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京都ユダヤ思想学会第 13 回学術大会公開シンポジウム「中世ユダヤ教聖書解釈の諸相:キリスト教世界とその周辺」 

2020 年 9 月 13 日（オンライン開催） 

 

「聖書解釈の広がりと深み ——中世キリスト教文化との対話のなかで——」 

志田雅宏（東京大学） 

masahiroshida222@gmail.com 

 

ラシ（Rashi: Rabbi Shlomo Yizthaki, 1040-1105) 

引用 1 字義的解釈（プシャト、プシュト・シェル・ミクラ）の宣言 

ラシ、創世記 3：8「彼らは主なる神の声が歩き回るのを聞いた」注釈 

たくさんのミドラシュ・アガダー（ラビたちの聖書解釈の伝承）がある。われらのラビたちはそれらの〔聖

書〕意味について、『創世記ラッバー』（ミドラシュ）やその他のミドラシュにおいて整えてくれている。しか

し、私がやってきたのは、その聖句の字義（peshuto shel miqra）と聖句の言葉を説明するアガダーのために他

ならない。それは、「時宜にかなって語られる言葉」（箴言 25：11）なのである1。（TH, Gen. 1:58） 

 

引用 2 聖書の字義的解釈：最初の被造物は何か？ 

ラシ、創世記 1：1「初めに神は天と地とを創造した」注釈 

 「初めに創造した」（be-reshit bara）：この聖句が言うのは、「私を釈義（d’r’sh）せよ」のみである。われわ

れのラビたちがそれを釈義するように〔釈義せよというのである〕。曰く、「かのお方の道の初め（reshit）」（箴

8：22）と呼ばれるトーラーのために、「かのお方の収穫の初物（reshit）」（エレ 2：3）と呼ばれるイスラエル

のために、〔「神は天と地とを創造した」のである。〕 

 そして、もしあなたがそれをその字義（peshuto）にしたがって注釈するなら、次のように注釈する。「天と

地の創造の初めにおいて（bereshit beriat shamayim v-eretz）、地は混沌と暗闇であった。そして神は言われた。

『光あれ』と」。聖句は、これら（天と地）〔の創造〕が先であると言って、創造の順序を教えているのではな

い2。もしそのように教えるなら、「ベ‐リショナー／最初に（be-rishonah）天と地を創造した」と書かれてい

たはずだからである。聖書において「レシート（reshit、初め）」という語が、その後ろに〔名詞の〕単語がく

っつかない形で出てくることはない。「ヨヤキムの治世の初めに（be-reshit）」（エレ 26：1）や（……）のよう

に。ここもまた、あなたは「ベ‐レシート・バラー・エロヒーム／初めに神は創造した」を「ベ‐レシート・

ブロー／創造の初め」のように読むべきである。「テヒラト・ディベル・アドナイ・ベ‐ホシェア（主がホセア

に語られた初め）」（ホセ 1：2）とは、つまり「テヒラト・ディブロ・シェル・アドナイ・ベ‐ホシェア（ホセ

 
1 聖書の言葉を探究するにあたって、ラシはかつてのラビたちの聖書解釈（ミドラシュ）に敬意を示す。しかし、聖書注

釈家としての自分が、彼らのミドラシュを批判的に問いなおすために、新しい聖書解釈の様式を導入することを宣言す

る。それは、聖書の言葉の文字どおりの意味（字義）をベースとする聖書解釈である。そのさい、従来のミドラシュも参

照するが、それは「時宜にかなう」場面にかぎられる。 

2 「天と地」という語が先に来るからといって、創 1：1 は最初の被造物が天と地であると教示しているのではないとい

うこと。 

mailto:masahiroshida222@gmail.com
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アへの主の語りの初め）、主はホセアに言われた」ということであるのと同様である3。（……） 

 もしあなたが、〔この聖句は〕これら（天と地）が最初に創造されたことを教えているのであり、その解釈

は「万物の初めに（be-reshit ha-kol）、〔神は〕これらを創造した」であると言うなら、あなたにとって、聖書

はその言葉を省略しており、〔あるべき〕ひとつの語（＊ここでは「万物」）が欠けているということになる。

（……）もしそうだとすれば、あなたはみずから〔の意見に〕驚くであろう。なぜなら、水が先に存在してい

るからである。「神の霊が水の面を動いていた」（創 1：2）と書かれているからである。聖書は水の創造がいつ

であったのかをなおも明かしていない。であるから、あなたは水〔の創造〕が地に先立つものであったことを

学ぶのである。そして、天は火と水から創造されたのである〔とラビたちが教えている〕かぎり、〔水は地に

先立つのである〕。それゆえ必然的に、聖句は何が先に、そして何が後に〔創造されたのか〕という順序をま

ったく教えてはいないのである。（TH, Gen. 1:1-2） 

 

引用 3 リラのニコラウス（1270 頃－1340）：ラシに学ぶキリスト教神学者 

リラのニコラウス『聖書註解』第二序文 

 私の意図は、カトリックだけでなく、ユダヤ人の教師たちからも言葉を引用することである。特にラビ・サ

ロモニス（ラシ：Rabbi Shlomo (Yitzhaki)）である。彼はすべてのユダヤ人の聖書注釈家たちのなかで、最も

理性的な議論を進めた者である。それは、テクストの字義的な意味（sensus literalis）を照らすためである。

（Nicolas de Lyre, 170）4 

 

引用４ リラのニコラウス：「ヘブライ的真理」（Hebraica Veritas）を求めて 

リラのニコラウス『聖書註解』序文 

 今日においては、字義的な意味（sensus literaris）は大いに暗くなっているようにみえる。それは、ひとつに

は書記の欠陥によるものであり、ひとつには訂正者の箇所についての技術の欠如によるものであり、ひとつに

はわれわれの翻訳の仕方のせいである。なぜなら、翻訳はしばしば、ヘブライ語のテクストの意味から何か違

ったものになるからである。それはヒエロニュムスが説明したとおりである。ヒエロニュムスによれば、旧約

聖書の真のテクストを手に入れるためには、ヘブライ語の写本に拠らなければならない。原典であるものとし

てのヘブライ語テクストに拠ることが、どれが真のテクストであるかを明らかにするためには、より安全なの

である。（Nicolas de Lyre, 188. 一部略）5 

  

 
3 ラシは「レシート」（reshit、初め）という名詞の字義（peshuto）を探究し、この名詞は後ろに名詞をともなう連語形

（「○○の初め」）という形のみで使われると主張し、その根拠にもとづいて「創造した」（bara）という動詞を「創造」

（baru; beriah）という名詞として読む。つまり、「初めに……創造した」ではなく、「創造の初めに」となる。 

4 テクストは A・ガイガーの英訳引用（Ari Geiger, “Nicholas and His Jewish Sources”）より。 

5 同上。 
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ミドラシュ（ラビたちの聖書釈義）から説教へ 

引用 5 ソロモンの箴言を通して族長物語を解釈する：トーラー朗読と説教 

作者未詳（13 世紀）『「ヴァ‐イェシェヴ」（創 37：1－40：23）についての説教』6 

「人の心にはたくさんの企て。主の計らいだけが実現する。人間に望まれるのは慈しみ。貧しいことは虚偽に

まさる」（箴 19：21－22） 

 箴言におけるソロモンの全般的な意図とは、われわれの日々のおこないにかんする訓戒を与えることである。

（……）〔「忠告に聞き従い、諭しを受け入れよ」（箴言 19：20）などの倫理的規律を示した、〕それから彼は続

けて「人の心にはたくさんの企て」と言った。言い換えれば、「私はあなたに、あなたの事柄についての助言

を求め、助言者の忠告を受け入れなさいと諭したが、その忠告は神が支持されるものであると信じなさい」と

いうことである。なぜなら、助言者たちは人の心にたくさんの企てを生み出すかもしれないが、「主の計らい

だけが実現する」からである。次に、彼は助言を受け入れよという訓戒の理由を説明した。人はふつう、知識

や知性のある者にだけ助言を求める。そのような人は「アダム」、つまり「人間」と呼ばれる。それは、「あな

た方は私の群れ、私の牧草地の群れである。あなた方は人間（adam）であり、私はあなたがたの神である」（エ

ゼ 34：31）と言われるとおりである。これは、人間と動物の本質的な違いである。そうして彼は、助言に従う

ことについて思い悩むなと言ったのである。 

（……） 

 さらに、われわれはこれらの聖句をこの教訓に当てはまるものとして解釈することができる。「人の心には

たくさんの企て」とは、これは「穏やかな人」（ish tam、創 25：27）と描かれるヤコブのことである。賢者た

ちは〔ミドラシュにおいて〕言った7。ヤコブはすべての悲しみを経験した後、すなわち父イサクに起こったこ

とを見て、エサウが別の土地に行ってしまったのを見て、「ヤコブは（カナン地方に）住んでいた」（創 37：1）

とトーラーが言うように、自分も〔カナンの地〕に住み、安息しようと考えた。しかし、これは神が考えられ

たことではなかった。そして、ソロモンは神の計らいが〔ヤコブ自身の考えに〕まさることを示した。つまり、

かのお方はヤコブがエジプトに下っていくということを引き起こされたのである。それが、「人の心にはたく

さんの企て。神の計らいだけが実現する」と言われていることの理由である。 

（……） 

 さらに、われわれはこの教訓から、注意を払うべき、そしてその実現を注意深く待ち受けるべき夢があるこ

とを学んだ。賢者たちは、「夢は預言の十六分の一である」8と言った。夢は三つの範疇に分けられる。〔第一

は〕本当の預言であり、〔ヤコブの〕階梯の夢がそうである。また、トーラーも「あなた方の間に預言者がいる

なら、私は夢によって彼と語る」（民数記 12：6）と言っている。次に、何も示していない〔空虚な〕夢がある。

そして、大半はこの種類である。これらについては、「空しい夢を語り」（ゼカ 10：2）と言われている。そし

て最後に、預言の十六分の一である夢がある。これは、先に言ったように、特に注意を払うにふさわしいもの

である。そのような夢が起こるのは、その〔夢の中の〕像が感覚によって知ることのできるもので構成されて

いるが、特定の像が知覚されているのでは決してないようなものを、その夢見者が見た場合である。〔そして、

 
6 テクストは M・セイパースタインの英訳（Saperstein, Jewish Preaching, 1200-1800）より。 

7 ミドラシュ『創世記ラッバー』84：3 

8 バビロニア・タルムード（BT）ベラホート 57b 
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創世記 37 章でヨセフが見た穀物の束がひれ伏す夢や、太陽と月と星々がひれ伏す夢は、まさにこの「預言の

十六分の一」としての夢である。〕それが、ヨセフがこの〔夢の〕実現を待ち望んだ理由である。彼は自分に降

りかかったことを見たとき、その夢が最終的に実現することを知ったのである。彼は自分の居場所について父

に知らせる言葉を送ることを望まなかったが、それは、彼がそれらの夢の実現を待ち望んでいたからなのであ

る。（……） 

 これらのことはわれわれに何を教えているのか。われわれが見たように、彼らの企てはいずれも実現しなか

った。ヤコブの企ても、兄弟たちひとりひとりの企ても、彼ら全員の企ても、である。われわれは「人間の道

はその人自身のものではない」（エレ 10：23）ことを学ぶのである。これが、「人の心にはたくさんの企て。主

の計らいだけが実現する」という〔説教冒頭の〕聖句の意味である。（……） 

 また、われわれは根拠のない憎しみを避けることがいかに必要かを学んだ。なぜなら、これが、われわれの

先祖がエジプトに下っていった理由だからである。さらに賢者たちは、「第二神殿が崩壊したのは、根拠のな

い憎しみによる他にない」9と言った。トーラーがそれをいかに拒絶しているかをごらんなさい。「心の中で兄

弟を憎んではならない」（レビ 19：17）と。言い換えれば、あなたはある人が罪を犯しているのを見て、彼の

ことを非難できるとしても、あなたは彼のことを憎んではならないのである。（……）だが、それだけではな

い。トーラーは〔先のレビ記の一節に〕続いて、「隣人を自分のように愛しなさい」（同 18）と命令した。ヒレ

ルはその者に言った。「トーラーのすべては、あなたにとって嫌なことをあなたの隣人におこなってはならな

い、ということであり、残りはその注釈である。行って学びなさい」と。 

 われわれの先祖には、神の摂理がいかに苦しいものに見えていたのかをごらんなさい。しかし、実際には神

は彼らの繁栄を求められていた。（……）このことは、この離散において捕囚と恥辱のなかにあるわれわれの

隷属において、すなわちいまのわれわれにとってはますますそのとおりである。神はわれわれに使者（メシア）

を遣わすことを前もって約束されていた。（……）その高き御手においてかのお方が彼らをエジプトから導き

出したとき、天と地にしるしと兆しを送られたように、かのお方はわれわれをこの離散から導き出し、解放し

てくださるであろう。昼も夜も雲の柱のなかから神が彼らの前を進まれたのとまさに同じことが、将来におい

ても起こるであろう。願わくば、それがすみやかに、そしてわれわれの日々に到来せんことを。「急いで出な

くてもよい。逃げるようにして行かなくてもよい。主があなた方の前を行き、イスラエルの神がしんがりとな

るからだ」（イザ 52：12）（Saperstein, 127-136） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 BT ヨーマ 9b 
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第一回十字軍によるユダヤ人迫害（1096 年）とその記憶 

引用 6 「聖戦」思想の共有？：十字軍とドイツ・ライン地方のユダヤ人 

ヘブライ語年代記①『マインツ・アノニマス』 

そこにはこの世代の偉人のひとりである敬虔な男がいた。我らの師 R・ダヴィド・ハレヴィの子、R・メナ

ヘムである。彼は全会衆に「称えられるべき、畏れられるべき御名を、心を尽くして聖別せよ」と言った。す

ると彼らすべてが答えた。「我々はみな、我が父祖ヤコブの息子たちがおこなったようにおこなう。彼が彼ら

に終末を明かすことを望んだとき、〔それはできなかった。〕なぜなら、神の臨在（Shekhinah）が彼から離れ

去ってしまったからだ。〔ヤコブは言った。〕『我が祖父アブラハムや我が父イサクのように、私のなかにも偶

像があるのかもしれない』と」。彼らは答えて言った。「この時期にシナイ山で律法を受け取った我らの父祖た

ちのように、我々もおこない、聞き従う」。そして、彼らは大きな声で唱えた。「聞け、イスラエルよ。主は我

らの神、主は唯一である」。そして、彼らはみな、道を迷える者たち（十字軍）および町人たちと戦うべく、城

門のもとに近づいていった。（HB Heb., 100） 

 

引用７ 殉教の記憶化：無数の「イサク奉献」 

ヘブライ語年代記②『エリエゼル・バル・ナタンの年代記』 

 何人かの敬虔な老人たちは房のついた礼拝の肩掛け（＊タリート。ユダヤ教の礼拝で使う）に身を包み、司

教座の中庭にすわった。彼らは神の意志を遂げることにみずからを急き立て、つかのまの命のために助かろう

として逃げ去ることを望まなかった。なぜなら、彼らは愛情に満ちて、天の裁きを受け入れたからである。敵

対者たちは彼らに石や矢を投げつけたが、彼らは逃げ回ることもなかった。また、女たちも力強さを腰に巻き

付け、自分の息子と娘を殺し、それから自分自身を殺した。心優しい男たちも力強さを奮い起こし、自分の妻

と息子、娘、そして赤ん坊を殺した。最も穏やかで優しい女たちはみずからすすんで子供を殺した。 

 これらのことを聞く耳よ、焦がれるがよい。このようなことを、いったい誰が見聞きしたことがあるだろう

か。一日で一〇〇〇人もの「奉献」（’aqedot ＊創世記のアブラハムによるイサク奉献の単語）が、かつて起こ

ったであろうか。〔アブラハムが息子イサクを捧げようとした〕モリヤ山では、たったひとりの奉献に地が震

えたというのに。見よ、勇敢な者たちはただ泣いている。天使たちは激しく涙を流している。だが、天は暗闇

に包まれることはなく、星々はその光を隠すことをやめはしなかった。一日に一三〇〇人の聖なる魂が殺され

たとき、なぜ太陽と月が暗闇に代わることがなかったのか。（……）ああ、主なる神よ、あなたはこれらのこ

とのためにみずからを抑えておられるおつもりなのか！（HB Heb., 74） 

 

引用８ ラシによる慰め 

ラシ、イザヤ書 53：10「彼は自らを償いのささげ物とした」注釈 

ほむべき聖なるお方は言われた：もし彼の魂／命（nefesh）を我が聖なるものにささげ、彼が冒したすべての

罪に対する償いのささげ物として、それ（ネフェシュ）を私に戻すなら、私は確実に、彼にその報酬を与えよ

う10。 

 
10 テクストは Sefaria（ユダヤ文献のウェブサイト）より。

https://www.sefaria.org/Isaiah.53.10?lang=bi&with=Rashi&lang2=en 

https://www.sefaria.org/Isaiah.53.10?lang=bi&with=Rashi&lang2=en
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ヤコブ・ベン・ルーベン（Jacob (Ya’akov) ben Reuben、12 世紀後半） 

引用 9 キリスト教の神父に師事するユダヤ人ヤコブ 

ヤコブ・ベン・ルーベン『主の戦い』（Milhamot ha-Shem）序文 

メハベル（「著者」：ヤコブ・ベン・ルーベン自身）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

 

十字軍による迫害に苦しむライン地方のユダヤ人たちに対し、彼らの死は聖書における「償いのささげ物」（アシャム）

であると解釈する。死を殉教として意味づけ、犠牲者たちを慰める言葉を、ラシは聖書に見出そうとしたのである。 
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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。（Jacob b. Reuben: 3-6） 

 

引用 10 キリスト教徒との解釈論争：イザヤ書 7：14 はキリストの誕生の預言か 

『主の戦い』第 5 章 

メハヘド（「否定する者」。キリスト教徒。ヤコブの師の神父？）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（「神の唯一性を証しする者」。ユダヤ人。ヤコブ自身？）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」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」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」は「処女」

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
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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。（……）（Jacob ben Reuben, 87-88） 

 

引用 11 ユダヤ人注釈家の目から見た「山上の垂訓」：イエスは聖書解釈者としては未熟？ 

『主の戦い』第 11 章 

 この箇所（マタイ福音書 5 章）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「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」（マタ 5：39－40）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。〕「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、暗闇と死の陰があるだけだ、と。（Jacob ben Reuben, 146） 
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ナフマニデス（Moses Nahmanides/Moshe ben Nahman, 1194-1270） 

引用 12 族長物語の暗示的解釈：ヤコブに学ぶキリスト教世界での処世術 

ナフマニデス『トーラー註解』創世記 32 章（セデル・ヴァイシュラッハ）の冒頭 

この箇所（parashah）が書かれているのは、神がそのしもべ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われわれに教

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（remez）がある。なぜなら、われら

の父（ヤコブ）に対して、その兄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われわれ

にも起こるからである。われわれ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、われわれは三つの事柄を準備するからである。すなわち、祈り、贈り物、救出である。そして、

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。 

（……） 

われわれのラビたちはさらに、これ（エサウの提案に対するヤコブの断りの返答11）のなかに忠言を見出し、

言った。「ラビ・ヤナイはその王国（ローマ）に向かって上るとき、この箇所（創世記 32 章）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

人と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、〔そのローマ人が犯した収賄の罰金

として〕彼は外套を売ることになってしまった。〔ラビがこの箇所を読むのは〕彼らの伝統においては、これ

が「捕囚の箇所」（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12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、この箇所をよく読んで

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（ラビ・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。（Nahmanides, 1:180, 

188） 

 

引用 13 カバラー的解釈：人間の戒律実践の新たな地平 

ナフマニデス『トーラー註解』レビ記 23：40 の注釈 

「最初の日に、飾りにする木の実、なつめやしの葉、茂った枝と川沿いのポプラの枝を取りそろえて、七

日間、あなたがたの神、主の前で喜び祝いなさい」（レビ 23：40） ＊仮庵の祭りの規定 

真理の道によると（＝カバラー的解釈の用語）、「立派な木の実」とはそのなかに多くの欲望がある実であり、

原初のアダムはそれによって罪を犯した。それは、「女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き

付け、賢くなるように唆していた。女は実を取って食べた」（創 3：6）と言われる。見よ、罪はそれ（エトロ

 
11 ヤコブがエサウに贈り物をすると、エサウはセイルの地まで一緒に行こうと提案するが、ヤコブはそれを断る。ま

た、エサウが自分の部下をヤコブのもとに置いていこうとすると、「ご好意だけで十分です」と再び断る。 

12 エドムはエサウの子孫。ヤコブとエサウの対立の後、ヤコブの子ヨセフによってエサウの子孫はとらえられていた

が、ヨセフの死後逃亡し、ローマに渡って王国を作った（つまりローマ帝国の創設者はエサウの子孫）という伝承が『ヨ

スィッポンの書』（Sefer Josippon/Yosippon）というヘブライ語の歴史書に記されており、ナフマニデスもそれを参照し

ている。 
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グ）のみを取ったことによるのであり、我々はそれを他の（三つの）種類とともにしてかのお方の望みに応え

るのである。「なつめやしの葉」は二重の中心線の先端であり、それらすべての上にある。「茂った木の枝」は

ひとつの部位における三つのセフィロートをほのめかしている。それは「ヤコブの勇者の御手により」（創 49：

24）と言われるがごとくである。そして、「川柳（アラヴァー）の枝」は「雲（アラヴォート）を駆るお方を高

め称えよ」（詩 68：5）と言われるがごとくである。なぜなら、それらは神の裁きの属性（midat ha-Din）と慈

悲の属性（midat ha-Rahamim）が混ざりあうものだからである。このことから理解し、知りなさい。エトログ

を（他の三つの植物と）ともに束ねられず、それ（エトログ）がそれらを妨げることを。なぜなら、それ（エ

トログ）はアツェレト（仮庵の祭りの八日目）に対応しており、それ自体でひとつの祝祭であり、（仮庵の祭

りの）初日を補完するものだからである。見よ、それらは潜在的にひとつであり、現実にはそうではないので

ある。（Nahmanides, 2:159） 
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アブラハム・アブラフィア（Abraham Abulafia, 1240-c.1291） 

引用 14 預言カバラー：神の名前の組み合わせによる預言体験 

アブラフィア『来たる世の生』（Hayei ha-’Olam ha-Ba）＊預言体験のための指南書 

 知るがよい。これらが、72 文字の〔神名の〕秘義13の注釈において、ここで組み合わせられたすべての名前

である。それらによって、来たる世の生（hayei ha-’Olam ha-Ba）をみずから預言することが把握されよう。

それゆえ、この書物は『来たるの世の生』と呼ばれるのである。 

 見よ、神の教えの預言カバラー（qabalah nevuit）において、知性のある賢者がそれら（72 文字の神名）を

組み合わせるとき、彼の上に聖なる霊が流れ及ぶであろう。これはあなたにとって、これらの聖なる文字につ

いてあなたが真に、そして確かに思索をし、それらを——初めと終わり、終わりと初め、初めと中間、中間と

初め、終わりと中間、中間と終わり——あなたが組み合わせるときのしるしである。同様に、この方法でその

すべてを思索せよ。〔そうすれば〕その者はその文字の表面と背後を大いなる旋律（＝発音記号）とともに循

環させるであろう。彼はそれを平安のなかで始め、だんだん速くなり、自身も慣れていくであろう。そうして、

各〔文字〕を入れ替えることについてのとても熟達した者となるにいたるであろう。また、その者はトーラー

の隠された事柄（sitrei Torah）と、〔文字の〕組み合わせの循環がもたらす事柄を認識するための知恵につい

ても、とても熟達した者である必要がある。その思考において、預言的な神の知性の描くもの（ha-tziyur ha-

sekheli ha-Elohi ha-nevui）が彼の心を呼び起こす。初めに、孤独のなかで〔文字の〕組み合わせによって昇っ

てくるものによって、彼に恐れと震えが生じる。頭髪は逆立ち、肢体は揺れる。その後、もし彼がふさわしい

者であれば、生ける神の霊がその上を通り過ぎる。「彼の上に主の霊がとどまる。知恵と理知の霊、思慮と勇

気の霊。主を知り、畏れる霊」（イザ 11：2）。彼はあたかも、頭から足まで聖別の油（shemen ha-mishhah）

で塗油された者のごとくである。そして、彼は主のメシア（塗油された者）、使者となるであろう。彼は「神の

天使」（mal’akh ha-Elohim）と呼ばれ、彼の名はその師（神）のごとく呼称される。彼は「全能者」（Shadai）

であり、その呼称は「顔の統治者」（sar ha-pnim）、メタトロンである。（Abulafia, HOB, 16-17） 

 

引用 15 メシア的預言者としての伝道：新しい福音と終末思想 

アブラフィア『しるしの書』（Sefer ha-Ot） 

 わが主（神）は福音者ゼハルヤフ（Zeharyahu ha-Mebaser、アブラフィア自身のこと）に言われた。「あな

たの舌という筆によってあなたの声を上げなさい。あなたの指によって私の言葉、すなわちこの書物を書きな

さい」。神は彼とともにあって彼を助け、ゼハルヤフはわが主が彼に命じたことをすべて書いた。 

彼はすみやかにやってきて、その後ユダヤ人たち——彼らは肉において割礼しているが、心は無割礼である

者たちである——に生ける神の言葉を告げ、語る。貧しき者たち（ユダヤ人）のもとに彼は遣わされ、彼らの

ために〔教えが〕明かされたが、彼らは彼の到来の形をみずからの心に与えることはなかった14。彼らは彼に

 
13 出エジプト記 14 章の連続する三節（19－21）は、いずれも 72 文字の文章で構成されており、ある法則にしたがって

各節から一文字ずつ取り、それを組み合わせて 3 文字の「名前」を 72 組作るという解釈がある。ラシはこれを仮庵の祭

りにおける神への賛辞の伝承として説明している（BT スカー45a のラシ注）。 

14 アブラフィアはかつて、預言カバラーの実践を同時代のユダヤ人たちに伝道したが、彼らはそれを聞き入れなかった

ということ。 
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ついて、そして彼の神について、語るにふさわしくない言葉を語って冒涜する。また、主は彼に、異教徒たち

（goyim、ここではキリスト教徒たち）——心が無割礼であり、肉も無割礼である者たち——に、かの御名に

おいて語るよう命じられる。彼は同様のことをおこない、彼らは主の福音を信じるであろう。しかし、彼らは

主に向かって悔い改めなかった。彼らはみずからの剣と弓を確信していたからである。主は穢れた彼らの無割

礼の心を頑なにされた。それゆえ、わが主の怒りが彼らに対して燃え、彼らは滅びるであろう。そして、主は

その民であるイスラエルを憐れむであろう。 

 主は彼（イスラエル）のために福音の日となる時期と時代を選ばれる。イスラエルを助ける主の御名は

WHYH（聖四文字 YHWH が入れ替わっている）であり、その日、主は歓喜と喜びのなかで、七本の蝋燭（神

殿の燭台メノラーをさす）と五つの光の明かり（モーセ五書か）をもって、すべての山の頂を探す。そして、

獅子たちと熊たちのなかで散らばり、草を食む羊を見つけたのである。その羊を引き裂く獅子も、その羊を食

べる熊もいない。主は高い山の頂を見つけられた。その名はハル・ナファルであり、その上に二〇年、主の羊

飼いが座していたのである15。その新しき羊飼いは、怒りのときと憤怒の時期を眠って過ごしていた。そして

そのとき、イスラエルの神、主は羊飼いの心を呼び起こすであろう。彼は眠りから覚め、塵のなかで眠る者た

ちの心を覚ますであろう。（Abulafia, SO, 16-18） 

  

 
15 アブラハムは 31 歳のときに啓示を体験し、自分がメシア的預言者であると自覚する。その後、預言カバラーについて

の著作活動やローマへの旅をへて、この啓示体験から 20 年後に世の終末が到来すると宣言する。その意味で、こちらの

「羊飼い」＝メシアもアブラハム自身をさすといえる。彼の預言的著作では、福音者とメシアは別々の人物として描かれ

ているようにみえるが、むしろアブラハム自身の一連のメシア的預言者としての活動を記したものと考えられる。 



13 

 

ハスダイ・クレスカス（Hasdai Crescas, c.1340-c.1410） 

引用 16 ユダヤ教アリストテレス主義という災い：マイモニデスと彼の信奉者たちへの批判 

クレスカス『主の光』（Or Ha-Shem）序文 

さらにもうひとつの事柄——それは偉大である——とは、信仰の隅石（pinot ha-emunah）、トーラーの基礎

（yesodot ha-Torah）、およびその根源の原理（’iqarei sharasheiha）について、タルムードが封をされる（編纂

が終わる）まで、それらについての論争はなく、むしろそれらはわれわれの民族の賢者たちによって知られ、

合意されていたことである——ただし、トーラーの隠された事柄（sitrei ha-Torah）は除く。そこには創造の

業と神の戦車の業が含まれているが、それらは慎み深い少数の選ばれた者たちの手にあった。その慎み深い者

たちは、特定の時期と状況において弟子たちにそれを伝えたのである——。しかし、〔その後の〕世代の者た

ちが弱まり、伝承された口伝トーラーとその隠された教えおよび秘義についての道義心をしっかりとつかんで

いた手が弱々しいものとなると、われわれの賢者たちの知恵は失われ、われわれの聡明な者たちの理知は隠れ

てしまった。そして、われわれの民の多くの者たちが傲慢にも、夢や空虚なもの、「異国の子ら」（イザ 2：6）

のなかで、幻視やすでに終わり、封をされた預言の言葉を立てた。そうして、われわれの賢者たちにおける偉

大な者のなかにも、彼らの言葉に心惹かれ、彼らが言ったことによってわが身を着飾り、彼らが示す証拠をも

ってめかしこむ者たちが現れるにいたったのである。彼らの頂点にいるのは、偉大なる師、マイモンの子、わ

れわれのラビ・モシェ（マイモニデス）である。彼はその知性の大きさ、タルムード全体についての驚くべき

〔知識〕、その心の広さにもかかわらず、哲学者たち（filosofim）の書物と彼らが言ったことを理解した。彼ら

は彼をそそのかし、彼はそそのかされたのである。そして、彼らの弱い前提から、彼はトーラーの秘義のため

の柱と基礎を作ったのである。それは、彼が『迷える者の導き』（Moreh ha-Nevukhim）と名づけた書物にお

いてであった。これについての師の意図は望ましいものであった。それにもかかわらず、今日では「逃げ出す

奴隷たち」（サム上 25：10）たちが現れ、生ける神の言葉を異端（minut）に変え、聖なるささげものに傷を

つけ、美しさに代わる侮辱を師の言葉にもたらした。（……）事の根源にあるのは、このわれわれの時代にお

いては、いまにいたるまで、イスラエルの目を暗くしたギリシャ人（アリストテレス）の証拠に対立する意見

を示す者がみられないということである。（Crescas, 7-8） 

 

引用 17 預言についての思索 

『主の光』第 2 巻 4 部 2 章：預言の正しさについて 

 兄エサウをヤコブが恐れ、怖がったことは、彼ら（マイモニデスとゲルソニデス）にとって難問であった。

もし彼が預言によって、「見よ、私はあなたとともにいる。あなたがどこに行っても、私はあなたを守り、必

ずこの土地に連れ帰る。私はあなたを見捨てない」（創 28：15）とすでに約束されていたなら、〔なぜヤコブが

エサウを恐れたのかがわからないからである〕。これについて、彼らはふたつの面で解決を示した。（……） 

解決①（マイモニデス）：創 28：15 は「預言者が遣わされて、良き将来が予告されればそれは決して撤回され

ない」という意味である。しかし、ヤコブのもとに預言者が遣わされたわけではないから、いくら良き予告で

も自分の罪のせいでそれが破棄されてしまうのではと彼は心配になった。 

解決②（ゲルソニデス、14 世紀前半のユダヤ人哲学者）：創 28：15 は、ヤコブという個人に対する神の摂理

であり、こうした個人向けの摂理は神に献身するという条件を満たした場合に実現する。ヤコブは自分の罪が
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個人の摂理を失効させることを恐れた。 

 なお残されているのは、兄エサウに対するヤコブの恐れと恐怖を説明することである。彼がすでに良きこと

の約束をされているなら、〔なぜエサウを恐れたのかということである〕。われわれは、遣わされた預言者の口

から語られた約束と、その者自身（つまりヤコブ）が預言者であり、彼になされた約束とのあいだで見解を分

けない。それは、われわれのラビたち——その記憶は称えられよ——が言ったことの字義（peshat）によるも

のである。彼らは言った。「良きことのためにほむべき聖なるお方の口から出たすべての約束」について、〔そ

の約束が〕遣わされた預言者から〔他者に語られた場合〕と預言者自身〔への預言である場合〕のあいだに、

いかなる区別もない。これは言うまでもないことである。なぜなら、このことは「私を引き止めるな云々。私

はあなたを大いなる民とする」（出 32：10）と言われていることによって証明されたことだからである。そし

て、この約束は預言者自身（ヤコブ）に対してのみであるからである16。このことにより、師（マイモニデス）

による区別は、この彼らの言ったことに同意するものとは思われない。預言は、それが書かれた後では、遣わ

された預言者（モーセ）による定めであることが、すでにありうるとしても、である。 

 しかし、ヤコブの恐れと骨折りについてのこの解決は、これを難問とすることに由来するものではない17。

なぜなら、起こりうる事柄についての預言者への約束は、それらについての神の知識のゆえに、またそれらの

因果の連鎖（hishtalshlut ha-sibot ba-hem）のゆえに、かならず起こるからである。そして、この預言者（ヤコ

ブ）は事柄の連鎖を知らないのであるから、もし事柄の到来がすでに約束されていたとしても、彼はその事柄

が到来するために、それにふさわしい因果によってそれが到来するように歩む（＝準備する）のは当然である。

われらの父ヤコブは、神によってその加護が約束されていたにもかかわらず、その加護が割り当てられる手段

であるところの因果の連鎖を知らずにいた。そのため、この加護が自分に到来するための手段として彼が考え

ていたことにしたがって、ありうるすべての事柄をもってみずからを準備した。これは、われわれのラビたち

——その記憶は称えられよ——が、「贈り物のために、祈りのために、戦争のために」と言ったことと同様で

ある。主が彼に約束したということは、ヤコブがエサウを恐れ、彼の手から救われるためにたくさんの祈りを

神にささげること、あるいは加護が贈り物によってもたらされること、あるいは〔加護が〕戦争によってもた

らされることを神が知っていた、ということがありうる。それゆえ、彼（ヤコブ）は、あたかも〔神の加護を〕

確信しなかったかのように、これら〔三つ〕のうちどれかひとつでも省略しようとしなかったのは当然なので

ある。なぜなら、その約束は、それらの因果におけるヤコブの歩みについての神の知識によってなされる、と

いうことがありうるからである。（……）「ヤコブは非常に恐れ、思い悩んだ」（創 32：8）とは、大いなる精神

集中による祈りにむけて自身の準備をしたこと、巨大な危機において、その手段によって加護の約束が成就す

ると彼が推察したことを述べている。これは、われわれが預言についての第一の把握において明らかにしたい

と望んだことである。つまり、預言者の言葉の実証（imut）である。（Crescas, 187, 192-194） 

 

 
16 創 28：15 と出 32：10 はいずれも民が増えるという良きことの預言であり、後者は遣わされた預言者（モーセ）が民

に向かって約束したことであり、それが成就しているのだから、前者（ヤコブ自身に対する約束）も成就することは言う

までもない。そして、ふたつの預言はまったく違いのないものであるとして、クレスカスは解決①（マイモニデス）を批

判する。 

17 ヤコブの行動を難問としてとらえたマイモニデスやゲルソニデスが批判される。クレスカスにとって、この問題の解

決は難しいものではないのである。 
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