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1517年-2017年: 50年目に思う旧約学の課題

手島　勲矢

2017年は,ルターが｢95か条の論題｣をヴイツテンベルク教会の門に張り出し

た事件(1517年)より数えて500年目に当たる｡同時に, 1517-18年は,ヴェネ

チアのダニエル･ポムベルグの印刷所から初版ラビ聖書Fアルバア･ヴェエスリ

ーム(二十四)』が発表された年でもあることから,私としては,旧約学にとっ

ての500年目を思い感慨深い｡すなわちビプリア･ヘブライカ,旧約聖書の本文

批評,その500年の歩みを思う｡

周知のごとく,キッテルの編集した初版『ヘブライ語聖書(ビブリア･ヘブラ

イ*)』の本文は,ポムベルグのラビ聖書第2版(1524-25年)の本文を基礎と

する｡ゆえに,旧約の本文批評の基礎は,ヤコブ･ベン･ハイム(イブン･アド

ニヤ)が編集した第2版ラビ聖書にあるといえる｡しかし,第2版ラビ聖書のフ

ォーマット,その基本コンセプト(タナッハ構造の破壊と章ナンバリング)は,

初版ラビ聖書が据えたものである｡聖書テキストの歴史から言えば,初版ラビ聖

書のコンセプトを世に広めたのがイブン･アドニヤの第2版であり,その初版ラ

ビ聖書のコンセプトこそは,ヘブライ語聖書解釈の歴史を,ある意味で,二分す

る画期的なものなのである｡言うまでもなく,第2版ラビ聖書のフォーマット

ち,それまでのマソラー写本の形式から根本的な所で逸脱している｡ラビ聖書

は,決してユダヤ教の伝統に忠実な,純粋なユダヤ教の聖書(タナッハ)ではな

い｡

このフォーマット革命ともいうべき伝統的な形式からの逸脱の歴史的な意義は

何か?旧約学が歴史的な事実の知見であろうとするのなら,これは持つべき問題
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意識である｡そして,じっくり時間をかけて議論されるべきことでもあるので,

ここでは,私が自分の調査から理解している初学的な所感のみを述べるoまさに

旧約学が再び歴史学として名誉ある学問の位置を回復するには,資料説などの仮

説的な歴史分析以上に,その全ての推論がよって立つ現在の聖書テキストの歴史

的な事実関係を回復するほうが先決であると思うが,その点でも,ラビ聖書のフ

ォーマット革命の問題は小さくないと私は考える｡

すなわち,私が理解するラビ聖書の引き起こしたフォーマット革命とは,キリ

スト教徒の翻訳聖書の形式伝統とユダヤ教徒のマソラー写本の形式伝統を同棲さ

せたこと,それによってく新しい聖書)つまり原典｢ヘブライ語聖書(Biblia

Hebraica)｣概念を発明したこと,そして,それはタナッハ伝統の根本的な破壊

であったこと,につきる｡そして,これらすべては,理念的な,つまりユダヤ人

もキリスト教徒も一緒に立ち返るべき｢聖書の原点｣,揺るがない｢原典テキス

ト｣のミラージュを,時代が求めた所以である｡

ポムベルグの初版&第二版ラビ聖書は,本の扉にそれぞれ書名タイトルを掲げ

る｡初版は｢アルバア･ヴェエスリーム(24)｣であり,第二版は｢シヤアル･

アドナイ･ヘハダシュ(新しさ主の門)｣である｡ゆえに,厳密には,二冊は異

なる本と理解するべきであろう｡書名からわかることは,ポムベルグのラビ聖書

が,一見,ユダヤ人の聖書のように見えても,それが純粋なユダヤ人の聖書(タ

ナッハ)の伝統ではないことである｡それは神聖四文字が本のタイトルに印刷さ

れていることからも明らかである｡ (ユダヤ人は法規によって厳しく神聖四文字

の使用を制限されている｡)

ポムベルグのラビ聖書が｢ユダヤ･キリスト教｣のく新しい聖書)の様相を里

するのは,初版の編者フェリックス･プラテンシスが,ユダヤ教からキリスト教

に改宗した聖アウグスチヌス修道会の修道士であったという背景も無関係ではな

いだろう｡彼にとって,ヘブライ語聖書はキリスト教の存立と切り離せないユダ

ヤ･キリスト教の基礎構造であった｡彼は,教皇レオ10世への献辞で,ヘブライ

語聖書の間違いを修正すること,伝統的なユダヤの翻訳と注解を知ること,これ

らはキリスト教にとって有益かつ必要なことであり,この本の上にキリスト教の
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基礎と構造が座るのだと説く. (C. Ginsburg, Introduction to the Massontico_

CriticalEdition ofihc Heb柁紺Bible, 1896, p.945-946).事実,ヤコブ･ベン･ハイ

ムの編集したラビ聖書第2版は,ルターなどの聖職者をはじめ,ブクストルフな

どのプロテスタント学者などにも受け入れられ,その後, 17世紀になるとラビ聖

書のテキスト改良がキリスト教学者たちの手によって進められ,最終的には,キ

ツテルの｢ビブリア･ヘブライカ｣初版の誕生となり,そのラビ聖書に始まる本

文批評の歩みは, 500年をかけて,ポール･カーレ助言の第3版｢ビブリア･ヘ

ブライカ｣を生み出し,また改めてレニングラード写本,アレッポ写本に立ち返

り,さらに死海からの巻物･断片など古いソースに向かっていくのである0

現在では,文化人類学や古代オリエントレバント考古学の知見の広がりが,

歴史学としての旧約学の存在理由を証明しているようにも見えるが, 16世紀の昔

に立ち返るならば,聖書学者の歴史研究の主要な努力は,ヘブライ語文法の理解

とマソラー聖書テキストの確立にあった｡とりわけ,ラビ聖書第2版の編集者ヤ

コブ･ベン･ハイムが,ユダヤ教の先人たちのマソラー軽視を批判しながら(初

めて?本格的に?)異読にかかわるマソラー,その大小コメントの伝統のインパ

クトをキリスト教世界に紹介し,また同時代のヘブライ語学者エリヤ･レヴイイ

タは,その翻訳者(クリスチャン･ヘブライスト)のセバスチャン･ミュンスタ

ーを介在して,キムヒ･ヘブライ語文法を世に広めながら,マソラー伝統のアク

セント記号･母音記号の起源の問題を論じた｡これらユダヤ学者の仕事の影響は

小さくなく,カトリック教会とプロテスタント教会の学者たちは,彼らの知識を

吸収することで, ｢聖書のみ｣の認識をめぐり論争を激化させていった｡

特に,プロテスタント(ルター)側は,聖書翻訳をヘブライ語から民衆の言語

(ドイツ語)にやり直す際に,ラビ聖書をヘブライ語聖書の原典テキストとみた

て,そのヘブライ的な伝統に回帰して, ｢旧約｣と｢旧約外典(アポクリフア)｣

を区別した｡それに対して,カトリック側は,初めての多言語聖書コンプルテン

サ･ポリグロット(1514-17年)に教会の立場を代弁させた｡すなわちウルガタ

(ラテン語訳)を中心にして,ギリシア語訳聖書とヘブライ語聖書を左右に従え

るように配置したテキストのレイアウトによって,教会は,ラテン語翻訳聖書
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(ウルガタ)の権威のみがギリシア語やヘブライ語の原典を凌駕した真正な聖書

の権威(または伝統)であることを主張した｡その認識は, 1545年に始まるトレ

ント公会議で確認され,旧約と新約の定義は明確に文書化され,プロテスタント

(ルター派)の｢聖書のみ｣の主張への反対軸となった｡

17世紀になると,アクセント記号の起源問題に象徴されるように, ｢聖書のみ｣

の旗頭を立てるプロテスタントの中でも,ユダヤ人の聖書の伝統を原典としてど

のように評価するのかについて,学者の意見は二つに分かれた｡つまりレヴイタ

の側に立ってアクセント記号は後代のものであるからラビ聖書は原典にはならな

いと考える人々(カベルや)と,アザリア･デ･ロッシの側に立って,アクセン

ト記号の起源はラビ･ユダヤ教以前にさかのぼると考える人々(ブタストルフ)

に分かれた論争が続く｡いわゆる近代聖書学の始まりを語る上では,マソラーの

アクセント記号の起源をめぐる論争は,聖書の｢歴史｣事実追求の具体例として

注目に億する論争であった｡さらに聖書テキストの起源論は17世紀を通じて盛ん

になるが,これらはラビ聖書に始まるフォーマット革命の聖書を基礎にしている

ものであり,バルーフ･スピノザやリシヤール･シモンも例外ではないのは,彼

らの議論で聖書が引用される際に,彼らの引用が書名･章節の番号を記載するス

タイルで統一されていることからも明らかである｡

18世紀になると,この二人の意見に刺激されたフランス宮廷医師ジャン･アス

トリュックは,創世記の中に,二人の歴史家(資料?)の存在の可能性を二つの

神名の違いから証明しようとした｡そこで注目するべきは,彼が議論を創世記の

みに絞った,その理由である｡それは,創世記だけはモーセ誕生以前の出来事を

述べている本であり,そのテキストの特異性ゆえに,なぜモーセは彼が生まれる

以前のことを知りえたのか?なぜ創世記をかけたのか?の疑問が生じる｡その答

えは,すでに書かれている記録をモーセは参照したからということになるのだ

が,創世記を他の本と切り離して注目できる思考は,モーセ五書がバラバラの作

品であるというテキスト観を有していたからこそである｡つまりト-ラーは五冊

の寄せ集めという前提は,モーセ五書の資料説が発展する上で極めて大事であ

り,創世記は他の4冊とは異なる特殊な一冊であると考えうる力は,申命記は他
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の4冊と違うと考える力も引き出すのであり,そしてト-ラーは元来五書なの

か,六書なのか,それとも四書なのか?という合理的な推理も育むのである｡ラ

ビ聖書のト-ラー分冊スタイルは,これに大いに貢献していると思える｡創世記

を一冊の本として,また申命記を特別の本として捉える発想は,モーセ五書をバ

ラバラにしない,ト-ラーを一体のテキストと考えるマソラー写本の体裁から

は,出てこない発想である｡

旧約学にとって,資料説そのものは,高等批評の推論の産物であるのだから,

本来はその土台となるテキストの確立があってこそ説得力を持つ仮説のはずであ

ったのだが,現実には,モーセ五書の資料説(推論)は, 19世紀後半には独り歩

きをして成立した｡つまりキッテルのビブリア･ヘブライカが登場する前に完成

していた｡要するに,各々の旧約学者は,印刷された様々なバージョンのヘブラ

イ語聖書テキストを基礎にして,様々なテキスト概念を想像しながら,聖書資料

の分析や議論を展開したのであり,厳密にいえば,彼ら19世紀の旧約学者は,磨

史学の批判に耐える聖書テキストの土台を手にすることなく,歴史的な聖書の原

壁(または資料)を推論していたことになる｡

しかし,深刻な問題は,状況が今もあまり変わっていないことである｡つまり

20世紀に現れるキッテルのビブリア･ヘブライカは, BHSやBHQに至るま

で,ヘブライ語聖書のテキスト問題の本質を解決していないのである｡すなわ

ち,ラビ聖書以来の問題,印刷聖書が持ち込んだフォーマット革命の問題-その

歴史的な功罪については不問のままなのである｡

**

ラビ聖書のフォーマット革命は,キリスト教の翻訳聖書との共存を求めて,ユ

ダヤ教聖書の構造のエッセンスを破壊した｡すなわち,第一義的に,ト-ラー･

ネビイ-ム･ケトウビームの文書概念を,物質的な形式･形態において破壊した

のであるoコンプルテンサ･ポリグロット聖書も,翻訳(ウルガタ)聖書の形式

を優位においてユダヤ教のヘブライ語聖書の形式を破壊をしたが,その破壊行為

はマソラー形式(パラシヤー,母音記号,アクセント記号,欄外注他)を取り除

くという,あからさまな破壊であったので,二つの聖書の伝統の違いを鮮明にさ
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せる点で,問題はさほど深刻ではない｡しかし,ラビ聖書のフォーマット革命の

問題は,二つの伝統の違いを見えなくさせる点で,とても問題である｡ト-ラー

の巻物に認められるユダヤの伝統的な聖書テキスト形式に焦点を絞って,このこ

とを具体的に考えてみたい｡

会堂で朗読に用いられるト-ラーの｢巻物(セフェル)｣の中に現在も明瞭に

確認されるのが,文字の羅列に整理を与えるパラシヤー(余白)の伝統である｡

それは視覚的には文字の行に混じる余白にすぎないが,それがテキストの塊を大

小の段落に区分してくれている写字生の伝統である｡ト-ラーの巻物テキスト

は,典礼的に,毎週少しづつ読まれて,一年で巻物を最初から最後まで読み上げ

る｡それで,巻物のテキストは一週間で読むべきテキスト週単位(パラシャツ

ト･シャプア)に分けられるのだが,その区分は巻物テキストには明示されては

いないが,マソラー写本の欄外に指示がある｡要するに,巻物がテキストの最大

の単位であり,それがさらに幾つかの単位に分けられる｡巻物テキスト上で確認

できる最初の単位は4行の空自で示される5部の区別であり,その5部は,さら

に,余白(パラシャ-)によって幾つもの段落に分けられる｡ト-ラーの巻物

は,その中にテキスト単位の秩序を持っているのである｡

会堂の巻物テキストに加えて,マソラー写本(24冊)という形でもユダヤ教の

聖書テキスト区分は伝えられている｡二つはテキストの形態で区別されている｡

マソラー写本に巻物(Scroll)形式のものはないし,会堂で朗読されるテキスト

に冊子本(Codex)形式は許されない｡印刷聖書は,もとより技術的に,冊子本

で装丁されるしかないので,ラビ聖書のフォーマット革命の副産物として,人々

がヘブライ語聖書の原典イメージを巻物ではなく,冊子本で考えるようになった

ことは,繰り返しになるが注目に値する｡

例えば,リシヤール･シモンは,なぜト-ラーの物語の順序に乱れがあるのか

の説明で,元来,ト-ラーには重ねられたページの順序があった(little Scrolls

or Leaves placed one upon another, every one of which made a Volume)のだ

が,そのページの束が糸で縫われていなかったので,順番が崩れてしまったとい

う説明をする(Richard Simon, A Cn'tical History ofthc Old Testament, 1682, ch.1,
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p･6 ; M･ Isa Waley ed･, F･ Deroche and others, Islamic Codicolog, London 2005,

p.12-13;274-276)｡彼のイメージは巻物イメージではない｡冊子本のイメージに近

い｡ちなみに,キリスト教会のギリシア語翻訳聖書の写本(ギリシア語大文字)

は,かなり古く(4-5世紀)から冊子本の形式を採用していた｡要するに,ユダ

ヤ教とキリスト教会の聖書の伝統を一つにしたいという初版ラビ聖書の編者の願

いは,巻物でなく冊子本の装丁になることで半ば成就したともいえるのである｡

本来,会堂のト-ラーの巻物テキストは,羊皮紙の長い帯のように一続きに縫

いわせたものである｡そこに文字は白文(母音記号もアクセント記号もない)状

態で書かれているため,別個に,それを会堂で間違いなく読むために学習用の聖

書テキストとしてマソラー写本が制作されたと考えられている｡学習用というの

は,マソラー写本には無数の記号や異読メモやコメントが書き込まれていて,そ

れらは巻物の白文テキストにはない様々な情報の宝庫であり,聖書テキストの朗

読と読解の助けとなるからである｡中でも,冊子本であるマソラー写本は,ペー

ジの余裕から,新たなテキスト単位つまり過ごとの朗読の単位や,文と文の切れ

目を,欄外や文字の上下にソフ･パスーク,アトナフ他の様々な記号を書き込み

明確にしてくれる｡それまでパラシヤー(余白)からパラシヤー(余白)までの

文字の連続と塊に過ぎなかったものが,マソラーの豊かな記号の数々を参考にす

ると,いくつかの節(文章)に分けることができ,さらに節は幾つかのパーツに

分けられて,文章構造も意味も明確にされるのである｡

加えてマソラー写本にはセデル(順序)とよばれる記号が本文の横に記されて

いて,その記号は段落の集まりよりも大きなテキスト(三年用ト-ラー朗読のた

めの?古い)単位を示しているのではと考えられているが,その意味は定かでは

ない｡このような様々のテキスト区分の工夫がマソラー写本の中には精敵に埋め

込まれているので,ヤコブ･ベン･ハイムは,キリスト教の翻訳聖書の区分(章

節ナンバー)を,どのようにマソラーのヘブライ語テキストと共存させるか苦心

したと思う｡そのことが,第2版序文とともに掲載された,セデルとチャプター

の比較表に窺われる｡彼は,基本的に二つのシステムを無理やりに一致させるこ

とはせず,慎ましく,特別に大きくないへプライ文字で章ナンバーをマソラー本
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文の横に記すだけに止めた｡

しかしながら,ラビ聖書は,初版以来,一つの重大な変更を持ち込んでいる｡

それは,何度も指摘してきたように,ト-ラーの巻物をモーセの五冊の本として

分冊化したことである｡これは極めて重大なユダヤ的な聖書コンセプト(タナッ

ハ)の破壊である｡基本的に,マソラー写本は冊子本であっても,タナッハの構

造は維持していた｡なぜなら,マソラー写本において創世記や出エジプトなどの

書名タイトルは存在せず,ト-ラーの巻物と同様,五部の問には4行(3行)の

スペースが与えられるのみで,一つの連続作品としてト-ラーのテキストを読ま

せるように仕立てられていた｡唯一の大きな区切りは,ト-ラー･ネビイ-ム･

ケトウビーム,それぞれの間に設けられる1ページの余裕である｡つまりレニン

グラード写本でも,アレッポ写本でも,ネビイ-ム(文書群)の始まりであるヨ

シュア記を,ト-ラーの最後のページに連続させない｡新しいページの右端から

書き始められている｡つまりネビイ-ムの始まりと,ト-ラーの終わりは,ペー

ジで区別されるのである｡ケトウビームとネピイ-ムの間も同様である｡しか

し,ポムベルグの初版ラビ聖書は,タイトル｢24｣にも表れているように,タナ

ッハをキリスト教の翻訳聖書に合わせて分冊化する編集をした｡これがラビ聖書

のフォーマット革命の核心である｡

(レニングラード写本では, 1ページの余分をト-ラーとネビイ-ムの間に設

け,その一ページ余白はト-ラーの終わりの後から始まるマソラーのリストがび

っしりと書き込まれている｡ネビイ-ムとケトウビームの問も同様の処理がなさ

れている｡アレッポ写本では,一ページの余分をはさむことなく,ト-ラーを終

えたページをめっくた新しいページからネビイ-ムは書き出されている｡ネビイ

-ムとケトウビームも同様の処理がされている｡)

このラビ聖書の分冊編集のインパクトがいかに大きかったかは,エリヤ･レヴ

イタが『マソレット･ハマソレット』の冒頭に,ユダヤ人?読者に対する｢警

告｣を掲げていることからも分かる｡つまり｢キリスト教徒ダニエル･ポムベル

グ｣は,キリスト教徒のチャプター方式で印刷し,章の番号が記されているこ

と,またサムエル記がキリスト教徒の聖書の伝統にしたがい,上下に分けられて
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いること等を,レヴイタは自分の序文を読ませる前に警告し,新しい聖書の引用

方式について読者に慣れるように知らせているのである｡このことからも分かる

ように,ラビ聖書は純粋なユダヤ教の聖書(タナッハ)ではなく,ユダヤ教･キ

リスト教が共有するべき｢ヘブライ語聖書｣つまり｢ビブリア･ヘブライカ｣と

呼ばれる｢新しい聖書｣なのである｡

ポール･カーレはキッテルにビブリア･ヘブライカについて尋ねられた時,聖

書の歴史的な研究のためには,その本文はラビ聖書の再構築されたテキストでは

なく,レニングラード写本そのものを提供するべきであると進言した｡その蘇

莱,キッテルは,第三版よりレニングラード写本をビプリア･ヘブライカの底本

にしたことは有名な話である｡しかしながら,ポール･カーレの助言は,テキス

トのフォーマットについては十分に活かされることはなかった｡キッテルは,敬

文や詩文のレイアウトや段落の切り方については,初版同様,編者のテキスト理

解にまかせた｡その間題は, BHSにおいてもまだ残っている｡

それゆえに,テルアビブ大学のアハロン･ドタンは,レニングラード写本にあ

る余白(パラシヤー)体裁を忠実に再現しようとしてBHLを編集した｡しかし

ながら,このBHLもタナッハという三部形式でテキストを提示するのではな

く, 24冊の分冊形式を守った｡完全にレニングラード写本の形式に戻ることはな

かったが,テキスト内の余白(開閉パラシヤー)の位置については,またセデル

(順序)については,レニングラード写本に従い,編者の窓意的な余白や改行レ

イアウトは廃止した｡

16世紀に起きたラビ聖書のフォーマット革命は,旧約聖書学が歴史学であろう

とするのなら,当然,その歴史的な背景が検討されなければいけないものであ

り,そのラビ聖書に始まる｢フォーマット｣がその後の聖書解釈に及ぼす影響に

ついても調べられるべき課題だと思う｡確かにポムベルグのラビ聖書には,マソ

ラー写本の収集をもとにテキストの多様性の中から本来の正しいマソラーの姿を

再構築しようとする学術的な側面もあるのだが,宗教や信仰の垣根を超えて聖書

を愛するキリスト教徒ダニエル･ポムベルグの強い普遍的な理想主義の側面も強

いように思える｡ラビ聖書の比較宗教的な問題についてここで深く入ることはし
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ないが,ただ17世紀のユダヤ学者(ノルツイとロンザノ)の目は,第2版ラビ聖

書テキストの特殊な性格･傾向の問題を見過ごさなかった｡

M･ゴッシェンゴットシェタインによれば,ポムベルグが集めた写本は,完全

にスペイン系のものばかりではなく,そこにはサブ･カテゴリーのタイプのもの

が含まれていて,中世以来,ユダヤ学者のト-ラー･テキストの基準はスペイン

(スプアラデイ)系のものを用いるという決まりであり,その学者的な基準に違

反すると見えたからラビ聖書が批判の対象になったという｡ポムベルグのラビ聖

書が広く権威あるテキストとして受け入れられたからこその批判であるという｡

(Isadore Twersky and Bernard Septimus ed., Jewish 7協ought in the Seventeenth

Century, Harvard 1987, p.82-85).

私はパラシヤーの観点から,キッテルの初版ビブリア･ヘブライカと第二版の

ラビ聖書には共通した看過できない問題があると思う｡それは,テキスト･レイ

アウトを編者の見解や方針でいじる問題である｡たとえば,キッテル初版では,

創世記39 : 6に余白を入れて一節を切断しているが,これは物語の筋として段落

を入れたいという編者の考えであろうが,キッテル初版の底本となっている第二

版ラビ聖書のテキストには,レニングラード写本と同様,そんな余白は存在しな

い｡一つの節として扱っている｡編者が任意の余白や改行をいれることでマソラ

ー写本が一節または一つの段落としているものを,さらに部分に切り離すこと

は,伝統的なマソラー･テキストのユニットを破壊する業に他ならない｡

皮肉なことに,別の意味で,それがラビ聖書のフォーマット革命のもう一つの

顔でもある(ラビ聖書の開閉パラシヤーもマソラーの伝統と食い違うとの指摘が

ギンズベルグよりなされている｡ C. Ginsburg, Introduction to the Masswetico-

critical Edition of the Hcbrcw Bible, 1896, 959ff).

例えば,現在,ユダヤ教徒のト-ラー朗読は(バビロンの伝統?で)一年間か

けて終わるように行われるのだが,その過ごとの読むべきト-ラーはパラシャツ

トシャプア(Weekly portion)と呼ばれて,ト-ラー全部を54単位に分けてい

て,それぞれに｢パラシャツトベレシート｣ (創世記1:1-6:8), ｢パラシャ

ット･ノア｣ (創世記6:9-ll:32)などなど,最初の行にある特徴的な言葉を
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表題にして呼ばれる｡ある意味,ト-ラーの, 54のパラシャツト･シャプアの名

前は,ユダヤ人にとっては,創世記,出エジプト記などの書名よりも身近なテキ

スト単位の名である｡少なくとも千年以上,同じ季節に全世界のユダヤ会堂で,

一斉に読まれるト-ラーのテキストの単位でもあるから,各々のパラシャツト･

シャプアには,すでに相当な聖書解釈の蓄積がある｡それらは54の個性的なテー

マ, 54の独立したテキストとみなされている側面もある｡それゆえに,ト-ラー

の巻物テキストは形式的に五つの部分に分解されているにしても,会堂でト-ラ

ーの朗読を開くユダヤ人にとっては, 54のパラシヤーの明示は大事である｡初版

同様,第2版ラビ聖書もパラシャツト･シャプアごとに改行を入れて,独立した

読み物の単位として,その最初の言葉を大文字化し,タイトル化させて提示す

る｡

しかしながら,このラビ聖書の大胆なレイアウトは,明確なト-ラーの巻物の

秩序破壊に他ならない｡なぜなら,パラシャツトシャプアのテキスト分割は,

ト-ラーの巻物の余白(パラシヤー)の伝統を考慮せずになされているので,例

えば,分割が同じ段落の中で起きたり(パラシャツト･ヴァイェヒ;創世記47:

28),または開いたパラシヤーではなく,閉じたパラシヤーで二つに分ける場合

(パラシャツト･バラク:民数記22:2)もあり,マソラー写本や巻物の形式を破

壊しているといえる｡パラシャツト･シャプアの伝統は,比較的新しいユダヤ人

の伝続のものでマソラー写本が欄外で指示しているにすぎないのだが,その新し

いユダヤの伝統をタナッハ構造を破壊した上でテキストその物の中に取り込ん

だ,ラビ聖書のフォーマットは,二重の意味で,歴史的な聖書テキストの形式を

変化(変質)させたといえる｡ (注,とはいえ,初版も第2版もト-ラーの後に

すぐネビイ-ムを続けることはしない｡初版は空自の2頁を挟み改めて表紙と序

文を入れてネビイ-ムを開始する｡第2版は第1巻をト-ラーに第2巻からネビ

イ-ムを開始するので両者の区分は保たれている｡)

***

今の旧約学のヘブライ語聖書(Biblia Hebraica)フォーマットは, ｢ト-ラー｣

｢ネピイ-ム｣ ｢ケトウビーム｣ではない｡ビプリア･ヘブライカが教会の旧約聖
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書のフォーマットで考えられていることは,その目次に明白に表れている｡しか

し,ヘブライ語聖書テキストを歴史的に追求する場合,タナッハの枠組みでなく

ていいのだろうか?旧約とタナッハの共存は,ラビ聖書がフォーマットに持ち込

んだ問題意識であり,その両者の緊張を解消するために,ラビ聖書はト-ラーを

分冊化するのだが,聖書の歴史的な事実を追求していく上で,これはプラスであ

るのか,マイナスであるのか,少し慎重に考える必要がある｡糸口は巻物とテキ

ストの呼称である｡

マソラー写本は冊子本だが,ユダヤ人は｢セフェル(巻物)｣の形でのみ｢ト

-ラー｣を朗読する｡古代から現在に至るまでこの会堂の伝統は変わっていな

い｡ヘブライ語聖書の原型は,巻物か?冊子本か?この問いは｢ト-ラー｣ ｢ネ

ビイ-ム｣ ｢ケトウビーム｣の名前の意味を考える上でとても大切である｡例え

ば, 24冊の異なる本が最初にあったから,それらを整理する上で巻物が生まれた

と考えるのか?たとえば異なる五冊があったが,編者がそれらを一つに整理して

｢ト-ラー｣の巻物が誕生したみたいに考えるのか?それともト-ラーの巻物テ

キストが五部に分けてフォーマットされていたのが先で,後に,各々の部に名を

与えた結果,五冊の異なる本に分かれたと考えるのか?この棟に,ラビ聖書のフ

ォーマット革命の以前に視座を置いて考えると,いろいろ,歴史的な疑問がわい

てくる｡

もちろんネビイ-ムにもケトウビームにも,ト-ラーと同じようなことが考え

られ,いろいろな書物がネビイ-ムの巻物として纏められる可能性はタルムード

の中でも言及されてある(バーバー･バトラ, 13b-14b)｡ちなみにマカベア戦争

の時に,ト-ラーの巻物は写字されてかなりの数がユダヤ人の問に存在していた

ことはマカバイ記1 (1:56他)の記述からわかる｡さらにユダヤ学的には,福

音書においてイエスは一度も｢創世記｣ ｢出エジプト｣などの書名に言及したこ

とはない事実にも注目する｡イエスは,むしろ聖書解釈の問題を律法学者やパリ

サイ人やサドカイ人と論ずるときに｢律法｣ ｢預言者｣の名前で言及する｡ユダ

ヤ学的には,それらの名前は,抽象概念ではない｡まさに書かれている文字,

｢ト-ラー｣の巻物,また｢ネビイ-ム｣の巻物の名前と理解して初めて文脈と
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しっくりくる｡ (テキストの呼び名は,聖書解釈の歴史を考える上で,とても重

要な研究課題であるから,詳細は別の機会に譲りたい｡)

要するに,テキストの始まりと終わりを具体的にイメージするときに,ト-ラ

ーの巻物は,まさに, ｢ベレシート｣の言葉に始まり, ｢レエイネイ･コール･イ

スラエル｣の言葉で終わる,完結した長い一つのテキスト単位である｡そのテキ

ストの中に,四行分のスペースでテキストが区切られてる箇所が四か所あり5つ

に分けられているからモーセ五書と呼ばれたと考えるならば,ヨセフスが律法が

5つに区切られていることを『アピオーンへの反論』で報告しても,その5つの

名前に言及しないことに合点がいく｡あくまでト-ラーの巻物は一つのテキスト

単位であるから個々の部分の名前を呼ぶ必要がないのである｡同様に,マイモニ

デスもネビイ-ムやケトウビームについて,含まれる書物の名前を順番に数え上

げるが,ト-ラーに関しては五つに分かれていると事実を言うだけで,その五つ

の名前を述べない(『ミシュネ･ト-ラー』 ｢セフェル･アハバー｣ ｢ヒルホッ

ト･テフイリン･ウメズザ一･ヴェセフェル･ト-ラー｣第7章法規15)｡モー

セ五書の書名を挙げないのは古典的なラビ文献にも共通しているように思える

(バーバー･バトラ13b-14b)が,さらなる調査が必要である｡

ト-ラーの巻物の中にパラシヤーの余白を設けるのは,紀元前にまでさかのぼ

る,写字生たちの古い伝統である｡ト-ラーの巻物には,二種類(開閉)の余白

(パラシヤー)で区分されるとすでに述べたが,それら二種類のパラシヤーの伝

統はクムラン出土の巻物や断片にも確認される｡さらに,マイモニデスの『ミシ

ユネ･ト-ラー』｢セフェル･アハバー｣｢ヒルホット･テフイリン･ウメズザ

一･ヴェセフェル･ト-ラー｣第8章法規4には,余白(パラシヤー)を設ける

べき場所の一覧リストが掲載されている｡それは余白を設ける場所が厳格に定め

られていて,会堂でト-ラー朗読に用いることのできる巻物かどうかの基準の一

つは,正しくパラシヤーが設けられているかどうかなのである｡その冒頭のマイ

モニデスの言葉を私訳で引用しておく｡

｢これらの事柄について,私が調べた全ての巻物の中に多大な混乱があるのを
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見て,そしてこれらの事で【パラシヤーの】開いたもの,閉じたものを知らしめ

るために著作を書いているマソラー学者たちも論争し,彼らが依拠した巻物につ

いて意見が対立しているゆえに,私は,ここに全てのト-ラーのパラシヤーの全

て, (つまり)開いたものと閉じたもの,および詩文の形式を書き留めておくべ

きだと考えた｡それは,すべての巻物を修正するためであり,それから校閲する

ためである｡これらの事について私たちが依拠する｢写本｣は,エジプトでよく

知られている｢写本｣であり,それは24冊をカバーするものであるが,その｢写

本｣はエルサレムに数年留め置かれて,そこから(人々は) (他の)写本たちを

校閲したのである｡そして全員これ(｢写本｣)に依拠したのは,なぜなら,ベ

ン･アシェルがそれ(写本)を校閲し,長年にわたって厳密を期し,さらに何度

も書き写す度に校閲した｢写本｣であるからである｡私が規則通りに書いたト-

ラーの巻物についても,その｢写本｣に依拠した｡｣
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マイモニデスが語る｢エジプトでよく知られている写本｣とは,現在,エルサ

レム･ヘブライ大学のバイブル･プロジェクトが底本にしているアレッポ写本で

ある可能性がきわめて高いことは周知の事実である(M. Goshen-gottstein, in

Tuus 1, 1960, p.17-58)｡しかし,見逃されてならない点は,パラシヤーの余白

の在り方は,当時,きわめて大きな混乱の中にあったこと,つまり多様な分け方
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が存在していたというマイモニデスの報告である｡マイモニデスは,ト-ラーの

巻物の正しいパラシヤーの保存に最大限の注意を払っている｡その彼の意識は,

9文字余白に関するマイモニデスの法規解釈に異論をはさむ者たち(シュルハ

ン･アルーフ)も共有していて,余白(パラシヤー)を設ける場所の間違いは絶

対に許されない｡間違えたなら羊皮紙を取り換えることを定めている(M.

Goshen-gottstein, p.56, m.109) 0

もう一つ注意したい点は,マイモニデスが｢セフェル｣という言葉を｢巻物｣

に対しても｢マソラー写本(冊子本)｣に対しても使っていることである｡それ

ばかりか, ｢巻物｣のパラシヤー形式を修正する際にも,このエジプトの写本が

底本になると考えていることである. (本来は,マソラー写本については｢19t)｣

ではなく｢Eln3m｣という言葉でマソラー学者は区別している.)

このようにヘブライ語聖書テキストの歴史を考えるときに,パラシヤーにおけ

る巻物形式(ト-ラーの巻物)と冊子本形式(マソラー写本)の関係は極めて大

事である｡その点,ボローニヤ大学の収蔵のト-ラーの巻物が12世紀-13世紀の

ものであることが炭素検査で判明したことは実に興味深い｡巻物はマイモニデス

の時代のものであるが,これとアレッポ写本やレニングラード写本との比較研究

は大事だと思うが,そのような研究を寡聞にしてしらない｡ここにも歴史研究と

して旧約学が避けて通れない課題があると私は考える｡

****

16世紀のラビ聖書が,大きく,伝統的なマソラー写本のフォーマットを変質さ

せてしまった-その事実の意味について旧約学が深く問うことなく,ヘブライ

語聖書の本文批評を進めたゆえに,冊子本イメージで考えることが旧約学で常識

化したように見える｡しかし,ユダヤ教会堂のテキストイメージは,巻物のイ

メージであるoどちらのイメージで歴史的な聖書テキストの形を考えるのかは,

テキストの始まりと終わりを考える上でも,聖書の成り立ちについて考える上で

も極めて重要である｡ト-ラーの巻物として考えるのか,創世記の冊子本として

考えるかでは,テキストの始まりと終わりについて,テキストの体裁について,

相当に違うイメージとなる｡ (けリステアスの手紙』の中にト-ラーを分冊化し
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た書名の言及はない｡ ｢律法｣またはPentatechとして理解されている｡)

宗教改革以来,旧約の本文批評家たちは,キリスト教とユダヤ教の共通ベース

を求め,一つの原典の回復を目指してきたが,聖書解釈の歴史を追求する者とし

て私が注意を喚起したいのは,キリスト教成立時代以前において,フイロンもヨ

セフスもイエスもパウロも,ト-ラーを五冊のバラバラの本として認識していな

い点,つまり創世記や出エジプト記などの書名に言及していない事実である｡彼

らは,律法を｢ト-ラーの巻物｣として理解していたと思える｡それゆえに,厳

密に考えるならば,本文批評はテキスト･フォーマットの比較検討から始めるべ

きであり,ユダヤ教のタナッハと,ギリシア語訳の旧約聖書(外典を含む)の一

致は簡単に望むべきでない｡まして16世紀のラビ聖書にあるト-ラーの分冊化イ

メージを原典に求めるのはアナクロニズムである｡

宗教改革期のクリスチャン･ヘブライストたちはユダヤ教化していると教会か

ら批判されるのを恐れ,殊更にユダヤ教の伝統から離れたキリスト教のヘブライ

語聖書の独自性を打ち出すことに懸命であったが,そのライバル意識の延長上

に,今もビブリア･ヘブライカの編者たちはいるのではないか,と邪推したくも

なる｡ビブリア･ヘブライカのレイアウト問題の根っこは,究極的には,キリス

ト教会の旧約聖書とユダヤのタナッハの違いを二つの異なる聖書の伝統として正

面から受け止め区別しないことにある｡タナッハ研究を旧約研究として再認識す

るかどうか,このことが問われているのである｡

キリスト教の枠を超えて,ユダヤ人学者の聖書研究の伝統に学ぶべく,ユダヤ

教文献の出版に取り組んだダニエル･ポムベルグも,ベン･アシェルの伝統に立

ち返るキッテルも,心は同じであると思う｡彼らが苦心して残したフォーマット

は,いずれもヘブライ語聖書のリアリティを求め,より歴史的な源泉に近づこう

と学問的な努力をした結果に他ならないのである｡その点で,ヘブライ語聖書の

歴史性を重んじるのが旧約学であるのなら,歴史的には,ト-ラーの巻物の形式

が,またマソラー写本の形式が｢ラビ聖書｣のフォーマット革命に先立つという

事実を直視すべきであり,さらに歴史的には, ｢律法｣ ｢預言者｣ ｢その他(また

は請書)｣の｢タナッハ｣概念が｢旧約｣概念に先行する文書コンセプトである

53

歴史事実を拒否すべきではないだろう｡

ヘブライ語聖書の歴史を追求するならば,先ずはタナッハ理解を深めるため

に,パラシャツトシャプアとハフタロット,メギロットの朗読などのユダヤ教

の基本を知ること｡またソフリームの伝統またタルグミーム等の研究なども重要

になるが,もっと大事なことは新約聖書も旧約学の研究対象であるという自覚で

ある｡なぜなら福音書や使徒行伝は当時のユダヤ人の聖書解釈を窺わせるヒント

に満ちている｡

近代的な聖書注解者は,自分の理解に従い聖書テキスト単位を自由に決定して

注解してきた｡だからこそ,初版ラビ聖書の出版から500年目にあたり,旧約学

の基本中の基本である,聖書テキスト単位の歴史的なイメージをどのように考え

るかは,ヘブライ語聖書の起源について歴史的に考え直す為にも喫緊の課題であ

り,そのためにはビブリア･ヘブライカ批判は不可欠であり,旧約聖書の本文批

評を根本から考え直す発想の転換が必要だと思う｡

●昨年, 2016年11月3日,同志社大学において｢テキスト,順序,名前: F旧剛の高等批評

とrタナッハ』の文献学｣と題して発表をしたが,当日の録音源を失ったことで発表内容

の論文化はあきらめ,現時点で思うことを雑記する｡当日の発表とは力点など変化してい

るかもしれないがご容赦願いたい｡


