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民話のなかのナフマニデス：神の名前の使い手 

志田雅宏 

日本学術振興会特別研究員 

 

 

 16 世紀イタリアのユダヤ人歴史家ゲダルヤ・イブン・ヤフヤ（1526－1587）は、ユダヤ

民族の歴史を描いた『シャルシェレット・ハ‐カバラー』第一部のなかで、13 世紀のカタ

ルーニャのユダヤ人学者ナフマニデスについての興味深い伝承を紹介している。1267 年、

すでに七〇歳を過ぎていたナフマニデスはイスラエルの地への移住を決断する。イブン・ヤ

フヤはこのナフマニデスのアリヤーにかんする伝承を記した古い小冊子を見つけた。伝承

によると、ナフマニデスがスペインを出発するとき、彼が二度と帰ってこないと悟った弟子

たちが、「あなたがこの世を去る日を知るためのしるしを私たちに残してほしい」と願う。

すると、ナフマニデスは「私が死ぬ日、この街の母が葬られている墓石に亀裂が入り、そこ

に燭台の形が浮かび上がるだろう」と告げる。それから三年後、彼の言葉は成就する。ひと

りの弟子が墓石の亀裂と、そのなかに描かれた燭台を発見したのである。その日、イスラエ

ルの地でナフマニデスが死んだことを悟ったカタルーニャの人々は、彼のために喪に服し

たのだという。 

 偉大な賢者がその死において奇跡を起こしたというこの伝承はまさに聖人伝である。ユ

ダヤ教の聖人伝というと中世のハスィデイ・アシュケナズの物語や、イツハク・ルリアそし

てバアル・シェム・トーヴなどの物語が、とりわけ近代東欧ユダヤ教世界でよく読まれてい

たことが知られているが1、イブン・ヤフヤの『シャルシェレット・ハ‐カバラー』第一部

にも、ナフマニデスを含むユダヤ史の偉大なラビたちの聖人伝が収録されている。 

 

 さて、『シャルシェレット・ハ‐カバラー』には、ユダヤ教神秘主義すなわちカバラーの

マスターとしてのナフマニデスを描いたエピソードも登場する。それは、彼が神の名前を使

って船を瞬間移動させるというものである。ある日、バルセロナの海岸を歩いていたナフマ

ニデスは、職人たちが船を造っているところに出くわす。ところが、陸地で造られたその船

が重すぎたのか、海まで運ぼうとしてもびくともしない。その様子を見ていたナフマニデス

は、「神の唇の風が船を海に導かんことを」と呟く。おそらく何気ない呟きだったのだろう

が、口は災いの元というか、それがカタルーニャの国王〔ジャウメ一世〕に伝わってしまう。

国王は即座にナフマニデスを呼び出し、おまえが呟いたことを実行してみせろと命じる。困

                                                      

1 2016 年 9 月 28－30 日に京都大学でおこなわれたヨナタン・メイール教授（ベングリオン大

学）のセミナー「ユダヤ教聖人伝入門」で、これらの聖人伝を講読する機会に恵まれた。 
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ったナフマニデスは一隻の小舟を用意させ、ひとりの水夫とともに乗り込むと、「道を飛ば

す名前」（シェム・クフィツァット・ハ‐デレフ）という神の名前を紙切れに書いて、それ

を小舟の端に置く。すると、小舟は一瞬でバルセロナから遠く離れた場所に移動したのであ

る。眠りこけていた水夫は自分が故郷から遠く離れたところに来てしまったことに驚き、こ

んな貧相な小舟では地中海を渡って帰れないと嘆く。だが、ナフマニデスは再び紙切れに神

の名前を書き、水夫に今度は眠っていないで、街が近づいたら起きて紙切れを海に捨てなさ

いと忠告し、その紙切れを再び小舟の端に置く。すると船は再び瞬間移動し、一気にバルセ

ロナの街へ戻る。ところがまたしても寝過ごしてしまった水夫が神の名前の書かれた紙切

れを捨て忘れてしまい、船は海から陸地に上がってもなお進み続け、街の建物をなぎ倒して

いく。バルセロナの住人たちの叫び声で目を覚ました水夫が慌てて紙切れを捨て、船はよう

やくその場に停止する。そして、人々はこの出来事を記念して、小舟が停止した場所に塔を

建てたというところで話は終わる。 

 

 この船の瞬間移動の物語は、ナフマニデスを神の名前の使い手として描いたものだが、

『シャルシェレット・ハ‐カバラー』に収録されている別のエピソードでは、彼がこの知恵

を習得した経緯が語られている。それによると、当初ナフマニデスは医学や哲学に優れてい

たが、カバラーの知恵を嫌っていた。そんなある日、ひとりのカバラーの賢者がナフマニデ

スのもとを訪れ、彼の素晴らしい資質をすぐに見抜き、是が非でもカバラーを彼に伝授した

いと望む。だが、ナフマニデスがどうしてもカバラーを学ぼうとしないので、カバラーの賢

者は意外な行動に出る。彼に嘘をついて、こっそり売春婦の宿を訪れたのである。当時、カ

タルーニャでは売春は違法だったため、この賢者は即座に逮捕され、安息日に火あぶりの刑

に処するという判決を受ける。すると、賢者は牢獄からナフマニデスを呼び出し、売春宿に

行ったことを相手がとがめるのも気にせず、安息日用の食事を自分の分も用意しておいて

くれと頼む。ナフマニデスはあきれはてて帰宅し、ついに火あぶりのときがやってくる。す

ると、賢者は「実践のカバラーの知恵」を発揮し、ロバを自分の身代わりにして炎のなかに

投げ込んで無事に脱出してみせる。そして、何事もなかったかのように安息日の夕食時にナ

フマニデスの家にひょっこり現れるのである。カバラーの知恵の力を思い知ったナフマニ

デスは、それ以降この秘密の知恵を学んだというのである。 

 

 実は、この三番目のエピソードは、イブン・ヤフヤよりも一世代前のクレタ島出身のユダ

ヤ人歴史家エリヤフ・カプサリ（c.1483－1555）の年代記にも収録されている。カプサリの

『セデル・エリヤフ・ズータ』は、1492 年の追放令によってスペインを追われたユダヤ人

の苦難についての歴史記述を主題のひとつとしており、ナフマニデスとカバラーの賢者の

エピソードも、スペインを追放されたユダヤ人から伝え聞いたものと考えられる。 

 イブン・ヤフヤ版よりもカプサリ版の方が詳しく書かれており、ナフマニデスにカバラー

の知恵を伝えたのが、アシュケナズとツァルファト、すなわち現在のドイツ・ライン地方と
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フランス北部のユダヤ人の賢者たちであると語られている。実は、このカバラーの賢者たち

はナフマニデスのカバラー嫌いを知っていて、どうしてもカバラーの習得を拒むなら彼を

追放することも辞さないと考えていた。だが、派遣されてきたアシュケナズィの長老は、ナ

フマニデスの博学ぶりと深い理解力にすっかり魅了されてしまい、むしろ何がなんでも彼

にカバラーの知恵を伝授しようと決意するのである。そして、イブン・ヤフヤ版と同じよう

に、売春宿の一件を起こしてわざと捕まり、神の名前の術を使って火あぶりの刑から脱出す

る。また、カプサリ版ではイブン・ヤフヤ版にはない街の火事のエピソードが語られる。そ

れによると、牢獄を監視していた看守長が、長老の脱獄の責任を取らされて、国王から拷問

を受ける。すると、看守長は悪くないと考えた、脱獄した張本人である長老が彼を救うため

に行動を起こす。長老は再びカバラーの知恵を使って王宮に放火するのである。火事はやが

て街全体に広がっていき、まったく鎮火する気配がないので国王は困り果てる。それを見た

長老はナフマニデスを呼び出し、看守長の解放と引き換えに自分が火を消してやると国王

に進言せよと命じる。話はナフマニデスと国王のあいだで順調に進み、長老が神の名前を唱

えると、火は何事もなかったように消える。国王は長老に感謝を告げ、祝福の言葉を与える。

一件落着した後、長老はナフマニデスとの安息日の食事を済ませ、すべての真相を明かす。

ナフマニデスが卓越したトーラーの教師であることに感銘を受けたこと、自分が売春宿で

捕まったのはカバラーの力を見せるためだったこと、その秘匿的な知恵は神の知恵に他な

らないことを告げ、アシュケナズとツァルファトのすべての賢者の署名が入った秘密の書

物をナフマニデスに渡す。そして、ナフマニデスは長老の期待どおり、カバラーの知恵にお

ける卓越した賢者となる。ナフマニデスからトーラーを学ぶため、あらゆる場所から人々が

やってくる。ナフマニデスがカバラーの知恵を伝えたのはごく一部の弟子だけだったが、彼

のトーラーの教えはカバラーを受け継がないすべての者たちにとっても素晴らしい光であ

ることに変わりはなかった。カプサリは伝承の結びでナフマニデスを称え、彼のおかげで

「スファラドの地は、水が海を覆うかのごとく、主の知識に満たされたのである」と記す。 

 

 エリヤフ・カプサリは、「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」と書いており、またナフ

マニデスがそのトーラーの秘義としてのカバラーの伝承を厳格に制限していたとも述べて

いる。その一方で、彼の『トーラー註解』はカバラーを受け継ぐ弟子だけでなく、すべての

ユダヤ人に読まれ、彼らを教え導くものだったと称えている。このカプサリの評価は、ナフ

マニデス自身が『トーラー註解』序文で書いた著作の目的と正確に一致している。ナフマニ

デスは自分が註解を書いたのは、「離散と苦難に疲弊しながらも、安息日と祭日の儀礼にお

いて読む学徒たちの知性に安らぎを与え、字義といくらかの喜ばしい事柄によって彼らの

心をひきつけるためである」と述べている。その「いくらかの喜ばしい事柄」をナフマニデ

スは「優美さ」、ヘブライ語で「ヘン」という単語で表現しているが、その「ヘン」は「ホ

フマー・ニステレト」すなわち「隠された知恵」の略語であり、聖書の言葉を文字通りの解
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釈と、隠された意味であるカバラー的解釈がトーラー註解のなかに含まれていることを明

言している。その後、ナフマニデスはとある事情で禁止条項を追加する。「トーラーの隠さ

れた事柄について私が書いているあらゆるほのめかしについて、いかなる推論も思考もし

てはならない。（中略）それは、知恵を伝えられた者の口から、理知をそなえた伝承者の耳

へと伝えられる以外にはない」と述べて、カバラー的解釈についてのいたずらな詮索を禁止

し、それは口承で知恵を受け継いだ者にしかわからないと警告する。したがって、エリヤフ・

カプサリがナフマニデスのトーラー註解の目的を正確に理解していたことに疑いの余地は

ない。 

 ところが、ナフマニデスのカバラーの知恵の源泉については、カプサリが聞いた民間伝承

と、ナフマニデスの弟子の証言ではまったく異なっている。ナフマニデスの弟子シュロモ・

イブン・アドレットは、ナフマニデスのカバラーの師匠としてベン・ベリマーなる謎めいた

人物の名前を挙げている。また、ナフマニデスの故郷であるカタルーニャにカバラーを伝え

たのは、通称「盲目のラビ・イツハク」という人物である。ベン・ベリマーが盲目のラビ・

イツハクのことなのかどうかは定かでないが、いずれにせよ明確なのはナフマニデスのカ

バラーの源泉がアシュケナズやツァルファトではなく、南フランスのプロヴァンス地方だ

ということである。実際、ナフマニデスの『トーラー註解』にはプロヴァンスで書かれた『セ

フェル・ハ‐バヒール』からの引用が多数見られ、戒律の隠された意味や神の世界を描くこ

とを主眼とする神智学的カバラーを、彼はプロヴァンスの思想運動から学んだのである。加

えて、ナフマニデスがカプサリの著作に出てくるようなアシュケナズィの神秘家たちに言

及することは稀で、特に彼らの敬虔主義運動に触れている箇所はまったくない。要するに、

カプサリ版で語られている、アシュケナズィの長老がナフマニデスにカバラーの知恵を伝

えたというのはフィクションだということである。 

 加えて興味深いのは、民間伝承におけるカバラーの知恵が「実践的な知恵」、具体的には

神の名前をもちいた術だということである。実は、ナフマニデスはトーラー註解の序文で、

トーラーについての「真理の伝承」が存在し、それは「トーラーはその全体が神の名前だ」

というものだと述べている。では、神の名前としてのトーラーという伝承は何かというと、

カバラーの賢者はトーラーの文章をいまある文字の並びとは異なった仕方で区分する知識

を持っているということである。たとえば、創世記冒頭の「בראשית ברא אלהים（初めに神

は創造した）」という三つの単語を構成する文字の並びを、「בראש יתברא אלהים」と区切り

なおすということである。ナフマニデスはモーセにトーラーが啓示される以前、世界が創造

されるよりも前からトーラーは存在していたと考え、その原初のトーラーとはまだ単語に

区切られる前の、ただの文字の並びであったと主張する。つまり、文法的な構造を持ち、意

味を伝える文章としてのトーラーよりも前の形態、まだ意味を伝える文章ではない、純粋な

文字の並びというトーラーの姿があり、それこそが神の名前としてのトーラーなのである。 

 そして、ナフマニデスが提示した神の名前のトーラーという概念に触発され、神の名前を

もちいた実践カバラーを展開したのがアブラハム・アブラフィア（1239/40－c.1291）であ
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る。アブラフィアは実際にナフマニデスの名前を挙げて、実践カバラーの理論と手法を説明

したガイドブックを出版する。だが、こうしたアブラフィアのアイデアは、当のナフマニデ

ス本人が持っていたものとは考えにくい。ナフマニデスにとって、「神の名前としてのトー

ラー」の意義は、トーラーの巻物を一字一句間違えずに書き写さなければならないという宗

教的な命令と結びつくのであって、神の名前をもちいた実践カバラーには一言も触れてい

ないからである。もしかしたらナフマニデスもこっそり実践カバラーをやっていたのかも

しれないが、彼の正統な弟子であるイブン・アドレットがアブラフィアに破門を宣告してい

るところを見ると、やはりその可能性は低いだろう。見方を変えれば、イブン・ヤフヤやカ

プサリの民間伝承に描かれているカバリストとしてのナフマニデスのイメージはアブラフ

ィアと結びついている可能性が高く、民衆のあいだではアブラフィアの実践カバラーの方

がナフマニデス本人の神智学的なカバラーよりも身近なものであったのかもしれない。 

 

 つまるところ、民間伝承のナフマニデスは歴史上のナフマニデスと大きく食い違ってい

るということだが、伝承と史実の相違を指摘して話を終えてもあまり意味がないだろう。ヘ

ブライ語の民間伝承の研究で知られるエリ・ヤスィフが述べているように、民間伝承に史実

の核心部分があると想定するのはそもそも間違いであり、むしろそうした伝承はそれが語

られた当時の社会を反映していると考えるべきである。よって、検討される主題は、その伝

承が史実にもとづいているかどうかではなく、伝承が語られた当時の民衆の歴史意識でな

ければならない。ナフマニデスのケースで言うなら、13 世紀カタルーニャのユダヤ人社会

の歴史そのものよりも、カプサリに話を伝えたスペイン追放世代のユダヤ人たちがかつて

の自分たちの故郷に対してどんなノスタルジーを持っているのか、どんな記憶を共有して

いるのかということである。 

 カプサリ版のナフマニデス伝承を分析したラム・ベン＝シャロームは、この伝承には中世

スペインにおけるユダヤ人とキリスト教徒の共生社会（コンビベンシア）、すなわち良好な

関係を保ちながら生活を共にしていたという歴史意識がうかがえると主張する。また、国王

とナフマニデスの親密でフランクな関係も印象的だとベン＝シャロームは言う。街の火事

のエピソードでも、国王は長老に派遣されてやってきたナフマニデスに対してまったく疑

うことも怒ることもなく、彼の助言を素直に受け入れて、長老との面会に臨んでいる。さら

に、そもそもこの火事は長老がナフマニデスにカバラーの力を示すために仕掛けたもので、

国王からすればただの大迷惑にもかかわらず、国王は火事を解決した長老を祝福し、なんと

褒美まで与えている。実際、ナフマニデスは『トーラー註解』のなかで、当時の国王ジャウ

メ一世と親密な関係をうかがわせる記述を残しているが、ベン＝シャロームによると、カプ

サリ版の伝承では、ナフマニデス自身の個人的な親密さだけでなく、スペイン時代のユダヤ

人とキリスト教徒の良好な関係がそこに反映されており、追放世代のユダヤ人のあいだで

その記憶が共有されていたのだろうということである。 

 このベン＝シャロームの主張には説得力があり、私も否定するつもりはまったくない。た
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だ、私の考えでは、こうした良き共生社会のなかでもユダヤ民衆はキリスト教への対抗的な

意識や論争的な姿勢を持っていたのではないかと思われる。それを示すのは、カプサリ版に

おける火事の一件が落着した後の記述である。先程も言ったように、この一件はユダヤ人の

長老がナフマニデスに神の名前の力を見せつけて、その知恵を学ばせるために仕掛けたも

のであった。だが、火事の一件はナフマニデスだけでなく、当然ながら街の住人たちにも広

く目撃されている。そして、カプサリはこの事件が次のような出来事を招いたと記述してい

る。すなわち、「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」。

つまり、ユダヤ人の長老によるカバラーの知恵の実践は、スペインのキリスト教徒たちをユ

ダヤ教に改宗させたというのである。だが、彼らはそのユダヤ教の信仰を隠した。表向きは

キリスト教徒として振る舞い続けたのである。 

 いったい、これが何のことなのかは容易に想像がつくだろう。これは、スペインの強制改

宗者についての斬新な新解釈である。14 世紀後半以降、スペインではユダヤ人がキリスト

教への改宗を強制されるという事態が生じた。彼らはマラーノという蔑称で呼ばれ、表向き

はキリスト教への改宗を装っているが、隠れてユダヤ教を信仰し続けているという疑いを

かけられていた。それが、このカプサリ版では完全に逆転している。つまり、隠れユダヤ教

徒とはキリスト教に強制的に改宗させられたユダヤ人なのではなく、こっそり自主的にユ

ダヤ教に改宗したキリスト教徒だったというのである。隠れユダヤ教徒は、強制改宗後も守

り続けていた先祖の教えを隠したのではなくて、自主的に受け入れた新しい信仰の方を隠

していたというわけである。 

 

 民間伝承におけるナフマニデスのイメージ、すなわち神の名前の使い手というイメージ

は、ユダヤ民衆におけるキリスト教への対抗的な言説と密接な関係にある。エリ・ヤスィフ

はその興味深い一例として、中世のユダヤ人迫害のひとつである血の中傷についてのユダ

ヤ民間伝承を挙げている。血の中傷とは、ユダヤ人が過ぎ越しの祭りの準備のために、キリ

スト教徒の少年を誘拐して殺害し、その血を儀式に使っているのではないかというもので、

スペインでも 12世紀後半ごろからキリスト教徒のあいだで広まっていた。シュロモ・イブ

ン・ヴェルガ（15世紀後半－16世紀初頭）の歴史書『シェヴェット・イェフダ』には、ス

ペインでの血の中傷の伝承として、次のような話が収録されている。あるユダヤ人の家でキ

リスト教徒の少年の遺体が発見されて、そのユダヤ人が儀式殺人をおこなったのではない

かという噂が広まったとき、ドン・シュロモ・ハレヴィというユダヤ人のカバリストが少年

の遺体の前に現れる。そして、ドン・シュロモが神の名前を少年の口のなかに置くと、少年

が目を覚まし、自分の殺害はユダヤ人に対する中傷を広めるためのもので、その真犯人を供

述したというのである。この血の中傷の伝承では、死体をよみがえらせる魔術的な力として

神の名前の使い手であるカバリストが登場している。そして、この神の名前のパワーは、キ
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リスト教徒による反ユダヤ主義に対抗し、キリスト教徒が隠す真実を暴露するものとして

位置づけられている。 

 また、神の名前の使い手としてのナフマニデス像も、こうした反キリスト教的な論争文学

のなかで登場するケースがある。15 世紀スペインのユダヤ人学者ハイーム・イブン・ムー

サ（c.1380－1460）のキリスト教論駁書『マゲン・ヴァ‐ロマッハ』のなかで、神の名前の

使い手としてナフマニデスの名前が挙げられているのである。『マゲン・ヴァ‐ロマッハ』

はイブン・ムーサよりも100年ほど前のキリスト教神学者リュラのニコラス（c.1270－1349）

のユダヤ教論駁に対する反論として書かれたものである。ある議論のなかで、ニコラスはイ

エス・キリストが病人の癒しや死者の復活といった奇跡をおこなったことを、キリスト教徒

のみならずユダヤ教徒も認めていると主張する。ユダヤ人が広く読んでいるある書物のな

かで、イエスは神の名前を使って奇跡を起こしたということが語られているというのであ

る。それに対して、イブン・ムーサは本当にイエスが神ならば神の名前を知らないはずはな

く、わざわざ習得する必要がないと反論し、さらに神の名前による奇跡というのはモーセの

律法に由来する教えではないと主張する。むしろこれは「伝承の方法」あるいは「伝承の道」

によるもので、中世の特定のユダヤ人が実践していたものであり、そのひとりにナフマニデ

スがいる。イブン・ムーサによれば、ナフマニデスもまた神の名前の使い手であり、リュラ

のニコラスがユダヤ民衆の話から引っ張ってきたイエス・キリストのイメージと同列にあ

る。神の名前の使い手というモチーフは、ニコラスが期待するようにイエスのメシア性に対

するユダヤ人の信仰を示すものであるどころか、イエスのメシア性を明確に否定するもの

として位置づけられているのである。 

 イブン・ムーサの論駁書のなかで、リュラのニコラスが言及しているユダヤ民衆の書物は、

『トルドート・イェシュ』というユダヤ版イエス伝のことである。『トルドート・イェシュ』

は中世キリスト教世界のユダヤ民衆のあいだで広く知られていたイエスのアナザーストー

リーであり、ドミニコ会士ライムンドゥス・マルティニが『信仰の短剣』のなかでそれをラ

テン語に訳したことで、キリスト教の神学者たちにも知られるようになった。おそらくはリ

ュラのニコラスもこのライムンドゥスのラテン語訳によって『トルドート・イェシュ』の存

在を知ったものと思われる。 

 『トルドート・イェシュ』はイエスをラビたちに反発する不遜な魔術師として描くもので

ある。イエスが奇跡を起こすことができたのは、神の名前の魔術を習得したからであり、彼

はエルサレムの神殿に忍び込んで、ラビたちが作っていた結界を狡猾な仕方で突破し、内部

の石に刻まれていた神の名前を盗み出したというのである。そこには、福音書に描かれたイ

エスのイメージを転覆させ、ラビ・ユダヤ教の規範に照らしたときに死刑に相当する大罪を

犯した人物として語りなおすという意図が見てとれる。加えて、今回のナフマニデス伝承と

関連して興味深いのは、この『トルドート・イェシュ』の末尾にあるイエスの弟子ペトロの

物語である。15 世紀当時はペトロの伝承は『トルドート・イェシュ』に含まれていない独

立した民話だった可能性もあるが、いずれにせよユダヤ版イエス伝のみならず、ユダヤ版ペ
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トロ伝もまた中世のユダヤ教文学の世界ではよく知られていた。 

  

 ユダヤ版ペトロ伝は次のような物語である。ユダヤ教のラビたちは神の名前の使い手で

ある魔術師イエスを処刑した後、彼を信奉するイエス一派との対立に頭を悩ませていた。一

方イエス一派も、ユダヤ教法廷サンヘドリンの長を務める人物がきわめて博識で、偉大な人

物であることを妬ましく思っていた。その人物こそがシモン・ケファ、すなわちペトロであ

った。ある日、神に命じられてエルサレムに巡礼にやってきたペトロは、オリーブ山で待ち

構えていたイエス一派に捕まり、イエスの教えに改宗しなければおまえの民を皆殺しにす

るぞと脅される。イスラエルの民はその話を聞き、イエス一派に聞き従って彼らの信仰に改

宗してくださいとペトロに懇願する。ペトロは危機の深刻さを理解し、イエスの信仰を受け

入れる。ただし、その見返りとして、ユダヤ人を殺さないことと自分のために高い塔を建て

ることをイエス一派に要求する。ペトロはその高い塔に入ると、下から籠で運ばれてくるパ

ンと水のみで禁欲的な生活を送り、生涯を終える。イエス一派からすると、ペトロのこの苦

行は彼がイエスに対して喪に服しているように映った。だが、ペトロの目的はそうではなか

った。彼はイエス一派との交わりを避け、こっそりユダヤ教の典礼詩を書いていたのである。

そして、ペトロは塔から各地のユダヤ教の長老たちにその典礼詩を密かに送った。この陰謀

めいた典礼詩の伝達によって、彼はイエスの弟子ペトロとしてではなく、「ラビ・シムオン」

の名前ですべてのユダヤ教徒の祈りのなかで生き続けることを願ったのである。つまり、ユ

ダヤ版ペトロ伝で描かれるペトロは、ラビ・ユダヤ教の最高権力者であり、みずからを犠牲

にしてユダヤ教徒を救ったヒーローである。この隠れユダヤ教徒でありユダヤ教の殉教者

であるというペトロ像は、スペインのユダヤ人強制改宗者たちのためのモデルではないか

と考えられる。ペトロについての反キリスト教的なアナザーストーリーを仕立てることで、

キリスト教の信仰を強制されたユダヤ人強制改宗者への励ましと慰めを伝えようとしたの

ではないかということである。 

 

 エリヤフ・カプサリのナフマニデス伝承に描かれているキリスト教徒たちのユダヤ教へ

の改宗、『トルドート・イェシュ』におけるラビたちに反抗的な魔術師としてのイエス、孤

独な生活のなかで密かにユダヤ教の典礼詩を書き続けるシモン・ケファという三つの伝承

には、ある共通の歴史解釈がみられる。三つの物語のプロットはまったく違うもので、個々

に独立しているが、これらに共通するのはキリスト教の歴史や物語を転覆させて、その価値

を逆転させる解釈である。 

 カプサリのナフマニデス伝承では、スペインにおけるユダヤ人の強制改宗の歴史的現実

がまったく逆の仕方で語られる。信仰を隠していたユダヤ教徒とは、キリスト教に強制改宗

させられたユダヤ人ではなくて、こっそりユダヤ教に改宗した元キリスト教徒だったので

ある。ナフマニデスにカバラーの力を示そうとしたユダヤ人の長老の起こした奇跡を目撃

し、彼らは強制ではなく、あくまでも自分の意志でユダヤ教に改宗し、その信仰を隠したと



9 

 

いうのである。そして、神の名前の使い手というモチーフは、この強制改宗についての逆転

の解釈だけでなく、血の中傷や福音書のイエス物語にも適用されている。そこでは、ユダヤ

教徒がイエスやキリスト教徒に敵意を持っているのではなくて、逆にキリスト教徒やイエ

スこそが嫉妬深く、不敬虔な人間であることを明るみに出すことが意図されている。そして、

イエス版ペトロ伝では、ペトロがユダヤ教の殉教者として描かれ、隠れてユダヤ教の信仰を

守り続けた彼の名前がユダヤ教の礼拝において記憶されていくという物語が創り出される。 

 民間伝承におけるナフマニデスのイメージは、歴史上実在したナフマニデスという人物

の生涯とはおよそかけ離れた要素を多く含んでいる。そして、そのイメージのなかには、国

王とナフマニデスの親密な関係性や、かつてのスペインにおけるユダヤ教徒とキリスト教

徒の良き共生社会へのノスタルジー的な記憶がうかがえる。だが、そうしたスペイン追放世

代の歴史意識のなかにも、ユダヤ民衆の反キリスト教的な物語の影がちらついている。それ

は、スペインにおけるユダヤ人への強制改宗やそれに付随する隠れユダヤ教徒の問題に、ユ

ダヤ民衆の視点からの新しい解釈をもたらすものである。そして、キリスト教世界に対抗す

るこうした転覆的な歴史意識は、この強制改宗の問題にとどまらず、血の中傷事件や、キリ

スト教圏のユダヤ民衆のあいだで知られていたユダヤ版のイエス伝承やペトロ伝承とも結

びついている。ナフマニデスの民間伝承もまた、こうした中世ユダヤ教世界の反キリスト教

的な対抗物語や論争文学という視点からとらえなおすことができるように思われる。 
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京都ユダヤ思想学会第 11 回学術大会研究発表    2018 年 6 月 24 日（同志社大学） 

民話のなかのナフマニデス：神の名前の使い手 

志田 雅宏 

日本学術振興会特別研究員 

 

ナフマニデス Moses Nahmanides, Moshe ben Nahman, Ha-Ramban, 1194-1270 

1194 年 ナフマニデス生まれる 

1213 年 アラゴン連合王国でジャウメ一世が国王に（－1276） 

1215 年 第四回ラテラノ公会議 

1232 年 マイモニデス論争の激化 

1240 年 パリ討論 タルムードが焚書に 

1259－60 年 モンゴル系タタール人がパレスチナに侵入 

1263 年 バルセロナ公開討論 ドミニコ会士との宗教論争に参加 

1267 年 ナフマニデスがアリヤー 

1270 年 アッコーでナフマニデス死去 

 

 

ゲダルヤ・イブン・ヤフヤ（1526－1587）『シャルシェレット・ハ‐カバラー（伝承の鎖）』（＊一部略） 

 .126-128, ירושלים: הדורות הראשונים וקורותם, תשכ"ב, עמ' שלשלת הקבלהגדליה אבן יחיא, 

 師ラビ・モシェ・ベン・ナフマンはスファラドのジローナの街出身の者であり、傑出した賢者であり、多く

の著作を著した。それらはトーラーの註解であり、（中略）また、ある小冊子では、バビロニアのラビ・ヤシャ

ヤが彼の師である、と〔書かれているのを〕私は見た。また、私が受け継いだところによると、彼が持ってい

たカバラーの知恵は、『セフェル・ハ‐ロケアッハ』の著者ヴォルムスのラビ・エルアザルから学んだ。また、

『セフェル・ユハスィン』（＊著者アブラハム・ザクート 1452－1515）が言うには、カバラーの知恵について

の彼の師は 4891 年（西暦 1131 年）（！）に亡くなったラビ・エズラであり、ナフマニデスはエルサレムで長

寿を全うし、5020 年（西暦 1260 年）（！）に亡くなった。また、古い小冊子で私が見たところでは、彼は 4960

年（西暦 1200 年）（！）に亡くなった。 

 

カバラーの知恵の伝授（エリヤフ・カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』参照） 

 カバラーの知恵についての彼の学びの様式は次のようであった：優れた医者であり、哲学者であった頃、彼

はこの知恵をほとんど好んでいなかった。ところが、それも彼のもとにそのカバラーの知恵の偉大なる老賢者

がやってきたときまでであった。彼はナフマニデスがこれほどまでに学びを愛し、大いなる賢者であるのを見

ると、カバラーを彼に教えることに努めた。だが、ナフマニデスはそれに耳を傾けなかった。するとある日、

この賢者は娼婦の腹（売春宿）に行くと言って彼を騙した。そして中庭にやってくると彼は捕らえられ、裁き

を受けて、聖なる安息日に火あぶりに処せられることになった。そのことはナフマニデスに知らされたが、彼

は彼を守ってやろうとは思わなかった。すると、捕らえられていた賢者はその安息日にナフマニデスを呼び出

すための使信を送り、なぜ自分を守ってくれないのかと不満を述べた。そこで、ナフマニデスは娼婦の件につ
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いて彼を非難した。すると彼は弁明し、あれは嘘であり、主が自分を救い出してくださると確信していると言

った。ゆえに彼〔ナフマニデス〕は彼のために、三皿の食事を用意しておけというのである。そして、聖なる

安息日がやってきた。賢者は火あぶりにされるために市場へ連れ出され、火の上に投げ込まれた。しかし、彼

はみずからの知る実践のカバラーの知恵 hokhmat ha-qabalah ma’asiyot（＊ha-ma’asit？）によって、身代わり

として自分の代わりにロバを投げ込んだ。そして、ミンハー（午後の祈り）の後でナフマニデスの家に行き、

葡萄酒を聖別し、「アメン」と応えた。ナフマニデスが驚いていると、賢者は「そなたはみずからの目でこの

知恵の力を見たのではないか」と答えた。それ以降、ナフマニデスはそれを熱心に学んだ。朝早くから夕方ま

でそれに没頭し、彼はこの知恵について、その世代の賢者たちの長となるにいたったのである。 

 

神の名前の魔術的実践：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 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」Shem Qefitzat ha-Derekh 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1。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、小舟は端（＊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。 

 

弟子ラビ・アブネルとの別れ 

 また、私は次の伝承を受け取った：ナフマニデスにはある弟子がおり、その名はラビ・アブネル2といった。

混乱をもたらす霊が彼をそそのかし、彼はサドカイ人（＊口伝律法の否定者）になり、彼が高みに昇ることが

できたのは彼の持つ幸運によるものであった。その地全体において、大いなる断食の日々の後に畏れ（＊ヨム・

                                                      
1 バルセロナに戻ってみるがよい、と水夫に向かってナフマニデスが言っていると解釈した。 

2 架空の弟子と思われる。キリスト教に改宗し、反ユダヤ教的論争家となったアブネルのブルゴス（ヴァジャドリーのア

ルフォンソ、c.1270－1340）がモデルである可能性が高い。 
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キプール）があった。彼は使いを送り、みずからの師ナフマニデスを自分の前に連れてくると、彼の前でみず

から一頭の豚を殺し、切り分け、調理し、それを食べた。その食事の後で、彼は師に自分がいくつの罰を受け

るのかと訊ねた。師は四つであると答えた。だが、彼は五つであると言った。彼はみずからの師と対立するこ

とを望んでおり、師は彼を怒りのまなざしにおいて見た。すると、彼は黙り込んだ。彼には自分の師に対する

畏れがまだわずかばかり残っていたからである。最後に師が、彼を改宗に向かわせたのは誰なのかと訊ねた。

すると彼はこう答えた。あるとき、彼（ナフマニデス）が「ハアズィヌ」の箇所（申命記 32 章）の釈義をし

ているのを聞いた。彼は、その箇所にはすべての戒律とこの世界のすべての事柄が含まれていると言った。だ

から、この人のもとにいることはできなくなり、別人になってしまったのだ、と。すると、師は応答した。「い

まもなお、私はこれがおまえの望むものだと言おう」。その者は大変驚いて、「ならば、誰がそこに書かれてい

るのかをあなたが見つけたというのなら、どうかそれを私に教え示してほしい」と言った。するとナフマニデ

スは「そう言えばよいのだ。おまえはすぐに我々を求めるはずだ」と言った。彼（ナフマニデス）はただちに

隅にいる彼のもとへ行き、祈りを捧げた。彼の前に現れた聖句は「私は言ったであろう。彼らを跡形もなくし、

人々から彼の記憶を消してしまおう、と םרוש זכניתה מאביהם אשאתי אפראמ 」（申 32：26）であった。各単語

の三つ目の文字がその者の名前、つまりラビ・アブネルר' אבנרであった。その者はこのことを聞くと顔を伏せ

た。そして、自分が受けた打撃に対する薬はないかと師に訊ねた。師は「おまえはその聖句の言葉を聞いた」

と言った。師はみずからの道を歩んだ。その者はただちに小舟を手に入れた。水夫もいなければ、櫂もない小

舟であった。彼はそのなかに入り、霊が導くとおりに進んだ。彼がどこに行ったのかは誰にもわからない。 

 

ナフマニデスの死の奇跡 

 私は古い小冊子で次のことを見た：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、老年において、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。 
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エリヤフ・カプサリ（c.1483－1555）『セデル・エリヤフ・ズータ』（＊一部略） 

 .166-170, עמ' צבי, תשל"ו-, ירושלים: מכון בןסדר אליהו זוטאאליהו קפשאלי, 

第 51 章 

 主のしもべモーセ（モシェ）の死後のことであった。彼の後、その大いなる獅子が立ち上がった。我らの師、

ラビ・ナフマンの子モシェである。カルコル、ダルダ、ヘマン（王上 5：11）のごとき賢者である。彼の世代

において彼のように信頼できる者がいたであろうか。彼は邪悪な水と時間〔の経過〕がもたらす傷を癒し、ス

ファラドにおいてトーラーの王冠を教え、偉大にし、彼の口からトーラーを聞くために近くからも遠くからも

あらゆる場所から人々が彼の前にやってきた。その知恵と理知の幅広さによって、彼はきわめて精確なタルム

ードの注釈を書いた。スファラドでは今日もなおそれらがよく読まれている。しかし、彼はカバラーの賢者た

ちと対立し、彼らに聞き従うことを望まず、彼の言葉は彼らに対して手をかける（損害を与える）ものであっ

た。 

 アシュケナズとツァルファト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——職人たちのようにあらゆるものを自分の前で作ること

ができた——。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。 

 その翌日のことである。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。その長老も彼らのな

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」（サム上 26：9）。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協議をした（＊

思案した）。そして、ナフマニデス——その記憶が称えられんことを——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。 

 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——安息日にはその街に安息あれ——。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
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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（＊原文は「モ

ーセに」だが間違い？）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」。 

 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（「仕事に取り組む者たち」）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。 

 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」（王上 1：48）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」（ヨブ 31：12）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（レビ 6：6）』

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」。 

 

第 52 章 

 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〕（エ

レ 51：31）。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
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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（王下 1：9）。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（出 10：16）3」。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いたからである。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4。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。 

 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」（士師 3：19）。

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』（創 38：25）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〕』（イザ 1：19－20）。知るがよい。私が命じたとおりに、私があなたに

                                                      
3 いなごの災いの場面でファラオがモーセに懇願する言葉が引用されている。 

4 隠れユダヤ教徒についての逆説的な描写。隠れユダヤ教徒は長老の奇跡を見たキリスト教徒がこっそりユダヤ教に改宗

した者たちだということ。 
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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（レビ 10：20）。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。 

 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（イザ 23：18）。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（イザ

33：16）。 

 晩年——それは輝く星の光、透きとおる知恵、金で飾られた花、助けの石——我らの師ラビ・トドロスの子

メイール・ハレヴィ——その記憶が称えられんことを——、レビ人の長のなかの長がブルゴスの街からトレド

にやってきて、そこでトーラーを教え、多くの弟子たちを育てた。（中略）その後、大いなる完全な師、ラビ・

シュロモ・イブン・アドレットがいた（中略） 

 結論、スファラドに吹く件の四人の賢者〔ナフマニデス、メイール・ハレヴィ、イブン・アドレット、ラビ・

イェダヤ〕によって、スファラドにおける知恵は大きくなった。トーラーがスファラドおよびその各地、その

周辺において大きくなるために、主がこのすべてを働きかけたのである。彼らはここで述べた賢者たち、また

ここで述べていない賢者たちも、かぞえきれないほどの賢者たちを育てた。彼らの万軍の上には、千人隊長、

百人隊長、五十人隊長、十人隊長がおり、その数はかぞえきれない。スファラドの地は、水が海を覆うかのご

とく、主の知に満たされたのである。 
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ナフマニデス（1194－1270）『トーラー註解』序文 

 כרכים, מהדורת ח' ד' שעוועל, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ט. 2, התורהפירוש על משה בן נחמן, 

神の名前としてのトーラー 

さらに、我々には「真理の伝承」（カバラー・シェル・エメット）がある。それは、トーラーはその全体がほむ

べき聖なるお方の名前だというものである。すなわち、その単語は別の仕方によって名前に分けられる。例え

るなら、「ベレシート」の一節（創 1：1）は別の単語に分けられる。たとえば、「ベ‐ローシュ・イトバレ・エ

ロヒーム」というように5。トーラー全体がそのようであり、さらに名前を結合させることやそれらのゲマトリ

アがある。（1：6） 

 

字義と「優美さ」（Hen=Hokhmah Nisteret 隠された知恵） 

さて、トーラーの註解を書くとき、物事を訊ねてくる者たちに私が何を答えるのかを知り、見るがよい。しか

し、私は先人たちの習慣にならって振る舞うことになる。つまり、離散と苦難に疲弊しながらも、安息日と祭

日の儀礼において読む学徒たちの知性に安らぎを与え、字義といくらかの喜ばしい事柄——それらは「優美さ」

（ヘン）を聞き、知る者たちにとって喜ばしい——によって彼らの心をひきつけるためである。憐み深い神が

我々に安らぎを与え、祝福してくださらんことを。神と人の目に優美さと良き悟りが見出されよう。（1：7） 

 

秘義についての思索の禁止：口伝のみによる厳格な制限 

見よ、私は確かな契約によって以下のことを告げる。それはこの書物を注意深く読むすべての人に対して与え

られる適切な忠告である。私がトーラーの隠された事柄（スィトレイ・トーラー）について書いているあらゆ

るほのめかしについて、いかなる推論や思考もするなかれ。なぜなら、ここで確かに伝えておくが、いかなる

知性や理知をもってしても私の言葉を把握することも、知ることもまったくできないからである。それは、知

恵を伝えられた者の口から、理知をそなえた伝承者の耳へと伝えられる以外にはないのである。それらについ

ての推論は愚かなことであり、いたずらな考察は多くの損害をもたらし、有益なものを妨げる。惑わされて虚

しいものを信じてはならない。なぜなら、それについての推論によってもたらされるのは災いしかないからで

あり、彼らは主に対して背くことを語り、それが赦されることなどありえないからである。（1：7－8） 

 

シュロモ・イブン・ヴェルガ（15 世紀後半－16 世紀初頭）『シェヴェット・イェフダ』 

 מהדורת ע' שוחט, ירושלים: מוסד ביאליק, תש"ז. ,ספר שבט יהודהאבן וירגה,  שלמה

血の中傷と神の名前の実践 

私は以下のことを聞いた：スファラド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

ろを裂かれていたのだ。人々は、彼ら〔ユダヤ人〕が彼の心臓を儀式のために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。彼はその少年の舌の

下にひとつの名前を置いた。すると、その少年は目を覚まし、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。私はそれが書かれているのを見たわけではないが、それを聞

いた。（126） 

                                                      
5 創世記冒頭の三単語からなる文章"בראשית ברא אלהים"において、文字の並びはそのままで、文字間の区切りの位置だ

けを変え、"בראש יתברא אלהים"という三単語に分けなおしている。 
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ハイーム・イブン・ムーサ（c.1380－1460）『セフェル・マゲン・ヴァ‐ロマッハ（盾と槍の書）』 

 , קונטרסים לתלמידים )האוניברסיטה העברית(,ירושלים: תש"ל.ספר מגן ורומח ואגרת לבנוחיים אבן מוסה, 

ユダヤ人たちの『イエスの生涯の書』：奇跡を起こすイエス 

ニコラス6は言った：また、驚くべきしるしと奇跡であることが疑われているそれらの事柄は、すべて真理を教

示する。イエスと彼の弟子たちの日々における件の驚くべき事柄は、イエスがメシアであること、メシア以

上のお方であることを示している。また、ユダヤ人たちのある書物、『イエスの生涯の書』と呼ばれる書物

において、イエスが皮膚病の者を癒し、不妊の女が子供を産めるようにし、死者を復活させたと語られてい

る。 

我々は答えた：このようなイエスの生涯の書物を我々は決して見たことがない。（中略） 

さらに我々は答えた：このように私たちは、私たちの賢者たちのことを信じる。彼らは私たちに以下のこと

を信じるよう教えるタルムードの賢者たちである。タアニート篇（23a）に書かれているが、多くの驚くべ

き業がタルムードの賢者たちによってなされた。また、エリシャとエリヤも死者を復活させ、驚くべき業を

おこなったと語られているのではなかったか。にもかかわらず、私たちは彼らがメシアだとは、また神であ

るとは信じない。（中略） 

ニコラスは言った：件のその書物では次のようにも語られている。イエスはこれらのことをすべて、かのお方

の名前であるテトラグラマトン（神聖四文字）の力によっておこなった。それを唱えることを知る者は驚く

べき業をおこなうことができる。また彼〔ニコラス〕は言った：ユダヤ人たちは、彼〔イエス〕がそれを神

殿のなかのある石の上で発見したと言った。神殿はその〔石の〕上に建てられて久しく、それは神の契約で

あり、その上に「口にしてはならない神名（シェム・ハ‐メフォラシュ）」が刻まれていた。彼はそれを唱え

るのにふさわしいほどの良き者であった。また彼〔ニコラス〕は言った：たとえユダヤ人が語っているこれ

らのことが真理でないとしても、イエスが学び取ったこの主は偽りの証人ではあるまい。だとすれば、イエ

スの事柄と彼の倫理は真理であり、ユダヤ人たちはそれを否定することはできないであろう。 

我々は答えた：もしそのように書かれていたとしても、私たちはそれをモーセの教え（ダト）として信じるこ

とを義務づけられてはない。もしそれを私たちが信じることを義務づけられているとしても、その信念は聖

なる書物を信じる者のごとくではない。それに、その『イエスの生涯の書』は私たちを助けるものである。

なぜなら、イエスは奇跡を伝承の方法／道 derekh qabalah によっておこなったはずだからである。そして、

それはダヴィド・アル・ダウド（ダヴィド・アル（エル）ロイ）および多くの賢者たちも同様なのである。

私たちの日々においては、ヤアコヴ・アルコルソノ、ラビ・モシェ・ボトリル、またかつてはナフマニデス、

ラビ・アシェル〔・ベン・ダヴィド〕、ラビ・ヨセフ・ジカティリャなどもそうである。そして彼らはみな、

来たる世の生にふさわしい者たちである。だとすれば、彼〔イエス〕と彼らの違いは何か。また、ニコラス

はイエスが学び取った主は偽りの証人ではあるまいと言ったが、彼は自分で言ったことを自分で聞くべきで

ある。なぜなら、もしイエスがメシアなら——我々はそれがとんでもないことだと願っているが——、彼は

その名前を学び取る必要はないからである。（中略） 

  

                                                      
6 リュラのニコラス Nicholas de Lyre（c.1270－1349）。 
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『トルドート・イェシュ』（ストラスブール写本 3974） 

Toledot Yeshu: The Life Story of Jesus, eds. M. Meerson and P. Schäfer, 2 vols., Tübingen: Mohr Siebeck, 

2014, 2: 82-95; MS Strasbourg BnU 3974 (Heb. 48), 170r-175v (Strasb3974) 

 

イエス、神殿から神名を盗み出す 

 全イスラエルの統治はある女の手に委ねられていた。彼女の名はヘレニ（ヘレネ／ヘレナ）7。神殿には礎石

（エヴェン・シュティヤー）があった8。その意味は「主がそれを据えた」である9。また、それはヤコブが油

を注いだ石である10。そして、そこには「シェム・ハ‐メフォラシュ（神聖四文字の神名）」の文字11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。それらを見ると、文字がその者の心から

出て行ってしまうのである。 

 さて、このイェシュがやってきて、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。彼が出るとき、銅の犬が彼に吠えた。すると、文字は彼の心から出ていってしまった。

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。 

 

シムオン（シモン）・ケファ、すなわちペトロの伝承 

 彼らのあいだで長きにわたる対立があった。サンヘドリンには長がおり、彼の名はシムオン（シモン）・ケ

ファであった。なぜ彼の名前はケファだったのか。それは、エゼキエルがケバル川で預言をした石の上に彼が

立っていたからである。その石の上で天声（バト・コル）が天からシムオンに答えたのである。キリスト教徒

たちはシムオン・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。 

                                                      
7 第二神殿時代末期の「ヘレネ」といえば、アディアベネ王国のモノバゾス一世の妻ヘレネ（1 世紀）がいる。ヘレネは

ユダヤ教に改宗し、エルサレムを巡礼して、街を飢饉から救った人物として、ヨセフスの『ユダヤ古代誌』第 XX 巻 ii 章

に登場する（フラウィウス・ヨセフス（秦剛平訳）『ユダヤ古代誌』（第 6 巻）ちくま学芸文庫、2000 年、244－253

頁）。他方、別写本（MS Budapest 299）では「ローマ人の女」とあり、聖十字架の発見の物語（ヤコブス・デ・ウォラ

ギネ（前田敬作・山口裕訳）『黄金伝説』（第 2 巻）人文書院、1984 年、177－195 頁）に登場するコンスタンティヌス帝

の母ヘレナがイメージされている。この二人の「ヘレネ／ヘレナ」のイメージ化については、Galit Hasan-Rokem, 

“Polymorphic Helena – Toledot Yeshu as a Palimpsest of Religious Narratives and Identities,” in Toledot Yeshu (“The Life 

Story of Jesus”) Revisited: A Princeton Conference, eds. P. Schäfer, M. Meerson and Y. Deutsch, Tübingen: Mohr Siebeck, 

2011, 247-282 を参照。  

8 原文はעל。והיה בבית מקדש על אבן שתיהは余分か。 

 。の短縮形であるということ（主は据えた）שת יה、がשתיה 9

10 創 28：18。天への梯子の夢を見たヤコブは、枕にしていた石を記念碑とし、先端に油を注いだ。 

11 神聖四文字の神名、すなわちיהוהのこと。英訳では the Ineffable Name（口にしてはならぬ名前）。文字で書かれて

「表されている」（メフォラシュ）が、声に出しては唱えてはならないとされる。 
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 ほむべき主はシムオン・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。すべての総督たち12とキリスト教徒たちの長老が集まっており、彼らはホシャナ・ラバの日に、オリー

ブ山にいるシムオン・ケファのもとへやってきた。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（ダト）に変えさせようと全員で合意した。そして、彼らは

「もしおまえがわれわれの教え（ダト）に戻らなければ、われわれはおまえを殺す。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のち、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（ディン）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13の見解によると、あたかも彼はイェ

シュ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。 

 日々ののち、彼は「クロヴォート」、「ヨツロート」、「ズラトート」の典礼詩14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15のようであった。そして、彼は使い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（ハザン）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16である R・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 R・シムオ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。ア

メン。 

  

                                                      
ピラトにも使われる表現（ただし、ここでは複数形）。「キリスト教徒の」が「長老たち」とこの語「総督」 הגמונים. 12

の双方にかかっているのかどうかの判断が難しい。かかっているとすれば、キリスト教世界の「監督者たち」あるいはカ

トリックの「司教たち」と訳すことも可能か。 

13 会話文ではないため、原文ではדעתכםだが、דעתםと読んだ。 

14 ピユートと呼ばれるユダヤ教の儀礼における祈りの詩。「クロヴォート」は立祷に含まれる。「ヨツロート」と「ズラ

トート」はシャハリートにおけるシェマアの祈りの前後の祝祷。 
15 エルアザル・ベン・カリール Elazar (Eliezer) ben Qalir。最も有名な典礼詩詩人（パイタン）のひとり。生没年未詳。

パレスチナにて活動。10 世紀にはすでに伝説が語られていた。 

16 ローシュ・ハ‐ゴラー。アラム語ではレーシュ・ガルータ。バビロニアのユダヤ社会で、国家から権力を与えられた

ユダヤ人の指導職。 
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ナフマニデス
Nahmanides, 
Moshe ben Nahman
1194－1270



ゲダルヤ・イブン・ヤフヤ
『シャルシェレット・ハ‐カバラー』

ナフマニデスの死における奇跡

1267年（73歳）：パレスチナ移住（アリヤー）。

アッコーおよびエルサレムへ

小舟の瞬間移動

神の名前の使い手としてのナフマニデス

神の名前（「道を飛ばす名前」Shem Qefitzat
ha-Derekh）を紙切れに書いて、小舟を瞬間移動
させる。
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「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（メノラー）の形が描かれるのを見るだろう」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Beit_She%27arim_-_Cave_of_the_Torah_Ark%2C_a_menora_relief_%281%29.jpg

中世のアリヤーのルート
.א"תשמ, ן לתורה"ארץ ישראל בפירוש הרמב: הראץמעלת , רבליןח׳ 



カバラーの知恵の伝授

• イブン・ヤフヤ『シャルシェレット・ハ‐カバラー』

カバラーの賢者がナフマニデスのもとを訪れ、彼にカバラーを伝授すべく画策。

賢者はわざと売春宿に行って逮捕され、安息日に火あぶりの刑を宣告されるが、「実践の
カバラーの知恵」Hokhmat ha-Qabalah Ma’asiyot (ha-Ma’asit?）を使って脱出。

神の名前の力を目撃したナフマニデスはカバラーの習得を決意。

• エリヤフ・カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』

より詳細な伝承。

カバラーの賢者（「長老」）はアシュケナズ（ドイツライン地方）出身。

加えて、街の火事のエピソードも：

長老が神の名前を使って放火し、国王の懇願を受けて消火する。

国王は長老を称え、彼に祝福と褒美を与える。

3



カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』とナフマニデス

共通点：トーラー註解の目的と、秘義伝承の厳格な制限

• カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』

• ナフマニデス『トーラー註解』序文

4

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。

離散と苦難に疲弊しながらも、安息日と祭日の儀礼において読む学徒たちの知性に安らぎを与
え、字義といくらかの喜ばしい事柄——それらは「優美さ」（＊HeN=Hokhmah Nisteret「隠
された知恵」の略語）を聞き、知る者たちにとって喜ばしい——によって彼らの心をひきつけ
るためである。

トーラーの隠された事柄について私が書いているあらゆるほのめかしについて、いかなる推論
も思考もしてはならない。（中略）それは、知恵を伝えられた者の口から、理知をそなえた伝
承者の耳へと伝えられる以外にはない。



カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』とナフマニデス

カバラー思想史研究

・弟子シュロモ・イブン・アドレットの証言：
「ベン・ベリマー」なる師

・ジローナのカバラー・サークルへの伝承者は
「盲目のラビ・イツハク」

・トーラー註解で『セフェル・ハ‐バヒール』
からの引用多数

・ナフマニデスのカバラーは、戒律の隠された
理由を探究し、神の世界を描くもの。神智学的
カバラー。

• ⇒プロヴァンス（南フランス）のカ
バラーが源泉

カプサリの伝承

5

相違点：ナフマニデスのカバラーの源泉

• アシュケナズィの長老が見せた神の名前の実
践カバラー。プロヴァンスのカバラーとは
まったく異なる。

（＊厳密には「カバラー」とは中世プロヴァン
ス発祥の思想運動）

• アシュケナズとツァルファト（北フランス）
の賢者たちが署名した秘密の書物が、ナフマ
ニデスに伝授される。

カプサリ版のカバラー伝承の物語は
フィクション



「神の名前としてのトーラー」とアブラフィア
• ナフマニデス：トーラーについての真理の伝承

• アブラハム・アブラフィアの神の名前のカバラー

ナフマニデスの「神の名前としてのトーラー」の教えにもとづく
が、これは異端的な解釈。

（正統な弟子イブン・アドレットによる破門宣告）

⇒民間伝承の「神の名前の使い手」というナフマニデ
ス像は、実際にはアブラフィアがモデル？

6

アブラフィア『来たる世の生』
（実践カバラーのガイドブック）

さらに、我々には「真理の伝承」がある。それは、トーラーはその
全体がほむべき聖なるお方の名前だというものである。すなわち、
その単語は別の仕方によって名前に分けられる。例えるなら、「ベ
レシート」の一節（ ”אלהיםבראשית ברא “ ）は別の単語に分けられる。
たとえば、 אלהיםיתבראבראש  というように。



民間伝承と歴史

• Eli Yassif

民間伝承に史実の核心部分を想定すべきでない。むしろ、
伝承を語る者たちの歴史意識を明らかにすることが中心
的主題に。

• Ram Ben-Shalom

カプサリ版ナフマニデス伝承は、中世キリスト教圏スペインにおけるユダヤ
人とキリスト教徒の共生社会（Convivencia）の記憶を反映している。また、
ナフマニデスと国王が親密でフランクな関係として描かれる。
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共生社会のなかでも、ユダヤ民衆のキリスト教への対抗
的な意識や論争的な姿勢がうかがえるのではないか。



隠れユダヤ教徒の逆転イメージ

• 「彼ら」とは誰か？

強制改宗者（Anusim/Conversos/”Marranos”）

• イメージの逆転
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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。

カプサリ『セデル・エリヤフ・ズータ』

ユダヤ人とキリスト教徒の商談
（ヴィダル・マヨール写本挿絵）
Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIV 
6, fol. 180

「キリスト教への改宗を強制されたユダヤ人」から
「こっそり自主的にユダヤ教に改宗したキリスト教徒」へ



血の中傷と神の名前の使い手

シュロモ・イブン・ヴェルガ『シェヴェット・イェフダ』

• キリスト教徒による反ユダヤ主義的な中傷に対抗する神の名前の使い手

魔術／奇跡によって、キリスト教徒が隠す真実を暴露する。

9

スファラド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
ていたのだ。人々は、彼ら〔ユダヤ人〕が彼の心臓を儀式のために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。
彼はその少年の舌の下にひとつの名前を置いた。すると、その少年は目を覚まし、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。

＊血の中傷 Blood Libel：
ユダヤ人が過ぎ越しの祭りのためにキリスト教徒の子供を誘拐し、
殺害してその血を儀式を使っているのではないかという中傷。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Blood_Libel_Schedel_judenfeindlichkeit_Weltchronik_1493.jpg



神の名前の使い手：イエスとナフマニデス
ハイーム・イブン・ムーサ『マゲン・ヴァ‐ロマッハ』

• 『イエスの生涯の書』における神の名前の使い手としてのイエス伝承

• 中世のユダヤ人の神の名前の使い手たち
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ニコラス（リュラのニコラス）は言った：また、ユダヤ人たちのある書物、『イエスの生涯の
書』と呼ばれる書物において、イエスが皮膚病の者を癒し、不妊の女が子供を産めるようにし、
死者を復活させたと語られている。

ニコラスは言った：件のその書物では次のようにも語られている。イエスはこれらのことをすべ
て、かのお方の名前である神聖四文字の力によっておこなった。それを唱えることを知る者は驚
くべき業をおこなうことができる。ユダヤ人たちは、彼〔イエス〕がそれを神殿のなかのある石
の上で発見したと言った。神殿はその〔石の〕上に建てられて久しく、それは神の契約であり、
その上に「口にしてはならない神名（シェム・ハ‐メフォラシュ）」が刻まれていた。

我々は答えた：それはダヴィド・アル・ダウド（ダヴィド・アル（エル）ロイ）および多くの賢
者たちも同様なのである。私たちの日々においては、ヤアコヴ・アルコルソノ、ラビ・モシェ・
ボトリル、またかつてはナフマニデス、ラビ・アシェル〔・ベン・ダヴィド〕、ラビ・ヨセフ・
ジカティリャなどもそうである。そして彼らはみな、来たる世の生にふさわしい者たちである。



『トルドート・イェシュ』：ユダヤ版イエス伝

『トルドート・イェシュ』ストラスブール写本3974

ラビたちの禁令を侵犯して、神殿の石に刻まれた神聖四文字(Shem ha-
Meforash)を盗み出すイエス

⇒福音書のイエス物語の転覆的解釈

ユダヤ版ペトロ（シモン・ケファ）伝（＊当初は独立伝承？）

• サンヘドリンの長としてのシモン・ケファ

• イスラエルの民をイエス一派の迫害から守るための改宗

• 高い塔での禁欲的生活。隠れてユダヤ教典礼詩（ピユート）を伝達。

• イエスの弟子としてではなく、ラビ・シムオンとしての記憶。

⇒隠れユダヤ教徒をユダヤ教の殉教者として描くペトロ像
＝強制改宗者たちへの励ましと慰め
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2017年3月の『トルドート・イェシュ』シンポジウム
（今秋報告書出版予定）



結び

• カプサリのナフマニデス伝承：キリスト教徒たちのユダヤ教改宗

• 『トルドート・イェシュ』：ラビ体制に反抗的な魔術師イエス

• ユダヤ版ペトロ伝：隠れユダヤ教徒としてのシモン・ケファ

⇒キリスト教の歴史や物語を転覆させて、その価値を逆転させる解釈
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ユダヤ人とキリスト教徒の共生というノスタルジーのなかにひそむ、ユダヤ
民衆の反キリスト教的な物語。
キリスト教世界に対抗する転覆的な歴史意識は、ユダヤ人の強制改宗や隠れ
ユダヤ教徒、さらには血の中傷やキリスト教圏のユダヤ版イエス伝承やペト
ロ伝承とも結びついている。
ナフマニデスの民間伝承もまた、中世ユダヤ教民衆世界の反キリスト教的な
対抗物語や論争文学という視点からとらえなおすことができるはず。


