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ממשה עד משה לא קם כמשה

אחריו קם הארי הגדול  , ויהי אחרי מות משה עבד ה׳
נחמן' רבינו משה בר

Eliyahu Capsali, Seder Eliyahu Zutaより。
冒頭はヨシュア記1：1の一節。

Rambam, Maimonides (Moshe ben Maimon)

Ramban, Nahmanides (Moshe ben Nahman)



ナフマニデス研究はいいことずくめ

• ユダヤ法がわかる！ Milhamot ha-Shem ; Maimonides, Sefer ha-Mitzvotへの論評

• ユダヤ教聖書解釈がわかる！ ラシ、イブン・エズラとのプシャト論議

• ユダヤ教哲学がわかる！ マイモニデスへの批判的考察

• ユダヤ教神秘主義がわかる！

• ユダヤ教論争文学がわかる！

• ユダヤ教「原理主義」がわかる！ アリヤーは戒律であると明言。

• 実は、アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』もわかる！？
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1：ナフマニデスの生涯

2：ヤコブとエサウ

3：バルセロナ公開討論（1263年）
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キリスト教世界を生きるなかで、聖書を読むという営みがどんな
意味を持つのか
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1013年 イツハク・アルファスィ生まれる（－1103）

1160年頃 イツハク・サギ・ナホール生まれる（－1235）。

1187年 サラディンが十字軍からエルサレムを奪回

1190年 マイモニデス『迷える者の導き』完成

1194年 ナフマニデス生まれる

1206年 聖ドミニクスが南仏に修道院を設立（のちのドミニコ修道会）

1209年 アルビジョワ十字軍結成。カタリ派弾圧

1211年頃 アシュケナジのラビたちが大挙してアリヤー

1213年 アラゴン連合王国でジャウメ一世即位（－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 パリでのタルムード審問

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

1265年頃 ナフマニデス『討論録』出版

1267年 ナフマニデスがアリヤー。アッコーの共同体の長になる

1270年 アッコーでナフマニデス死去

1286年頃 モシェ・デ・レオン『ゾハル』著す

早い時期にカバラー
を学んでいた？

『トーラー註解』主
要部分は1230－40年

代にほぼ完成？

先祖は「偉大なる五人
のラビ・イツハク」の

ひとり？
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Moritz Steinschneider, Catalogus librorum Hebraeorum in Bibliotheca 
Bodleiana (Berlin, 1852-1860, pp. 1947-1965) によると67点

著作

・『トーラー註解』 התורהעלפירוש
・『ヨブ記註解』 איובלספרפירוש
・『婚礼の説教』 לחתונהדרשה
・『説教「主の教えは全きものである」』 תמימה'התורתדרשת
・『コヘレトの言葉についての説教』 קהלתדברידרשת
・『ローシュ・ハ‐シャナーの説教』 השנהלראשדרשה
・『贖いの書』 הגאולהספר
・『討論録』 ן"הרמבויכוח
・『イザヤ書53章解説』 עבדיישכילהנהלפרשתביאור
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・『書簡』 אגרות
・『世界の太古、初めより』 עולמיםמקדמימראש
・『エルサレムの廃墟への祈り』 ירושליםחרבותעלתפלה
・『人間の教え』 האדםתורת
・『報いの門』 הגמולשער
・『マイモニデス「戒律の書」論評』 ן"עם השגות הרמבם"להרמבספר המצוות 
・『レスポンサ』תשובות
・『創造の業についてのカバラー的説明』 ן"ביאור מעשה בראשית בדרך קבלה מיסוד הרמב
・『セフェル・イェツィラー註解』 ן"להרמבפירוש לפרק ראשון מספר יצירה 
・『姦通の禁止理由についての秘義の開示』 העריותן על טעם איסור "מגלת סתרים מהרמב

その他、法的小著、アルファスィの法典の注釈、タルムード註解など。

ショーレムによる校訂

,  "ן לספר יצירה ודברי קבלה אחרים המתייחסים אליו"פירושו האמתי של הרמב", גרשם שלום
67-111' עמ, (ח"תשנ, הוצאת עם עובד: תל אביב, אידל' שלמה ומ' ב' בעריכת י)א מחקרי קבלה
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ט"תשי, מוסד הרב קוק: ירושלים, כרכים2, שעוועל' ד' חמהדורת , פירוש על התורה, משה בן נחמן

ב"תשכ, קוקמוסד הרב : ירושלים, כרכים2, שעוועל' ד' מהדורת ח, ן"כתבי הרמב, משה בן נחמן

著作の多くは校訂されている。
モサド・ハラヴ・クック社出版のハイーム・ドヴ・シャヴェル版が普及。
『トーラー註解』と『著作集』

『トーラー註解』はすべて英訳
されている。
『著作集』の一部も英訳がある。
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Call (Jewry) of Girona
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2017年のEAJSワークショップ（ユダヤ学に
かんする）のプログラム（PDF）

Patronat Call de Girona
Institut d’Estudis Nahmanides

1992年 ジローナのユダヤ文化保全を目的として設立
1994年 ナフマニデス生後800年を記念する国際会議

http://www.girona.cat/web/shared/admin/docs/w/o/workshop_diptic.pdf
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松永登喜子「セファラドへの回帰――
二十世紀スペインのユダヤ人問題」
『駿台史学』104（1998）131－152
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Yom Tov Assis, The Golden Age of Aragonese Jewry (1997)

アラゴン・カタルーニャのユダヤ教の特徴
・遺産
アル・アンダルスの黄金時代（950-1150）に生み出された
ユダヤ・アラビア語文学

・影響
ピレネー以北のユダヤ教文化との接触
ナフマニデスの従弟ジローナのR・ヨナはツァルファトのエ
ヴルーの学塾へ留学
アシェル・ベン・イェヒエルのトレド移住

・論争
マイモニデス論争
ユダヤ・アラビア語文学の遺産を持つ者たちと持たざる者た
ちの論争。プロヴァンス、セファラド、ツァルファトのユダ
ヤ人共同体間の論争



『トーラー註解』
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偉大にして畏るべき神の名において、
私はトーラーの註解についての新しい注釈（ヒドゥシーム）を書き始め
よう。
恐怖、恐れ、畏怖、汗、畏れとともに、
惨めな心と砕けた魂とともに、祈り、告白しながら、
赦しを乞い、許しと贖罪を探しながら、
頭を地につけ、ひざまずき、脊椎のすべての骨が緩むまでひれふして。

しかし、私は何をすべきであろうか。私の魂はトーラーを切に望む。
それは我が心において、食らい尽くす火のごとく燃えさかり、我が腎に
おいてとどまる。
同胞のなかの獅子たち、あらゆる世代の天才たち、高貴なるものを持つ
者たち、そのような先人たちの足跡をたどって出ていくために。
彼らとともに、梁の厚いところに入っていくために。
彼らのように、聖句についての字義と、戒律についての釈義と、説話を
書くために。
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そして、私は目の前を照らす灯りのために、清い燭台のろうそくを置こう。
我々のラビ・シュロモの註解、それは光輝の王冠、美の冠であり、
彼の慎み深さをもって、聖書に、ミシュナに、そしてグマラにかぶせられた。
初子の法は彼のものである。
彼の言葉について私は思索し、それらの愛に酔いしれる。
それらとともに我々は議論をし、釈義をし、探究をする。
彼の字義的解釈、ミドラシュ、彼の註解に記されたすべての難解なアガダー
について。
また、エズラの子ラビ・アブラハムとともに、あらわな戒めと隠された愛を
我々は持つであろう。



『トーラー註解』第一の結語（アリヤー前）
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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」

「優美さ」（HeN＝Hokhmah Nisteret）：「隠された知恵」カバラー的解釈による秘義



『トーラー註解』第二の結語（アリヤー後）
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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。（中略）かのお
方は驚くべきその教えによって、ご自身の意志を示されるであろう。しかし、あなた方
は（先人たちとの）議論を重ねた我々の註解、字義、釈義に目を向けよ。そして、聖な
る我らのラビたちの口から語られた訓戒を手にせよ。「あなたよりも大きなことについ
て釈義するな、あなたよりも力のあることについて探求するな、あなたよりも驚くべき
ことについて知ろうとするな、あなたから隠されたことを問うな。許されたことについ
て思索をせよ。そして、隠された事柄について従事してはいけない」。



ジローナのカバラー・サークルとナフマニデス
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また、大いなる師ラムバン——その名が称えられんことを——は、彼の書物とヨブの書物
を書き、あらゆる場所に隠された事柄をほのめかした。それは、しかるべきときに、また
受け継いではいるが最も深くにその言葉を隠したところのものにしたがって呼び起こすた
めである。（中略）さらに、彼は『セフェル・イェツィラー』の第一章のみを注釈した。
彼は伝承者からそれ以上受け継がなかったからである。だが、「ハシード」である師サ
ギ・ナホル——その名が称えられんことを——は、おのれが受け継いだことにしたがって、
その全体を注釈した。

ספר עמודי  בתוך, 19' עמ, פרק חמישי, שער ראשון, ספר בדי הארון, טוב אבן גאוןשם 
.א"תשס, הוצאת נזר שרגא: ירושלים, הקבלה

『セフェル・イェツィラー』の註解をめぐるナフマニデスの弟子
（シェム・トーヴ・イブン・ガオン）の証言



マイモニデス論争

• マイモニデスの哲学的著作をめぐるユダヤ教世界内部での論争

• 主たる論争の舞台は、著作が書かれたイスラーム圏ではなくキリスト教圏。

• マイモニデスの哲学思想をめぐる知的論争ではない。
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思いがけない発見ではあるが、マイモニデス論争the Maimonidean Controversy は、本質的に
はマイモニデスをめぐる討論a debate over Maimonidesではなかった。その人物が優れた徳を
持っているかどうか、彼が打ち立てた教えが真理なのかどうか、そうしたことはいずれも問題
にはならなかった。批判者も擁護者も彼を称えた。例外なくすべての人間が彼の敬虔さと学習
に敬意を示し、ほんのわずかの例外を除いて、批判者も支持者も『迷える者の導き』を注意深
く読むことはなかった。広大にして多様なマイモニデスの文学的遺産の各頁が戦場と化したの
は、その著者にしかない天賦の才と、匹敵する者のない名声の力によるものであった。その力
が彼を文化的な基盤全体の象徴にしたのである。何世紀にもおよぶ伝統において、ヘブライ的
な信仰のさまざまなカテゴリーはギリシャ思想の諸カテゴリーときわめて厳粛な婚姻を結んで
きたが、マイモニデスはすでに生前からこの婚姻のしるしであり、象徴であった。マイモニデ
スへの反対者たちが同意を拒んだのはその婚姻に対してであり、マイモニデスその人ではな
かった。また、マイモニデスの支持者たちが喝采したのも、二つの高貴な生まれの伝統を適切
な仕方で結びつけたその婚姻だったのである。（D.J. Silver, Maimonodean Criticism and the 
Maimonidean Controversy, 1180-1240, 1965)
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プロヴァンス（南仏）におけるマイモニデス
主義者と反対派の対立

モンペリエのR・シュロモ・ベン・アブラ
ハムは、ユダヤ教の教育課程にマイモニデ
スの著作を含めることに反対⇒反発を招く
ジローナのR・ヨナをツァルファト（北フ
ランス）のラビたちのもとに送り、支持を
求める

ツァルファトのラビたちはマイモニデスの
著作の学習を禁止し、学習者を破門に

R・シュロモに反発するプロヴァンスのユ
ダヤ人はダヴィド・キムヒをサラゴサに派
遣⇒R・シュロモらへの破門が宣告される

1232年12月
モンペリエでマイモニデスの哲学的著作が
焚書に

各地のユダヤ人共同体が、他地域のユダヤ人に破門宣告。
ユダヤ人法廷の地域的自治を侵害する行為。
「破門」という強烈な行為自体の問題性。



ナフマニデスによる調停
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彼はタルムードのなかに塔を建てた。主の名のための力強い塔を。そして、大衆のための
神殿を。「地の民」は城壁の破れ口に登るのです。我々のタルムードの家を、永久に荒廃
したその家を彼は持ち上げるのです。スファラドにおけるすべての捕囚においてこれは始
まり、そして西の地において、また東方と麗しい土地において、彼は救い主であり、教師
なのです。（中略）そして、我々の故郷を喪失したときに我々の知恵の書物が失われ、
それらについてギリシャ人やさまざまな異国の民の書物から学ぶ必要が生じたとき、心は
背教に惹かれた。始まりは栄光であり、終わりは恥辱であったのです。見よ、師は自らの
書物を苦難に対する防壁として置いたのです。それは、不正を刻むギリシャ人（ヤヴァ
ン）たちの弓矢に対する盾であり、滅びの穴、泥沼（ヤヴェン）に落ちて溺れる者たちを
引き上げるのです。

ツァルファトのラビたちへの書簡
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集団で（キトート・キトート）『迷える者の導き』に従事する者たちについては、あ
なた方の畏れという手を彼らの口に置いてください。（それは適切な尺度によるもの
です。）なぜなら、偉大なる師（マイモニデス）の命令だからです。その著者は「そ
れを解釈してはならない。それを出版してはならない」と言っているのです。また、
その書物の冒頭で彼はこう言いました。「この書物を読むすべての者に対し、私は高
められるべき神において誓いを立てさせる。たった一文字でも説明してはならない。
また、私に先立ち、名前によって知られた我らの教えの賢者たちの言葉によって説明
されたこと、解釈されたことを除いて、いかなる説明もしてはならない。しかし、
我々の教師たち——その名は称えられよ——を除く他者が言わなかったことを教える
にさいしては、自分以外の者にそれを教えてはならない」。

ツァルファトのラビたちへの書簡

罪への恐れや慎ましさ、神聖さを見出すのは、ミシュナやタルムードとその『知恵』
を一緒に学習することに努める者たちにおいてであり、『知恵』の事柄のみにおいて
ではないのである」。これが「イスラエルの父」、ガオンの書いたものです。

ハイ・ガオンを引き合いに出し、タルムード学習と哲学の学習を一緒におこなうことを奨励



キリスト教世界に生きる
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さらなる質問は、イスラエル人の医者は異邦人の女が妊娠するために何をすべきな
のかというものである。それは以下の教えに似てはいないだろうか。すなわち、イ
スラエル人の女性は異教徒の出産を助けてはならない、それは子を偶像崇拝のため
に育てることになるからだ、という教えに。回答は次のとおりである。出産につい
ても私は次のように結論する。報酬を受け取るのであればそれは認められる。敵意
のためである、云々。そして、すべての者を診察する医者も同様である。もし彼女
たちを診なければ、彼は赤ん坊のために敵意を向けられる。それに、私は見たこと
がある。ラビ・ナフマンの子、我らの師モシェは報酬をもらって、異邦人の女のた
めにこの労働に従事していた。

弟子（シュロモ・イブン・アドレット）のレスポンサ
キリスト教徒の女性の不妊治療に従事するナフマニデス

バルセロナ公開討論（後述）
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ジャウメ一世はジローナのユダヤ人の長であるボナストリュグ・デ・ポルタ（ナフマニデ
ス）に対し、その生涯にわたって、国王の水車小屋とそれが立っている囲い地、およびジ
ローナの街の境界内の国王の収入のすべてを譲渡した。バルセロナ、1260年10月17日

ジャウメ一世との良好な関係
（アラゴン連合王国の記録文書より）

ジャウメ一世とユダヤ人
Vidar Mayor
Unknown, Michael Lupi de Çandiu (Spanish, active 
Pamplona, Spain 1297 - 1305)
Initial N: Two Men Speaking before a King and Another 
Man Exchanging a Goblet for a Purse of Money with a 
Jew, about 1290 - 1310, Tempera colors, gold leaf, and 
ink on parchment
Leaf: 36.5 × 24 cm (14 3/8 × 9 7/16 in.)
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
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アリヤー（1267年）

「あなた方はその地を得て、そこに住みなさい。私は、あなた方がそれ
を得るように土地を与えた」（民33：53）。私の見解によれば、これは
当為戒律である。かのお方は彼らに次のことを命じた。その土地は彼ら
に与えられたのだから、彼らはそこに住み、それを受け継ぎなさい。

あなたの領地で、離散と苦しみのなかでわが創造主に仕え、我々を常に
嘲る諸民族による恥辱に隷従するとき、私の報酬は豊かなものとなるの
です。〔なぜなら、〕私は自分の身体から神への焼き尽くすささげ物を
ささげているからです。これによって、私は来たる世での生によりふさ
わしい者となるでしょう。しかし、私の教えに由来するイスラエルの王
がすべての民族を統治し、私がユダヤ人たちの教えに従うことが必然で
あるときには、私の報酬はさほど豊かなものとはなりません。

バルセロナ公開討論の発言

討論から数年後の説教（アイデア自体は討論以前から？）
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ああ、偉大にして勇ましく畏るべき神よ、計り難く大きな業を、数知れぬ驚くべき業を成し遂げたまえ。
万物の創造主、無から有を引き出されるお方、かの救いは目の瞬きのごとし。大地を空虚の上に吊るし、
水を混沌の上に溜められるお方。深淵の水を倉に納め、すべての海の水をせき止められるお方。海のなか
に道を、恐るべき水のなかに通路をもたらされるお方。恵み深い風によって、望みの港へ下りていく者た
ちを慰めたまえ。しからば彼らは、人の子らに対する主の慈しみと驚くべき御業に感謝するであろう。
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いま、私は神のおかげでエルサレムに来ている——良きお方、良き
ことをなすお方、神を称えよ——。そして、私はラケルの墓からベ
ツレヘムまで一マイルもないことをこの目で見た。となれば、この
（キムヒの）注釈と、またメナヘムの言葉も退けられる。むしろそ
れ（「キヴラト・ハ‐アレツ（かなりの道のり）」（創35：16））
はラシの言うとおり、地の尺度の名前なのである。

主は私をここまで祝福してくださった。そのおかげで、私はアッ
コーに来ることができた。そこで私は土地の長老たちの持つ、彫
刻の施された銀貨を発見した。一方の面にはアーモンドの枝のよ
うなものが、もう一方の面には小瓶のようなものが彫られていて、
両面の周囲には文字がくっきりと彫られていた。彼らがその文字
をサマリア人たちに見せたところ、彼らはすぐにそれを読んだ。

ナフマニデスが発見したものと同形の古代のシェケル銀貨

右： ירושלים הקדושה
左：שקל ישראל、中央に (שנה ג)שג （「三年目」）とある。

「三年目」とは第一次ユダヤ戦争の三年目（68／69年）。
（イスラエル博物館所蔵）
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1972年にアッコー近郊のテル・キサンで発見されたナフマニデスの印鑑。
右はジローナで買った（雑な）レプリカ

משה
נחמן' בר
גירונדיננ

נוח נפש= ננחזק
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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。

ナフマニデスの死の奇跡
Gedaliah Ibn Yahya, Shalshelet ha-Qabalahより。
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הפסקה



ヤコブとエサウ

34

La Bible historiale d‘Hervé de Léon (France, 14th Century)
Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, Ms. 22, fol. 30



聖書からキリスト教世界を描く

• 歴史意識

Y・H・イェルシャルミ「ザホール」

聖書の物語を「元型」とし、自分たちが体験した出来事を、その聖書の「記
憶」によって意味づける

• 予型論的聖書解釈

A・フンケンシュタイン 歴史意識と聖書解釈

父祖たちの出来事は「事柄の絵姿」ציורי דבריםである。（ナフマニデス）

聖書において父祖たちがある行動をしたのは、彼ら自身のためというよ
り、後代の歴史的出来事の「予型」となるためである。

35



ナフマニデスによるキリスト教世界の描写

ふたつの問い

• ナフマニデスはキリスト教世界をどのように描いたか？

• ナフマニデスはキリスト教世界を生きる同時代のユダヤ人たち
をどのように励ましたか？

36



エサウの根源的な暴力性

37

「主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる」（詩147：4）。名前を呼ぶこ
ととは、それらの諸力を分けることである。あるものは義と正直さの力を持ち、またある
ものは血と剣の力を持つ。占星術で知られているとおり、それはすべての力について同様
である。そして、そのすべては天上のお方の力のうちにあり、かのお方の意志に従う。

占星術的発想

神のための石の祭壇を造るとき、なぜ切り石を使ってはいけないのか？
・聖書：「のみを当てると、石が穢されるからである」（出20：25）
・マイモニデス：偶像崇拝者たちの慣習であるから。

私は言う：その戒律の理由は、その鉄具が剣herevであり、世界を滅ぼすmaharivためであ
る。それゆえ、そのように呼ばれるのである。見よ、主が憎むエサウはその剣を受け継ぐ
者である。それは、「お前は剣に頼って生きていく」（創27：40）と言われるとおりで
ある。そして、その「剣」とは天と地における彼の力である。なぜなら、火星Maadimと
血の星座Mazalot ha-Damによってその剣は成功をおさめ、それらによってその力は示さ
れるからである。それゆえ、それは主の家に持ち込まれてはならないのである。



殺意を隠せないエサウ
• エサウの心のなかの殺意が母リベカに聞こえる？（創27：41－42）

ויוגד לרבקה את  : יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחיויאמר עשיו בלבו 
.ותאמר אליו הנה עשיו אחיך מתנחם לך להרגך)...( דברי עשיו 

エサウは心のなかで言った。エサウの言葉がリベカの耳に入った。彼女は彼に言った。
「大変です。エサウ兄さんがおまえを殺して恨みを晴らそうとしています」

38

ラシ：エサウの思案が聖なる霊によってリベカに告げられた。
イブン・エズラ：エサウは自分の秘密を友達にこっそり打ち明けた。

そうである必要はない。なぜなら、人が自らの心とともに（イム）熟考した事柄について同意する
ことを、「心とともに語る」（アミラー・イム・ハ‐レヴ）と呼ぶからである。それは、そのこと
（同意）について唇を動かして話す場合であってもそうである。そして、「二心をもって話す」
（ベ‐レヴ・ヴァ‐レヴ‐イダヴル）も同様である。なぜなら、意志が「心」と呼ばれるからであ
る。（中略）それゆえ、ここでは以下のように語られている。祝福のことでヤコブを軽蔑するエサ
ウの魂に大きな憎しみが現れたとき、彼の心に浮かんだのは、兄弟を殺し、これによって心の惨め
さを晴らそうということであった。これが、「エサウのこの言葉がリベカの耳に入った」の意味で
ある。それゆえ、彼女は「彼は恨みを晴らそうとしている」と言ったのである。

要するに、エサウは殺意を秘めていたどころか公言していた！



ヤコブとエサウの確執

• イサクの死の場面（創35：29）

ויקברו אותו עשיו ויעקב בניואל עמיו זקן ושבע ימים ויאסףיצחק וימת ויגוע

「彼の息子のエサウとヤコブが彼を埋葬した」

• ヤコブの遺言（創49：31）

ואת רבקה  שמה קברו את יצחקשמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו 
אשתו ושמה קברתי את לאה

「（ヤコブは息子たちに命じた）『イサクはそこに埋葬された』」

39

ナフマニデスの注釈（ヤコブの遺言について）
〔イサクの埋葬について、ヤコブが〕「私が葬った」と言わなかったのは、彼らの父の埋葬には彼とと
もにエサウもいたためであり、いま彼のことを言いたくなかったのである。さらに、「我々はイサクを
そこに葬り、彼らはその妻リベカをそこに葬った」——彼（ヤコブ）は母（リベカ）の埋葬のときにい
なかったためであるが——と、言葉を長くする必要がなかったためでもある。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Tomb_of_Isaac.jpg



エサウの子孫の逃亡——ローマの王の誕生——

40

また、事はそのようであった。我々はヨセフ・ベン・ゴリオンの年代記
（『セフェル・ヨスィポン』）と、他の古き時代についてのさまざまな書
物に以下のことを発見した：エサウの子エリファズの息子であるツェフォ
は、これをめぐって彼ら（ヤコブの息子たち）と口論になり、やがて戦争
にいたった。そして、ヨセフの手が打ち勝ち、彼をその大軍とともに捕ら
え、エジプトに連行した。ヨセフが生きているあいだ、彼はずっと獄中に
いたが、その死にさいしてそこから逃げ出し、カンパニアの地に行き、
ローマにおけるキティムの王として彼らを治めた。そして、最後にはイタ
リアの地の王となった。ローマの最初の王は彼であり、初めての、そして
ローマに建てられたいかなるものよりも大きな宮殿を建てたのは彼である

ヨセフ vs ツェフォ（エサウの孫）

＊若干の違いも
Yosippon：ツェフォの即位の後で、ダビデ王の時代にロムルスが城壁を設け、ローマを建設
ナフマニデス：ツェフォがローマに宮殿を建てる。（ロムルスと同一視？ 無視？）

Flusser版『ヨスィポ
ンの書』（1981）



エサウ／エドムの表象：ローマからキリスト教徒へ

• コンスタンティヌス帝によるキリスト教公認（313年ミラノ勅令）

41

「ユダヤ人にとって、それはひとつの偶像崇拝から別の、より攻撃的で、
敵意をあらわにする偶像崇拝への移行ではあっても、本質的には変化では
なかった。したがって、ユダヤ人の釈義家たちにとって、エドムの名をキ
リスト教世界に広げることには何の苦労も必要としなかった。エサウは鷲
から十字架へと入れ替わるのかもしれないが、それでも彼はエサウなので
ある」（G.D. Cohen, “Esau as Symbol in Early Medieval Thought”）

創25：30
エサウはヤコブに言った。「お願いだ、その赤いもの（アドム）、そこの赤いものを食べさせてほ
しい。私は疲れきっているんだ」。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。



ナフマニデスの歴史記述（『贖いの書』Sefer ha-Geulah）

42

ローマ（＝キティム）によるギリシャ（＝ヤヴァン）の征服

ノアーヤフェトーヤヴァンーキティム（創10：2－4）

我々のラビたちの言葉とローマ人たちの書物から知られているのは以下のことである：ローマを任されてい
たアレクサンドロス大王の副官が、ヤヴァン（ギリシャ）の地のマケドニアの王と戦争をした。それは全域
を統治していたアレクサンドロスの死後のことであった。そして神殿崩壊の前に、彼（副官）は彼（マケド
ニア王）を倒した。ギリシャ人たちがローマ人たちに隷属し、彼らの王国のもとに入れられた後、ローマ人
たちはイスラエルの民を征服し、神殿を破壊するにいたった。確かなことは、ローマ人たちがヤヴァンの子
キティムだということである。また、我々のラビたち——その名は称えられよ——は、「ヤヴァンのイタリ
ア、これはローマにある大きな都市である」と言った。また、ローマの町を含むトスカーナの地も、彼らの
言葉と彼らの書物において「イタリア」と呼ばれる。見よ、それ（ローマ）はヤヴァンに由来するのである。
同じく、『創世記ラッバー』（37：1）でも次のように言われている：ヤヴァンの子孫はエリシャ、タルシ
シュ、キティム、ドダニムであった」（創10：4）とあるが、これはエラス、タルスス、イタリニア、ダル
ダニアである。彼らは「キティム」を「イタリニア」と、つまりローマにある大きな都市のことだと注釈し
たのである。しかし、すでに説明したように、ヤヴァンの地はその父の名（「ヤヴァン」）のままだったが、
息子（キティム）は彼（ヤヴァン）よりも強大で巨大な民となったために、もはやその名（「ヤヴァン」）
では呼ばれず、彼らが長となった後では、彼らの生まれ故郷にちなんだ名前で、「ローマ人たちの地」（エ
レツ・ロマイーム）と呼ばれている。



ヤフェトーヤヴァンーキティム
セムーアブラハムーイサクーエサウーエドム 43

コンスタンティヌス帝時代におけるローマ（＝キティム）とエドムの融合

ノア

知りなさい。我々は、我々のラビたち——その名は称えられよ——の見解に同意し、以下のように考え
る：今日、我々はエドムの捕囚にあり、メシアの到来までそこから立ち上がることはない。それは、我々
の老いたる父（イサク）が「いつの日にかお前（エサウ）は反抗を企てる」（創27：40）と言ったとお
りである。また、我々は「私（ティルス）は満ち、お前（エルサレム）は廃れる」（エゼ26：2）を同様
に釈義する。我々にとって満ちているのは聖書（ミクラ）である。そして、「救う者たちがシオンの山に
上って、エサウの山を裁く。こうして王国は主のものとなる」（オバ21）。しかし、この句の意図する
ところの根幹は次のとおりである。エドム人たちは自分がメシアであると主張した「かの者」（ハ‐イ
シュ）の後を追って最初の誤ることになった者たちであった。また、彼らは彼が神であるとも主張した。
彼らはエドムの地に現れ、彼らの誤りは広がっていき、彼らに近いローマにまでいたった。そして、それ
はコンスタンティヌス帝の日々において、エドムのローマ人／ローマに住むエドム人Romi ha-Edomiに
よってそこに堅く打ち立てられた。彼こそが彼らのためにローマの神父による統治制度の計略と彼（イエ
ス）に対する彼らの信仰の礎を築いたのである。この理由と根源がすべてなのである。ゆえに、あなたは
ローマとエドムが別々の民族であるにもかかわらず、ひとつの王国と考えてよい。このことにもかかわら
ず、彼らは近い間柄であり、全体がひとつの民、ひとつの地をなし、同一の知見の上にある。タルグムは
「『エドムの娘』（バト・エドム）よ、罪の罰せられるときがくる」（哀4：22）についてこう言った。
「イタリアに建てられ、エドムの子らに由来する住人たちで満ちている悪しきローマ、私はあなたの罪を
罰する」。彼らは、ローマがヤヴァンのイタリアにあること、そしてそこにはエドム人に由来する大きな
民がいることを明らかにした。したがって、我々が説明したように、それ（ローマ）は「エドムの娘」と
呼ばれるのである。
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しかし、イエスの時代から現在まで、世界全体は暴力と略奪で満ちている。
キリスト教徒は他の民族よりも多くの血を流し、また彼らは不道徳をあらわ
にする者たちmegale ‘arayotである。わが主君たる王よ、彼らが教えるのが戦
争だけだとしたら、あなたにとって、またあなたの騎士たちにとってそれは
どれほどに困難なものでしょうか。

暴力に満ちたキリスト教世界
（『討論録』より）

La Bible moralisée
(Paris, 13th century)
Oxford, Bodleian Library
Ms. 270b, fol. 17v

Sarajevo Haggadah
(Spain, 14th century)
Nationalmuseum
Sarajevo

画像はイスラエル国立図書館より



• 起源への関心：ただし、それはキリスト教という宗教の起源ではなく、西欧
キリスト教世界の起源。その起源はコンスタンティヌス帝時代。

• 元は別の民族であるローマ人とエドム人がコンスタンティヌス帝時代に同一
化。「エドムの娘」としてのローマの出現。この融合は、キリスト教徒＝
ローマ人がエサウの暴力性を受け継いでいることを意味する。

• メシア到来による最後の贖いとは、このローマ／エドムからのイスラエルの
解放である。 45

Q1：ナフマニデスはキリスト教世界をどのように描いたか？

エサウは血と剣の力を天体から受け継い
でいる。根源的な暴力性。
エサウの孫ツェフォがローマへ渡る。
エドム人（エサウの子孫）は、メシアを
自称する「かの者」を追い、彼は神であ
ると信じる。エドム人のキリスト教化。

ローマをキティムが支配。
→ギリシャ人（ヤヴァン）と決別し
たローマ人に。
（エサウの子孫はそのローマ人たち
の王となる）



Q2：ナフマニデスはキリスト教世界を生きる同時代のユダヤ人
たちをどのように励ましたか？

• ふたつの「エジプト下り」から導き出されるふたつの原理

46

アブラハムのエジプト下り（創世記12章）
ネゲブにおける飢饉を逃れるべくエジプトへ移住。
→神が飢饉から自分たちを救い出すことを信じない行為：妻サライを妹と偽った行為に匹
敵する重罪。
「この行為のゆえに、彼の子孫はエジプトの地においてファラオの手によって囚われる」
原理①：父祖の罪業が子孫の捕囚を招く〔神罰〕

ヤコブのエジプト下り（創世記42章～）
カナン地方の飢饉を逃れるべく、息子たちをエジプトへ派遣。ついで自身もエジプトへ。
→息子たちへのヤコブの祝福には、北イスラエル王国滅亡、バビロン捕囚、第二神殿崩壊
といった将来の破滅がほのめかされている（ミドラシュ『創世記ラッバー』の釈義）
「その意図は、ヤコブのエジプト下りがエドムによる我々の離散をほのめかしているとい
うものである」
原理②：ヤコブの物語は将来の離散を暗示し、物語のとおりに離散が実現する〔暗示〕



原理①：神罰と、原理②：暗示からわかる現在の離散とは

47

ローマ、すなわち我々の兄弟エドムとの関係も〔ヤコブのエジプト下りと〕同様である。
我々が彼らの手元に入った原因は我々にある。なぜなら、彼ら（ハスモン家）がローマ人た
ちと契約を結んだからである。また、第二神殿の最後の王、アグリッパス〔ヘロデ・アグ
リッパ一世、在位37－44〕*が助けを求めて彼らのもとへと逃げ込んだのである。エルサレ
ムの人々が捕らえられたのは飢饉のためであった。そして、我々の離散はとても長いものと
なっている。〔他の〕離散のように、その終わりが告げ知らされることもない。我々は死者
のごとく言うのだ。「我らの骨は枯れ、我らは滅びる」と。だが、「彼ら」は我々をすべて
の民族よりも上に掲げ、主へのささげ物とするであろう。我々の栄光を見るとき、彼らには
服喪が重くのしかかるであろう。そして、我々は主の復讐を見るのである。「主は我々を立
ち上がらせてくださる。我々は主の御前に生きる」（ホセ6：2）。

＊神殿崩壊時の統治者は息子のヘロデ・アグリッパ二世であり、新約聖書（使25・26章）でも
「アグリッパ王」とは彼のことをさすが、ナフマニデスは「アグリッパス二世」の名前を「アグ
リッパス」と分けている。ヨセフス『ユダヤ古代誌』や『セフェル・ヨスィポン』ではアグリッ
パ一世が「アグリッパ／アグリッパス」の名で言及され、新約聖書（使12章）では「ヘロデ王」
の名で記されている。アグリッパ一世はローマ帝国皇帝の後ろ盾を得て、ガリラヤやユダなどを
広く統治した。

暗示

神罰



四つの王国における捕囚とメシア到来

• ארבע מלכויות, שעבוד ארבע גלויות ラビ文学の伝統的な主題

• ナフマニデス『贖いの書』

ミドラシュ他、さまざまな文献参照。（外国語文献も読めた？）

ダニエル書（7章）の「四頭の獣の幻」：バビロニア、ペルシャ、ギリシャ、ローマ。そし
てその後に来る「贖うお方」（ha-Goel）＝「人の子のような者」

• ナフマニデス『トーラー註解』

ミドラシュやタルムードを参照。創世記の「東方の四人の王」や、アブラハムの眠りにお
ける「恐ろしく／大いなる／暗黒が／臨んだ」も、「四つの王国」を暗示。

• ナフマニデス『討論録』

ミドラシュ（創世記ラッバー）を引用。創世記（1：2）の「トーフー」「ボーフー」
「闇」「深淵の上にあり」が「四つの王国」を、「神の霊」がその後のメシア到来を暗示
する。

48



終末は近いというナフマニデスの確信

• 『贖いの書』において実際に終末の到来時期を算出。神殿崩壊から1290年後に最初のメ
シア（エフライムの子）が、1335年後に最後のメシア（ダビデの子）が到来する。

• 終末という主題の探究や算出はラビたちが禁止した行為。マイモニデスも禁止している
（『イエメンへの書簡』）。だが、ナフマニデスはその禁止が解かれたと主張。
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しかし、私が考えるのは、彼ら（終末の算出を試みるラビたち）の誤りは終末を隠そうとする
神の意志のゆえであったということである。（中略）終末がこの書物（ダニエル書）に深く封
じられているからではないのである。初めにおいて〔神が〕それを隠した理由は、この離散の
長さ、終末までの遠さゆえであり、それは「お前は見たことを秘密にしておきなさい、まだそ
の日は遠い」（同8：26）と神が語ったとおりである。見よ、この我々の世代は背丈も能力も
低く、知見と知性も小さく、我々の魂は多くの離散と苦難をその内側に宿して、もはや我々の
心は小刀にも何も感じない死せる肉体のように戻ってしまうほどである。そんな我々がいかに
して、終末の数字について口を開き、それを知り、この封をされた書物に隠されている秘義を
導き出せると主張できるだろうか。（中略）しかし、〔我々がそう主張できるのは〕我々があ
らゆる面において彼らよりも終末に近いからである。また、その〔離散の〕長さの大半はすで
に過ぎ去っているがゆえに、我々は確かにそれ〔終末〕に近いからでもあろう。おそらく、そ
れを隠すという、それについて定められた規定は無効となっている。



ただし、メシア運動には慎重な姿勢
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というのも、終末についての我々の言葉、その言葉はありうること、そうかもしれないこ
とを語っているだけだからである。それについて確かな規定を定めることのできる言葉を
我々は持ってはいない。それがそのようであると完全に言い切れる言葉を持ってはいない
のである。なぜなら、我々は神の秘義において「それはこうだ」と語る預言者ではないか
らである。我々はただ、来たるその時を望み、そのことを総じて信じることしかできない
からである。

前頁の主張のすぐ後で、次のような訓戒を加える。

ナフマニデスはメシアの到来や終末に対する強い関心を持ち、またこの主
題を解釈することの正当性を強調しているが、実際にメシア運動を起こす
つもりはまったくなかった。
また、1267年のアリヤーもメシア待望を理由とするものではなかった。
より完全に戒律を実践するためのアリヤーであった。



メシアによる統治の時代よりも、離散の時代を重視
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なぜなら、あなた（ジャウメ一世）は私にとってメシア以上に価値のあるお方だからです。
あなたは王であり、彼（メシア）も王です。あなたは異教徒の王であり、彼はイスラエルの
王です。メシアとは、あなたと同じく、血肉を持った人間の王に他ならないからです。離散
のなか、あなたの領地において、そして常に我々を貶めてきた苦しみや隷属、諸民族の侮辱
のなかで私が我が創造主に仕えるとき、私の報酬は大きなものとなります。私は私自身の身
体から神に焼き尽くすささげ物を捧げているからです。これによって、私は来たる世での生
によりふさわしい者となりましょう。しかし、我が教えにあるイスラエルの王が、すべての
民族を統治しているときには、私はユダヤ人たちの教え（Torat ha-Yehudim）に従うこと
を強いられているのであり、私の報酬はそれほど大きくはならないのです。

『討論録』にて、ジャウメ一世に対するナフマニデスの答弁
ナフマニデスが意図する聴衆は、公開討論に出席しているユダヤ民衆か。

メシア待望を民衆のなかに浸透させることよりも、現実の離
散における救済と報酬を民衆に確信させることをめざす立場。



ヤコブとエサウの物語の存在意義：
キリスト教世界を生きるためのヒント

• 創世記32・33章：エサウの殺意を知り、ハランにいる伯父ラバンのもとに身を寄せたヤ
コブだったが、その後エサウとの再会を決意する。
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このパラシャーが書かれているのは、ほむべき聖なるお方がその僕を救ったことを知ら
せるためである。「主は彼にまさって強い者の手から贖われる」（エレ31：10）、「主
は御使いを遣わし」（民20：16）、彼を救い出す。さらに、彼（ヤコブ）が自分の義し
さを確信できず、救出されるためにあたうかぎり尽力したことを我々に教え示すためで
ある。そして、そこにはすべての世代に対するほのめかしがある。なぜなら、我らの父
に対してその兄弟エサウとともに起こったことはすべて、エサウの子孫とともに常に
我々にも起こるからである。我々は義人の道を守るのにふさわしい者たちである。それ
は、彼（ヤコブ）がそうしたように、我々は三つの事柄へと自らを招き入れるからであ
る。すなわち、祈り、贈り物、救出へと。それは戦争における方法、すなわち、逃亡し、
救出されることと同様である。

ヤコブがエサウとの再会にさいしておこなったことを、自分たちもすべき
三つの行為：祈り、贈り物、救出（逃亡）



• キリスト教世界を生きるために、ヤコブの「三つの事柄」を実践せよ！

1）祈り（創32：10－13）

ヤコブは祈った。「私の父アブラハムの神、私の父イサクの神、主よ、（中略）どうか、兄
エサウの手から救ってください。（中略）あなたはあつてこう言われました。『私は必ずあ
なたに幸いを与え、あなたの子孫を海辺の砂のように数えきれないほど多くする』と」

2）贈り物（32：14－22、33：10－11）

その夜、ヤコブはそこに野宿して、自分の持ち物の中から兄エサウへの贈り物を選んだ。

ヤコブは言った。「いいえ。もし御好意をいただけるのであれば、どうぞ贈り物をお受け取
りください」

3）救出＝逃亡（33：12－16）

それからエサウは言った。「さあ、一緒に出かけよう。私が先導するから」（ヤコブは言っ
た）「（中略）どうか御主人様、しもべにお構いなく先にお進みください。私はここにいる
家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり進み、セイルの御主人様のもとへ参りましょう」
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• エサウとの再会にあたって、ヤコブは使者を派遣（32：4）

• エサウが軍勢を引き連れて向かってくると知ったヤコブは、自分の子孫や
家畜を二組に分け、少なくとも一方が助かるようにする。
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私の意見によると、これは我々がエドムの手に落ち始めたことをほのめかしてもいる。なぜ
なら、第二神殿の王たちはローマ人たちとの契約に入っていったからである。また、彼らの
なかにはローマを訪れた者たちもいた。それが、彼ら（王たち）が彼ら（エドム／ローマ人
たち）の手に落ちた要因である。

これの意味するところは、自分の子孫のすべてがエサウの手に落ちるのではないことをヤコ
ブが知っていた、ということである。こうすれば、いかなる場合も一方の組は助かるであろ
う、と。また、この句はエサウの子孫が我々に対して、我々の名前を消し去る決定をするこ
とはないとほのめかしている。彼らは我々の土地の一部で、我々の一部に対して災いをなす
だけである。彼らの王のひとりが、その国において、我々の財産や我々自身に対する決定を
しても、別の王がその場所において、彼ら（ユダヤ人）を慈しみ、避難する人々を助け出す。
『創世記ラッバー』でも彼ら（ラビたち）は同様のことを言っている。「もしエサウが一方
の組のもとにやってきてこれを、つまり南にいる我らの兄弟を打っても、残りの組、すなわ
ち離散している我らの兄弟は助かる」と。彼ら（ラビたち）は、このパラシャーが代々のこ
とをほのめかしているとわかっていたのである。



このヤコブの戦略的分散は、ユダヤ民族の離散的な生のあり方そのもの

ユダヤ人は離散しているにもかかわらず、ではなく、離散しているからこそ
生き残ることができる。
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ユダヤ教徒の生き残り戦略！
（この言葉を最近どこかで……）

ナフマニデスは、離散とは父祖たちおよび自分たちの
犯した罪に対する罰であるという神学的意味づけに同
意しつつも、それとはまったく異なる意味づけとして
「生き残るための戦略的分散」という見解を示す。

離散という生のあり方を積極的に認めることが狙いか



「捕囚のパラシャー」פרשת גלות

• ヤコブとエサウの物語を暗示的・教示的なものとして読む試みそのものが、
ローマ／エドムにおける捕囚の始まり以来の伝統である。

56

我々のラビたちはさらに、これ（ヤコブの返答）のなかに忠言を見出し、言った。「R・ヤ
ナイはその王国（ローマ）に向かって上るとき、このパラシャーをよく読み、決してロー
マ人と連れ立って進むことはしなかった。ところがあるとき、彼はそれをよく読まないま
ま、ローマ人を連れ立って進んだことがあった。すると、アッコーに着かぬうちに、外套
を売ることになってしまった〔＊ローマ人が犯した収賄の罰金として〕。（R・ヤナイがこ
のパラシャーを読むのは、）彼らの伝統においては、これが「捕囚のパラシャー」Parashat
Galutだということであったからである。公の仕事にかんすることで、ローマにあるエドム
の王宮の中庭にくると、彼はその賢き長老（ヤコブ）の助言に従うべくこのパラシャーを
よく読んでいた。なぜなら、あらゆる世代が彼（ヤコブ）を見て、彼から学んでおこない
をしなければならないからである。彼（R・ヤナイ）はローマ人の仲間から同伴者を受け入
れることはなかった。なぜなら、彼らは自分たちを楽しませるため以外には人を近づける
ことはなく、人の財産を放棄するからである。

ヤコブの「救済（逃亡）」の箇所（創33：15）の注釈



• R・ヤナイ（3世紀のパレスチナの賢者）は、ヤコブとエサウの物語が「捕
囚のパラシャー」であるという伝統を知っていて、この箇所をよく読んでい
た。

• ヤコブの行動や言葉を「助言」として受け入れ、ヤコブの行動に倣って同時
代のローマ人と付き合っていた。

• 今度はそのR・ヤナイの体験談から、「ローマ人と連れ立って進むことは、
財産の喪失につながる」という教訓が引き出される。

• 聖書朗読の伝統が、捕囚における生き残りの実践的なヒントを与えてくれる。
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ヤコブとエサウの物語（「捕囚のパラシャー」）が絶えず読み継がれること
で、ユダヤ人はエドムの王国における捕囚を生きていくことができる。



Q2：ナフマニデスはキリスト教世界を生きる同時代のユダヤ人
たちをどのように励ましたか？
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ラビ文学における「四つの王国」の主題から、メシア到来や終末の接近と
いった展望を示しつつも、ナフマニデスの関心は、同時代のキリスト教世界
をユダヤ民族としてどう生きていくか、またその離散的な生の実現のために
聖書の物語とその朗読伝統がどのような意義を持つのかを提示することに
あった。
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עוד הפסקה
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バルセロナ公開討論
（1263年7月20日～）

論争するキリスト教徒とユダヤ人
Johann von Armssheim (1483)



バルセロナ公開討論

• ドミニコ修道会総長ライムンドゥス・デ・ペニャフォルテによる企画

• ドミニコ会修道士パウルス・クリスティアーニ（元ユダヤ教徒）らと、ナ
フマニデスによる公開討論会

• アラゴン連合王国国王ジャウメ一世も参加。

• 第四回ラテラノ公会議（1215年）

• ユダヤ人の経済活動（高利貸し）に対する制限

• ストゥディウムにおけるキリスト教神学者によるラビ文献の学習

• 1240年パリにおけるタルムード審問→焚書
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13世紀のキリスト教世界における反ユダヤ的傾向

R・チェイザン：「中世におけるユダヤ人のあいだでの、キリスト教徒による
最初の深刻な改宗運動」としてのバルセロナ公開討論
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1013年 イツハク・アルファスィ生まれる（－1103）

1160年頃 イツハク・サギ・ナホール生まれる（－1235）。

1187年 サラディンが十字軍からエルサレムを奪回

1190年 マイモニデス『迷える者の導き』完成

1194年 ナフマニデス生まれる

1206年 聖ドミニクスが南仏に修道院を設立（のちのドミニコ修道会）

1209年 アルビジョワ十字軍結成。カタリ派弾圧

1211年頃 アシュケナジのラビたちが大挙してアリヤー

1213年 アラゴン連合王国でジャウメ一世即位（－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 パリでのタルムード審問

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

1265年頃 ナフマニデス『討論録』出版

1267年 ナフマニデスがアリヤー。アッコーの共同体の長になる

1270年 アッコーでナフマニデス死去

1286年頃 モシェ・デ・レオン『ゾハル』著す



ふたつの記録

ラテン語報告書：ジローナの司教による報告書（Cartularium）と、政府役人に
よる記録（Registrum）がある。前者の方が（ほんの少しだけ）詳しい。

• , (א"תרצ)ב תרביץ, "משה בן נחמן' ושל רמפארישיחיאל ' לביקורת הוויכוחים של ר", יצחק בער
.185-187' עמ

• Jean Régné, History of the Jews in Aragon: Regesta and Documents 1213-1327, ed. Y.T. 
Assis, Jerusalem: The Magnes Press, The Hebrew University, 1978, pp. 37-39, no. 207.

「彼（ナフマニデス）が自分の誤った信条を弁護しようとしなかった、あるいはできなかった
ことは明白である」

ヘブライ語報告書：ナフマニデス自身による報告書。『討論録』 ן"ויכוח הרמב

• , ב"תשכ, מוסד הרב קוק: ירושלים, כרכים2, שעוועל' ד' מהדורת ח, ן"כתבי הרמב, משה בן נחמן
.299-320' עמ, כרך א

「すると彼（パウルス）の同志たちが彼を黙らせた」
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論争の勝者についての記述の食い違い
どちらかが（もしかすると、どちらも）嘘をついている！？
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Johann C. Wagenseil,
Tela Ignea Satanae
(1681)

BBC制作のドラマ（1986年）

大人気！
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討論録 ラテン語報告書（ベーア版）

①

キリスト教徒たちの信仰（エムナー）
のとおり、メシアはすでに到来したの
か、あるいはユダヤ人の信仰のとおり、
将来やってくるのか。

ユダヤ人たちが待ち望むメシア、「キリス
ト」と呼ばれるお方が疑う余地なく到来し
た。

②
メシアはまさに神なのか、それとも男
と女から生まれた完全な人間なのか。

預言されていたように、そのメシアは神で
あり、人間であるべきである。

③ （記述なし）
そのお方は、人類全体を救うために受難し、
殺された。

④
ユダヤ人が真の律法ha-Torah ha-Amitit
を持つのか、それともキリスト教徒た
ちがそれをおこなうのか。

法legaliaあるいは儀礼ceremonialiaは、件の
メシアが到来した後に停止した、そして停
止したはずであった。

四つの論題（＊ただし④は討論せず）
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出典とその内容

1 TB Sanhedrin 5a on Gen. 49：10
ユダの王笏を受け継ぐ指導者はすでに途絶えた
か否か。

2 Mid. Eikhah Rabbah 1:57 メシア到来の説話
3 Mid. Yalqut Isa. 476 on Isa. 52：13－53：12 神の僕の受難と死
4 TB Sanhedrin 98a エリヤと賢者の問答。ローマにいるメシア。

5 Mid. Yalqut Isa. 476 on Isa. 52：13
神の僕はアブラハム、モーセ、天使よりも高め
られる。

6
Preaching of R. Moshe ha-Darshan (12th

century)
苦難を受けるメシア

7 Rabbinic Interpretation on Dan. 9：24－2 「七十週」、「ヨム」（字義は「日」）の解釈
8 Derekh Eretz Zuta Ch. 1 エデンの園に入るメシア

9
Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Kings
and their Wars, Ch. 11&12
（＊ただしパウルスの引用は誤り）

メシアの永遠の生

10 Mid. Yalqut Ps. 869 on Ps. 110：1 「主は言った。『私の右にすわりなさい』」
11 Mid. Yalqut “Behuqotai” 672 on Lev. 26:12 神と義人が将来、エデンの園をともに歩く
12 Mid. Bereshit Rabbah 2:5 on Gen. 1:2 「神の霊」とは「メシアの霊」である。

『討論録』（12点）

R. Chazan, Barcelona and Beyond (1992), pp. 
61-63にもとづいて作成（一部修正）
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ラテン語報告書（4点）

1 Prophets and Talmud (unidentified) イエス・キリストの到来。

2 TB Sanhedrin 98a et al.

メシア到来は「今日である。あなた方が
神の声に聞き従うのなら（詩95：7）。
メシアの誕生。預言者エリヤとともに地
上の楽園に住む。

3
Rabbinic Interpretation on Gen. 49:10,
Book of Daniel (unidentified)

ユダの王笏を持つ者は途絶え、メシアが
すでに来たことは明白である。

4 Rabbinic Interpretation on Isa. 53 神の僕の受難と死

主題：メシア
すでに到来したか否か、人間か神か、受難して死んだか否か

題材：ラビ文献のみ（新約聖書は対象外）
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パウルスの狙い：ユダヤ人に対する布教活動の一環としての公開討論

〇ラビ文学に描かれた伝統的なユダヤ教的メシア像を排除するのではなく、
そのラビ・ユダヤ教的メシアはイエス・キリストそのものであると論証。

〇この論証を、ユダヤ民衆の見ている前で、アラゴン連合王国のユダヤ人
指導者ナフマニデスに認めさせる。

〇それによって、ユダヤ人をキリスト教に改宗させることが目的。



『討論録』の虚構性は？

• ナフマニデスは公開討論に参加する条件として、ライムンドゥスとジャウメ一世に対し、
自分自身の自由な答弁を認めさせた。

• また、討論の記録をみずから書くという行為も、自身の自由な「発言」を可能にする。

• 討論の参加者にセリフを語らせる戯曲形式の報告書であり、実際の発言が正確に再現さ
れているとはいえないかもしれない。（ICレコーダーでも使わないかぎり……）

• ヘブライ語とラテン語の記録から、実際の討論を完全に再現することは難しそう。

• とはいえ、討論を実際に聴いていたユダヤ民衆がいたことを考えれば、ナフマニデスが
虚偽の報告を書いたとは考えにくい。あくまでも現実の討論を再現することで、ユダヤ
教のメシア伝承やラビ文学を民衆に再確信させること（R・チェイザン）がねらい。
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『討論録』とは、宗教的な公開討論という出来事を通じて、ナフマニデスが同時代
のユダヤ人同胞たちに伝えようとしたメッセージが詰め込まれた「著作」である。
その目的は、キリスト教徒との論争という形式で、ユダヤ教のメシアニズムを再検
討し、そこからキリスト教世界への批判的言説を構築することである。

志田雅宏「ナフマニデスのメシアニズム——バルセロナ公開討論からの展開」
『宗教研究』86・1（2012）、27-52頁



ナフマニデス『討論録』 ן"ויכוח הרמב

• ナフマニデス自身による討論の記録。ヘブライ語。

• プロローグとして、タルムードの「イエスの五人の弟子たち」（TB Sanh. 
43a-b）。パウルスの「弟子」にたとえている。

• ナフマニデス、パウルス修道士ら、ジャウメ一世といった登場人物にセリ
フを語らせる形式。戯曲のような構成。

• エピローグとして、討論終了後の安息日にバルセロナのシナゴーグでの三
位一体をめぐる論争

• 関連性の高い著作として、『イザヤ書53章解説』と『贖いの書』。討論で
扱われた聖書解釈の主題（イザヤ書53章、ダニエル書）の解説が述べられ
ている。

• 英語をはじめ、各国語に翻訳されている。
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日本語訳も出したい！



体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• 創世記49：10「王笏はユダから離れず、統治の杖は足のあいだから離れ
ない。ついにシロが来て、諸国の民は彼に従う」

• 「シロ」をメシアとする解釈の存在

• 討論録§11－18
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体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• イザヤ書52：13－53：12「主の僕の苦難と死」

「見よ、私の僕は栄える。はるかに高く上げられ、あがめられる。（中略）彼が担ったのは私た
ちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打
たれたから、彼は苦しんでいるのだ、と。（中略）捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られ
た。彼の時代の誰が思いめぐらしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、
命ある者の地から断たれたことを。（中略）それゆえ、私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦
利品としておびただしい人を受ける。彼がみずからを投げうち、死んで、罪人のうちに数えられ
たからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために執り成しをしたのはこの人であった。」

• キリスト教では、イエス・キリストの受難の預言とされる。

• 討論録§25－28：「苦難の僕」はメシアである。

§52－55：そのメシアは人か、神か。

• 『イザヤ書53章解説』（冒頭）

「見よ、私の僕は栄える」（イザ52：13）。この箇所について、それがイスラエル全体について
であるというのは正しい。（中略）しかし、それをメシアと結びつけるミドラシュの見解につい
て、我々はその書物の言葉にしたがって、それを説明する必要がある」
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体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• ダニエル書9：24－25

「あなたの民と、あなたの聖なる町に対して七〇週が定められている。そ
れが過ぎると反逆は終わり、罪は封じられ、不義は償われる。幻と預言は
封じられ、最も聖なる者に油が注がれる。知り、目覚めよ。エルサレムの
復興と再建についての言葉が出てから、油注がれた王子mashi’ah nagidの
到来まで七週あり、広場と堀の再建のために六二週がある」

• この「油注がれた王子」（メシア）とは誰のこと？

• 討論録§56－61

• 『贖いの書』では、Messiah ben EphraimとMessiah ben Davidが出てく
るが、『討論録』では出てこない。
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体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• ユダヤ賢者と預言者エリヤの出会いの説話（TBサンヘドリン98a）
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R・イェホシュア・ベン・レヴィはエリヤに出会った。彼はR・シムオン・ベン・ヨハイの墓の入口に
立っていた。彼は彼に言った。「私は来たる世における取り分を持っているのでしょうか」。すると、
彼は「このあるじが望まれるのなら」と答えた。R・イェホシュア・ベン・レヴィは言った。「私には
二人が見えます。そして、第三の者の声が聞こえます」。彼は彼に言った。「いつメシアは来るので
しょうか」。すると、彼は彼に言った。「行って、彼自身に訊ねなさい」。「どこにいるのでしょう
か」。「入口に」。「どんなしるしによって、彼だと見分ければよいのでしょうか」。「彼は病を
患った貧しき者たちのあいだにすわっている。彼らはみな、包帯を一度に解き、巻いている。だが、
彼だけは包帯をひとつずつ解き、巻いている。『人々が私を望むなら、それに遅れることがないよう
に』と言いながら」。そこで、彼は彼（メシア）のもとへ行き、言った。「あなたに平安あれ、我が
師、我が教師よ」。すると、彼は「あなたに平安あれ、レヴィの子（イェホシュア・ベン・レヴィ）
よ」と言った。そこで、彼は彼に言った。「師よ、あなたはいついらっしゃるのですか」。すると、
彼は彼に言った。「今日だ」。そして、彼（R・イェホシュア・ベン・レヴィ）はエリヤのもとに戻っ
てきたので、彼は彼に言った。「彼はあなたに何と言ったか」。彼は彼に言った。「『あなたに平安
あれ、レヴィの子よ』と」。すると、彼は彼に言った。「彼はあなたとあなたの父祖たちに来たる世
を約束したのだよ」。彼は彼に言った。「彼は私に嘘をつきました。彼は私に『私は今日、来るだろ
う』と言ったのに、来てくださいません」。すると、彼は彼に言った。「彼が言ったのはこういうこ
とだ。『今日だ。もし、あなたがかのお方の声に聞き従うのなら』（詩95：7）」。



• ユダヤ賢者と預言者エリヤの出会いの説話（TBサンヘドリン98a）

• 討論録§29－42

『イザヤ書53章解説』

• 「苦難の僕」とは、悲しみ、傷つき、救済のときを待ち望む義人的メシア

• メシアであるこの「僕」の傷は、人々の犯した罪によるもの。

「夜も昼も主の前で涙を流し、イスラエルの罪を赦し、贖いの終末を早めてくださるようにと
祈るべきである。（中略）悔い改めにより、メシアはただちにやってくるであろう。そして、
もしそうでなければ、彼への誓いによって、来たる終末まで遅れることになるであろう」
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人間の行為（悔い改め）がメシア到来の条件となる。条件的な救済観
〇ラヴ「すべての終末はすでにあり、事は悔い改めと善行にかかっている」
この説話は、ラヴのラディカルな救済観をきわだたせる（レヴィナス）
〇シュムエル「喪に服すべきは十分喪に服している」。無条件の救済。神は
人間の行為に条件づけられることなく、契約によって無償で救済を実現する。
この救済観はマイモニデスによってさらに展開される。



体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• 討論中にも何度かキリスト教を攻撃している。

• 討論録§47－51

ナフマニデスのキリスト教理解の特徴

• イエス自身がメシアを自称した。

• イエス・キリストについての教義は知性において耐えがたい。
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体験してみよう、バルセロナ公開討論！

• 後日談

• 公開討論では答弁者の役割をまっとうしていたナフマニデスが、ついに攻
撃に転じる！

• 討論録§102－108

77

『討論録』は、（わざわざ書かなくてもいい）キリスト教への攻撃
的「発言」をおそらく意図的に盛り込んだものである。
その意味で、この「著作」は間違いなく、ユダヤ教における反キリ
スト教的論争文学に含まれる。
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Thank you for your attention!!


