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 本発表では、中世ユダヤ教における反キリスト教論争文学の傑作、『主の戦い（ミルハモ

ート・ハ‐シェム）』（1170年頃）を取り上げる。著者のラビ・ヤコブ・ベン・ルーベン（以

下、ヤコブ）は、イベリア半島北部から南フランスにかけてのキリスト教世界で活動した

ユダヤ人指導者で、本作は（おそらく南仏で）彼がカトリックの聖職者と出会ったことが

きっかけで書かれた。ヤコブは彼のもとで知恵を学び、やがてキリスト教をめぐる問答を

おこなったのだという。実際『主の戦い』では、「メヤヘド」（神の唯一性を証しする者）

と呼ばれるユダヤ人と、「メハヘド」（否定する者）と呼ばれるキリスト教徒による対話形

式で、キリスト教の教義についての議論が進められる。中世キリスト教世界の宗教論争は、

パリ討論（1240年）やバルセロナ討論（1263年）など、ラビ・ユダヤ教文学を修道士たち

が攻撃し、ラビと対決する公開討論という形式で、ユダヤ人民衆のキリスト教改宗を目的

とする布教活動としておこなわれることが多い。それに対し、『主の戦い』は、確かに布教

的意図をうかがわせる面もあるとはいえ、双方が自分の意見を自由に表現し、相手を批判

することを可能にする宗教的寛容さをその背景とする点に特徴があるといえる。 

 『主の戦い』は全 12の「門」（章に相当）で構成される。その中心的主題は、知性とヘ

ブライ語聖書というふたつの証拠にもとづいて、三位一体をはじめとするキリスト教の教

義の「誤り」を指摘し、論駁することである。ヤコブはキリスト教の信仰を、①真理の認

識によるものではない、②伝統的なものではないというふたつの理由で批判し、ユダヤ人

はキリスト教に改宗すべきではないと主張する。その意味で、『主の戦いは』はヘブライ語

聖書／旧約聖書を戦いの場とする論争文学である。聖書の言葉の正しい意味をめぐる論争

は、キリスト教の成立時期からすでにあったが、ユダヤ教世界では文学ジャンルとしての

成立は比較的遅く、『主の戦い』もその最初期の作品として位置づけられる。 

 『主の戦い』の最後のふたつの「門」では、マタイ福音書がヘブライ語に翻訳され、福

音書解釈という方法でイエスのメシア性が批判される。ユダヤ教世界では、イエスを「軽

薄な弟子」や「魔術師」として描く伝承がタルムードに残されている。また、中世におい

ては、『トルドート・イェシュ』という民間伝承がユダヤ人のあいだで広まり、福音書にお

けるイエス物語を転覆的に読み、イエスのメシア性に侮蔑的な仕方で疑義を呈するアナザ

ー・ストーリーが語られた。これらのユダヤ版イエス伝承で試みられている転覆的読解と

比べると、知性や翻訳にもとづく『主の戦い』の批判的読解は、かなり異なる仕方で福音

書のイエス物語にアプローチしているといえる。 

 本発表では、ヘブライ語で書かれた本作から重要な箇所を訳出し、ヤコブによる論駁の

展開や福音書の読解を具体的にたどりたい。加えて、日本ではほとんど知られていない、

中世ユダヤ教の反キリスト教論争文学というジャンルそのものについても紹介をしたい。

『主の戦い』はおそらく、日常生活のさまざまな場面におけるキリスト教徒との「論争」

——何気ない会話も含めて——に遭遇するユダヤ人たちのための指南書としての性格もそなえ

ている。その教導的な目的を明らかにすることで、『主の戦い』をわれわれにとっての中世

ユダヤ教の論争文学の導入としたい。 
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中世ユダヤ教におけるキリスト教論駁と福音書翻訳——ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』—— 

志田 雅宏 

 

ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』（1170 年、プロヴァンス） 

Jacob ben Reuben, Milhamot ha-Shem  ,מלחמות השםיעקב בן ראובן  

（おそらく）最初期のユダヤ人によるキリスト教論駁書のひとつ。 

 cf) ヨセフ・キムヒ『契約の書』Joseph (Yosef) Qimhi, Sefer ha-Berit 

 キリスト教徒の神父に師事し、ラテン語と新約聖書、教父たちの文献を学ぶ。 

 その後、ユダヤ教哲学書（ユダヤ・アラビア語はおそらく読めず、プロヴァンスのユダヤ人翻訳家た

ちによってヘブライ語に訳された文献）を学び、本書の執筆にいたった。 

 友好的な師弟関係にあるキリスト教徒とユダヤ人による、知的な対話としての論争 

 

目次  

序文  

第 1 章 知性——聖典には由来しないが、心の深淵にある——からもたらされる証拠について 

第 2 章 モーセの律法からもたらされる証拠について 

第 3 章 ダビデの詩篇からもたらされる証拠について 

第 4 章 エレミヤの言葉からもたらされる証拠について、またそこに書かれていないことについて 

第 5 章 イザヤの言葉からもたらされる確固たる堅固な証拠について 

第 6 章 エゼキエルの言葉からもたらされる証拠について 

第 7 章 十二小預言書の言葉からもたらされる証拠について 

第 8 章 ダニエルからもたらされる証拠について 

第 9 章 ヨブ記——そこから賢者たちは Divinidad、すなわち「神の知恵」と呼ばれる一冊の知恵の書

を著した——からもたらされる証拠について 

第 10 章 ソロモンの箴言からもたらされる証拠について 

第 11 章 彼の質問は終わり、私が福音書から彼に質問する 

第 12 章 ダビデの子メシアがまだ到来しないことの証拠 

 

「私はそれを『メハヘドとメヤヘドの書』Sefer ha-Mekhahed ve-ha-Meyahed と呼ぶ」(p. 6) 

・著者 Mehaber（メハベル）：ヤコブ・ベン・ルーベン自身 

・「神の唯一性を証しする者」Meyahed（メヤヘド）：ユダヤ人（＝ヤコブ自身？） 

・「否定する者」Mekhahed（メハヘド）：キリスト教徒（＝ヤコブの師である神父？） 
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① 序文 

メハベルは言った： 

我々の知性による考えと、我々の学知の思考の深みから明らかとなったこと、そして先代の賢者たちがほむ

べき創造主の信仰について我々に先立って示した完全な証拠、知性による説明によって説明され、学知による

注釈によって注釈されたこと、それは、かのお方が至高の一者 ehad であり、想像力によらない一者であり、

部分から成るのではない一者であり、物質と造形のない一者であり、その唯一性 ihud を他の唯一性のように

観想すべきでない一者であることである。彼ら（賢者たち）はそのまっすぐな言葉と、その輝かしい重要な対

話において、明確な証言をした。それは、信頼できるふたつの証拠によるものであった。ひとつは真理の知性、

もうひとつは聖なる書物である。彼らはみな、ほむべき創造主——永遠に記憶されんことを——の唯一性につ

いて、一致して証言したのである。その後、すべての理知ある者は知り、悟らなければならない。これらキリ

スト教徒 ha-Notzrim の信仰と崇拝は、自由に選んだ三つのものの崇拝であり、彼らの崇拝はまっすぐではな

く、彼らの信仰は真理の認識によるものではないことを。彼らは言う。自分たちを創造した創造主は、女の胎

から生まれ、人々の危機のなかに連れてこられ、滅びへ落ちていくことから被造物の魂を救い出すべく、みず

からの意志で十字架の刑を受けた、と。だが、すべての理知ある者にとって、それはむなしく、霊の災いであ

ると知られる。耳はそれを聞き入れられず、目はそれを見ることがかなわないほどだが、なおも口は彼らの主

張と言葉を、知性がその心の奥深くに降りていかない我が民（ユダヤ人）の大衆に語らなければならなかった。

我々は彼らが迷える者たちの言葉を聞いて、彼らの心が逸れてしまわないかと恐れなければならない。彼らの

言葉は堅固で、嘘は力強い。彼ら（キリスト教徒）はその誤りを強めて騙し、否認と虚偽によって道を固め、

我々の律法の書物のすべてから証拠を持ってくる——彼ら（ユダヤ人民衆）が語らず、心に浮かべない仕方で

——。それゆえ、我々には彼らに回答する義務がある。嘘の語りから真理の言葉を分けて明らかにし、瑣末な

ものから原理を識別し、軛となっている建物を打ち壊し、空虚な石碑を打破しなければならない。それは、明

確な証拠と明確な言葉をもってしなければならない。真理の言葉が現れ、そして嘘を語る者たちの口を塞ぎ、

彼らの嘘の建物が崩れ、真理の語が永遠に存在し続けるように。 

 主が偶然、私の前でこれらのような大いなる驚くべき事柄を明らかにすべく現れたことについて、私はその

出来事を説明したい。私がガスコーニュのモレド1にいたときのことである。私は異邦人たちとともに住まな

くてはならなかった。その私の居住地で、私はひとりにキリスト教徒と仲良くなった。彼は街の偉大な人物で

あり、当代の賢者であった。彼は論考の知恵に精通した神父であり、あらゆる内なる知恵によって賢き者であ

ったが、ほむべき我々の創造主は彼の目を見えなくさせ、彼の心を悟らなくさせたので、彼の魂はその偶像に

固着していた。彼の望みと考えは、その木と石を崇拝することであった。私はいつも彼のところで知恵と知見

を彼から学んだ。彼は私に訊ねた。「あなた方はいつまでふたつの枝の上を跳ねているのか。理解することに

心を、見ることに目を、聞くことに耳を向けないのか。ヤコブの名で呼ばれるあなたとその兄弟たちは、太陽

が見守るなかでみじめになり、卑しくなり、落伍していくばかりである。明日が昨夜のように、日々その数も

少なくなっている。一方、我々は強く、強大になっていく。我々の威光は高まり、我々を憎む者たちは我々の

足元に下り、我々を愛する者たちはその力強さによって太陽が現れ出るかのごとくにまでいたる。いま、あな

                                                      
はמורד מורד גשיקונייא. 1 morad（斜面）とも読めるが、Morède in Gascony（現在の Mourède という村）と推察する説

（Freudenthal, “Philosophy in Religious Polemics,” pp. 49-51）にならう。他にはウエスカ Huesca（スペイン、アラゴ

ン）の説もある（Chazan, Fashioning Jewish Identity in Medieval Western Christendom, p. 99）。 
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たが手にしている力がそれを遠ざけるというのなら、あなたの口にある真理が答えるというのなら、あなたの

望むとおりに語るがよい。私を恐れることはない。私があなたに質問するから、私に（答えを）知らせるがよ

い」。すると、彼は先代の賢者たちによる一冊の書物を手に取った。彼らがその誤りを堅固に打ち立てたのだ。

その彼らとは三人の著者である。一人目はヒエロニュムス、二人目はアウグスティヌス、三人目はパウロであ

る。これら三人の者たちがすべての誤りの礎を築き、究め、固め、それを堅く打ち立てたのである。だが、グ

レゴリウス〔一世〕が（さらに）彼らのために楽器をしつらえた。私は彼のすべての質問に耳を傾け、彼が言

ったことを理解した。私の知性と、古の偉大な者たちがその知恵と知見をもって私に教え示してくれたことに

したがって、私はみずからの心に、聞き、理解し、その誤った者たちへの答えを探し、探究させたのである。

私は我が救い主である神に寄り頼み、かのお方を確信して恥じることはない。（pp. 3-6） 

 

② 第 1 章 

メヤヘドは言った： 

 （……）その後、あなたは言った。かのお方はすべての被造物を無から形作るお方であり、その被造物の贖

いのためにみずからの望むときに〔みずからが〕形作られた、と。しかるべきときに肉体の姿 tavnit basar で

〔みずからが〕創造された、と。あなたはほむべき創造主を「形作られた者」「創造された者」とも呼ぶ。すべ

ての哲学者と知性ある賢者はあなたを嘲笑い、このことについて質問するだろう。「ほむべき創造主が創造さ

れるとしたら、私に教えてくれないか。かのお方はみずからが存在する以前に創造されるのか、それとも存在

した後に創造されるのか。もし存在する以前なら、あなたは自分の言葉に矛盾する。なぜならあなたは、かの

お方はすべての始まりの始まり、初めなき原初である、と言ったからだ。もし存在した後なら、その望むとき

に肉体の形を持つ必要がある。だとすると、その時点では〔まだ〕肉と骨を欠いており、あなたが言うそのと

きに〔それらを〕受け取ることになる。だが、これは正しくない。（……）（pp. 8-9） 

 

③  

（……）また、あなたは知性ある者には思われない言葉を語った。あなたは言った。ほむべき創造主は父で

あり、子であり、聖霊である。それらは三つである。その三位一体 shilush は唯一性 ihud の原則から逸脱せず、

唯一性は三位一体の原則から逸脱しない、と。これについて、私はあなたに適切な回答と完全な証拠をもって

回答しよう。さあ、あなたの知性の意見とあなたの信仰の方法をもって私に教えよ。かのお方は生まれる前に、

それとも生まれた後に「子」と呼ばれるのか。生まれる前だとあなたが言うとすれば、それは正しくない。な

ぜなら、生まれる前にその者を「子」と呼ぶことなど、世界のどこにもないからだ。むしろ、生まれた後に「子」

と呼ばれるのだ。だとすれば、あなたの言葉は真理ではないことがわかる。なぜならあなたは、その唯一性は

三位一体から逸脱しないと言ったからだ。見るがいい、今度は必然的に、乙女の胎から生まれる以前の時間が

存在し、そのときにおいてかの唯一性は三位一体の原則のなかにはない、むしろ二の原則のなかにあるのだ。

なぜなら、そこではまだ子が生まれていないからだ。（……） 

 すでにあなたは、かのお方が一にして、三の原則から逸脱しないことについて、被造物のひとつから証拠を

持ってきた。〔あなたが曰く〕たとえば、燃えている炭は、それが三つ——〔炭という〕物体、火、炎——から

逸脱しない、これらの三つ、つまり物体と火と炎は炭という総体（＊klal「原則」と同語）から逸脱しない、

と。これについて、あなたに対して知性という源泉から真の回答を示そう。一にして三の原則から逸脱しない

ことについて、ある被造物から証拠を持ってくるかぎり、一にして五の原則から、あるいは十の原則、あるい
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はそれ以上から逸脱しないことについて、別の被造物から証拠を持ってこなければならない。たとえば、人間

adam は一であるが、人間を思い起こすことをあなたが考えるとき、あなたの知見はあなたが思い起こしたそ

の固有名（「アダム」）からただちに理解するのだ。そのなかには 248 個の器官が含まれることを。「アダム」

（人間）の名は、口、両目、両耳、身体、そしてすべての器官がそのあるがままになくしては、存在しないと

いうことを。（……）（pp. 9-10） 

 

④  

（……）このように、あなたは私の言葉をすべて正しいと認め、信じなければならない。もし、あなたの頭

に脳があるのなら。さあ、あなたの考えをあなたの知性の織物のなかに戻し、あなたの学知を知の深みへ深く

沈めなさい。おそらく、あなたの思考はあなたの言葉を悟るにいたるであろう。ほむべき創造主は——思考と

心がかのお方について思索しうるあらゆる側面から——、そのすべてが母胎の暗闇のなかに閉じこもり、胎の

闇のなかに隠れ、光を見ない胎児のようであると、あなたが言うときに。このことは言うに恥ずかしく、聞く

にひどい罪である。私がその舌によって主への罪を犯すなど、とんでもないことだ。（……） 

 あなたは白い藍玉／水宝玉 tarshish から証拠を持ってきた。あなたは言った。藍玉に太陽〔の光〕を通過さ

せても切断されることがないように、乙女の胎に神を通過させても切断されることはない、と。しかし、あな

たが言ったことは証拠ではない。なぜなら、ひとつのランプを手に取り、それに白い羊皮をかぶせ、そのなか

で蝋燭の火を灯したとき、そのなかの光の煌きは遠くからでも見え、それでもなお羊皮もそのままだからであ

る。なぜなら、目に見えるのは、蝋燭の炎は羊皮のために通り過ぎてはいない——もし通り過ぎていたら大き

な穴が開いているはずだ——が、光るものの強さが羊皮の白色に接触する——それはとても白く、薄く、その

周りを照らす——ということだからである。通過させる道がそこにあるのではないのである。（p. 13） 

 

⑤  

メハヘドは言った： 

 （……）さて、同じ譬え話の方法で私もあなたに答えよう。〔その譬えは〕人間の王による。彼にはその老年

において生まれた息子がおり、彼の後に王となって、彼の王国の王座に立つことになっていた。彼（息子）は

美しく素敵であり、すべての者たちから尊敬されていた。〔あるとき〕彼は仲間たちと遊ぶために外へ出かけ

た。彼の車は競走の道を走り始めると、泥の沼地のなかに落ちてしまい、その端まですべてが沈んでしまった。

彼に続き、彼とともにいた若者たちもみな沼に落ちた。助ける者たちは挫かれ、助けられる者たちは〔助から

ず〕落ちていった。誰も同胞たちを助ける力を持っていないのだ。しかし、街の塔の監視者はこのすべてを見

ており、大きな声で叫び、角笛を鳴らして言った。「沼に沈んでいる王子を助けよ」と。王はその声に震え、み

ずからの足で出ていった。大いにおののいて、彼は沼まで行くと、素早く靴を脱いで、息子を救うべく沼のな

かに入った。彼は従者たちの助けを待つことはなかった。それは、その若者が彼の目に愛おしかったからであ

る。そして、彼は彼を救い出すにいたったのである——。あなたはこのことについて観想すべきである。そこ

に驚きはない。なぜと彼（王）に問うべきでもない。そのとき、その出来事が彼にそうさせたのである。たと

えこれをおこなうこと、つまり泥に入ることが王にふさわしいやり方ではないとしても。（……）（p. 18） 
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⑥ 第 2 章 

メハヘドは言った： 

 （……）さらにモーセはその書物において書いた。「神は作ったものすべてを見た。見よ、それはとても良

かった」（創 1：31）。かのお方はすべての被造物——上も下も、作ったすべての被造物——について、すべて

「とても良かった」と言った。しかし、〔モーセは〕別の箇所では動物を区分して、こう書いた。「これらはあ

なた方にとって穢れたものである」（レビ 11：31）、「これは食べてよい」（同 9）。穢れているものについては、

食べることだけでなく、触れることについても警告している。曰く、「その死骸に触れる者はみな、夕方まで

穢れる」（同 24）。これらは創造主の目に忌むべきものではないのか。人間がそれに触れると穢れてしまうのだ

から。それらがどうして「とても良かった」に含まれようか。「かのお方は作ったものすべてを見た。見よ、そ

れはとても良かった」と彼〔モーセ〕が書いた箇所で、彼はその原則から逸脱させるものを残さなかった。だ

が、それはあなたにとって驚くべきことだ。もし、律法をその字義にしたがってのみ観想するなら、なぜ創造

主はすべての動物を「とても良きもの」として作った後で、一部を清いものとし、一部を穢れたものとしたの

か。（……）（pp. 24-25） 

 以下が、質問の一部について、メハヘドが寓意と譬え dimiyon ve-mashal の方法で解決した解決である。 

 （……）パウロ2——彼はあなた方の律法の賢者であり、あなた方の信仰の掟に精通する者（ユダヤ教徒）で

あった——はこう言った。このたび、私はモーセの律法のなかの聖句の矛盾を説明してみせよう。そして、イ

スラエルの賢者たちが観想することなかった隠された事柄を露わにし、皮膚が闇に触れるように、知る者たち

が触れる道を正そう。このようにモーセは書いた。（レビ 11：2－8。清いものと穢れたもの）。ヘブライ人たち

はこれを見ると、これらすべてをみずからに禁じる。それらの肉を食べてはならない、それらの死骸に触れて

はならない、と。もし彼らに「なぜ？」と訊ねれば、彼らはあなた方に「聖書の規定がそうだから」と答える

であろう。この回答は愚者、知性の欠けた者たちの回答である。（……）私はあなた方に対し、ふさわしい寓

意と譬えを教える。真理において知るがよい。これ（レビ記 11 章の規定）は民を支配し、牧し、導く者たち

の譬えによってのみ語られている。「ひづめが分かれ、完全に割れ、反芻する動物」とは、みずからの民を正

しき道において導く、信頼される牧者の寓意である。「ひづめが分かれた者」とは、法にしたがって善と悪を

分けること、害や悪事から全きまっすぐなものを区別することを知る者である。（……）（pp. 26; 28-29） 

〔メヤヘドは言った〕 

 これ（創 1：31「とても良かった」とレビ記 11 章の清浄・穢れの規定のあいだの矛盾）について、あなた

に対し、知性という源泉に由来する正しい回答がある。それは三つの部分に分けられる。 

１：（……）もしそこに悪があっても、それは一部にすぎない。そのわずかな悪のために多数の善を妨げるの

は至高の知恵のやり方ではない。悪の根源は受け取る者の欠陥によるものだからだ。我々が神のおこないを真

似ることができず、そのおこないに近づくだけであるなら、太陽に対して広げた衣服は白くても、洗う者の前

では黒ずんでいるとわかるだろう。ひとつの動作は別の動作から生じるのではないか。それゆえ、受け取る者

の側の変化のゆえに個々の動作は変化するのである。（……） 

２：私は真理において知る。あなたは、太陽のもとでは一切新しいものはないと認め、信じるであろう。初め

の六日間ですべての元素が創造され、六日目の終わりに元素が創造された後、「神は作ったものすべてを見た。

                                                      
2 実際にはパウロではなく、アリステアスの手紙やフィロン、教父たちの解釈（ ,29 'יעקב בן ראובן, מלחמות השם, עמ

12 רההע )。 
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見よ、それはとても良かった」（創 1：31）と言われる。その聖句からあなたが見るのは、被造物のなかで悪も

創造されたということだ。（イザ 45：7 の引用）被造物のなかに悪があることが見出されよう。そして、部分

的に悪があるにもかかわらず、それらすべてが「とても良かった」のなかに含まれるのである。（……） 

３：知性あるすべての賢者にとって真理において知られていること、知性あるすべての魂にとって明らかなこ

ととは、この世界のすべての被造物には、対をなすもの、たがいに反対のものがある、ということである。光

に対する闇、熱さに対する冷たさのように。（……）それぞれの種は〔対をなす〕仲間の種の必要のために創

造された。あらゆる被造物のうち、その必要のためでなく創造されたものはない。それらの一部は人間にとっ

て穢れており、またそれらの一部は清いのである。（……）それらのいずれも、「とても良かった」という総則

から逸脱してはいないのである。（……）（pp. 32-33） 

 

⑦  

メハヘドは言った： 

 今度は私が三位一体の真理について、あなたに説明を始めよう。（……）そのように〔聖書に〕書かれてい

る。「初めに神 Elohim は天地を創造した bara」（創 1：1）。我々は真理において知る。「創造した」bara という

語は単数形であり、「神」Elohim は複数形、つまり二である。それらは〔合わせて〕三であることが見出され

る。聖句のすべての初めにおいて、我々に対してこのことがほのめかされているのだ。かのお方が一にして三

であることを我々に対して知らせ、我々の手において堅くするために。たとえば、「神は見た」（同 4）や「神

は言った」（同 3）も、単数の語で始まり、その後ろに二の語（複数形）が来る。それは、三位一体 shilush と

いう神の真理を知らせるためである。（……） 

 メヤヘドは答えた： 

 （……）これについて私はあなたに四つのことをもって適切に回答する。 

１：私はあなたに質問する。「神」Elohim が二の語であり、四でもなければ五でもなく、十でもなければ百で

もないことを、あなたはどこから知るのか。確かにそれは複数形だが、「二」の意味にも「百」の意味にもなり

うる。あなたは〔単数形動詞と複数形名詞を合わせて〕「三」を意味すると言ったが、そうではない。それは、

二よりも、五よりも、六よりも多いのだ。 

２：私があなたに教えよう。〔確かに〕神 Elohut は複数形である。たとえば（……）や「これらがあなたの神

Elohekha だ、イスラエルよ」（出 32：4）のように。その（出 32：4 の）金の子牛は単数に他ならないが、そ

こでは神が複数形で記されている。（……） 

３：あなたは言った。それらは三つのペルソナであると。その意味は Personas distintas realmente, tres in 

persona et una in sustantia であると。つまり、それ自体が実体 guf である、と。したがって「神の霊が水面の

上を動いていた」（創 1：2）と書かれている。あなたが言ったこのことは、二つの説——創造主が原因であり

形であり、唯一でないか、あるいは原因でも形でもない一か——のいずれにも由来しない。もしそれらが三つ

の「顔」partzufim すなわちペルソナであり、そのひとつひとつ自体が実体であるなら、すでにそれらのなか

に相違がある。それらには始まりと終わりがあり、それらの存在は尺度と量を持ち、個々が有限である。そし

て、哲学者たちはすべての有限なものは分けることができ、すべての分けることができるものは結びつけるこ

とができる（……）と証言する。ゆえに、創造主が唯一である——その一は原因と形なき一でなければならな

い、（……）——以外にはありえないのである。（……） 

（４：「聖霊が神から生じるという解釈」「神が身体を持つかのような理解」を批判）（pp. 40-42） 
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⑧ 第 5 章 

メハヘドは言った： 

 （……）「それゆえ、我が主みずからがあなた方にしるしを与えられる」（イザ 7；14）。かのお方自身があな

た方にしるしを与える。なぜなら、かのお方自身が人間の位階に降りてきたからである。「見よ、乙女’almah

が身ごもって男児を産み、インマヌエル’imanuel と名づける」（同）。「インマヌエル」の意味とは、この子供

が「神は我々とともにある」’imanu El ということである（マタ 1：23）。あなた方のなかに生まれると預言者

（イザヤ）が預言したこの子供は誰であったか。このことからあなた方が目を背けて恥じることがないなど、

いかにしてできようか。これについて回答できないのではないか。彼は神にして人である El ve-adam、すなわ

ち生まれにおいては人間であり、神性においては神であることにいかなる疑いも持つべきではないのではない

か。彼について彼（イザヤ）は言った。「彼は凝乳と蜂蜜を食す、云々」（イザ 7；15）と。（……）（p. 84） 

メヤヘドは答えた： 

 （……）これについて、あなたに対して三つの回答がある。 

１：「乙女」’almah は「処女」betulah ではない。箴言に「私にとって驚くべきことが三つ、知りえぬことが四

つ。（……）男が乙女’almah に向かう道」（箴 30：18－19）と書かれているように。男が「乙女」’almah と結

ばれるのは道理でないということが見出される。最初に向かうのは「処女」betulah と結ばれることであると、

真理において知られるのである。「男が乙女に向かう道を〔私は知ら〕ない」と言っているので、「乙女」’almah

は「処女」betulah ではないことが見出される。（……） 

２：もしこのインマヌエルがあなた方のメシアであるなら、必然的に彼はアハズ（前 8 世紀、ユダ王国の王）

の時代に生まれたことになる。なぜならすでに、「その若者が災いを退け、幸福を選ぶことを知る前に、あな

たが恐れるそのふたりの王の地は捨てられる」（イザ 7：16）と書かれているからである。これら「ふたりの

王」とは、彼（アッシリア）と戦争をしたレツィン（ダマスコ）とレマルヤの子ペカ（サマリア、イスラエル

王国）である。「地は捨てられる」とは、アッシリアが十支族を離散させるということである。みな真理にお

いて知っているのは、このあなた方のメシアが生まれたのは第二神殿〔時代〕の終わりに他ならないというこ

とであり、第一神殿時代のアハズの時代から、ヘロデ王の第二神殿〔時代〕末まで七〇〇年以上ある。（……） 

３：その預言者（イザヤ）は彼について、彼の到来は世界を贖うという良きことのためであると預言した、と

あなたは言った。だが、我々は彼についての預言が災いのために他ならないのではないかと考える。「主は、

あなたとあなたの民とあなたの父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来、到来したことのない

日々を、すなわちアッシリアの王をもたらす」（同 17）と書かれているように。（……）（pp. 87-88） 

 

⑨ 第 11 章 

（マタ 5：33－38）あなた方は先人たちに対して、「私の名で偽りの誓いをしてはならない」（レビ 19：12）と

言われるのを聞いた。私はあなた方に言う。一切誓ってはならない。天にかけて〔誓ってはならない〕。そこ

は主の玉座だからである。地にかけて〔誓ってはならない〕。そこはかのお方の足台だからである。エルサレ

ムにかけて〔誓ってはならない〕。そこは王の都だからである。あなたの頭にかけて〔誓ってはならない〕。あ

なたは髪の毛を、その一本を白く、別の一本を黒くすることはできないからである。むしろ、あなた方の言葉

は「然り、然り hen」、「否、否 lav（＊いずれもアラム語）」でなければならない。この上にあなたが加える余

分は悪である。あなた方は「目には目を、歯には歯を」（出 21：24）と言われるのを聞いたのではないか。し

かし、私はあなた方に言おう。悪人たちによって悩まされてはならない（詩 37：1）。 
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 この箇所で彼（イエス）は〔教えを〕加え、減らしていることがうかがえる。「一切誓ってはならない」と言

った箇所で彼は〔教えを〕減らし、「その御名にかけて誓いなさい」（申 6：13）とモーセが言ったことに矛盾

している。また、彼は彼らに（マタ 5：39－40）「人があなたの頬を叩いたら、反対の頬も彼に差し出しなさ

い。裁判であなたと争い、あなたの下着を脱がせようとする者に脱がせてやりなさい。そして彼にあなたの外

套も与えなさい」と言って〔教えを〕加えた。彼はあなた方に慈しみの教え torat hen を与えたが、それは「目

には目を、云々」」という裁きに矛盾する。さらに、別の矛盾もある。彼は彼らに「あなた方は先人たちが『あ

なたは隣人をあなた自身のように愛しなさい』（レビ 19：18）と言ったことを聞きなさい」と言った。これは

隣人に対してのみ適用される命令であり、憎む者たちを憎むことは認められている。〔だが、彼はこう言った

のだ。〕（マタ 5：44）「私はあなた方に言う。あなた方を憎む者たちを愛しなさい、あなた方の敵にとって良き

ことをしなさい」と。彼がすべての掟、法、教えを取り除いていることがうかがえる。彼に仕えるあなた方は

あちらでもこちらでも遵守しておらず、彼があなた方に与えた慈しみの教えのために、裁きの教え torat 

mishpat であるモーセの律法をあなた方が実践していないことがうかがえる。そして、あなた方はその慈しみ

の教えすら、さまざまな理由でまったく実践していないのだ。あなた方はたがいに戦争し、たがいに暴力をふ

るっているからだ。あなた方は神父たちの館に入り、羊毛でできた衣服を着て、肉を食べず、葡萄酒を飲まな

い者たちに他ならないが、その者たちはなお財産を強奪し、彼らに堅く禁じられている事柄の多くをおこなっ

ている。したがって私は言う。あなた方の手には新しい〔契約〕も旧い〔契約〕も、道も小路もない。ただ、

暗闇と死の陰 tzalmavet があるだけだ、と。（p. 146） 

 

⑩ 第 12 章 

I）将来における終末の到来 

 その偉大な賢者3は書物において言った：私はその民の一部（キリスト教徒）が、これらの慰めと福音はすで

に実現し、過ぎ去った、それらは第二神殿時代に起こったのであり、もはやひとつの慰めすらも残っていない、

と言っているのを聞いた。このことについて、彼らは激しく揺らぐような論争をしているが、それらの論争に

ついて彼らは同意しており、それらについての証を立て、それらについて言葉を傾け、それらから証拠を引き

出した。また、主の口から条件付きで語られたすべての慰めと福音についても、彼らは同様に言う。たとえば、

「あなたの太陽はもう来ない」（イザ 60：20）や、同じく「もう永遠に抜かれることも破壊されることもない」

（エレ 31：40）は、ある条件において起こるということである。もしイスラエルが戒律を守るなら、すべての

慰めが彼らに実現するが、もし罪を犯せば取り消され、取り除かれる。さらに彼らは「破壊されることはない」

という言葉は、モーセが「そのためにあなた方の日々とあなた方の子らの日々が増えるであろう」（申 11：21）

とイスラエルに言ったことと同様である。彼らは罪を犯したために、その偉大さから堕落し、彼らの王国が取

り除かれたのである。また、第二神殿時代にこれらの慰めの一部は起こったが、彼らが罪を犯したために神殿

は崩壊し、これらの慰めは取り消されたのである。 

 彼らの言葉を聞いたとき、この巻物において私は一瞬だけ待った。それは、私が彼らの言葉に答えるためで

あった。それらに対して、私は異なる十五の回答をもって答える。（……）（pp. 157-158） 

                                                      
3 サアディア・ガオン『信仰と意見の書』（10 世紀）。本章でヤコブはサアディアやアブラハム・イブン・エズラ、イツ

ハク・イスラエリなど中世ユダヤ哲学者の文献を参照している。サアディアやイスラエリの原典はユダヤ・アラビア語だ

が、ティボン家やキムヒ家らプロヴァンスのユダヤ人翻訳家によってヘブライ語訳されたものを読んでいたと思われる。 
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II）霊魂と身体の復活 

 賢者であるそのガオン（教師）は書物において言った：私はその否定する者たちの一部が次のように言って

いるのを見た。人間が死後、みずからの「混ざったもの」の力とみずからの本性の力によって復活することは

ありえない。なぜなら、人間はその本性の習わしとして成長し、老い、粗野なものが混ざり、その後その混ざ

ったものが分離し、本性が切り離されるのであるから、それらが再び結びついて混合することはありえない、

人間の本性がその分離の後で〔再び〕混ざり、その創造の状態に、原初の姿になることはありえないからであ

る。そしてまさに聖句がそのことを証言している。曰く、「かのお方は心に留められた。人は肉にすぎず、過

ぎて戻らない風であると」（詩 78：39）。（……）（p. 161） 

 

III）組み合わされたものは消滅するが、四元素（火水風地）は消滅しない 

 （……）組み合わされたものである被造物はすべて消滅するが、その消滅の原因はそれらが組み合わされた

ものだということである。我々はそれを説明した後で、組み合わせではない単純な peshutim 被造物について

説明する必要がある。それらは、不在 ne’edar からそれらを存在せしめたそれらの創造主の助けを受けている。

それらは根源の根源、偉大なる〔四つの〕元素、霊的な魂と天上の人々（天使たち）のことであり、彼らはそ

の創造主の助けによって、消滅することなく存在し続ける。これについて、聖典と知性によって説明するのが

ふさわしい。聖典からは、賢者（ソロモン）が「神の作られたものはすべて永遠である」（コヘ 3：14）と言っ

たように、このことから以下のことを学べる。その賢者——彼の上に平安あれ——の知においては、称えられ

るべきお方がその力によって作ったすべては、組み合わせのない単純なものであり、それは消滅することなく

永遠である、ということである。（……）同様に、我々は知性によってこのことを説明しなければならない。

ほむべき聖なるお方は——祝福あれ——は賢く、力を持つお方であり、全能である。かのお方がみずからの力

によって無から有を存在せしめたことを、我々が知性によって知るにいたる。それはガオン（教師）たちが書

物において説明した明確な証拠による。また私はここでさらに、この存在させることについて、ほむべき聖な

るお方の助けによって説明する。我々はほむべき聖なるお方について、かのお方が〔その〕力によって万物を

創造したと信じる。また、疑いなくかのお方がその力によって永遠に存在し続けるように、その業もまたその

力のかぎり、永遠に存在し続けると信じなければならない。（……） 

  



10 

 

文献 

ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』ローゼンタル校訂版（1963 年） 

 ., מהדורת י' רוזנטאל, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"גמלחמות השםיעקב בן ראובן, 

 

ユダヤ教論争文学の基礎文献 

Samuel Krauss, The Jewish-Christian Controversy, volume 1: History, ed. W. Horbury, Tübingen: Mohr Siebeck, 

1995. 

 .130-179)תש"ך(, עמ'  ב ארשת, "עשרה-השמונה המאה סוף עד נוצרית-האנטי הוויכוח ספרות", רוזנטאל יהודה

Hanne Trautner-Kromann, Shield and Sword, Tübingen: Mohr Siebeck, 1993. 

 .הפתוחה, תשנ"גגן: האוניברסיטה -, רמת: הוויכוח בין יהודים לנוצרים5בין יהודים לנוצרים, יחידה (, כתאורה לימור )עור

 

本発表の研究文献 

David Berger, “Gilbert Crispin, Alan of Lille, and Jacob ben Reuben: A Study in the Transmission of Medieval 

Polemic,” Speculum 49:1 (1974), pp. 34-47. 

Robert Chazan, “The Christian Position in Jacob ben Reuben’s Milhamot Ha-Shem,” in From Ancient Israel to 

Modern Judaism (J. Neusner et al eds. Atlanta: Scholars Press, 1989), vol. 2, pp. 157-170. 

--, Fashioning Jewish Identity in Medieval Western Christendom, Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 

Gad Freudenthal, “Philosophy in Religious Polemics: The Case of Jacob ben Reuben (Provence, 1170),” 

Medieval Encounters 22 (2016), pp. 49-51. 

Daniel J. Lasker, Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages, Oxford: The Littman 

Library of Jewish Civilization, 2007 (originally 1977). 

--. “Controversy and Collegiality: A Look at Provence,” Medieval Encounters 22:1-3(2016), pp. 13-24. 

, ירושלים: מכון מול תרבות הנוצרית: תודעה היסטורית ודימויי עבר בקרב יהודי ספרד ופרובנס בימי הבינייםשלום, -רם בן

 צבי, תשס"ז.-בן

 , רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ז.י פרובנס: רנסנס בצל הכנסייהיהוד, --

 .48-66לב )תשכ"ג(, עמ' תרביץ פי מתי ליעקב בן ראובן", -יהודה רוזנטל, "תרגום של הבשורה על

 



中世ユダヤ教における
キリスト教論駁と福音書翻訳
——ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』——

司会者：矢内 義顕

発表者：志田 雅宏

中世哲学会第67回大会 2018年11月10日

聖心女子大学
1



ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』

Jacob ben Reuben, Milhamot ha-Shem

מלחמות השם, יעקב בן ראובן

1170年に完成か。

Yehudah Rosenthalによる校訂版

（エルサレム、1963年）
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『トルドート・イェシュ』のシンポ
（2017年3月、東京大学）
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Y・ローゼンタルによるユダヤ教論争文学の文献一
覧（Areshet, 1960, pp. 130-179）にもとづいて、
発表者が自身のブログで作成した文献リスト
http://alderekhhaemet.blogspot.com/2013/04/li
st-of-jewish-polemical-literature.html
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Raimundus Martini
Pugio Fidei (ca. 1280)

J.C. Wagenseil, 
Tela Ignea Satanae (1672)
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第1章
知性からもたらされる証拠について

配布資料

② 受肉

③ 三位一体

④ 処女懐胎

⑤ 受難
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第2章
モーセの律法からもたらされる証拠について

配布資料

⑥ふたつの聖句の字義的解釈から生じる矛盾

創1：31「神は作ったものすべてを見た。見よ、それはとても良かった」

レビ11：31「これらはあなた方にとって穢れたものである」

⑦旧約聖書解釈による三位一体説

創1：1「初めに神（Elohim）は天地を創造した（bara)」

Elohim （形としては複数形名詞のよう）אלהים

bara ברא（三人称男性単数の活用形）
8



第5章
イザヤの言葉からもたらされる確固たる堅固な証拠について

配布資料

⑧

イザ7：14

「見よ、乙女（’almah）が身ごもって男児を産み、インマヌエ
ルעמנואלと名づける」

マタ1：23

「インマヌエルの意味とは、「神は我々とともにある」 אל-עמנו と
いうことである」
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第11章
彼の質問は終わり、私が福音書から彼に質問する

マタイ福音書の体系的な翻訳（ラテン語からヘブライ語へ）

＊現在知られているかぎり、最初期の本格的な翻訳

ただし、全訳ではなく、論争のために必要な箇所の翻訳

配布資料

⑪山上の垂訓（マタ5：33－44）
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第12章
ダビデの子メシアがまだ到来しないことの証拠

中世ユダヤ教哲学の著作（サアディア・ガオンやイツハク・イス
ラエリ）からの引用。

原典はユダヤ・アラビア語だが、プロヴァンスでイブン・ティボ
ン家やキムヒ家によって翻訳されたヘブライ語訳を読んでいた。

配布資料 ⑫

I) 将来における終末の到来

II) 死者の復活における霊魂と身体の復活

III) 生成消滅する被造物（「組み合わされたもの」）と、永遠に
存在し続ける被造物（「単純なもの」）
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ナフマニデス Nahmanides (1194-1270)

「明らかなことは、人間は自分の知らないことを信じな
い、ということだ」

1263年バルセロナ公開討論

ユダヤ教のメシア像をめぐるドミニコ会修道士とラビの論争
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ご清聴ありがとうございました
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