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2020 年 12 月 19 日 CISMOR リサーチフェロー研究会 

第 2 回「シオン/エルサレム/聖地」観の再検討:聖書テキストから今日に至るまで 

 

ユダヤ教における聖地の「地図」 

志田雅宏 

東京大学大学院人文社会系研究科講師 

 

①1948 年のエルサレムの地図に書き込まれた停戦ライン 

 

 

 

 

 

ディーオン・ニッセンバウム（沢田博訳） 

『引き裂かれた道路 エルサレムの「神の道」で起きた本当のこと』

（三省堂、2017 年） 

 

②H・ビュンティンク：世界の中心としてのエルサレム 

Heinrich Bünting, 1545-1606 

Die ganze Welt in einem Kleberblat (The entire World in a 

Cloverleaf), 1581 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/1581_Clover_Leaf_World_Map_by_Heinrich_Buenting.jpg 

 

③エゼキエル書：世界の中心としてのエルサレム 

主なる神はこう言われる。「これはエルサレムのことである。わたしはこの都を国々の中に置き、その周

りを諸国が取り巻くようにした」（エゼ 5：5） 

参考：アール・ヤーフドゥー文書研究 

高井啓介「「アバル・ナハラ州（エビル・ナーリ）の総督」とアール・ヤーフドゥー共同体」『一神教世

界の中のユダヤ教』（勝又悦子ほか編、リトン、2020 年） 

Samuel L. Boyd, “Place as Real and Imagined in Exile: Jerusalem at the Center of Ezekiel,” in Next Year 

in Jerusalem: Exile and Return in Jewish History (ed. L.J. Greenspoon, West Lafayette: Purdue U.P. 

2019) 
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④地上のエルサレムと天上のエルサレム 

ナフマニデス『エルサレムの廃墟への祈り』（Tefilah ‘al Hurbot Yerushalayim） 

 ושם המזבח הפנימי להעלות עליו מקטר קטורת 

 הצדיקים צרופות בעליל, עולה כליל בו נפשות 

 ( 100)עמ'  לבית גובה למעלה מן השמים

 93-102, תשנ"ט, עמ' מים מדגיויעקב ק. שוורץ, ""תפילה על חרבות ירושלים" לרמב"ן )במלואה(",  

 

⑤デュルケムの聖／俗の概念 

エミール・デュルケム（古野清人訳）『宗教生活の原初形態』岩波文庫、1975 年 

知られている宗教的信念は、単純であれ複雑であれ、すべて同じ共通した特質を示している。すなわち、

人々が表象する実有上または理念上の事物を二つの等級、相反した二つの属に分類することを予想して

いる。これは一般には、俗（profane）と聖（sacré）との単語が十分に訳出している明文された二つの用

語で指示されている。世界を一つはあらゆる聖なるもの、他はあらゆる俗なるものを含むに領域に区別

すること、これが宗教思想の著しい特徴である。（上 72 頁） 

 

⑥聖／俗と清め／穢れ：穢れた者を吐き出す聖地 

レビ記 18 章 24－28 節 

これらのことのどれによっても汚れてはならない。私があなたがたの前から追い払う国民はこれらのす

べてのことによって汚れ、その地も汚れた。私がそのことのゆえに罰すると、その地はその住民を吐き出

した。（……）あなたがたより先にいた国民をその地が吐き出したように、あなたがたがその地を汚して、

その地があなたがたを吐き出すことのないようにしなさい。 

 

⑦エルサレム神殿の至聖所を最高段階とする聖性の段階 

ミシュナ、ケリーム篇 1：6－9 (Translation from Sefaria) 

There are ten grades of holiness: the land of Israel is holier than all other lands. And what is the nature of 

its holiness? That from it are brought the omer, the firstfruits and the two loaves, which cannot be brought 

from any of the other lands. 

Cities that are walled are holier, for metzoras must be sent out of them and a corpse, though it may be 

carried about within them as long as it is desired, may not be brought back once it has been taken out. 

(……)The Temple Mount is holier, for zavim, zavot, menstruants and women after childbirth may not enter 

it. The chel is holier, for neither non-Jews nor one who contracted corpse impurity may enter it. The court 

of women is holier, for a tevul yom may not enter it, though he is not obligated a hatat for doing so. The 

court of the Israelites is holier, for a man who has not yet offered his obligatory sacrifices may not enter it, 

and if he enters he is liable for a hatat. The court of the priests is holier, for Israelites may not enter it except 

when they are required to do so: for laying on of the hands, slaying or waving. 

The area between the porch (ulam) and the altar is holier, for [priests] who have blemishes or unkempt 

hair may not enter it. The Hekhal is holier, for no one whose hands or feet are unwashed may enter it. The 
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Holy of Holies is holier, for only the high priest, on Yom Kippur, at the time of the service, may enter it 

(……) 

Cf) Richard S. Sarason, “The Significance of the Land of Israel in the Mishnah,” in The Land of Israel: 

Jewish Perspectives (ed. L.A. Hoffman, Notre Dame Ind.: U. of Notre Dame Press, 1986) 

 

⑧聖性の観念の相違：聖性は伝染するのか、それとも特定の領域において存在するのか 

ミシュナ、ハッラー篇 2：1（Translation from Sefaria） 

＊民数記 15 章「初物の麦粉で作った献納物（ハッラー）」についての議論 

Produce [grown] outside the land [of Israel] that came into the land is subject to Hallah. 

[If it] went out from here to there: Rabbi Eliezer makes it liable, But Rabbi Akiva makes it exempt. 

Cf) Charles Primus, “The Borders of Judaism: The Land of Israel in Early Rabbinic Judaism,” in The Land 

of Israel: Jewish Perspectives (ed. L.A. Hoffman, Notre Dame Ind.: U. of Notre Dame Press, 1986) 

 

⑨広辞苑「せい【聖】」 

①知徳が最もすぐれ、あまねく事理に通じていること。また、その人。ひじり。 

②その道に最も傑出した人。 

③天子または天子に関する語をそえて用いる語。 

④ア：けがれなく、尊いこと。「——なる神」 

 イ：（Saint）キリスト教の聖者の名に関する語 

⑤（「賢」が濁酒を意味するのに対して）清酒。 

 

⑩現代ユダヤ教思想における「聖なるもの」の考察：ソロヴェイチク『ハラハー的人間』 

イザヤ書 6：3「聖なる（qadosh）、聖なる、聖なる万軍の主。主の栄光は地のすべてを覆う」 

タルグム・ヨナタン、イザヤ書 6；3（Translation from Sefaria） 

And one cried unto another, and they were saying, Holy in the highest and exalted heavens is the house of 

His Shekinah, holy upon the earth is the work of His might, holy forever, world without end, is the Lord of 

hosts, the whole earth is full of the brightness of His glory. 

 

Joseph B. Soloveitchik (trans. L. Kaplan), Halakhic Man, Philadelphia: JPS, 1983 

Holiness is created by man, by flesh and blood. Through the power of our mouths, through verbal 

sanctification alone, we can create holy offering for the Temple treasury and holy offering for the altar. The 

land of Israel became holy through conquest, Jerusalem, and Temple courts—through bringing two loaves 

of thanksgiving (Jerusalem) or the reminder of the meal offering (Temple court) and song, etc. (p. 47) 
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⑪ジョナサン・Z・スミスの宗教論：「地図（Map）」としての宗教 

Jonathan Z. Smith, “Map Is Not Territory,” in Map is not Territory: Studies in the History of Religion 

(Chicago: Chicago U.P. 1993) 

What we study when we study religion is one mode of constructing worlds of meaning, worlds within which 

men find themselves and in which they choose to dwell. What we study is the passion and drama of man 

discovering the truth of what it is to be human. History is the framework within whose perimeter those 

human expressions, activities and intentionalities that we call “religious” occur. Religion is the quest, within 

the bounds of the human, historical condition, for the power to manipulate and negotiate ones ‘situation’ 

so as to have ‘space’ in which to meaningfully dwell. It is the power to relate ones domain to the plurality of 

environmental and social spheres in such a way as to guarantee the conviction that ones existence ‘matters’. 

Religion is a distinctive mode of human creativity, a creativity which both discovers limits and creates limits 

for humane existence. What we study when we study religion is the variety of attempts to map, construct 

and inhabit such positions of power through the use of myth, rituals and experiences of transformation. 

(pp. 290-291) 

 

⑫エリアーデの宗教論：空間を意味づける現象としてのヒエロファニー 

ミルチャ・エリアーデ（風間敏夫訳）『聖と俗』法政大学出版局、1969 年 

宗教的人間にとって空間は均質ではない。空間は断絶と亀裂と示し、爾余の部分と質的に異なる部分を

含む。（……）或る聖なる、すなわち〈力を帯びた〉意味深遠な空間が存在し、一方には聖ならざる、し

たがって一定の構造と一貫性をもたない、要するに〈形を成さぬ〉空間の領域がある。（……）空間が均

質でないという宗教的経験は、一つの原初的体験を表わすものであって、われわれはこれを〈世界の創

建〉と同一視してよかろう。それは理論的構想ではなく、世界についてのあらゆる考察に先立つ原初の宗

教体験である。（12－13 頁） 

（中略） 

この俗なる空間体験のなかに、かの宗教的空間体験に固有な非均質性を想起させる価値の浮かび上がる

ことがある。たとえば他の地域と質的に異なる特殊な場所がある。故郷、初恋の景色、ありは若いときに

訪ずれた異郷の都市の特定の場所がそれである。これらの場所はすべて、全く非宗教的な人間にとって

さえ或る特殊な、〈独自の〉意味をもっている。つまりそれらはその人の個人的宇宙の聖地である。この

ような場所では非宗教的人間にとっても、その日常生活の現実とは異なる或る現実が開示されるかの如

くである。（16 頁） 
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⑬現代世界の聖地巡礼：サンティアゴ巡礼、ドロンカ巡礼 

 

 

https://www.egypttoday.com/Article/1/56093/Interview-Dronka-Monastery-receives-Copts-Muslims-in-celebration-of-Virgin 

参考：岡本亮輔『聖地巡礼』中公新書、2015 年 

岩崎真紀「エジプトにみる聖家族逃避行伝承をめぐる宗教共存」（小原克博・勝又悦子編『宗教と

対話：多文化共生社会の中で』所収、教文館、2017 年）。 
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⑭中世ユダヤ教世界のエルサレム巡礼：ガオンによるホシャナ・ラバの巡礼 

 , ישראל:משרד הביטחון, תשס"ח יב-תקופת הגאונים: עם ישראל תחת שלטון האסלם במאות ז אלינער ברקת, 

ישראל. לטקס הזה -בהושענה רבה, היום האחרון של סוכות, הייתה עלייה לרגל חגיגית והתקיים הטקס השנתי של ישיבת ארץ

הקיפ ובמהלכו  חגיגיים,  בגדים  מהשעריםלבשו  אחד  כל  ליד  תפילות  ואמרו  הבית  הר  חומות  את  בחומה ו  החלה  ההקפה   .

הצפונית, ומשם עברו למערבית ואחר כך לדרומית. על יד שערי החומה המזרחית לא יכלו לעמוד ולהתפלל, משום שבמקום 

הביטו על   –הודים מרחוק  הזה היה בית קברות ערבי כבר מראשית הכיבוש הערבי. מכיוון שלא יכלו להתפלל שם, דיברו הי

יש מצבות    –כך מתואר במדריך    –שערי הרחמים, הנמצאים בחומה המזרחית, ומשם גלשו וירדו לנחל קדרון. בנחל קדרון  

עתיקות, הלוא הן מצבות הידועות לנו עד היום כיד אבשלום, קבר זכריה וקבר בני חזיר, שהן מצבות יהודיות מימי הבית השני 

 עשרה בבחינת עתיקות.-אחתולכן נחשבו במאה ה

כמו כן נזכרות במדריך חורבות הכנסיות שניצבו על הר הזיתים. הר הזיתים הוא אתר מקודש ביותר לנצרות, כי שם בילה 

הפך מיד לאתר   –ישוע את שעותיו האחרונות לפני הצליבה. כל מקום שנזכר בברית החדשה כמקום שכף רגלו של ישוע דרכה בו  

רובן חרבו וננטשו. היהודים עולי יות רבות כאלה הוקמו בתקופת הביזנטית, אבל בזמן הכיבוש הערבי  להקמת כנסיות. כנס

עשרה התייחסו אל חורבות הכנסיות האלה בזלזול ואיבה, כאילו היו במות לעבודת אלילים. במאה העשרים -הרגל במאה האחת

 חידשו את רוב הכנסיות האלה על התווי הביזנטי הקדום. 

היו עולים אל הר הזיתים. שם רראש ההר, על אבן גדולה המכונה "כיסא   –פי המדריך  - כך על  –בהמשך העלייה החגיגית  

החזנים", התקיים הטקס הגדול של הושענא רבה: הגאון עומד על "כיסא החזנים", דורש בפני הקהל, מכריז על המועדים ועל  

ובהכרזה זו בפני הקהל הרב הם באים   –שתרמו בעין יפה לישיבת ירושלים    הגדוליםעיבור השנה, ומונה את שמות כל התורמים  

על שכרם. כמו כן הודיע הגאון במעמד זה על המינויים החדשים בקהילה. באותה מסגרת גם פרסו על האדמה בד, שמלה, וכל 

ביותר הייתה הכרזת   מי שנמצא במקום היה משליך על השמלה הזאת את תרומתו, את נדבתו. ההכרזה החשובה והבעייתית

 ( 113-114החרם על הקראים. )עמ'  –החרם על אוכלי בשר בחלב 

Cf) Robert Brody, The Geonim of Babylonia and the Shaping of Medieval Jewish Culture, New Haven: Yale 

U.P. 1998, pp. 103-104 

 

⑮「シオンの服喪者」（アヴェレイ・ツィオン）：ユダヤ教カライ派のエルサレム移住とメシア信仰 

エルサレム旧市街のカライ派シナゴーグ「アナン・ベン・ダヴィド・シナゴー

グ」（左）と、同じく 2016 年に設立された Karaite Heritage Center（下） 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/KaraiteSynnagogOldCity.jpg 

https://www.facebook.com/Karaite-Heritage-Center-397418537315398/ 

cf) Daniel J. Lasker, “Karaite and Jerusalem: From Anan ben David to the Karaite Heritage Center in the 

Old City,” in Next Year in Jerusalem 
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⑯宗教シオニズムと儀礼：Gush Emunim と Temple Mount Faithful Movement 

警官に制止される Temple Mount Faithful のメンバー 

 

ベイト・ハガイ入植地の住宅 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/%D7%98%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%99

%D7%A9%D7%95%D7%91_055.jpg 

https://www.timesofisrael.com/as-support-widens-for-jewish-prayer-on-temple-mount-should-we-fear-apocalyptic-consequences/ 

参考：今野泰三「死と贖いの文化—フロンティアのメシア主義者」『シオニズムの解剖』（臼杵陽監修、人

文書院、2011 年） 

Mordechai Inbari, “The Role of the Temple Mount Faithful Movement in Changing Messianic 

Religious Zionists” Attitude toward the Temple Mount”, in Next Year in Jerusalem 

 

⑰カサノヴァの「公共宗教」（Public Religion）論 

世俗化論は 1960 年代以降、宗教社会学において提示された（バーガー『聖なる天蓋』は 1967 年出版） 

⇒1970～80 年代にかけての宗教現象が、この世俗化論の再考をうながす 

 伝統回帰現象、イスラーム主義（Islamism）の台頭（1979 年のイラン革命）等々 

宗教が私的領域にとどまらず、公的領域に出ていき、社会的な影響力をおよぼす 

ホセ・カサノヴァ：これらは宗教の「脱私事化」de-privatization と呼ぶべき現象である 

『近代世界の公共宗教』（1994 年、邦訳 1997 年）Public Religions in the Modern World 

 公共宗教論：宗教が社会の公的領域におよぼす影響を考えるための理論 

カサノヴァによる世俗化論の整理と批判 

 ①宗教的な制度や規範から、世俗的な領域が分化していくこと⇒これは正しい！ 

  近代社会とは「科学」「教育」「法律」「芸術」などの領域に分化した社会：「宗教」もそう 

 ②宗教が社会のなかから衰退していくこと⇒これは正しくない！ 

 ③宗教が私事化していくこと⇒これも正しくない！ 

  私事化が起きていることは否定しないが、これは近代化による必然的なプロセスではない 

  私事化はオプション：私事化せずに公共宗教としての社会的機能をはたす場面もある 

参考：ホセ・カサノヴァ（津城寛文訳）『近代世界の公共宗教』玉川大学出版部、1997 年 
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⑱セフィロート（Sefirot） 

『セフェル・イェツィラー』（形成の書）において示された体系 

創世記の世界創造物語とはまったく異なるもうひとつの創造物語 

「32 本の知恵の小径」によって神は世界を創造した 

10 個の要素で構成されるセフィロートと 22 個のヘブライ文字 

創造の過程も創世記とはまったく違う：つまり、『セフェル・イェツィラー』は創

世記の聖書物語の解釈ではなく、完全なアナザーストーリーである 

 

中世ユダヤ教思想において受容され、セフィロート体系は「世界存在の原理」と

してだけでなく、「神的世界」として解釈されるようになった 

 

 

 

⑲天上の神殿と下界の神殿：ナフマニデスによるミドラシュのカバラー的再解釈 

Moses Nahmanides, Perush ‘al ha-Torah, ed. H.D. Shavel, Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1959 

「その地（ha-arets、イスラエルの地）」の主題について、これ以上説明することは許されない。しかし、

あなたが「ベレシート」（創 1：1）の一節に言及され、また「イム・ベフコタイ」の箇所（レビ 26：3－

27：34）に言及される「最初の地」（ha-arets ha-rishonah）を理解するのにふさわしい者であるのなら、

崇高な隠された秘義を知るであろう。そして、我らのラビたちが「天上の神殿は下界の神殿に対して向い

ている」と言ったこと（『タンフーマ』「ヴァヤクヘル」7）を理解するであろう。私はすでに、「その地は

私のものである」（出 19：5）の一節において、あなたにほのめかした。（vol. 2, p. 112） 

＊ただし、ナフマニデスのカバラー的聖書解釈は秘匿的であり、セフィロート体系についての直接的な

言及はほとんどないため、彼の学派の弟子たちの註解を参照する必要がある 

参考：志田雅宏「ナフマニデスの聖書解釈研究：知の源泉とその彼方」東京大学提出博士論文、2017 年 

 

⑳「ビルカト・ハマゾン」（食事の祝祷）のカバラー的解釈：ヤアコヴ・ベン・シェシェト 

Birkat ha-Mazon, Birkat ha-Aretz (from The Koren Siddur) 

We thank You, Lord our God, 

for having granted as a heritage to our ancestors a desirable, good and spacious land; 

for bringing us out, Lord our God, from the land of Egypt, freeing us from the house of slavery; 

for Your covenant which You sealed in our flesh; 

for Your Torah which You taught us; 

for Your laws which you made known to us; 

for the life, grace and kindness You have bestowed on us; 

and for the food by which You continually feed and sustain us, every day, every season, every hour. 

Commentary by Jacob ben Sheshet (in Ha-Emunah ve-ha-Bitahon, Translation by M. Idel) 

In order to achieve a juxtaposition within the blessing of the reference to circumcision and the reference to 
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the Land, we mention circumcision before mentioning the Torah. Thus, this sequence is so formulated for 

a fitting and laudable purpose, as one hint within another hint (ofan be-tokh ofan). Firstly, he mentions the 

land (which is the core reference of the blessing), afterwards he mentions circumcision, to juxtapose them, 

and only afterwards does he mention the Torah. (Translated by Moshe Idel) 

＊「Ofan be-tokh Ofan」はエゼキエル書に出てくる表現。「わたしが生き物を見ていると、四つの顔を持つ生

き物の傍らの地に一つの車輪が見えた。それらの車輪の有様と構造は、緑柱石のように輝いていて、四つとも

同じような姿をしていた。その有様と構造は車輪の中にもう一つの車輪があるかのようであった」（1：15－16） 

Cf. Moshe Idel, “The Land of Israel in Medieval Kabbalah,” in The Land of Israel: Jewish Perspectives (ed. 

L.A. Hoffman, Notre Dame Ind.: U. of Notre Dame Press, 1986) 

＊ヤアコヴ・ベン・シェシェトのカバラー的解釈もきわめて秘匿的であることがうかがえる。 

 

㉑ユダヤ民族の離散、セフィロートの離散：ジローナのラビ・エズラのカバラー文学 

Rabbi Ezra’s commentary on Kaddish (Text from Haviva Pedaya) 

 ובהיות ישראל בגלות אין הכסא שלם

 הדברים מתפשטים בעצמםכי 

 ואין בהם דבקות רוח הקדש ממעל 

 לפי שהוא מסתלק ועולה למרומי מרומים 

 ובהיות ישראל על אדמתם 

 הדברים כמו כן על מכונם והכסא שלם

 והכל מתעלה בדבקות עד כתר עליון הנקרא קדש 

 )זכריה יד ט(  וזהו ביום ההוא יהיה י"י אחד

 הכסא שלם ור וכלמומר שלא יהיה שם פירוד כי אם חיב

 וכלם יקבלו זה מזה וזה מזה עד למעלה  

 )ירמיה יד כא( וזהו אל תנאץ למען שמך אל תנבל 

 ר"ל כי ילכו ישראל בגלות תהרס הבנין וכסא... 

 עכשו כאשר ישראל בגלות ואין הכסא שלם 

 אנו מתפללים שיתקדש ויתעלה הכסא לקבל ממעל בביאת הגואל 

Cf) Haviva Pedaya, “ ממש: ר' עזרא, ר' עזריאל והרמב"ן-וארץרוח  -של- ארץ  (The Spiritual vs. the Concrete 

Land of Israel in the Geronese School of Kabbalah),” in The Land of Israel in Medieval Jewish Thought 

(eds. M. Hallamish & A. Ravitzky, Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1991) [Hebrew] 

 

Rabbi Ezra’s Letter to Rabbi Abraham 

今日、ユダヤ人はすでにイスラエルの地に住むという義務を免除されている。ユダヤ人が神の愛のため

に、離散や困難、隷属に苦しむとき、イスラエルの地は彼らにとっての贖罪の祭壇なのだ。 

Cf) Pedaya, ibid. (Text from Gershom Scholem, “Te’udah Hadashah le-Toldot Reshit ha-Qabalah (New 

Document for the History of Early Kabbalah)”, in Sefer Bialik (Y. Kipman, 1933), pp. 161-162 [Hebrew]) 
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簡単なまとめ 

 

 今日の報告では「聖地」に対する人間のさまざまなかかわりに注目した。聖地は人間とかかわることに

よって初めて聖地となる。なぜなら、聖地とは個々の人間にとって何か特別な意味を与える場所だから

であり、意味を受け取る人間がいなければ聖地が聖地であることはありえないからである。 

 そして、聖地が人間にとって意味を持つ場所であるという理解は、宗教とは人間による意味の世界の

構築であるという考え方に展開していくことができる。ジョナサン・Z・スミスはそのような人間の世界

構築の文化としての宗教を「地図」（Map）と呼んだ。 

 そして、ユダヤ教における聖地、今回はエルサレムあるいはエレツ・イスラエルについても、聖地と人

間とのかかわり、そして地図の作成による聖地の意味づけという点から、いくつかの事例を見た。中世の

エルサレム巡礼やカライ派とエルサレムとの関係などについては、日本ではまだあまり紹介されておら

ず、今後の研究が期待される。他方、宗教シオニズムについては研究が進んでいるが、それについても公

共宗教論や儀礼論などポスト世俗化の宗教研究の文脈で論じられる点がありそうな印象がある。 

 最後に、エルサレムに行かない、というのもユダヤ教における聖地と人間のかかわり方の大きな特徴

である。特にそれは思想的な文化においてさまざまな地図をもたらしてきたといえる。今日紹介した中

世のカバラー思想における重要な主題が、地上のエルサレムと天上のエルサレムの関係である。神秘家

たちは地上の聖地に対応するものが天上世界にもある、ということだけを述べたのではなかった。むし

ろ彼らの関心は、その両者がどのようにかかわっているのか、その関係の構築に人間がどのように働き

かけることができるのか、という点にある。また、ある意味で現実のエルサレムから解放されて、彼ら自

身がテクスト解釈によって聖地を構築しているという点も特徴的である。宗教とは「地図」、つまり人間

が構築する意味の世界であるという考え方は、ユダヤ教の神秘家たちの「聖地」の観念のなかで明確に具

体化されているように思われる。 
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