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【要旨】

本稿は、ユダヤ人の宗教思想家フランツ・ローゼンツヴァイクがユダヤ教の律法をどのよう

に理解したかを明らかにする。彼は一度、キリスト教への改宗を決断したが、それを撤回して

ユダヤ人として生きた。この出来事のために、棄教の淵から奇跡的にユダヤ教へと立ち帰った

現代ユダヤ教の聖人といったイメージで語られることも多かった。彼は実際に、その後ユダヤ

教の基本概念に基づく宗教哲学的大著『救済の星』を著わし、さらに晩年には聖書やヘブライ

語の宗教詩を翻訳するなどユダヤ教に傾倒していった。しかし、彼の伝統への接近は見かけほ

ど単線的なものではなかった。律法についても、結婚後、家庭内で律法を守り始めた彼は、し

ばしばその意味を根本的に疑ったのだった。彼は、律法について学び、他者に教え、自らも実

践する生活の中で、徐々にその肯定的意義を実感するようになる。本稿は、ローゼンツヴァイ

クの律法理解の変遷をたどることで、彼が最晩年に到達した宗教的境地もまた明らかにする。

This paper aims to portray Franz Rosenzweig’s thought on traditional Jewish law, following its 

development and change in the course of his life, and to unveil his religious philosophy in last 
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years. It is well known that Rosenzweig, who grew up in an acculturated bourgeois family, was 

once on the edge of conversion to Christianity, and then went back to the religion of his ancestors. 

This dramatic episode has, on the one hand, inspired a lot of hagiography that sees his return 

to tradition as straightforward way back to home, and on the other, it has diverted scholars’ 

attention away from the return. As this paper, taking up his attitude toward traditional Jewish law, 

shows, his return to home religion was not an easy way but a long and winding. Indeed, he had 

continuously criticized German-Orthodox way to keep the law, and, when he himself started to 

keep the law at home, he sometimes doubted it fundamentally. It was through his experience of 

learning, teaching and practicing the traditional Law that he came to love and appreciate it. By 

watching the process carefully, this paper shows clearly not only originality in his understanding 

of Jewish law, but also his religious philosophy attained at the very end of his life time.

はじめに

本稿は、２０世紀初頭のユダヤ人思想家フランツ・ローゼンツヴァイクが、ユダヤ教の律法

をどのように理解していたか解明することを目指す。よく知られるように彼は、１９１３年に

一度キリスト教への改宗を決断し、その後ユダヤ人として生きることをあらためて決意すると

いう出来事を経験した。そして、この出来事のために、棄教の淵から奇跡的にユダヤ教へと立

ち帰り、ユダヤ教の真理を説いた現代の聖人といったイメージで語られることも多かった [ 丸

山空大 2015]。実際彼は、この一連の出来事以降、１９１９年にはユダヤ教の基本概念に基づ

く宗教哲学的大著『救済の星』を著わし（出版は１９２１年）、さらに晩年には聖書やヘブライ

語の宗教詩を翻訳するなどユダヤ教に傾倒していった。しかし、彼の伝統への接近は見かけほ

ど単線的なものではなかった。一度は疎遠になった伝統を改めて獲得することは、単なる回帰

ではありえなかったのである。本稿が辿るローゼンツヴァイクの律法理解の変遷は、まさにこ

のことを明らかにするだろう。律法の問題をめぐる彼の思想的、実践的格闘の中には、近代西

欧のユダヤ人のアイデンティティをめぐる問いと伝統的宗教との複雑な関係が見て取れる。ま

た、彼が様々な懐疑の末に、伝統的律法を現代のユダヤ人の生にとって重要なものと感得する

に至る過程からは、現代人にとって宗教がはたす意味の一端をうかがい知ることができる。ま

ず、本節では近代ドイツ・ユダヤ人にとっての伝統的律法の問題について概観したうえで、本

稿の狙いについて簡単に説明する。そして、次節以降ローゼンツヴァイクの律法理解の変遷を

丁寧に追いたい。

近代に入るまで、西欧のユダヤ人社会では律法が神に由来するものであるということが疑わ

れることはなかった。また、ユダヤ人に対するその拘束力が疑われることもなかった。律法は
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ユダヤ人を他の民から区別する徴でもあり、居留地の法に従いつつ同時に古来の律法に服する

ということは彼らにとって当然のことであった 1)。しかし近代に入ると、この自明性が失われ

る。ある者は、古来の律法の実践を部分的に取りやめ、ユダヤ人解放が進んだ結果可能になっ

た新しい生活様式を取り入れようとした。また、ある者は、生活の変化は受け入れつつも、旧

い律法を厳格に遵守しようとした。しかしいずれの場合も、律法に対する意味づけを新たに行

う必要に迫られたという点ではかわりがなかった。前者は、律法の権威の源泉を批判的に問い

直すことで伝統の完全な遵守がもはや不要であると主張し、後者はユダヤ教の本質を神による

律法の授与の中にみることで、近代がもたらすあらゆる知見にもかかわらず、律法を遵守し続

ける必要性を主張したのだ。

つまり、律法を放棄する場合にも、保持し続ける場合にも理由づけや意味づけが必要となっ

たのである。しかし、どちらの生き方も一定の不自然さを伴うものであった。もともとは理由

づけの必要のなかったところに、理由づけをしなければならないというところに、そもそもの

無理が現われている 2)。部分的にであれ律法を廃棄してよいのであれば、なぜ全てを止めてし

まわないのか。なぜ、安息日はおざなりに済ませるのに、産まれた子供に割礼を施しつづけ、

ヨム・キプールには毎年断食をするのか。いっそキリスト教の洗礼をうけてしまえばよいので

はないか。律法の遵守を続ける場合にも、いまや、なぜ歴史の中で人間が作り上げてきた慣習

的な法になおも拘束される必要があるのかが問題とならざるを得ない。かくして律法は、近

代のユダヤ人にとって容易には抜けないとげのようなものとして現われることとなった。そ

れを抜いてしまえば、もはやユダヤ人ではなくなってしまうように思われる一方で、とげは

とげとして常に痛みを伴ってその生活を苛む。後にローゼンツヴァイクはこのような状況を

指して「各個人のユダヤ人としての存在はいまや「何故」という問いの針先の上で踊っている」

[Rosenzweig 1925: 703] と称したのだった。

それでは、ローゼンツヴァイクは律法の問題をどのように考えたのだろうか。また、彼の思

想の展開の中でそれはどのような意味を持ったのだろうか。これまでの研究では、そもそもロー

ゼンツヴァイクの律法論が取り上げられること自体がまれであった。また、取り上げられる場

合にもその対象は１９２５年に刊行された論文「建てる者たち」に集中してきた 3)。この論文は

確かにローゼンツヴァイクの成熟した律法理解を示すものではあるが、『救済の星』を執筆し

た時期の律法についての言及と比較するとき、両者に大きく隔たりがあることがわかる。すな

わち、『救済の星』において律法はそれ自体としてはさほど重視されず、また、同時期の私的

なテクストでは伝統的律法は厳しく批判されていた。これに対し、「建てる者たち」において

は近代を生きるユダヤ人にとっての律法の意義が肯定的に論じられている。短い期間に律法の

評価をめぐって大きな変化がみられるのだ。本稿の目的は、第一にこの期間に、ローゼンツヴァ
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イクの律法理解がどのように変わっていったのかを解明することにある。従来の研究では、ロー

ゼンツヴァイクが旧来の律法の評価やその実践の意味について様々な葛藤を抱いていたことは

指摘されてこなかった。このような葛藤を明らかにすることで、ローゼンツヴァイクが最終的

に到達した律法理解を彼の思想の全体との関係から理解することが出来るだろう。すなわち、

律法と向き合う際の問題関心の所在を明確にすることで、同時代の正統派との違いや彼の思想

における知と実践の関係、また教育問題への取り組みの意味や最晩年に到達した思想的・宗教

的境地の内実を明らかにすることが出来る。本稿のもつ学術的意義の中心も、まさにこのよう

なローゼンツヴァイクの晩年の思想の総合的な理解への寄与にある。

1.	『救済の星』における律法の問題

まずは主著『救済の星』において律法がどのように論じられていたかみてみたい。同書では

ユダヤ教の律法について、主に二つの観点から論じられている。第一に、ユダヤ人を他の民族

から区別する指標の一つとしてである。ローゼンツヴァイクは、彼が構想した救済史の構図の

中で、ユダヤ人は他の諸民族とは異なる意味を持つとした。ユダヤ人は神との特別な契約を通

して、地上において救済を先取りし、きたるべき最終的な救済を予示するとされる。このとき、

ユダヤ人と他の諸民族を区別する「聖なる」指標として三つのものが挙げられている。それが、

国（土地）と言語と法だ。ユダヤ人は諸民族と共に生きる世界史の中では常に寄留民となるよ

うに定められている。つまり、他者の土地で、他者の言語を用い、他者の法の下で暮らす。し

かし、ユダヤ人は神との関係の中で固有の土地（約束の地）と言語（ヘブライ語）、そして律法

を持っている。これらは神との関係の中で定められているから聖なるものであり、ユダヤ人を

あらゆる地上的なものから区別し、引き離す。このような観点から聖なる律法について次のよ

うに言われる。「聖なる律法の教え―というのもトーラーという名は、教えと律法の両方をひ

とまとめにして包摂している―は、民〔ユダヤ人〕を生のあらゆる時間性や歴史性の中から

引き上げ、民から時代に働きかける力を取り去る」[Rosenzweig 1921: 337]4)。聖なる律法の内

容としてローゼンツヴァイクが注目するのは、一年を通したユダヤ教の宗教的な暦である。律

法に即して折々の祭日における儀礼をおこないながら生活することで、ユダヤ人は独自の聖な

る時間性を生きるようになる。このような聖なる時間性こそ地上において実現される永遠性で

あり、それは地上における通常の意味での時間性と異なる。ここでは律法の中でもとりわけ、

律法に規定された祝祭日が問題となっていることを指摘しておきたい。

第二に、律法は啓示について論じた箇所でも言及されている。『救済の星』の啓示論の中心は、

神からの愛の命令に関するものだった。ここでは律法も人間に対する神からの命令という観点

から論じられている。ローゼンツヴァイクは律法の二つの側面を指摘する。第一に、律法は「個
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人への要請として」見た場合には「命令、掟 Gebot」である。これに対し、ユダヤ的世界を秩序

付け、この世界ときたるべき世界とを不可分のものとして結び付けるものとして見た場合には

「法 Gesetz」なのだ、と [Rosenzweig 1921: 451]。つまりそれは、人間に対しては神からの命令

であり、世界に対しては神が定めた法なのだとしている。さらに、このうち前者についてロー

ゼンツヴァイクは次のように述べている。

神の掟は、「〔十戒の〕第二の石板」5)―それは隣人愛の内容を具体的に述べたものに他なら

ない―に属するものに限っていえば、全て「・・・してはならない」という形をとる。これ

らの掟はただ禁止という形でのみ、つまり、隣人愛とは決して相容れないような事柄の境界を

定めるという仕方でのみ、律法の装いを纏うことができる。掟のなかで肯定文によるもの、つ

まり「・・・すべし」というものは、全て、ただ一つの一般的な愛の命令の形をとる。[Rosenzweig 

1921: 241]

この箇所でローゼンツヴァイクは、人間にとっての律法の意味を愛との関係でとらえなおし

ている。まず、否定文で書かれた掟を取り上げ、その内容が「隣人愛」の具体化であるとする。

そして、これらの掟が否定命令による限界の規定であることを踏まえ、隣人愛は禁止の掟を通

してただその限界を画するという仕方でのみ具体化しうると論じる。続いて、彼は肯定文で書

かれた掟にも言及する。そして、それらもまた本質的には愛の命令に他ならないとしている。

彼は肯定文の形をとる掟の例として、祭儀の方法を指示した掟を挙げる。つまり、祭儀は神へ

の愛を儀礼的に表現したものということになるのだ。以上のように、人間にとっての律法の意

味を説明するとき、ローゼンツヴァイクは、否定文の掟であれ肯定文の掟であれ全ての律法の

本質は神からの愛の命令であるという理解に立っていることがわかる。『救済の星』では、人間

に対する神の愛と、人間に愛することを命じる愛の命令こそが、人間に対する神の啓示の本質

とされたが、律法はまさに人間に対する掟＝命令として、このような愛の命令の具体的な表現

なのである。ちなみに、このような見方に基づいて、ローゼンツヴァイクは法への服従に終始

するイスラームを、ユダヤ教とキリスト教の啓示から区別したのだった。

2.	律法に対する批判と「新しい律法」

『救済の星』脱稿後の１９２１年、ローゼンツヴァイクは、マルグリット・ローゼンシュトッ

ク 6) に対して、次のような書簡を書いている。この書簡で彼は、キリスト教徒であるマルグリッ

トが、ローゼンツヴァイクのユダヤ人としての生に無理解であることについての苛立ちをあら

わにしているのだが、そこには律法に対する厳しい批判を見ることができる。
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〔……〕十字架は、いわば律法を持たない者にとっての律法の代替物だ。しかし、僕はこうした〔十

字架や律法のような〕「助け」を放棄する
0 0 0 0

。君が「十字架」を持ち出すように、僕はそうした助け

をお手軽に持ち出すこともできただろうが。僕は本当の死のかわりに、想像上の自殺で自分を

ごまかそうとは思わない。〔……〕キリストの傷に思いを馳せて慰めを得るような修道女に、ど

うやって神について話してやることができるだろう。それは、律法に学んでいるユダヤ人に対

しても同じことだ。こういうユダヤ人に対しては、彼らは偶像崇拝をしていて、神を忘れてい

るのだと言ってやることしかできない。君もどうか忘れないでほしい
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。唯一、生きているもの

〔つまり、神〕のことを。我々に「律法」を、君たちに「十字架」を与えたもののことを。神がそ

うしたものを与えたのは、その背後に隠れるためではない。そうではなく、人間が弱いために

自分から神の下へ集まることができず、さらに、生きた神の名を担わないような偶像の下へ参

集してしまう危険があるようなときにも、人間が神の下に集まることができるよう目印を与え

たのだ。つまり、神は我々に、少なくとも神の名は担っているような偶像を与えたというわけ

だ。僕は生と死を神から
0 0 0

受け取る。けれど、死を生に作り替えて自分をごまかすようなことは

しない。

（１９２１年２月１０日付 [Rosenzweig 2002: 727]）

まずこの箇所を理解するための背景を簡単に説明したい。キリスト教徒の友人たちは、とりわ

け１９１６年以来、断続的にローゼンツヴァイクに改宗するよう迫っていた。これに対しロー

ゼンツヴァイクは、全人類に啓示宗教の神を告知するキリスト教の意義は認めつつも、ユダヤ

人は神から選ばれているからキリスト教に改宗する必要はないと自らの立場を弁護した。あえ

て、「神の子」であるイエス・キリストを介して神との関係に入らずとも、ユダヤ人は、既に

父なる神と直接的な関係性のうちにあるというわけだ 7)。上記の引用でも、キリスト教におけ

る神との関係とユダヤ教における神との関係が問題とされているのだが、ローゼンツヴァイク

の主張の背景にはキリスト教とユダヤ教についてのこのような見方がある。

引用部を見てみると―この論争のきっかけは不明だが―、ここでローゼンツヴァイクは、

キリスト教における十字架とユダヤ教における律法を厳しく批判していることがわかる。十字

架はイエスの死の象徴、想像に働きかける「目印」にすぎない。同じように、律法もそれ自体

で神的なものであるわけではない。ユダヤ教正統派の人々は神がこれらの律法を直接人間に与

えたと信じ、律法こそ啓示の本質だと考えそれを遵守するが、ローゼンツヴァイクはこれを偶

像崇拝の一種だとも言っている。律法や十字架は、全く神と関係を持たないもろもろの偶像へ

と人間が向かわないために、神が人間に与えた一種の偶像であり、それ自体を絶対視してはな

らないというのである。また、ローゼンツヴァイクはこの書簡の中で、神と人間との関係を意
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識する事こそが、ユダヤ人として、あるいはキリスト教徒として生きる時に重要だと述べてい

る。律法や十字架といった徴にとらわれず、神自身との関係の中で自らの生や死を捉えるべき

だというのだ。

このような律法に対する不信を背景に、ローゼンツヴァイクは同じ時期「新しい律法」につ

いて論じている。ローゼンツヴァイクが「新しい律法」について言及するのは、以下に引用す

る書簡が書かれた１９２１年の春に限られている。しかし、上述のような従来の律法に対する

厳しい批判を踏まえるとき、彼が「古い律法」に見切りをつけていたということがよくわかる

だろう。

なにも君だけが僕を新しい律法へと駆り立てたわけじゃない。むしろ〔それへと僕を駆り立て

たのは〕僕自身だ。〔……〕この１００年の間に、世界は再び一つの形をとることだろうし、我々

はおそらく再び律法を持つ。僕自身、もう一冊、根本的書物を書くと思うが、新しい律法はそ

の中から編纂されるだろう。新しい律法は、実際にまた、書かれたものとなるのだが、同時に

実際に守られる律法でもあるはずなのだ（奇跡だが、こうした奇跡なしには世界は生きること

ができない）。シオニストたちは自分自身を、つまりヨーロッパともつれ合った彼らの魂を犠

牲に捧げれば、この新しい律法の後にも生き続けることができる。そのことは彼ら自身よく知っ

ている。僕はこれまで自分に次のように言い聞かせてきた。すなわち、僕は新しい偉業のため

の道具となるが、それでも自分の魂を地上において救い、保つことができるだろう、と。〔しかし〕

今は、僕もシオニストと全く同じだと思っている。僕は、現在活気があるシオニストの世代と

同様、破滅するだろう。〔……〕しかし、新しい律法はそこから生じてくる。『救済の星』は古い

律法と新しい律法を何らかの仕方で結び付けるものとなるだろう。〔……〕『救済の星』の本当の

影響は、５０年か１００年してようやく始まるだろう。

（オイゲン・ローゼンシュトック宛、１９２１年２月３日）8)

ローゼンツヴァイクは『救済の星』を「古い律法」と「新しい律法」のかけ橋のようなものとして

見ていた。先にみた『救済の星』の記述に沿って考えるなら、もし、旧来の律法が神や啓示と

の関係をもはやもたないのであれば、そのようなものはもはや必要ないだろう。だからこそ

ローゼンツヴァイクは、現在の律法とは異なる、「新しい律法」の可能性を思考したのだ。言

い換えるなら、ローゼンツヴァイクは、「新しい律法」ということで、再び神から人間への愛

の命令を体現するような律法を、そしてそのような「新しい律法」の実践を通した神との生き

生きとした関係の再興を求めていたと考えられる。また、ここで彼は自身と「新しい律法」と

の関係を悲観的にみている。彼の見立てでは、シオニストたちは、「ヨーロッパともつれ合っ
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た」彼らの魂を犠牲に捧げれば、この「新しい律法」に順応することができるが、現状ではそれ

に順応することができず破滅する。そして、ローゼンツヴァイク自身もまた同様であるという

のだ。「新しい律法」は、神と人間との生き生きとした関係を取り持つものとして、人間によっ

て実際に遵守される。しかし、それはシオニストやローゼンツヴァイク自身のような、ヨーロッ

パともつれ合った魂を持つ者には難しいというのだ。

3.	私生活における律法

ローゼンツヴァイクは実生活において伝統的律法をどの程度実践していたのだろうか。彼は

ドイツ社会に同化した世俗的な家庭に育った。非常に敬虔だった大叔父アダム・ローゼンツヴァ

イクの影響を受け、少年時代からユダヤ教に関心を抱いていたものの、家庭で律法を厳格に守

るということはなかった。しかし、彼は１９２０年の結婚を機に、新しい家庭で律法を守るよ

うになる。それはまさに彼が友人に対して旧来の律法に対する厳しい批判を語っていた時期で

もある。彼は、一種の偶像であるとまで言ったこの「古い」律法とどのようにかかわっていた

のだろうか。ある書簡に、彼は次のように書いている。

僕とエディト〔妻〕は、うまくいっている瞬間もある。もちろん、そういう瞬間というのは、

僕たちだけでいるときではなくて、安息日が第三者として僕たちと一緒にいるときだけれども。

そういうとき僕は希望を抱いてしまうし、その後ではもちろん、すぐにまた希望から打ち捨て

られてしまうのだけれども。それは本当に一瞬に過ぎない。律法は僕の生命を、とはいわない

までも、僕の結婚生活を救ってくれている。

（１９２１年２月１２日付 [Rosenzweig 2002: 729]）

この箇所を理解するためにはいくつかの事柄を確認しておく必要がある。まず、ローゼンツ

ヴァイクの結婚生活についてである。ローゼンツヴァイクは１９２０年１月、古くから家族同

士で付き合いのあったハーン家の嬢子エディトと婚約し、３月末に結婚した。しかし、それは

愛に基づく結婚ではなかった。当時、ローゼンツヴァイクは友人であるオイゲン・ローゼンシュ

トックの夫人マルグリット（愛称グリットリ）を愛していたのだ。マルグリットはスイス生ま

れのキリスト教徒で、非常に聡明で魅力的な女性だった。ローゼンツヴァイクとオイゲン・ロー

ゼンシュトックだけでなく、彼らの別の友人もまた彼女のことを愛していたほどである [Zank 

2003: 76]。彼女を取り巻く男性にとって、マルグリットはミューズのような存在であり、彼女

はローゼンツヴァイクの『救済の星』にも生産的な影響を与えた 9)。しかしながら、このような

関係の内実は決して穏やかなものではなかった。確かに、マルグリットを取り囲む男性たちは、
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時に嫉妬や憎悪に苦しみながらも、この奇妙な人間関係 10) の中から何らかの肯定的な恩恵を

受けていたといえる。しかし、女性たちに対しては、この関係は苦しみしかもたらさなかった。

ローゼンツヴァイクの母はこの恋愛に思い悩み、１９１９年４月には自殺を試みている 11)。エ

ディトや、彼女たちのことをよく知る人々もまたこの関係に非常に傷ついたのだった。夫婦の

生活についても、当初なかなかうまく進まなかった。エディトは結婚以前からローゼンツヴァ

イクを愛していたのに対し、ローゼンツヴァイク自身は既に述べたような事情からエディトを

愛することができなかった。彼女は性格的にもマルグリットとは対極的であり、その消極性や

内向性も彼をいらだたせたようである 12)。

エディトはローゼンツヴァイク同様同化したユダヤ人家庭の出身であったが、幼少のころか

らユダヤ教に関心を持っていた。きっかけは公立小学校の宗教教育の時間に、ユダヤ人とキ

リスト教徒で部屋を分けられたことにあったと、エディトは後のインタヴューで答えている

[Shevitz 2015]。その後もユダヤ教への関心を保持し続けたエディトは、ユダヤ人共同体にお

いて子供に宗教やヘブライ語を教えるための資格課程を修め、教師となった。当時は女性がラ

ビになる可能性はなかったため、これは女性がとりうるなかで最もユダヤ教に接近する道だっ

たといえる。このように、彼女はユダヤ教に意味や重要性を見出し、彼女なりの仕方でユダヤ

教との関係を築いていった。伝統に主体的な関心をもって接近していったという意味では、エ

ディトはローゼンツヴァイクとよく似た精神的遍歴を辿ったともいえるだろう。二人は結婚す

ると、家庭内で伝統的な律法に即した生活を行うようになった。家庭内に限定したのは、キリ

スト教徒の友人など、ドイツ社会との交際を続ける必要があったためである。このことに関し

てローゼンツヴァイクは「ぼくたちのユダヤ性は食物や飲み物の中にあるわけではない」と述

べている（１９２０年１月１３日付、エディト・ハーン〔ローゼンツヴァイク〕宛 [Rosenzweig 

1979: 659]）。先の引用にあった、律法が家庭生活を救っているという所見は、このような家庭

内での律法の遵守を背景としている。実践の方法や程度、その意味や目的や効果についての議

論が夫婦の間の会話を取り持ち、彼らに良い時間をもたらしたというのだ 13)。

このことは、ローゼンツヴァイクにとって生活の変化を意味した。というのも、それまで彼

が属する家庭において、律法が事細かに守られるということはなかったからだ 14)。彼は、家

庭で律法に即した生活を送ることに積極的な意味を見出そうとしていた。そもそも愛に基づく

結婚ではなかったということもあり、ローゼンツヴァイクは当初から結婚の意義をユダヤ的な

「家庭」を作ることに求めたのである [Shevitz 2015: 282], [Rosenzweig 1979: 659]。しかしなが

ら、マルグリットに宛てたいくつかの書簡からはこのような生活への苦悩を読み取ることが出

来る。つまり、律法の遵守を通してユダヤ的な家庭をつくるという思惑は、思うようには実現

されなかったのである。例えばある書簡にはかなり暗い調子で次のように書かれている。
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僕はエディトを愛することなしに、彼女と結婚した。そのために、僕の中で愛の力は全く消え

てしまい、一二歳か一〇歳の子供に戻ってしまったかのようだ。しかし僕はある雰囲気の中で

（つまり、ユダヤ的な雰囲気の中で）生きているのだが、そこでは本来、僕の存在は、僕の中

に愛が存在するということによってしか正当化できない。従って、僕がなす全てのことは、虚

偽なのだ。僕は生の仮象を演じ、生について語るが、屍にほかならない。

（１９２１年２月３日付 [Rosenzweig 2002: 721]）

ローゼンツヴァイクが律法の根幹を愛の命令にみていたことは既にみた。だからこそ、愛がな

い状態で形式的にユダヤ的な「雰囲気」を生きたところで、それは虚偽となってしまう。ロー

ゼンツヴァイクの息子ラファエルは、後にこの時代のローゼンツヴァイクについて『救済の星』

で描いたユダヤ的な「生へ」と導く思想をもはや持ちこたえられなくなっているのではないか

と書いている [Rosenzweig 2002: I]。以上のことから、『救済の星』執筆直後の１９２０年頃か

ら少なくとも翌年にかけて、ローゼンツヴァイクは葛藤を抱きながら律法を守る生活を送って

いたといえるだろう。とりわけ私生活においては、自身の律法とのかかわりが不誠実であると

感じられたために、律法の積極的意義を生活の中に見出すことは容易ではなかったのだ。

しかし、こうしたすべてのことにもかかわらず、ローゼンツヴァイクの晩年の思想を注意深

く精査したエフライム・メイールが指摘するように、「まさにこの困難な時期に、ローゼンツヴァ

イクは律法を愛し始める」[Meir 2007: 158]。その時、ローゼンツヴァイクに何が起こったのだ

ろうか。どうすれば、それ自体副次的なものと評価し、自分自身でも生産的な関係を結ぶこと

ができないでいた律法というものを愛することができるようになるのだろうか。この点を明ら

かにするためには、同時期の彼の生活の別の側面に注目する必要がある。

4.	迷える若者の模範として―ルドルフ・ハローへの精神的指導

ローゼンツヴァイクが実際に家庭の中で困難な時間を過ごしていたということは疑いえな

い。また、伝統的な生活の中になかなか生産的な意義を見出すことができなかったということ

も事実であろう。彼は当時もっとも親密な関係にあったローゼンシュトック夫妻に対して、そ

うした内実を率直に吐露している。こうした手紙に認められた「本音」は、それまでのローゼ

ンツヴァイク像に修正を迫るものであるだろう [Zank 2003: 75]。しかしながら、本音だけがそ

の人間の全体を構成するわけではない。対自存在、対他存在といった言葉を持ち出すまでもな

く、「建前」や偶然置かれた社会的な立場、他者との関係もまた、その人を構成する重要な要

素である。ローゼンツヴァイクの場合、この時期に、自由ユダヤ学院の講師という立場で、他
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者を実際に教える経験を持ったことは重要であった。さらに同じ時期、ルドルフ・ハローとい

う青年と出会い、精神的に指導する経験を持ったことはさらに大きな意味を持った。ハローへ

の指導を通して、ローゼンツヴァイクは自身と律法の関係を見直してゆくのである。

ハローは、ローゼンツヴァイクと同じカッセル出身のユダヤ人であったが、キリスト教に改

宗した後、再びユダヤ教に復帰した。ローゼンツヴァイクはその時、ハローのユダヤ教への

回帰を導いたのである [Rosenzweig 1979: 810]。残された史料から垣間見ることができるのは、

二人の交流のうちのわずかな部分である。しかし、ローゼンツヴァイクがユダヤ人としての生

き方についてハローに対して丁寧に自らの見解を示していたことは、残された書簡からもはっ

きりと読み取ることが出来る。後者への指導を通して、ローゼンツヴァイクは、自分の言動が

一人の若者の人生に大きな影響を与えるということを自覚した。ハロー宛の書簡はこうした自

覚を踏まえて書かれており、ローゼンツヴァイク自身の生に対する決意表明とも読める。つま

り、ハローへの指導は、同時に、自らのユダヤ人としての生の再考をも意味したのだ。

ハローはローゼンツヴァイクのユダヤ教への回帰を、憧れを込めてみていたようだ。ミュン

ヘン大学でのハローの友人で、後にハローを介してローゼンツヴァイクと知己を得ることにな

るゲルショム・ショーレムは、後に次のように回想している。「ブーバーとわたしの中間の年齢

の男性でこれほどおびただしく、これほど猛烈にユダヤ的なことに熱中している人に、わたし

はまだ一度も出会ったためしがなかったし、二度と出会うこともなかった」[ ショーレム 1991: 

155]。ショーレムが早くからユダヤ的なものに心を惹かれ、様々なユダヤ人と出会っていたこ

とを考えるとき、彼がローゼンツヴァイクのユダヤ的なものへの傾倒を、最上級を用いて評価

していることは特筆すべきであろう。教育活動や思想、そして対話の中に現われるローゼンツ

ヴァイクのユダヤ的なものへの情熱は、とりわけハローやショーレムの世代に対して印象深い

ものだったのだ。このようなハローに対しローゼンツヴァイクは、ハローが自分の思い描く理

想のユダヤ人像をローゼンツヴァイクの中に投影しようとすることを繰り返し拒んでいる。そ

して、ユダヤ的なものをなりふり構わず獲得しようと模索するハローを諫めつつ、ユダヤ人と

して生きることとはどういうことか説いて聞かせている。

律法については、ローゼンツヴァイクは盲目的に遵守するのでも、その意義を完全に否定す

るのでもない、より個人的で現実的な向き合い方を提案している。１９２０年１月の書簡をみ

てみよう。ローゼンツヴァイクはここで自らの婚約と新しい家庭生活での律法の遵守について

ハローに説明している。彼はこの書簡の中でもハローに対し、自分にユダヤ的なものを押し

付けて「ゲットーの中に閉じ込め」ようとするのはやめてくれと述べている。そして、「僕が家

庭の中でコシェルな仕方で〔koscher 律法の規定を守って〕生きるということを理由に、僕のこ

とを信用するのはやめてくれ。むしろ、自分の家庭の外ではそうしたことに少しも拘束され
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ているとは感じないという点から、僕を信用してほしい」とも述べている。また、ユダヤ人女

性であるエディトと婚約することについても「彼女が完全にユダヤ人女性だから」そうするの

ではなく、むしろ、「彼女が完全にユダヤ人女性であるにもかかわらず」婚約するのだと理解

してほしいとも書いている（１９２０年１月１４日付、ルドルフ・ハロー宛 [Rosenzweig 1979: 

660]）。

既に述べたように、ローゼンツヴァイクはユダヤ的な、律法に即した家庭を築くことに肯定

的な意味を見出しそうとしていた。状況を見るなら、エディトを愛していないにもかかわらず

結婚した理由は、家庭を作りユダヤ人として一人前になるためであったとさえいえる。事実、

同じ時期にエディトに宛てた書簡では、上記のハロー宛の書簡にも言及しながら、「ゲットー

を作るのではなく、家庭を作ろう」（１９２０年１月１３日付 [Rosenzweig 1979: 659]）とよびか

けているし、ハローの友人（後のハロー夫人）に対しても「家庭を持つものは、家庭を持たない

者に勝る」（１９１９年１２月３１日付、ゲルトルート・ルーベンソーン宛 [Rosenzweig 1979: 

658]）ことを確認している。こうしたユダヤ的家庭の位置づけは、「〔一人ひとりのユダヤ人は〕

結婚を通して初めて、完全な意味で民の一員となる。〔……〕トーラーこそ、すなわちトーラー

を学び守ることこそ、いつの時代にも求められるユダヤ的生の根本なのだが、結婚とともにこ

うした生の完全な現実化が始まるのだ」[Rosenzweig 1921: 362] という『救済の星』の記述―

それは伝統的なユダヤ教の家族観でもある―とも一致するだろう。

しかしそうであるなら、先の書簡でローゼンツヴァイクがハローに対し、家庭で律法を守る

という点を過大に評価するなと要求することの背景には、どのような意図があったのだろうか。

まず、ここにはただ盲目的、形式的に律法を守ることには意味がないという考え方を見ること

ができる。それは、より直接的には同時代の正統派に対する批判として表現される [Rosenzweig 

1979: 658, 661, 665]。このとき、惰性ではなく自由意志によって律法を守ればよいと教えてい

るのかといえば、そういうわけでもない。年少の別の知人に対してローゼンツヴァイクは、神

がイスラエルの民の上にシナイ山をかぶせ、トーラーを受け入れるかどうか問い質したという、

タルムードの一節を引きつつ次のように述べている。「どこに自由があるのでしょう？　これは

「強制」ではないでしょうか？　そう、もちろんこれは強制なのです。むしろ、こうした強制

があるからこそ、生は生きるに値するのです。実際、それは生きるに値します。というのも、

私たちは強いられているのですから。「我々ではなく、主こそが我々を造られた」〔詩篇１００：

３〕のですから」（１９１９年１２月２２日付、マヴリク・カーン宛 [Rosenzweig 1979: 657]）。

つまり、律法は自由意志によって遵守されるのではなく、その遵守のためにはなんらかの外的

な強制力―ローゼンツヴァイクはそれを神による強制とみなす―が必要となるというの

だ。神からの命令、強制とそれに対する人間の応答の仕方こそ問題になると考えているとみる
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ことができそうである。

第二に、再びハロー宛の書簡の内容に戻るが、目指されているのはなにより「生き生きとし

た生」を生きることなのだとされている。ローゼンツヴァイクによれば、大戦後のドイツにお

いては、ユダヤ教の伝統の墨守もドイツ的な価値への固執もともに死の刻印を押されている。

だから、形式的な伝統や伝承された文化にこだわるのではなく、今この時にそれぞれの人にそ

れぞれの仕方で生起していることを大切にしなければならない。それこそが「生き生きとした

もの」である。ハローに即していえば、律法などの伝統ではなく、彼がユダヤ教への回帰の必

要性を感じるようになったという事実こそ、この生き生きとしたものの生起に他ならない。だ

からこそそれは、死の刻印を帯びた正統派的なものにからめとられてしまってはいけないのだ。

第三に、ユダヤ人としての生のあり方に関する独特な個人主義を指摘できる。どのような仕

方で生きるべきか、あるいは、どのような仕方でそのことを知ることができるのか、といった

事柄は全て個人に委ねられている。ユダヤ人として生きるための決まった方法のようなものは

く、一人ひとりの人間がそれぞれの仕方で生をまっとうすることこそが肝要であるとされる。

ローゼンツヴァイクが家庭の中で律法を守るのも、それが正しい方法だからというわけではな

い。そうではなく、家庭の中では律法を守り、外ではそれにとらわれないという組み合わせこ

そが彼なりのユダヤ人としての生き方だというのだ。ローゼンツヴァイクはローゼンツヴァイ

クの仕方で、ハローはハローの仕方で律法に向き合うべきなのだ。

この後もハローに対する指導は続けられた。ハローがユダヤ人としての生き方に関して

ショーレムから批判され、動揺した際には、「君がユダヤ人だという確信をごく安易に獲得し

たなんていうことは決してない。そのことについては僕を信じてくれていいし、実際、僕は立

ち会っていた」と励ましている。そして、ローゼンツヴァイク、ショーレム、ハローとそれぞ

れ方法は違うが「あらゆる道は我々を我々へと導く」、つまりどのやり方もユダヤ人としての

あるべき生き方に通じるはずだとしている（１９２１年２月２５日付 [Rosenzweig 1979: 694]）。

このようにローゼンツヴァイクは、ハローに対して、遵守の程度や仕方はともかく、律法と誠

実に向き合うことがユダヤ人として生きることにとって重要であると継続的に説明している。

ハローは、アイデンティティをめぐる苦悩や焦りから、いきおい律法を完璧に守らなければ意

味がないのではないかと極端に考えがちであったが、ローゼンツヴァイクはこれを諫め、律法

に現実的な仕方で真摯に取り組むことを求めているのだ。こうした書簡が、まさに夫婦生活の

困難をローゼンシュトック夫妻に対して吐露していた時期に書かれていたという事実は、ロー

ゼンツヴァイクの律法についての態度の変化を考えるうえで重要であろう。ローゼンツヴァイ

クはこの時期、律法や彼自身の生活に対してしばしば強い懐疑を抱いた一方で、年少の友人に

対しては、伝統を盲目的に墨守するような仕方ではない、律法への個人的で真摯な取り組みを
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奨励していた。ここには、とりわけ彼が教育という観点から、律法の意義を肯定的に評価し始

めている様子を見ることが出来る。

5.	「建てる者たち」―生活の全体をユダヤ的なものにすること

ローゼンツヴァイクは１９２０年頃から、とりわけユダヤ人としてのあるべき生き方を模索

する中で、律法の遵守に何らかの意味を見出そうとしていた。その際彼は、律法を啓示の本質

と考え、盲目的に律法を遵守する同時代の正統派のやり方を、欺瞞的なものとして批判した。

ユダヤ人として生きるのに決まった方法はなく、個人によって様々な方法が可能であるはずだ

と考えたのである。先にみたように１９２１年頃、ローゼンツヴァイクが「新しい律法」につ

いて論じたときには、旧来の伝統的律法のとは別の律法の可能性について考えていた。しかし、

１９２２年のいくつかの書簡からは内的葛藤を伴う律法への実践的取り組みがひと段落し、旧

来の律法の積極的価値を認めるに至ったことがうかがえる。例えばマルグリット宛の書簡にも

次のような記述がみられるようになる。

〔今日の元旦に、新年になって〕日付が新たになることについては、僕はもう何も感じない。な

んというか、僕はキリスト教的な年代の数え方の外に出てしまっている。戦争中は皆、千九百

何十何年には何が起こるのだろうかといつも考えていたから、僕もキリスト教的な年代の数え

方にどっぷりと浸っていた。今年はもう、ユダヤ教の年の中だけに浸っている。

（１９２２年１月１日付 [Rosenzweig 2002: 790]）

この書簡を書いた時期、ローゼンツヴァイクはローゼンシュトック夫人とは距離を置くように

なっていたが 15)、エディトとの関係は依然としてぎこちないものであった 16)。ローゼンツヴァ

イクは、このような時期に、完全にユダヤ教の暦の中で生きているということを表明している。

このことは、律法へ肯定的評価が、単に人間関係の変化の結果として生じたわけではないとい

うことを示唆するだろう。

実際、同じ時期の彼の書簡からは、彼の伝統的律法についての理解が深まっていたことも見

て取れる 17)。例えば、神殿で行う供犠の掟の意味について論じた書簡には、供犠を律法の通

りに履行することには、人間と世界と神が正しい関係にあることを示す意味があると述べてい

る 18)。今は行われていない神殿での供犠に関する掟、つまり「・・・すべし」という肯定文の

形式を採るいくつかの具体的な律法の意味が、この書簡では細かく論じられているのだ。既に

みたように、かつてローゼンツヴァイクは、これら祭儀に関する規定も含め、あらゆる肯定文

の掟の内容は神からの隣人愛の命令に還元されるとしていた。しかし、ここでは掟や律法の遵
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守の意味がより内容豊かに理解されている 19)。先の、完全にユダヤ的な暦の中に生きている

という感想も併せて考えるとき、ローゼンツヴァイクは１９２２年の初頭には、律法について

の学びや実践、そして若者への教導を通して―もちろん、マルグリットとの関係の変化もきっ

かけの一つをなしてはいるだろうが―、古い律法の意味やその実践について肯定的に捉える

ことができるようになっていたとみることができそうだ。

事実、１９２２年の３月に書かれたハロー宛の書簡 [Rosenzweig 1979: 761] は、多くの点で

晩年の論文「建てる者たち」を内容的に先取りしており、ローゼンツヴァイクの律法理解を総

括したものとみることができる。具体的な内容については「建てる者たち」に即して検討するが、

この書簡の中でも彼は、律法の日常性、その遵守の容易さ、そして日々のあらゆる行為を律法

の実践として積極的に行うという理想について論じるのだ。この理想とは、生活を律法の規定

が及ぶ部分と及ばない部分に分割することなく―ローゼンツヴァイクの目には同時代のドイ

ツの正統派の人々は生をこのように分割してしまっていた―、生の全体を聖なる律法に則し

たものとするというものである。ただ律法の個々の細則を盲目的に守ることには意味がない。

一人ひとりのユダヤ人の生の全体で律法を実践すること、律法の及ばない領域を生や行為の中

につくらないこと、このようにいわば生全体をユダヤ的なものとすることで、自らがユダヤ人

であることを、そしてユダヤ教に真理が含まれることを証示していくのだとされる。

律法と生の関係に関するこのような見方には、ユダヤ教をめぐる自由主義的で個人主義的な

考え方と、学び、教え、実践する生活を通して新たに獲得しつつあった旧来の律法への愛着と

が独特の仕方で同居している。ユダヤ人として生きる仕方は、人により様々である。しかし、

生そのものは全面的にユダヤ的なものでなくてはならない。律法の遵守もまた、その中に一定

の場を持つ。ローゼンツヴァイクは、自分自身もこのような生き方を実践していると明確に自

認していた。そのことは、ハローに対し自身の生き方を模倣しても意味がないのだと繰り返し

つつも、同時に、彼自身の生き方もまたひとつの独自の「道」であるとしていることからもわ

かる。旧来の律法についての評価に揺らぎがなくなり、律法についての理解が安定してきたと

いうことは、彼の思想と生が深く同調し始めたということを示すだろう。

このことを踏まえるとき、ローゼンツヴァイクが自らの律法論の集大成ともいえる論文「建

てる者たち」がマルティン・ブーバーへの公開書簡という形式を採っていることは特筆すべき

事柄である。ブーバーは当時、同時代のユダヤ教の厳しい批判者として、そして、伝統にはと

らわれない新しいユダヤ教の唱道者としてユダヤ人社会の内外に知られていた。また、ブーバー

が律法を軽視し、実際に生活の中でそれを守っていないということもよく知られていた 20)。こ

のようなブーバーに対してローゼンツヴァイクは旧来の律法の意義を再評価する者として対峙

したのである。まずは、その内容を簡単に確認し、この論文の意義を評価したい。
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「建てる者たち」というタイトルはタルムードの一節に因む 21)。そこには、救済と律法の関

係をめぐるラビたちの議論が収められている。議論されているのは、救済を得るためには、た

だ「子」であればよいのか、つまり、ただユダヤ人として生まれるだけでよいのか、それとも、

律法に対するコミットメントが必要なのかという問題だ。そのなかであるラビは、ただ「子」

であるだけでは、救済に与ることができないとしている。賢者の弟子たち、つまり律法を愛し、

学習し、実践する、イスラエルの「建てる者たち」こそが、地上に平和をもたらし、平和を享

受すると論じたのだった。タイトルでタルムードのこうした議論を参照したうえで、ローゼン

ツヴァイクは現代社会においてユダヤ人として生きることと、律法の遵守がどのように関係す

るのかを論じてゆく。彼はまず、ブーバーを次のように批判する。１９１０年前後の講演にお

いてブーバーは、預言者の生き生きとした思想と硬直した律法を対照的なものとして捉え、前

者をユダヤ教の本来的部分、後者を非本来的部分として理解していた。しかし、およそ十年の

間にブーバーの思想も発展し、後の講演では、伝統の中にも本来の生き生きとしたユダヤ教が

隠されているという見解が示された。つまり、ブーバーの思想が発展し変化した結果、かつて

の表層的な本来性、非本来性の区分は実質的には解消したはずだ。しかし、それにもかかわら

ず、ブーバーの律法に対する評価は変わらなかった。ローゼンツヴァイクによれば、ブーバー

は当初から近代西ヨーロッパの正統派が矮小化した律法だけを律法とみている。しかし、数千

年にわたってユダヤ人の生に随伴してきた律法は、本来、より豊穣で、重層的なものなのでは

ないか。ローゼンツヴァイクの批判は、こうして、近代の正統派の狭隘な律法理解と、それだ

けを律法とみなすブーバーの過誤の両方に向けられる。

ローゼンツヴァイクは、近代西欧の正統派の過誤を次のように断じる。彼らは、律法をなお

保持し続ける理由を、神がシナイ山でイスラエルの民に与えたからという一点に求めた。神が

与えた律法なのだから、どんなことがあっても守らなくてはいけないというようにである。し

かし、ここには倒錯がある。そもそも、律法を守るのにどうして理由が必要なのだろうか。ど

んなことがあっても、という条件節の中には、すでに律法を守ることに意味を見いだせなくなっ

た、あるいは、本当は守りたくない、守る必要がないと考えているということが含意されては

いないだろうか。律法を守るために理由が必要となってしまったということは、律法に対する

肯定的な関係が失われてしまったということである。これこそが、近代ヨーロッパにおいてユ

ダヤ教が経験した最大の問題なのだ。ザムゾン・ラファエル・ヒルシュら、近代の正統派は確

かにこの新しい問題に直面して、あらたにユダヤ人としての生を建てようとしたわけだが、彼

らが律法の神的起源への信仰という小さな基盤の上に建てた生き方は非常にいびつで危ういも

のであった。

それでは、近代以前に律法とはどのようなものだったのか。ローゼンツヴァイクは、律法は、
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「その起源に関する怪しげな歴史的理論や、拘束力に関する疑似法学的な理論を受け入れるか、

拒絶するかで片付けてしまえるようなものではない」[Rosenzweig 1925: 704] という。つまり、

律法とユダヤ人との関係は、その授与に関する神話を信じるかどうか、あるいは、そこから具

体的な掟を有限個書き出してそれに従うかどうかといった水準に収まるものではない。むしろ、

ユダヤ人の生と律法―そしてユダヤ人の生と聖なる教えの学び―は、そもそも不可分なの

だ。ローゼンツヴァイクは言う。我々は既に、律法と教えへとつづく「道の始まりに立っており、

一歩一歩、自ら歩みを進めてゆかなければならない」[Rosenzweig 1925: 704]。１９世紀を通し

てユダヤ人たちは、律法や教えを肯定するか否定するか任意に態度を決したり、あるいはまた、

選択的に受容したりする自由を持つかのように誤認してきたが、ユダヤ人と律法や教えとの結

びつきはより根源的だというのだ。いかに律法や教えから遠く隔たってしまっても、ユダヤ人

である限り、その足下からは律法や教えへと戻る道が通じているというのである。

ここには１９２２年のハロー宛の書簡で示された律法に関する見解が、より明確な形をとっ

て表現されている。第一に、ローゼンツヴァイクはユダヤ人と律法との関係を必然的なものと

捉えている。この論文の中では、律法と教えは「我々は何をなすべきなのか？」という問いに

関わる「双子の問題」として扱われている 22)。「学ぶこと」すなわち教育の問題がローゼンツヴァ

イクにとってユダヤ人として生きるという課題に深くかかわるものであった 23)。彼はここで、

学びの問題と同程度に重要な問題として、律法の問題を取り上げているのだ。また、ローゼン

ツヴァイクはこの論文の中で、ユダヤ人として生きることを主に意識や自覚の問題とみなして

いたブーバーをいわば名指しで批判しているわけである。ここには、律法の遵守にはユダヤ人

として生きる上で積極的な意味があるという主張が込められているのだ。

第二に、律法や教えに対するユダヤ人の関係が、途上にあることとして表現されている。現

代のユダヤ人は、単にユダヤ人として生まれ生活するだけでは本来の仕方でユダヤ人として生

きることにはならない 24)。彼らは自己の本来の在り方から疎外されており、ユダヤ人として

生きるということそのものが、一人ひとりにとっての課題となってしまっている。教えと律法

へと至る道をゆくこととは、このような本来的な生き方を獲得してゆく過程に他ならない。そ

の具体的な方法が、これまでのユダヤ教についての様々なことを学び知ること、そして、伝統

的に守られてきた様々な掟を守ることであるとされるのだ。ユダヤ教において律法の総体を

指すヘブライ語ハラハーがまさに「道」を意味することがこのことに対応している。もちろん、

伝統や律法の遵守が自己目的化してしまうことがよしとされているわけではない。伝統的な教

えの解釈やユダヤ教の様々なあり方について知ること、律法を伝統的な仕方で守ることはここ

では「苦労が多く、ゴールのない回り道」であるともいわれる。しかし、こうした「回り道」も

決して無駄なものではないとされるのだ [Rosenzweig 1925: 704]。
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それでは、律法とどのように関わればよいのか。彼が「道」を歩むことの先に見据えている

のは、いわば生活の全体をユダヤ的なものとすることである。生活をユダヤ的な部分と非ユダ

ヤ的部分に切り分けてしまう正統派の方法は厳しく批判され、「原則として、生のいかなる領

域ももはや放棄されてはならない」とされる。実際に、そのように生活が行われている場面で

は、律法によっては規定されていない様々な慣習、たとえば「母から娘に口頭で伝えられる料

理のレシピに含まれる無数の諸習慣」のようなものもまた、律法に明記された掟と同様に注意

深く守られる。そして何より、こうした遵守は、なんらかの強制や理由づけがあって行われて

いるわけではない。むしろ、習慣的ないし感覚的にそうすべきであるということがあまりにも

当然であるから、いわば自然に行われるのだ。ローゼンツヴァイクはこのように、「生きたユ

ダヤ教」の特徴をユダヤ教の家庭生活を例に説明する。ここには彼自身が家庭生活を送る中で

学んだことも反映されているに違いない。律法に指示された掟や禁止がその他の慣習などとも

混ざりあいながら、強制としてではなく、自然なこととして能動的に行われる状態こそ、ユダ

ヤ人の生の本来の姿だというのだ。ここでは、「しなければならない」「してはいけない」といっ

た強制性は影を潜め、「すべき」という能動性が支配的となる。さらにそれだけでなく、各人

のあらゆる行いに関して、習慣や感覚に関わるような仕方で関係してくる律法の諸規定を、各

人が自分にも「できる」こととして積極的に引き受け、実践するということが起こっている。

ローゼンツヴァイクが理想とするのはまさにこの状態だ。しかしながら、すでにみたように、

律法を守るのに理由が必要となってしまった彼の世代のユダヤ人は、こうした状態から遠いと

ころにある。だからこそ、彼らは道を歩むことで、律法や教えと安定した関係に入り、ユダヤ

人としてのあるべき生き方に到達しなければならない。道を歩むこととは、各人にできる仕方

でユダヤ教の教えを学び、律法を実践することである。ただし、ユダヤ人としての本来の生は、

こうした学びや実践の後に自動的に得られるというものではない。というのもこのような生は、

知識としての学びや、強制としての実践とは水準を異にしているからだ。教えはイスラエルの

民と神との関係の長い歴史を含む。一人ひとりのユダヤ人はこの歴史をただ知るだけでなく、

それを貫く父祖からの「黄金の鎖」に自ら加わらなくてはならない [Rosenzweig 1925: 705]。律

法の実践についても同様である。先に見た家庭生活の例からもうかがえるように、何らかの強

制に基づいて律法の諸規定を実践しているうちは、いまだあるべき状態に到達してはいない。

そうではなく、行いの全てが自然で能動的な仕方でユダヤ的になされるようでなくてはなら

ない。これをローゼンツヴァイクは「私はしなければならない Ich muss」から「私はできる Ich 

kann」への跳躍 [Rosenzweig 1925: 708] とよんでいる。教えと律法は、生の中に完全に溶け込

まなくてはならないのだ。ここでローゼンツヴァイクが「跳躍」という言葉を用いているのは、

この二つの状態の間の移行が地続きではないためである。つまり、学びを通してなすべきこと
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を理解し、実際に実践しつつも自らの欲望や意志と行為が完全には一致していない状態から、

何ら違和感を覚えることなくユダヤ人として日常生活を生きる状態への移行には、何らか生全

体の状態の変化が起こらなくてはならない、とローゼンツヴァイクは考えている。このとき、

学びや実践の直接の帰結としてこうした変容が生じるわけではない。学びや実践の道のりが「回

り道」であるともいわれるのはこのためだ。しかし、こうした「回り道」を経由することで、こ

の最後の跳躍を確固たる自信をもって踏み切ることができる。それは最後の「跳躍に確信を与

える」助走のようなものであり、はっきりと重要な意味をもつのだ [Rosenzweig 1925: 704]。

おわりに

このようにローゼンツヴァイクは最晩年に、現代に生きるユダヤ人にとっての伝統的な律法

の意味を力強く肯定するに至った。その主張の中心は、ユダヤ人として生きるということを現

代において実現することにあった。吹き荒れる反ユダヤ主義、近代的学問による聖書批判、資

本主義社会の発達による宗教的伝統の求心力の低下、こうした状況の中でドイツのユダヤ人は

アイデンティティを見失いかけていた。ドイツへの同化の望みはドイツ社会によって拒まれ続

け、他方で戻るべき伝統からはすでに疎外されていた。このような状況下で多くの若者は、マ

ルティン・ブーバーの影響を受け伝統に回帰することなく意識の持ち方の問題として自らのユ

ダヤ人としてのあり方をめぐる問題を解決しようとした。ローゼンツヴァイクは、形だけ律法

を守る西ヨーロッパの正統派のやり方にも批判的だったが、ユダヤ人としての存在の問題を意

識の問題へと矮小化するやり方にも批判的であった。ローゼンツヴァイクはそこから自らの方

法で伝統的律法へと戻っていったのだ。

本論はこの過程を追うものであった。本論を通して、ローゼンツヴァイクは律法を常に肯定

的に評価していたわけではなかったということが明らかになった。本論で見たように、ローゼ

ンツヴァイクはある時期、律法に対する深刻な疑念を抱いていたのだ。「新しい律法」という着

想から明らかになったように、彼は、旧来の律法は神とは何の関係も持たず、無用のものとな

るとすら考えていたのである。しかし彼はここから、律法の実践と学び、そして若者を教導す

る経験を通して、旧来の律法に積極的意義を認めるに至った。彼が最終的にたどり着いた境地

は、ごく平凡な日常生活を律法の実践として行うという生き方であった。何か特別なこととし

て、あるいは何かしなければならないこととして律法を遵守するのではなく、掟として具体的

に定められていることもそうでないことも含めた、あらゆる行為が律法の実現であるかのよう

に心と行いが調った状態が理想であるとされたのだ。このような日常性における宗教性の発見

は、とりわけ祝祭日の意義を強調していた『救済の星』におけるユダヤ教理解と強い対照をなす。

このような境地においては、具体的な律法の細則はもはや問題ではなくなるのだが、このよう
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な思想と行いが生の中で調和した状態は、純粋に知的な仕方で獲得できるものではない。旧来

の律法の実践は、このような境地へと跳躍するための助走のようなものとして意味をもつのだ。

ローゼンツヴァイク自身、こうした境地に晩年になってから―少なくとも１９２１年の年末

以降―、到達した。そして、彼のユダヤ教教育への熱心な取り組みは、このような境地へと

人々を導くことを目的として行われたのだ。

※本研究は JSPS 科研費 17H06665 の助成を受けたものです。

注

1) 近代ヨーロッパのユダヤ人社会における儀礼の意味や実践の在り方については [Eisen 1998] を参照。

一般には啓蒙主義のイデオロギーが信仰の世俗化を引き起こし、儀礼の実践を変化させたという説明

がなされるが、本書の中でエイゼンはイデオロギー的な影響は副次的であったと論じている。彼によ

れば、むしろ、ユダヤ人解放が進み、生活の様々な側面が変化したことで、旧来の宗教生活を維持す

ることができなくなったことが近代における実践の変化の核心にある。社会的、経済的状況が変化し

たために、儀礼の実践のあり方もまた変化せざるをえず、それに応じて儀礼に対して様々な意味づけ

が為されるようになった。この意味で、律法が神的権威を持つのかどうかといった議論も、近代に入っ

てそれまでと同様の生活を送ることが困難になったために登場したといえる。

2) ローゼンツヴァイクは１９２０年の講演「ユダヤ的人間」の中でこの点を鋭く分析している

[Rosenzweig 1920: 567]。１９世紀に反動的な仕方で正統派の運動を興し、共同体の分裂を招いたザム

ゾン・ラファエル・ヒルシュも、同じ時期に改革運動において指導的役割を果たしたアブラハム・ガ

イガーも、ともにユダヤ教の価値を「証明」したり、その存在を「正当化」したりしなければならないと

考えた。その際、彼らはユダヤ教に誠実にあろうとしながら、実はユダヤ教の無価値を説く他の人間

的諸学問の真実性を前提として受け入れていたのである。ローゼンツヴァイクは、１９世紀にドイツ・

ユダヤ教の中で広がった、このような誠実さの仮面の下の不実を鋭く認識していた。

3) 前註で言及したアーノルド・エイゼンの研究も「建てる者たち」を中心に分析を進めるが、『救済の星』

からの思想的発展や伝統に対する見方の変化についてもはっきりと言及している。[Eisen 1998] とり

わけ Chapter 7 を参照。

4) 邦訳書 [ ローゼンツヴァイク 2009] では読みやすさを優先したためか Gebot と Gesetz の訳語を区別し

ていないようなので注意する必要がある。本書では前者を掟、戒律、後者を律法、法と訳す。

5) 十戒を記した石板の内、二枚目には「汝殺すなかれ」などの禁則が並ぶ。

6) 友人であったオイゲン・ローゼンシュトックの夫人。

7) そもそも、１９１３年７月から翌年にかけて、ローゼンツヴァイクはこれらのキリスト教徒の友人と

の対話をへて、一度キリスト教に改宗する決断をするが、結局その決断を撤回してユダヤ人として生

き続けることを選んだという経緯があった。ローゼンツヴァイクは、彼らとの対話を通してユダヤ教

とキリスト教の関係についての考察を深めてゆく。[ 丸山空大 2011] を参照。

8) Gritli-Briefe, Internet Edition に収録。

9) ローゼンツヴァイクはマルグリットに対し『救済の星』の進捗を逐一書簡で報告している。書簡はほぼ

毎日送られ、日によっては２通の書簡を送る日もあった。

10) オイゲン・ローゼンシュトックは、妻とローゼンツヴァイクの関係を容認していた。ローゼンツヴァ

イクもまた、この複雑な関係性の中でマルグリットだけでなくオイゲンをも愛することができると考

えていた。また、ローゼンツヴァイクはエディトと婚約するにあたり、マルグリットとの関係を告げ

ていた。エディトは既に何年もローゼンツヴァイクを愛しており、この状況を受け入れて婚約した。
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ローゼンツヴァイクの病状が悪化し、介護が必要になるとエディトはマルグリットと和解し介護を分

担するようになる。しかし、エディトのマルグリットに対するわだかまりが消えたわけではないことは、

マルグリットからローゼンツヴァイクに宛てた書簡をエディトが処分してしまったこと、エディトが

編集したローゼンツヴァイクの書簡集 [Rosenzweig 1937] からは、マルグリットに関する記述がほと

んど削除されていること、生前、エディトは「グリットリ書簡」の存在を認めなかったことなどからも

推し量ることができる。「グリットリ書簡」の出版を契機に三者の関係については多くの文章が書かれ

ているが、[Rosenzweig 2002] の序文や [Meir: 2007] の第６章、[Zank 2003]、[Mayer 2001] を参照。

11) ローゼンツヴァイクの母は、倫理的な問題としてだけでなく個人的問題としても息子の恋愛に苦しん

だ。彼女は息子に対する独占欲が非常に強い人物でもあり、息子の自立や結婚に際して精神的に不安

定になることがあったのだ。ローゼンツヴァイクはこのような母の気質を「ヒステリー」と呼んでい

た。１９１９年１１月２４日、マルグリット・ローゼンシュトック宛の書簡を参照 [Rosenzweig 2002: 
482]。

12) エディトとの結婚生活についての不満や家庭内での沈黙について、ローゼンツヴァイクがマルグリッ

トに書いている箇所は枚挙にいとまがない。例えば [Rosenzweig 2002: 718]。
13) ローゼンツヴァイクは結婚してすぐにエディトと家庭での儀礼で用いる祈りをドイツ語に翻訳してい

る。この後もローゼンツヴァイクはいくつかのヘブライ語の祈りや詩をエディトとともに翻訳してい

る。また、安息日が第三者として同席するというくだりは、古くからユダヤ教の儀礼においては安息

日が擬人化して表象される習慣があることを踏まえた表現だ。[Rosenzweig 1979: 697]; [Shevitz 2015: 
288]; [Askani 2003: 46].

14) ちなみに、ローゼンツヴァイクの母は、息子の家庭が結婚して律法きちんと守っていることについて

しばしば激しく文句を言った。ドイツ社会への同化を是として育った世代に属する彼女にとって、そ

れはドイツの知的文化的世界からの退避に他ならなかったし、また、息子の生活が自分からより離れ

ていくように思われたからだ。[Meir 2007: 159]; [Zank 2003: 91 (note 3)].
15) [Zank 2003: 95]; [Meir 2007:161]. ローゼンツヴァイクとマルグリット・ローゼンシュトックとの関係

がいつ終わったのかははっきりとはわからない。ツァンクは、１９２２年頃から徐々に疎遠になった

とみるべきだろうとしている。また、メイールは１９２１年８月にマルグリットが息子ハンスを出産

したことが一つのきっかけとなり、ローゼンシュトック夫妻とローゼンツヴァイク、そしてルドルフ・

エーレンベルクが距離を置くようになったとしている。

16) [Zank 2003: 77]. ツァンクは結婚当初から少なくとも１９２２年の１月中旬までは夫婦仲は冷めたもの

だったとしている。 
17) [Rosenzweig 1979: 677]. ローゼンツヴァイクは家庭で律法を実践しただけでなく、フランクフルトの

ラビ、ノーベルのもとで１９２０年からタルムードについての勉強を始めている。

18) 「僕は自分の隣人を神のために愛さなくてはならない。それだけでなく事物もまた
0 0 0

、僕は神のために
0 0 0 0 0

用

いなくてはならないのではないか？　律法は僕にまさにこのことを命じる。律法は確かに僕を事物の

主とするのだが、あらゆる場面で僕の事物に対する支配権を制限することによって主としての在り方

を定める。供犠はこうした制限の中で最もはっきりと目に見えるものだ。なぜなら、第一にそれは肯

定文による掟であって禁止ではないためであり（ただ肯定文の掟だけが可視性に関係する）、第二にそ

れは僕の世俗的な目的から完全に外れているからである」（エドゥアルト・シュトラウス宛、１９２２

年１月５日。[Rosenzweig 1979: 738]）。
19) ローゼンツヴァイクの律法論の集大成ともいえる論文「建てる者たち」においては、例として次のよう

な戒律の理解が挙げられている。すなわち、共同体儀礼からの女性を排除する規定は、排除という否

定的な側面からではなく、むしろ家庭の慣習の中での女性の優位と組み合わされたものとして肯定的

に理解され実践されるべきである。また、偶像崇拝の禁止は、偶像を排除するという否定的な側面か

らではなく、神が絶対無比であるという感情からなされるべきである [Rosenzweig 1925: 707]。
20) [Rosenzweig 1979: 1038] を参照。ブーバーは１９１０年代に行なった様々な講演の中で、律法はユダ
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ヤ教の精神とは関係のないものであると主張していた。このため、彼が律法を軽視し、守っていない

ということはユダヤ人社会の中では広く認められていた。とはいえ、ブーバーがユダヤ的なものの復

興を熱心に望んだことも多くの人の知るところであった。ローゼンツヴァイクによれば、こうした事

情があったため、少なくない人々はブーバーもひょっとしたら少しは律法を守っているのではないか、

あるいは密かに全ての律法を守っているのではないかとも考えていたらしい。

21) バビロニア・タルムード「ベラホート篇」６４ａ。聖書からの引用は原則的に新共同訳（日本聖書協会）

によった。タルムードからの引用はソンチーノ版の英訳を参照した。

22) [Rosenzweig 1925: 700]　『救済の星』においては、トーラーは教えと律法をともに含むものであるとい

うことが言われていたが、ここでもローゼンツヴァイクはユダヤ人とトーラーとの関係を論じている

といえる。ローゼンツヴァイクはこの論文の中で、ブーバーは若い世代がトーラーへと向かう新しい

道を拓いたとしている [Rosenzweig 1925: 712]。ローゼンツヴァイクはこの論文の中で律法の意義を再

評価することを通して、ブーバーが呼び覚ました若い世代のユダヤ人意識と、生活の中での一つひと

つの行いと結び付けようとしているのだ。

23) ローゼンツヴァイクにおける教育の問題については別稿で論じたい。

24) ローゼンツヴァイクはオイゲン・ローゼンシュトックに対し、「建てる者たち」は、彼の世代のユダヤ

人たちが「いかに彼ら自身や、ユダヤ教自体を危機に陥れることなく、再びユダヤ人になることがで

きるか」という、この「世代特有の問題」あるいはせいぜい「この世紀に特有の問題」を扱っていると説

明している（[Rosenzweig 1979: 984] １９２４年８月２５日付）。
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