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日本ゲニザ学会研究会（2021 年 11 月 7 日） 

カイロ・ゲニザ文書と中世地中海世界のユダヤ教文化 

報告者：志田雅宏（東京大学講師） 

masahiroshida222@gmail.com 

 

1．文書の発見とその意義の「発見」 

Agnes Lewis と Margaret Gibsonの姉妹による文書の発見（1896年） 

・スコットランド生。法律家の父のもとで哲学や仏・独・西・伊語を学び、教会聖職者とも付き合う 

23 歳のとき父が他界→エジプトやパレスチナ、ギリシア、キプロスを旅行し、各地の言語を学ぶ。 

9 つの言語を習得し、各地で古い写本の撮影や購入、筆写や翻訳などにいそしむ 

1890年までにケンブリッジ大学に就職。シリア語や東洋学を研究 

・1892 年、アグネスがシナイ写本（聖カタリナ修道院、シリア語訳新約聖書の最古版のひとつ）を発見 

（修道院では、その古い写本の断片が食卓の道具として使われていたらしい） 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syriac_Sinaiticus 

・1896 年春、「カイロからの報告」を受け取り、急ぎ現地へ 

旧カイロ（フスタート）のベン・エズラ・シナゴーグの集積所（ゲニザ）にて発見された文書を入手 

（＊ゲニザの存在については、ハイネの伯父（Simon von Geldern）が見つけた（かも）という記述もある） 

Solomon Schechterによるその意義の「発見」 

・ルーマニア生。当時著名なタルムード学者として知られる。学友に『金枝篇』の著者 J・フレイザーら 

後に渡米し、ユダヤ教保守派（Conservative）を形成 

・Lewis＆Gibson（Giblews）の依頼を受け、文書を鑑定 

⇒聖書外典の『ベン・シラの書』のヘブライ語原典と判明 

（この発見以前、ベン・シラの書はギリシア語訳、シリア語訳 

しか現存していない） 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-OR-01102/1 

 

 

 

mailto:masahiroshida222@gmail.com
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Genizah/Geniza（ゲニザ）： 

・『現代ヘブライ語辞典』①隠すこと、②記録保管所、③ゲニザ（摩滅や毀損した聖典の巻物などを保管

する場所） 

・ペルシア語の ganj/kanj「貯蔵庫」「隠された宝」⇒この用法が捕囚期以降の聖書テクストに伝わる 

聖書ではエステル記とエズラ書に ginzei hamelekh/ginzei malka「王の宝物庫」「王国の保管所」 

タルムードでは「隠す」の意味合いで使われ、死後の義人の魂が来たる世の到来まで「隠されている」 

という表現も 

・g-n-z という表現は「埋葬」のニュアンスを持つようになる。死者を穢れから守るための埋葬行為や埋

葬場所⇒文書についても使われ、シナゴーグに集積場所（ゲニザ）が設けられるようになる。 

・この「埋葬」の扱いを受ける断片は shemot（「名前」）と呼ばれ、神の名前を含む文書や教典などがそ

れに該当する。ユダヤ教の儀礼で使うトーラーの巻物を「埋葬」し、その復活を祈るという信仰も 

・近年ではヨーロッパ各都市のゲニザやアフガニスタン・ゲニザなども注目されている。しかし、カイ

ロ・ゲニザはその規模と多様性において群を抜いており、実際にはヘブライ文字（ヘブライ語とはかぎ

らない）で書かれたあらゆる文書が、ベン・エズラ・シナゴーグのゲニザに収められた。ヘブライ文字

の文書としては、ヘブライ語の他、アラム語やユダヤ・アラビア語、ギリシア語、ペルシア語、ラテン

語、ユダヤ・スペイン語（ラディーノ語）、イディッシュ語など多岐にわたる。 

 

 

 

  

エルサレムの「メア・シェアリーム」地区

にある礼拝用具専用のゲニザ 

（報告者撮影） 

ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の Taylor-Schechter Genizah 

Research Unit による写本の保存作業 

https://www.youtube.com/watch?v=abqIm9KdiIQ&t=120s  

https://www.youtube.com/watch?v=abqIm9KdiIQ&t=120s
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2．「Giblews」以前のカイロ・ゲニザ文書収集小史 

Avraham Firkovitch（ロシア生、カライ派ユダヤ教徒） 

・1860 年代にカイロのカライ派シナゴーグのゲニザにて写本を収集 

＊カライ派：ラビ・ユダヤ教の口伝トーラー（ミシュナ、タルムード）を認めない宗派 

ゲオニーム時代にバビロニアなどで成立し、その後東欧へと移住 

・Firkovitchはロシアのカライ派復興および歴史的意義を主張すべく、中世カライ派の写本収集に奔走 

「ゲニザ研究」の重要性と可能性を最も早くから認識していた学者のひとりとされる1 

・カイロにてベン・エズラ・シナゴーグの付加的なゲニザであったバサティン墓地で写本を収集した 

Elkan Adler（イギリス生、歴史家） 

・1888 年にベン・エズラ・シナゴーグを訪問 

・ゲニザのなかに入るも、その文献的価値を認識するにいたらず 

帰国後の報告書：“Nowadays there are no Hebrew manuscripts of any importance to be bought in Cairo.” 

＊当時、カイロのラビたちがバサティン墓地に使用済み文書を投棄していたので、その価値に気づかな

かったもしれない 

Greville Chester（イギリス生、キリスト教聖職者、エジプト学者） 

・1889 年にベン・エズラ・シナゴーグを訪問 

＊彼はこのシナゴーグがかつて教会だったのではと思っていたようである 

・ゲニザ内の文書の歴史的な価値を認識 

オックスフォード大学のボドリアン図書館宛てに手紙を送る 

“Though I bought the best, I could find there were doubtless numbers of others worth having” 

“One fragment of a book I got seems to me to be cabalistic.” 

Shelomo Aharon Wertheimer（スロバキア生、5 歳のとき両親とともにエルサレム移住、ラビ） 

・稀覯本や写本の売買で生計を立てる。カイロ・ゲニザ写本の歴史的意義を認識しており、カイロで写本

を購入後、ケンブリッジ大学やオックスフォード大学、シェヒター宛てに手紙を送り、両大学に計

300 ほどの写本を売却する 

・写本売買だけでなく、これまでほとんど知られていなかったラビたちの聖書註解書として、カイロ・ゲ

ニザ写本を出版することも検討していた（他のジャンルの文献の出版も計画？） 

 

  

 
1 Firkovitch はカライ派が北イスラエル王国滅亡（前 8 世紀）後の「失われた十部族」の末裔であるとし、ラビ・ユダヤ

教とカライ派との完全な断絶を主張したため、カライ派写本が古代からのものであるかのように捏造していたのでは、と

しばしば非難された。 
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3．さまざまな研究：中世地中海世界のユダヤ教文化の諸相 

＊本章はカイロ・ゲニザ研究を網羅的にサーベイするものではない。特に、この文書から中世地中海世界を「ひ

とつの社会」として描き出した Shlomo Dov Goitein の記念碑的研究（A Mediterranean Society など）については

割愛している。ゴイテインについては、嶋田英晴『ユダヤ教徒に見る生き残り戦略』4－21 頁にて詳しく解説

されている。 

シェヒターによるヘブライ語版『ベン・シラの書』研究 

・ユダヤ史における「暗黒時代」：前 450～前 150年頃。ヨセフスらの歴史書でも記述が不十分 

シェヒター：”More light is wanted, ……[and] this light promises now to come from the discovery of the original 

Hebrew of the apocryphal work, ‘The Wisdom of Ben Sira’”. 

・原典はヘブライ語：ギリシア語版『ベン・シラの書』序文 

シラの子イエスなる人物が宗教生活を送るための知恵の書としてヘブライ語で書く 

→紀元前 132 年頃、彼の孫がそれをギリシア語に翻訳（つまり原典は前 190～180 年頃？） 

このようなわけで、私の祖父イエスは、先祖たちの残した律法と預言者、その他の書物を長年のあいだ研究し

た後、それらによって多くの有益な教えを学ぶとともに、彼自身も教訓と知恵にかかわることを書物にして、

好学の人々が律法に従う生活をする上で一層の進歩を得られるようにと考えたのである。 

読者にお願いしたいことは、好意をもって、注意深く読んでいただきたいということ、それに、私たちが全力

を尽くした翻訳したにもかかわらず、なお二、三、適切でない訳があるのを許していただきたいことである。

もともとヘブライ語で書かれた文章は、他の国語に翻訳された場合、まったく同じ意味になることはありえな

いのである。このことは、本書についてだけあてはまるのではない。律法そのものも、預言者や諸書も、ギリ

シア語訳は少なからず原典と違っていると言ってよい。 

私はエウエルゲテース王（プトレマイオス三世）の治世第三八年（前 132 年頃）にエジプトに来て、しばらく

滞在したとき、この書物から多くの教訓を得る機会があった。そこで、私自身がこの書物の翻訳のために苦心

と労力を費やす必要があると感じ、その滞在の期間、不眠不休の努力と能力を傾けて、翻訳を完了し、異邦に

あっても、知恵を学び、律法に従って生きようと、心の備えをしている人々のために、刊行することにした。

（新見宏訳、関根『旧約聖書外典』上、202－203 頁＊一部表現変更） 

・『ベン・シラの書』ヘブライ語原典に対するシェヒターの（ややロマンティックな）評価 

ギリシア語訳は「シラの本当の作品の外観を損ねたたんなる風刺（caricature）」 

⇒シェヒターはヘブライ語原典を研究し、その内容を正確に理解することが重要であると考える 

そのヘブライ語の詩文はラビたちに愛され、日々の礼拝において（多くの場合、そうとは知らずに）唱

えられ続けてきたと主張：「ベン・シラは正典の著者の最後のひとりというよりも、最初の典礼詩人

（Paitanim）として描かれるべきである」 

カイロ・ゲニザ文書発見により、10 世紀頃のユダヤ人社会において『ベン・シラの書』がヘブライ語で

書き写されていたことが判明：シェヒターは、第二神殿時代以降のラビたちから、中世エジプトのラビた

ちへと、「ベン・シラに霊感を与えたもの」が受け継がれていったと確信する。 

（＊さらに、1952 年に死海文書からもヘブライ語版の断片が発見される→ギリシア語訳の直後もヘブライ語

テクストに書写されていた） 
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・19世紀後半の聖書批判学（Biblical Criticism）との闘い 

ギリシア語版は、聖書ラテン語訳の翻訳者ヒエロニュムス（4世紀）が Ecclesiasticus（「集会の書」）と

して言及。ギリシア教父やラテン教父によって権威ある書物として地位を確立した。他方、ユダヤ教

では聖書正典から除外され、ラビ・ユダヤ教ではその「知恵」の伝統も失われたと考えられていた。 

プロテスタントの聖書批判学者たちは、ラビ・ユダヤ教世界における『ベン・シラの書』の「喪失」が、

「法の宗教」としての硬直化、霊的な不毛さを招いたと主張。シェヒターは聖書批判学のユダヤ教観

を反セム主義とみなし、ヘブライ語版『ベン・シラの書』の研究を通して闘うことを決意した。 

 

あるパリンプセストの研究 

・パリンプセスト（palimpsest）： 

以前書いたものの上に何かを書いたもの 

アクィラの聖書ギリシア語訳（列王記）の上に、ユダヤ教

の典礼詩（ピユート）が書かれた文書 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00020-00050/1 

・ふたつの聖書ギリシア語翻訳 

七十人訳（セプチュアギンタ、LXX）：前 3～2世紀のアレクサンドリアのユダヤ人（たち）による 

→キリスト教における「旧約聖書」に決定的な影響（書物の順序など） 

他方、ラビ・ユダヤ教では排除され、七十人訳は「金の子牛像」事件のごとき重罪とみなされる 

七十人の長老たちは、すべてのトーラーをプトレマイオス王（二世）のためにギリシア語で書いた。そしてそ

の日はイスラエルにとって、彼らが子牛を作った日のように厳しい日であった。（BT 小篇「セフェル・トーラ

ー」1.6。訳は大澤耕史『金の子牛像事件の解釈史』教文館、2018 年、41 頁より） 

アクィラ（Aquila）訳：2世紀前半のローマ帝国におけるユダヤ教への改宗者アクィラによる 

＊しばしば聖書アラム語訳の翻訳者オンケロスと同一視される。ラビ・アキヴァの弟子とも？ 

アクィラ版ギリシア語訳は、ギリシア語を話すユダヤ人たちのあいだで広く使われる 

オリゲネスも『ヘクサプラ』においてアクィラ訳を参照したと考えられている 

・Francis Burkitt（イギリス生、セム語学者、歴史家）による研究 

アグネスが発見した「シナイ写本」（聖書シリア語訳）の研究に従事 

→カイロ・ゲニザ文書から発見されたパリンプセストの研究をシェヒターから依頼される 

写本のギリシア語の文章が列王記下 23：25であると特定し2、七十人訳とは異なる訳であると判別 

その翻訳はきわめて逐語訳的であり、オリゲネスによる評価と同様の評価をくだした 

バーキットはこの聖書ギリシア語訳がアクィラ訳であり、（おそらく 6 世紀頃まで？）フスタートのギリ

シア語を話すユダヤ人たちのあいだで使われていたと推測。その後、この羊皮紙にヘブライ語の典礼詩

が上書きされたと結論づけた。 

  

 
2 聖書協会共同訳は「彼のようにモーセの律法に従い、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主に立ち帰った王は、彼

以前にはいなかった。また彼以後にも、彼のような者は現れなかった」 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00020-00050/1
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・ピユート：シナゴーグでの礼拝時に詠まれた典礼詩 

ギリシア語の「ポイエテース」に由来する用語。 

ラビたちによる蔑称？ 詩人たち自身は決して「ピユート」と呼ばなかった。 

古代末期から中世にかけてのパレスチナにおいて、精力的に創作されてきたピユートであるが、中世以降は、

難解で古臭い詩として、ユダヤ教徒のあいだではあまり評価されてこなかったという側面もある。伝統的なピ

ユートは、言語的には、言葉遊びや造語を多用した極めて難解な文体で書かれており、内容的にも、ラビ文献

の聖書解釈の中から様々な言説を集めて、それを詩の中で省略した形で暗示するという、一種の謎解きのよう

な特徴もある。そのため、ピユートは、ユダヤ教の古き悪しき伝統の代名詞のように考えられることもしばし

ばであった。（勝又悦子・勝又直也『生きるユダヤ教』234 頁） 

・Israel Davidson（リトアニア生、中世ユダヤ詩研究） 

青年時代にヴォロジンやスロボトカのイェシヴァで東欧ユダヤ教の伝統的なトーラー学習を学ぶ。 

写本に書かれたヘブライ語テクストは典礼詩（ピユート）であり、その作者はパレスチナの典礼詩人ヤ

ナイ（Yannai）であると結論づけた 

＊ヤナイの典礼詩はいくつかの版の『ハガダー』（過ぎ越しの祭りのさいの読み物）に収録 

10 世紀に祈祷書（シドゥール）を作ったサアディア・ガオンも、彼の詩を参照したと述べている 

他方、ボンのエフライム（12 世紀）の年代記によると、ヤナイは弟子のエルアザル・ビラビ・カリ

ール（最も有名な典礼詩人）にその才能を妬まれて殺された（だから、ヤナイの典礼詩はカリール

の詩よりも詠まれなくなった）というスキャンダラスな話も！ 

・ピユート研究が照らすパレスチナ・ユダヤ教文化 

ピユートはパレスチナのトーラー朗読の習慣と深く結びついている 

バビロニアのトーラー朗読（1年）よりもサイクルが長く（3年ないし 3 年半）、一回あたりに朗読する

聖書テクストの分量も少ない。それゆえ、パレスチナでは長く難解な典礼詩（ピユート）が発展 

しかし、その後バビロニアのユダヤ教文化が覇権を握ることとなり、ヤナイのピユートの多くも儀礼の

場から姿を消していく 

Davidson による研究以後、カイロ・ゲニザ文書からの多数のピユートの発見にともなって研究が大きく

進展。中世地中海世界のユダヤ人社会においてピユートは（少なくともある時期まで）ユダヤ人たちによ

って書かれ続け、詠まれ続けていたことがわかった。 

また、ピユートは（たんなる？）言葉遊びではなく、きわめて洗練された聖書解釈でもあった。ピユート

が日々詠まれるシナゴーグは礼拝の場であるだけなく、聖書を学ぶ学び舎でもあった。 
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さまざまなユダヤ教の宗派：ラビ・ユダヤ教と「異端的」ユダヤ教との関係 

サアディア・ガオン（Saadia Gaon）とヒウィ・アル・バルヒ（Hiwi al-Balkhi）の論争 

・ダヴィッドソンによる研究 

 ヒウィ：ペルシア出身。Haywayhiは「蛇」「異端」を意味する。Balkh はゾロアスター教の開祖ザラト

ゥシュトラの出身地。ユダヤ教徒かどうかは不明（だとしてもラビ・ユダヤ教ではなさそう） 

 独自の聖書解釈にもとづいて、サアディアにさまざまな質問を投げかける 

  なぜ神は人間が苦しむように創造したのか？ なぜ神がバベルの塔の建設者たちを恐れたのか？ 

なぜ犠牲獣の血が贖罪として神に受け入れられるのか？ 

なぜ神はイスラエルの民だけを選び、他の民族は天使たちにその支配を委ねたのか？ 

 全知全能の唯一神としての神観を否定←おそらくペルシアにおけるグノーシス主義の影響か 

8～9 世紀のペルシアには、ゾロアスター教の再興やイスラームのシーア派の流入、キリスト教ネストリ

オス派、そしておそらくは（ラビたちから見て）異端的なユダヤ教のグループが存在しており、バビロニ

ア・ユダヤ教のラビ体制に対するさまざまな挑戦が起きていた。 

 

ダマスコ文書の発見 

・1947 年にクムラン洞窟で発見された死海文書のひとつ 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/The_Damascus_Document_Scroll.jpg  

・クムランでの共同体の生活を営むための法規などが記された文書 

 「義の教師」と呼ばれる（メシア的）指導者を中心とする共同体が構想されている 

 厳格な清浄規定や誓願などの規則に加えて、エルサレム神殿への対抗として、自分たちの共同体での

生活を一種の「神殿祭儀」とみなす宗教思想を見出す研究者もいる 

 ＊ただし、これらの論点の多くは死海文書発見以降の研究によるものであり、初期のカイロ・ゲニザ

研究者たちは当然ながらまだ知らない 

・シェヒターの判断：ツァドク派（Zadokite）の著作の断片 

 https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/1  

 ツァドク派：ダビデ王時代の大祭司ツァドク（サム下 15:24–37）の子孫 

  大祭司職を世襲で受け継ぎ、バビロン捕囚からの帰還後も権威を維持（エズラ記 7 章など参照） 

  前 2 世紀初めにセレウコス朝の王によって当時の大祭司が処刑され、力を失う 

 ⇒シェヒターはこの大祭司の子孫がひとつのセクトとなり、独自の共同体を形成したと推察。 

 彼らは自分たちをイスラエルの「真の残りの者たち」とみなしており、「ファリサイ派によって表象さ

れる大多数のユダヤ人たちに対して明確に敵意を持つセクト」であったと主張 

死海文書の発見によって、新たな問いが浮上してきた 

カイロ・ゲニザから発見されたダマスコ文書は、「遠い昔に消滅したセクト」（シェヒター）の残存ではな

く、もっと後の時代になって書き写されたものである。だとすれば、誰が書き写したのか。その書写はい

かなる動機によるものなのか。その「セクト」の文化は第二神殿時代末期に消滅したのだろうか。 

 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/The_Damascus_Document_Scroll.jpg
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/1
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ラビ派とカライ派：対抗と寛容 

・カライ派の指導者ダニエル・アル・クミスィ（Daniel al-Qumisi） 

 ペルシア出身→9世紀後半に大規模なアリヤー（パレスチナ移住）を実施 

 ＊それゆえ、カライ派はしばしば「最初のシオニスト」と呼ばれる 

 10世紀以降、エルサレムにカライ派の共同体が形成され、文化的な黄金時代を迎える 

・ふたつのハガダー 

 https://www.library.upenn.edu/collections/special-notable/groups/cairo-genizah-collections-penn  

 バビロニアのラビたちによるハガダーとは異なる版（もっと短い） 

  過ぎ越しの祭りの意味を訊ねる子供たちの「四つの質問」→二つないし三つに（逆に五つの版も） 

   ＊また、逆に父親が回答するのではなく質問する版もある！ 

  「カルパス」（塩水に浸した葉物）の祝祷：より長い祝祷に差し替えられる 

  パレスチナ独自の食べ物がセデルの食事に取り入れられる 

・ラビ派とカライ派の信徒間の結婚 

 カライ派は教典の相違（口伝トーラーを拒絶）、規定の相違（肉と乳を一緒に食べてよい）、儀礼の相違

（ハヌカーなど聖書後の祭りを拒絶）、暦の相違などによってラビたちと明確に対立していた 

 その一方で、フスタートの異なるユダヤ人共同体の関係性は、想像以上に柔軟なものであった 

 ラビ派の男性（Yahya ben Avhraham）とカライ派の女性（Rayyisa bat Saadia）の結婚契約書（ketubah） 

 https://genizah.bodleian.ox.ac.uk/fragments/full/MS_HEB_a_3_42a.jpg  

 Yahya が「モーセのトーラー」にしたがって、誠実な結婚生活をすることを誓う 

 その後で、それぞれの宗派に対する尊敬と寛容の念を示す 

そして、われらの兄弟、親愛なるヤフヤは自身の自由な意志において、以下のことに同意し、決意する。〔…

…〕月の目視にしたがって3、前述の妻（ライサ）により遵守されるものとしての主の祝祭を、彼は決して冒涜

しないということを。また、彼は彼女（の意志と習慣）に反して、安息日の蝋燭を灯さないことを。また、食

べ物や飲み物について、彼女にいかなる強制もしないことを。〔……〕そして、もし彼がこれらの条件のひと

つでも破ったら、彼はカライ派の貧者とラビ派の貧者に等しく 100 ディナールを支払うであろう。また、この

ライサは以下のことに同意した。彼女が前述の夫（ヤフヤ）とともにいるあいだ、われらの同胞であるラビ派

の祝祭を決して冒涜しないということを。（Hoffman & Cole, Sacred Trash, p. 164 より） 

 

  

 
3 各月の始まりの決定方法について、ラビ派では中世には計算による方法に切り替えられていたが、カライ派では月の目

視による方法が採用されていた。 

https://www.library.upenn.edu/collections/special-notable/groups/cairo-genizah-collections-penn
https://genizah.bodleian.ox.ac.uk/fragments/full/MS_HEB_a_3_42a.jpg
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レスポンサ（Responsa）：ユダヤ法と実生活 

・レスポンサ：ラビたちによる回答書簡 

信徒や地域の共同体からの質問に対する書面での回答であり、その見解は法的な拘束力を持つ 

その書簡は回答者の元に送られるだけでなく、書写され、さまざまな地域に流布することもあった 

＊現在ではコロナ禍での宗教生活のためのオンライン・レスポンサがたくさん書かれている 

カイロ・ゲニザ文書にはそうした多数のレスポンサが含まれており、当時の法解釈やそれにもとづくユ

ダヤ人たちの生活の様子をうかがい知ることができる 

・実生活への適用のための法解釈 

 聖書やタルムードから導き出される見解は、中世の社会にそのまま適用されないものも多い 

タルムード時代の「偶像崇拝者」と中世の「キリスト教徒」をめぐる中世ユダヤ法学者の見解 

・タルムードではキリスト教が「偶像崇拝」とされる（イエスという人間を崇拝するため） 

 ゆえに、ユダヤ人はキリスト教徒とのかかわりを禁止される 

・13 世紀の法学者メナヘム・ハメイリは、タルムード時代の規定を見直し、同時代のキリスト教社会に

適用されるべきでないと主張。ユダヤ人がキリスト教徒とかかわりを持つことは、ユダヤ法において合

法であると判断＝中世ユダヤ知識人のキリスト教観の変化という点でも興味深い 

・スフタジャ（suftaja）：信用状。現金の送金ではなく、支払いを手形で済ませる決済方法 

 商人にとっては多額の現金を運ぶリスクを回避できる制度であり、貿易の円滑化に不可欠であった 

 信用取引はイスラーム法やユダヤ法にその根拠がみられない制度であるが、中世地中海世界ではムス

リムとユダヤ人の協同的な商業活動のために、両宗教の法的権威が実践的な判断をくだした 

あるガオンのレスポンサ 

スフタジャを送ることについて、われわれの法には根拠がない。なぜなら、われわれのラビたちは「たとえ証

人が署名したとしても、『ディヨクニ』4（diyoqni）で送金してはならない」（BT バヴァ・カマ 104b）と言って

いるからである。しかし、人々がそれをもちいてたがいに商業をおこなっていることがみられるため、われわ

れはその根拠（法廷によってそれが認められる仕方で）規定することに着手した。それは、人々のあいだの貿

易を止めないようにするためである。われわれはいかなる足し引きもせず、その根拠によって規定する。「商

人たちの法」（hukm al-tujjar）にしたがって規定するのである。（Cohen, Under Crescent and Cross, p.93 より） 

 ＊この「商人たちの法」とはムスリムとユダヤ人の商人が共有していた（暗黙の？）ルールのようなも

のと考えられている。Mark R. Cohen らによれば、イスラーム世界では、キリスト教世界のギルドの

ような組織はなく、両信徒の統一的な経済共同体（economic community）が形成されていた。 

 ＊中世地中海世界の商業活動については、嶋田『ユダヤ教徒に見る生き残り戦略』に詳しい 

・ゲオニーム時代の宗教教育 

 6～7 世紀のバビロニア・タルムードの完成後、バビロニアのガオンたちはその註解を書かなかった 

  ＊フランス北部ではラシ（11世紀）や彼の弟子たちが註解を書いた 

 その理由を述べたあるガオン（Sar Shalom Gaon）のレスポンサが残されている 

あなたは、ユダヤ人のワインを入手した異教徒と、R・イェフダ・ベン・バヴァおよび R・イェフダ・ベン・

ベテラ（の格言）について質問する。これらはすべて相互につながっており、きわめて不明瞭である。もし〔…

 
4 ギリシア語由来の用語。原義は「形」（figure）。ここでは「信用状」をさす用語として解釈されている。 



10 

 

…〕あなたがわれわれの前にいたら、それらについてきわめてよく説明し、「時宜にかなって語られる言葉」

（箴 25：11）のように、きわめてよくそれらを互いに区別することができたであろう。なぜなら、弟子が師の

前にすわり、法の事柄について議論をするとき、師は彼の考え方を、つまり彼が何を見落としているのか、彼

にとって何が明確で、何がわかっていないのかを知覚し、彼の目が光を灯すまで彼に対して説明するからであ

る。〔……〕しかし、書物においては、それがどれほど可能であろうか。（Brody, The Geonim of Babylonia, pp. 163–

164 より） 

 ＊このガオンによれば、タルムードを理解するという教育目的において、註解という書物は適してい

ない。タルムードを読む弟子の理解度に合わせて、師は口頭で教育をすることが望ましい 

 ＊同時に、これはタルムード教育におけるバビロニアの独占的な権威を示唆してもいる。タルムード

を学びたかったら、バビロニアの学塾を訪れよということである。（実際、バビロニアの学塾では「カ

ッラー」（集中講座）や「ピルカ」（公開講座）、個人指導などの制度があった） 

 

ハザールのユダヤ教改宗についての書簡 

・ハザール王国とユダヤ教改宗の伝聞 

 7 世紀にコーカサス地方（カスピ海付近）で成立した王国 

 9 世紀（異説あり）にユダヤ教に改宗したことが語られる：マスウー

ディ『黄金の牧場』（The Meadows of Gold, 10 世紀）などアラビア語

の年代記にて言及がある 

 ＊杉田六一「ハザール（Khazars）のユダヤ王国」（1964 年）にて解説 

・10世紀にアル・アンダルスの後ウマイヤ朝のユダヤ人宰相ハスダイ・

イブン・シャプルートと当時のハザール王ヨセフとのあいだで往復書簡が交わされた（らしい） 

 ヨセフは、先祖の王がユダヤ教、キリスト教、イスラームの指導者たちやの討論を聞き、最終的にユダ

ヤ教を選択して改宗したと記した。＊他方、ハスダイはこの改宗にメシア出現の兆しを待望した 

・イェフダ・ハレヴィ『クザリ』（12 世紀）の序文で言及 

 私は次のことを訊ねられた。それは、われわれの宗教（dat）に対立する者たち——ある者は哲学に惹かれ、

ある者は別の宗教を信じ、またある者はイスラエルの民の分離派となった——の主張に対する問いかけであっ

た。そのとき、私は以前自分が聞いたことを思い出した。四百年ほど前（＝8 世紀頃か）のことだが、ユダヤ

人の教師がハザール人たちの王の前でおこなった主張のことである。その主張によって、王はユダヤ人の宗教

（dat ha-Yehudim）を受け入れた。その出来事は有名であり、年代記にも記されているとおりである。 

 この王——そこで語られている——のもとでは、ひとつの夢が何度も繰り返されていた。夢で天使が彼に語

りかけてくる。「あなたの意図は神の目に望ましい。だが、あなたの行為は望ましくない」と。王はハザール

人の宗教の戒律をきわめて慎重に守っていた。彼らの宮殿において彼自身が奉仕し、まったき心においてささ

げ物を捧げていたほどに。しかし、それらの戒律を守り続けていたにもかかわらず、天使は夜な夜な彼のもと

に現れ、彼に告げていた。「あなたの意図は望ましい。だが、あなたの行為は望ましくない」。この出来事は、

ハザール人たちの王がさまざまな信仰と意見についての探求と考究をする契機となった。そして、最終的に彼

と多くのハザール人たちはユダヤ教を受け入れた。（Yehudah Halevi, Sefer ha-Kozari, p. 1） 

 ＊『クザリ』は三宗教の代表者と哲学者による討論自体を語ることを目的とする作品ではないが、この

序文は、ハザール王の改宗譚が当時ユダヤ人社会でもよく知られていたことを示している。 
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・往復書簡の発見と出版 

 ハザール王国のユダヤ教改宗は中世のアラビア語年代記で語られていたが、ハスダイとヨセフの往復

書簡は 16世紀まで発見されていなかった。 

 16世紀に Isaac b. Abraham Akrish がコンスタンティノープルからエジプトを旅行したさいに発見 

 →1577年にアクリシュ自身の著作 Qol ha-Mebaser にそのヘブライ語資料を含める 

 その後、Abraham Harkavy が、A. Firkovitch によりエジプトで入手された写本（＊カイロ・ゲニザとは

別。カライ派シナゴーグのゲニザか）にもとづき、校訂版を出版（1870年、Measef Nidahim 8） 

・カイロ・ゲニザからの書簡の発見 

 シェヒターによる研究：現存の書簡とは大きく異なる内容であることを発見する 

  王ヨセフ自身の筆によるのではなく、彼の家臣が書いたという構成になっている。 

  ユダヤ人の移住はハザール王国建国以前であり、対外戦争のなかでユダヤ人の将軍が選ばれた 

改宗はユダヤ人自身の「悔い改め」によって始まり、その後ハザール人たちにも波及していった 

アルメニアとわれわれの先祖が彼ら（異教徒たち？）から逃れた。（なぜなら、そこには偶像崇拝者たちの

くびき（があったためである）。そして、（ハザールの者たちが）彼らを受け入れた。ハザールの者たちは、初

めはトーラーを持たなかった。そして、彼ら（ユダヤ人の先祖たち？）もトーラーと聖典を持たずにとどまり、

その地の住人たちと結婚をした。彼らは彼らのおこないを学び、彼らとともに（戦争に）出かけた。そして、

彼らはひとつの民（’am）となったのである。彼らが依拠していたのは、（アブラハムと神による）割礼の契約

のみであった。〔中略〕 

 （戦争が続くなかで）ハザールの人々は彼（あるユダヤ人の戦士）を、自分たちの古い習慣にしたがって将

軍に任命した。そして、そのような状況が長きにわたって続いたのであった。そして、主の慈悲があり、悔い

改めをおこなうようその君主の心を呼び起こした。なぜなら、彼の妻、セラという名の妻が彼を悔い改めさせ、

正しく教え導いたからである。彼もそれに同意した。なぜなら、彼は割礼を受けていたからである。しかし、

その若い女の父——その世代の義人（tzdiq ba-dor ha-hu）——も、彼に生活の道（derekh ha-hayim）を教えたの

であった。〔中略〕 

 ギリシア人たち（キリスト教徒）とアラブ人（ムスリム）はともに、そのこと（ユダヤ人のハザール移住）

を目撃し、認めたが、彼らのあいだで論争も生じた。そこで、ハザールの君主たちは言った。「見るがいい。テ

ィズールの谷に洞窟がある。そこにある書物をわれわれの前に持ってきて、われわれにそれを説明せよ。彼ら

はそのようにし、洞窟のなかに入っていった。すると、見よ、そこにはモーセのトーラーの書物（Sefarim mi-

Torat Moshe）があった。イスラエルの賢者たちは、それを語った先人たちの言葉にしたがってそれらを説明し

た。そうして、イスラエルの民は、ハザールの人々とともに完全な悔い改めをおこなったのである。（Schechter, 

“An Unknown Khazar Document,” pp. 204–215より） 
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ユダヤ版イエス伝 Toledot Yeshu：ユダヤ民衆の想像力 

・福音書のイエスの物語を侮蔑的に語りなおしたユダヤ版イエス伝5 

 タルムードにおけるイエスへの非難：イエスは神の子ではなく、マリアがローマ兵士との不義によっ

て生んだ私生児であった、等 

 独自の要素：イエスは神名 YHWH の力を使う魔術師であった 

・キリスト教世界では 9世紀以降、その存在と流布が確認されている 

 その後、13－14世紀にかけて民衆のあいだで広く読まれ（語られ）、カトリックの修道士たちの調査・

研究対象にもなる 

 他方、イスラーム世界でもさまざまな版の『トルドート・イェシュ』が語られていたことが、カイロ・

ゲニザ文書からの発見によって明らかとなった 

・ある物語（アラム語版、校訂版は Meerson & Schäfer eds., Toledot Yeshu, vol. 1, pp. 52–57） 

 https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-MISC-00035-00087/1  

総督ピラトは R・イェホシュア・ベン・プラフヤ6に答えた。「イエスの五人の弟子たち、世界を迷わせたあ

の悪人たちは殺された7。イエスの師、洗礼者ヨハネについて、彼らは死罪であるか」。R・イェホシュア・ベ

ン・プラフヤはピラトに答えて言った。「もしあなたがそう望むなら、手紙をわれわれは送り、皇帝ティベリ

ウスに知らせよう。彼がわれわれのことを聞き入れたとき、われわれは彼に懇願をしよう。『これらが世界を

迷わせた七人の男たちです。彼らが従事したのはそのようなことであり、それが彼らのおこなったことのすべ

てです』と」。皇帝ティベリウスはそれを聞くと、使いを送った。彼らは彼の前にやってきた。彼らは総督ピ

ラト、大長老マリヌス、R・イェホシュア・ベン・プラフヤ、庭師 R・イェフダをティベリアの街の門に連れ

てきた。彼らはみな、皇帝ティベリウスの前にやってきた。そして、彼らの後ろには洗礼者ヨハネがおり、彼

の前にイエスがいた。 

 皇帝ティベリウスは彼らに言った。「おまえたちは何に従事しているのか」。（イエスと）ヨハネは彼に答え

て言った。「われわれは天にまします神の息子たちです。〔中略〕（産道？骨盤？）が締め付けられている（不

妊の）女に対して、私は男なしで子供を与えることができます」 

 イエスが魔術の言葉（milin de-harshaya）を口にすると、彼女は妊娠した。〔……〕彼（皇帝）は言った。「彼

女の胎のなかにいる胎児は男か、女か」。イエスは彼に言った。「王が訊ねられたことを私はおこないましょう。

男か、女か」。そのとき、皇帝は総督ピラトに言った。「彼らを九か月間投獄せよ。彼女が子を産むのか、産ま

ぬのかをわれわれが見るまで」。（そこでピラトゥスは）彼らを九か月間投獄した。 

その九か月はイスラエルにとって大いなる苦悩であった。（R・イェホシュア・）ベン・プラフヤはひそかに

手紙を書き、その書簡をイスラエルの民がいるすべての地方に送った。彼は言った。「見よ、三日間の断食を

定める。男たちはいかなる食べ物も飲み物を味わってはならない。ほむべき聖なるお方の前で、完全な心でも

って断食をせよ。悪人イエスのために、イスラエルが破滅することがないように、律法、その戒律の法が廃止

 
5 本作品の概要と研究史については、志田雅宏「ユダヤ教世界のイエス伝―ストラスブール写本版『トルドート・イェシ

ュ』とその文脈についての研究―」『東京大学宗教学年報』38（2021）1－24 頁参照 

6 イエスの師としてタルムード（BT サンヘドリン 107b、BT ソター47a）で言及される。彼は口伝律法の伝承に連なる指

導者とされる一方、イエスを偶像崇拝（キリスト教）に陥らせた師として非難される。ペーター・シェーファー（上村

静・三浦望訳）『タルムードの中のイエス』（岩波書店、2010 年）51－59 頁参照。 

7 タルムードにおける「イエスの五人の弟子たちの処刑」の話をさす。詳細はシェーファー（前掲）113－124 頁参照。 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-MISC-00035-00087/1
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されることがないように。イスラエルの民のいる街と村で、彼らすべてが立ち上がった。そして、彼らは断食

を定め、慈しみ深き主に慈悲を求めた。すると、ほむべき聖なるお方は、毎時毎日おこなわれているように、

そのようにしてくださった。皇帝の娘の胎内にいる胎児が変化し、石になったのである。〔中略〕 

 ほむべき聖なるお方が胎児を石に変えたために、九か月が過ぎても、彼女は出産をしなかった。皇帝は使い

を送り、悪人イエスを連れてきた。彼は彼に言った。「なぜ彼女はまだ出産しないのか」。彼は彼に言った。「ユ

ダヤの民のなかには、母親の胎内に十二か月も子供がいる者もおります」。十二か月の後、彼は彼の後に使い

を送り、イエスを連れてきた。彼は彼に言った。「十二か月が過ぎたぞ。なぜ彼女は出産しないのだ」。彼は彼

に言った。「おそらく彼らは隠された手段を使っているのでしょう。彼女は処女／乙女（betulta）です。そして、

その子供は彼女が性交をするまで出てくることができないのです。ですが、もしあなたが私に許可をくださる

のなら、私が彼（男児）のために彼女の胎を裂き、彼の母親の腹のなかから彼を生かしたまま取り出してみせ

ましょう。わがあるじである皇帝は覚えておられ、また知っておられるはずです。われわれが天にまします神

の子らであり、われわれが口にしたことをすべておこなう力を持っていることを」。皇帝は彼に言った。「立ち

上がれ、やってみせよ」。悪人イエスは立ち上がり、皇帝の娘の腹を裂いた。すると、その子供はその処女／

乙女の胎内で石になっているのが見つかった。そのとき、皇帝は彼に言った。「生かしてみせよ」。彼は祈った

が、それはできなかった。（以下略） 

 ＊この物語では、タルムードの伝承や独自のモチーフなどが盛り込まれ、「奇跡／魔術」を実践するイ

エスと、彼の実践を阻むべく神の「慈悲」を求めるユダヤ人たちの禁欲的な宗教実践（なんと三日間

も完全に飲食を断つ！）の様子が描かれている 

 ＊このイエスの失敗が、福音書で語られている処女懐胎のパロディであることは容易に察せられる 

・アラム語版（やヘブライ語版）とユダヤ・アラビア語版 

 アラム語版やヘブライ語版は比較的古い。それに対し、ユダヤ・アラビア語版は年代的に広い 

ユダヤ・アラビア語版の発見の意義 

・当初、ユダヤ・アラビア語版は古いアラム語版（上記の「ピラト型」物語）の翻訳と考えられてきたが、

女王ヘレナが登場する「ヘレナ型」物語（ヨーロッパで普及）という別版も存在することが確認された 

・エジプト（やその周辺）では長いあいだ、ユダヤ人がアラビア語でイエス伝を語り続けていた 

・イスラーム世界におけるユダヤ人たちの反キリスト教論争文学研究における意義 

 イスラーム世界では、ユダヤ人とキリスト教徒は「啓典の民」および「庇護民」の地位に置かれた 

 ⇔キリスト教徒の社会では、ユダヤ人が「奉仕」することを神学的見解（アウグスティヌス）や教会法

（Sicut Iudeis など）によって、ユダヤ人とキリスト教徒の対立的な関係性が強調された 

 実際、イスラーム世界では、9 世紀に『ネストル神父の書物』（Sefer Nestor ha-Komer）のような論駁書

が書かれたが、10 世紀以降はユダヤ人によるキリスト教論駁書は確認できない。それゆえ、イスラ

ーム世界ではユダヤ人とキリスト教徒のあいだでの宗教論争は廃れていったと考えられていた 

 しかし、ユダヤ・アラビア語版『トルドート・イェシュ』の発見により、民衆たちのあいだでは反キリ

スト教的な物語が語られ続けていたことが明らかとなった 

こうした民間伝承は popular polemic（Miriam Goldstein らによる）と呼べる：知識人たちによる神学

的な議論や聖書解釈、教義批判よりも、物語性があって読みやすく、語りやすい。娯楽性がある 

・イスラーム社会下では、イスラームよりもキリスト教の方が標的にしやすかった？ 

・エジプトにはコプト教徒たちがおり、エジプトのユダヤ人は彼らと論争をしていた？ 
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4．おわりに 

Ezra Fleischer（中世ユダヤ詩研究の碩学）によるカイロ・ゲニザ文書研究の言葉 

ヘブライ語典礼詩研究に対するゲニザの貢献の重要性については、いくら言っても言いすぎることはありえな

い。（しかし）この凄まじい貢献から蓄えられてきたことは〔……〕ゲニザそのものの貢献ではない。これら

の発見を受動的な言い方で語ることは誤りである（が、しばしばそのように語られてきたのである）。なぜな

ら、この分野においては、他の研究分野と同様に、何物も与えられず、何物も発見されていないからである。

いかなる文書も解読されていなければ、いかなる著者も特定されていない。いかなる項目も年代を算出されて

おらず、いかなる絵も復元されておらず、いかなる理論も出てきていない。これらすべての行為は、多くの献

身的な学者たちが成し遂げるものである。初期の者たちも後代の者たちも、偉大な者たちも、それほど偉大で

ない者たちも、彼らはゲニザの研究にその生涯を捧げ、その仕事に骨を折り、その宝物を分類する苦労に血と

汗を流し、ときに成功し、ときに失敗し、その目は弱くなり、その髪の生え際は後退し、その背中と四肢は老

いて弱まり、衰えてゆく。そのひとりひとりがみずからの道をみずからの速度で歩む、多くの学者たちによる

達成なのである。（Hoffman & Cole, Sacred Trash, p. 124 より） 
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