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第 11 回西洋中世学会シンポジウム 「中世のユダヤ人——時空の彼方に——」 

神の名前の使い手 ——中世ユダヤ教民間伝承におけるキリスト教世界への対抗物語—— 

志田 雅宏（早稲田大学招聘研究員） 

 

儀式殺人：ユダヤ教の過ぎ越しの祭りのときに、ユダヤ人がキリスト教徒の子供を誘拐して、儀式のため

に殺害しているというデマ。12 世紀頃から西方キリスト教世界で広まった 

1．ドン・シュロモと儀式殺人 

スファラド（スペイン）において中傷があった。あるユダヤ人の家で少年が殺され、心臓のところを裂かれて

いた。人々は、彼らが儀式のために彼の心臓を取り出したのだと言った。すると、ドン・シュロモ・ハレヴィ

がやってきた。彼は賢者であり、カバラーの師であった。彼は少年の舌の下にひとつの名前を置いた。すると、

少年は目を覚まし、憐れなユダヤ人を中傷するために誰が自分を殺したのか、誰が心臓を取り出したのかを語

った。                   シュロモ・イブン・ヴェルガ『シェヴェット・イェフダ』 

 

『トルドート・イェシュ』 

中世のユダヤ民衆世界で広まったイエス物語。イエスについての侮蔑的なエピソードが多数含まれる 

ユダヤ教の教典タルムードにみられるイエス批判の伝承と、民話的なモチーフが組み合わさっている 

 

2．イエスの復活の「真相」 

 彼らは彼を午後の祈りの時間まで吊るした〔後〕、木から彼を降ろした。「その死体を木に吊るしたままにし

てはならない、云々」（申命記 21：23）と書かれているからである。彼らは第一の日（日曜日）に彼を埋めた。

彼とともにいた悪党たちは彼の埋葬に泣いた。イスラエルの若者たちが彼らの傍を通り過ぎたとき、彼らはア

ラム語で彼らに言った。「愚か者たちめ、なぜ〔ここに〕すわっているのか。墓を俺たちに開けさせろ。疑わし

いからな」（＊マタイ福音書 28 章参照）。愚か者たちは心のなかで、墓のなかを探さなければならないと言っ

た。だが、彼らは彼を見つけられなかった。 

 悪党たちは王妃ヘレネ1のところへ行き、言った。「彼らが殺したあのお方はメシアでした。彼は生前、いく

つかの不思議な業を見せてくださった。そしていま、死んだ後、彼らは彼を埋めましたが、彼は墓のなかにい

ないのです。彼はすでに天へと昇られたのです。『かのお方が私を連れていってくださるであろう、セラ』（詩

篇 49：16）と書かれています。彼は自分自身についてそう預言されていたのです」。 

 彼女は賢者たちに使いを送って、「お前たちは彼に何をした」と言った。彼らは彼女に「我々は彼を殺しま

した。彼はそのような裁きを受けたのです」と言った。彼女は彼らに「お前たちが彼を殺したなら、それで何

をした」と言った。彼らは彼女に「我々は彼を埋めました」と言った。彼らはただちに墓のなかで彼をすみず

みまで探した。だが、彼は見つからなかった。彼女は彼らに「お前たちはこの墓に彼を埋めたのだな。彼はど

こだ」と言った。賢者たちは恐れおののき、彼女に何と答えてよいのか誰もわからなかった。なぜなら、ある

者が彼を墓から運び出し、自分の庭に持ち去っていたからである。彼は庭を流れる水をせき止め、穴を掘り、

                                                      
1 アディアベネ王国モノバゾス一世の妻ヘレネ（1 世紀）。ユダヤ教に改宗し、エルサレムに巡礼した人物としてヨセフス

が記している（フラウィウス・ヨセフス（秦剛平訳）『ユダヤ古代誌』ちくま学芸文庫、1999-2000 年、6：244-264）  
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彼を埋め、水を元に戻して彼の埋められた場所の上を通るようにした。 

 王妃は言った。「もしお前たちがイエスを私に見せることができなければ、私はお前たちのうちに生き残り

や避難者を残すことはない」。彼らは彼女に「お願いです、一定の時間と条件をください」と言った。彼女が

一定の時間を与えた後、全イスラエルが断食をし、祈りを唱えて泣いた。悪党たちは口を開く機会を見出して

「お前たちは主のメシアを殺したのだ」と言った。全イスラエルが大いなる悲しみのうちにあり、賢者たちと

イスラエルの地のすべての者は大きな恐怖のゆえに場所を転々とした。 

 彼らのなかにひとりの長老がいた。彼の名はラビ・タンフーマ。彼は野に行き、泣いていた。すると、あの

庭のあるじが彼を見つけた。彼は「なぜ泣いているのか」と彼に言った。彼は言った。「しかじかである。あの

悪人のゆえである。彼が見つからないのだ。見よ、王妃が与えた一定の時間が来てしまった。だから我々はみ

な涙を流し、断食しているのだ」。全イスラエルが喪に服しているかのようであり、悪人たちが「彼は天に昇

られた」と言っているという彼の言葉を聞くとただちに、庭のあるじは言った。「今日はイスラエルに安らぎ

と喜びがあるだろう。なぜなら、私があの悪党たちのために彼を盗んだからだ。彼らが彼を連れ出さないよう

に、そして彼らが世々にわたって口を開くことがないように」。 

 彼らはすぐにエルサレムへやってきて、彼らに吉報を告げた。全イスラエルが庭のあるじの後についていっ

た。彼らは彼（イエス）の〔遺体の〕足に縄を結び、エルサレムの通りで彼を引きずり、王妃のもとへ持って

きた。彼らは「こちらが天に昇ったという彼です」と言った。そして、喜んで彼女の前から出て行った。彼女

は悪党たちを蔑み、賢者たちを称えた。      『トルドート・イェシュ』（ストラスブール写本 3974） 

 

3．エルサレム神殿から神名を盗み出すイエス 

 神殿には礎石（エヴェン・シュティヤー）があった。その意味は「主がそれを据えた」である。また、それ

はヤコブが油を注いだ石である（創世記 28：18）。そして、そこには聖四文字の神名（シェム・ハ‐メフォラ

シュ、יהוהのこと）の文字が記されていた。それを学んだ者は誰でも、自分の望むことをすべておこなうこと

ができる。賢者たちはイスラエルの若者たちがそれを学び、それによって世界を破滅させることを恐れていた。

そこで、彼らはそのことに対する規則をつくり、彼らが学べないようにした。中央の門の二本の鉄柱の上に、

銅製の犬が吊るされたのである。なかに入ってその文字を学ぶ者はみな、出るときに犬に吠えられる。そして、

それらを見ると、文字がその者の心から出ていってしまうのである。 

 さて、このイエスがやってきて、それらを学んだ。彼は羊皮紙に書き写すと、みずからの腿を裂き、なかに

羊皮紙を入れた。みずからの肉を裂いても痛みがなかったのは、まさにその文字のおかげであった。そして、

彼は皮膚を元に戻した。そして彼が出るときに、銅の犬が彼に吠えた。すると、文字は彼の心から出て行って

しまった。だが、彼は帰宅するとみずからの肉をナイフで裂き、書き留めたものを取り出した。そして、その

文字を学んだ。                 『トルドート・イェシュ』（ストラスブール写本 3974） 

 

4．ユダヤ賢者エリヤフ 

 イスラエルの賢者たちはそれを見て言った。「あの悪人が殺されたときから三〇年がたつ。だが、いまだに

我々には休息は訪れず、さまよえる者たちとともにいる。これは我々の罪の多さによる以外にない。『彼らは

神ならざるものによって私の妬みを引き起こした。彼らの空しいものによって私を怒らせた、云々』（申命記

32：21）と書かれていることだ。これらの者たちは『ノツリーム』だ。彼らは何者でもない。（……）賢者た

ちは言った。「悪党たちはいつまで安息日と祝日を冒涜するのだろうか。殺し合いはいつまで続くのか。いや、
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これらのさまよえる者たちをイスラエルの共同体から追い出す賢者を目にしなければならないのだ。今日まで

三〇年間、我々は彼らに警告してきたが、彼らは主のもとに戻ることはない。イエスがメシアであったという

ことが、彼らの心に入り込んでしまったせいだ。彼らが滅びへ向かい、我々に休息が訪れんことを」。 

 賢者たちの見解はひとりの者の見解と一致した。彼の名はエリヤフ。彼は偉大な賢者であった。彼らは彼に

言った。「我々はあなたのために祈ることに同意しよう。イスラエルの力強さによって、来たる世にふさわし

き者であらんことを。行け、そしてイスラエルとともに慈しみをなせ。我々のもとから悪党たちを追い出せ。

さすれば、彼らは破滅するだろう」。 

 エリヤフはティベリアにあるハドリヨン〔から〕アンティオキアまで行き、イスラエルの地の各地で命令を

発した。「すべてのイエスの信奉者たちは私のもとへ集え」と。彼は彼らに言った。「私はイエスの使者である。

彼が私をお前たちに遣わした。イエスがおこなったように、私もお前たちにしるしをおこなってみせよう」。

彼らは皮膚病人を連れてきた。彼が彼の上にその手を置くと、彼は治癒された。彼らは足の不自由な者を彼の

もとに連れてきた。彼が聖四文字の神名を唱え、彼の上にその手を置くと、彼は治癒され、自分の足で立った。

彼らはただちにひれ伏し、言った。「まさにあなたはイエスの使いです。あなたもまた彼のように、私たちに

しるしを示してくださいました」。彼は彼らに言った。「イエスはあなた方に『平安あれ』と言っておられます。

また、『見よ、私は天にまします我が父のもとにおります。ユダヤ人に復讐を遂げるまで、その右手のもとに

います。ダビデが言ったように。「我があるじである主の言葉。私の右にすわれ、云々」（詩編 110：1）と』」。 

 そのとき彼らはみな涙を流し、愚かさの上に愚かさを重ねた。エリヤフは彼らに言った。「イエスはお前た

ちに言われた。『私とともに来たる将来にいることを望む者はみな、自身をイスラエルの共同体から出て行か

せよ。彼らとの結びつきがあってはならない。天にまします我が父はすでに彼らを厭っておられる。いまやか

のお方は彼らの礼拝を望んではおられない。イザヤによってそのように言われているのだ。「我が魂はあなた

方の新月祭とあなた方の祝日を憎む、云々」（イザヤ書 1：14）と』。むしろ、イエスはお前たちにこう言われ

る。『私の力強さのうちにあらんとする者はみな、安息日を冒涜せよ』。ほむべき聖なるお方はすでにそれを憎

んでおられる。そして、その代わりに第一の日（日曜日）を守れ。なぜなら、その日にほむべき聖なるお方は

世界を照らされたのだから。また、イスラエルの民がおこなう過ぎ越しの祭りに代わって復活祭を定め、おこ

なえ。彼は墓より立ち上がった、と。七週祭の代わりに昇天祭を。それは彼が昇天した日である。新年（ロー

シュ・ハ‐シャナー）の代わりに十字架刑を。大いなる断食（ヨム・キプール）の代わりに割礼を。ハヌカー

の代わりにカレンダエ（・ヤーヌアーリアエ、1 月 1 日）を。包皮も割礼も何事でもない。割礼を望む者は割

礼をせよ。望まぬ者は割礼をするな。さらに、ほむべき聖なるお方がみずからの世界に創造したものを、小さ

な蚊から大きな象まで、その血を大地に流して食べてよい。そのように書かれているのだ。『青草と同じよう

に、私はすべてをあなた方に与える』（創世記 9：3）と。もし彼（ユダヤ人）が自分と一緒に一ミリオン歩め

と言ってお前たちを悩ませてきたら二ミリオン歩め。もしユダヤ人がお前たちの左側を叩いてきたら彼に向か

って右側も差し出せ2。もしユダヤ人がお前たちを罵るのなら、苦しみを背負い、仕返しをするな。イエスが苦

しみを背負われたように。イエスが慎み深さによってみずからを示されたのは、お前たちにも同様の慎み深さ

を教え示すためである。お前たちに対して起こるすべてのことに、お前たちは耐えなければならないのだ。そ

して、審判の日にイエスは彼らから返済を受ける。お前たちには慎み深さのおかげで希望がある。そのように

書かれている。『主を求めよ。地において苦しめられてきたすべての者よ、云々』（ゼファニア書 2：3）と」。 

                                                      
2 マタ 5：41 および 39。ただし、「誰かが」ではなく、「ユダヤ人が」と主語が置き換わっている。 
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 ついに、彼は彼らをイスラエルから切り離した。これがエリヤフである。彼は彼らにこれらのよからぬ掟を

示した。彼はイスラエルの規則のためにこれをおこなった。キリスト教徒たちは彼をパウルス（パウロ）と呼

ぶ。パウルスが彼らのためにこれらの掟と命令を定めた後、さまよえる者たちはイスラエルから分かれた。そ

して、対立は止んだのである。          『トルドート・イェシュ』（ストラスブール写本 3974） 

 

5．ユダヤ賢者シモン・ケファ 

 彼らのあいだで長きにわたる対立があった。サンヘドリン（ユダヤ教法廷）には長がおり、彼の名はシモン・

ケファであった。（……）キリスト教徒たちはシモン・ケファについて、彼が天声を聞いた者のひとりであり、

計り難き多くの知恵の持ち主であると聞いて、イスラエルには大いなる人物が見出される、とイスラエルを妬

んだ。ほむべき主はシモン・ケファの心に、仮庵の祭りに祈りを捧げるためにエルサレムへ行けという言葉を

入れた。〔そこには〕すべての総督たちとキリスト教徒たちの長老が集まっていた。彼らはホシャナ・ラバ（＊

仮庵の祭りの七日目）の日に、オリーブ山にいるシモン・ケファのもとへ行った。彼らは彼の知恵を見ると、

イスラエルに彼のような者が〈いるべきでは〉ない、彼をキリスト教徒たちの教えに改宗させようと全員で合

意した。そして、彼らは「もしお前が我々の教えに戻らなければ、我々はお前を殺す。そして、神殿に入るイ

スラエルの者を誰ひとり残さない」と言って、彼に〔改宗を〕強制した。 

 イスラエルの民はこのようなことを見て、彼に懇願した。「彼らの言うことを受け入れてください。あなた

の知恵にしたがって振る舞ってください。あなたには罪はありません」。それゆえ、その決定がイスラエルに

とって厳しいことを理解した後、彼はキリスト教徒たちとともに戻った（改宗した）。彼は彼らに言った。「私

があなた方の法に戻るには条件がある。あなた方がユダヤ人を殺さないこと、彼を打たないこと、そして神殿

に入るのを許すことである」。長老は彼の言葉を受け入れ、キリスト教徒たちはこれらの条件のすべてに従っ

た。また、彼は彼らに次のような条件を設けた。彼らは彼のために高い塔を建て、彼がそのなかに入る。彼は

パンと水のみを除き、肉も他のものも食べない。彼らに向かって縄で籠を降ろし、彼らが彼のためにパンと水

のみを与える。彼はみずからが死ぬ日までその塔のなかにいる。このすべてのおこないは、彼が彼らによって

みずからの魂を穢さず、不浄とならないためであり、彼らと交わらないためである。それは天のためである。

だが、キリスト教徒たちについて彼は言っていた。彼らの見解によると、あたかも彼はイエスのために喪に服

している。彼はパンと水のみを除き、肉や他のものを食べない。彼らは彼のために塔を建て、彼はそのなかに

住んだ。彼は食べ物によって穢れることもなく、偶像にひれ伏すこともなかった、と。 

 日々の後、彼は「クロヴォート」、「ヨツロート」、「ズラトート」の典礼詩をみずからの名で書いた。それは

エリエゼル・ベン・カリール（＊有名なユダヤ典礼詩人）のようであった。そして、彼は使信を送ってイスラ

エルの長老たちを集め、みずからの知によって生み出されたものすべてを彼らに与えた。そして、先唱者たち

にそれらを教え、それらを唱えて祈れと彼らに命じた。それは、彼らが彼を良く記憶にとどめておくためであ

った。また、彼らはそれをバビロニアへ、捕囚の長（＊バビロニア・ユダヤ社会の指導職）であるラビ・ナタ

ンに送った。また、彼らは学塾の長たちとサンヘドリンにもそれを見せた。彼らは「それは良い」と言い、全

イスラエルの先唱者たちにそれを教えた。その詩によってラビ・シモンの名を記憶にとどめることを望む者は

みな、それを唱え祈っていた。彼の名が来たる世での生のために記憶にとどめられんことを。ほむべき主がそ

の慈悲によって、彼を良き唱道者に導かんことを。 『トルドート・イェシュ』（ストラスブール写本 3974） 
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ナフマニデス（1194－1270） 

スペイン・カタルーニャの高名なユダヤ人指導者。晩年にパレスチナへ移住する 

ユダヤ教神秘主義（カバラー）の思想家としても知られる 

16 世紀のユダヤ民間伝承のなかに、ナフマニデスについての奇跡譚が出てくる 

 

6．ナフマニデスの奇跡：聖地での死と墓石の燭台 

 ナフマニデスはカタルーニャの地域のペルピニャンの街に自分の住まいを持っていた。だが晩年、彼はイス

ラエルの地に行き、そこで死ぬことを選んだ。出発のとき、彼の弟子たちが付き添い、この世を去る日を知る

ためのしるしを自分たちに残してほしいと彼に頼んだ。すると彼は彼らに言った。「これによっておまえたち

は知ることになる。私が死ぬ日、この街の私の母が葬られている墓石に地中までとどく亀裂が入り、その亀裂

のなかに燭台の形が描かれるのを見るだろう」。そして、師は栄光の地へ向かった。師の旅立ちから三年後、

墓石に亀裂が入り、そこに燭台が描かれているのをひとりの弟子が見つけた。そのことはその地域のすべての

人々に広まり、彼らは彼のために喪に服した。その後、師は贖われた人々がわたる、来たる世への道に葬られ

たという知らせがとどいたのであった。   ゲダルヤ・イブン・ヤフヤ『シャルシェレト・ハ‐カバラー』 

 

7．ナフマニデス：小舟の瞬間移動 

 また、私は次のことを聞き、小冊子に書かれているのを見た；ナフマニデスがバルセロナにいたとき、彼は

弟子たちとともに海岸へ、職人たちのことを見に〔行った〕。彼らは陸で作った新しい船を海に運ぼうとして

いた。そこでは見物人たちのあいだに王もいたが、彼らはそれを動かすことができなかった。するとナフマニ

デスは思わず「かの唇の風（イザヤ書 11：4）がそれを海へ導かんことを」と言った。 

 そのことが王に伝えられ、自慢げに言ってみせたようにそれを海へ運んでみよと強要した。ナフマニデスは

自分が逃げ場を失い、誓いの仕方で王に教示する必要がある、でなければ魔術師として中傷されることになる

とわかり、命令を出して、自分のための小舟を海に用意した。そこには水夫もいた。彼（ナフマニデス）はな

かに入り、小舟が海で彼のもとにやってくるでしょうと誓った。そして彼は切れ端に「道を飛ばす名前」（＊

神名のひとつ）を書き、小さな彼の小舟の一方の端に置いた。水夫は眠りに落ち、小舟は短い時間でとても遠

くに行ってしまった。望んでいた地域に到着すると、水夫は目を覚ました。彼（ナフマニデス）は彼に「あな

たの地に行くがよい」と言った。水夫は大変驚き、怖がって、自分がバルセロナから遠く離れたところにいる

ことを理解した。そして、彼（水夫）は彼に言った。「こんな小さな小舟でこの大海原をどうやって私が進め

るというのでしょうか。私は波の騒ぎが怖いです」と言った。師は彼を慰め、彼に紙切れを渡した。そこには

聖なる名前が書かれていた。彼は「あなたの小舟の端にこの紙切れを置きなさい、そしてあなたの道を進めば

よい。恐れることはない。だが、街に近づいたらその場所から紙切れを取って海へ投げ捨てるのを覚えておく

のだぞ」と彼に言った。その者は彼のもとに行き、横になって眠った。すると、小舟は〔世界の？〕端からバ

ルセロナの沿岸に到達し、さらにその街を進み、陸地まで入ってきて、小舟の後ろの街をすべて壊してしまっ

た。彼ら（住民たち）の叫びに水夫は目を覚まし、紙切れを手に取ってそれを破いた。すると、小舟は街のま

んなかで停まった。街の人々はこの日を記念して、その場所にひとつの塔を建てた。 

ゲダルヤ・イブン・ヤフヤ『シャルシェレト・ハ‐カバラー』 
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8．ナフマニデス：神の名前の知恵の習得 

【アシュケナズィの長老、ナフマニデスに神名の知恵（カバラー）を伝えようとするも拒否される】 

 アシュケナズ（ドイツ）とツァルファト（北フランス）には次のような伝聞がある：ナフマニデスはカバラ

ーに反対で、それを受け入れず、彼ら（同郷のカバリストたち）に対して怒っていた。そこで、アシュケナズ

とツァルファトのすべての長老たちが集まり、彼らのなかからひとりを遣わすことにした。その者は長老であ

り、尊敬すべき人物であり、忠言を与えることができ、職人たちの賢者であった（……）。彼らは〔彼に〕ナフ

マニデスのもとへ行けと命じた。それは、カバラーの賢者たちの知見を認めさせるためであり、もし聞き従う

ことを望まなければ彼を追放せよと命じた。アシュケナズとツァルファトのすべての偉大な者たちはある書物

に署名をし、それを件の長老の手に委ねた。 

 翌日のことである。モシェ（ナフマニデス）は民を裁くための座にすわっていた。長老も彼らのなかにやっ

てきて、彼の知恵のすべてを、理知の幅広さを、彼の弟子たちの〔法廷の〕開会を、彼の友人たちの地位を目

の当たりにした。もはや彼のなかに霊はとどまっていなかった。霊は彼の顔の上を通りすぎてゆき、彼の全身

の毛が硬直した。〔彼は思った。〕「主のメシアに誰が手をかけられようか。〔そんなことをすれば〕罪ゆえに不

浄となるであろう」。そこで長老は——知恵を獲得したのはまさにこの長老であるが——、ナフマニデスをカ

バラーの知恵に近づけ、彼がそれを受け取り、それを認めさせるべく思案した。そして、ナフマニデス（……）

の家に行き、そこに滞在した。しかし、彼が〔カバラーの〕学習者であることは誰も知らなかった。 

 

【奇跡①：長老、逮捕されるも、神名の業を使って脱獄】 

 安息日にいたる第五の日（木曜日）のことであった。彼（長老）は出かけていき、異教徒の娼婦たちの市場

にやってきた。警官たちが彼を見つけ、彼を囲み、彼を追いかけ、休憩場へ彼を連れていき、彼を捕らえて投

獄した。そこは王の捕囚者たちが囚われている場所であった。なぜなら、スファラド（スペイン）の法律では、

娼婦たちの市場に行く者はみな死刑とされ、安息日のシナゴーグでの礼拝の時間に火あぶりにされることにな

っていたからである。その知らせはナフマニデスのところまでやってきた。アシュケナズィの長老が娼婦たち

の市場の後を追って逸れてゆき、看守の館に連れていかれたということであった。彼は彼に対して激怒し、彼

のもとへ走っていくと、牢獄に彼が囚われているのを見つけた。彼は言った。「私はあなたに『あなたは娼婦

たちの市場を通りすぎてはいけません』と命じたではありませんか。なぜ私の声に聞き従わなかったのですか。

なぜ私の言うことに耳を貸さなかったのですか」。 

 第六の日（金曜）のことであった。王国の者たちは、件のユダヤ人の長老を判決どおり安息日に火あぶりに

すると裁きを決した（……）。ナフマニデスは牢獄にいる彼のもとにやってきて言った。「あなたは確実に死ん

でしまいますよ。なぜなら王がそう定めたのですから。いまこそ罪を告白なさい。そうすればあなたの罪科は

取り除かれ、あなたの罪は赦されるでしょう」。すると長老は彼に答え、良き心において言った。「行ってくれ。

たくさんのあなたの歌を私から遠ざけて、竪琴も鳴らさないでくれ。私はもう聞きたくない。だが、次のよう

にすればあなたは生きられる。良質の肉と油、香りのよい葡萄酒で、あなたのために安息日の食事を用意なさ

い。神の助けによって私たちはその食事を共にするはずなのだから」。ナフマニデスはそこを離れ、自分の家

にやってきた。彼は不機嫌であり、怒っていた。彼は長老に激怒し、彼の前にいた弟子たちに言った。「この

長老は殺されるだけでは十分でない。彼は頭がおかしくなってしまい、安息日の食事を用意せよと言う。彼は

それが命にかかわること、安全に『安息日には生ける者たちの地に安息あれ、セラ』と祝うのにふさわしいこ

とを知らないのだ」。 
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 安息日のことであった。敵対者たちが長老を火あぶりにすべく牢獄から出そうと考えていたとき、彼はみず

からの知恵、幅広い理知、そしてカバラーの賢者たちの方法による聖なる神名のひとつをもちいて牢獄から脱

出した。それを見た者も、それを知った者も、それを理解した者も誰ひとりいなかった。なぜなら主の眠りが

監視者たちと看守長の上に落ちて、看守長は自分の手にあるすべてのものを見ることがなかったからである。

そしてそのとき王が「彼を連れ出して、火あぶりにせよ」と言った。追跡者たちがやってきて、すべての看守

に尋ねたが、彼らは〔長老を〕見つけられなかった。王はたいそう怒り、怒りが彼のなかで燃え上がった。王

は看守長に言った。「なぜあの者を見逃したのか。私はただちに〔お前を〕追放する。あの者の血がおまえの

なかに入らんことを」。しかし、彼は王に答えて言った。「あなたのしもべがこのようなことをするなどとんで

もありません。私はあのユダヤ人を見逃したのではありません。私は彼を逃がしてはおりません。彼に何があ

ったのか私は知らないのです。我々にはわからないのです。神が彼を連れていったのですから」。しかし、王

はその声を信用せず、激怒して言った。「なぜそうして私を騙すのか。おまえがあのユダヤ人を逃がした——

私には想像もつかないし、考えもしないことだが——と、なぜ私に白状しないのか。王は警官たちと拷問者た

ちに命じて、彼を拷問し、処刑するよう命じた。彼に仕える者たちは命じられたとおりにし、彼は拷問を受け

始めた。そして、長老は王が自分のために、そして自分のことのために看守長を拷問していることを知らされ、

それは良くないことだと思い、彼を救い出そうと言った。それは彼（看守長）にはどうしようもないことだと

知っていたからである。 

 

【奇跡②：長老、神名の業を使って街に大火を起こし、みずから鎮める】 

 そのとき、長老はカバラーの知恵による業をおこなった。すると、王のいる塔を火がとらえた。王は恐れを

抱き、看守長をつかんでいたがやがてそれ以上の拷問を諦めた。火がますます大きくなっていたからである。

大勢の者たちがやってきて火を消そうとしたができなかった。街は混沌に襲われた。それを聞いた長老は「ど

うして街に騒がしい音がするのか」と言った。人々は彼に「火が滅びにいたるまで食らいつくしているからで

す」と言った。すると、長老はナフマニデスに命じ、彼を王のもとに遣わした。彼は彼に言った。「あなたのあ

るじのもとに出向いて言いなさい。『あなたが捕らえて死なせようとしたユダヤ人がその火を消すためにやっ

てこなければ、火は祭壇の上で常に燃え続け、消えることはない』と」。ナフマニデスはそのとおりにした。

彼が囚われのユダヤ人について王に知らせたとき、彼は「彼がどこにいるのか私に話せ」と彼に言った。ナフ

マニデスは答えて言った。「彼はいま私の家に、私の家の壁のなかにおります。使いを送って彼を連れてきて

ください。彼がここに来るまで、火は消えないからです」。 

 長老を王の前に連れてくるべく、伝令は次の伝令に向かって走り、使者は次に使者に向かって〔語った〕。

彼らはナフマニデスの家にやってきて長老を見た。彼は外衣を包んでいた。彼らは彼の前にひれ伏して言った。

「神の人よ、王が『降りてきなさい』と言っておられます。そのユダヤ人は王の前にやってきた。すると見よ、

火が天の中央にまで燃え上がっており、誰も消すことができないのを目の当たりにした。彼は答えて言った。

「こんにちは。何ということはありません。主は生きておられる」。スファラドの王は彼に言った。「あなたの

目に私が尊き者と映らんことを。あなたが言ったとおりのことをやってくれ。私からこの死だけは取り除いて

ほしい」。その言葉はなおも王の口から語られた。長老は名前によるおこないをし、火は鎮まり、炎は消え、

火炎はおさまり、街に悪しきことはなくなった。王はそれを見、そして彼に仕える者たちは驚き、「あなたは

私たちを生き返らせてくれた」と言った。「我が主の目にかなわんことを」〔と長老は言った〕。王は答えて言

った。「ああ、私は知った。この地上のすべてにおいて、神はイスラエルのみにおられる。いまこそ、あなたに
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もたらす私の祝福を受け取ってほしい」。彼は王の手としての褒美を彼に与え、みずから赴いて彼を祝福した。

それから王は看守長を解放し、彼を釈放した。彼の手による裏切りではなかったことが、彼の目に明らかとな

ったからである。なぜなら、そのユダヤ人が彼の手の力によって、起こったことをおこなったのであり、主が

このすべてを働かせたからである。 

これらのことはスファラドの地の異教徒たちに伝わり、彼らはイスラエルの神、主を信仰するようになった。

彼らは主への奉仕を隠れておこない、表立ってすることはなかった。それからスファラドではパリサイ人が増え、

彼らはますます増えていった。 

 

【神名による奇跡の力を目の当たりにしたナフマニデスは、カバラーを習得することを決意する】 

 その後のことであった。そのユダヤ人はナフマニデスの家に戻ってきて、用意してあった安息日の食事を食

べ、飲んだ。彼の言ったことのすべて、何ひとつそのとおりにならないことはなかった。供物を食べ、飲んだ

後でユダヤ人の長老はナフマニデスを部屋に呼んで言った。「王よ、あなたに内密の話がある」。彼は「話して

ください」と言った。長老は扉のなかでナフマニデスに近づくと、こう言った。「あなたに知らせておきたい

ことがある。私がアシュケナズからここにやってきたのは、あなたを追放し、あなたを破門するためであった。

私があなたのもとに遣わされたのは、この厳格な〔処罰を与えるためだ〕。なぜなら、彼らはあなたのことを

聞いて、あなたがカバラーの賢者たちの知見を嘲っている、あなたが『どうかこれらの印章、ひも、杖をよく

見てください』と〔言っていると〕言うからだ」。そして、彼（長老）は彼にある書物を見せて言った。「そこ

にはツァルファトとアシュケナズのすべてのラビたちの署名がある。『その長老が彼に対しておこなうことの

すべては、そのように起こるのであり、誰もその手で消し去ることはできない』と」。ナフマニデスは署名さ

れて封をされたもの、露わになったものを見ると、大いに震えた。 

 長老は彼に答えた。「畏れるな、怖がるな。初めに私が娼婦たちの市場に行ったのは、カバラーの賢者たち

の力をあなたに示すためだった。なぜなら、私があなたを見たとき、万軍の主の天使が安息日においてすわっ

ていたからだ。『私を賢き者にしてください』と彼（天使）はそこに座し、学んでいる。そして、すべての地が

あなたの口からトーラーを聞きにやってくる。あなたはイスラエルを導き出し、連れ出す者だ。私はあなたを

慰め、あなたをカバラーに近づけることに注意を払った。それゆえ、私はみずからがおこなったことをおこな

ったのだ。カバラーの知恵は神である主の知恵以外の何物でもないことを今日あなたに示すために。見るがよ

い、そしてまた見るがよい。あなたが望み、良く聞くのなら、『あなたは地の実りを食べるであろう。もしか

たくなに背くなら〔剣の餌食となろう〕』。知るがよい。私が命じたとおりに、私があなたにおこなうことをお

こないなさい。私は彼らの命令のうち、ひとつのことも減らすつもりはない」。 

 モーセは聞いて納得した。彼は〔長老に〕感謝し、彼を辱めなかった。彼は長老に懇願して言った。「私と私

のすべての弟子たちがあなたの前で尊ばれんことを。これらの立っている者たちの間を私に歩ませてください

（ゼカ 3：7）。私の進むべき道を、私がおこなうべきことを私に知らせてください」。彼は言った。「では、こ

の事柄に向けて私はあなたの顔を上げよう。私はあなたに真理の道を教えよう。こっそりと私はあなたに知恵

を教えよう」。長老はそのようにおこない、数日間彼とともにいた。彼は彼にカバラーの知見と理知の道を教

え知らせた。そして、そのユダヤ人の長老は振り返り、自分の家へ帰っていった。彼は自分に起きたことを、

そして真理の賢者たちの知見にナフマニデスを近づけたことをアシュケナズの賢者たちに語った。その真理に

ついて彼が深く思索するであろうと彼らは期待した。アシュケナズの賢者たちはそれを聞き、喜んだ。 
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【カバラーを習得したナフマニデスの聖書註解は、多くの人々に称えられる】 

 その日以来、ナフマニデスはカバラーの知恵において卓越し、賢き者となった。遠くからも近くからもカバ

ラーの賢者のことを聞きつけた者があらゆる場所からそこへ行き、彼の口からトーラーを学び、彼からカバラ

ーを受け継いだ。時が過ぎてゆき、〔知恵が〕大きくなり、万軍の神である主が彼とともにあり、いかなる者

よりも賢い者にした。その後、ナフマニデスはトーラーについての優れた註解を書き、そのなかにカバラーの

知恵にかんするあらゆる果実をつけた樹を植えた。彼はほのめかしをし、単語の頭だけを語り、トーラーの秘

密とその隠された事柄について理知のある者たち、〔真理を〕知る者たちにだけ明かした。彼の利益と報酬は

主のための聖なるものとなり、積み上げられることも蓄えられることもない。それを目で見る者は幸福である。

これらすべてをその耳で聞き、その宝庫に覆い隠された秘義を、その秘義のなかに隠されたものを理解するで

あろう。彼はそれを街のひとり、一族のふたりにしか与えなかった。だが、彼は信仰者たちのなかにいる残り

の者たちの目を照らした。彼のパンが与えられ、彼の水が人々に信頼されたのである。                    

エリヤフ・カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』 
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