、その賛辞には

という、ユ

別のところにあるとみなしているように思われるべ

書簡の最後で、ドウランは再びボンジヨルンの信仰を称える。

i(主が御顔をあなたにむけて)、あなたに平安を賜るようにJ(民数記 6:26) 

とであってはならないと語りかけているのである。

と『ケリマット・ハーゴイームJではこの教義に

対する批判の方法が大きく異なっており、前者では理性的な証明という方法がもちいられ

実体変化に話を戻そう。『アル・テヒ』

ドウランはボンダヤ教の「祭司による祝福(ピルカト・コハニーム)Jが含まれている。ている。では、ボンジョルンはそうした証明によって実体変化を受け入れていたのだろう

ジョルンの改宗をユダ、ヤ教の儀礼における祈祷で五アイロニカルに称えているのである。ドウランは理性的な証明という同じ土俵でボン

ジョルンと議論を戦わせることを意図していないからである。むしろ、『アル・テヒ』に

先立つてボンジョルンから送られた書簡に対するドウランの反応や、理性的な証明にとも

か。おそらくそうではない。なぜなら、

論結5. 
なうアイロニカルな語りから想定されるのは、ボンジヨルンがキリスト教の教義の非合理

とフ。ロファイト・ドウランの『アヤコブ・ベン・エリヤフの『ラピ・ヤコブの書簡』ドゥ性をそのままに信じたこと、そしてそれについてドウランが蔑んでいることである。

ル・テヒ』は、それぞれの時代における棄教者のイメージを鮮明に描き出している。『ラ

ビ・ヤコブの書簡』における棄教者、つまりパウルスやドニンは、托鉢修道会の修道士と

してユダヤ人に対する布教活動を行い、儀式殺人を吹聴する者たちであった。書簡には記

されていないが、彼らはそれぞれバルセロナ討論 (1263年)、パリ討論 (1240年) の主役

45 1378ー1417年におけるカトリック教会の分裂のこと。ローマとアヴイニヨンに二人の教皇が立ち、
1409年以降はピサにも新たな教皇が立った。

46 Cf. AT， pp. 82-83. 

47 Cf. Gutwirth， ，‘Religion and Social Criticism in Late Medieval Rousillon"， p. 144. 

τEム
ヴ

i

ランの含みをもたせた言葉は、ボ、ンジヨルンの「表面」すなわちキリスト教への信仰だけ

43 ユダヤ教の適格な屠畜(首からナイフで裂く)に反する方法のこと。使徒言行録 15章は、異邦人が割
礼を受けてモーセの律法を守るべきかどうかについて、使徒たちの間で論争が起こる場面である。なお、
使徒言行録には「首を突き刺すjという表現は出てこないが、同様に不適格な屠畜として「絞め殺す」方
法で屠った肉を避けるよう異邦人に手紙を出せとヤコブが答えており (19-21節)、ドウランはここを参
照しているものと思われる。「突き刺す」と「絞め殺す」の相違が何に起因するのかは興味深い問題であ
る。ドウランは使徒言行録について、ラテン語タイトルをへブライ文字に転写した口円相目的問的oj?N
『アクトゥス・アポストロルムjとへブライ語タイトルの1:l'M1う1/l;'1111物別 i!lOr使徒たちの歴史の書』を
並べているが、このことはへブライ語訳された使徒言行録の存在をうかがわせるものであり、翻訳時に
「絞め殺す」が「突き刺す」に変わった可能性もある。

44 Cf. KG， pp. 28-29. 
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ユダヤ文献原典研究l

でもあり、こうした棄教者の活動がユダヤ人共同体にとって直接的な脅威として認知され

ていたことは想像に難くない。それゆえ、パウルスに対するヤコブの言葉は、その活動を

警告する調子を多分に含んでいる。そして、パウルスの改宗を嘆く言葉のなかには、彼が

ユダ、ヤ教に戻ってくることへの希望も含まれているように見える。一方、『アル・テヒJ

における棄教者ボンジョルンについては、少なくとも彼自身によってユダヤ人共同体が脅

威に直面させられるという危機感は読み取れない。この書簡が 1391年の大迫害の以前で

あるにせよ、以後であるにせよ、ボンジヨルンのような棄教者の活動が多くのユダヤ人を

キリスト教に改宗させるわけではない。彼は友人のドウランがユダヤ教徒にとどまってい

ることを非難しているが、それはパウルスのような布教への情熱から来るものではないの

である。そして、ドウランの方もボンジョルンの再改宗を望んではいない。確かにドウラ

ンの言葉にもいささかの嘆きが含まれている。ただし、それはこの友人が理性/知性的な

基礎を持たぬ宗教を信じてしまったことへの冷ややかな嘆きである。

そして、これらの書簡の著者は棄教者にキリスト教批判の役割を負わせる。『ラピ・ヤ

コブの書簡』では、パウルスがユダヤ教の説話を攻撃しようとすれば、その根拠である

「合理性の欠如」という刃がキリスト教の聖人伝に突き立てられることになる。また、ユ

ダヤ人に対するパウルスの活動に神が応報を与えることを、歴史的な事例から説得づけて

いる。キリスト教の文学伝統や修道会の活動に災いをもたらしうるのは、ユダヤ教徒では

なく棄教者なのである。『アル・テヒ』では、知性ではなく信仰によってキリスト教を受

け入れたボンジョルンに対して、あえて理性的な証明という方法でその教義が検証される。

それは、ドウランがこの友人の内にユダヤ教の知的伝統をみているからこそ可能といえる。

そして、棄教者というイメージをこのように形成しつつ、アイロニカルな文体によって彼

の改宗への称賛の陰に侮蔑を含ませる。ドウランのキリスト教批判はこの棄教者のイメー

ジなしには成立しえないのである。

棄教者を介したキリスト教批判、あるいは棄教そのものへの批判を可能にしているのは、

キリスト教世界の文化に対する著者の幅広い知識である。ヤコブ・ベン・エリヤフは書簡

のなかにキリスト教の聖人伝と地中海世界の変動を詳しく記している。プロファイト・

ドウランはキリスト教の教義や教典(新約聖書)、同時代のカトリック世界の変動に精通

している。こうした異文化の知識が、棄教者の存在と役割を浮かび上がらせる文体を可能

にしているのである。中世ユダヤ教における反キリスト教論争文学においては、より直接

的に同時代のキリスト教を攻撃したものも少なくない。さらに言えば、ドウランの『ケリ

マット・ハーゴイーム』もそこに含まれるだろう。だが、『ラピ・ヤコブの書簡』と『ア

ル・テヒ』は、それらの著作群とはいささか異なる特徴をそなえている。これら二つの書

簡は巧妙な仕方で、つまり前者は記述的な態度(価値中立的な描写)という仕方で、後者

はアイロニーという仕方で、著者自身によるキリスト教への攻撃的な主張を隠し、その役

割を棄教者にゆだねているのである。
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