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l はじめに

ユークリッド『原論』などにおいて典型的に見られる「論証」という説明形態は，

アリストテレス『分析論後書』で詳細に述べられていることからも明らかなように，

古代ギリシャにおいて大いに利用され， その後， さまざまな地域へと伝播し， 展開し

ていった. とはいえ， では， そういった論証が， 当時， どういった場で， どういった

かたちで発表されたのかといった， 論証が在る風景は， 判然としているとはいえない.

一方， アリストテレスの諸著作を全面的に受け入れた中世イスラーム世界において

も， 数学的諸学を中心として， 論証という説明形態は， 大いに用いられ， その結果，

多くの論証が記録された. その際， 紙という新たなメディアの普及によって， 爆発的

に文字資料が生産され， さらに， 数多くの当時の文献が今日まで写され保存されるこ

とで， 今まで見えてこなかった， 論証を取り巻く状況というものが， 垣間見られるよ

うになった.

本稿では， 特に， 中世イスラーム世界において， 論証が， どのような場で， どうい

ったかたちで発表され， そして， それに対してどういった反論が， どういったかたち

でなされたのかを見ていきたい. 具体的には， イプン・ムナッジムとクスター・イブ

ン・ルーカー， フナイン・イブン・イスハークとの問で交わされた， ムハンマドの預

言者性にまつわる往復書簡を詳細に分析することで， 以上に対する考察の手がかりを

得ることにする1)

2 往復書簡における萱場人物

実際の考察へと進む前に， まず， 往復書簡における登場人物について， 概説してお

こう.
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そもそも， イプン・ムナッジムとクスター・イプン・ルーカー， フナイン・イプ

ン・イスハークは， アッパース朝の宮廷で活躍した人物たちである.

イブン・ムナッジムについては， その生涯の詳細は明らかではないが， 名前(ムナ

ツジム=天文学者あるいは占星術師)から明らかなように， 天文学や占星術で生活の

糧を得ていたと思われるイスラーム教徒である. さらに， 自身の書簡でも明言してい

る通り， 彼は， Iプルハーン(burhan 論証)J というあだ名を持っていたようで， こ

のあだ名からも， 自分自身のアイデンティティーが， 論証の表明にあると自覚し， 周

りからもそう認められていたことが窺える. 他方， クスター・イプン・ルーカー(盛

年860-900)と フナイン・イプン・イスハーク(808-873)は， ギリシャ哲学・科学

文献のアラビア語翻訳で有名なキリスト教徒で， いわば， 中世イスラーム世界に， 論

証科学を導入するのに最も貢献したといえる人たちである2)

3 往復書簡の構成とイブン・ムナッジムによる論証の概要

さて， 今回取り上げる往復書簡は， まず， イスラーム教徒であるイプン・ムナッジ

ムが， ムハンマドの預言者性に関する論証を披露し， それに対して， キリスト教徒で

あるクスター・イブン・ルーカーとフナイン・イプン・イスハークが， それぞれ返答

書簡を寄せるという形式を取っている.

しかしながら， イブン・ムナッジム自身は， まず最初に， ブナイン・イプン・イス

ハークに宛てて書簡を書いたと推測される. このことは， イブン・ムナッジムの書簡

の冒頭において， この書簡は， I フナイン・イブン・イスハークにもたらされ， おな

じ も の が ク スタ ー・イプン・ルー カ ー に も〔も た ら さ れ た)3)([556. 3 - 9 J吋

[ 1 J) Jと注記されていることから， 明らかである. 実際， ブナイン・イブン・イス

ハーク自身， その返信において， Iその〔論証〕は私に対しての論証であると， あな

たが考えているという話に， 私は驚いた([688.13J吋[ 2 J) Jと述べていることか

らも， この推測は裏付けられる.

そして， Iムハンマドの預言者性」についての， イプン・ムナッジムの論証の筋道

を概観してみるならば， 以下のようになる.

-ムハンマドにまつわる話は確実である([564-568J).

・よって， ムハンマドがアラブの人々をそれにふさわしい状態へと導いたことも
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確かである([568-572J) .

・一方， そういった導きの実行は， 鮮やかな判断や， 完全なる知性， 卓越した知

によってしか， 行えない([572-574J) . 

・ そ れ ゆ え， ム ハ ン マ ド は， 知 性 に お い て， も っ と も完 全 な る 者 で あ る

([574J) . 

・ 一方， Iもしあなたがたが， わがしもべ〔ムハンマド〕に下した啓示を疑うな

らば， それに類する 1章〔スーラ〕でも作ってみなさい. もしあなたがたが正

しければ， アッラー以外のあなたがたの証人を呼んでみなさいJ(rクルアー

ンJ第2章 214)という一節に鑑みて， 完全なる知性や健全なる本性を持った者

は， もしも， 自分以外に誰もそれに類するようなものを作ることができないと

いうことを確実に知っていない限り， 人々に， このような挑発を行なうことは

できない([574-576J) .

・一方， こういった確実な知識は， 神しか 知らせることができ ない([576

578J) . 

・よって， ムハンマドは， 神に知らされたことになる([578J) .

・ゆえに， ムハンマドは預言者である([578J) .

以上のような筋道で， イプン・ムナッジムは， ムハンマドの預言者性を論証しよう

とした. その一方で， 本往復書簡は， 幸いにも， 論証内容自身以外に， 論証に付随し

た状況に関する記述が， 多く見られる. すなわち， 本往復書簡を精査することで， イ

プン・ムナッジムが， この論証をどのように提示し， それに対して残りの二人がどの

ように返答したのかという， いわゆる， 論証を取り巻く状況が見えてくる.

そこで， 以下， 論証内容自身というよりも， それに付随した， 論証を取り巻く状況

に焦点を当てることで， 本稿の主眼である， 論証が在る風景を浮き彫りにしたい.

4 論証を巡る議論の場の存在

前述の通り， この往復書簡の口火を切るのは， イブン・ムナッジムであった. そし

て， そのイプン・ムナッジムは， 書簡を始めるにあたって， まず， 以下のエピソード

を紹介している.
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私は， (宰相〕アプー・ハサンの許にいた際， あなた〔二フナイン・イプン・イ

スハーク〕から〔こう〕聞いた. (すなわち， )真実を明らかにしたという者が，

実際はその〔真実〕には従っておらず， 論証を立てたという者が， 実際はその

〔論証〕へと至っていなし、 とあなたは非難し， 知恵の徒〔ニ哲学者〕が， ある

物事を台無しにしてしまって， それに入れ込むことは， あなたによると， ふさわ

しくない， と. ([556. 11-14J→[ 3 J) 

このエピソードから， 当時， 宰相の許で， 論証の正誤について議論する場が存在し

ていたことが窺われる. そして， そういった議論の場において， 知恵、の徒， すなわち

哲学者たちが論証を提出しようとしていたこともほのめかされている.

一方， 実際に， 当時， 議論の場が存在していたことは， さまざまな文献によって確

かめられる. そういった場は， マジュリス(集会場)5)とよばれ， サロンともいえる

場だった6) 具体的には， 宮廷の一室や， 高官の自宅といった場に， さまざまな知識

人たちが集い， さまざまな話題について， 議論を交わした.

本書簡において言及されているであろう議論の場も， I宰相の許でjとあることか

ら， マジュリスに相当するものであったことは確かである. すなわち， そういったマ

ジュリスにおいて， 哲学者を中心に， 論証を巡る議論が展開されていたといえよう.

そして， こういった議論の場に， イプン・ムナッジムも「ムハンマドの預言者性J

という話題で， 議論を持ちかけようとしたのだった.

そこで， イブン・ムナッジムが， フナイン・イブン・イスハークに， Iムハンマド

の預言者性」の論証を巡る議論を， いかに持ちかけたのかを見てみよう.

5 論証を巡る議論への誘導

さて， イブン・ムナッジムは， 自身の論証を， 紙にしたためて持っていったのだ、が，

そのことについて， フナイン・イブン・イスハークからは， 以下のような反応を得る

ことになる.

一方， 私(=イブン・ムナッジム〕が， あなた(=フナイン・イプン・イスハー

ク〕のために編んだ論証が完成したと， あなたに伝えたとき， Iその〔論証〕に

従うのは， 骨が折れることであると， 私は聞いた. この話で， 私は， その〔論証
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が〕長いので， それを読むことは， いらいらするだろうと思った」と， あなたが

言ったのを， 私は聞いた. ( [558. 6 - 8 ]→[ 4 J) 

以上から， フナイン・イプン・イスハークは， イブン・ムナッジムの論証を読もう

としなかったことが分かる. すなわち， 彼は， イブン・ムナッジムの設定した， 論証

を巡る議論の場へ， 足を踏み込もうとしなかったのだ、った.

とはいえ， イプン・ムナッジムは， もちろん， 満足しなかった. そのため， 彼は，

論証を書簡の形でフナイン・イプン・イスハークへ送ったといえる. いわば， 書簡は，

彼にとって， 議論の場の延長であった.

そして， この書簡を出すことで， イプン・ムナッジムは， 結果的にフナイン・イブ

ン・イスハークからの返答を受け取ることになる. ここにおいて， イブン・ムナッジ

ムは， フナイン・イプン・イスハークを， 自身の議論の場へ誘導することに， 成功し

たとし通える.

では， なぜ， フナイン・イブン・イスハークは， 一度拒否した議論の場への誘導を，

結局は受け入れたのだろうか. やはり， その背景を探るには， 論証という存在と， そ

れをとりまく哲学者という存在へと， 考察を及ぼさなければならない.

6 論証における合意という枠組み

そもそも， イプン・ムナッジムによると， 自身の論証は， Iすべての共同体の人々

が合意し， 本性によって把握されるような諸前提に， 基づいている([558. 2 ]→ 
[ 5 J) J ものだという.

このような， 合意という枠組みは， イプン・ムナッジムの論証のいたるところで見

られる. 実際， ムハンマドの話は確実であるという前提を示す際に， イプン・ムナッ

ジムは， 以下のような基礎付けを行なっている.

知恵のある者たちゃ， 哲学者たちゃ， 彼ら以外の全ての民族の者たちも， そうい

った話にうそはないことに合意している. そして， その同意は， 根回しされたも

のではなしその〔話を〕聞いたものは， その本性に刻み付けられる.

( [564 . 4 - 6 ] � [ 6  J) 
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そして， この合意こそが， 論証の基盤であることは， イプン・ムナッジムが， 何度

も， 論註中で， 合意の存在に言及していることからも明らかである.

一方で， 返答者であるフナインも， そのムハンマドの話の確実性を否定する際に，

クルアーンが確実かどうか， 私は知らないと発言することで， 合意の存在への反例を

提示しようとした([688.15 -16J). また， クスター・イブン・ルーカーも， 諸民族に

おける事跡をさまざま紹介することで， こういった合意が， 実際は存在しなかったこ

とを， 逆に論証しようとした([602-612J). こういった両者の返答態度からも， 合意

が論証の基盤であったことは， 確かめられる.

実際， 論証は， 修辞法的説得， 弁証法的説得と並んで， 説得術のーっとして位置づ

けられてきた円. そういった説得術としての論証という認識は， フナイン・イプン・

イスハークの「ある人に対する論証とは， その人の同意によってしか， 立てられない

([688.14J吋[ 7 J) Jという一節からも窺える. それゆえ， 論証の基礎として万人の

合意を置くことで， 説得術としての基礎を築こうとしたことは， 容易に納得できる.

とはいえ， 先の， Iその同意は， 根回しされたものではなく， その〔話を〕聞いた

ものは， その本性に刻み付けられる」というイプン・ムナッジムの注記から， 論証に

おける同意が， 他の説得術とは全く異なるものであることを強調しようという彼の意

図が読み取れる.

7 論証における知性の役割

ここで触れられている「本性(fitra)Jとは， 知性とのつながりで， しばしば言及

される. 例えば， ファーラービー(870頃-950頃)は， その『知性に関する書簡』に

おいて， アリストテレスの『分析論後書』における知性に言及しており， その際，

「この能力〔二知性〕によって， 人間には， 推論や熟慮からではなく， 本性(fi tra)

や 自然(tab')か ら 普遍的 な前 提 に 対 す る 確信が 生 じ る(FãrãbI [1983J 8吋

[ 8 J) J8)と， 本性(fitra)との関連で， アリストテレスの知性論を紹介している. ま

た， イプン・シーナー(980-1037)も， その『定義の書』において， ["人聞における

健全なる第一の本性(fitra)が， 知性といわれる(Goichon [1938J 274→[ 9 J) J 

と， 本性の最高形態としての知性に触れている. そして， イプン・ムナッジムにおい

ても， こういった合意や本性に基づいたものをうそ呼ばわりする者は「知性的なもの

から外れている([558. 4 J吋口oJ)Jと断言していることからも， 論証における合
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意が知性的なものであるという認識が存在していたことは確かである. すなわち， 論

証における前提とは， 人々の本性へと働きかけ， その結果， 知性的な判断を通じて同

意を得るものだったといえよう.

よって， そういった知性的な判断こそが， 論証を理解する際に， 重要な役割を果た

したことは， 想像に難くない. そして， その際， 判断者が持つべき特性とは， クスタ

ー・イプン・ルーカーの言葉で言えば， I中立さと公正さ([682. 5 J  � [11J)Jであ

り， フナイン・イプン・イスハークの言葉で言えば， I心(=知性9))と公正さを持

ち， 何の細工も偏りもない([690.10� 11J司[12J)Jことなのである. まさに， こう

いった特性を持つ者の判断こそが， I根回しでない」本性での合意だといえよう.

さらに， イプン・ムナッジムは， 判断者が持つべき特性について， 以下のように，

より詳細に書き残している.

思索する者が思索を用い， 考察する者が考察を用いるのは， (以下のような状態

でしかない. すなわち， )その心を誤りから救済し， 欲望から純化し， 一般的な

慣習から自由にし， その求めるところへと向かい， 公平と均衡を目指し， あらゆ

る物事に正当さを求め， 自らを救いへと導くようなものを自ら獲得し， 誤った道

へと導いたり， その〔誤った道〕とよい選択との聞を塞ぐようなものどもからそ

の心を制御することである. そして， こういった状態において， 論証は明らかに

なる. ([560. 4 �10] � [13J) 

このように， 論証の正確さを判断するためには， 以上のような態度を必要としたの

だった. やはり， 一般的な慣習や根回しといった， いわゆるこの世的なしがらみの強

固な時代において， そういった制限から脱却し， 公正中立を保つには， イプン・ムナ

ツジムの言うような， 数多くの制御が必要であろう. そして， そういった困難を乗り

越えたところに， 論証の正確さの判断を成立させる公正中立な判断が存在したのだっ

た. まさに， その人の生き方自身が， 論証の正確さの判断を裏付けると言ってよいの

ではないだろうか.

このように， 判断者の生き方自身に裏付けられた公正中立さに基づくからこそ， 論

証による説得は， 他の説得とは全く違う次元にあると， イプン・ムナッジムは， 強調

したかったのだろう. すなわち， 或る人がそういった論証による説得を受け入れられ
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るということは， 同時に， その受け入れた人自身の公正中立さをも示すことになるの

である.

そして， こういった， 論証における判断の特別性については， クスター・イブン・

ルーカーも認識しており， I法官や敵対者がするようにではなく([682. 5 - 6 J � 

[14J) J公正で中立に， 自分自身で判断しなければならない， と書き残している. 一

万， こういった中立さや公正さは， フナイン・イブン・イスハークにおいても強調さ

れる点であった.

8 公正中立に判断するということ

フナイン・イブン・イスハークは， その返答において， 真の宗教的な教説と偽の宗

教的な教説との見分け方について触れている. 彼によれば， 両者を見分けるには， そ

の見解をいかに受け入れたのかを検討すればよいとして， 真偽の条件を， 以下のよう

に列挙している([690.18-692.21J). すなわち， その教説を受け入れた理由が， 意思

に反するものであったり， 自身がとても不幸な状況にある場合であったり， 権力者に

取り入るためであったり， 言葉に溺れてしまったためであったり， ある人とのつなが

りの強さだったりした場合は， その教説は偽だという. 一方， 徴を見たり， 同意すべ

き論証があったりした場合は， その教説は真だという. ここにおいても， 真であるに

は， この世的なしがらみから脱却していることが重要であり， その根拠として， 論証

の有無を持ち出していることも興味深い.

そうして， キリスト教が真である理由として， ブナイン・イブン・イスハークは，

以下の諸点をあげている([696. 5 -698. 8 J) . すなわち， それを受け入れたのが権力

者の強制によるのではなしまた， それを受け入れた者たちが， 論理学に通じている，

いわゆる哲学者であり， さらに， 友人や兄弟の勧めで受け入れたのではないからだと

いう.

以上から， フナイン・イブン・イスハークが， キリスト教が真であることを裏付け

るものとしても， この世的なしがらみから脱却した， 知性的な判断の有無を持ち出し

ていることが分かる. すなわち， 知性的な判断を維持する生き方こそが， 全ての真理

の根源だったともいえよう. やはり， 論理整合性を基盤とした公正中立な判断を行な

うことのできるような， いうなれば哲学者として生きることこそが， 真理を導出する

ための手段であり， かっその根拠となっていたのである.
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ここにおいて， フナイン・イブン・イスハークは， キリスト教徒であるという自覚

と同時に， 哲学者であるという自覚を持っていたことになる. 両者の自覚は， 彼にと

って， この世的なしがらみから脱却し， 公正中立な判断を行なうことができるという

点で， 通じるものであった. そして， 彼のこの自覚は， 本稿の冒頭で紹介したí(真

理を台無しにすることは〕知恵の徒にとってふさわしくない」という彼の発言にもほ

のめかされている. すなわち， この発言は， 哲学者としての自身への戒めとも取れる

からである.

そのうえ， こういった自覚があったからこそ， フナイン・イブン・イスハークは，

一度拒否した， 論証を巡る議論の場へと， やはり誘い込まれていったともいえる. で

は， イプン・ムナッジムは， プナイン・イブン・イスハークに対して， どういった言

葉を投げかけたのだろうか.

9 哲学者として生きる者たち

前述の通り， イプン・ムナッジムは， フナイン・イプン・イスハークに， 論証を読

むことを拒否されたわけだが， それに対して， イプン・ムナッジムは， í知性ある者

は， あなたにおいて， こういった〔発言〕を， 認めることはできない([558. 9 J吋

[15J) Jと， 非難している. その上で， イプン・ムナッジムは， 以下のように， フナ

イン・イプン・イスハークのことを評している.

あなたは， 真理を知った後で， その〔真理〕に反抗することが可能である， とは

考えない人である. なぜなら， 神があなたにアタゃブ(=教養〕における幸福を与

えたからである. そして， あなたは， 自分の宗教セクトにおける権威ゆえに， 真

理に従うことをやめるような人ではなく， 一般的な慣習をより好むような人でも

なしよりふさわしい真理に基づくのである. ([558.19- 559. 3 J→[16J) 

この発言において， イブン・ムナッジムは， フナイン・イブン・イスハークならば

知性的で公正中立な判断を行なうはずだ， と念を押していることが分かる. いわば，

イブン・ムナッジムにとって， フナイン・イブン・イスハークは， 自分と同じ哲学者

として生きてきたはずで， それゆえ， 論証として提出されたものを無視することはで

きないと， イプン・ムナッジムは語りかけているように思える.
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こういった確認をほどこすことで， イプン・ムナッジムは， ブナイン・イプン・イ

スハークに対して， その哲学者としての生き方を， 今一度思い起こさせようとしてい

るのではないか. そして， 呼び起こさせた後で， イプン・ムナッジムは， フナイン・

イプン・イスハークに対し， 論証を受け入れないならば返答を書きよこしてくれと嘆

願する. 結局， この呼びかけに答える形で， フナイン・イプン・イスハークは返答を

よせることになり， イプン・ムナッジムの誘導は， 成功を収めたのだった.

以上の， イブン・ムナッジムによる誘導とその成功を眺めることで， 当時の， 哲学

者として生きることへの自覚の強さと， 同じ生き方を選択した者であるというつなが

りの強さを見ることができた. そして， こういった自覚とつながりの強さは， クスタ

ー・イプン・ルーカーの， I私を除く， 私と同じようなあなたの友たちゃ同胞たちは，

あなたに返答していると， あなたは私に語った([594.15-16J巳辛口7J)Jという証言

からも窺える. すなわち， こういったイプン・ムナッジムによる呼びかけが効力を持

っていたことは， クスター・イブン・ルーカーを含む， 多くの友たちがそれに返答せ

ざるを得なかったという状況からも裏付けられよう. やはり， それだけ， 哲学者とし

て生きる者たちの自覚とつながりは強かったといえる.

その背景には， 論証をめぐる判断の基礎となる公正中立さが存在することは明確だ

ろう. まず， 論証を提示する者が， その内容を判断する者に対して公正中立を要求す

る. それに対して， 判断者は， 公正中立な判断を行なうことで， 論証提示者が公正中

立な判断を行なってきたかどうかを精査することになる. すなわち， 論証を巡る議論

の場とは， こういった公正中立な判断を保有している者たちの場であったといえるだ

ろう. それゆえ， こういった論証を巡る議論の場へと参入することが， 哲学者として

生きている証だったのではないだろうか.

さらに， 同じ生き方を選択するもの同士であるという意識の強さは， イプン・ムナ

ツジムによる論証の位置づけにも現れている. すなわち， イプン・ムナッジムにとっ

て「あなたは友であり， 私は， あなたへの助言として， ([560.13J =þ [18J)J自身の

論証を編んだのだという. ここにおいて， 論証が「友への助言」として提示されてい

ることは明らかだろう.

そのうえ， こういった「友への助言 Jという枠組みは， 返答者にも継承されている.

具体的に言えば， 返答者は， I敵対者ならば， あなたの論証のこの欠陥を指摘するだ

ろう Jという形の助言([660.14J， [668.21J など)として， 先の論証を否定する書
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簡を編んだのだという. 以上から， あくまで論証提唱者と返答者との間は， I友」と

いう関係に結ぼれており， 両者の聞の議論は， 決して相手を完全否定するものではな

かったことが分かる.

いうなれば， 哲学者であるという同じ生き方を選択していたからこそ， 彼らは

「友jであり， 友だからこそ， あなたのために論証を編み， あなたのために， 論証の

欠点、を指摘する， という構図が成立していたのだった. その背景には， 哲学者として

生きることへの自覚の強さがあったことは， いうまでもない. 一方で， この構図が強

固だったがゆえに， フナイン・イプン・イスハークは， 結局， 議論の場へと足を踏み

込んだと結論できるのではないだろうか.

10 おわりに

以上の分析から， 中世イスラーム世界における論証が在る風景が， 少し見えてきた

かもしれない.

まず， 論証にまつわる判断には， 公正中立さが要求された. そして， この公正中立

さを維持するために， さまざまな制限が要求された. このような， さまざまな制限を

踏まえて生きていくことこそ， 哲学者として生きることに相当した. 逆に， 哲学者と

して生きているからこそ， その判断の公正中立さが維持されたともいえよう.

さらには， こうした哲学者として生きるという自覚が， さまざまな制限を越えて形

成されるゆえに， 強固なものとなっていった. それに伴い， 同じように哲学者として

生きる者たちの聞に強いつながりが生じ， 結果として， 哲学者聞に「友であるjとい

う関係が成立した.

それゆえ， 論証を巡る議論の場は， 哲学者という友たちによって占められることに

なる. いわば， 論証を巡る議論に呼応した時点で， その人物は哲学者であり， 友であ

ることになる. すなわち， 論証を巡る議論に参入することは， 哲学者として生きてい

る証であったともいえる.

論証が在る風景とは， まさに， 哲学者が生きる風景だったのではないだろうか.

(本稿の元となった発表後， さまざまな方々から有益なコメントをいただいた. 中で

も， 堀江聡氏(慶応大学)と荻原理氏(東北大学)と高橋英海氏(中央大学)から，

本稿の作成において重要な指針となるような， たいへん詳細なコメントをいただいた.
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ここに記して感謝の意を表したい. なお， 本報告は， 平成 16 年度の文部科学省科学

研究費補助(特別研究 員奨励費: Iアラビア語写本の校訂を通じた， 中世イスラーム

における天文観測器具に関する歴史研究J)の研究成果の一部である.)

注
1 ) 今回， 往復書簡のテキストとして， Sa mir & Nwyia ed.， Une corr.ω戸ondance is. 

lamo - chrétie抑制 entre Ibn al-MunaJlgim， Hunayn ibn Is初q et Qustã ibn Liiqã， 

Turnh out， Belgiq ue: Brepols ， 1 9 82を用いた. ただし， このテキストは， 判読の図難な

ベイルート写本しか参照することができなかったようで， かなりの語句に訂正を加えて

いる. とはいえ， 写本の元の読みを念頭に置きながら解読を進めていく過程で， 必ずし

も訂正する必要のない箇所も， いくつか見られた. そこで， 今回， できる限り写本の読

みに従うことを目指し， 付録に示す引用原文の異読欄(各引用句の末尾)において， B 

でベイルート写本の読みを， pで校訂者によって訂正された読みを示した. 記号のない

読みは， 本稿の筆者によって訂正の施された読みである. なお， この往復書簡について

は， 最近， 今回用いたテ キストの編集者の一人である Sa mir によって， イタリア語訳

を付した新たなテキスト Sa mi r et a l.， Una corrisþondenza islamo-cristiana sull' 

origine divina dell'islam， T orino ， 2003 が出版されたようだが， 未見である.

2 ) イプン・ムナッジムに関しては， 往復書簡のテキストに付せられた序文(p.53 8

543 )を， クスター・イプン・ルーカーとフナイン・イプン・イスハークに関しては，

G illispi e  [197 0/80 Jの当該箇所を参照. なお， 本稿において， 往復書簡については，

参照箇所をI[往復書簡テキストの頁数ー行数JJで示す. そして， 続いて， I司[資料番

号JJで， 引用箇所に対応する付録における資料番号を示し， 付録に， 引用原文と異読

採用等の文献学的な注記を掲載する. その他の参照文献に関しては， I著者名[発行年]

頁数」で示し， その文献情報の詳細は， 最後にまとめて示す.

3 ) 引用文中の( )内は， 引用者による追加的説明である.

4 )  ただし， この章句番号は， フリューゲルス版における番号である. カイロ版におい

ては， 第2章 23 に相当する.

5 ) マジュリス maj lis は， 語根j-l-s I座る」に由来し， 文法的にはその語根の場所を

示す名詞(nomina loci )に分類される. すなわち， この場合は， I座る場所」を意味す

る.

6 ) マジュリスの実際については， Kra emer [19 86J， Kra emer [1992 J参照. また，

マジュリスにおいて， キリスト教徒とイスラーム教徒が討論した例も， 幾っか伝わって

いる. 詳しくは， G riffi th [199 2J参照. そして， こういったマジュリスにおいて， キ

リスト教徒とイスラーム教徒が討論する際， rクルアーンj(第2章 1 1 1 など)でユダヤ

教徒とキリスト教徒に対していわれる「汝らが真実を語っているのなら， 証拠( ブルハ
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ー ン )を出せ」 という一節を意識していることは確かで ある. しかしながら， 今回扱う

議論においては， そ の議題となっているムナッジムのプルハーン が， 論証として扱われ

ていることは， そ の議論の流れから明らかで ある. (具体的 にいえば， r分析論後書』へ

の言及などが挙げられよう. )なお， キリスト教徒とイスラーム教徒が討論する際のブ

ルハーン の出める役割 については， Griffith [1983J参照.

7 )  こ ういった位置づけは， 例えば， イブン ・ルシュド『法と哲学 の連続性についての

決定的 な書.1 (Averroës [ 2001J P. 8 を参照)に展開されている.

8 ) なお， r知性に関する書簡J の日本語訳 (竹下[2000J P .177)も参照.

9 ) ここで の心lubb とは， 知性のこ とを 指すと思われる. Lane の亜英辞典 の当該箇所，

およびGoichon[1938J pp .398�400参照.
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