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2018 年 12 月 2 日 CISMOR Conference「ユダヤ教の諸相とその周辺」同志社大学 

ハイーム・イブン・ムーサ『盾と槍』——15 世紀の宗教論争とその知的背景—— 

志田 雅宏 

ハイーム・イブン・ムーサ Hayyim ibn Musa（1380 頃―1460） 

・スペイン、サラマンカ近くのベハル Bejar 生まれ。 

・「私が王たちと大臣たちの中庭に行っていた四〇年間で、彼らのうちに私が見た違反の数はかぞえきれ

ない」（p. 83）。宮廷医として長年、カスティーリャの王宮に仕えていたと思われる。 

・キリスト教（特にユダヤ教徒からの改宗者による）の論争文学を研究。ハイーム自身も国王の前でキリ

スト教徒と論争したらしい（pp. 133-135）1。そのなかで、リラのニコラウス（Nicolaus de Lyra, 1270

－1340）の論敵に選び、彼との「論争」という形式で書かれたのが本書。 

論争文学の専門家、論争文学研究者による論争文学 

 

時代背景：1391 年後のスペイン・ユダヤ教世界 

・1391 年のユダヤ人大迫害 א"קנ גזירות ：高利貸しへの憎悪、改宗者への偏見、ペストの蔓延 etc. 

 セビーリャからスペイン主要都市へ広がる。多数の犠牲者、多数の強制改宗者。 

・各都市のユダヤ人共同体が縮小するも、徐々にカスティーリャでは再建が進む。 

 ラビ・アブラハム・ベンベニステによるタカノート（共同体法令）。全国ユダヤ人会議。 

・ビセンテ・フェレールによる反ユダヤ説教 

トルトーサ討論（1413－14）：改宗ユダヤ人たちの登壇。ラビたちに対する一方的な攻撃 

・コンベルソ問題：ユダヤ人家庭環境の複雑化、キリスト教徒からの猜疑・異端審問 

 コンベルソ内部でも対立感情（改宗後、高い社会的地位を保有する富裕層への不信感） 

（参考）Yitzhak Baer, A History of the Jews in Christian Spain (JPS, 1961-66)：第 10－12 章（第 2 巻） 

関哲之『世界史リブレット 59 スペインのユダヤ人』（山川出版社、2003） 

 

『盾と槍』Sefer Magen va-Roma’h 

, מהדורת א' פוזננסקי, ירושלים, תש"לספר מגן ורומח ואגרת לבנוחיים ן' מוסה,   

・A・ポズナンスキによる複写、脚注（1900 年頃）。イスラエル国立図書館、MS Heb. 8゜787. 

・1970 年にヘブライ大学ユダヤ史学科から冊子で出版。Y・ハケルによる情報追加。 

 サラヴァル写本（MGWJ 2 (1853), s. 439）が底本らしい。＊アテネ・ユダヤ博物館にも（Ms. 79.199） 

『息子への手紙』も収録。D・カウフマンによる校訂（Beit Talmud 2, Wien, 1882, pp. 110-125）。 

                                                      
1 ニコラウス曰く、ユダヤ人がキリスト教に改宗しない理由は三つある：①ユダヤ人は貪欲なので、清貧なキリスト教的

生活はできない。②ユダヤ人の身体にはキリスト教徒への憎悪が染みついている。③キリスト教の信仰が偉大なのでユダ

ヤ人にはその教義を信じることができない（ユダヤ人はキリスト教徒が三人の神を信じていると思い込んでいる）。そし

て、以下のような問答をする。「我が主（王）よ、お聞きになったことがないかもしれませんが、ユダヤ人には神につい

ての書物は一冊しかありません。その名は『迷える者の導き』です。我々には神についての〔多くの〕書物があり、大き

な宮殿に入りきらないほどです」「ユダヤ人にはこれらの書物は必要ないのです。たったひとつを除いて。ご覧くださ

い、神についての我々の律法の原則 yesod は十三個なのです」（p. 133） 



2 

 

（序文） 

 『盾と槍』の書 Sefer Magen va-Roma’h は、ラビ・イェフダ・ベン・ムーサ——その記憶が称えられんこと

を——の子、偉大なる賢者ラビ・ハイーム——良きしるしかな——がその著作に努めたものである。本書は、

ニコラウ・デ・リラ Niqolau de Lira——י"ע（＊訳不明）——がユダヤ人に対して書いた論争の書物への回答

によって成立する。 

 

 ハイームは言った：論争の仕方を知らない愚かな者たちは、キリスト教徒たちの言葉によって、とりわけ我々

の宗教 dat を棄てた者たちの書物によって唆される。たとえば、「暗闇の父」Av Hoshekh（ブルゴスのアブネ

ル）やピエロ・アロンソ・クリスティアニスモ（ペトルス・アルフォンスィ）——その悪名が朽ち果てんこと

を——、ラビ・シュムエル——イスラエルの略奪者に対して与えられる名である——の作とされる書物、「ベ

ン・レシェフ」Ben Reshef（？）の書物——最近、かつてドン・シュムエル・ハレヴィ・シュロモと呼ばれた

マエストロ・パブロ（パブロ・デ・サンタマリア）——その名が消し去られんことを——が『パウリナ』Paulina

と呼ばれる書物で重圧を加えた——、マエストロ・ヘロニモ・ロルキ（イェホシュア・ハロルキ／ヘロニモ・

デ・サンタ・フェ）——その名が消し去られんことを——とアストリュク・リモフ（アストリュク・ライムン

デ・フラガ）——その悪名が朽ち果てんことを、アメン——が著した、トルトーサでおこわなれた論争の書物

によって。 

 私は彼らに対する回答の真理を書いた書物を著すと言った。それは、聖書 ha-Ketuvim、タルムード、ミドラ

シュの書物から彼らが証拠を持ってくるのを見ても、そのユダヤ人が怯えないようにするためである。彼らの

証拠は堅固であるように見えるが、それらは脆弱で薄弱である。このことについて、私はさまざまな書物を持

っているが、本書なくしてタルムードと聖書の言葉についての回答〔はない〕。それは、私が自分はこれにつ

いての活動をする者にふさわしくないと思わないからではない。ただ、私はイスラエルの神——高められんこ

とを、称えられんことを、そしてかの教えは全きものにして、定められている——を称えることを切に望むか

らである。その弁論は私が好むものの一部であり、私はこれをおこない、我々の意図を助けてくれる論争者た

ち ha-mitvak’him の書物を能うかぎり探究し、また多くの彼ら〔キリスト教徒たち〕の賢者との一連の論争

についても探究した。主なる神は私に学ある者たちの言葉をお与えになり、私は真理の言葉をもって答えるこ

とができる。それが真理であるのは、彼らと論争をする習慣が、聖句について思索することと、彼らに対して

ラビ・アバフ——（……）——の言葉のごときふさわしい回答をすることをもたらすからである。このために

いま、神の助けを得て、私は本書においてニコラウ・デ・リラに対する回答を始めよう。彼の論争の書物 sefer 

ha-vikua’h における、我々に対する言葉の初めは三つに分けられる。 

第一部：神のペルソナについてもたらされる証拠について。 

第二部：神が肉を得ること（受肉）についてもたらされる証拠について。 

第三部：メシアはすでに到来したこと、彼は神にして人にしてメシアであること、についてもたらされる証拠

について。 
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ブルゴスのアブネル Abner de Burgos, c. 1270-1346  

50 歳で改宗（Alonso de Valladolid）。ユダヤ人やタルムード、ユダヤ教を非難する著作や説教 

ペトルス・アルフォンスィ Petrus Alfonsi, 1062-c.1140 

 1106 年に改宗（Moshe）。『ユダヤ人モイセスとの対話』：過去の自分自身との対話 

 Cf. 矢内義顕「ユダヤ教、キリスト教、イスラーム——ペトルス・アルフォンスィ『ユダヤ人との対話』

を中心に——」（京都ユダヤ思想学会第四回学術大会講演、『京都ユダヤ思想』3（2012 年）56－80 頁） 

サムエル・モロカヌス Samuel Moroccanus（11 世紀？） 

 『ラビ・サムエルの書簡』：ドミニコ会修道士 Alfonso Buenhombre によって 1339 年にラテン語で出

版。アルフォンソ曰く、「原典」はアラビア語。モロッコのラビ・サムエルが 1000 年頃に書いた。 

 Cf. Ora Limor, "The Epistle of Samuel of Morocco. A Best-Seller in the World of Polemics," in Contra 

Iudaeos: Ancient and Medieval Polemics between Christians and Jews (O. Limor & G.G. Stroumsa 

eds, Tübingen: Mohr Siebeck, 1997, pp. 177-194. 

パウルス・デ・サンタ・マリア Paulus (Pablo) de Santa Maria, 1352-1435、ブルゴスのパウルスとも 

 1391 年に改宗（Shlomo ha-Levi）。反ユダヤ教的著作や論争 

ヘロニモ・デ・サンタ・フェ Geronimo de Santa Fe, d.1419 

 ビセンテ・フェレールのもとで改宗（Yehosua ha-Lorqi）、トルトーサ討論に登壇 

アストリュク・リモフ（フラガ）Astruc Rimoch (Fraga), 14-15c 

 1391 年に改宗 

リラのニコラウス Nicolas of Lyra, 1270-1346 

 フランス北部ノルマンディーのリラに生まれる。パリ大学で教鞭をとり、フランシスコ修道会に加入 

 Postillae perpetuae は中世キリスト教の最も重要な聖書註解のひとつ。 

 ヘブライ語を修得し、タルムードなどラビ文学やラシの註解を学ぶ。反ユダヤ教的著作。 

＊ほか、本文中にも多数登場。 

＊『トルドート・イェシュ』：ニコラウスが言及し、ハイームが批判するという構図 

 

12 の前提 haqdamah/haqdamot 

①キリスト教徒との論争は聖書の字義 peshat にもとづいておこなうאין מקרא יוצא מידי פשוטו לעולם 

②タルグム（聖書アラム語訳）については、知性に同意する箇所のみ受け入れる 

③タルムードの説話（アガダー）や『ヨスィポンの書』については、必ずしも字義に従わない 

④ヒエロニュムスのウルガータ（ラテン語訳）の翻訳には問題がある 

⑤両義的な語句については、証拠がなければ受け入れない（単一の意味に集約しない？） 

⑥福音書や使徒言行録の言葉は証拠として受け入れない 

⑦モーセの律法は完全である 

⑧ミドラシュやアガダーについては、知性に根ざしたものでないかぎり信じなくともよい 

⑨聖書解釈ではギリシャ的な論理学よりもユダヤ教伝統の字義（プシャト）を優先する 

⑩「レ‐オーラム」לעולםには、文脈によっていろいろな意味がある 

⑪ユダヤ賢者を信頼する。キリスト教徒によるユダヤ賢者の解釈は批判される。 

⑫七十人訳（ギリシャ語訳）とヒエロニュムス訳は受け入れない 
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Case: 世界六〇〇〇年説 

（pp. 93-99） 

 

 ニコラウスは言った：ユダヤ人たちは『ローマの裁判人たちの書』Sefer Shoftim ha-Romayim（？）という

名の書物を持っている。彼は言った：これは預言者エリヤの弟子たちのひとりによってユダヤ人たちに与えら

れた書物である。彼はサレプタ（ツァルフィタ？）の子בן הצרפיתであり、彼らのあいだではスィラブタナの子

。と呼ばれている2。その書物は時間について語っている。それは常に隠されるべきことであるבן השיראבטאנה

以下がその言葉である（TB Sanh. 97a; A.Z. 9a）：エリヤの学派は教えた。「世界〔の年月〕は六〇〇〇年であ

る。二〇〇〇年は混沌 tohu、二〇〇〇年は律法、二〇〇〇年はメシアである」。 

 

 ニコラウスの解釈はこうである：「二〇〇〇年は混沌」とはアダムの日々からアブラハムまで、「二〇〇〇年

は律法」とはアブラハムからイエスまで、「二〇〇〇年はメシア」とはイエスから世の終わりまでである。 

 

 我々は言う：ニコラウス曰く、自分はタルムードを信じていないが、それでも我々にタルムードの我々の賢

者たちの言葉を〔受け入れることを〕強いるのは当然である。だが、それと同じように、我々も彼ら（キリス

ト教徒）に彼らの賢者たちの言葉を〔受け入れることを〕強いることができよう。彼らのあいだで『神学の真

理』Veritat Theologim（Verdad di Teologos）（？）と呼ばれる書物のなかで、イエスの到来は世界創造後五五

二八年のことであったと〔書かれているからだ〕。つまり、〔イエスがメシアだとすれば、メシアの時代が〕短

い計算になる。なぜなら〔イエス到来以前に〕五〇〇〇年が経ってしまっているからだ。これについて、彼ら

はギリシャ人とラテン人の計算を発見しようと努めた。その彼らの賢者がエウセビオスと呼ばれる者である。

だとすれば、「二〇〇〇年はメシア」とあるが、彼らの計算ではそこから少なくとも一〇〇〇年も欠けてしま

うことがどうしてありえようか。その偉大な計算では、彼らのメシアの日々のために残されている〔時間〕は、

四九四年（＊四七二年の間違い？）しかない。 

 

（＊以下、ニコラウスの議論の間違いを五つ列挙） 

 

 彼の言葉にしたがって我々が彼に答える回答は次のとおりである：ニコラウスはいかに字義の道 darkhei ha-

peshat を歩んでしまったか。私はいま彼とともに、タルムードの賢者たちの道 darkhei Hakhamei ha-Talmud

を歩みたいと思う。彼ら曰く、「もしアブラハムから、でないなら」ということだ。なぜなら、彼ら曰く、「聖

句はその字義を離れ出ない」אין מקרא יוצא מידי פשוטוからである。彼（ニコラウス）はこの〔ツァルフィタの

子の〕言葉を預言書の一節として考えたので、我々はそれを字義の方法によって、より良く解釈しなければな

らない。なぜなら、いくつかの事柄については、〔まず〕タルムードの師たちが解釈をし、その後に字義の師

たちが来て、彼らと同じように「聖句はその字義を離れ出ない」と言い、あたかも字義にしたがえば最も良く

                                                      
2 列王記上 17 章で、エリヤがシドンのサレプタ（ツァルファトצרפת）に住む未亡人のもとへ行けと神から命じられる。

彼女はほとんど食料を持っていなかったが、神の恵みによって尽きることなく食べ物が与えられる。その後、彼女の息子

が病にかかり、死んでしまう。すると、エリヤは「子供の上に三度身を重ねてから、また主に向かって祈った。『主よ、

我が神よ、この子の命を元に返してください』（21 節）。そして、その息子は生き返った。 
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わかるかのように聖書を解釈したからである3。 

 

 私もまた、あなた（ニコラウス）の方法にしたがってあなたに言う：ツァルフィタの子は過去ではなく、現

在と未来について語ったのだ。היו（「ある」の完了形）という語はこれを否定するものではない4。その意味は、

彼がすべきことは過去の探究であり、未来の預言ではないということだ5。 

 「二〇〇〇年は混沌」とは、ツァルフィタの子からその後、現在までである。そこでは、すべての民族が主

の教え dat ha-Shem に悔い改めてはいない。これはそのことを言っているだけだ。今日もなお、ロシアの地、

カタヤ（＊注によるとボルネオらしい）の地、カナリアの地、遠い島々では、人々は太陽とב"ח（ירח「月」か？）

を崇拝し（申 17：3）、自分たちの息子や娘を日にくぐらせている（申 18：10）。このことのゆえに、その時代

は「混沌」tohu と言われる。さらに彼ら（キリスト教徒たち）は私に訊ねた。彼ら（イスラエル）に律法が与

えられた、モーセは我々に命じた云々、と。だが、彼らイスラエルは、すべての民族のうちの少数である。そ

して、「義の教師」moreh tzedeq が到来するにいたる。 

 そして、彼（ツァルフィタの子）は言った。律法である二〇〇〇年とは、万人が主——高められんことを—

—を信じる〔時代のことである〕。主を知らない者は世界にひとりも残っておらず、我々は〔主に〕仕える。そ

れは、「それから私は諸民族に清い唇を与える。彼らがみな、主の名を唱え、ひとつになって仕えるために」

（ゼファ 3：9）と〔聖書が〕言うとおりである。これらの「二〇〇〇年」において、イエスは生まれなかった。

なぜなら、ツァルフィタの子からティトゥスの日々におけるかの地（イスラエルの地）〔から〕の離散の日ま

で七〇〇年、あるいはあなたの計算では六〇〇年にもいたっていないからである。〔イエスの誕生から〕一四

五〇年で二〇〇〇年になる（＊要するにハイームの時代がまさに「律法の二〇〇〇年」の始まり？）。これ以

来、世界の万人がひとつの律法を持つにふさわしい。ゆえに、ボヘミアの人々もバルマセダ（ビルバオ？）の

人々もドゥランゴの人々も、この王国の人々は目覚める。彼らは自分たちが持っていた信仰をともなわずに、

律法を求めて目覚めるのである。これらの二〇〇〇年においては世界の万人がひとつの律法を信じるであろう。

さらに今日、キリスト教徒たちも律法は永遠に存在し、そのすべてはひとつであると言っている。「私は私の

律法を彼らのなかに授け、彼らの心にそれを記す」（エレ 31：336）。 

 そして「二〇〇〇年はメシア」と言ったことについてだが、彼が言わんとしたのは「律法とともに」という

ことに他ならない。つまり、メシアとともに律法があるだろう、ということに他ならない。今まではそこに律

法とともに混沌があった、というように7。彼が「二〇〇〇年はメシア」と言ったことの意味はこうである。

我々は神の事柄 elohiyut に従事し、戦争にも財産の法をめぐる口論にも 

従事しない。それは、知の霊 ru’ah da’at と主の畏れによるのみである。我々の日々においてまもなくやってく

                                                      
3 12 の前提の③で見たように、アガダーについては字義的解釈を必然とすることはないが、ニコラウスはこの教えを預

言書の一節だと考えているので、まずはそのニコラウスの立場を受け入れて反論をしようということ。つまり、①の前提

に則り、まずは字義的解釈による反論を試みるということ。 

4 タルムードの原文はשתא אלפי שנין הוו עלמאとなっており、アラム語のהווがヘブライ語のהיוに相当する。 

5 つまり、このツァルフィタの子の教えは「預言」ではないということ。過去についての探究から得られた、現在と未来

についての見解といったところか。 

6 「新しい律法」の預言。「見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この

契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出したときに結んだものではない」（31－32 節） 

7 律法は時代が変わっても永遠に存在し続けるということを示唆している。 
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るメシアについて、そう言われているのである。 

 そして、「（六〇〇〇年後、世界は）一〔〇〇〇年〕で滅びる」（TB RH 31a）とあるが、それは世界が一〇〇

〇年で滅び、混沌に戻ることを言わんとしたのではない。彼の考えでは、その回帰とはこの世界とは別の面

peah に戻ることであり、これらの多くの地域はそのまま残るのである。（……） 

 

（＊ハイームはこうしたラビたちの世界六〇〇〇年説を信じる義務はない。これはユダヤ教の律法の根幹

yesod にかかわるものではなく、ミドラシュにすぎないからだと説明） 

 

 いまの離散について〔そこからの救いが〕これほど遅れていることについて、ニコラウスよ、あなたは驚く

べきではない。なぜならあなた方には、ビセンテ・フェレールが著した『天使の書』Sefer ha-Mal’akhim (Liber 

Angelorum) にて書かれた以下の言葉があるからである。曰く、ダニエルの日々に天使たちは神に求めた。イ

スラエルの民は諸民族のあいだにいるのがよい。彼ら（諸民族）が彼ら（イスラエル）の律法を知り、神を知

るために。それから我々は諸民族のあいだに散らばったので、我々の律法は諸民族に書き写してもたらされた。

そして、今よりも多くの者たちがそれを信じるのだ。彼らは神についてさまざまな形容をするが、その後神は

唯一であると悔い改める。ただし、彼らは律法の戒律をまったく実践しない。それゆえに、彼らにはメシアが

到来することが必要であり、彼（メシア）が世界の万人を主に仕えさせるのである。（……） 

 （……）いまにいたるまで、世界の多くの者たちが唯一の神を信じているが8、それは認識の道／方法 darkhei 

ha-hakarah でしかなく、彼らはおたがいに違っている。しかし、主は地を見棄てるだろうと信じるべきではな

い。また、世界には主を信じない者がいるとか、かのお方を良くない仕方で信じる者がいるなどと信じるべき

でもない。むしろ、世界の万人を、「みな、神の名を唱え、ひとつになって——多くに分かれてではなく——

仕え」（ゼファ 3：9）させる者（メシア）が到来すると信じるべきである。これは知性の道／方法 derekh ha-

sekhel によるのであり、すべての人々、我々、そして過ぎ去った万人のなから預言の人 adam navi が選ばれ

ることは必然である。「彼の上に主の霊がとどまる」（イザ 11：2）という、彼についての聖句が成就するので

ある。その偉大な力が、諸民族を〔主に仕え〕させる。「その日には、主は（唯一の王と）なり、その御名は唯

一となる」（ゼカ 14：9）が成就するのである。この終末は彼について語られている。これらの事柄は終末のと

きまで隠され、封じられているのである。（……） 
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