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1. 中世キリスト教圏のスペインにおける
ユダヤ教文化の統合

　中世キリスト教圏のスペインは、中世ユダヤ教の
歴史において重要な位置を占めている。12・13世紀
にかけて、イベリア半島の支配勢力はイスラーム王
朝からキリスト教王国に移行したが、この「レコン
キスタ」はユダヤ人の商業活動や宮廷活動を促した
だけでなく、両宗教圏で独自に形成されてきたユダ
ヤ教文化の交流をもたらした。イベリア半島の北東
部、カタロニア地方（アラゴン王国）のユダヤ人学
者たちは、イスラーム圏で発展したユダヤ教哲学や
法学を受け継ぎつつ、キリスト教圏のユダヤ教の学
塾で聖典学習を修めるべくピレネー山脈を越えた。
また、この地域には、南仏プロヴァンス地方におこ
ったカバラーが伝承され、発展していくことになる。
そのようにして、キリスト教圏のスペインでは、聖
典学習や哲学、神秘主義など、中世ユダヤ教のさま
ざまな文化が流れ込んできたのである1。
　やがて、それらの文化を引き受ける者の中から、
その統合をめざす動きが出てくる。その統合に大き
な貢献を果たしたのが、アラゴン王国のユダヤ人共
同体の指導者ナフマニデス（1194―1270）2であった。
彼はなぜ統合の必要性を感じたのか。それは、伝統
的な文化をどのように受容していくべきかという問
題が、もはや「スペインのユダヤ教」という枠に収
まりきらないものとして提起されたからである。
　ナフマニデスはその生涯において、2つの大きな
宗教論争に関わった。その第一は1230年代に大きな
展開を見せたマイモニデス論争である。イスラーム
圏のユダヤ教哲学を結実させたマイモニデス（1138

―1204）の著作は当時、その受容者と反対者との間
に深刻な断絶を生じさせるほどの影響力を持ってい

た。特に、哲学を危険視したフランス北部のユダヤ
人共同体では、彼の著作やその学習者たちに対し、
焚書や破門を含む厳しい拒絶が見られた。そうした
過激な反応を懸念したナフマニデスは、その共同体
に対して書簡を送り、マイモニデスをユダヤ教の伝
統に位置づけなおそうとした。その書簡で、ナフマ
ニデスは擬人神観に対するマイモニデスの批判的見
解を引用するだけでなく、その見解の正統性を主張
するために、古代のラビたちやフランス・ドイツな
ど中世アシュケナジ系の文化圏のテクストにも同様
の立場が見出されることを指摘した3。
　また、1263年に行われたキリスト教徒との公開討
論は、ラビたちの聖書釈義（ミドラッシュ）の受容
について、キリスト教との関係に考慮することの必
要性を提起するものとなった。なぜなら、この討論
ではキリスト教徒たちが、ユダヤ教的なメシア像に
ついて語るミドラッシュの解釈を争点に掲げたから
である。ユダヤ教ではメシア到来は終末の出来事と
されるが、メシアについて語るラビたちの中には、
「メシアは神殿崩壊の時に生まれた」と語った者も
いた。討論では、メシアに関するミドラッシュの一
部が、ユダヤ人をキリスト教に改宗させようとする
修道士たちによって利用されたため、ナフマニデス
は彼らに対する応答の中で、ミドラッシュの解釈や
受容に関する方針を打ち出す必要があった。
　だが、ナフマニデスが統合の必要性を感じたの
は、こうした宗教論争の機会にとどまらない。むし
ろ、それ以上に重要な問題が聖典学習において顕著
になった。それは、中世ユダヤ教の聖書解釈の主要
な様式である「註解（ペルーシュ）」における問題
であった。註解は、聖書について体系的かつ網羅的
に注釈を記し、各文章の意味を考察・解説したもの
だが、その主な指標となったのが「プシャト」であ
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った。「プシャト」は「脱ぐ」を原義とし、聖書に
も見られる単語であり、タルムードには「いかなる
聖句もその『プシャト』を離れない」という格言が
記された4。そして中世には、この格言から「平易
な意味、文字通りの意味」としての「プシャト」と
いう指標が打ち立てられ、原文に忠実で字義的な聖
典解釈が目指された5。
　聖句の「プシャト」を探究するという聖典学習の
潮流の中で、ナフマニデスは二つの異なる伝統に直
面していた。それは、ラシ（1040―1105）を中心と
するアシュケナジ系（主にフランス・ドイツ）の学
習伝統と、イブン・エズラ（1092―1167）らによる
スファラディ系（主にイスラーム圏）の学習伝統で
ある。
　ラシとイブン・エズラの註解は、中世ユダヤ教に
おける「プシャト（文字通りの意味）」の概念的な
多義性を表している6。ラシはそれを「時宜に適っ
て語られる言葉」（箴言25:11）と定義した。彼はミ
ドラッシュに対置する形で、「プシャト」＝「言葉
の持つ内在的な真実」という概念を構築した。また、
ミドラッシュを参照する条件として「プシャト」の
探究に役立つこと、という基準を設けた。ナフマニ
デスは『トーラー註解』の冒頭詩で、ラシの「註解
は麗しい冠、輝く花輪。かの法、聖書、ミシュナ、
グマラに戴く。初子の法は彼にあり」7と記した。ラ
シの註解はその簡潔明瞭さゆえに、現代にいたるま
でユダヤ教聖典学習の基礎的なテクストとなるだけ
でなく、説話的な関心から自由な読み込みを可能に
するミドラッシュ的な読解に対する批判的な視点を
も打ち立てた。ナフマニデスは聖句の意味を字義的
に探究する聖典学習の嚆矢としてラシの註解を受け
入れ、それを自らの註解における議論の枠組みとし
た。他方、イブン・エズラの「プシャト」は、イス
ラーム圏で発展した言語学的・哲学的解釈の伝統を
受けている。その伝統とは、聖書の言葉を「開示さ
れた意味」と「隠された意味」の二層構造でとらえ
るものである。ナフマニデスは彼について、註解の
冒頭詩で「ラビ・アブラハム・ベン・エズラととも
に、我々に開示された訓戒と隠された愛があらんこ
とを」8と記した。ナフマニデスはそのイブン・エズ
ラの註解を構成する二層的な意味構造を受け、聖句
の「プシャト」のみならず、その秘義をも探究した
のである。
　以上のような宗教論争への参加や聖典学習の受容
によって、ナフマニデスは「スペインのユダヤ教」

という境界を越えた枠組みの必要性を意識したと思
われる。そして、その問題意識が、彼をして、多様
化していたユダヤ教文化の統合に向かわせたのであ
る。その努力については、各論においてそれぞれの
場面を丹念に検証することが求められるが、本稿で
はその各論を結ぶ基礎的な視座を構築するべく、彼
の「聖典」理解について考察してみたい。それは、
ナフマニデスの活動がいずれも、「聖典はいかに読
まれるべきか」という問題意識に支えられていたか
らである。そこで、ナフマニデスの聖典理解と、そ
の理解が聖書の読解に及ぼす影響について、各論へ
の展望も含めた特徴を抽出したい。

2. 聖典の規範性―宗教学的視座の構築―

　すでに記したとおり、ナフマニデスは多様な活動
に携わったが、その多様性は彼についての研究にも
反映されている。主要なナフマニデス研究には、聖
書解釈史研究やマイモニデスとの比較研究、神秘主
義研究やバルセロナ討論研究、あるいは最近では法
解釈についての研究などがある。こうした研究はテ
クストの緻密な分析と示唆に富む考察を具現化した
もので、それらはナフマニデスが聖書から「何を」
引き出したのかだけでなく、「どのように」引き出
したのかという点にも着目することの重要性を教え
る。解釈の内容と方法との「適切な」関係は、さま
ざまな解釈方法をもちいるナフマニデスにおいては
とりわけ重要な問題である。だが、従来の研究は、
その関係についての考察も個別的な領域を出ないこ
とが多い。聖典解釈は個別の文脈に依拠するもので
あるがゆえに、そうしたアプローチの有効性は確か
に認められるが、一方では、個々のナフマニデス研
究の領域を包括する視点の必要性も比較的早くから
指摘されてきた9。そこで本稿ではナフマニデスの
聖典解釈のテクストを横断し、彼のさまざまな活動
の核にある「聖典」についての彼自身の理解を描き
出すことを目指す。そして、そのために聖典研究の
議論を少し参照しておきたい。
　宗教学では、聖典あるいは宗教的テクストの持つ
規範的な特徴がしばしば指摘されてきた。それらの
テクストは信者に対する真理性の要求が強いこと、
聖典は「正当な」知識だけでなく、それを得るため
の「正当な」手段をも規定すること、などの主張は、
信者が聖典を読むときに何か前提とされるものがあ
ることを示唆している10。たとえば、聖書における
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世界創造やエジプト脱出の物語は、非信者にとって
は、ある出来事の描写であり、その事実性の是非に
関する判断についても自由な態度が認められよう。
だが、信者にはそれらの物語を真理として受け入れ
ることが要求される。それは、その聖典の背後や周
囲に絶対的な真理要求者としての神や宗教的伝統が
あると信じられているからである。
　テクストの内容を受け入れることが読者の自由な
判断によるのか、それとも要求されることなのかと
いう違いは、聖典と読者の間でどちらに主体性があ
るのかという問題や、聖典と知の関係性という問題
とも結びついている。M. ハルバータルはユダヤ教
聖典論の中で、読者の立場によって聖典と知の関係
が決まることを指摘したが、それを補足すれば、そ
の読者の立場を決めるのが、聖典の規範性の強弱あ
るいは有無だといえる11。聖典の規範性が強ければ、
信者である読者の知識は聖典によって規定される。
一方、その規範性が弱ければ、たとえ信者であっても、
読者は何か他の知的源泉によって聖典の内容を確か
める、という主体的な行為が可能になるのである。
　聖典の規範性は、さまざまな時代や立場の聖書読
解を分析するさいの視点となりうる。その視点から
見れば、それらの読解は「聖典の内容が真理である
ことの基準をどこに定めるか」という問題を議論し
ている。たとえば、信仰と理性の関係を問う中世の
哲学は、その基準を「理性」に置いた。さらに、聖
書の神の上に至高神を置くグノーシス主義や、スピ
ノザに始まる聖書批判のアプローチは、その聖典の
真理性自体を批判する視点をとった。聖典の規範性
は信者／非信者という区分に一致するとは限らない。
信者であっても、非信者であっても、読者が主体と
なって聖書を対象化し、読者は聖典の「外部」にあ
る指標（理性や科学）によってその内容を検証する
視点をとりうる。そこで信者と非信者を分けるもの
があるとすれば、それは、その聖典の真理性を受け
入れるかどうかにかかっているといえよう。一方、
聖典の規範性がより強い中での聖典読解はどうであ
ろうか。そこでは多くの場合、聖典やそれを含む宗
教的伝統そのものが「正しさ」の指標となる。聖典
が語っていることが真理である理由は、「聖典が語
っているから」なのである。そして、「聖典の内容は、
聖典で語られるがゆえに正しい」というところには、
聖典を中心とした知の構造がある。つまり、読者が
得る知はすべて聖典にあり、自分の経験も聖典から
説明され、聖典の読みの「正しさ」を決める基準は

当の聖典以外にはないとする構造である。
　ただし、それだけならば、聖典の真理性は「聖典」
という地位が確立された時点でもはや保証されるか
に見える。だが、実際にはその真理は確かめ続けら
れなければならない、と考えられることがある。そ
の意味で、ユダヤ教においては聖典学習が宗教的な
義務とされていることが、聖典の持つ規範性を強め
ている。そこでは聖典が、「信者は聖典を学び続け
なければならない」という戒律として具現的な実践
を要求する。そこで、以下の具体的な議論では、聖
典に対するナフマニデスのアプローチの分析を通じ、
上記において参照した聖典の規範性という問題を考
察してみたい。

3. 創世記で最初に何を議論するか？
―テクストとしての世界創造―

　最初に取り上げるのは、ナフマニデスの創世記解
釈である。とりわけ、創世記冒頭（1:1）の「初め
に神は天地を創造した」の解釈には、ナフマニデス
の聖典理解の重要なポイントが表されている。ナフ
マニデスは『トーラー註解』のみならず、ある説教
でもこの句を扱っているが、それらの解釈テクスト
の比較を通じて、そのポイントを描き出してみたい。
　まずは、『トーラー註解』の該当箇所（創世記
1:1）を見てみよう。それは次のように始まる。

“ラビ・イツハクは言った。トーラーは「この
月をあなた方の初めの月とせよ」（出エジプト
記12:2）でこそ始まるべきであった。これはイ
スラエルに命じられた最初の戒律だからだ。で
は、「初めに」（創世記1:1）で始まった理由は
何か。それは、世界の諸民族が（イスラエルの
民に対し）「あなた方は略奪者だ。あなた方は
七つの異民族の土地を自分のために征服した」
と言った場合に、彼ら（＝イスラエルの民）が
「すべての土地は主なる神のものであり、主は
正直だとみなした者にそれを与えた。主は自分
の望むままに土地を彼らに与え、自分の望むま
まに彼らから取り上げ、我々に与えた」と彼ら
に言うためだ。”12

これはあるミドラッシュからの引用だが、ナフマニ
デスだけでなくラシも創世記1:1の註解をこの引用
で始めている。このミドラッシュでは、あるラビが、
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トーラーは戒律の書であり、イスラエルの民が戒律
を与えられた場面（出エジプト記12章）から始まる
べきであったのに、なぜ世界創造の語りから始まっ
たのかと問う。そして、ラビ自身はその答えとして、
土地の征服についての異民族との論争を想定する。
それによれば、トーラーが世界創造を語るのは、イ
スラエルの民による土地の征服に正当な根拠を与え
ること、つまりその征服は全世界の創造者である神
の意志によることを示すためである。
　このミドラッシュについて、ラシは特に解釈を加
えなかったが、ナフマニデスはラビ・イツハクの言
葉の「真意」を解釈しようとする。ナフマニデスに
よれば、世界創造の教えは「信仰の根源」であり、
それを否定して世界の永遠性を主張する者は「トー
ラーを全く持たない」者である。だが、その一方で、
世界創造は秘義的な主題でもあり、その秘義は「聖
書の文章から理解されず」、神がモーセに口で伝え
て以来、口伝によってのみ理解される。では、世界
創造が秘義であるのに、なぜトーラーはその創造の
記述から始まるのだろうか。その問いは、たとえ秘
義を伝承した者であっても回避することが許されな
いものである。そして、それに答えたラビ・イツハ
クの説明に、ナフマニデスは世界の永遠性を基盤と
する自然科学・哲学的な世界観との論争という新た
な次元を開きつつ、世界創造に関する口伝的な秘義
の存在を確かめようとするのである。
　ここで興味深いのは、創世記の読解に関して古代
から共有されてきた問いの立て方である。その問い
は、「世界創造とは何か」ではなく、「なぜ世界創造
から聖書は始まるのか」なのである。彼らは最初に、
創造の内容よりも、創造がテクストに書かれている
ことの意味に関心を向けた。「創造とはテクストに
記述された出来事である」という理解を、ナフマニ
デスはラシを通じて古代のミドラッシュから引き継
ぎ、そこから出てくる最初の問題を設定しなおした。
とりわけ、世界創造は口承で伝えられる秘義である、
というナフマニデスの理解は、その創造の記述がト
ーラーの最初に存在する理由についての問題意識を
さらに強める。そのような秘義であれば、わざわざ
創世記がテクストとして書かれる意味について、な
おさら再考を要するからである。ナフマニデスはラ
シによって引用されたミドラッシュの解釈を通じ、
哲学的世界観との対置や秘義の伝承などの新たな要
素を加えてその引用の意義を根拠づけなおすととも
に、出来事がテクストに書かれた意味を探るという

思考様式をさらに発展させていくのである。

4. 「ベ‐レシット」解釈の多様性
―聖句の画定性と聖典の言語観―

　次に、創世記1:1の註解は、その最初の単語
「ベ‐レシット（初めに）」の解釈に移る。ナフマニ
デスはここでもラシの注釈を参照する。ラシは「こ
の聖句が言っているのは、『私を釈義せよ』という
ことのみである」と書き、ミドラッシュにその釈義
を探す13。ここでは、「解釈を要求する聖典」とい
う規範的な理解が、ラシを介してミドラッシュを読
む手続きを通じて、古代のラビたちから中世の注釈
家たちに引き継がれている。
　さて、ラシは「ベ‐レシット」についてのミド
ラッシュから、ひとつの着眼点を見出す。それは、
ラビたちがこの語を、その後ろに名詞を伴う連語
形（スミフート）として理解した、ということであ
る14。一方、ラシを通じてこのミドラッシュを読ん
だナフマニデスは再び、世界創造の秘義が隠されて
いることを読みとる。それによれば、そのミドラッ
シュは「閉ざされ、封印された」ものである。そし
て、その封印の理由は、ラビたちがこの「ベ‐レシ
ット」の釈義によって世界創造の秘義を見出したこ
とを、「信仰の小さき者たちが大衆に語る」という
ことである。このミドラッシュの方針に従い、ナフ
マニデス自身も「この主題の説明を書物の中で長く
書くことはできない」と、ここで解釈を打ち切る。
ただし、それでも秘義の存在を読みとったことに言
及したのは、「我々のラビたちの言葉を嘲る信仰の
小さな、知恵の少ない者たちの口を止めるため」で
あるという。
　こうしてナフマニデスは秘義への言及を留め、再
びラシの議論に戻り、この一節の「プシャト」の探
究に転ずる。ナフマニデスはラシに沿って議論を進
めつつ、この聖句には「秘義」と「プシャト」とい
う異なる意味の層が見出されることをも示すのであ
る。さて、すでに見たように、ミドラッシュの用
例を参照したラシは、「ベ‐レシット」という語を
連語形として解釈すべきだと考えた。だが実際に
は、創世記1:1の句は「ベ‐レシット」の次に、名
詞ではなく動詞「バラ（創造した）」が続く。そこ
で、ラシは解釈の必要性を認識し、「ベ‐レシット」
に続く文章全体を名詞的に読み変えた。つまり原文
の「初めに天地を創造した」を、「天地創造の初め
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に」と読み、そこに「地は混沌であり、ほむべき聖
なるお方は『光あれ』と言った」という後続の文章
をつなげたのである。そしてラシは、この句が、最
初の被造物が天地ではなく光だったということを示
している、と結論づけた。
　次にナフマニデスはイブン・エズラを参照する。
イブン・エズラは「レシット」について、先のミド
ラッシュの用例にこだわったラシを批判し、聖書に
は連語形ではない「レシット」の用例もあることを
例証していた15。そして、文法的に見て解釈が必要
なのは、「ベ‐レシット」ではなく、「ヴェ・ハ‐ア
レツ（そして地は）」（1:2）であると主張した。イブ
ン・エズラは、創世記冒頭の記述を、「天空と大地
の創造の初めに、地に住む者はいなかった。混沌が
水で覆われていたからである。そして神は『光あれ』
と言った」という意味で理解した。
　ナフマニデスはイブン・エズラの注釈を参照する
ことで、ラシの主張には難点があると指摘した。ラ
シは創世記1:1の「ベ‐レシット」が連語形である
ことにこだわり、もし天地の創造が先で、光の創造
がそれに続くという順序を示そうとするなら、より
ふさわしい別の表現が使われたはずだと考えた。だ
が、イブン・エズラが示したように、聖書には連語
形でない「レシット」の用例が明らかに見出され
る16。ゆえにナフマニデスは、光の創造を最初とす
る従来の「プシャト」を批判し17、新たな「プシャ
ト」を提示する。それは、「ほむべき聖なるお方は
すべての被造物を完全な無から創造した」というも
のである。そして、その根拠として、動詞「バラ」
が、「無から有を引き出す」を意味する唯一の動詞
であると述べる。ナフマニデスはこの句の意味とし
て、世界創造は光ではなく天と地が無から創造され
たことで始まったと結論づけるのである。
　このように、ナフマニデスはラシのテクストを枠
組みとして、一方では古代のラビたちの釈義に秘義
の伝承を読みとり、一方では聖書の用例の検証を通
じて厳密に「プシャト」を追求していく。引用する
テクストも含めてラシのテクストに依拠した議論を
展開し、さらにイブン・エズラの伝統にしたがって、
聖句に「プシャト」と「秘義」という意味の層を設
定するというナフマニデスの特徴が、この創世記
1:1の註解には顕著に表れているといえよう。
　この「註解」という場における聖書の読解は、聖
典のテクストの画定性に対する強いこだわりを共有
している。註解の書き手たちは、「聖書の文章は画

定された」という前提にもとづき、解釈を必要とす
る箇所を設定するからである。そして、その箇所と
して、彼らは文法的に不明瞭な文章に目を向ける
が、その問題に対する議論においても、ある前提が
共有されている。それは、聖書の単語の意味は、聖
書の中で用例を検証することで明らかになる、とい
う前提である。「ベ‐レシット」の「プシャト」を
めぐる議論は、ミドラッシュを参照したラシにして
も、より網羅的に聖書の用例を検証したイブン・エ
ズラやナフマニデスにしても、聖書の内部での同様
の用例を相互に参照することで意味が決まると考え
ているからである。つまり、この註解における議論
は、取り上げるべき問題点やその解答を示すことの
前提として、聖書のテクストが画定したものである
こと、そして聖句の意味は聖書の内部で完結すると
みなす言語観を注釈家たちが共有することで成り立
っているのである。

　だが、このような聖典の言語観は、ナフマニデス
の聖書読解の隅々まで支配していたわけではない。
むしろ、この言語観がある場面では大胆な変化を見
せているということが、彼の読解における特徴と言
えるかもしれない。
　その一例は説教『主の教えは全きものである』
（1263年）に見られる。この説教では詩篇の釈義に
始まり、世界創造や奇跡、預言、供犠、偶像崇拝な
ど、聖書読解における主要なテーマが次々に論じら
れる。それゆえ、この説教は『トーラー註解』と共
通する内容を多く含む。そのためか、従来の研究で
はこの説教は『トーラー註解』を補完する程度の扱
いしか受けてこなかった。だがこの説教は、註解と
は明らかに異なる読解の形式を持っている。それは、
一度もラシを参照しないということである。つまり
それは、ナフマニデスがラシを介することなく聖書
を読んだテクストなのである。
　さて、この説教『主の教えは全きものである』で
も、創世記1:1の解釈が語られる。そのさい、ナフ
マニデスはラシではなく、聖書アラム語訳（『タル
グム』）の著者オンケロスを参照する。ここではま
ず、ローマ皇帝の甥で異教徒であったオンケロスが、
ユダヤ教に改宗することを皇帝に宣言する場面を描
いたラビたちの説話が引用される18。それによると、
皇帝はユダヤ人を「諸民族の中の恥ずべき者」と非
難したが、オンケロスは「彼らの中の小さき者でさ
え、異教徒の知らないことを知っており、それが世
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界創造なのです」と反論し、それが改宗の理由であ
ると告げる。
　ナフマニデスは「この説話は真理である」として、
トーラーには、「オンケロスが言及した『神の創造
の業』の秘義」や、その他の多くの秘義が含まれる
が、それらは口伝により、「イスラエルの民の中の
敬虔な者にだけ伝えられる」と言う。そして、哲学
者たち（「異教徒の賢者たち」）は、その秘義の伝
承にふさわしくないどころか、オンケロスによる
と、彼らは「創造について、イスラエルの小さき者
でさえ知っていることも知らない」。なぜなら、イ
スラエルの民の中で秘義の伝承にあずかれない者で
も、「トーラーにおいて、創造の第1日に何が創造さ
れ、第2日に何が創造されたのかを目にするからで
ある」。
　そして、そのオンケロスは「ベ‐レシット」を
「ベ‐カドミン」と翻訳した。ナフマニデスによれ
ば、その翻訳語をヘブライ語に再翻訳すれば「ベ‐
テヒラ」となり、連語形の名詞ではない、というこ
とになる。つまりナフマニデスは、オンケロスが自
分と同様に最初の被造物を「天と地」と考えていた、
と言うのである19。この議論は、ナフマニデスが『ト
ーラー註解』創世記1:1で展開した議論とまったく
同じである。彼はオンケロスの改宗の説話に哲学的
世界観（世界の永遠性）と世界創造との対置や、世
界創造の秘義性を読み込み、さらに最初の被造物は
天と地であると主張しているからである。
　だが、唯一の相違点は、ラシやイブン・エズラと
の議論で共有されていた指針が「放棄」されている
ことである。ナフマニデスは創世記1:1の「ベ‐レ
シット」解釈をこう結論づける。

それは連語形の語ではなく、「初めに言った
（ベ‐レシット・アマル）」のごとくである。20

ナフマニデスは『トーラー註解』と同じく、創世
記1:1の「レシット」は連語形でないと説明したが、
ここでの説明は聖書の用例に根拠づけられたもので
はない。ここで彼が根拠としているのはオンケロス
の翻訳語以外にはなく、この結論部で挙げられた
「ベ‐レシット・アマル」は聖書内の表現でないば
かりか、そもそも解釈の根拠として挙げられている
ようにすら見えない。この点が、聖書の言葉の意味
について、聖書内で同様の用例を相互に参照する註
解の方針とは大きく異なる。つまり、説教における

「ベ‐レシット」解釈は、世界創造について理解す
るオンケロスの権威を担保とし、聖書の言葉を必ず
しも「聖書固有の言葉」とはみなしていない、と思
われるのである。『トーラー註解』では「プシャト」
だけでなく、その秘義的解釈も含めて、「レシット」
を画定された原語としてとらえることにこだわって
いたが、説教ではオンケロスの翻訳語を介して、原
語が形を変え、より明快な別の表現へと置き換えら
れている。そして、このような「レシット」の置
換は、註解でラシが批判していることでもあった。
「ベ‐レシット」をめぐる註解と説教の議論はいず
れも、「神は最初に無から天と地を創造した」とす
る創造論へと展開されるが、聖句の画定性および聖
典の言語観に関しては、両者は対立的ですらあると
いえよう21。

　さらに、註解や説教でナフマニデスが神秘主義的
な聖書読解の仕方を示すとき、そこに見られる聖書
観はより大胆な変化を見せる。

さらに、我々には真理の伝承がある。それは、
トーラーはその全体がほむべき聖なるお方の名
前だということである。その文字は異なる仕
方で神の名前に分かれる。例えで考えて見よ。
「ベ‐レシット」の句は別の単語に分けられる
だろう。たとえば「ベ‐ローシュ・イトバレ・
エロヒーム」のように。22

ナフマニデスは、トーラーを書写するときに一文字
も過不足があってはならないことを認める一方で、
トーラーは「真理の伝承」によれば「神の名前」で
あり、文字の分節までは画定されていないと主張す
る。ゆえに、創世記1:1の「ベ‐レシット・バラ・
エロヒーム（初めに神は創造した）」は、その所与
の仕方とは別の仕方で再分節化されうるのである。
　ここには、ナフマニデスの秘義的解釈を支える聖
書観が表されている。それは、「トーラーはその全
体がほむべき聖なるお方の名前だということであ
る」。カバラー的な聖書観について、G. ショーレム
は「ある神秘的な総体であり、その第一の目的は特
定の意味を伝えること、何かを『意味する』ことで
はない。むしろこの『名前』に凝縮された神性その
ものの力を表現することが目的である」23と、その
特徴を説明する。ショーレムにしたがうと、トーラ
ーの秘義的な解釈においては、「意味を探究する」
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という目的そのものが置き換えられるのである。
　ナフマニデスの創世記1:1についての解釈をこう
した複数の文脈で見ていくことで、聖典の言語観に
関する彼の興味深い一面が浮かび上がってくる。そ
れは、聖典の言語に対する多義的、あるいは脱構築
的とも言える考え方である。最初に見た『トーラー
註解』創世記1:1では、「プシャト」も秘義的解釈も
原語の「レシット」にこだわり、その意味を聖書内
の用法の相互参照によって完結させる中に、「聖句
の画定性」という強固な枠組みが見てとれる。だが、
説教での読解や神秘主義的な読解が示される場面で
は、ナフマニデスは、翻訳語を介した置換や聖書以
外の用例の提示、あるいは神の名前というトーラー
観や文字の再分節化によって、その画定性に対する
批判的な眼差しを向ける。そして、その批判的な態
度を支えるものとして、世界創造やその他の秘義に
通じていること、という根拠が示されるのである。
　重要なことは、『トーラー註解』における聖書読
解を批判的にとらえかえすオンケロスの参照や、あ
るいはショーレムの言う「神の名前」としてのカバ
ラー的な聖書観も、ナフマニデスにとっての聖書読
解の試みであるということである。彼は「プシャ
ト」主義者として原文のままで聖句を理解すること
を突き詰めながら、説教者あるいはカバラー学者と
してその理解を批判的にとらえる姿勢をも同時に示
す。この聖書の言語観に関する多義的な姿勢こそが、
ナフマニデスの聖書読解の基盤をなしているといえ
よう。

5. コヘレトの言葉をヨブ記的に読む
―正典的な主題の規定―

　上記の議論で示唆したことのひとつに、ナフマニ
デスの説教に着目することの重要性が挙げられる。
従来のナフマニデス研究では彼の説教に対する関心
は低く、完成度の高い『トーラー註解』のみが扱わ
れる傾向が強かった。確かに、彼の説教は少数であ
り、量的に見ても、註解に対置できるほどのものを
見出すのは難しい。その意味で、ナフマニデス研究
においては註解と説教を対等に比較するのはおそら
く不可能だが、それでもその両者を包含する視点は
必要であろう。
　説教『主の教えは全きものである』の紹介でも触
れたが、「説教（デラシャ）」とはさまざまなテーマ
を設定する聖書読解の様式といえる。現代でも見ら

れるような、安息日や祭日におけるシナゴーグでの
説教の実践は、中世において慣習化したとされてい
る24。説教では聖書がテーマに応じて横断的に読ま
れることがあり、その営みには聖書の「正典性」に
関する多くの示唆が含まれている。この正典性につ
いて、本稿では聖句の画定性および聖典の言語観と
いう論点を挙げてきたが、聖書にはもうひとつの重
要な問題がある。それは、聖書の「各書物の一貫性」
である。
　聖書はそれぞれ書かれた時代背景の異なる書物群
が正典化されたものである。ハルバータルは、正典
化によって、各書物が当初書かれたときには含まれ
なかった新たな意味が読みとられうることを指摘す
る25。聖典の読者たちは、聖書の各書物において矛
盾する主張を見出したとき、「各書物には一貫した
意味がある」という前提にもとづいて解釈を行うた
めである。
　正典化と意味の関係を検証する上で、ナフマニデ
スの説教は興味深い事例となる。彼の説教のひとつ
に、その正典性が問われた「コヘレトの言葉」の読
解を主題としたものがあるからである。この説教で
は、古代のラビたちがこの書物に「すべては偶然で
あり、死後も人々には罰も良き報いもなく、別の世
界もない」26という主張を見出したと語られる。そ
して、それを正典とすることをめぐって交わされた
論争を収めたミシュナが引用される。コヘレトの言
葉に表された、神の摂理への否定的な態度は、モー
セ五書など聖書の主要な書物の内容と矛盾すると考
えられたためである。だが、そのミシュナでは、「論
争はあったが、それは終わった」と最後に記され
る27。つまり、コヘレトの言葉について、かつては
確かに正典化の是非が議論されたものの、それは事
実として正典化されたのである。
　ナフマニデスの説教でこのミシュナが参照される
のはなぜか。コヘレトの言葉がすでに正典化された
後の時代に、正典化の論争を扱う理由は、彼がこの
書物について、「正典か否か」ではなく、「なぜ正典
なのか」という点に関心を持ったからに他ならない。
ここでは、その正典性を判じるのではなく、説明す
ることが試みられている。そして、その説明のため
にナフマニデスが取った方法とは、コヘレトの言葉
を聖書の他の書物と関連づけることであった。
　ナフマニデスはその著者に関して、コヘレトの言
葉と雅歌、箴言がいずれもソロモン王によって書か
れたとする説話を引用する28。それによれば、ソロ



20 ユダヤ・イスラエル研究　第24号（2010）

モンは深い知恵を持ち、若い頃には愛の歌を、壮年
期には格言を、そして晩年には人生の空しさを、そ
れぞれ豊富な比喩を使いながら著した。ならば、コ
ヘレトの言葉にもソロモンがほのめかす秘義が見出
されるはずだ、というわけである。
　さらにナフマニデスはその主題に着目し、ソロモ
ンがこの書物で表現したかった主題のひとつは、神
の摂理に関する伝統的な主題、つまり「義人の苦難
と悪人の幸福」であった、と説明する。

また、ソロモンは「しかし偶然的な出来事が何
度も皆に起こるのを見るときが、私にとって非
常に困難であった」と言った。（中略）これが
「私は人生を憎んだ。なぜなら私に災いが生じ
たから云々」（コヘレトの言葉2:17）と言った
ことだ。これは父ダヴィデやアサフが「神はイ
スラエルに対して、心の清い人々に対して良き
お方である」の歌（＝詩篇第73篇）で語ったテ
ーマである。（中略）同じくヨブも「悪人とそ
の幸福」の難問、また「自分自身とその災い」
の難問を問うた。29

コヘレトの言葉に表現された虚無感や懐疑主義は30、
かつてはその正典化をめぐる論争の要因となった。
しかし、正典化以降は、そこに「義人の苦難」の問
題を訴えかける詩篇やヨブ記との一貫性が見出され、
コヘレトの言葉の「正典的な」主題として規定さ
れる。
　ナフマニデスはコヘレトの言葉の正典的な主題を
見出すと、次にそれをヨブ記の読解を通して議論す
る31。ヨブ記は義人ヨブが神から苦難を受ける物語
だが、この書物にはヨブが義人として神に認められ
ていることが最初の時点で読者に知らされ、またヨ
ブが自分の苦難について友人たちと議論をするとい
う特徴がある。その意味で、ヨブ記は「義人の苦難」
という主題を明確化し、議論によって考察を進める
という形式を持つ、すぐれて論争的な書物なのであ
る。ナフマニデスが説教で「義人の苦難」について
考察するとき、このヨブ記の形式がその議論の枠組
みとなる。彼はこの問題に対するラビたちの見解を
タルムードから引用して、その見解を2つに分類す
るが、それは彼自身のヨブ記読解から導き出された
ものであった。
　「義人の苦難」に対する第一の見解は、義人とて
少なからず罪を犯し、その贖罪のために現世で苦し

みを受ける、というものである。ナフマニデスはそ
の見解をヨブ記におけるヨブの三人の友人（エリフ
ァズ、ビルダド、ツォファル）の主張に見出す。そ
こでは、友人たちがヨブに応答して神の摂理の歪み
を否定することと、タルムードにおける「功徳の方
が罪よりも多いすべての者は、この世界では災いを
受ける」32という見解が重ねられる。そこに共通し
ているのは、罪よりも功徳が多い者は、この世で贖
罪の苦しみを受け、来たる世で完全な良き報いを受
ける、という救済観である。だが、ヨブが友人たち
の主張を受け入れなかったように、ナフマニデスは
その見解について、「確かに正しいけれども、この
主題の全体をみたすものではない」と判断する。そ
れは、この世界には「功徳の方が罪よりも多い」義
人のほかに、「完全な」義人がおり、その見解では
後者が被る苦難を説明できないからである。
　そこで第二の見解が示される。それは、完全な義
人たちに対して下される苦難が、神の「愛の苦難」
であり、彼らが犯した罪に対する罰ではない、とい
うものである。ナフマニデスによれば、その見解は
「伝承によってしか知りえない大いなる秘義」であ
り、それはヨブ記においては、3人の友人たちに続
いて登場するエリフによって語られた33。ナフマニ
デスは、その苦難に関する秘義がヨブ記に示されて
いる根拠として、タルムードに収められた有名な殉
教の説話を引用する。それは、トーラーから緻密で
膨大な釈義を行うラビ・アキバという賢者がローマ
で無残な死を遂げる場面を、天上でモーセが神とと
もに目撃する、というものである。モーセはアキバ
の学習を見て神を称えるが、神はそのモーセに対し、
後ろを振り向くよう告げる。そしてモーセが振り向
くと、そこでは殉教したアキバの死体がローマ人に
よって切り刻まれていた。そして、モーセと神の最
後の問答について、ナフマニデスは次のように説明
する。

“（前略）彼（＝モーセ）はかのお方に「これが
トーラー、これがその報いなのですか」と言っ
た。するとかのお方は「黙りなさい。私にはこ
のような考えが浮かんだのだ」と言った。”そし
て、これは秘義の強調である。見よ、我々のラ
ビ・モーセはこのヨブの物語をその主題にあて
たのだ。34

ナフマニデスは、ヨブ記の作者をモーセとする別の
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伝承35をふまえ、モーセがヨブ記を書いたのは、義
人として名高いラビ・アキバがその徳に見合わぬ悲
惨な最期を迎える場面を見て、神に沈黙を命じられ
たからだと解釈する。そして、この義人の死に関す
ることは秘義であるとも指摘される。ナフマニデス
はヨブ記の読解を通じて「義人の苦難」に関する見
解を2つに分類し、ヨブ記の登場人物たちが語る見
解を、タルムードにおける議論と重ね合わせていく
のである。
　この『コヘレトの言葉についての説教』は、コヘ
レトの言葉の意味について、聖典としての書物の一
貫性という視点からとらえようとする態度と、それ
によって見出された「義人の苦難」に関する「ヨブ
記的」な思考のあり方を示すものである。「多様な
書物の統一体」という聖典概念は、ナフマニデスが
コヘレトの言葉の「正典的な」主題を規定する際の
みならず、その主題に関する考察において、ヨブ記
の読解を通じてタルムードの議論を整理するという
「正典的な」理路を形成する際にも影響を及ぼして
いるのである。

6. 秘義をもちいる―教訓・権威・信仰―

　ところで、聖書の正典性を問うユダヤ教の議論に
は、コヘレトの言葉のケースとは異なる理由でその
正典性が問われるケースがある。それは、エゼキエ
ル書に関する議論である。タルムード「ハギガー」
篇では、「『マアセ・メルカヴァ』について一人で釈
義してはならない。その者が賢く、自らの知力で理
解するのでないかぎり」というミシュナに関連して、
その「マアセ・メルカヴァ」の秘義を含むとされる
エゼキエル書についての説話が語られる36。その説
話では、秘義の存在を知らずにこの書物を釈義した
子供が、その秘義を含む聖句から飛び出した火によ
って焼け死んだため、人々はエゼキエル書の危険性
を考慮して地中に埋めようとする。だが、あるラビ
が彼らを制し、秘義を釈義するのにふさわしい資格
の必要性を訴える。ここでエゼキエル書の正典性が
問われているのは、至高の秘義を含む書物が聖典と
して人々の目に触れるのは危険ではないか、とみな
されたからである。
　秘義に対する慎み深さを要求する態度は、『トー
ラー註解』の序文で「許されたことについて思索せ
よ。そして隠された事柄に従事するな」と記したナ
フマニデスにも受け継がれている37。M. イーデル

によれば、ナフマニデスは秘義の口伝による伝承を
定式化し、テクストに書くことを固辞した38。それ
ゆえ、その秘義的解釈の詳細を彼のテクストから知
ることはできない。ただ、仮にその口承主義に厳格
であれば、書物の中で秘義に言及すること自体を避
ける選択肢もありえた。ところが彼は、秘義につい
て長く語らない一方で、その存在についてはむしろ
積極的に言及している。ナフマニデスは、テクスト
を書くとき、秘義的内容を語らずに、その存在に言
及する、という方針を立てているのである。
　この態度にはユダヤ教神秘主義における秘義の性
質が垣間見える。ショーレムはその性質について、
「二重の意味での秘義的教義」という特徴を指摘す
る。ある教えが秘義であるのは、それが「人間生活
のもっとも深くに隠された根源的な事柄」であり
（内容的理由）、かつ「選ばれた少数のエリートのみ
に限定される」（状態的理由）からでもある39。つま
り、秘義の性質は、内容的な把握し難さのみならず、
伝承の限定性にも依拠しているのである。
　それは、秘義が何の制限もなく明るみに出される
と、その「秘義性」が損なわれる、という想定があ
ることをうかがわせる。秘義である理由が単に内容
的理由に依拠するならば、それを開示しても人々に
は理解できないのだから、その秘義性は損なわれな
いはずである。だが、ナフマニデスは、秘義が人々
には理解できないにもかかわらず、その開示を拒む。
そこには、秘義の状態的理由から来る「脆さ」への
意識があるように思われる。その意識とは、秘義は
理解されなくとも、開示されるだけで壊れてしまう
という「脆さ」を抱えており、それゆえ伝承者には
それが傷つかないよう守らなければならない、とい
うことである。
　そして、ナフマニデスは秘義の口伝性について次
のように定義する。

しかしまさに、この主題（「完全な義人」）にお
いては、トーラーの秘義の中の秘義がある。思
考する者の知性は、その者がその秘義に学ぶの
にふさわしいものでない限り、それを把握でき
ない。彼は、ほむべき力あるお方の口から受け
継いだ我々のラビ・モーセにまでさかのぼる教
師の口から、それを学ぶのである。40

この定義では、秘義の伝承がモーセに対する神の啓
示以来の正統な口伝のみによるとされ、聖典の秘義
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的な解釈をする者が限定される。また、ナフマニデ
スは秘義についての勝手な思索が「多くの損害をも
たらす」41とも述べる。ここには、秘義を正統的で
危険なものとして定義しようとする意図が見受けら
れる。
　だが、その一方でこの定義はユダヤ教の聖典、ミ
シュナやタルムードとして編纂された「口伝トーラ
ー」の定義そのものでもある。ナフマニデスは秘義
について、ユダヤ教聖典のモデルで定義したので
ある。
　このような聖典的な定義は、秘義の抱えるジレン
マを明らかにする。秘義の正統性を根拠づけるべく
聖典のモデルを秘義に適用すれば、逆説的だが、そ
の秘義の存在を隠せなくなるからである。ユダヤ教
のように聖典が日常的に学習されることを義務づけ
られた宗教では、子供でもエゼキエル書を手に取れ
るように、秘義の資格を持たない信者が知らないう
ちにその秘義の領域に踏み入る可能性を想定しなけ
ればならなくなる。だが、秘義が啓示以来の正統な
口伝の伝承であることを示すためには、「口伝トー
ラー」のモデルが欠かせない。そこで、ナフマニデ
スは「秘義をもちいる」という戦略を展開した。つ
まり秘義の中身には触れずに、それが帯びる正統性
や教訓を利用するのである。そして、そこには三つ
の意図があると思われる。
　第一は、秘義がもつ教訓的な力への期待である。
すでに創世記の秘義的解釈のところで見たように、
ナフマニデスは『トーラー註解』の中で、「我々の
ラビたちの言葉を嘲る信仰の小さな、知恵の少ない
者たちの口を止めるため」に秘義の存在に言及する
と言った。また、説教『主の教えは全きものである』
でも、世界創造は秘義的な主題であり、「『神の創造
の業』の主題は閉ざされており、私はそれについて
知らない。もし知っていても、私はそれを大勢の者
たちの前で説明することを禁じられている」と言っ
た。だがナフマニデスは、創世記1:2の「地は混沌
であった」という状態的な表現が、世界の永遠性を
主張し、地が太古永遠から存在していたかのように
思われ、人々の困惑を招くことを指摘した。
　この説教で、ナフマニデスは秘義的な解釈を述
べる代わりに、この創世記1:2の「地は～であった」
という表現についての異教徒とラビとの論争を収め
た説話を引用する。それによると、「おそらくプラ
トンの意見を聞いたのであろう」異教徒は、この状
態的な表現から「地」の創造を否定し、世界の永遠

性を主張した。それに対し、ラビは無からの創造を
主張し、「その者の息が引き取られんことを」と返
答した42。
　聖書に含まれる秘義的な主題に関する古代のラビ
たちやナフマニデスの態度には、そのような聖句の
釈義を誤れば命を失うという認識が共有されている。
むろんその共有は指導者たちのみならず、秘義を知
らない信者たちにも共有されているものである。そ
の宗教的な共同体の中で、秘義への言及が訓戒とし
ての役割を果たすことが可能なのは、「聖典は現実
的に影響力をもつ」という前提が共有されているか
らである。エゼキエル書を読んだ子供の命を奪った
のは、そのテクストから発せられた火であるように、
そこでは聖典の誤読が現実的な作用を及ぼすと考え
られている。秘義に訓戒が期待されるということは、
その宗教共同体が聖典解釈の現実的な影響について
の信念を共有していることを鮮鋭に反映しているの
である。
　第二は、秘義が聖典解釈の正しさを権威づけるこ
とへの期待である。創世記の註解では、ナフマニデ
スはラシが引用したミドラッシュに創造の秘義を読
み込む。ナフマニデスは、ラビ・イツハクが秘義を
隠すべく「トーラーは創世記から始まる必要はなか
った」と言ったのだ、とか、「レシット」について
のラビたちの釈義にはカバラー的な体系がほのめか
されている、と解釈したが、それはもとの引用主で
あるラシには見られなかった。
　ナフマニデスは1263年のキリスト教徒との討論で、
ミドラッシュは聖書やタルムードと異なり、読者が
取捨選択をしてよい、と発言した43。この公開討論
の発言と、創世記の註解を重ね合わせると、彼はミ
ドラッシュの選択において、秘義をひとつの基準と
していることが考えられる44。公開討論で、ミドラ
ッシュがキリスト教徒によって改宗運動の道具にさ
れてしまったことで、彼はそれらの文献をユダヤ教
の聖書解釈の伝統に位置づけなおす必要性を感じて
いた。そこで、秘義をユダヤ教の口伝律法という聖
典的なモデルで定義し、そこからミドラッシュを再
解釈したのである。そうしてミドラッシュに見出さ
れた秘義は、正統的な権威を帯び、聖書の「正しい」
意味の探究に組み込まれるのである。
　また、説教的な聖書読解や、神秘主義的な聖書観
において示された、「聖句の画定性」という註解的
な指針を批判するさいにも、この秘義がその批判の
正当性を根拠づけている。世界創造やその他の秘義
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を知る者である、ということが、聖句の意味や文章
のとらえ方についての新たな姿勢を打ち出すさいの
根拠として挙げられているからである。その意味で
秘義は、それが明かされることなく、古代のミドラ
ッシュや聖典の画定性および言語観についてのナフ
マニデスの方針を権威づけているといえる。
　第三は、秘義と信仰の関わりである。ナフマニデ
スは「義人の苦難」について強い関心を示し、説教
『コヘレトの言葉についての説教』の中で「義人の
苦難」についての2つの伝統的な見解を示した。そ
の秘義的な見解、つまり「完全な義人もまた神の愛
の苦難を受ける」という見解において、ナフマニデ
スは聖典における「時間」について、興味深いこと
を語っている。
　説教では、「義人の苦難」の秘義的解釈がヨブ記
に登場するエリフによって語られ、そのヨブ記は
モーセがローマ時代の義人の殉教を目撃して書い
た、と語られる45。このヨブ記の成立をめぐる説明
は、聖書学のおけるヨブ記成立の説明とはまったく
異なる。聖書学の説明では、ヨブ記32章以降の「エ
リフの言葉」は後代の加筆とされる。ヨブ記は義人
が苦難を受け、神によって救済されるという物語を
枠とし、そこに詩文形式でヨブと3人の友人たちの
主張が交互に書かれた。一方、32章から登場するエ
リフに対しては、ヨブの反論が書かれていない。そ
れはエリフの言葉の作者が、ヨブと友人たちの論争
を描いた従来の作者の形式を踏襲しなかったためと
言われる。
　しかし、ナフマニデスはこの反論の「欠如」を、
ヨブがエリフの言葉を「黙って受け入れた」と解釈
した。そして、この「沈黙」は、義人ラビ・アキ
バの凄惨な死を目にしたモーセに対して神が命じた
「沈黙」でもあったのである。この殉教の説話では、
ローマ時代の出来事をモーセが見てヨブ記を書いた、
という時間の流れが見られる。その時間は、聖典の
資料成立史としての時間とは全く異質である。そこ
では、聖典における「欠如」にも異なる意味づけが
なされる。ナフマニデスはこの「沈黙」に、苦しむ
義人が秘義への到達するときを見たのである。
　「義人の苦難」についてのナフマニデスの聖書読
解には、いわば物語的な時間が流れている46。義人
の苦難という出来事は苦難から救済へと至る信仰の
物語として読まれ、秘義はその時間の中で出現する。
その時間は、神への厚い信仰をもつ人物が、突如暴
力にさらされるところから始まる。その暴力は突然

で、その苦難をこうむった本人や、それを目の当た
りにする者を苦しめる。苦難を神罰として理解する
説明が間違っているわけではないが、それはその暴
力の渦中にある人々を必ずしも納得させるものでは
ない。その苦難者が納得するのは、秘義を語る者が
現れたときである。苦難者はその秘義の語りを前に
「沈黙」し、それを受け入れ、信仰を取り戻す。ナ
フマニデスにとって、その「沈黙」は苦難にある者
がさらなる絶望の深みへ落ち込むことではなく、苦
難者が信仰を取り戻す転換点なのであり、そこに秘
義が位置づけられているのである。

7. まとめ

　以上、ナフマニデスの聖書観における4つの特徴
を、さらなる考察の余地を多分に残しつつ素描した。
第一は出来事が聖典として書かれたことの意味を探
究しようとすること、第二は聖句の画定性および言
語観について多義的な態度を持つこと、第三は聖書
の正典的な主題を規定し、その主題についての考察
にも聖書の形式が影響を及ぼすこと、第四は秘義を
戦略的にもちいることである。
　それらの特徴をふまえて、ナフマニデスにおける
聖典の規範性という問題にたちかえってみたい。ナ
フマニデスは聖典の「正しい」意味の探究について、
所与の伝承に依拠する傾向が強く、そこに彼にとっ
ての聖典の規範性の強さを見出せよう。聖句の「プ
シャト」にしろ、秘義にしろ、あるいは説教におけ
る読解にしろ、彼は議論の枠組みについては全面的
に所与のものを採用している。そして、「ベ‐レシ
ット」の解釈がそうであるように、時としてその説
明は多様化するが、それらを単一化することへの執
着は見られない。
　だがそれは、ナフマニデスが自分の聖書解釈を既
存のテクストに代弁させようとした、ということで
はない。確かに、彼の註解や説教には古代から中世
にかけてのユダヤ教の諸文献からの引用があふれて
いる。だが、彼は決してそうした文献の収集家では
ないし、それらの中から何かを選び出して自分の解
釈とすることに終始したのでもない。彼の「プシャ
ト」探究や秘義的な解釈は、しばしば従来の解釈へ
の批判的考察を通して新たな展開を生んだ。そこに
は、中世ユダヤ教の多様な伝統を引き継ぎつつも、
単にそれらを集めることにとどまらない、ナフマニ
デスの批判的な精神が明らかに打ち出されている。
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　ユダヤ教の諸文化を統合するのに必要なナフマニ
デスの批判的考察が、聖典とその解釈を含む伝統と
いう言説の「内部」で完結するためには、上で素描
したような聖書観が不可欠であったと考えられる。
理性や科学など聖典の「外部」に指標を置かずに、
それでもなお従来の解釈との議論を進めるためには、
それらの解釈の正統性・正当性が聖典そのものによ
ってとらえかえされる必要があるからである。ナフ
マニデスは、伝統的なテクストから自分自身の聖典
の観念を構築し、それにもとづいて従来の解釈を参
照した。聖典と解釈とをそうした相互作用の関係性
に置くことで、ナフマニデスは聖典の規範性が強く
保持される中でも、統合者としての批判的な精神を
発露することができたのである。

【注】
 1　cf. Yitzhak Baer, L. Schoffman tr., A History of the 

Jews in Christian Spain (vol.1), Philadelphia: JPS, 

1961

 2　「ナフマニデスNahmanides」はラテン語表記
名（主に欧文研究書で使用）。ヘブライ語名
はMosheh ben Nahmanないし、その省略形Ha-

Ramban。
　　なお、本稿で引用するナフマニデスの著作を

以下のように略記する。『トーラー註解』:PT1, 

PT2 = Perush ‘al ha-Torah (vol.1-2), Jerusalem: 

Mossad ha-Rav Kook, 2005 （reprint）; 『ナフマニデ
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