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本論文では，12世紀に南フランスでユダヤ人によって書かれた二冊のキリスト教論駁書を取り上
げる。これらの著作は，同時代のキリスト教世界におけるユダヤ教論駁の大きな変化に対抗するもの
であると同時に，哲学への関心や翻訳活動がもたらした南フランスの知的文化の発展を反映したもの
である。『契約の書』と『主の戦い』は，いずれもユダヤ人とキリスト教徒による対話の形式で書か
れ，三位一体や処女懐胎など，カトリックの主要な教義への批判が展開される。その論駁の基盤とな
るのは知性と聖書解釈であり，それは同時代のキリスト教の神学およびユダヤ教論駁の言説への明確
な対抗を示すものであった。著者のヨセフ・キムヒとヤアコヴ・ベン・ルーベンは，ヘブライ語聖書
をはじめとするユダヤ教の文学伝統のみならず，カトリックのラテン語訳旧約聖書（ヒエロニュムス
訳）や新約聖書，教父文学や同時代のキリスト教文化についても知識を持っていた。その意味で，彼
らの論争文学は，キリスト教徒の社会との知的交流なくしては成立しえないものであった。加えて，
『契約の書』と『主の戦い』では，教義への批判の他にも，それぞれの著者の問題関心が反映された
いくつかの主題がみられる。彼らはいずれもイエスを非知性的な人物として描き，福音書に記された
彼の言行からそのことを指摘する。そして，この指摘はキリスト教徒の社会に対する批判へとつなが
る。そのさい，彼らはその批判をユダヤ人の読者に向かって語ることで，ユダヤ人社会への道徳的な
教示を意図した。また，『主の戦い』の著者ヤアコヴはその最終章において，教義論駁のための土台
となった中世ユダヤ教哲学の思想から彼自身の創造論を展開した。このように中世ユダヤ教の対キリ
スト教論争文学は，キリスト教への論駁という直接的な目的にとどまらず，宗教生活のあり方や哲学
的思索にもおよぶ多様な主題を含むものとして成立したのであった。

1　対抗言説の相互性

キリスト教世界のユダヤ史における論点の
ひとつに，ユダヤ人とキリスト教徒の相互的
な関係性がある。相互性とは，同時代の両宗
教の信徒たちがたがいに応答しあう関係のこ
とである。古代末期から中世にいたるユダヤ
人の生活には，キリスト教文化に対する共生
的な側面と対抗的な側面がある。宗教の観点
から見たときに，ユダヤ人の宗教文化におい
てこれらの側面が同時代のキリスト教とどの
程度相互的であったのかという問いが提示さ
れる。

ラビ・ユダヤ教の形成期には，その相互性
を認めるのがしばしば困難である。バビロニ
ア・タルムード（以下 BT）における反キリ
スト教的言説は概して自己完結的な傾向にあ
り，同時代のキリスト教への批判的な応答を
読み取ることが難しいためである。タルムー
ドには，イエスがマリアとローマ兵との不義
による私生児であるという「パンデラの子」
の伝承や，イエスはエジプトで魔術を身につ
けたという「スタダの子」の伝承が残されて
いる（BTシャバット 104bほか）。これらの
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タルムードのイエス描写は，キリスト教徒が
最も信頼する文献である福音書を読みなお
し，その権威を転覆させる意図を含む。アモ
ス・フンケンシュタインはこの特徴を「対抗
歴史」（counter-history）と名づけ，「その機
能は論争的である」と論じる1）。しかし，そ
のイエス描写は確かに対抗的だが，同時代
のキリスト教世界で形成されるユダヤ人観へ
のアクチュアルな応答ではない。ロバート・
チェイザンは，タルムードにおけるイエス描
写はキリスト教側がその内実を気にかけてい
ないからこそ成立したと指摘する2）。論争的
な言説がユダヤ教内部で自己完結する傾向に
あり，相互的な関係性は乏しいという見解で
ある。
一方，この見解に批判的な立場もある。イ

スラエル・ヤアコヴ・ユヴァルは，古代末期
においてすでに，ユダヤ教文化が同時代のキ
リスト教との相互的な関係のなかで構築され
てきたと論じる3）。たとえば，聖書アラム語
訳（タルグム）で知られるオンケロスの改宗
譚では，異教徒であった彼がユダヤ教に改宗
するきっかけとなったのは，来たる世での生
を約束されているイスラエルの民を守れとイ
エスの死霊に忠告されたことであったと語ら
れる（BTギッティーン 55b–57a）。この忠告
はアウグスティヌスの「ユダヤ人の証言者」
（Jewish witness）を反映したものである4）。ま
た，キリスト教では 2世紀後半以降，イエ
スの受難と復活を記念する祭りが始まった
が，その名称である「パスカ」はユダヤ教の

1）　Funkenstein, A., Perceptions of Jewish History, Berkeley, University of California Press, 1993, p. 36.
2）　Chazan, R., Fashioning Jewish Identity in Medieval Western Christendom, Cambridge: Cambridge University Press, 

2004, pp. 67–75.
3）　Yuval, I. J., “Two Nations in Your Womb”: Perceptions of Jews and Christians, Tel Aviv: Am Oved, 2000 [Hebrew].
4）　ユダヤ民族は真理を見ることのできない盲目な民として旧約聖書を運んで各地へ離散し，その隷従の生活をもっ

て神罰を体現し，終末においてキリスト教に改宗するというもの。詩編 59篇の解釈などによって構築されたユダヤ人観で
ある（『神の国』18：46）。アウグスティヌス（服部英次郎・藤本雄三訳）『神の国』（四）岩波文庫，1986年，488―489頁。

5）　Yuval, op.cit., pp. 71–107.
6）　Cohen, J., The Friars and the Jews: The Evolution of Medieval Anti-Judaism, Ithaca: Cornell University Press, 1982.
7）　Berger, D., “Mutual Perceptions and Attitudes,” in The Cambridge History of Judaism, Volume VI: The Middle Ages: The 

Christian World (ed. R. Chazan, Cambridge: Cambridge University Press, 2018), p. 54.

過ぎ越しの祭り（ペサハ）を念頭に置いたも
のであり，西方キリスト教世界において「復
活祭」となった。復活祭では，過ぎ越しの祭
りの主題であるエジプト脱出の奇跡が，イエ
スの再臨による救済の成就として解釈され
た。これに対してユダヤ教の過ぎ越しの祭り
で読まれるハガダーでは，メシアの到来が戒
律実践の廃棄を意味するというパウロ的イエ
ス解釈への反対が表現された。ユヴァルによ
れば，ユダヤ教のハガダーがその特徴を獲得
したのは復活祭の確立以降であり，同時代の
キリスト教文化への批判的な応答が儀礼にお
いて体現されたのである5）。
したがって，古代末期のラビ・ユダヤ教に
おける対キリスト教的言説には，自己完結的
な物語と批判応答的な物語が併存していたと
いえる。これに対し，中世西欧では相互性が
顕著となってくる。ジェレミー・コーヘンが
示すように，13世紀には修道士たちがタル
ムードを学習することによって，元来自己完
結的な性格の強かったそのイエス描写をめ
ぐって，キリスト教徒とユダヤ人が開かれた
論争をするようになる6）。また，デイヴィッ
ド・バーガーは，15世紀のユダヤ人指導者
が「ユダヤ人の証言者」というキリスト教の
ユダヤ人観を評価したという興味深い事例を
紹介している7）。そして，ユダヤ教における
論争文学（Polemical Literature）もまた，両
宗教の相互的な関係性のなかで成立したので
ある。
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2　論争文学の成立

8）　Funkenstein, A., “Changes in the Religious Polemic between Jews and Christians in the Twelfth Century,” Zion 33:3–4 
(1968), pp. 125–144 [Hebrew].

9）　Petrus Alphonsi, Dialogi, in Patrologia Latina (Patrologiae cursus completes) (ed. J-P. Migne, 221 vols., Paris, 
1844–1864), vol. 157 (1854), p. 538; Cohen, J., Living Letters of the Law: Ideas of the Jews in Medieval Christianity, Berkeley: 
University of California Press, 1999, p. 203.

10）　Mach, M., “Justin Martyr's Dialogus cum Tryphone Iudaeo and the Development of Christian Anti-Judaism,” in Contra 
Iudaeos: Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews (eds. O. Limor and G. G. Stroumsa,  Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1996), pp. 37–39.

11）　Lasker, D. J., “Jewish-Christian Polemics at the Turning Point: Jewish Evidence from the Twelfth Century,” Harvard 
Theological Review 89/2 (1996), pp. 161–173. 

ユダヤ教における対キリスト教論争文学と
は，キリスト教徒との論争によってユダヤ教
を擁護したり，キリスト教の教義を論駁した
りすることを中心的内容とする文献群をさ
す。タルムードやハガダーには確かにキリス
ト教文化への対抗性があるが，その学習や儀
礼実践自体はキリスト教徒との論争を目的と
するものではない。他方，論争文学では，キ
リスト教徒との議論を通じてユダヤ教を護
り，キリスト教を論駁することが目的とな
る。では，こうした論争文学はどのようにし
て成立したのであろうか。
この問いについては，アモス・フンケン

シュタインのテーゼが重要である8）。以下に
その内容を述べよう。12世紀の西欧におい
て，キリスト教徒たちによるユダヤ教論駁に
大きな変化が生じた。旧約聖書の聖書解釈
をめぐる論争を主題とする「対ユダヤ文学」
（Adversus Iudaeos）の伝統に加えて，理性に
もとづく教義の構築がめざされるなかで，ユ
ダヤ人を改宗させるための論駁書が書かれる
ようになったのである。たとえば，ペトル
ス・アルフォンスィの『ユダヤ人モーセとの
対話』（1110年頃）では，著者と対話をする
「ユダヤ人モーセ」とは，キリスト教に改宗
する前のペトルス自身である。ペトルスによ
れば，彼の周囲のユダヤ人たちは彼の改宗に
ついて，神とトーラーを蔑み，聖書の言葉を
正しく理解できず，現世的な利益を求めた結

果であると非難した。そこで，「私はキリス
ト教に敵対する者のあらゆる反対意見をここ
に据え，〔……〕理性的議論と聖典からの証
拠をもってそれらを論駁した」9）と応答する
のである。

12世紀の『ユダヤ人モーセとの対話』と，
2世紀のユスティノスによる『ユダヤ人ト
リュフォンとの対話』には決定的な違いがあ
る。モーセがキリスト教に改宗するのに対
し，トリュフォンはしないことである。それ
は，「ユダヤ人とともに（with）おこなわれ
る論争」から「ユダヤ人に対する（against）
論争」への変化である。ユスティノスの『対
話』では，改宗しないユダヤ人の「頑なさ」
が，ユダヤ教と差異化する仕方でのキリスト
論の構築にとって重要な役割をはたす10）。他
方，ペトルスの『対話』では，ユダヤ人が改
宗するという宗教間の移動が主題となる。ペ
トルスのユダヤ教論駁は，ユダヤ人たちをキ
リスト教に改宗させる道を拓くことをその目
的とするのである。
端的に言えば，中世西欧のユダヤ教におけ
る論争文学の出現は，同時代のキリスト教に
おけるユダヤ教論駁の変化に呼応した結果で
あり，両宗教の相互的な関係性が顕在化した
現象である―。このフンケンシュタイン
のテーゼはいまなお広く受け入れられてい
る11）。古代末期のユダヤ教の言説からの革新
性として，論争文学は，一方ではタルムード
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のイエス物語にみられる自己完結性を打破す
るものであり，他方では従来の儀礼や説話に
おいては付随的であった対抗性をより直接的
かつ明確に表明するものであるといえる。
加えて，「論争文学」というジャンルの成
立にかんしては，学術的研究の「貢献」も指
摘される。特定の文献群を研究の対象とする
ことによって，ひとつの学術的領域が創出さ
れるということである。論争文学に対する学
術的な関心は 17世紀のキリスト教徒のヘブ
ライストのあいだで高まった。なかでもヨハ
ン・C・ヴァーゲンザイルの『サタンの燃え
立つ投げ矢』（1681年）には，「神，キリス
ト，キリスト教徒の宗教に対するユダヤ人の
秘密の恐ろしい未出版の書物群」として六つ
の文献と彼のラテン語訳が収録された12）。そ
の後，19世紀になると西欧のユダヤ学にお
いて膨大なヘブライ語写本の調査と校訂が進
められた。特にモリッツ・シュタインシュナ
イダーの文献目録（1877年）は，研究の文
献的基盤を構築するだけでなく，「論争文学」
というジャンルを形成することにも寄与し
た13）。また，ザムエル・クラウス（1948年没）
による基礎的な研究書がウィリアム・ハーベ
リーの補完をへて 1995年に出版され14），「論
争文学研究」というひとつの学術的領域が確
立されてきた。
先行研究は主にふたつの傾向に分けられ

12）　Wagensail, J. C., Tela Ignea Satanae: Arcani, & Horribiles Judaeorum Adversus Christum Deum, & Christianam 
Religionem Libri, Altdorf, 1681. ①ヨム・トーヴ・リップマン・ミュルハウゼン『勝利の書』（Sefer Nitzahon, 15世紀），②
著者未詳『勝利の書（古）』（Sefer Nitzahon Yashan, 13世紀），③パリのラビ・イェヒエルによるパリ討論（1240年）の報
告書，④ナフマニデスによるバルセロナ討論（1263年）の報告書，⑤トロキのイツハク・ベン・アブラハム『ヒズーク・
エムナー』（Hizuq Emunah, 16世紀），⑥中世ユダヤ教世界のイエス伝承『トルドート・イェシュ』（Toledot Yeshu）の六点。

13）　Steinschneider, M., Polemische und apoligetische Literatur in arabischer Sprache, zwischen Muslimen, Christen und 
Juden, Leipzig, 1877.

14）　Krauss, S., ed. and rev. by Horbury, W., The Jewish-Christian Controversy, Volume I: History, Tübingen: Mohr Siebeck, 
1995.

15）　Freudenthal, G., “Philosophy in Religious Polemics: The Case of Jacob ben Reuben (Provence, 1170),” Medieval 
Encounters 22 (2016), pp. 25–71

16）　Limor, O., Jews and Christians in Western Europe: Encounter between Cultures in the Middle Ages and the 
Renaissance, Unit 5: The Jewish-Christian Debate, Tel Aviv: The Open University, 1993 [Hebrew]; Chazan, op.cit.

17）　Ben-Shalom, R., Facing Christian Culture: Historical Consciousness and Images of the Past among the Jews of Spain 
and Southern France during the Middle Ages, Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006 
[Hebrew]. 

18）　Daniel J. Lasker, Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages, 2nd edition, Oxford: The 

る。ひとつは主にユダヤ史において，論争文
学を他の文献や資料と照らし合わせ，特定の
時代の文化や社会を明らかにしようとする研
究である。これは，宗教論争の文献がその地
域のユダヤ教文化の形成に寄与しているとい
う前提に立つものである。たとえば，論争
文学は知識人による著作である場合が多い
が，タルムードの伝統的なユダヤ教の学知
と，自然科学や哲学などの学知との関係につ
いての著者の認識がそこに反映される。哲学
的な議論にもとづいてキリスト教を論駁する
とき，論争家にとって哲学は信頼できる知識
であり，その認識自体が当時のユダヤ人社会
における学知のあり方を特徴づけているので
ある15）。加えて，論争家たちのキリスト教文
化についての知識や，キリスト教徒によるユ
ダヤ教論駁との影響関係も重要な論点とな
る16）。また，論争文学が当時の歴史的状況の
みならず，中世のユダヤ人の「歴史意識」を
も反映しているという論点も興味深い17）。
もうひとつは，論争文学に属する複数の著
作を比較する研究である。そこでは，ユダヤ
人たちが歴史を通じてキリスト教文化と向き
あい続けてきたという前提のもとで，論争家
たちの問題意識の共有が注目される。最も重
要な論点のひとつは，カトリックの教義につ
いてのユダヤ人論争家たちの論駁を比較し，
その理路を明らかにすることである18）。また，
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「聖書解釈」と「知性／理性」（sekhel）と並
ぶもうひとつのキリスト教批判の基準として
「歴史」を挙げ，各時代の論争文学における
「史的」イエス像―近代的な史的イエス研
究の先駆？―を比較する研究もある19）。こ
れらの研究では，特定の時代に収まらない論
争の言説が歴史的に形成されるという想定が

Littman Library of Jewish Civilization, 2007; Trautner-Kromann, H., Shield and Sword: Jewish Polemical against Christianity 
and the Christians in France and Spain from 1100–1500, Tübingen: Mohr Siebeck, 1993.

19）　Berger, D., “On the Uses of History in Medieval Jewish Polemic against Christianity: The Quest for the Historical 
Jesus,” in Jewish History and Jewish Memory: Essays in Honor of Yosef Hayim Yerushalmi (eds. E. Carlebach et al., Hanover: 
New England University Press, 1998), pp. 25–39. 

20）　Talmage, E.(F.), ed., Sefer ha-Berit u-Vikuhei Radaq ’im ha-Notzrim (The Book of the Covenant and other Writings), 
Jerusalem: Bialik Institute, 1974.

21）　Ya’aqov ben Reuben, ed. Y. Rosenthal, Milhamot ha-Shem, Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1963.
22）　中世以降のヘブライ語文献に現れる「プロヴァンス」は地域文化的概念であり，現代のプロヴァンス地方とラン

グドック地方を含む。
23）　Robinson, J. T., “Philosophy and Science in the Medieval Jewish Commentaries on the Bible, in Science in Medieval 

Jewish Cultures (ed. G. Freudenthal, Cambridge: Cambridge University Press, 2011) pp. 460–464.

なされる。実際，争点になる論題やキリスト
教批判の論法が複数の著作のなかで類似する
場合も多いからである。だとすれば，論争文
学固有の「論駁の作法」のようなものを浮か
び上がらせることができるかもしれないとい
うわけである。

3　『契約の書』と『主の戦い』

さて，本稿ではこの論争文学の嚆矢とさ
れる 12世紀後半のふたつの作品を取り上げ
る。ヨセフ・キムヒの『契約の書』（Sefer 
ha-Berit: SB）20）とヤアコヴ・ベン・ルーベン
の『主の戦い』（Milhamot ha-Shem: MS）21）で
ある。両者はいずれも「プロヴィンツヤ（プ
ロヴァンス）」（Provintzyah/Provence）と呼
ばれる南フランス地方で書かれたが22），そこ
には南仏のユダヤ教文化の持つ三つの特徴が
みてとれる。
第一は，哲学に対する関心である。中世ユ

ダヤ哲学はイスラーム世界のギリシア・ア
ラビア思想文化の受容によって形成された
が，後に南仏のユダヤ人たちを強く惹きつけ
た。マイモニデス（1135/38―1204）の哲学書
『迷える者の導き』（Dalālat al-ḥā'irīn/Moreh 
Nevukhim）が，南仏でユダヤ・アラビア語
原典からヘブライ語に翻訳されたことはその
象徴的な出来事である23）。『契約の書』と『主
の戦い』の執筆時期は『導き』の完成に先立

つが，特にヤアコヴはイスラーム世界のユ
ダヤ人哲学者の議論を丹念にたどっており，
『導き』の翻訳以前から南仏において哲学の
受容があったことがうかがえる。そして，こ
うした南仏のユダヤ人たちの知的傾向は，
宗教的な教義や信仰が知性（理性，sekhel/
ratio）にもとづくものであるべきとする前提
を，キリスト教徒とユダヤ人の知識人たちが
共有していたことを示す。実際，キムヒやヤ
アコヴは，ペトルス・アルフォンスィが『ユ
ダヤ人モーセとの対話』において立脚した
ふたつの基盤―理性と聖書―をまさに証
拠としてキリスト教を論駁する。それが，キ
リスト教徒の信頼する手段を利用するという
古代末期以来の「対抗歴史」の伝統を踏襲す
る意識によるのか，それとも中世ユダヤ哲学
の翻訳と受容によって得られた着想によるの
かはわからないが，12世紀の両宗教の論争
家たちは類似した論法を共有していたのであ
る。
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第二は，翻訳文化の醸成が，異なる地域の
ユダヤ教文化だけでなく，イスラームやキ
リスト教の文化の受容を促進したことであ
る。キリスト教諸王国とイスラーム諸王朝の
対立が激化していたイベリア半島を離れ，南
仏に移住してきたキムヒ家とティボン家は，
数々の翻訳によって多大な知的貢献をもたら
した24）。また，アラビア語文献の翻訳は哲学
のみならず，天文学や占星術，幾何学，医
学，そして文学などにもおよんだ25）。加えて，
9世紀のユダヤ・アラビア語のキリスト教論
駁書『神父の論駁の報告』（Qiṣṣat Mujādalat 
al-Usquf）のヘブライ語翻訳（『ネストル神
父の書』Sefer Nestor ha-Komer）とその受容
も重要である26）。著者（未詳）の「神父」は
ユダヤ教への改宗者として登場し，キリスト
教論駁を展開してゆくが，ダニエル・J・ラ
スカーはこの訳書が南仏において，西方キリ
スト教世界の文学やイスラーム世界における
数少ないキリスト教論駁を知る機会を提供し
たと評価する27）。また，ラテンキリスト教世
界のユダヤ知識人には，聖書ラテン語訳（ウ
ルガータ）も読む能力を有する者が少なくな
かった28）。総じてイベリア半島や南仏のユダ
ヤ人社会では，西方キリスト教世界の文学に
対する知識が高かったといえるのである。
第三は，キリスト教徒との良好な関係であ

る。南仏では 5世紀初めにアルルにてユダ

24）　Cohen, M., “The Qimhi Family,” in Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, Volume I: From the 
Beginning to the Middle Ages (Until 1300) (ed. M. Sæøbo, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000), pp. 388–415; Robinson, 
J., “The Ibn Tibbon Family: A Dynasty of Translators in Medieval Provence,” in Be’erot Yitzhak: Studies in Memory of Isadore 
Twersky (ed. J. Harris, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005), pp. 193–224.

25）　Robinson, J. T.,“Translations,” in The Cambridge History of Judaism, Volume VI, pp. 506–534.
26）　Lasker, D. J., and Stroumsa, S., eds., The Polemic of Nestor the Priest: Qiṣṣat Mujādalat al-Usquf and Sefer Nestor Ha-

Komer, 2 vols., Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Community in the East, 1996.
27）　Lasker, D. J., “Christianity, Philosophy and Polemic in Jewish Provence,” Zion 68:3 (2003), pp. 313–333 [Hebrew].
28）　加藤哲平「迷える者たちの翻訳者―中世ユダヤ教におけるヒエロニュムスとウルガータ聖書―」『京都ユダ

ヤ思想』第 12号（2021年）106―131頁。
29）　Ben-Shalom, R., The Jews of Provence and Languedoc: Renaissance in the Shadow of the Church, Raanana: The Open 

University of Israel, 2017, pp. 106–134 [Hebrew].
30）　13世紀頃のヘブライ語年代記には，ナルボンヌを征服したカール大帝（実際には小ピピン）が，ユダヤ人使

節の尽力によってアッバース朝カリフのハールーン・アッラシードと友好な関係を築き，カリフが派遣したダビデ家の
ユダヤ賢者にナルボンヌの支配権を分与したという伝承が記されている。Ibid., pp. 34–40; Neubauer, A., Medieval Jewish 
Chronicles and Chronological Notes, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1887–95, vol. 1, pp. 82–84.

ヤ人の定住が始まり，9世紀以降はカロリン
グ朝の統治下で各都市にユダヤ人共同体が形
成されていった。共同体は地方領主や教会聖
職者によってその法的自治が認められ，ユダ
ヤ人たちは周囲のキリスト教徒と交流を続け
た。南仏ユダヤ史の碩学ラム・ベン・シャ
ロームによれば，12世紀までの両信徒の社
会的および経済的な関係は親密かつ開放的で
あり，キリスト教徒を顧客とするユダヤ人の
金貸しや医者も多かった29）。キムヒもヤアコ
ヴも両宗教についての豊かな知識にもとづい
て論争を展開しているが，それはキリスト教
の文化や文学に彼らがアクセス可能であった
ことを示すものである。宗教論争には，社会
的に開かれた関係性が可能にする知的交流と
しての側面がある。歴史的にいつもそうであ
るとはかぎらないが，12世紀の南仏におけ
る論争文学は，当時のユダヤ人とキリスト教
徒の良好な関係のなかで編まれたといえる。
以上の背景をふまえつつ，次にヨセフ・キ
ムヒとヤアコヴ・ベン・ルーベンについて見
てみよう。ヨセフ・キムヒは前述のようにア
ル・アンダルスから南仏に移住した人物だ
が，移住先のナルボンヌは南仏のユダヤ人
社会の中心地であり，由緒正しいユダヤ人
の「王」（nasi/rex）が統治する都市であると
キリスト教徒たちのあいだでも知られてい
た30）。実際にナルボンヌのユダヤ人共同体を
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統治していたのはカロニモス家であり，彼ら
はここにタルムード学習の拠点を形成してい
た。移住してきたキムヒはナルボンヌの学習
文化を称えつつも，ユダヤ・アラビア語文化
の流入を阻む言語の障壁に気づき，アンダル
スのユダヤ教思想の珠玉の作品群をヘブライ
語に翻訳した31）。また，キムヒによる聖書ヘ
ブライ語の文法書や聖書の註解も一部現存し
ている32）。後述するように，『契約の書』はヘ
ブライ語聖書の解釈がその中心をなしている
ことから，これらの文法書や註解と共通の問
題意識のなかで執筆されたと考えられる（執
筆時期は 1160年代か）。
他方，ヤアコヴ・ベン・ルーベンについて

はほとんどわかっていない。序文でヤアコヴ
は，同書が「捕囚の地，Mored Gas(h)iqoya」
（MS, p. 4）での体験にもとづいていると述べ
ているが，この地名については，ガスコー
ニュ地方とする説とアラゴンの都市ウエスカ
とする説がある（MS, p. ix）。また，ヤアコ
ヴの出自についても，ナルボンヌ出身と推察
する説や，アンダルスからの移住者であると
主張する説がある33）。仮に「捕囚の地」がほ
とんどユダヤ人のいない環境を意味するのな
ら，ウエスカには比較的大きなユダヤ人共同
体があったため，ガド・フロイデンタルも推
察するようにこれはガスコーニュ地方の小都
市ではないかと思われる（ただ，そこで執筆

31）　バフヤ・イブン・パクーダ『心の義務』（Hovot ha Levavot）やシュロモ・イブン・ガビロール『聖なるシェケル
銀貨』（Sheqel ha-Qodesh, 『真珠の選択』から改題）など。

32）　文法書は『記憶の書』（Sefer ha-Zikaron）や『明かされたものの書』（Sefer ha-Galui）。聖書註解のうち，現存す
るのはヨブ記と箴言の註解である。他に，モーセ五書と預言書の註解が息子のダヴィド・キムヒらの註解に引用されてい
る。

33）　ベン・シャローム（前者）とチェイザン（後者）。Ben-Shalom, The Jews of Provence, pp. 39–40; Chazan, op.cit.
34）　Freudenthal, op.cit., pp. 47–51.
35）　バーガーはヤアコヴが神父からユダヤ教論駁についても学んでいたと推察する。Berger, D., “Gilbert Crispin, Alan 

of Lille, and Jacob ben Reuben: A Study in the Transmission of Medieval Polemic,” Speculum 49 (1974), pp. 36–37.
36）　執筆の経緯を記した序文に続き，キリスト教に対する論駁の証拠として，知性（第 1章），モーセ五書（2），詩

編（3），預言書（4―7），ダニエル書（8），ヨブ記（9），箴言（10）が列挙される。第 11章はマタイ福音書の翻訳による
イエス批判，第 12章はメシアがまだ到来していないことの証明である。

37）　Lasker, “Jewish-Christian Polemics,” pp. 161–173; Freudenthal, op.cit., pp. 25–71.
38）　Chazan, R., “The Christian Position in Jacob Ben Reuben’s Milhamot ha-Shem,” in From Ancient Israel to Modern 

Judaism: Intellect in Quest of Understanding, Essays in Honor of Marvin Fox (eds. J. Neusner et al., 4 vols., Atlanta: Scholars 
Press, 1989), vol. 2, pp. 157–170.

したかは疑わしい）34）。執筆時期については，
校訂者のイェフダ・ローゼンタル（MS, p. 
viii）がその根拠に挙げるいくつかの写本の
奥付の記載年（1170年）以外に情報はない。
そして，何よりも驚くべきはヤアコヴの博
学ぶりである。彼曰く，「〔私は〕ひとりのキ
リスト教徒と仲良くなった。〔……〕彼は論
考の知恵に精通した神父であり，あらゆる
内なる知恵によって賢き者であった」（MS, 
pp. 4–5）。そして，「私はいつも彼のところ
で知恵と知見を彼から学んだ」（MS, p. 5）と
言う35）。ヤアコヴはキリスト教という「誤り」
を打ち立てた人物として，ヒエロニュムス，
アウグスティヌス，パウロの名を挙げる。実
際，『主の戦い』において彼が展開する論駁
は，聖書ラテン語訳およびラテン教父たちの
文献についての豊富な知識にもとづいてい
る。その意味で，神父にとってヤアコヴは
信仰する宗教こそ違えど，優れた弟子だった
のであろう。また，『主の戦い』は全 12章
で構成されているが，最終章にてやや唐突に
ユダヤ哲学の文献をもちいた議論が展開さ
れる36）。この意図についても諸説あるが37），彼
の知識は南仏における翻訳文化の恩恵を受
けたものである。これらの特徴を考慮する
と，チェイザンも述べるように，ヤアコヴは
まさしく南仏のユダヤ教文化の体現者といえ
る38）。
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次に，ふたつの著作に目を向けると，いず
れもユダヤ人とキリスト教徒の対話形式で
ある。『契約の書』では「信仰者」（maamin）
と「異端者」（min），『主の戦い』では「証
一者」（meyahed）39）と「反駁者」（mekhahed）
と呼ばれている。
また，執筆の動機も類似している。キムヒ

は「私の弟子のひとりが，トーラー（モーセ
五書），預言書，諸書におけるすべての幻視
と預言を，われらの教え（dat）に対して論
駁する異端とエピクロス派40）への回答も含め
て集め，まとめてほしいと私に求めてきた」
（SB, p. 21）と記しており，彼の弟子たちが
聖書解釈をめぐってキリスト教徒と論争をす
る機会に直面し，そのための指南書を求めて
いた状況がうかがえる。また，結びでもキム
ヒは読者が本書を学び，論争において的確な
回答をする術を身につけることを求めてい
る（SB, p. 55）。他方，ヤアコヴはキリスト
教徒の信仰が「真の知性」と「聖なる書物」
にもとづいておらず，「真理の認識」（hakarat 
ha-emet）によるものではないと述べ，彼ら
の語る嘘に対して回答すると宣言し（MS, p. 
4），師である神父とのやりとりを思い起こ
す。かつて神父は，ユダヤ人たちが落伍して
ゆき，キリスト教徒たちの威光が強まるばか

39）　動詞「神の唯一性を証しする」（y-h-d）に由来する。
40）　古代ギリシアの学派だが，ラビ・ユダヤ教文学では神による世界創造や応報などを否定する者たちの名称として

使われる。
41）　Chazan, R., “Joseph Kimhi’s Sefer Ha-Berit: Pathbreaking Medieval Jewish Apologetics,” Harvard Theological Review 

85/4 (1992), pp. 417–422.
42）　Milhemet Mitzvah, Constantinople, 1710, 18b–38a. 挿入されているのはナフマニデスによるバルセロナ公開討論

（1263年）の報告書における詩篇 110：1の注釈（SB, p.48; Moshe ben Nahman (Moses Nahmanides), ed. H.D. Chavel, Kitvei 
ha-Ramban, 2 vols., Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1963, vol.1, p. 317）。当初はキムヒが著者であることを疑う研究者も少
なくなかったが，タルマジやチェイザンはキムヒの別の著作での言及を証拠に，彼が著者であると説得的に断定してい
る。Yosef Kimhi (Joseph Kimchi), ed. H.J. Mattews, Sefer ha-Galui (Sefer ha-Galuj), Berlin, 1887, p. 135; Joseph Kimhi, trans. F. 
Talmage, The Book of Covenant, Toronto: The Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1972, pp. 18–19; Chazan, “Joseph Kimhi’s 
Sefer Ha-Berit,” pp. 419–422. なお，匿名の加筆者は「われわれの離散の長さは 1200年以上におよぶが」（SB, p. 63）と述べ
ており，西暦 70年の神殿崩壊から「離散の長さ」をかぞえるなら，13世紀後半の人物と推察される。

りであるが，「あなたの口にある真理が答え
るというのなら，あなたの望むとおりに語る
がよい」（MS, p. 5）と自分に訊ねてきたので
あった。本編の対話にこの師弟の問答がどの
程度再現されているかは不明だが，『主の戦
い』も『契約の書』と同様，著者にとっての
身近な論争の体験が元になっていると考えら
れる。
なお，チェイザンが指摘するように，両
著作の後代における影響は対照的である41）。
キムヒは数々の貢献を後世に残したが，彼
の『契約の書』についてはあまり読まれな
かったようである。唯一現存するテクストは
18世紀の論争文学の雑録に収録されたもの
だが，別の文献からの挿入や，明らかに後代
の人物による加筆修正（SB, pp. 56–68）がみ
られる42）。そのせいか，1972―74年にエフラ
イム（フランク）・タルマジが英訳と校訂版
を出すまでは学術的関心も薄かった。他方，
『主の戦い』はかなり読まれ，中世の写本に
もとづいて 19世紀のユダヤ学の研究者たち
も印刷版を出している。また，リラのニコラ
ウスや元ユダヤ教徒のブルゴスのアブネル
ら，14世紀のキリスト教徒の論争家たちも
『主の戦い』を読み，ユダヤ教世界における
キリスト教論駁の方法を学んだ。

4　教義の論駁

では，ふたつの著作における論駁を見てみ よう。ここでは三位一体と処女懐胎について
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検討する。
構成の点で両著作にはふたつの共通点がみ

られる。第一に，知性と聖書解釈というふた
つの証拠によって論駁を組み立てることであ
る。すでに述べたように，これは同時代のキ
リスト教における論争文学との相互的な関係
性を示す特徴である。聖書解釈については，
原則として字義的解釈による反論が試みられ
るが，それを遵守するとはかぎらない。キム
ヒは「トーラーはそのすべてが字義によるの
でも，そのすべてが寓意的なのでもない。字
義的に解釈することがふさわしくないことに
ついては，われわれはそれを寓意的に解釈し
なければならない」（SB, p. 38）と述べるが，
これはラビ・ユダヤ教における聖書註解の伝
統を拓いたサアディア・ガオン（882―942）
の聖書解釈原則を想起させる。サアディアは
字義的解釈を原則としつつ，知性による証
明，感覚による把握，聖句同士の矛盾，伝統
的解釈といった理由によりそれが適用されな
い場合には字義を離れてよいと主張する43）。
キムヒが直接サアディアを参照したかは定
かではないが，ヤアコヴはサアディアの主著
『信仰と意見の書』（Kitāb al-Amānāt wa-al-
Iʿatiqādāt/Sefer Emunot ve-De’ot）のヘブライ
語訳を繰り返し参照しており44），ふたりとも
サアディアの原則を知っていた可能性は高
い。
第二に，対話の相手である作中のキリスト

教徒は，著者の見解をユダヤ人の応答者に十
全に語らせるための役割にとどまることであ
る。ひとつの主題について双方の意見によっ

43）　『タフスィール』（注釈つき聖書アラビア語訳）序文および『信仰と意見の書』（7：2）。Saadia Gaon, trans. Y. 
Kafih, Targum ha-Tafsir shel ha-Rasag le-Torah, Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1984 in Torat Hayim, Bereshit, vol. 1 (Jerusalem: 
Mossad Harav Kook, 1993), pp. 3–4; Saadia Gaon, trans. Y. Kafih, Sefer ha-Nivhar be-Emunot u-ve-De’ot (Ha-Emunot ve-ha-
De’ot), Jerusalem, 1970, pp. pp. 221–224; Saadia Gaon, trans. S. Rosenblatt, The Book of Belief and Opinions, New Haven: Yale 
University Press, 1948, pp. 265–267.

44）　『信仰と意見の書』のヘブライ語翻訳はイェフダ・イブン・ティボンやベレヒヤ・ハナクダンによっておこなわ
れた。ヤアコヴが参照しているのは後者である。MS, pp. xvi–xvii; Freudenthal, op.cit., p. 34, n. 17.

45）　これは「主なる神はその秘密（sod）を僕なる預言者たちに明かすことなしには，何事もなされない」（アモ 3：
2）という一節が示す過程のことであり，アブラハムが預言者として描かれている（SB, p. 50）。

て考察を深めるというよりも，キリスト教徒
側の主張や質問が手短に述べられ，ユダヤ教
徒側がそれを徹底的に批判するという形式と
なっており，後者の意見を充実させる狙いが
明確である。
さて，三位一体については，『契約の書』
ではイサク誕生の予告の物語（創世記 18章）
の解釈が問題となる。この物語では，「主が
マムレの木々において彼（アブラハム）に現
れた」（創 18：1）後，天幕の入口にすわっ
ていたアブラハムが「目を上げて見ると，み
よ，三人の人が彼に向かって立っていた」
（同 3）とある。この光景について，「異端
者」は「始めに彼はひとりを見て，そして三
人に対して祈った」（SB, p. 50）と解釈する。
実際，アブラハムは最初に「もしあなたの目
（be-’einekha）に適うのなら」（創 18：3）と
単数形で呼びかけるが，その後で水と食事を
持ってくるときには「あなた方は足を洗い
（ve-rahatzu ragleikhem）」（同 4）と複数形に
なっている。「異端者」によれば，これはア
ブラハムのもとに現れた主なる神が一人であ
り，その後彼が三人（つまり父，子，聖霊）
を見たことを意味する。それゆえ，アブラハ
ムの体験の記述が三位一体を予示していると
いうのである。
これに対して，「信仰者」は三つの理由で
批判する。第一は，この出来事を聖書の物
語の文脈で解釈することによる。この文脈的
解釈によれば，三人はこの後（19章）のソ
ドムとゴモラの滅亡の秘密（sod）を告げ45），
この前（17章）のアブラハムの割礼の痛み
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を癒すためにやってきた46）。また，アブラハ
ムが「目を上げて見る」とは，「神が彼に対
して現れた後に，彼がその目を別の場所に
向かって上げたという意味である」（SB, pp. 
50–51）。つまり，この三人は神とは別の場
所に現れたのであり，具体的には三人の天使
のことであると「信仰者」は主張する。天使
たちは個々に役割を任されており，その役割
とはサラに対してイサクの誕生を伝えるこ
と，ソドムに赴いてロトを救出すること，そ
して同じくソドムに赴いて滅亡させることで
ある。また，「あなた」と「あなた方」とい
う仕方で呼びかけ方が違うのは，最初に年長
者ひとりに呼びかけ，その後で三人全員に提
案をするという慣習をアブラハムが実践した
からであるという。
第二の批判は聖書の表現とその用法によ

る。「異端者」は三人に対してアブラハム
が「祈った」（hitpalel）と解釈するが，原
典（創 18：2）では「ひれ伏した」（va-
yishtahvu<hishtahavah）となっている。「信仰
者」曰く，「『ひれ伏した』とは『祈り』では
ない。これは人間に対するものである」（SB, 
p. 51）。つまり，ひれ伏す対象の「三人」と
は人間であり，神ではないというのである。
ただ，このキムヒの説明には問題がある。な
ぜなら，聖書には神に対して「ひれ伏す」と
いう用法もあるからである47）。
第三の批判は，「異端者」の聖書解釈がみ

ずから教義を掘り崩すというものである。も
し「異端者」の言うように，三人の「人」が
神の受肉した姿であるとしたら，「子」だけ
ではなく，三つのペルソナすべてが受肉した
ことになる。また，イエスの誕生以前に受肉
が起こったことになる―この説明は，キム
ヒが「予型」という解釈を受け入れていな

46）　これはタルムードにみられる解釈（BTバヴァ・メツィア 86b）であり，11世紀のユダヤ人注釈家ラシも言及し
ている。

47）　「信仰者」が挙げているのは「アブラハムはその地の民の前にひれ伏し」（創 23：12）だが，「彼（アブラハムの
僕）は主にひれ伏し」（創 24：26）などの用例もある。「信仰者」はすべての「ひれ伏す」の動詞が人間に対するものであ
ると主張しているわけではないが，それでも根拠としては脆弱である。

いことを意味する―。加えて，ロトに対し
てふたりの「天使」（創 19：1）が現れたと
あるが，「異端者」の解釈にしたがえば，こ
の「天使」（アブラハムの場面では「人」）も
神が受肉した姿となる。このような解釈につ
いて，「信仰者」は「ふたり〔の神〕を信じ
る者は，あなたの信仰においては誤りではな
い」（SB, p. 52）と述べ，キリスト教があた
かもふたりの神を認めるかのようであると痛
烈に批判する。
また，この第三の論点については，ヤアコ
ヴも指摘している。「証一者」曰く，

かのお方は生まれる前に，それとも生ま
れた後に「子」と呼ばれるのか。生まれ
る前だとあなたが言うとすれば，それは
正しくない。なぜなら，生まれる前にそ
の者を「子」と呼ぶことなど，世界のど
こにもないからである。むしろ，生まれ
た後に「子」と呼ばれるのである。だと
すれば，あなたの言葉は真理ではないこ
とがわかる。〔……〕乙女の胎から生ま
れる以前の時間が存在しており，その時
点では唯一性は三位一体の原則のなかに
はなく，むしろ二の原則のなかにある。
なぜなら，そこではまだ子が生まれてい
ないからである。（MS, p. 9）

ヤアコヴは，「子」という名称が時間的な段
階において生まれる者に対するものであると
説明する。ゆえに，三つのペルソナは永遠な
る神の唯一性と矛盾する。その意味で，キム
ヒもヤアコヴも受肉を「子」の誕生として理
解しており，これにもとづいて，三位一体が
神の唯一性に逸脱するものではないというキ
リスト教の教義の誤りを指摘している。加え
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て，『主の戦い』では，「反駁者」が三位一体
を被造物にたとえて説明する（燃えている
炭は物体，火，炎で一体となる）のに対し，
「証一者」がそのたとえでは「三」の必然性
がなく，五個や十個の要素の結合でも説明で
きてしまうと批判する。
また，『主の戦い』の聖書解釈の議論では，
創世記 1章の「初めに神（Elohim）は天地
を創造した（bara）」（1：1），「神の霊（ru’ah 
Elohim）が水の面を動いていた」（同 2）と
いう箇所が取り上げられる。「反駁者」は
「『創造した』という語は単数形であり，『神
（エロヒーム）』は複数形，つまり二である。
それらは〔合わせて〕三であることが見出さ
れる」（MS, p. 40）と説明する。また，「二の
意味で書かれている『エロヒーム』から出た
ものである霊が水の面を動いていた。みずか
らの前にある水の面を動いた後，それに対し
て実体（guf）と具体的なかたち（mamash）
がもたらされたことが見出される」（ibid.）
と述べ，この創造物語の記述に三位一体を読
み取る。
それに対し「証一者」は，「エロヒーム」

（神）という複数形のような表現48）を二とか
ぞえる必然性がないこと（四でも十でもよ
い），この表現が単数の意味で使われる用
例があること49），「反駁者」が神の身体性を
認めていることを指摘して批判する。加え
て，「証一者」は，三位一体とは「現実にお
いて分かれているペルソナ。ペルソナにおい
て三つであり，実体においてひとつである」
（Personas distintas realmente, tres in persona et 
una in sustancia）50）とあらわしたうえで，「神
の霊」（創 1：2）についての「反駁者」の解

48）　ヘブライ語で語尾が imの語形は，一般的に男性形名詞の複数形である。
49）　金の子牛像事件の場面（出エジプト記 32章）で，アロンが子牛像を造って「これらがあなたの神（Elohekha）

である」（出 32：4）と言うが，子牛像は一体しかないので「Elohekha」という複数形表現も単数の意味であると「証一者」
は主張する（MS, p. 41）。ただ，主語は「これら」（eleh）なので，この主張にはやや問題がある。

50）　原文はヘブライ文字に翻字されており，このラテン文字転写は校訂者に依拠している（MS, p. 40, n. 26）。むろ
ん，これはカトリックの正統教義である “tres personae, una substantia” のことである。

51）　最後の部分をラスカーは「それ自体は神ではありえない」と訳したうえで，この「証一者」の批判はサアディア
に由来すると主張する。Lasker, Jewish Philosophical Polemics, p. 48. 

釈は，「エロヒーム」（ふたつのペルソナ）か
ら「霊」それ自体が出て，その「霊」が「実
体」を持つと主張するものであると説明す
る。キムヒの見解と似ているが，「反駁者」
の解釈は「実体においてひとつである」とい
うカトリックの正統教義に反するのではない
かと指摘しているのである。「反駁者」の解
釈によれば，個々のペルソナは有限であり，
尺度と量を持つ。この点について，「証一者」
は「哲学者たち」の見解として，「すべての
有限なものは分けられ，すべての分けられる
ものは結びつけられ，すべての結びつけられ
るものは新たに生み出され，すべての新たに
生み出されるものは自分以外の生み出すもの
を必要とし，その神性（Elohut）はそこから
消滅する51）」（MS, p. 42）と説明する。この見
解によれば，神が唯一永遠であるには，実体
を持たない唯一の創造主でなければならな
い。そうでなければ，その神性は時間的なも
のとなり，時間とともに消滅してしまうから
である。「反駁者」の聖書解釈によって導き
出されるペルソナは三つの実体であり，三位
一体の教義とみずから矛盾しているとヤアコ
ヴは指摘するのである。
このようにキムヒとヤアコヴは聖書解釈と
知性に依拠して三位一体を批判するが，ふた
りの理路には類似点だけでなくそれぞれの特
徴もみてとれる。キムヒは相手の聖書解釈を
批判するさいに，対象の聖句を聖書の元の文
脈に照らして解釈する原則を強調する。他
方，ヤアコヴは聖書解釈に端を発する議論で
あっても，「三」という数の必然性や，ペル
ソナを三つの実体としてとらえることの問題
点などを挙げ，カトリックにおける教義と聖
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書解釈，および哲学的な存在論との矛盾を指
摘する傾向にある。
次に，処女懐胎の事例を見てみよう。『契

約の書』では「一人の男児が私たちのために
生まれた。一人の男の子が私たちに与えられ
た。主権がその肩にあり，〔かのお方は〕彼
の名を『驚くべき指導者，力ある神，永遠の
父，平和の君』と呼んだ（va-yiqra）」（イザ
9：5）という聖句が問題になる。「異端者」
はこの預言がイエス誕生を予示するものと解
釈する。その根拠は「驚くべき指導者～平和
の君」というきわめて長い名前が「人間に対
するものとは考えられない」（SB, p. 22）こ
とである。
これに対して「信仰者」は相手の読みを批

判する。「異端者」はこの一節の後半を「そ
の名が～と呼ばれる」と受動態で解釈してい
るが，それは誤りであり，しかもその原因は
聖書ラテン語訳（ウルガータ）の権威である
ヒエロニュムスに帰するというのである。ヒ
エロニュムスが「呼ばれる」（vocabitur）と
受動態で訳したのは，「呼ぶ」（q-r-’）という
動詞を「va-yiqare」と活用させたニフアル態
（主に受動態）と判断したからである。とこ
ろが，伝統的なヘブライ語聖書（マソラ）の
読みによれば，この箇所は「va-yiqare」で
はなく，「va-yiqra」と読まれなければなら
ず，この動詞はパアル態（主に能動態）であ
る。文の構造としては，ラテン語訳では「彼
の名」が主語だが，マソラでは「彼の名」は
目的語であり，動詞が三人称男性単数形であ
ることから，主語として「彼」（ここでは神）
を補い，「彼（神）は彼の名を～と呼んだ」
と読む52）。「信仰者」によれば，このイザヤ書
の一節は神がその子に（長い）名前を付けて
呼んだことを意味する。そして，その「子」
とは義王ヒゼキヤのことである。
この「信仰者」の主張は「異端者」の質問

52）　実際，ラシは後者のように解釈している。また，ヤアコヴも同様の主張を述べている（MS, p. 89）

に直接答えるものではない。しかし，キムヒ
の意図が最初から別のところにあることは言
を俟たない。つまり，キムヒはカトリックが
その聖書理解において拠って立つところのヒ
エロニュムスの読みに疑義を示しているので
ある。ヒエロニュムスはヘブライ語聖書の正
確な読みを知らないまま，そのテクストをラ
テン語に翻訳した。そこに誤訳が生じるので
あり，結果的にそれはカトリックの聖書理解
を根本から揺るがすことになるというわけで
ある。見方を変えれば，このイザヤ書のキリ
スト論的解釈に対するキムヒの批判は，ヒエ
ロニュムスの聖書翻訳への批判という大きな
展望の導入として位置づけられている。
他方，『主の戦い』では知性と聖書解釈と

いうふたつの観点から，処女懐胎への批判
が示される。知性にもとづく批判とは，端的
に言えば，神が「母胎の暗闇のなかに閉じ
こもり，闇のなかに隠れ，光を見ない胎児の
よう」（MS, p. 13）にして人間の女性の胎内
に入ることがなぜ必要なのかというもので
ある。このような理解は「主への罪を犯す」
（ibid.）ことを意味すると「証一者」は非難
する。なぜなら，身体を持たないはずの神が
人間の胎内という小さな「暗闇」のなかに閉
じこもるという発想自体が，まさしく擬人神
観的だからである。
また，「反駁者」が処女懐胎を宝石と光線

にたとえて，「藍玉に太陽の光を通過させて
も切断されることがないように，乙女の胎
に神を通過させても切断されることはない」
（ibid.）と説明すると，「証一者」はランプと
羊皮紙をもちいた別のたとえをもって反論す
る。蝋燭を灯したランプに羊皮紙をかぶせた
とき，羊皮紙が燃えることなく，外から火の
輝きが見えるのはなぜか。それは，蝋燭の炎
が羊皮紙を通過しているからではなく，羊皮
紙が白く薄いものであり，「光るものの強さ
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が羊皮紙の白色に接触する」（ibid.）からで
ある。言うなれば間接的な照明のように，炎
の光が白色の紙に照らされているのであっ
て，光が羊皮紙を通過しているのではないと
いうことである。同様に，グラスにワインを
注いだとき，手が赤く見えるのは，グラスそ
のものの透明性のゆえであって，ワインの赤
い色の光がグラスを通過しているからではな
い。このようにして「証一者」は，宝石を太
陽にかざしたときに煌めくのは太陽光が宝石
を通過しているからであるという「反駁者」
の理解自体を批判する。仮に「懐胎」が「通
り過ぎること」だとしても，「反駁者」がそ
の説明のために用意したたとえは不適当であ
るというわけである。したがってヤアコヴの
知性的批判は，非身体的な神が人間の胎内に
宿るという発想の「罪深さ」と，懐胎につい
てのたとえをもちいた説明の不適当さを指摘
するものである。
次に，聖書解釈における批判では，「見よ，
乙女が身ごもって男児を産み，インマヌエル
と名づける」（イザ 7：14）という一節が取
り上げられる。この一節はマタイ福音書のイ
エス誕生の場面（1：23）でも引用されてお
り，旧約聖書のキリスト論的解釈の最も有名
な預言として知られる。「乙女」とは処女マ
リアのことであり，男児の名インマヌエル
（’Imanuel）とは「神がわれわれとともにあ
る」（’imanu El），すなわちイエスのことで
あるという解釈である。これに対し，ヤアコ
ヴは三点をもって批判する。
第一は，ヘブライ語の「乙女」（’almah）
に「処女」（betulah）の意味はないという
指摘である。それを示す聖書の用例が，「男
が『乙女』に向かう道」（箴 30：19）が「私
にとって知りえぬこと」（同 18）という一
節である。「私」が道理的でない（「知りえ

53）　前者が「乙女が水汲みにやってくるようになさってください」（創 24：43），後者が『主の戦い』でも挙げられ
ている箴 30：19。

54）　『契約の書』でも同様の説明がみられる（SB, pp. 46–47）。

ぬ」）とみなしているのは非処女の女性に
「向かう」（関係を持つ）ことであるはずだか
ら，ここの「乙女」が処女を意味することは
ありえないという説明である。なお，カト
リックにおいてイザ 7：14の「乙女」が「処
女」と解釈された理由は，ヒエロニュムス
が ’almahを virgoと翻訳したことであるが，
この点を指摘しているのはキムヒの方である
（SB, pp. 43–44）。興味深いことに，キムヒは
ヤアコヴと異なり，「乙女」が「若い女性」
（na’arah）全般をさし，聖書内では「処女」
（betulah）も「既婚の女性」（be’ulah）も意
味すると説明する53）。つまり，キムヒは処女
の用例がないことではなく，「乙女」の語の
多義性を示すことによって，「処女」と翻訳
したヒエロニュムスの選択の恣意性を問題視
しているのである。だとすれば，キムヒの目
からすれば，ヤアコヴの反論も説明不足と
映ったかもしれない。
第二は，もしこの預言がイエスのことであ
るなら，彼はアハズ王（ヒゼキヤの父，ユダ
王国）の時代に生まれていなければならない
という指摘である。イザヤの預言は，アッシ
リアと戦争をした「ふたりの王」（イザ 7：
16，イスラエル王国のペカとアラムのレツィ
ン）が敗北し，「地が捨てられる」（同），す
なわちイスラエル王国が滅亡する状況を告げ
るものだからである。アハズ王の治世から，
イエスが生まれたとされる「ヘロデ王の第
二神殿時代の末まで 700年以上ある」（MS, 
p. 87）ことをヤアコヴは指摘する54）。そして，
第三の点もそれと関連するが，イザヤ自身の
意図についての指摘である。キリスト論的解
釈によれば，このイザヤ書の預言は「彼（イ
エス）の到来は世界を贖うという善きことの
ためである」（MS, p. 88）という意味を持つ。
しかし，この預言が語られた歴史的文脈にお
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いては，イザヤは良き知らせを告げたのでは
なかった。なぜなら，インマヌエル（義王ヒ
ゼキヤ）の誕生を預言した直後，イザヤは神
がアッシリアの王を遣わす（イザ 7：17）と
告げているからである。イスラエル王国が滅
亡し，ユダ王国も崩壊寸前まで追い込まれる

55）　ヘブライ語のネフェシュは「命」と「魂」を両義的に意味する。

アッシリアの侵攻は，神によってイスラエル
の民にもたらされた厳格な神罰だという認識
である。イザヤの預言はこの災いを告げるも
のであり，それをイエスの誕生として解釈す
ることは彼の警告的意図に反するというわけ
である。

5　非知性的なイエス像

さて，『契約の書』と『主の戦い』の本筋
は上述のような教義論駁であるが，その周囲
にはさまざまな主題が散りばめられている。
そのひとつがイエスについての描写である。
描写自体は多くないが，両者に共通している
のは，イエスの知性に対する疑義を表明して
いることである。
神が人間の胎内に入るという発想をヤアコ

ヴが問題視したことは上で述べたとおりだ
が，同様の批判はキムヒにもみられる。た
だ，キムヒは神の身体性よりも，神がなぜ
「知恵や知性のない男児」（SB, p. 29）として
生まれる必要があるのかを問題にする。さら
に，イエスの受難について，「〔神は〕みずか
らを卑しめることによってしか，みずからの
世界を救うことができないのか」（SB, p. 30）
と問う。それは，「かのお方の偉大さを損な
うような信仰で心を満たすこと」（ibid.）な
のではないかというのである。
「信仰者」はイエスの霊魂（neshamah）に
ついてふたつの可能性があると述べる。「マ
リアの胎内で受肉した神そのものがイエスの
霊魂であったのか，あるいは他のすべての人
間と同じように，彼は他の（神以外の）霊魂
を持っていたのか」（SB, pp. 30–31）という
二択である。もし前者だとすると，イエスの
霊魂は神性であって，彼は人間の霊魂を持っ
ていないことになる。そして，彼の身体のな

かにある命（nefesh）は動物的なものでしか
ない。つまり，受肉とは「神が人間のなかに
ではなく獣のなかに入った」（SB, p. 31）こ
とになる。他方，後者であるとすると，イ
エスの霊魂は人性であるから，「彼は神でも
神の子でもなく，神が彼に固着していた」
（ibid.）にすぎず，死とともにイエスの霊魂
は他の人間同様，天国か地獄に行く。要する
に，いずれにおいても単性説的な理解であ
り，「信仰者」はカトリックの正統教義を初
めから拒絶しているともいえる。
このようなイエスの霊魂をめぐる考察の
なかで，「信仰者」は前者の選択を前提とし
た議論を進める。その場合，イエスは知性な
き人間となる。その証拠となるのが，磔刑
の場面で彼が「わが神よ，わが神よ，なぜ私
を見捨てるのか」（詩 22：2）と叫んだこと
である（マタ 27：46他）。この行動につい
て，「信仰者」は「神が誰に対して叫んでい
たのというのか。それは，彼が神性の他に言
葉を語る魂（nefesh medaberet）を有してい
なかったからである」（SB, p. 31）と説明す
る。イエスは神性を有するがゆえに，「言葉
を語る魂」すなわち人間が持つ知性的な魂／
命（nefesh）を持つことはなかった55）。神自
身（イエス）が自分の救いを求めて神に向
かって叫ぶという，「信仰者」の目には不可
解に映る磔刑のさいの行動は，イエスが知性
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を欠いた人物であることを示す証拠であると
いうわけである56）。これはカトリックの教義
についての厳密な論駁ではなく，その意味で
『契約の書』の本筋から外れた議論といえる。
そのなかでキムヒは，仮に受肉を受け入れる
としたら，イエスは知性のない人間とならざ
るをえないことを指摘しようとしたものと考
えられる。
また，非知性的なイエス像は『主の戦い』
においても顕著である。ヤアコヴはラテン語
訳のマタイ福音書を体系的にヘブライ語に翻
訳したが，当然ながらその意図は，福音書の
批判的読解をキリスト教論駁に結びつけるこ
とであった57）。しかし興味深いことに，ヤア
コヴの読みからはタルムードのイエス像（不
義の子や魔術師）は出てこない。ここではイ
エスの有名な隣人愛の教えをめぐる議論を見
てみよう。ヤアコヴはマタイ福音書を訳しつ
つ，以下のように説明する。

彼（イエス）は彼ら（人々）に言った。
「あなた方は先人たちが『あなたは隣人
をあなた自身のように愛しなさい』（レ
ビ 19：18）と言ったことを聞いた」（マ
タ 5：43）。これは隣人に対してのみ適
用される命令であり，憎む者たちを憎む
ことは認められている。〔だが，彼はこ
う言ったのだ。〕「私はあなた方に言う。
あなた方を憎む者たちを愛しなさい，あ

56）　もちろん「信仰者」自身は受肉を受け入れない。偶像崇拝の罪を念頭に置きつつ，「生ける神の代わりに，神で
はない人間に仕える者は死罪である」（SB, p. 30）と述べている。

57）　Rosenthal, J.(Y.), “Early Hebrew Translations of the Gospels (Translation of the Gospel of Matthew by Jacob ben 
Reuben),” Tarbiz 32 (1962), pp. 48–66 [Hebrew]. 

なた方の敵にとって良きことをしなさ
い」（同 44）と。彼がすべての掟，法，
教えを取り除いていることがうかがえ
る。（MS, p. 146）

これは「敵を愛せ」というイエスの有名な教
えである。ヤアコヴはイエスの教えを「慈し
みの教え」（torat hen）と表現するが，それ
はモーセが示した隣人愛―「裁きの教え」
（torat mishpat）―に対する矛盾であるとし
て厳しく批判する。ヤアコヴが疑問視してい
るのはイエスの隣人愛の内容ではない。むし
ろ，彼の聖書解釈者としての能力である。な
ぜなら，イエスは「敵を愛せ」という自分の
教えがモーセの教え（レビ 19：18）にもと
づくと明言しているにもかかわらず，件のレ
ビ記には「敵を愛せ」という教えはなく，む
しろ敵を「憎むことが認められている」から
である。もちろん，山上の垂訓にイエスの解
釈の革新性をみてとることはできる。しか
し，ヤアコヴの目にはそれは「矛盾」と映っ
た。モーセのトーラーを実践することを求め
たイエス自身が，その「裁きの教え」の原理
を転覆させてしまったことは，聖書の法的な
解釈の能力が彼に欠けていたことの証左とな
る。ヤアコヴにとって，福音書のイエスは不
幸な生まれでも魔術師でもないが，聖書の法
的な原理を理解できていない愚かな教師なの
である。

6　キリスト教徒の社会への批判

そして，この非知性的なイエス描写は，キ
リスト教徒の実践や生活に対する批判に直結
する。ヤアコヴは隣人愛の解釈の問題に続い
て，同時代のキリスト教徒たちの不正や不道

徳を指摘する。その原因は，イエスの「誤っ
た」解釈のために，モーセのトーラーの「裁
きの教え」という原理が見失われてしまった
ことである。ここでの「裁き」（mishpat）は
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社会正義を含意するものであり，キリスト教
徒の社会がそれを失ったのは，イエスの誤っ
た隣人愛解釈のせいだという理路になる。
だが，責任はキリスト教徒たち自身にもあ

るとヤアコヴは言う。なぜなら，「あなた方
はその慈しみの教えすら，さまざまな理由で
まったく実践していない」（MS, p. 146）から
である。キリスト教世界は暴力と戦争を繰り
返し，聖職者たちは財産を強奪している。ゆ
えに，「あなた方の手には新しい〔契約〕も
旧い〔契約〕も，道も小路もない。ただ，暗
闇と死の影があるだけである」（ibid.）とヤ
アコヴは糾弾する。また，キムヒも修道院に
おける禁欲主義的な生活への批判を表明して
いる。「信仰者」曰く，「数百万のなかのひと
りが優れて神に仕えたところで，それがあな
た方にとって何の益となるのか58）。〔益がある
としても〕それにもかかわらず，森のなかで
生涯みずからを切り離す者が，そのおこない
と信仰において完全であるとは私には信じら
れない」（SB, p. 28）。ヤアコヴやキムヒの批
判は，11世紀のグレゴリウス改革が西欧に
もたらした影響を思い起こさせる。十字軍
の結成やシモニア，さらには教会と彼らに反
対する者たちがともに掲げた使徒的生活であ
る。こうした 12世紀の西方キリスト教世界
の諸側面を，ヤアコヴやキムヒは批判のまな
ざしで見ていたことが推察される
さらにキムヒは，誘拐や殺人，姦通を犯す

キリスト教徒たちと対照的に，ユダヤ人の社
会には搾取や略奪がなく，子どもはトーラー
の学習によって育てられ，女性たちは慎み深
い振る舞いをすると述べる。また，客人を招
くときにも，キリスト教徒はその者からすべ
てをだまし取ろうとするのに対し，ユダヤ人
は費用の負担を客人に一切求めず，貧者への
施しをすると言う（SB, p. 26）。ベン・シャ

58）　「信仰者」はここでバビロン捕囚を例に挙げる。イスラエルの民のなかに少数の義人がいたとしても，民の多く
が罪を犯したがゆえに神が捕囚という神罰を下したということである。

59）　Ben-Shalom, The Jews of Provence, pp. 168–169.

ロームも指摘するように，これは南仏の両宗
教の信徒たちの現実を記述したものというよ
りは，ユダヤ人社会に対する教育を含意する
意見と考えられる59）。その意味で『契約の書』
には，宗教論争のためだけでなく，社会生活
のための指導書という役割も込められていた
のではないか。ラビたちが聖書やタルムード
の学習にもとづいて定めるハラハー（ユダヤ
法規）とは異なる仕方で，論争文学はキリス
ト教徒の社会への批判という仕方で，ユダヤ
人社会のための規範を提供するものであった
と思われる。
そして，キムヒは結びにおいて，キリスト
教徒とキリスト教の問題点を明確に指摘して
みせる。「信仰者」曰く，

なぜ，あなた（「異端者」）はみずからの
信仰を，知性およびまっすぐな道をもっ
て見つめないのか。〔聖書は〕大いなる
者と語る。その者は，みずからの信仰が
誤ることのないように思索する理知的な
人間である。それが事の原理なのであ
る。見よ，あなたは知性が正当化するこ
とのない別の事柄を，聖書がそれを否認
しているにもかかわらず信じている。た
とえば，奇跡や驚くべきことをおこなう
死者たちをあなたは信じている。〔……〕
しかし，見るがいい。聖句は生きている
者たちのために，死者たちに伺いを立て
る者たちを有罪とした。「民は，自分の
神に伺いを立てるべきではないか。生き
ている者たちのために，死者たちに伺い
を立てるべきなのか」（イザ 8：19）と。
〔……〕もし彼の悔い改めが完全であれ
ば，聖人たち（ha-qedushim）による罪
人のための和解の執り成しは必要ない。
なぜなら，創造主がすでに完全な悔い改
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めをするすべての者に対して，その者を
受け入れることを約束しているからであ
る。欺瞞によって悔い改めを偽ったな
ら，死者たちであれ，生きている者たち
であれ，彼らが彼のために祈り，慈悲を
求めたとしても，その祈りが何の益とな
ろうか。〔……〕この世の生きている者
たちも，天上の天使たちも，神は受け入
れることはない。そして，もし悔い改め
が完全であれば，その者には他の助けは
要らない。なぜなら，その完全な悔い改
めこそが彼にとって助けとなるからであ
る。（SB, pp. 54–55）

「信仰者」は，聖書と対話をする者とは「理
知的な人間」（adam mevin）であると主張す

60）　Silver, D. J., Maimonidean Criticism and the Maimonidean Controversy, 1180–1240, Leiden: Brill, 1965, pp. 49–68.
61）　『信仰と意見の書』（7：3–4）。Saadia, Sefer ha-Nivhar be-Emunot u-ve-De’ot, pp. 224–226; Saadia, The Book of 

Beliefs and Opinions, pp. 268–270, pp. 420–422.
62）　Freudenthal, op.cit., pp. 65–71.

る。ここでは，聖書解釈と知性というふたつ
の基準にもとづく批判が，カトリックの教義
だけでなく，死んだ聖人たちに対する崇拝に
も向けられている。では，なぜ聖書と知性は
聖人崇拝を否認するのか。それは，悔い改め
による救済という神の約束をその崇拝が否定
するからである。加えて，聖人崇拝という慣
習が救済の本来的な力を人々に見失わせるも
のであるという―プロテスタンティズムや
近代イスラームにも通じるような―「信仰
者」の指摘は，カトリックへの皮肉めいた批
判であるだけでなく，「悔い改め」を実践せ
よというユダヤ人たちへの指導でもあると考
えられる。だとすれば，ここでもやはり，他
宗教の文化への批判を通じてユダヤ教の実践
の意義を示すという意図が見受けられる。

7　創  造  論

最後に，『主の戦い』を特徴づけている最
終章の議論を取り上げたい。この章の論題
は，メシアはイエスとしてすでに到来したと
するキリスト教の立場を批判し，メシアが
到来していないことを，聖書解釈と知性にも
とづいて論証することである。ヤアコヴはま
ず，サアディアの哲学書『信仰と意見の書』
を参照し，エゼキエル書をはじめとする預言
書に描かれた終末の時代が，イエスの活動時
期も含むエルサレム第二神殿時代にはまだ到
来していないことを主張する。次に，死者の
復活の主題を取り上げ，再びサアディアの議
論を参照する。死者の復活はイスラーム世界
のユダヤ教において大きな論争を巻き起こし
たが60），霊魂のみが復活し，身体は復活しな
いとする立場をサアディアは批判する。サア
ディアによれば，身体と霊魂を分離したもの

と考えるこうした復活思想は，無からの創造
を否定することを意味したからである。ま
た，身体の復活はエゼキエル書の「枯れた骨
の復活」（37章）において預言されており，
それはイスラエルの地においてのみ起こる出
来事であるとサアディアは主張した61）。
このような終末と復活についての議論を経
て，ヤアコヴは最後に創造論へ関心を向け
る。そのさい，彼はサアディアを離れ，同じ
くイスラーム世界のユダヤ人哲学者であった
イツハク・イスラエリ（855頃―955頃）の
論考を参照する62）。最初に，ヤアコヴは創造
のプロセスを説明する。それは，神が無から
四つの元素（yesod）を創造し，これらの四
元素から地上の万物が形成されるというもの
である。そして，四元素のさまざまな組み合
わせは，被造物の多様性と個物の偶有性だけ
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でなく，被造物が壊れゆくこと（hashtahah）
の原因にもなる。万物が破損し，消滅するの
は，四元素の組み合わせという「複雑さ」に
よるのである。他方，天上には四元素による
のではない被造物が存在する。天使たちであ
る。「われらの神の言葉は永遠に立つ」（イザ
40：8）という一節は，天使を創造する神の
力を示したものであるとヤアコヴは解釈する
（MS, p. 167）。その力とは「神の言葉」であ
る。つまり，天使は神の言葉によって直接創
造された存在であり，四元素の組み合わせで
はないその「単純さ」ゆえに，壊れゆくこと
なく永遠に存在し続けるのである。そして，
ヤアコヴは「天が煙のように消え，地が衣の
ように朽ちても〔……〕私の救いは永遠に続
き，私の義は代々にくじけない」（イザ 51：
6）という一節を解釈する。それは天地を含
むすべての被造物の消滅を告げているように
みえるが，「知性の道によれば，この一節を
壊れゆくことについてであると解釈するのは
ふさわしくない」（MS, pp. 167–168）。知性
的解釈によれば，むしろこの一節は万物を存
在させる統一的な原理の存在を示しているの
である。それは「私の救い」や「私の義」と
いう語であらわされている神の力である。ヤ
アコヴは万物が壊れゆくものであるという解
釈を否定するわけではないが，天地が神の力
によって永続するものという「知性の道」の
解釈の方により大きな意義を認めているので
ある。
そして，関心は死者の復活へと戻る。ヤ

アコヴによれば，身体の復活を否定する者
は，身体が四元素の構成物であり，そうで
あるがゆえに壊れゆく性質から逃れられない
と考えている。しかし，天使がそうであるよ

うに，純粋に神の力によってのみ存在するも
のは決して滅びることはない。そして，人
間の身体もまた四元素から離れることで永遠
に存在することができる。ヤアコヴはこの神
の力を「輝き」（ziv）と名づけ，「その輝き
の力によって身体は永続し，風（四元素のひ
とつ）のなかにある力はそれに対して，湿気
や湿潤によって何をももたらすことができな
い」（MS, p. 170）と説明する。そして，聖
書にはこの「輝き」を体験した人物がいる。
シナイ山で飲食をせずに 40日間を過ごした
モーセである。シナイ山で神と語っている
あいだ，モーセの顔は光を放っていた（出
30：29）。この「神の臨在の栄光」（kavod 
ha-Shekhinah）こそが件の「輝き」であり，
現世においてモーセがそうであったように，
死後の来たる世における義人たちもまたこの
光に照らされるのである。神の「輝き」は四
元素に内在する破壊的性質から身体を守り，
永遠に存在させ続ける。そして，終末を迎え
たとき，彼らの身体は復活するのである。
ヤアコヴはイスラーム世界のユダヤ哲学に
おいて，知性と聖書解釈が統合された思想を
見出した。そして，その思想から，万物を形
成するものとして神が最初に無から創造した
四元素と，その構成が必然的にもたらす物質
の破壊性とはまったく異なる「輝き」という
神的原理を学び取った。これは，キリスト教
に対する論駁を導きの糸とした創造論の構築
である。メシアニズムと死者の復活という論
題をへて，『主の戦い』は創造という主題を
もって論を結ぶことになる。それは，ヤアコ
ヴのキリスト教論駁がもたらしたもうひとつ
の理路であった。

8　結　　論

ヨセフ・キムヒの『契約の書』とヤアコ ヴ・ベン・ルーベンの『主の戦い』は，ユダ
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ヤ人を改宗させようとする同時代のキリスト
教徒の活動からユダヤ人たちを守るために書
かれた。弟子たちからの要望，あるいは神父
と自分との対話という体験から，論争によっ
てキリスト教の教義を論駁する内容の書物が
必要とされたことを，いずれの著者もその執
筆動機として明らかにしている。そして，こ
の論争のために両者が導入した基準は聖書解
釈と知性のふたつであり，それはペトルス・
アルフォンスィら同時代のキリスト教側の論
争家と共有されていた。
『契約の書』と『主の戦い』はいずれもヘ
ブライ語で書かれており，キリスト教徒との
論争の手引きとしての役割が冒頭で明示され
ていることから，キムヒやヤアコヴが想定す
る読者はユダヤ人であったと考えるのが妥当
であろう。そのことは，ユダヤ教とキリス
ト教を対比的に関係づけることの教育的な意
図からもうかがえる。キムヒとヤアコヴは両
宗教のあいだに「正誤」の境界線を引き，そ
の対照性を際立たせることを論争の作法とし
た。その第一の目的は，すでに見たようにキ
リスト教の教義に対する論駁であるが，この
対比にはもうひとつの重要な目的がある。キ
リスト教の実践は「悔い改め」の持つ救済的
な力をその信徒たちが完全に信じていないこ
とを意味するというキムヒの指摘や，キリス
ト教徒の社会における暴力や聖職者たちの欺

瞞に対するヤアコヴの批判には，ユダヤ人た
ちの宗教実践や社会がそうであってはならな
いという教示が含意されている。キリスト教
やキリスト教徒の社会をいわば教訓的な事
例とし，彼らの問題点を明確にして批判する
ことによって，自分たちの生活を改善してゆ
くべきだとする見解が表明されているのであ
る。論争のための具体的な手法を示すこと
と，キリスト教世界への批判を通じてユダヤ
教の実践や社会道徳のあり方を教示すること
が，『契約の書』と『主の戦い』に共通する
ふたつの目的といえる。この論駁と教育とい
う目的を考慮すれば，やはりこれらの読者と
して想定されていたのは同時代のユダヤ人た
ちであったはずである。
加えて，『主の戦い』の特徴として，メシ

ア到来という具体的な論争的主題を通じて，
ヤアコヴが創造論を展開していることが挙げ
られる。上で述べた読者向けの明確なふたつ
の目的とは異なり，こちらについてはヤアコ
ヴ自身の思索の試みとしての性格が強い。し
かし，思想史的な観点から見るならば，ヤア
コヴの創造論は，宗教論争からユダヤ教の思
想的主題を展開してゆくユニークな事例と位
置づけられる。それは南仏のユダヤ教文化が
可能にしたひとつの地域的な現象としての理
路といえるであろう。 （東京大学）
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