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 『セフェル・イェツィラー』は世界の創造とその存在を主題とし、体系

的に思索を表現した最初期のヘブライ語文献である1。抽象度の高い簡潔

な文体でセフィロートの概念やヘブライ文字の創造的な力を描いたこの

小著は、その後の中世ユダヤ思想の重要な源泉となっていく。著者や成

立年代、中世以前の扱われ方など不明な点は少なくないが2、ユダヤ教の

歴史における位置づけについては、『セフェル・イェツィラー』がラビ・

ユダヤ教の規範形成の時期にはしばらく無視され、中世になって脚光を

浴びた可能性が指摘されている（現存する最古の註解は 10 世紀に書かれ

た）。その根拠は、この著作の目的と様式の特異性がきわだっていること

である。イスラエルの民、戒律、救済、報酬と罰といったユダヤ教の神

                                                   
1 『セフェル・イェツィラー』のテクストについては原則として P・ヘイマンの
校訂版を使用し、本文中に（	 ）つきでセクション番号、ページ数の順に表記す

る。A. Peter Hayman, Sefer Yesira : Edition, Translation and Text-Critical Commentary, 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2004. 
2 G・ショーレムはその成立を 3-6 世紀頃のパレスチナとしている。Encyclopaedia 
Judaica, Second Edition, 22 vols., Detroit, Macmillan Reference, 2007, “YEZIRAH, 
SEFER”, vol. 21, p. 330. 他方、成立を初期イスラーム（S・ワッサーストロムら）、
ヘレニズム（Y・リーベス）と関連づける立場もある。 הסוד תולדות תורת יוסף דן, 

.561-554 עמ', תשס"ט,זלמן שזר , כרך ב, ירושלים: מרכזהעברית: העת העתיקה  
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学的主題はまったく触れられず、ラビの名前も出てこなければ、聖書の

釈義（ミドラシュ）も見られない。最終部分では神とアブラハムの契約

（創世記 17 章）が語られるが、そこで強調されているのは、アブラハム

が戒律の実践ではなく世界創造の目撃によって神の存在を理解したこと

である。戒律の意義を無視するかのような逆説的なアブラハム像の描写

や、創世記の解釈によらない世界創造の記述は、「創世記では言及されて

いない過程についての理論をみずからの言葉で補完すること」（J・ダン）3

を目的としている。『セフェル・イェツィラー』は、創世記は世界創造の

すべてを語ってはいないという、いわば脱教典的な前提に立っているの

である。  

 中世における『セフェル・イェツィラー』の解釈は多様な関心にもと

づいていたが、その一翼を担ったのがカバラーであった。12 世紀後半以

降、プロヴァンスの神秘家たちがこの著作に強く惹かれ、彼らの書いた

註解がカタルーニャに伝わったと考えられている。そして、そのなかに

ナフマニデス（1194-1270）もいたのである。  

 カタルーニャの小都市ジローナで生まれたナフマニデスは、法学や聖

書解釈、政治的な活動やカバラーのサークルなど、さまざまな面で多大

な影響力を持つユダヤ人学者であった。彼は主著『トーラー註解』をは

じめ、説教（『婚礼の説教』）やカバラーを主題とする小著（『セフェル・

イェツィラー註解』）において、『セフェル・イェツィラー』の読解を試

みている4。では、そこにどのような特徴が見られるのか。以下の議論で

                                                   
 יוסף דן, המיסטיקה העברית הקדומה, תל אביב: משרד הבטחון, תש"ן, עמ' 151. 3
4 以下、ナフマニデスの著作を次のように略記する。PT1, PT2: משה בן נחמן, פירוש

, בעריכת ח.ד. ודבריםעל התורה, כרך א: בראשית ושמות, כרך ב: ויקרא, במדבר 
H・D・シャヴェル編『トーラー註解』）שעוועל, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ט
全二巻） ; KR1, KR2: כרכים, בעריכת ח. ד. שעוועל,  2, כתבי הרמב"ןמשה בן נחמן, 
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は、上述の三つの著作において、特にセフィロートの概念がどのように

描かれ、どんな意義を与えられているのかという点を中心に考察を進め

ていく。その解釈の歴史を見てみると、『セフェル・イェツィラー』は創

造された世界についての思索、神の内的世界の探究、自己の魂の救済な

ど、実にさまざまな目的のために読まれた。解釈者には哲学者、科学者、

神秘家、さらに後代においてはキリスト教の神学者までもが含まれた。

こうした解釈史に照らし合わせながら、ナフマニデスのアプローチの特

徴を示したい。  

 

1．ナフマニデスの『セフェル・イェツィラー註解』をめぐる

論争 

 ナフマニデスは『トーラー註解』で四度『セフェル・イェツィラー』

の書名に言及している5。彼は『セフェル・イェツィラー』を読み、しか

も聖書解釈のための信頼できる典拠とみなしていたが、この註解での引

用は断片的なものにとどまっている。他方、ナフマニデスはより体系的

な仕方で『セフェル・イェツィラー』の註解を著したという伝承も存在

する。『セフェル・イェツィラー』の印刷版初版（マントヴァ、1562 年）

を見ると、短い本文を囲むかたちでアブラハム・ベン・ダヴィド（ラバ

ド、12 世紀）と、モシェ・ボトリル（15 世紀）による長大な注釈が記さ

                                                                                                              
H・D・シャヴェル編『ナフマニデス著作集』全）ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ב
二巻） ; MK1:  קבלה  ודבריגרשם שלום, "פירושו האמתי של הרמב"ן לספר יצירה

אידל, תל  ג. שלום, בעריכת י. ב. שלמה ומ.( א מחקרי קבלהאחרים המתייחסים אליו", 
111-67 עמ'), אביב: הוצאת עם עובד, תשנ"ח （G・ショーレム編によるナフマニデス

のカバラー的小著）  
5 創 1：1（PT1, p. 13）、出 20：13（ ibid., p. 404）、出 30：19（ ibid., p. 494）、民 2：
2（PT2, p. 201）。 
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れている6。そして、彼らとは別に「ラムバン（ナフマニデス）―その

名が称えられんことを―の註解」と題された注釈が 1-3 章にわたって記

されているのである。  

 ところが、この注釈については問題がある。ナフマニデスの直弟子の

学塾でカバラーを学んだシェム・トーヴ・イブン・ガオンが、次のよう

に証言しているからである。  

 

また、大いなる師ラムバン―その名が称えられんことを―は、

彼の書物とヨブの書物を書き、あらゆる場所に隠された事柄をほの

めかした。それは、しかるべきときに、また受け継いではいるが最

も深くにその言葉を隠したところのものにしたがって呼び起こすた

めである。〔……〕さらに、彼は『セフェル・イェツィラー』の第 1

章のみを注釈した。彼は伝承者からそれ以上受け継がなかったから

である。だが、「ハシッド」である師サギ・ナホル―その名が称え

られんことを―は、おのれが受け継いだことにしたがって、その

全体を注釈した7。  

 

この証言に出てくる「彼の書物」と「ヨブの書物」とは、ナフマニデス

の『トーラー註解』と『ヨブ記註解』をさす。この二つの註解において、

彼は秘匿的な仕方で聖書のカバラー的解釈をほのめかしている。次に『セ

フェル・イェツィラー』の注釈についての言及があるが、問題なのはそ

                                                   
本文中では章節、フォリオ番 ספר יצירה, מאת יעקב כהן מגאזולו, מנטובה, שכ"ב. 6
号の順に表記する。マントヴァ版はイブン・タミーム（c.890-c.955/6）の註解で使
用された版にもとづいている。 
  שם טוב אבן גאון, ספר בדי הארון, שער ראשון, פרק חמישי, עמ' 19, מתוך ספר 7

, ירושלים: הוצאת נזר שרגא, תשס"א.עמודי הקבלה  
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の範囲である。イブン・ガオンは、プロヴァンスからジローナにカバラ

ーを伝えたとされる「サギ・ナホル」（盲目の R・イツハク、イツハク・

サギ・ナホル、c.1160-1235）とは違い、ナフマニデスが第 1 章のみを注

釈したと伝えているのである。  

 この証言は、プロヴァンスからカタルーニャへのカバラーの伝播を検

証するときに注目されてきた8。G・ショーレムはイブン・ガオンに依拠

し、マントヴァ版の「ラムバンの註解」は別人の著作であると判断した9。

そして、第 1 章のみを注釈したナフマニデス自身の註解を、主に彼の弟

子たちの写本から再構成し、校訂した（MK1, pp. 87-96）10。  

 それに対し、ナフマニデスの著作を校訂した H・D・シャヴェルはショ

ーレムを批判し、マントヴァ版の註解をナフマニデスの『著作集』に組

み入れた（KR2, pp. 451-461）。また、M・イデルは秘義的主題についての

ナフマニデスの著作行為全体に懐疑的であり、彼が『セフェル・イェツ

ィラー』の註解を書いたとは考えにくいと主張する11。この論争を進展さ

せることは資料的にもきわめて困難だが、現在ではシャヴェルの主張は

退けられ、ショーレム版がナフマニデス自身の註解として受け入れられ

                                                   
8 MK1, pp. 79-81 ; Moshe Idel, “Nachmanides : Kabbalah, Halakhah, and Spiritual 
Leadership”, in M. Idel and M. Ostow (eds.), Jewish Mystical Leaders and Leadership in 
the 13th Century, New Jersey, Jason Aronson, 1998, pp. 15-96. 
9 ショーレムや A・イェリネックはこの註解をジローナの R・エズラか R・アズ
リエルの著作とみなす。MK1, p. 68 ; Adolf Jellinek, Mose de Leon und sein Verhältnis 
zum Sohar (1851), p. 46. 
10 ショーレムはイブン・ガオン、イェホシュア・イブン・シュエイブ、アッコー
の R・イツハク、アブラハム・アブラフィア、モシェ・コルドヴェロの註解を調
べている。校訂版の底本は MS Jerusalem 404 8⁰であるが、長短二つの版があり、
より優れた版として短版が採用されている（cf. MK1, pp. 68-69）。他には MS Leiden, 
Warner 24、MS British Museum 752、MS Jerusalem 336 8⁰も参照されている。 
11 Moshe Idel, ““We Have No Kabbalistic Tradition on This””, in I. Twersky (ed.), 
Rabbi Moses Nahmanides (Ramban) : Explorations in His Religious and Literary 
Virtuosity, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983, pp. 51-52 ; 
“Nachmanides: Kabbalah, Halakhah, and Spiritual Leadership”, pp. 86-87. 
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ている。またイデルの主張に対しては、仮に書物化が避けられ、弟子た

ちが口伝によってのみ秘義的な教えを受け継いだとしても、彼らが書き

残したものをナフマニデスのカバラー的「著作」として広義的に理解す

ることは可能であり、事実ショーレムの校訂自体がこの理解にもとづい

ていると反論することができる。したがって、本稿でナフマニデスの『セ

フェル・イェツィラー註解』と言う場合には、原則としてショーレム版

をさすものとする。  

 

2．『婚礼の説教』における「三十二の小路」 

 『セフェル・イェツィラー』は「三十二の驚くべき知恵の小路によって

主〔……〕は刻みつけた。かのお方は三つのספריםによってその世界を創

造した」（§1, pp. 59-60）12という書き出しで始まる。これはきわめて難解

な文章であり、さまざまな解釈の可能性を残すものだが、中心的な主張

は三十二本の「知恵の小路」（という手段？）によって世界が創造された

ということである。  

 そして、ナフマニデスの『婚礼の説教』のなかで、この「三十二の知

恵の小路」という表現が出てくる13。『婚礼の説教』では『セフェル・イ

ェツィラー』の書名が出てくることはないが、この小著の最もユニーク

な概念のひとつを扱おうという意図は明らかにみてとれるのである。  

                                                   
12『セフェル・イェツィラー』には 10 世紀の時点で並存していたと思われる代表
的な三つの版（短版、長版、サアディア版）があるが、短版には「かのお方は世

界を創造した」の一文はない。ヘイマンやダンによれば、これは「創造する」ברא
という創世記の表現をあえて避ける意図を込めた書き出しが先に存在し、後から

創世記の表現が取り込まれた可能性を示唆している。Hayman, Sefer Yesira, pp. 
581-580עמ'  ,, כרך בתולדות תורת הסוד העבריתדן,  ;60-62  
13 シャヴェルは『婚礼の説教』がナフマニデスの若い頃の説教であると主張する
（KR1, p. 131）が、根拠はやや乏しい。誰の婚礼における説教なのかという点も含
めて、詳細についてはわかっていないことが多い。 
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 説教ではまず、知恵の所在を主題とした不思議な説話が引用される14。

この説話では、ミシュナ時代の賢者 R・エリエゼルと R・イェホシュアが

論争をしているところにソロモン王が現れる。R・エリエゼルは知恵が頭

に宿ると言い、ダビデが彼に同意する。一方、R・イェホシュアは知恵が

心に宿ると言い、ソロモンが同意する。ただし、ソロモンは R・エリエ

ゼルを否定したわけではなく、知恵は頭から心へと広がっていく、つま

り両者の立場がいずれも正しいと結論づける15。では、なぜソロモンはそ

のような結論にいたることができたのか。説話によれば、それは彼がト

ーラーの深遠な秘義を理解する「割礼された心」を神から与えられてい

たからである（KR1, pp. 133-134）16。  

 この説話を引用した後で、ナフマニデスは「この心、そこには「三十

二の知恵の小路」があるのです」（ ibid., p. 134）と語る。これは、ヘブラ

イ語の「心」לבを数値にすると「32」ל"בになるという解釈（ゲマトリア）
である。そして、その「小路」について次のように説明される。  

 

彼の言ったその三十二の小路とは何か。それは、十の「言う／言葉」

（マアマロート）です。世界はそれらによって創造されました。また、

それは二十二の文字です。それらを組み合わせることによって、万

物は創造されました。ベツァレルは文字を組み合わせることを知っ

                                                   
14 出典はミドラシュ『ヤルクート』ミシュレイ（929）。「耳を傾けて、賢者たち
の言葉を聞け」（箴 22：17）を釈義したもの。 
15「頭」はヘブライ文字の最初の文字אとみなすことができ、詩編をאשריという語
で始めたダビデは R・エリエゼルに同意している。一方、「心」はヘブライ文字の
中間の文字מとみなすことができ、箴言をמשליという単語で始めたソロモンは R・
イェホシュアに同意している。ただし、「耳を傾けて」と言ったソロモンは、知恵

が耳を通じて頭から入ってくることを認めてもいる。 
16 出典はミドラシュ『雅歌ラッバー』（1：8）。 
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ていた、それらによって天と地は創造された、と言われるように17。

それらに対して、トーラーは R・ナタン18の三十二の原則において

釈義されます。そして、それらこそが小路なのです（ ibid., p. 134）。 

 

三十二の知恵の小路は二つに分けることができる。十の「言う／言葉」（マ

アマロート）と二十二のヘブライ文字である。この構成は『セフェル・

イェツィラー』と同じなのだが、「十」の部分を構成する「セフィロート」

が「マアマロート」という用語に置き換えられている点が注目される。  

 『セフェル・イェツィラー』第 1 章で描かれる十の「セフィロート」を

「マアマロート」として解釈したのは『セフェル・ハ‐バヒール』の著者

である19。『セフェル・ハ‐バヒール』は 12 世紀末にプロヴァンスで書か

れた、初期カバラーの最も重要なテクストのひとつである。この著作は 1

世紀のラビ、ネフニヤ・ベン・ハカナーのミドラシュという体裁をとっ

ており、ナフマニデスもその名前で『トーラー註解』でたびたび言及し

ている。この『セフェル・ハ‐バヒール』では「セフィロート」の語源

について、「なぜセフィラー（セフィロートの単数形）と呼ばれるのか。

それは「天は神の栄光を語り」（詩 19：2）と書かれているからである」

（§125, p. 220）と述べられている。セフィロートספירותとは神が「語る」

行為を表し、その「言葉」とは神が世界を創造するために発せられמספר
た。そして、それにかんしてミシュナには「十の「マアマロート」によ

                                                   
17 バビロニア・タルムード「ベラホート」（55a）。 
18 シャヴェルは R・ナタンではなく R・ヨセ・ハ‐ガリーリではないかと指摘す
る。ラシの創世記 2：8 註解を参照。  ל. , עורך מ.תורת חיים: חמישה חומשי תורה

.42-43 תשנ"ג, כרך א, עמ'-כרכים, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"ו 7קצנלנבוגן,   
19『セフェル・ハ‐バヒール』のテクストについては A・カプランの校訂版を使
用し、セクション番号、ページ数の順に表記する。The Bahir, A. Kaplan (ed.), San 
Francisco, Weiser Books, 1979. 
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って世界は創造された」（アヴォート篇 5：1）という教えがある20。した

がって、「セフィロート」を「マアマロート」に置き換えることは、本来

は『セフェル・イェツィラー』に固有であった用語を、聖書やミシュナ

といったラビ・ユダヤ教の教典の用法に位置づけなおすことを意味して

いる。  

 「三十二の知恵の小路」についての説明のもうひとつの重要な点は、そ

れらの小路がトーラーの解釈における原則を構成するという主張である。

『セフェル・イェツィラー』では、これらの小路が世界創造の原理あるい

は手段として描かれるが、トーラーの解釈という主題が論じられること

はない。それに対し、『婚礼の説教』では本来関連性のなかった主題が新

たに結びつけられ、小路をたどって（つまりトーラーを解釈して）知恵

に到達することの意義が強調されているのである（KR1, p. 134）。この点

については、ナフマニデスの『セフェル・イェツィラー註解』の分析を

通して再び検討する。  

 『婚礼の説教』の後半に目を向けると、ナフマニデスは十のマアマロー

トよりも二十二のヘブライ文字の説明に進んでいく。『セフェル・イェツ

ィラー』の第 2 章以降では、二十二のヘブライ文字が「3」「7」「12」と

いう三つのカテゴリーに分類され、それぞれの役割が説明されるが21、同

                                                   
20 十の「マアマロート」מאמרותとは、創世記の世界創造の記述において、「神は
言ったאמר」という表現が十回出てくることにもとづく。十回の数え方について
は、長窪専三訳『アヴォート	 ミシュナ IV 別巻』、教文館、2010 年、107 頁の解
説を参照。 
21 まず、「母」であるところの三文字ש、מ、אがある。אはアレフベートの冒頭、
次に、「二重」。（は次の七に含まれるת）を除く最後に位置しているתはש、は中間מ
すなわちダゲシュの有無により二つの発音を持つ七文字ת、ר、פ、כ、ד、ג、בが
ある。最後に、「単純なるもの」であるところの残りの十二文字がある。ナフマニ

デスの註解は第 1 章にとどまっているため二十二の文字についての解釈はほとん
どない。 
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様に『婚礼の説教』でも「3-7-12」という体系がこの世界の大小さまざま

な構造や秩序を形成していると語られる。地上における気候・境界・民

族22、古代のイスラエルの王国23、人間の身体24、時間や宇宙の構成25、そ

れらすべては同じ体系を共有している。それゆえに、結婚において「子

孫の系図を立てることを望む者は、この仕方で振る舞わなければならな

い」（KR1, p. 138）。ユダヤ教の結婚儀礼は、婚礼の天幕・誓約式・祝祷と

いう三つの手順で構成され、祝祷は七つの言葉から成り、最後の祝祷に

は十二の喜びの表現が含まれる。この形式を厳格に守って婚礼をおこな

うことで、その夫婦はトーラーと戒律と善行に勤しむ子孫に恵まれる。

ナフマニデスはこの帰結を導くために「三十二の知恵の小路」に言及し

たものと思われる。  

 セフィロートについての議論からはやや離れるが、ここで「12」の文

字の部分に関連する議論に触れておきたい。『婚礼の説教』では、会見の

幕屋の周囲にイスラエル十二部族を配置した神の命令（民数記 2 章）に

ついての解釈が述べられる。  

 

                                                   
22 KR1, p. 135. 世界は四つの角を持っており（それが「1-3」の関係に分かれてい
る？）、その下に七つの気候、十二の境界線、七十の民族がある。世界を平面的に

とらえていることが興味深い。  
23 KR1, pp. 135-136. たとえば、1（王）・3（扉を守る者）・7「王の顔を見る者」（側
近）・12（代表者、役人）という構造。 
24 KR1, pp. 137-138. 人間の身体は四つの部分に分かれ、四つの方角と四つの季節
に対応している。首から下に十二の器官、頭部には七つの「穴」があり、身体全

体は三つに分かれ、その上に一つのもの（心か？）がある。 
25 KR1, p. 138. 人間の魂の上に「年」がある。一年は十二か月からなり、創造の
七日間があり、三つの「温度」がある。「年」の上には「世界」があり、十二の星

座、七つの惑星／太陽／月、三つの元素（火・水・風）がある。ギリシャ的な四

元素論とは違い、『セフェル・イェツィラー』では「地」は元素とみなされない。

.149עמ'  ,המיסטיקה העברית הקדומה, דן  
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そして、天の境界が十二という数だったことも同じです。また、そ

れら（十二部族の旗）の布も、天上における色のようにして色分け

して立てられました。そこ（天上）には黒い火、緑の火、赤い火、

白い火がある。このことにしたがって十二の旗の布は立てられてい

たのです（KR1, p. 136）。  

 

天における境界線と十二部族の掲げる旗が象徴的な関係にあるという解

釈の着想はどこにあるのか。十二部族の主題は『セフェル・イェツィラ

ー』には存在しない。ところが、ナフマニデスの『トーラー註解』民 2：

2 を見てみると、「会見の幕屋がその中心にあり、レビ人の宿営がその周

りにあり、（他の部族の）宿営のただなかにあった。それは『セフェル・

イェツィラー』で言及されたとおりである」（PT1, p. 201）とある。ここ

から推測されるのは、『セフェル・イェツィラー』の「単純なる十二の文

字」の箇所についての解釈として、後から十二部族の主題が結びつけら

れた議論をナフマニデスが知っていたことである。  

 実際、前述のマントヴァ版に収録されたラバド（アブラハム・ベン・

ダヴィド）の注釈では次のような説明が見られる。「単純なる十二（の文

字）、それらはצק、סע、לן、חטי、הוזである。それらは以下の礎である。
すなわち、視覚、聴覚、嗅覚、対話、食欲、性欲、行為、歩行、怒り、

笑い、思考、睡眠である。また、それらの尺度は十二の境界である〔…

…〕」について、ラバドは「視覚はルベンに結びつけられる。それは「主

は私の苦しみを顧みて」（創 29：32）と言われる。聴覚はシメオンに結び

つけられる〔……〕」（5:1, fol. 84b）と注釈する。ラバドは十二の単純な

るヘブライ文字と人間の五感や気質を、さらにヤコブの十二人の息子た

ちを関係づけている。ゆえに、ナフマニデスはこの解釈を知り、宇宙を
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構成する「十二の境界」と、ヤコブの息子たち、すなわち十二部族の主

題を関係づけたと考えられる。『トーラー註解』では、「（旗を立てる）方

角は太陽の進みにしたがって、まず東から始まる。その後に南、その後

に西、そしてその後に北である。彼らは東にユダ族の旗を置いた。彼（ユ

ダ）は指導者であり26、先頭を進むからである〔……〕」（PT2, p. 201）と

述べられ、各部族の旗に描かれた紋章と黄道との関係が指摘されている。 

 このように、『婚礼の説教』における『セフェル・イェツィラー』の解

釈にはプロヴァンスのカバラーの影響がうかがえるのである。  

 

3．セフィロート論の展開①：創造論からトーラー概念へ 

 「セフィロート」ספירותという用語の着想がどこにあるのかを明らかに
することは容易でないが、ヘブライ語の語根や「10」という数字を強調

する記述（§§3, 4, 7, pp. 67, 69-70, 76-77）から、『セフェル・イェツィラ

ー』の著者はそれを「数」מספרに由来するものと考えていたことがうか

がえる。逆に言えば、セフィロートを「語る」מספרという語に関連づけ
た上述の『セフェル・ハ‐バヒール』の解釈は、セフィロートの概念に

新しい内容を与えたことを意味する。ショーレムはセフィロートについ

て、「この観念（生ける神）についての神秘的な瞑想はその極限まで突き

進み、神の領域、神的世界全体についての概念を生み出す」と説明する

が27、それは中世のカバラーにおける革新的な解釈の結果といえる。『セ

フェル・ハ‐バヒール』の著者がひとつずつ説明していくセフィロート

（§§141-193, pp. 222-230）は、もはや世界創造および宇宙論のための概念

                                                   
26 ダビデが神殿建設のさいに、自分が神に選ばれた者であることを告げ、「主は
ユダを指導者に選び」（代上 28：4）と言った。 
27 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York, Schocken Books, 
1995 edition (Originally in 1941), pp. 10-11. 
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ではない。それは神の世界の多層性を説明する概念へと姿を変え28、神を

有機的な統一体としてとらえ、善や正義のみならず、悪の力さえも神に

由来すると考える神理解の源泉となったのである。  

 では、そのような側面はナフマニデスのセフィロート解釈にも見られ

るのだろうか。彼の『セフェル・イェツィラー註解』では、とりわけ知

恵の獲得の重要性を唱える場面において同様の傾向がみてとれる。まず

は「三十二の知恵の小路」や「知恵」についての説明を見てみよう。  

 

「ホフマー」（知恵）は人が思考によって知的に得るものの終着であ

る。そして、それについての伝承は以下のことをほのめかす。いと

高きお方の至高の「ケテル」（王冠）は、心がそのお方の栄光につい

て思索しうるもの以上に充溢している。かのお方は栄光それ自体を、

贖いの座29の面の長さ、二体のケルビムの間すなわち一トファの長

さに収縮させた。そして、すべての前に闇が見出された。なぜなら、

光の欠如とは闇だからである。そして、すべての源泉から「ホフマ

ー」と呼ばれる澄んだ光を引き出した。三十二の小路は、そのひと

つひとつの小路が闇を貫いた。文字はそれぞれの形に、セフィロー

トはそれぞれの長さに。それは、定めるお方―称えられるべきい

と高きお方―の意志によっておこなわれ、お互いが区別された。

小路の光が貫くこと、そしてひとつひとつが明確な仕方で現れるこ

と、それが「刻みつけること」と呼ばれるのである（MK1, pp. 88-89）。  

                                                   
יוסף דן, תולדות תורת הסוד העברית: ימי הביניים, כרך ז (ראשית הקבלה: חוג  28

העם , ירושלים: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות )העיון, ספר הבהיר, וקבלת פרובנס
.295-294 היהודי, תשע"ב, עמ'  

29 MS Jerusalem 404 8⁰ではהפרכתとなっているが、ショーレムの注に従い、הכפרת
 .と読んだ。MK1, p. 88(n. 10)（הכפורת）
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ここでは、原初における神の自己収縮（ツィムツーム）や 30、「ケテル」

「ホフマー」といったセフィロートを説明する仕方で創造の過程が描かれ

ている。重要なのは、これが創世記で語られる以前の、神の内部で起こ

っている出来事だということである。神が自らの栄光を収縮させること

で神の内部に闇が出現し、最上位のセフィラーである「ケテル」から「ホ

フマー」が引き出され、三十二の小路となってその闇を貫く。これが「創

造する」以前の「刻みつける」と呼ばれる神の行為である。ここでのセ

フィロートは、まさにダイナミックな神の内的世界を構成する体系とし

て理解されている。そして、ナフマニデスは「理解することとは、事物

のなかから事物を理解することである。〔……〕それぞれに分かれ、異な

る栄光をなす小路そのものを調べよ。それらによって、天上で何がある

のかを探求せよ」（ ibid., p. 93）と述べる。知恵の探求はあらゆる被造物

だけでなく、天上の神の世界にも向けられ、その終着点に「ホフマー」（知

恵）がある。その一方で、「ホフマー」が出現する以前の、「ケテル」が

充溢した原初の状態に人間の知性がたどりつくことはないのである。  

 また、『セフェル・イェツィラー註解』では『セフェル・イェツィラー』

の著者がまったく言及しなかったトーラーの主題も扱われている。『婚礼

の説教』では、「小路」の本数である をかけた解釈が披לבと「心」ל"ב32
露されていたが、『セフェル・イェツィラー註解』でも「この（32 という）

                                                   
30 出エジプト記 25 章の幕屋建設の命令より。贖いの座は契約の板を収めた箱の
上に置かれ、二体のケルビムがその両端に置かれる。ここで見られる「収縮」は、

イツハク・ルリアのカバラーにおける重要な概念へと発展する。ルリアによれば、

神は自らのうちに収縮（ショーレムは「撤退」と訳す）することで宇宙が存在す

ることを可能にし、「無限の存在」（エイン・ソフ）である神のなかに被造物が存

在するために必要な空間が創出される。ショーレムはこの「収縮」の概念の起源

をナフマニデスに見出している。ただし、ナフマニデスが「収縮」をラビ文学の

用法にもとづいて使っているのに対し、ルリアはその意味を逆転させている。
Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, p. 260 ; 410, n. 42.  
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総和が意図するのは心であり、心とは（神の）意志である」（MK1, p. 87）

という解釈が述べられている。そして、万物は神の意志（「心」לב）によ

って存在するが、その意志が反対になると「無」בלに帰するという存在
原理が示され、トーラーの概念に適用される。すなわち、「トーラーの始

まりと終わりも同様である。すなわち、（創世記冒頭の）「ベレシート」

。で終わるלのישראלで始まり、（申命記末尾の）「イスラエル」בのבראשית
それは、土地の所有がその者に戻ることである31。それは完全なる無であ

る」（ ibid.）。この「完全なる無」は『トーラー註解』創 1：1 にも見られ

る表現であり、「ほむべき聖なるお方は完全なる無からすべての被造物を

創造した」（PT1, p. 12）、つまり創世記に記述された創造の過程以前の状

態を意味する。実際、『トーラー註解』序文では、世界創造に先立つトー

ラーについて伝える「真理の伝承」の存在が示される。ラビたちはその

始原的なトーラーを「白い火の上に黒い火で書かれていた」32と表現し、

ナフマニデスはその意味を「単語の区切りがなく、すべてつなげて書か

れたと思われる」（PT1, pp. 2, 7）と解釈する。トーラーを完全なる無への

回帰として描く『セフェル・イェツィラー註解』においても、このトー

ラーの始原性がおそらく意図されているものと思われる。  

 一方、セフィロートと文字の関係についての考察をたどっていくと、

啓示された成文トーラーの内側に秘義が存在するというナフマニデスの

トーラー観が見えてくる。セフィロートの秘匿性を強調する説明のなか

で、彼は「文字全体のなかにある十のセフィロートは文字ではない。な

ぜなら、それらはそれら（文字）の内奥にあるからである。それらは文

字のなかに含まれ、隠されたものであり、それらとともに表出する。そ

                                                   
31 ヨベルの年の規定（レビ 25：10）をさす。 
32 エルサレム・タルムード「シェカリーム」（6：1）。  
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れは、身体のなかの霊魂のように33、ひとつの身体（文字）のなかに隠さ

れているためである」（MK1, p. 87）と述べる。セフィロートは文字とい

う身体の内奥に隠された霊魂なのである。  

 そして、この秘匿的なセフィロートについて、『セフェル・イェツィラ

ー』の著者は明確な態度を要求しているとナフマニデスは理解する。セ

フィロートは原文では「「ベリマー」の十のセフィロート」 עשר ספירות   

と表現されているが、この「ベリマー」34について『セフェル・イבלימה

ェツィラー』では「あなたの口が語るのを、あなたの心が思索するのを

止めなさいבלום」（§5, p. 72）と説明される。「止める」を意味する動詞の

名詞形という解釈である。そして、ナフマニデスはこの解釈を引用した

後で、さらに「それら（セフィロート）は文字の内奥にあって、文字の

ようにトーラーに書かれてはいない」（MK1, p. 91）と続ける。つまり、

セフィロートは文字に隠されているだけでなく、トーラーの秘義を構成

し、しかもそれについてのいたずらな探求は禁じられるという見解を加

えているのである。 

 その後、『セフェル・イェツィラー』は各セフィラーの記述に入るが、

ナフマニデスはその上位三つのみを注釈している。第一のセフィラー

（「ケテル」）は「生ける神の霊」や「聖なる霊」と呼ばれ、ナフマニデス

は「薄い」という表現でその非物質性・内面性を強調する。また預言も

「聖なる霊」と呼ばれるが、預言はこの「ケテル」にまで到達することは

ないと述べており、人間による知恵の探求の限界を示している。次に、

                                                   
33 MS Jerusalem 404 8⁰ではברוח בגוףとなっているが、ショーレムの注に従い、
 .(ד .n) と読んだ。MK1, p. 105כרוח בגוף
34 ヨブ 27：6 の「空虚」という言葉に由来し、動詞בלםの派生語という新たな解
釈が加えられたと見るべきか。二つの読みの可能性は初期の註解においてすでに

指摘されていた。Hayman, Sefer Yesira, p. 60. 
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この霊から現れる「第二の霊」が第二のセフィラー「ホフマー」である。

『セフェル・イェツィラー』では、この「第二の霊」によって、文字を刻

みつけ、切り出す行為が生じると説明される（§12, p. 83）。そして、ナフ

マニデスはこの説明について、「それ（「第二の霊」）はさらに、それら（文

字）によって現実の文字を切り出した。それはさまざまな事物／言葉を

連ねて下方へと降りていく。それらは（主の）玉座に記された文字であ

り、石板に書かれた文字であり、またそれらは二十二の文字である」（MK1, 

p. 95）と解説する。神の内部の第二の霊（ホフマー）から生み出された

文字は神の玉座に刻まれ、さらに啓示によって与えられた石板やヘブラ

イ文字そのものとして人々に与えられる。そして、「ルーアッハ」から流

れ出る「水」であるところの第三のセフィラー（「ビナー」）を礎として

創造の業が始まるのである（ ibid., p. 96）。  

 『セフェル・イェツィラー註解』では、「ホフマー」（知恵）やそれを含

むセフィロートについての原典の説明に注釈を加えるかたちで、創造と

トーラーの神的起源および秘義といった要素が結びつけられていく。知

恵とは人間が探究すべき目標であると同時に、神の内的世界を構成する

ひとつのセフィラーでもある。そして、その「ホフマー」のセフィラー

はトーラーを構成する文字を生み出し、それらの文字の内奥に霊魂とし

て宿る。おそらくそこには、トーラーの秘義を探究することが、神の世

界を遡及的に探究することと同義であるという意図が含まれていると思

われる。  

 

4．セフィロート論の展開②：創造論から身体論・戒律論へ 

 では、より幅広い読者が想定されていた『トーラー註解』の場合はど

うであろうか。創 1：3 の注釈では、世界創造の六日間における「日」が
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実際の一日のことであるという字義的解釈に続いて、「その主題の深遠な

意味においては、天上から流れ出るセフィロートが「日々」と呼ばれる。

なぜなら、それぞれの「言う」が（事物を）存在せしめ、それは「日」

と呼ばれるからである。そして、それは六つであった。〔……〕また、「言

う／言葉」（マアマリーム）は十であった。なぜなら、最初の「言う／言

葉」については、「日」という名でとらえることはできないからである」

（PT1, p. 16）と述べられている。この秘義的な解釈では、創造の六日間に

各セフィラーが創造をおこなったことがほのめかされている。一方、「日」

でとらえられない「最初の」（複数形）セフィロートとは、ケテル、ホフ

マー、ビナーをさすと思われる。それは、「創造する」に先立って「刻み

つける」という行為が起こっていたという『セフェル・イェツィラー』

の創造論を確かにふまえているといえる。  

 とはいえ、『トーラー註解』で三十二の小路による原初の創造の過程が

描かれるわけではない。その過程は創世記には記述されていないのだか

ら、あくまでも五書の解説を目的とする『トーラー註解』では言及され

ないのも当然なのかもしれない。しかし興味深いことに、ナフマニデス

は創世記の
、、、、

世界創造を説明するための典拠として、『セフェル・イェツィ

ラー』を参照している。本来、異なる過程を描いていたはずの両者が関

連づけられるのである。  

 問題となる場面は、「トフ・ヴァ‐ボフ」（新共同訳は「混沌」）という

表現の解釈である。ナフマニデスは「トフ」を「最初の物質／質料」、「ボ

フ」を「形／形相」と定義し、アリストテレスの『形而上学』の用法を

念頭に置きながら、「トフ」について次のように説明する。  

 

太陽の下、あるいは天上におけるあらゆる被造物は、始まりにおけ
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る最初の無から存在するのではない。むしろ、かのお方は完全なる

絶対の無から、とても薄く、実体のない礎を引き出した。それは存

在させる力であり、形を受け取り、可能態から現実態へ出ていこう

とするものである。それは最初の物質であり、ギリシャ人たちによ

って「ヒューレー（質料）」と呼ばれる。その質料の後、かのお方は

いかなるものも創造しなかった。ただ、形作り、作った（アサー）

のみであった。〔……〕同様に『セフェル・イェツィラー』で彼らは

言った。「かのお方はトフから実体を形作り、非存在を存在にした（ア

サー）」（PT1, p. 13）。  

 

この説明は、ギリシャ的な概念と聖書における「無からの創造」の総合

を目指す中世ユダヤ教哲学の伝統を思わせる。創世記に記された「トフ」

とは「ヒューレー」（質料）に他ならず、それは無から創造された唯一の

物質にして礎である。そして、この「最初の物質」は「形」（ボフ）を受

け取ることで事物を現実に存在させる。この説明は、可能態としての質

料が形相のなかに入っていくことで現実態として存在するというアリス

トテレスの実体論、すなわち質料と形相の両者から成るものという意味

での実体を明らかにふまえている35。  

 そして、この文脈で「かのお方はトフから実体を形作り、非存在を存

在にした」（§20, pp. 104-105）という『セフェル・イェツィラー』の一文

が引用される。その意図は、主要な用語の一致（「トフ」「実体」「形作る」

「作る／する」）、および対応関係（「可能態」と「非存在」、「現実態」と

「存在」）を示し、ナフマニデス自身の説明を『セフェル・イェツィラー』

                                                   
35 アリストテレス『形而上学』（上・下）、出隆訳、岩波文庫、1961 年、上 230-233
頁（第七巻第三章）、下 41 頁（第九巻第八章）、138-140 頁（第十二巻第三章）。 
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から根拠づけることである。そして、それはギリシャ的な概念と用法に

もとづく哲学的な読解である。ここには彼のカバラー的な註解に見られ

たような、神の内的世界を描写しようという意図はない。また、世界創

造を創世記以前にさかのぼって探究しようという姿勢も示されてはいな

い。『トーラー註解』の創造論においては、『セフェル・イェツィラー』

の意義はきわめて限定的なのである。  

 その一方で、『トーラー註解』ではセフィロートを別の角度からユダヤ

教の諸価値に結びつけようとしている36。前述の『セフェル・イェツィラ

ー註解』では、特に「ホフマー」のセフィラーが「文字の奥に隠された

秘義を持つトーラー」という説明にもちいられていた。また、「ホフマー」

から切り出されてきた文字が啓示によって石板に刻み込まれたという主

張も見られた。  

 『セフェル・イェツィラー』で示されたセフィロートの構造を、啓示さ

れたトーラーのあり方を示すものとして解釈する例は『トーラー註解』

出 20：13 に見られる。セフィロートの構造は、十戒がなぜ五つずつ二枚

                                                   
36 セフィロートの構成について、本論で扱えなかった箇所（出 15：2 の注釈）を
注記しておく。ここでは、「この方（ゼー）は私の神であり、私は神を称える」と

いう一節における指示代名詞「ゼー」（これ、この方）が問題となる。ナフマニデ

スは「ゼー」について、「「ゼー」は「ホフマー」（のセフィラー）における七つの

セフィロートをほのめかしていると思われる。「これ（ゼー）は永遠の私の名であ

り、これ（ゼー）は私の記憶である」（出 3：15）のように」（PT1, p. 354）と解釈
する。最後に挙げられている出エジプト記の一節は、燃える柴のなかからモーセ

に語りかける神が、「私はある、私はあるという者である」（14 節）、さらに「あ
なた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主」（15 節）
と自らを名乗った後に言った言葉である。この注釈では、セフィロートの体系に

ついて、「ホフマー」のセフィラーに下位の七つのセフィロートが含まれているこ

と以外は何も説明していない。むしろナフマニデスの意図は、出エジプト記 3 章
（モーセに神が顕現する場面）と同 15 章（海が割れる奇跡が起こった後で主を賛
美して歌う場面）における「ゼー」という共通の語句から、イスラエルの民をエ

ジプトから導き出した神が父祖たちの神、すなわち世界を創造した神と同一であ

ることが示される、ということである。  
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の石板に刻まれたのかという問題に答えてくれるというのである。  

 

それは『セフェル・イェツィラー』で言及されているとおりである。

「「ベリマー」の十のセフィロートは十本の指の数のごとく、五対五

となっている。そして、唯一なる契約が中央に向けられている」（§3, 

p. 67）と。ここから、なぜ（石板が）二枚なのかが明らかとなるで

あろう。なぜなら、「あなたの父（母）を敬え」までは成文トーラー

に対応し、それ以降は口伝トーラーに対応するからである。このこ

とは、我々のラビたち―その名が称えられんことを―が以下の

言葉でほのめかしたことであると思われる。すなわち、二枚の石板

は天と地に対応し、花婿と花嫁に対応し、彼らの友人たちに対応し、

二つの世界（この世と来たる世）に対応する。このすべてはひとつ

のほのめかしである。知性ある者はその秘義を理解するであろう

（PT1, p. 404）。  

 

しかし、この説明をよく読むと、五対五というセフィロートの体系は、

石板が二枚であること自体の根拠にはなっていない。むしろ、石板が二

枚であることは、成文／口伝という啓示されたトーラーのあり方や世界

全体の構造と対応しており、セフィロートの体系はこの対応関係を説明

しているのである。つまり、この注釈ではセフィロートをトーラーと結

びつけつつ、『セフェル・イェツィラー』を世界論・宇宙論的な関心から

解釈している一方で、神の世界を探究しようという意図はない。それは

セフィロートを創造された世界に内在する原理として理解することでは

ないが、そもそもその体系を考察することは（表向きの？）関心の埒外

に置かれているのである。  
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 ところで、上述の注釈ではセフィロートとトーラー、世界全体が共有

している統一的な原理の存在を示唆してはいるものの、その内容につい

ては「知性ある者はその秘義を理解する」として詳述されない。そこで

『セフェル・イェツィラー註解』に目を向けると、上の『トーラー註解』

で引用されている一文の注釈の最初に、「十のセフィロートは隠され、（語

ることや思索を）止められている。それらの数や意味は、下界における

創造において現れる」（MK1, pp. 91-92）と述べられている。これは『ト

ーラー註解』における解釈と同じ着眼点を思わせるが、それに続く記述

では世界の構造についての言及は見られない。代わりに説明されるのは、

セフィロートと身体との関係性である。  

 

十のセフィロートは隠され、（語ることや思索を）止められている。

それらの数や意味は、下界における創造において現れる。つまり、

人間の始まりであり、終わりである手と足の十本の指が、人間にお

いて創造されたのである。そして、それらは五対五である。それは、

一方が右側、慈悲のはたらきを、もう一方が左側、裁きのはたらき

をするためである。そして、唯一なる契約が割礼（された性器）、舌、

口という中央に向けられる。つまり、その三つの場所において、完

全に唯一なるものとなるのである。「割礼（された性器）において」

とは、それはユッドיのかたちをしており、知恵（ホフマー）の唯一
性を暗示しているということである。「舌において」とは、それはヴ

ァヴוのかたちをしており、偉大なる御名の中央の線を暗示している
ということである。「口において」とは、それは発話が出てくるとこ

ろの穴であり、隠れたヘーהのかたちをしており、理知（ビナー）
の唯一性を暗示しているということである。これらは人間における
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特別な器官なのである（ ibid., pp. 91-92）。  

 

手足の指が左右五本ずつであること、割礼（された性器）、舌、口は身体

の中央にひとつずつあること、こうした人間の身体の構造はセフィロー

トの体系に対応するものだとナフマニデスは説明する。興味深いことに、

セフィロートはきわめて秘匿的なものでありながら、下界における創造、

より具体的には人間の身体において顕在化しているのである。そして、

契約の唯一性が完全なものとなる人間の身体の三つの場所（割礼された

性器、舌、口）は、それぞれヘブライ文字のה、ו、יのかたちをしており、

聖四文字の神の名前יהוהを構成する。また、その「偉大なる御名」のなか
には、「知恵」（ホフマー）と「理知」（ビナー）という、人間が到達すべ

き知恵の根源が暗示されているのである。  

 この身体論的な視点は、『トーラー註解』における『セフェル・イェツ

ィラー』の解釈でも見られ、そこにはユダヤ教の宗教的な主題が結びつ

けられる。出 30：19 の注釈で、ナフマニデスは「真理の道によると」と

いう定型句で始まる秘義的解釈を説明する。ここでの問題は、臨在の幕

屋に入る前、手足を水で洗い清めなさいと神がアロンとその子らに命令

した理由は何か、というものである。  

 

そして真理の道によると、（手足を洗い清めるのは）手と足が人間の

頂点と末端だからである。なぜなら、手を上げるとき、その手は身

体のどこよりも上にあり、足は下にあるからである。それらは人間

の形においてセフィロートをほのめかすものである。身体の全体が

それら（手足）の間に入るのである。それは『セフェル・イェツィ

ラー』で言われたとおりである。「かのお方は彼（アブラハム）と契
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約を結んだ。それは彼の手の十本の指の間で、また彼の足の十本の

間で、すなわち舌の割礼と男根の割礼において」（§61, pp. 181-183）

と。したがって、至高のお方に仕える者たちは手と足を洗い清める

よう命じられたのである。この「洗い清めること」とは「聖別する

こと」である、とオンケロスは（アラム語に）翻訳した。このこと

から、我々のラビたちは祈祷のさいに手を洗うことを定めた。彼ら

は手を上げるという理由においてこのことを意図したのである。そ

して、洗い清めることは戒律である（PT1, p. 494）。  

 

『セフェル・イェツィラー』の後半部では、人間の左右の手足の間（五対

五）に向けられた契約（§3）を解釈するようなかたちで、神とアブラハ

ムの契約が説明される。ただし、契約の理由として語られている、「我ら

の父アブラハムが見た〔……〕とき」という部分が注釈では引用されて

いない。それが意図的であるかは判断しかねるが、本稿の冒頭で述べた

ように、アブラハムは戒律の実践ではなく世界創造を「見た」ことで神

と契約を結んだというのが『セフェル・イェツィラー』の主張である。

一方、ナフマニデスはその契約を戒律の秘義的な理由を説明するものと

して解釈する。それによれば、ラビたちはセフィロートと身体の対応関

係を知っていたために、「手を洗い清めること」（ネティラト・ヤダイム）37

という戒律を定めた。この規定はアロンたちに対する神の命令に由来し

ている。祭司たち（アロンの子孫）は手を上げて身体の最も高い位置に

置くことによって身体をセフィロートの体系に対応させる。手（と足）

                                                   
37 起床したときや、用を足したとき、祈りの前や食事の前など、日常生活のさま
ざまな場面で手を水で洗うよう定めたラビたちの用語。ここでは、その規定が、

幕屋に入る前にアロンとその子らに手と足を洗い清めるように命じたこの出エジ

プト記 30 章のエピソードに由来すると論じられている。 
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を洗い清めて聖別することは、この対応関係を象徴的に表すことを意図

している。それが神との契約を守ることだとラビたちは理解していたと

いうのである。  

 シナイ山において、二枚の石板というかたちでモーセに十戒が与えら

れる以前に、まったく同じ象徴的な体系において神とアブラハムの間で

契約が結ばれていた。その体系とはセフィロートであり、同時に人間の

身体そのものであった。『トーラー註解』ではその説明こそ避けているも

のの、『セフェル・イェツィラー註解』で見たようにナフマニデスがセフ

ィロートを神の内的世界を構成するものとして理解していたとすれば、

セフィロートと啓示（契約）、身体の対応関係によって、神と人間との契

約、あるいはトーラーが永遠なるものであることを示すことができると

彼は考えていたはずである。人間の身体はセフィロートに対応するまさ

に神の似姿であり、神との契約は始めから身体に刻み込まれているから

である。  

 『トーラー註解』における『セフェル・イェツィラー』の解釈は二つの

特徴にまとめられよう。ひとつは創世記の世界創造に後者の創造論を組

み込んで、哲学的な用法にもとづいて説明することである。もうひとつ

はセフィロートの体系を創造された世界のさまざまな構造と対応させな

がら、ユダヤ教の宗教的な主題と関連づけることである。『トーラー註解』

ではセフィロートの体系そのものではなく、それがこの世界において（石

板や身体などのかたちで）顕在化しているところに関心が向けられる。

カバラー的な主題についての言及がきわめて限定的で、いたずらな探究

を禁じる『トーラー註解』全体の方針を考慮すれば、この関心のあり方

は彼がセフィロートをカバラーにしたがって、つまり神の内的世界を構

成する体系として理解していたことを示唆しているといえる。  
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5．結論 

 『セフェル・イェツィラー』の解釈史研究はすでに中世ユダヤ教におい

て始まっていた。その担い手はアブラハム・アブラフィア（1240-c.1291）

である。アブラフィアはサアディアをその嚆矢とする十二人の注釈家の

なかにナフマニデスを含めている。そしてその注釈について、「その大半

は教えとなったが、哲学に精通している点についてはその道が続くこと

はなかった」と評している38。シェム・トーヴ・イブン・ガオンが証言し

ているように、ナフマニデスの『セフェル・イェツィラー』の解釈は彼

のカバラーの一部として弟子たちに受け継がれていく。その一方で、ナ

フマニデスが哲学的な関心にもとづく読解を試みていたことも、アブラ

フィアは正確に指摘しているのである。  

 『セフェル・イェツィラー』は中世のカバリストたちの好奇心をさまざ

まな仕方でかきたてたが、それ以前にはサアディアやシャブタイ・ドノ

ーロなど、哲学やその他の自然科学に通じる者たちがさかんにこの著作

を読んだ。『婚礼の説教』や『トーラー註解』におけるナフマニデスの解

釈には、プロヴァンスの神秘主義とイスラーム圏のアリストテレス主義

という二つの思潮における『セフェル・イェツィラー』読解の影響を見

てとることができる。  

 また、その解釈にはユダヤ教の諸価値をセフィロートと結びつけよう

とする試みが見られる。『セフェル・イェツィラー』の著者が聖書に通じ

ていたことは間違いないが、ラビ・ユダヤ教の規範や価値観を作り上げ

ていくミシュナやタルムード、ミドラシュとの主題的、方法的な共通点

は皆無に等しい。創造論と宇宙論が前面に押し出されたこの著作を、中

                                                   
אברהם אבולעפיה, ספר אוצר עדן גנוז, בעריכת א. גרוס, תל אביב: אהרון ברזני  38

.33 ובנו, תש"ס, עמ'  
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世の注釈家たちはユダヤ教の思想として読むことを試みた。  

 ナフマニデスの場合は、「三十二の知恵の小路」の解釈において、世界

創造に先立つ始原的なトーラーの存在が示唆されている。また、「ホフマ

ー」のセフィラーをめぐる注釈では、秘義を含むテクストという彼の基

本的なトーラー概念の一端を見ることができる39。そして、秘匿的なセフ

ィロートが顕在化した場としての身体に注目している点も重要である。

『セフェル・イェツィラー』で示されたこの主張を、ナフマニデスは戒律

の秘義的な理由を説明するものとして理解する。その理由とは、身体と

神の世界のあいだで創り出された象徴的な対応関係のなかで神との契約

を守ることである。このようにして、ナフマニデスはカバラー的および

哲学的な解釈をふまえながら、『セフェル・イェツィラー』をラビ・ユダ

ヤ教の枠組みにおいて受け入れたのである。  
 

査読者：高木  久夫 市川  裕  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                   
39 M・ハルバータルは「多層的なトーラー」を中世ユダヤ教聖書解釈の革新的な
概念に挙げ、ナフマニデスのカバラー的なその概念を、「テクストの表層が複雑な

象徴的言語としての役割を果たし、神の動的な諸側面―「セフィロート」―
を映し出している」と説明する。M・ハルバータル『書物の民：ユダヤ教におけ
る正典・意味・権威』、志田雅宏訳、教文館、2015 年、77 頁。  
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Nahmanides and Sefer Yetzirah 

 

Masahiro SHIDA 

  

  Sefer Yetzirah (The Book of Creation), the earliest extant Hebrew text 

speculating systematically on the creation and existence of the world, 

had become an inspirational source for the medieval Jewish thought. 

Various Jewish philosophers, scientists, and mystics were attracted to its 

cryptic wording and innovative concepts, especially the sefirot system 

and the ontological powers of Hebrew letters, although it never 

mentioned any names of rabbis nor midrashic interpretations on the 

Bible. Moses Nahmanides (1194-1270), one of the greatest spiritual 

leaders in the medieval Catalan Jewish society, actually interpreted 

several passages of Sefer Yetzirah in his works. 

   In A Wedding Sermon, Nahmanides replaced the term “sefirot” for 

“ma’amarot”, and explained the symbolic roles of Hebrew alphabets. 

Likewise, in Torah Commentary, he interpreted symbolically the 

arrangement of twelve tribes at the tabernacle, and revealed a 

connection between their flags and the upper world. The fact that such 

readings of Sefer Yetzirah were also found in Sefer ha-Bahir and the 

commentary of Abraham ben David of Posquières would confirm direct 

influence from the Kabbalah in Provence for Nahmanides’s 

interpretation of Sefer Yetzirah.  

   In his works, the theory of sefirot system has different roles. In his 
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kabbalistic short commentary on Sefer Yetzirah, Nahmanides explained 

its passages on the three upper sefirot to describe inner process in the 

Godhead before the creation of the world. This primordial event is not 

written in the Book of Genesis, and then he also assumes a primordial 

state of the Written Torah. In Torah Commentary, however, Nahmanides 

referred to Sefer Yetzirah in order to explain creatio ex nihilo by using 

the terms of Aristotelian metaphysics. It means that he considered Sefer 

Yetzirah as a kind of reliable source for biblical interpretation, although 

such purpose could not be found in its original author(s). Moreover, in 

Torah Commentary, he did not focus on the sefirot system itself, but its 

manifestation in this world, namely in the two stone tablets and human 

body, in order to find a hidden reason of the commandment of ritual 

hand washing, which creates a power in human religious behavior to 

connect with the divine world. Through both kabbalistic and 

philosophical ways of reading, Nahmanides described the sefirot system 

not only as divine primordial process but as divine manifestation in this 

world. In his perspective, Sefer Yetzirah should be accepted in the 

framework of the religious concepts and values in rabbinic Judaism.  
 


