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2018 年度聖書講座 2018 年 11 月 17 日 上智大学 

中世ユダヤ教世界におけるイエス——聖書解釈と民間伝承—— 

志田雅宏 

①ヨセフ・キムヒ『契約の書』（12 世紀） 

字義的解釈と寓意的解釈 

異端者（min キリスト教徒）は言った：あなた方は律法の大半を字義的に、書かれているとおりに、外来語

で言えば「フィリトラ」fi-litra に理解する。私たちはそれを「フィギュラ」figura と呼ばれる寓意的方法で理

解する。これにより、あなた方はあなた方の聖書全体において間違える。なぜなら、あなた方は骨をかじる者

に似ており、私たちはその中にある脳〔に似ている〕からである。あなた方はもみ殻を食べる動物のごとくで

あり、私たちは小麦〔の実を食べるの〕である。 

信仰者（maamin ユダヤ人）は言った：ほむべき聖なるお方がモーセに律法を与え、彼がイスラエルにそれ

を教えたとき、彼はそれを寓意的に理解したであろうか、あるいは寓意的に理解しなかったであろうか。あな

たがもし、彼はそれを寓意的にではなく、字義的に理解したと言うなら、そのように彼はイスラエルに教示し

たのだ。このことについて、イスラエルに罪があるだろうか。イスラエルに教示するために、創造主がモーセ

に寓意的な仕方を教えなかった、などということがどうしてありえようか。（……）だが、真理において知る

がいい。トーラーはその全体が字義的なのでもなければ、その全体が寓意的なのでもない。その字義的な仕方

で解釈するのがふさわしくないことについては、私たちはそれを寓意的に解釈すべきなのだ。 

Yosef Qimhi, Sefer ha-Berit u-Vikuhei Radak ‘im ha-Natzrut, ed. F. Talmage (Jerusalem, 1974), pp. 37-38 

②『勝利の書（古）』（13－14 世紀） 

創世記 49：10「王笏はユダから離れず、統治の杖は足の間から離れない。ついにシロが来て、諸国の民

は彼に従う。 

ある棄教者 meshumad（キリスト教徒）は主張する：「ついにシロが来て」 לו'וילה שבא יעד כי  は、各文字の

先頭によって「イエス」ישוを暗示している。（……）異端者たちは言う：〔この聖句の意味は〕ついに使徒

meshula’h、すなわちイエスがやってきて、それからユダの王国が停止するであろう〔、ということだ〕。そし

て、そのようになった。イエスがやってきたとき、ユダの王国が停止したのだ。（……） 

 これがその回答である：彼ら自身の言葉によって彼らは嘘をついている。なぜなら、イエス〔の到来〕まで

に、ユダの王国は〔すでに〕停止していたのではないか。第一神殿時代のヒゼキヤ以来、ユダに王はいなかっ

たのではないか。なぜなら、第二神殿時代、イスラエルに王はおらず、メディア、ペルシャ、ローマの王たち

の下にいる総督 netziv がいたにすぎないからである。ユダの王ヒゼキヤからイエスの誕生まで長い年月がた

っている。ならば、「イエスの到来まで〔王笏は〕ユダの王国を離れない」などと、どうして言えようか。さら

に、「シロ」שילהと「イエス」ישוの名前に何の関係があろうか。 

David Berger, The Jewish-Christian Debate in the High Middle Ages: A Critical Edition of the Nizzahon Vetus (Philadelphia, 1979), pp. 

20-21 (in the part of Hebrew Text) 

③ハイーム・イブン・ムーサ『盾と槍』（15 世紀） 

イザヤ書 7：14「見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ」 

ニコラウ（リラのニコラウス）とすべてのキリスト教徒たちは問うた；なぜユダヤ人たちは、マリアがイエ

スを身ごもり、なおも彼女は処女 betulah であったと信じないのか。見よ、聖書は「乙女’almah が身ごもり、
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男の子を産んだ」（イザ 7：14）と言っている。この「乙女」’almah は「処女」betulah である。 

ハイームは言った：サウルがアブネルに対し、ダビデについて「この少年’alem は誰の息子か」（サム上 17：

56）と訊ねたとき、彼の意図は「この（未婚の）坊や betul は誰の息子か」と言うことではなかった。〔「少

年」’almah とは〕年少者ということでしかない。なぜなら、サウルはダビデが坊やであると、どこから知りえ

たであろうか。もしリベカについて、「乙女’almah が」（創 24：43）と〔聖書が〕言っていることによって我々

に問うならば、その箇所で彼女について、「彼女は男を知らなかった」（同 16）と書かれているのを見よ。「乙

女」’almah の語が意味するのは「既婚者」be’ulah であることが明らかになろう。さらに、「彼女は男を知らな

かった」とあるのはなぜか、と問うかもしれない。「許婚に死なれて、粗布をまとう処女 betulah のように」（ヨ

エ 1：8）と書かれているように、「既婚者」be’ulah の代わりに「処女」betulah が使われている聖句がある—

—この「処女」は「既婚者」のことであり、だから「許婚に死なれて」と言っているのだ——と。これらの名

詞には二つの意味があり、その一方の意味を示す必然性はない。だから、このことについてもっと話し合おう。 

Hayyim ibn Musa, Sefer Magen va-Roma’h ve-Igret le-beno (Jerusalem, 1970), p. 29 

④ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』（12 世紀） 

マタイ福音書 5：44「しかし、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者たちのために祈りなさい」 

さらに、別の矛盾もある。彼（イエス）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、（自分たちを）憎む者たちのことを憎むのは認められている——〔だが、イエスはこう言った。〕

「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」（マ

タ 5：44）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」torat hen 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。暗

闇と死の陰があるだけだ、と。 

Jacob ben Reuben, Milhamot ha-Shem, ed. Y. Rosenthal (Jerusalem, 1963), p. 146 

⑤ナフマニデス『討論録』 1263 年バルセロナ公開討論：ユダヤ教のメシア像をめぐる修道士とラビの論争 

バビロニア・タルムード、サンヘドリン篇 98a：メシアと出遭うラビの説話 

その者（パウルス修道士）は再び、タルムードに次のような解釈があると言った：ラビ・イェホシュア・ベ

ン・レヴィはエリヤに訊ねた。「いつメシアは来るのですか」。すると彼は「メシア自身に訊ねるがよい」と答

えた。「彼はどこに？」「ローマの門のところで、病人たちのなかにいる」。〔ラビが〕そこに行ってみると、彼

（メシア）を見つけた。彼は彼に訊ねた、云々。だとすれば、彼（メシア）はすでに到来した。彼はローマに

いて、〔彼はイエスであり、ローマを支配する者だ〕。 

私は彼に答えた：（……）私はそう信じていない。 

（……） 

私は彼（国王ジャウメ一世）に言った：彼（メシア）がそこに現れた理由は、さまざまな説話で述べられて
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います。私はそれをこのような大勢の前で語りたくありません——私が彼らに対して言いたくなかった理由と

は、「メシアはローマを滅ぼすまでそこにとどまる」と説話で言われていることである。 

（参考）ナフマニデス『贖いの書』 

神は彼ら（ある世代のユダヤ人たち）を〔終末の世代に〕選ぶが、それは彼ら以前の者たちの功徳のためで

ある。（……）この道にしたがって、ラビ・イェホシュア・ベン・レヴィが「（メシアが到来するのは）今日だ」

と（メシアに）言われ、それが「（メシアが到来するのは）今日だ、もしあなた方がその声に聞き従うのなら」

（詩 95：7。この説話を締めくくる聖書の一節）という意味であるという説話が現れるのである。 

Moshe ben Nahman, Kitvei ha-Ramban, ed. H.D. Chavel (Jerusalem, 1963), vol. 1, pp. 307, 309-310; p. 277 

⑥プロファイト・ドゥラン『異教徒の恥辱』（14 世紀） 

実体変化についての皮肉めいた記述 

 〔人々を〕誤りに導く者たちが築いた彼らの宗教 dat の原理’iqar のひとつは、イエスが磔にされたのと同じ

量でやってきて、小麦から作られたパンの量がどれだけであれ、そのなかに生じるというものである。そのパ

ンはパンの形を脱ぎ捨て、イエスのからだ geshem 全体を受け取る。これにともない、パンの偶有——質や量

など——は、主体 nose のないままそれ自身のなかにあり続ける。祭壇にやってきてそこにとどまるのは、天

に座している彼自身である。彼は異なる場所にいながらにして、彼自身において同一である。彼は祭壇におい

てみずからを動かし、また彼は天にいる。そして、そのパンが何切れに分けられようとも、磔にされたまさに

その量で彼はそのすべてに見出される。まるで、割れた鏡のなかに、その各片のなかに、刻み込まれた絵〔の

全体〕が見えるように。これと同じ仕方で、彼は葡萄を絞って作られた葡萄酒のなかにも見出される。このパ

ンを食べ、この葡萄酒を飲むことで、イエスの身体はそれを食べた者の身体とひとつになる。〔そのパンが〕

形を失った後も残るパンの偶有が失われるまで、彼はその者の腹のなかに居続ける。この彼らの信仰はパンと

葡萄酒において見られる。それは、この儀式のために割り当てられた神父——彼が年長であれ若者であれ、賢

き者であれ愚かな者であれ、義人であれ悪人であれ——によって言葉が唱えられた後で〔起こるのである〕。 

Profayt Duran, Kitvei Pulmus le-Profayt Duran, ed. F. Talmage (Jerusalem, 1981), p. 35 

 

⑦『トルドート・イェシュ』（フルドライヒ版） 

ジョーク：宿屋に泊まったイエス、ペトロ、ユダ。最も良い夢を見たのは？ 

 そこから彼らは宿屋に来ると、イエスは女主人に何か食べるものはあるかと訊ねた。女主人は「鵞鳥を焼い

たものしかありません」と言った。イエスはその鵞鳥を手に取ると、彼らの前に置いた。イエスは言った。「こ

の鵞鳥は三人で食べるには少なすぎる。眠りについて、最も良い夢を見た者が鵞鳥を丸ごと食べられることに

しよう」。そして、彼らは横になった。真夜中になり、ユダが起き上がって、その鵞鳥を食べてしまった。 

 朝、彼らは起きた。ペトロは言った。「私は夢を見ました。私が全能者の子の玉座の下に座っていました」。

イエスは言った。「私がその全能者の子だ。私は夢を見た。おまえが私の下に座っていた。見ろ、私の夢の方

がお前の夢よりも良い。その鵞鳥を食べるのは私だ」。すると、ユダが言った。「私は夢のなかでその鵞鳥を食

べました」。イエスはその鵞鳥を探したが見つからなかった。ユダが食べてしまったからである。 

Toledot Yeshu: The Life Story of Jesus, ed. M. Meerson and P. Schäfer (Tübingen, 2014), vol. 2, p. 246 
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⑧トルドート・イェシュ（ストラスブール写本 3974） 

神殿から神の名前を盗み出すイエス 

 全イスラエルの統治はある女の手に委ねられていた。彼女の名はヘレネ（アディアベネ王国の女王。F・ヨ

セフス『ユダヤ古代誌』に登場）。神殿には礎石があった。（……）。そして、そこにはシェム・ハ‐メフォラシ

ュ（神の聖四文字の名前יהוה）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行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。 

Toledot Yeshu, pp. 84-85 

⑨トルドート・イェシュ（ストラスブール写本 3974） 

運び出されたイエスの遺体：復活のパロディ 

 彼らが彼（イエス）〔の遺体〕を運び、木に吊るそうとしたとき、それは折れてしまった。そこには彼ととも

にシェム・ハ‐メフォラシュがあったからである。愚かな者たちは木々が彼の下で折れるのを見て、それは彼

の大いなる義によるものだと考えた。だが、それも彼らがキャベツの茎を持ってくるまでのことであった。生

前、彼は自分を吊るすイスラエルのやり方を知っていた。そして、自分が死刑となり、殺され、最後に木に吊

るされることを知っていた。そこで、シェム・ハ‐メフォラシュによって木が自分を受けつけないようにした

のである。ところが、キャベツの茎に対しては、彼はシェム・ハ‐メフォラシュを唱えなかった。それは木で

はなく草だからである。（……） 

 王妃（ヘレネ）は言った。（……）「お前たちは主のメシアを殺したのだ」。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。彼は彼に言った。「なぜ泣いているのか」。彼は言った。「しかじかである。あの悪人（イエス）

のゆえである。彼〔の遺体〕が見つからないのだ。見よ、（消えたイエスの遺体を探し出すためにユダヤ人た

ちに）王妃が与えた一定の時間〔の終わり〕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」。

（……）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（イエスの信奉者たち）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」。 

Toledot Yeshu, pp. 91-93 


