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１．タナッハと旧約聖書：聖典と正典の意味

　ユダヤ教徒とキリスト教徒の共通点の一つは聖書です。ですが、その聖書の呼び名
は、キリスト教とユダヤ教では違います。キリスト教で旧約聖書（Old Testament）と
呼ばれるものを、ユダヤ教では「タナッハ（TaNaK）תנ"ך」と呼びます。この聞きなれ
ない名前は、「律法（Torah）תורה」「預言者（Nevi’im）נביאים」「諸書（Ketuvim）כתובים」
という三つの文書コレクションの頭文字をつなげた略称です。この三つのコレクショ
ンの中に、合計で24冊のテキスト単位が収められているのですが、これらは「マソラ
写本」として保存され、ユダヤ人の間で伝達されて来ましたⅰ。
　しかし、マソラ写本には、個別の書名やタイトルは全くありません。いわゆる「律
法」「預言者」「諸書」のコレクションの区別は、大きな空白のレイアウトで認識され
るだけです。いわば、３つの大ファイルの中に、合計で24のテキスト単位があるので
すが、そのテキスト単位も空白のレイアウトで認識するのみです。それぞれの個別テ
キストにタイトルはありません。目次やタイトルが施された24冊のヘブライ語聖書（タ
ナッハ）は、印刷時代になってできるようになります。
　例えば、マソラ写本の中の、「トーラー（律法）」というファイルには、５つのテキ
スト単位が認められますが、その識別はそれぞれの間にマイモニデスの法規に定めら

〈特別寄稿〉

ユダヤ教の聖書「タナッハ」の読み方
―詩篇とヨブの祈りについて―

手　島　勲　矢

１．タナッハと旧約聖書：聖典と正典の意味

２．ユダヤ人とトーラー朗読の営み

３．タナッハの歴史構造：ケトゥビームの分析

４．マソラ写本から考える詩篇：文字と音の関係

５．「詩篇」と預言者の祈り

６．タナッハの中の祈り：「律法」

７．タナッハの中の祈り：「預言者」

８．タナッハの中の祈り：「詩篇」

９．最後に：ヨブの祈りについて



中央学術研究所紀要　第49号

4

れているように４行の改行があるからですⅱ。しかし、そこに書名の指示はありませ
ん。旧約聖書では、それらの５つのテキスト単位を、創世記、出エジプト記、レビ記、
民数記、申命記と呼んでいます。そして申命記の終わりでは残りの空白を残したまま、
新しいページから「ネビイーム（預言者）」が始まります。「預言者」のファイルでは、
テキストとテキストの間には３行の改行スペースが設けられ、そこには、合計19のテ
キスト単位が認められます。つまり、ヨシュア記、士師記、サムエル記、列王記、イ
ザヤ、エレミヤ、エゼキエル、と12の小預言者の一つ一つの間に、３行の改行を設け
ながら連続して書かれています。そして空白はそのまま残し、新しいページから、最
後の「ケトゥビーム（諸書）」のファイルが始まります。
　「預言者」に続く「諸書」では、アレッポ写本でもレニングラード写本でも歴代誌か
ら書き始め、詩篇、ヨブ記、箴言、ルツ記、雅歌、コヘレト、哀歌、エステル、ダニ
エル、エズラ・ネヘミヤのそれぞれを２行改行で区別していきます（アレッポ写本）ⅲ。
　最近ではユダヤ人も、キリスト教会が伝統的に用いてきた24冊の書名（ヒエロニュ
ムスも伝える呼び名）で呼ぶことに慣れ、章と節の数字でタナッハを引用します。こ
のことが可能になったのは、ヴェネチアのラビ聖書が教会のウルガータ聖書に合わせ、
初めてサムエルと列王記を上下に分け４冊として編集したからです。それによって、
旧約聖書の原型70人訳の王国四巻の伝統とタナッハのサムエルと列王記の二巻の伝統
の食い違いを解消させることができました。しかしタナッハの数え方は、古代のまま
24冊で、ヴェネチアで作られたマソラ写本から校訂した最初のラビ聖書（1517年）も
「24冊」と名付けられています。イエスの頃のユダヤ教徒は、「律法」とか「預言者」
とか文書群の名前で呼ぶことが普通でした（テキストの塊としての巻物の名前しかな

写真１－左：1517年ラビ聖書『創世記』書名レイアウト。
写真２－右：�11世紀初頭のマソラ写本/レニングラード写本の「トーラー」冒頭。書名「創世記」の

認識はない。
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く、それぞれの個別テキストの名前はなかったと考えられます）。歴史的にヘブライ語
聖書と旧約聖書がほぼ同一視されるようになるのは、16世紀以降（宗教改革以降）、印
刷ラビ聖書が普及してからの話ですⅳ。

写真３：レニングラード写本における「創世記」終わりと「出エジプト」始まり部分。
　　　　間に４行改行の空白レイアウトがされている。マイモニデスの法規通りである。
　　　　しかし、出エジプト、レビ記、民数記、申命記の間は３行改行になっている。

　ここまでの話で何が言いたいのかというと、ユダヤ教徒の聖典「タナッハ」とキリ
スト教徒の正典「旧約聖書」は、同じ聖書の概念ではないということ、それらは二つ
の異なる聖典／正典の概念であるということなのです。まず「タナッハ」のコレクシ
ョンは、古代ユダヤの聖典であり、神殿崩壊後のラビ・ユダヤ教の成立以前に、すで
に存在していたものでした。それは「聖典」であっても、定められた基準（カノン）
の意味での「正典」ではありません。タナッハの生成過程にはキリスト教会の正典「旧
約聖書」のような、人々が読むべきテキストとそうでないものを尺度（カノン）で決
めるような、神学的な会議による意思決定はありませんでしたⅴ。
　また何よりも、タナッハはヘブライ語とヘブライ文字のテキストであり、旧約聖書
はギリシア語とギリシア文字のテキスト（70人訳）なのです。タナッハと旧約聖書の
聖書解釈の違いを生んでいる大きな原因の一つは、その言語と文字の違いであり、そ
の影響が本当に小さくないのです。
　例えば、ヘブライ語アレフ・ベートは子音の文字だけですから、ギリシア語アルフ
ァ・ベータのように母音文字がなく、そのまま文字テキストを音にはできません。一
般的に、原典のヘブライ語テキストをギリシア語に翻訳したのだから、その原典と翻
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訳の関係を二つの異なる聖書と言い切るのは言い過ぎであると考える人も少なくない
と思います。しかし、ユダヤ聖書解釈の本質はヘブライ語で聖書を読むからこそ考え
つく独創性にあるのです。例えば、ヘブライ語では母音の違いが名詞か動詞かをわけ
ますし、また語根の解釈も変えてしまうのです。加えて、両者のテキスト伝統を比較
すると、「70人訳」のギリシア語訳「旧約聖書」と、ユダヤ人のヘブライ語原典「タナ
ッハ（24冊）」は、翻訳とは言いがたいほど、様々なレベルで大きな違いが存在してい
ます。が、その事については、今日は触れませんⅵ。
　もし日本語の「聖書」読者が、旧約聖書とタナッハの間には差異がないと感じると
したら、その理由の一つは、宗教改革期にルターがユダヤのタナッハ伝統にあわせて、
彼の翻訳聖書（1545年）において、旧約正典（24冊）と外典（それ以外）を区別して
出版したからです。カトリックは、それに対抗して、トレント公会議（1546年）で「旧
約聖書」に含まれる正典リストを定めました。これは基本的には、ウルガータ聖書ま
た70人訳聖書（セプトゥアギンタ）の旧約伝統を見直して作成した文書リストです。
そのカトリックのリストには、タナッハの中に含まれない様々な文書（マカベア書、
ベンシラの書他）も含まれていましたⅶ。
　そもそも、古代アレクサンドリアにおいて、初めて聖書がギリシア語に翻訳された
時（前３世紀）に、翻訳者の目の前にあったテキストは、「タナッハ（律法・預言者・
諸書）」ではなかったのです。「70人訳」ギリシア語聖書をどのように作成したか、そ
の経緯は『アリステアスの手紙』に明白に語られています。アレクサンドリアの人た
ちは「トーラー（律法）」の翻訳のみを企画したのです。『アリステアスの手紙』の中
に「預言者」「諸書」への言及は一言も出てきません（また創世記や出エジプトなど
トーラーの５冊の書名も出てきません）ⅷ。
　ユダヤ人にとっては、「トーラー（律法）」というのは一つの塊（巻物）の名前であ
り、これが一番大切な聖典の部分であって最も重要な信仰の根幹なのです。古代から
現在に至るまで続く、このトーラーの巻物の信仰の起源は、エズラ・ネヘミヤの時代
（ペルシア時代）にまで遡ります（ネヘミヤ８章をみよ）。
　キリスト教の「旧約聖書」の正典思想には、このようなトーラー中心の順序の意識
はありません。むしろ教会にとっては旧約聖書として認められるべき書名リストの決
定の方が大事でしたから、キリスト教の聖書の基準「正典（カノン）」に合致している
ものが、旧約聖書コレクションを構成しています。
　それゆえにキリスト教会の聖書は、その基準との関係で「正典」「外典（副次的正
典）」また「偽典」というカテゴリーの問題が別途に生まれてきます。この正典基準
（文書リスト）は、時代によって、また東方諸教会や西方教会（カトリック）またプロ
テスタントなどの教派の考え方でも変化していて、教会の旧約聖書の書物リストは決
して歴史的に一定で不変なものではありませんでした。その点で、ユダヤ教の聖典「タ
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ナッハ」の文書リストは、古い時代から歴史的に一貫して「24」で固定されています。
ローマ時代のユダヤ歴史家ヨセフスの著作では「22」と紹介されたりしますがⅸ、それ
は数え方の問題で中身は同じであるとヒエロニュムスの証言から確認されますⅹ。要す
るにタナッハとは、「律法」「預言者」「諸書」の順番で並ぶ24冊のヘブライ語聖典のこ
とであり、その伝統を保存し伝えるのがマソラ写本です。

２．ユダヤ人とトーラー朗読の営み

　ラビ・ユダヤ教がどれほどトーラー中心の生活を営んでいたか、それを示すのがユ
ダヤ教のカレンダー意識です。戒律的には、１年は（９月ごろ）ティシュレイ月の１
日２日の新年の祭りから始まり、そして同月10日に大贖罪日、そして同月14日にスコ
ット（天幕の祭り）が始まり、そのスコットの最終８日目、同月22日に「シムハット・
トーラー（トーラーの喜び）」と呼ばれる祭がきます。
　この祭りは、トーラーの巻物を１年かけて、安息日に決められた部分を読んできた、

写真４：ボローニャ大学図書館のカタログ整理で発見された世界最古のトーラーの巻物。
　　　　�当初は17世紀のものとされていたが、その後、炭素14の検査で、1155－1225年のトーラー

の巻物であることが判明した。ほぼマイモニデスと同時代の巻物である。
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その最後の部分を読み終わることを祝うお祭りですが、同時に、また新たにトーラー
を１年かけて読み始めるお祭りでもあるのです。ですから、この日には、会堂には２
つのトーラーの巻物が用意されて、１年かけて読んできた巻物の最後の部分と、新た
に読み始める巻物の最初の部分が一緒に台の上に置かれて、一つの巻物を読み終わる
と同時に、新しい巻物を読み始めるという象徴的な行為を行います。
　言うならば、ユダヤの聖書解釈にとっての１年カレンダーの終わりと始まりが「シ
ムハット・トーラー」という日なのです。ですから、毎週の安息日で読むトーラーの
割り当て部分は毎年、同じ時期に同じ箇所を読みます。毎週の朗読の割り当て部分（パ
ラシャット・シャブア）には、それぞれ名前があり、ユダヤ教徒は、その朗読の割り
当て部分の名前を聞くと季節を感じるのです。
　例えば、パラシャット・ベレシート＝創世記１：１‒６：８といえば秋を思い、パラシ
ャット・デヴァリーム＝申命記１：１‒３：29といえば夏を思うという具合で、ユダヤ教
には、戒律で決められた祭りの一年の流れの感覚に加えて、トーラー朗読の箇所もカ
レンダー感覚の代わりです。
　このように、ユダヤ人にとっては、トーラー（律法）が第一の世界であり、「預言
者」や「諸書」はトーラー解釈の補完文書でしかありません。この聖典の感覚は、ユ
ダヤ教のトーラー解釈（ミドラッシュ）の中でトーラーの言葉を「預言者」と「諸書」
の言葉の引用で説明しようとする形式にも確認できます。安息日の会堂では、「預言
者」の言葉も、毎週のトーラー朗読の部分のテーマに合わせて「ハフタラー（預言書
からの抜粋）」として読まれます。現在では、そのハフタロット（毎週読むべき必要な
預言者の箇所）は、つなぎ合わされて一つの巻物（セフェル・ハフタロット）にされ
ています。本来は、預言者の全ての本を羊皮紙に書き記し一つの大きな巻物「ネビイー
ム（預言者）」を開いて、その巻物から引用箇所を読むべきなのですが、それは巻物形
式では物理的に不可能なので、預言者の必要部分を集めた抜粋の巻物が使われます。
要するに、ユダヤ教の慣習では、「預言者」全てを読むことは定められてないのです。
「律法」とは明らかに違うのです。
　その点で、対照的なのは、「ケトゥビーム（諸書）」の中に納められている５つの文
書（雅歌、ルツ、哀歌、コヘレト、エステル）です。それらはユダヤの慣習として最
初から最後まで読まれるテキストです。それゆえに「５つの巻物（ハメシュ・メギロ
ット）」と呼ばれたりもします。
　トーラーの巻物（セフェル）のように、巻物（メギラー）の形にされているのは、
ユダヤ教の観点から見ると、誤りのない写本を始まりから終わりまで読む意志の現れ
なのです。メギラーという言葉は、特にエステル記を指す言葉として理解されます。
プリムの祭りでエステルの巻物を読む習慣は戒律の一つに数えられていて、エステル
の巻物を読むときは特別の祝福の言葉を言います。それ以外にも、神殿崩壊を記念す
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る断食日（アブの月の９日）に哀歌が読まれます。また雅歌、ルツ記、コヘレトも三
大巡礼の祭り（ぺサハに雅歌、シャブオットにルツ、スコットにコヘレト）に読む習
慣がアシュケナジームを中心にあります。ただしエステルの巻物以外の朗読の時にも、
同じ祝福の言葉（ミクラー・メギラー）を言うべきなのか？には、理解の違いがある
ようです。
　いずれにせよ、ラビ・ユダヤ教とは、トーラーの巻物を中心に展開される宗教文化
であり、トーラーを全て朗読することを最重要視するのです。しかし、トーラーの巻
物は子音文字のテキストであるので、それに母音を足して音にする必要があります。
その母音を足す役割を果たすのがマソラ写本の母音記号です。
　興味深いのは、「24」を残したマソラ学者たちは、トーラー「５冊」の朗読のために
「音の記憶」を記号化して保存しただけでなく、その他の19冊についても（全部を読ま
ないにもかかわらず）同じ保存努力をしています。彼らの保存努力の伝統がなければ、
「タナッハの朗読」としては歴史の中で失われてしまっていたことでしょう。ここで大
事な点は、彼らマソラ学者たちも、タナッハの24冊を一冊のマソラ写本としながらも、
「トーラー（律法）」「ネビイーム（預言者）」「ケトゥビーム（諸書）」の区分を厳密に
きちんと守っていることです。

写真５－左：アレッポ写本－預言者の冒頭、ヨシュア記１章がトップから３列で書かれている。
写真６－右：�同上－律法の巻末、申命記34章、最後の単語の数を一つに絞る書き方はマイモニデス

の法規の通り。
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　例えば、上の写真（写真５）のように、アレッポ写本では、「律法」の続きのページ
にではなく新しいページから「預言書」をかきます。「諸書」についても同じです。
ページの空白が見て取れます。レニングラード写本でも「律法」と「預言者」の間に
は余分の空白として約３ページを与えています。そして、その空白には、朗読のため
のテキスト区分のリストが書き込まれています。「預言者」と「諸書」の間も同じよう
に約３ページの余白があけられて、そこにも朗読のためのテキスト区分のリストが書
き込まれています。
　つまり、マソラ写本のタナッハ（「24冊」）には、会堂で使うトーラーの巻物にはな
い、様々なテキスト区分（分割情報）があることに気づきます。その一つが記号「ス
ダリーム」というテキスト区分の印です。この印（セデル：複数形スダリーム）は、
最初の創世記から、最後のエズラ・ネヘミヤまで、全体を通じて確認できます（レニ
ングラード写本）。トーラーばかりか、「預言者」と「諸書」にも見つかる「スダリー
ム」記号の区切りは、朗読のための文章ユニットと考えられています。特に「預言者」
「諸書」の合計セデル数は293ですので、この数字は安息日／祭日の日数61と合わせる
と354になり、ユダヤ暦の一年の日数と等しくなります。この事実から、安息日や祭日
を除く一年間、毎日「預言者」「諸書」293セデルを一つずつ読めば、したがって、「タ
ナッハ」全部を読み終わるという計算になります。
　というのは、現在、ラビ・ユダヤ教においては、トーラーを一年で読み上げるため
に、毎週の朗読の割り当て（パラシャット・シャブア）方式を採用しています。それは
バビロンのユダヤ人の伝統に由来すると言われています。しかし、パレスチナのユダヤ
人の朗読伝統では３年半？または３年？でトーラーを読み上げてきましたⅺ。トーラー
部分のスダリーム数は、このパレスチナの伝統に対応しているという学説もあります。
　大事な注目点は、マソラ写本（レニングラード写本）には、トーラー部分の読みの
区切りについて、スダリームの記号だけでなく、パラシャット・シャブアの記号も併
記されていることです。マソラ写本に見られる、二つのトーラー朗読の伝統は、今日
のユダヤ教徒の印刷聖書「タナッハ」にも受け継がれています。現在のラビ・ユダヤ
教は、会堂でトーラーの巻物を一年かけて読み上げて行きますので、それ以外の普段
の毎日、「預言者」「諸書」のセデルを一つずつ読み続けるならば、期せずしてヘブラ
イ語テキスト24冊「タナッハ」を一年で読み上げることも可能です。なぜマソラ写本
が「24冊」の音を一括して保護しているのか？という疑問は、このように朗読の観点
から考えると合点がいきますⅻ。

３．タナッハの歴史構造：ケトゥビームの分析

　キリスト教もユダヤ教も「聖書」解釈には熱心です。しかし、前節までに述べたよ
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うに、ユダヤ人の生活と密接に結びついた「タナッハ」という《聖典》と、宗教改革
期にいたるまで聖職者のものでしかなかった「バイブル」という《正典》では、解釈
や理解に大きな違いが生まれるのは当然です。上述のユダヤ教とキリスト教の本質的
な違いに自覚的になると「歴史的に聖書を読む」前提が、必ずしも両者の間で一致し
ていないことがわかります。すなわち「旧約聖書」アプローチと「タナッハ」アプロー
チでは、その歴史的・文献学的批判の根本となるべき、テキストの概念が違うのです。
　旧約聖書学では、「創世記」や「出エジプト記」、「イザヤ書」など、書名で呼ばれ得
る個別具体的な「本」の概念が最初から「あるもの」とみなされ、それらの本の集合
がタナッハを構成する、という前提に立ちます。この書名中心のテキスト理解は、教
会が旧約正典の書名リストを定めた関心と無関係ではありません。この関心ゆえに、
教会の神学は、それぞれの本の著者性と真筆性、編集史を問うているのです。
　それに対して、「タナッハ」を前提とするアプローチは、その内在的な構成区分「律
法」「預言者」「諸書」の三部構造を分析対象にします。私たちが目にしているタナッ
ハ「24冊」は、マソラ学者によって、ここの書名・タイトルなしに、３つのヘブライ
語テキストの塊として保存されてきたものです。故に「タナッハ」の枠組みから切り
離して24冊各巻の起源を歴史的に問うよりも、まず「律法」「預言者」「諸書」という、
それぞれのコレクションの性格と起源を知るべきではないのか。「３つの文書群」の重
層的な歴史、つまり歴史的「タナッハ」を知る努力の中で、コレクションそれぞれの
性格と起源が、中身にどのように影響しているのか、を問うべきなのです。これらの
問いを経由してこそ、個々の本の性格と起源を問題にできる歴史的な文脈が与えられ
ると考えるのです。
　例えば、祈りをテーマにして詩篇やヨブを見直すなら、両者が「諸書」に属する以
上、それらの内容は、それ以前の「律法」「預言者」の祈りの伝統を前提にして読まれ
保護されたテキストであると考えます。それゆえに、「律法」「預言者」の祈りと「諸
書」（つまり詩篇とヨブ）の祈りの間には、どのような伝統の一貫性があるのか、また
どのような理解の変化がコレクションごとに起きているのかなどは、当然の関心とし
て湧いてくるのです。もちろん、そのタナッハの歴史的な追求は、後代のラビ・ユダ
ヤ教が伝える詩篇やヨブの解釈伝統とも切り離す事はできません。タナッハの三部構
造、それぞれの個性その前提や時代制約は、ユダヤの聖書解釈の伝統的関心からも、
帰納的に遡及されるべきものなのです。
　つまり「タナッハ」の構造は、古代からのトーラーを神聖視する伝統そのものなの
です。まずトーラー（律法）の巻物が最初にイスラエルに与えられたのであり、その
土台の上に「預言者」の書物群が生まれ、その「律法」と「預言者」の書物群の上に
「諸書」の書物群が発生した。「タナッハ」に内包される時系列の構造の認識は「トー
ラー」の信仰そのものなのです。それ故に、会堂では「預言者」と「諸書」の上に
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「トーラー」の巻物・テキストを置いても良いけれども、トーラーの巻物・テキストの
上に、預言者や諸書の巻物・テキストを置いては絶対にダメなのです（マイモニデス）。
トーラーが一番上に置かれなければならないというのは、タナッハの序列を厳密に守
る自覚の故ですxiii。
　では、歴史的な順序としてのタナッハの三部構造の信仰に、どれほどの史料的な根
拠があるのか？という問いには、何よりもマソラ写本を残した人々の代表ベン・アシ
ェルによるマソラ入門『ディクドゥケイ・ハテアミーム』（10世紀マソラ写本に掲載さ
れている）が、タナッハの三部構造を３つの時間帯（אשמורת）の積み重なりの構造と
理解しているという事実の指摘から始めなくてはなりません。「トーラーは、最初の時
間帯・・ネビイームは中間の時間帯・・ケトゥビームは最後の時間帯・・」「諸書の順
序は、最後の時間帯、真理の伝承、初期の記憶」というベン・アシェルの解説から、
「諸書」が属する時間帯とは一体どのような意味なのでしょうか？ここを考える所から
始めなくてはいけません。つまり「タナッハ」アプローチにおいては、マソラ写本に
保存されている、この「時間帯」の理解がとても大事なイシューなのですxiv。
　この３つの時間帯の中で「諸書」が新しい時間帯ということは、「諸書」の中身の観
察からも推論可能です。例えば、トーラーが巻物として会衆の前で読まれる記事がネ
ヘミヤ（８：１‒６）にあります。律法学者エズラが民に向かって、モーセのトーラー
の巻物を読んで聞かせる場面です。その光景の描写の中には、トーラーの言葉がわか
らない人々もいて、彼らには明瞭な説明（翻訳）が必要だったということです（８：
８）。また仮庵の戒律の解釈を求めて悩む描写もありますし（８：13‒15）、他民族との
間に生まれた子供たちは「ユダの言葉を知らなかった」（13：24）ともあります。では、
これらの記述が何を意味するのか。
　これらは現代人の私たちにもよくわかる聖典文化のリアルな描写です。つまり、聖
典テキストを理解する際に言語困難があるということ、「トーラーの巻物を民の前で朗
読しても理解できない者がいる」という物語は、私たちの聖書の読書体験でもないで
しょうか？驚くことに、このような読者リアリズムの視点は、「律法」にも「預言者」
の文書にも存在していないのです。少なくとも私にはそう思えます。言いかえれば、
現在にも続く「聖書テキストには解釈が必要である」という現実が「諸書」の中にお
いてのみ、明確に保存されているのです。トーラーの巻物が朗読されるも、ある人々
にとっては不可解な言語であり、不可解な文字であったというネヘミヤ記のような報
告は、「預言者」の中の物語記述には見当たりません。従って、ベン・アシェルが指摘
するように、「諸書」は、新たな時間帯に属するコレクションだと言えるのです。
　もう一つの大事な「諸書」についての観察は、預言者エレミヤの言葉がテキストに
なっていて、ダニエルはその文字の意味を悟るという描写です（ダニエル８章に見出
されます）。つまり、エレミヤは「預言者」の一冊ですから、「預言者」と「諸書」の
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文書群の時系列を考えるのに、これは良いヒントです。
　そもそもダニエルは、旧約聖書では（キリスト教の視点から見れば）本来は預言者
の一人です。にもかかわらず、なぜダニエルがタナッハの「預言者」のコレクション
に入っていないのか？これは当然の疑問です。その問いに答えて、ユダヤ学者エフラ
イム・ウルバッハは、ダニエル書が完成したときには、すでに「預言者」コレクショ
ンは閉じられていたと推論しますxv。
　つまり、「預言者」という文書群のネーミングは、イスラエルから預言者がいなくな
ったから可能なのであり、預言者がまだ活動しているときに「預言者」という名前の
文書群をまとめる事は不可能であるという考えです。
　この推論は、歴史的な証言によっても補強されます。ラビ文献には、ハガイ、ゼカ
リヤ、マラキの死後（ペルシア時代初期）イスラエルから聖霊は消え去り預言者はい
なくなったという歴史の伝承（サンヘドリン11b）があります。ちなみに、かれら３預
言者は、エズラ・ネヘミヤの同時代の人々、「大会堂の人々」の中に数えられていますxvi。
　他の伝承（セデル・オーラム・ラバ）では、アレクサンドロス大王の登場を境にイ
スラエルから預言者は消えたとも、されています。つまりダニエル書は、その後（ギ
リシア時代？）にできた本であるから預言者に収録されなかった、という推論も可能
になります。
　確かに、ダニエル書はヘブライ語とアラム語の混合テキストです（アラム語はペル
シア時代の帝国言語の一つ）。このような混合テキストは、「律法」の中にも「預言者」
の中にもありません。さらに、ダニエル書の中に、ギリシア語由来の単語（ダニエル
３：10）も確認されています（シンファオニア＝symphony他）。「諸書」の時代範囲の
メルクマール（ペルシア時代からヘレニズム時代まで？）を考える参考にもなります。
　要するに、「諸書」の時代的特徴に「預言の終焉」を考えることは、決して歴史的
に、文献根拠のないユダヤ教の空想ではありません。第１マカベア書（外典の一冊）
は、前２世紀に起きたユダヤ人とギリシア王国の戦争の歴史を語る本です。その中に
はエルサレムの神殿を取り戻したハスモン家のユダヤ人たちのことが書かれていま
す。それによると、彼らは、預言者がいない状況を前提にしていたことがわかります
（１マカ４：46「そしてこの石を神殿の丘の適当な場所に置き、預言者が現れて、この
石について指示を与えてくれるまで、そこに放置することにした」）。合わせて、詩篇
74：９には「私たちのために印は見えません。いまは預言者もいません。いつまで続く
のかを知るものもありません」という言葉があります。
　だから、２つの文書群「預言者」と「諸書」の成立について、預言の終焉の観点か
ら考察する必要があるのです。時の順序としてタナッハの構造を考えるなら、「諸書」
の書物が書かれている時代（エズラ・ネヘミヤのペルシア時代）に「律法」の「巻物」
が完成していたのは自明です（個別の本を前提にしている旧約学者はどんな内容の
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トーラーだったのかについて論争しますが）。では、「預言者」の文書群の成立は「諸
書」において想定されているのでしょうか？この疑問にどう答えるのかはとても大事
です。
　確かに「諸書」の中の詩篇には、預言の終焉を暗示する発言があるとしても、70人
訳ギリシア語聖書の中の（先ほど引用した）マカベア書は、預言の終焉の意識を明確
に口にしますが、これは後代の書物（外典＝アポクリファ）なので、ヘブライ語「タ
ナッハ」24冊の中には存在しない本です。その点で、預言の終焉を明示する証言は「諸
書」には余りありません。預言の終焉の意識が「諸書」の中で明確でないのは、ハガ
イ・ゼカリヤ・マラキ、最後の預言者たちが、エズラ・ネヘミヤなど「大会堂の人々」
と同時代人であったことも無関係ではないでしょう。ということで、ペルシア時代の
どこかで「預言者」コレクションが成立するのだけれども、その「預言者」の成立は、
「諸書」の書物が書かれている時代にも重なるわけです。「タナッハ」の時系列は、こ
のような見取り図と条件の中で考える必要があります。
　果たして「諸書」の著者たちは「預言者」の文書コレクションをすでに閉じられて
いた（文書群は完成していた？）と理解していたかどうか。ここは、「預言の終焉」の
意識が「諸書」の中に、本当に、希薄なのか？の疑問にも関わる大事なポイントです。
その点で、歴代誌と列王記の比較考察は、この問いに答える上で重要です。
　ラビの伝承によれば、歴代誌はエズラ・ネヘミヤによって書かれたと考えられてい
ます。ですから、歴代誌と列王記を比較するのは、まさに「諸書」と「預言者」の歴
史認識の比較でもあるのです（とりわけ歴代誌のヘブライ語は、サムエル記と列王記
のヘブライ語をほぼ受け継いでいるコピーのような側面があり、細部の変化で両者を
比較すると面白い発見が沢山あります）。
　興味深いのは、歴代誌と列王記の閉じ方の違いです。歴代誌はユダ王国が滅びて行
く過程を描きますが、一方で、歴代誌の終わりには、70年の時が満ちて「エレミヤの
預言が実現した」として、ペルシアのキュロス王（ユダヤ人をバビロンから解放して
エルサレムで神殿再建を命じた王）の手紙を引用して終わります（歴代誌下36：21以
下）。他方、列王記は、バビロンに捕囚されたユダヤのヨヤキン王が監獄から出されて
バビロンの王と共に食事をする話で終わっているのです。その後の、ペルシア時代の
展開を知りません。
　この対照的な結末から、この２冊には「歴史」認識にギャップがあることは明白で
す。さらに重要なことは「エレミヤの預言が実現した」という言及は、エレミヤ書に
も、ハガイ・ゼカリヤ・マラキの書にもありません。つまり「預言者」の中にはない
のです。つまり、この「歴史」認識は、「諸書」の中でのみ広く認められるものなので
す（ダニエル９：２、エズラ１：１、歴代誌下36：21以下）。エレミヤの預言が文書とし
て読まれる「諸書」時代の人々だからこそ、エレミヤの70年についての預言の成就に
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言及できる、つまり「預言者」の文書コレクションはすでに完結していた、とも考え
られるのです。（もっとも、この考えはあくまで現時点の見通しに過ぎません）。
　少なくとも４世紀後半、ヒエロニュムスは、ウルガータ聖書の序文で「タナッハ」
つまり「律法」「預言者」「諸書」の区分を明確にしています。彼は「諸書」をハギオ
グラファ「聖なる文書」つまり「聖書」と呼び、ユダヤ人が24冊と数えていたと証言
しています。遡れば、ヨセフス以前、「預言の終焉」が一般化したマカベア戦争の前に
は、「タナッハ」という概念が存在していたと、「ベン・シラの知恵」序文から想像も
できます。しかし、実際に「24冊」としての言及は、ヒエロニュムスを待たねばなら
ないのです。
　「タナッハ」内部の歴史構造とその区分は、いつ成立したのかに関して、一つの問題
は、詩篇・ヨブ記・箴言が「諸書」の中に存在していることです。これらは、ペルシ
ア時代以前の古い時代（ダビデの時代）を感じさせる文書です。特に、ヨブ記の知恵
のテーマと言語の設定（ユダヤの外の話）は特殊です。また箴言にも古代性がありま
す（特にエジプト『死者の書』との比較から確認できます）。これら３冊の個性をどの
様に理解するのかは、「諸書」の成立と預言の終焉を考える上で、とても重要な論点で
す。

４．マソラ写本から考える詩篇：文字と音の関係

　これまで述べたように「諸書」には、ペルシア時代の書物またヘレニズムの影響を
示すテキストまたアラム語の文書（タナッハの中で最も新しい文書の層）がある一方
で、その中には、詩篇、ヨブ記、箴言という、ソロモン・ヒゼキヤ時代の賢者の言葉
ばかりか、太古の異邦世界の知恵の言葉も含んでいる文書も収められています。トー
ラー中心の「律法」や「預言者」のコレクションには見当たらない、イスラエルの外
の世界を匂わせる世俗的な性格の文書も含む「諸書」のコレクションは、トーラー信
仰の中の多様性を垣間見せてくれています。その点で、新しさと古さが融合する「諸
書」の事態は、ティベリア式マソラのアクセント記号（ターメー・ミクラー）にも反
映されていると考えてよいでしょう。
　マソラ学者の聖書（タナッハ）のテキストには、古くからの読みの伝統を保存し記
録する、記号の工夫が多くなされています。その一つが文構造を決定し、どのように
伝統に沿って文章を区切って読むかを教えてくれるアクセント記号です。
　実は「諸書」のヨブ記、箴言、詩編は、特有のアクセント記号を用いています。他
の書物と比べて、そのアクセント記号の読みのシステムが特殊なので、それら３冊の
書名の頭を並べて「エメット」と呼んだりします（ヨブのアレフ、箴言のメム、詩編
のタフの３つ並べてエメットと読み、エメットは「真理」を意味する名詞となる）。い
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ずれも古代性を感じさせる書物なのですが、マソラ写本のアクセント記号は、これら
の本を、その他の21冊と区別して特殊な扱いをしています。これは「諸書」の成立を
考える上で示唆に富んでいます。
　ちなみにアレッポ写本、レニングラード写本では、これら３冊「エメット」につい
て、羊皮紙１葉の面に、二列の柱で文字テキストを書く形式を採用しています（写真
10）。ただしレニングラード写本の一部は違います。しかし、その他の「タナッハ」21
冊は、羊皮紙１葉に三列の柱で書きます。つまりトーラーの巻物を会堂で朗読すると
きに、巻物の開き方は三列の柱が見える様において、トーラーの朗読者に読ませるの
ですが、マソラ写本も、それと同じ体裁で三列の体裁で写本レイアウトをしているの
です（写真３）。
　トーラーをはじめタナッハの21冊は散文という理解です。一方、エメットの３冊は
詩文であり、文字の余白に余裕を与える体裁をとっています。このようなマソラ写本
の体裁において、３冊だけを区別することによって、エズラ以来の、詩文の文字の伝
統、音声の伝統、読みの区切りの伝統を守り伝えてきているものと信じられています。
　もちろん、ティベリア式の母音記号やアクセント記号など、その外見的な体裁が整
えられた（完成した）のは９世紀から10世紀の頃であると考えられています。10世紀
バグダードで活躍した、サアディア・ガオンは、アラビア語でヘブライ語文法を書い
ていますが、ティベリア式の母音記号をベースにして書いていますxvii。実は、これがユ
ダヤのヘブライ語文法の始まりですが、そのティベリア式母音記号は、シリア語聖書
の中に見られる母音記号にも共通する部分があるので、その外見的な体裁（記号の形
や呼び名など）そのものが古代まで遡るという事はありません。
　他方、確かなものはマソラ学者が伝える文字の伝統です。これは、トーラーの巻物
を作成する古代のソフリーム（写字生）たちの伝統を受け継いでいるからです。その
伝統の中の幾つかは、時にクムラン出土のイザヤの巻物にも共通しているものです。
マソラの聖書テキストに関わる伝統の基礎が紀元前に遡るとしても驚きませんxviii。です
から、マソラ写本のそれぞれの伝統は、独立性のある古代からの伝統として、文字と
音声の間に齟齬が生じていても、お互いの差異を隠すことはしません。お互いの伝統
の独立性は残したまま、優先する伝統について指示することで統一の規格を示します。
　その具体例がマソラの欄外注です。ケレー・ヴェラ・ケティーヴ（読まれるが書か
れない）、クティーブ・ヴェラ・ケレー（書かれるが読まれない）と呼ばれています。
例えば、申命記33：２のテキストは、「אשדת」と１語として書かれていますが、マソラ
学者のアレッポ写本の欄外注には「１語として書かれているが、２語として読め」と
あり、レニングラード写本の欄外注では「ק  エッシュ・ダットと読め」といאש　דת
う指示が書かれていますxix。つまり２語として読んでも、２語に分割して書かない。ま
た１語として書かれていても、１語として読まず、読むときは２語として読む。この
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ようにして、書かれている文字のレイアウ
トは変えることなく、読む音声の伝統は、
文字の伝統とは別物と指示するわけです。
　これがマソラ学者の知恵、つまり文字
の伝統（子音文字テキスト）と音声の伝
統（母音記号）の不一致を無理やり統一
しないで、両方の伝統の独立をそのまま
にして読むことを可能にしてくれる整理
なのです。従って、ときに読みの伝承は、
異なる本文の存在を暗示する場合もあり
ます。
　そこで、先ほどのヨブ記、箴言、詩篇
のアクセント記号の特殊なシステムに注
目したいと思います。アクセント記号は
母音記号とともに読みの伝統を伝えるも
のですが、同時に、主要なアクセントは
文章に大きな《区切り》を教えるので文
構造（シンタクス）の記号とも言えます。
すなわち、その区切りの伝統は、テキス
トの文字レイアウトにも影響を及ぼすの
です。とりわけ詩文の場合は、特別な空
白の文字レイアウトが必要になるため
に、エメット３冊だけが２列で本文を書
くという、余白の余裕のある羊皮紙の使い方になって現れているのです。
　エメット（ヨブ、箴言、詩篇）は、詩文であるゆえに区切りが大事であり、それ故
アクセント記号の指示する区切りも特別なら、文字テキストの空白レイアウト（つま
りケティーブ＝文字の書かれる伝統）も特別になり、その他の散文の21冊とは違うわ
けですが、興味深いのは、エメットの中の文字レイアウトとアクセント記号の区切り
の、整合性です。両者は独立しているだけに、文字配列の伝統もアクセント記号の伝
統も、それぞれ独自の詩文の切り方を主張してもおかしくありません。
　例えば、詩篇１篇において、アクセント記号と文字レイアウトの一致について、レ
ニングラード写本とアレッポ写本では違いが観察されます。アクセント記号の序列に
従うと、最も強い区切りは、ソフ・パスーク（＝ピリオド）、その次の区切りがオレ・
ヴェ・ヨレッド、その次がアトナフ、という順序で大きな単位から小さな単位へと文
章の区切りを示します。どちらの写本も同じ言葉の位置に記号を付けていますが、レ

写真７：�アレッポ写本（拡大）―申命記33章の
パラシャト・シャブア「ゾット・ハベ
ラハー」とセデルの印ס��が右端にあ
る。上から６行目（33：２）のאשדתに
ついてのクティーブ・クリーのコメン
トが下に見える。
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ニングラード写本とアレッポ写本では文字レイアウト（空白）の区切りが違います。
　アレッポ写本はソフ・パスークの記号を書く代わり必ず１行の終わりに合わせます
（またはオレ・ヴェ・ヨレッドでもパセクの所で、１行を終わらせます）。１行を二つ
に区切る空白を設ける仕方も、ティベリア式のアクセント記号の区切り（アトナフ、
オレー・ヴェヨレッド）に忠実に文字の空白をレイアウトしています。
　他方、レニングラード写本の文字のレイアウトは、エメットのアクセント記号の区
切りとは異なるところに１行の終わりをおいたり、また空白をおきます。アクセント
記号の指示するものとは異なる理解の区切りの伝統を文字レイアウトは示しているの
です。それゆえ、レニングラード写本の空白を尊重すると、詩篇１：１は「幸いなるか
な、悪人の助言にも罪人の道にも歩まなかった者よ/彼は悪計の座にも立たず座りもし
なかった」と読むことが可能ですxx。アレッポ写本の空白に従えば「幸いなるかな、悪
人の助言に歩まなかった者よ/そして罪人の道に立たなかった者よ/そして悪計の座に
も座らなかった者よ」と読めます。
　また１：５‒６はレニングラード写本の空白に従えば「それゆえに悪人は裁きに立つ
こともなく、そして罪人も（公平に立つことはない）/なぜなら主は、義人の会衆にお
いて義人の道を知るお方であるから、悪人の道は消えるであろう」といった理解が可
能です。これもアレッポ写本の空白によれば「それゆえに悪人は裁きに立つこともな
く、そして罪人も義人の会衆に（立つこともない）/なぜなら、主は義人の道を知るお
方であるから/悪人の道は消えるであろう」となります。

写真８－左（拡大）：アレッポ写本。詩篇１篇
写真９－中（拡大）：レニングラード写本。詩篇１篇。両写本の空白の配列の違いに注目せよ。
写真10－右：アレッポ写本の全体エメットは２列で書かれている。

　このように、詩文は言葉をどのように切るかで理解は大きく変わります。トーラー
の中にも詩文の箇所（出エジプト15：１‒19、申命記32：１‒43）がありますが、そこで
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は特別の文字レイアウトを施すことが定められています（マイモニデスの『ミシュネ・
トーラー』「セフェル・アハバー」「ヒルホット・セフェル・トーラー」８章）。
　ちなみに、この詩文レイアウトを守らないトーラーの巻物は、ユダヤ教の会堂で使
う事はできません。不適合な巻物とされます。文字レイアウトの自由度はトーラーの
巻物を作成するソフリーム（写字生）たちにはありません。ですからマソラ写本もトー
ラーの部分では文字レイアウトの不統一は起こりません。アクセント記号の伝統も文
字レイアウトとよく一致しています。
　これらの事実は、詩篇の成立について、いくつかの仮説を導きます。
　つまり、詩篇１篇の文字レイアウトとアクセントの区切りが一致しないレニング
ラード写本と、その２つが一致するアレッポ写本――これら２つの写本の詩篇１篇は、
エメットにおけるアクセント記号の詩文の区切りは共有しているが、両者の文字レイ
アウトの区切りは自由で固定されていない――この対照性から推論されることは、詩
篇の特殊な読み（エメットの区切り）の伝統の方が、文字テキスト配列の伝統よりも
古いのではないか？ということ、つまり、文字レイアウトの区切りの伝統はより新し
いから、より自由にレイアウトできて、統一されていないのではないかという可能性
です。さらに言えば、これらエメット３冊は、文字テキストの伝統に頼ることなく、
民衆の中で（または祭司たちの中で）音声の伝統の記憶として独立して継承されてき
た「無文字テキスト」であったのではないか。このような様々な可能性が湧いてくる
のです。
　この点で、対照的なのは、トーラーの巻物の厳密さです。つまり文字化された「律
法」テキストは、古い時代より厳しい文字の統一規格があり、それに巻物が縛られて
いたので、マソラ写本においてもトーラーの文字レイアウトの伝統についてブレがな
い。むしろトーラーの母音記号とアクセント記号の解釈の多様性の方が目立つことを
思います。二つの写本の間に見られる「詩篇」の文書テキスト形式（パラシャーなど）
の不統一と、エメットのアクセント記号の伝統（音声の伝統）の統一という矛盾。し
かし、まさに伝統どうしの矛盾を解決せずに、そのまま凍結して保護したマソラの無
名の学者たちのスピリットのゆえに、タナッハ成立の歴史に私たちは思いをはせるこ
とができるのです。
　以上のように、タナッハ・アプローチは、ユダヤ教が積み重ねている「聖書」の伝
統の情報を歴史批判的に見つめ直す努力でもあります。多くのユダヤ賢者たちがトー
ラーの巻物やヘブライ語写本を前にして、どのようにその言葉を声にして読み、その
意味を読み解き明かしていたのか、その彼らユダヤ賢者の注解の現場に私たちが迫る
というのは、当時の読者の頭の中にあるテキストの姿形や音声のリアリズムを、残さ
れているマソラ写本の注や記号や註解書の中から想像し復元する努力でもあるわけで
す。それは、ある意味、「タナッハ」世界の全てを守ろうとした人々、つまり主にマソ
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ラ学者（部分的にはヘブライ語文法学者・トーラー注解者）たちが、彼らの先人（聖
書の預言者）たちが口伝で残していったタナッハの文字と音また意味の伝統のリアリ
ズムを、シナイ山のトーラー啓示の源泉にまで遡って想像して復元し、それをマソラ
写本の文字と記号の中に残そうとした、そのマソラの学者努力と似てないでしょうか。
　その点、ユダヤ教の伝承における写本の世界を知ることは、歴史的「タナッハ」の
「生の事実」にせまる上で有益です。とくに聖書は、翻訳されるたびに翻訳者が無用と
判断し割愛していくものですから、マソラ写本のディテールを観察することは、聖書
解釈のリアリズムを回復する上で刺激的な思考と推理の材料となるのです。たとえば、
「詩編」はマソラ写本において、一つの文書でなく５巻からなる文書なのですが、その
詩編の５巻区分は今日の日本の新共同訳や聖書協会共同訳からは割愛されています。
日本では「口語訳聖書」が、そのディテールを残していました。
　詩篇の５巻の区分はアレッポ写本をみると一目瞭然です。詩と詩の間には１行を空
け、詩篇の巻と巻の間には２行空けます。歴代誌と詩篇の間も２行空けます。ですの
で、詩篇の５巻の単位は、それぞれ「諸書」中の他の書物の扱いと同じです。他方、
「預言者」の中の文書と文書の間には３行の空白が空けられます。「律法」の中の文書
と文書の区別（例えば創世記と出エジプト記の区別）では、４行の空白が設けられま
す。
　ある意味、マソラ写本の改行の用い方には「律法」「預言者」「諸書」の重要性の差
別化が見て取れます。
　詩篇の５巻に対して、エステルや哀歌や雅歌などと同じように２行の空白を写本が
与えている事は、解釈のリアリズムの観点からは大事な情報です。文字レイアウト的

写真11：�会堂でトーラーの巻物を読むために自宅で練習する教材『ティクーン・コルイーム』。左側
のコラムは会堂で読む巻物テキスト（母音記号・アクセント記号がない）。そして右側のコ
ラムはマソラの母音記号を配置したテキスト。両方を交互に見ながら、最終的に母音記号
抜きで読めるように練習する。
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には、それぞれ一つの巻物（メギラー）であった可能性があるという事です。それが
５巻集まって「詩篇」という大きな文学ユニットを構成する。これは「律法（トー
ラー）」の巻物が５つの部分から構成されている事実と似ています。このように、個々
の巻物を集め、大きな文学ユニットにして行く「タナッハ」成立過程を歴史的に追求
することは、いわゆるトーラーに関する文書資料仮説とは違う、より実証的な写本の
歴史学、いわば「タナッハ学」の創造の必要性へと私たちを導くのです。
　少なくとも、「律法」と「詩篇」も文字レイアウトの観点から見ると内部に文書量の
違う複数の巻物があると思わせるので、とても古い時代から詩歌を巻物にして集める
努力が継続していたことは推測されます。ちなみに以前より古代のシリア語やギリシ
ア語の翻訳聖書（プシータ：70人訳）から詩篇151の存在は知られていました。そし
て、20世紀になり、そのヘブライ語テキストの原典？がクムランの洞窟から発見され
ました。
　ここからわかるのは、詩篇には、まだまだ沢山の詩文が追加される可能性はあった
ことです。詩篇の取集は、預言者の古い時代からなされていても完成されることなく、
預言の終焉の時代になってもまだ続いていたと考えるなら、ケトゥビームの中に詩篇
が含まれた理由も理解できます。同時に、その長い収集作業にピリオドをうって、詩
篇を今ある形（５巻）にした人々の気持ちについても考えてしまいます。なぜ詩篇を
５巻の形にして（それ以上、新しい詩篇を求めずに完結させて）諸書に含めたのか？
とイスラエルの人々の信仰を尋ねることは、特に、詩篇を歌う行為は預言行為でもあ
ると信じる伝統がユダヤにあるだけに、それは、まさに預言がイスラエルから消えた
時代とは一体どういうものかを尋ねることなのでもあります。それでは、「詩篇」と預
言者の関係についても、もう少し詳しく、次の単元で考えてみましょう。

５．「詩篇」と預言者の祈り

　福音書の中で「タナッハ」概念を思わせるイエスの発言が「山上の垂訓」にありま
す。

　　 　「私がきたのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止する
ためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現
し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない」（マタ
イ５：17‒18）。

　またマタイ22：36‒40にはこうもあります。

　　 　「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか。」イエスは言われた。「『心
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を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。』こ
れが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自
分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この２つの掟に基づいている。」と。

　ここから学ぶ事は、イエスにとって「律法」と「預言者」は、聖典（聖書）の名前
であるという事です。イエスには、この言い方が定式化していて、ここには「諸書」
は出てきません。唯一、「タナッハ」の三部コンセプトに対応していると思われる用例
は、ルカ24：44「私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は、必
ず全て実現する」です。ここで「詩編」の書名が「諸書」を代表するかのように出て
きます。ここから、当時「諸書」という文書コレクションはまだ完成していなかった
と解釈することも可能です。しかし、タナッハの三部構造をしめす文言の初出は、前
２世紀頃です。すでにベン・シラの書の序文には「律法の書と預言者の書及びその後
に書かれた他の書物は…」とあります。これを考慮すると、「詩篇」という書名がここ
で出てくる理由は、ルカ福音書の著者が、すでにイエスの到来を昔から預言していた
書として「詩編」を見ているから、「律法」と「預言者」に続けて「詩篇」が並べられ
ている、と考える方が妥当です。
　事実、ルカ福音書と同じ著者によると思われる使徒行伝２：30には「ダビデは預言者
だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると、神がはっきり誓っ
てくださったことを知っていました。そして、キリストの復活についても前もってし
り、『彼は陰府に捨ておかれず、その体は朽ち果てることがない』と語りました」とあ
ります。
　このように福音書や使徒行伝を読むと、当時のキリスト教会は、旧約聖書の言葉を
イエス・キリストの復活の預言として理解していた様子が分かります。こういう、預
言者の書のように詩篇を見る見方、ダビデを「預言者」的に扱い、メシア預言を述べ
たという、解釈はどこから来るのでしょうか。教会側の創造的な解釈という理解もで
きます。しかし、同時に、古いユダヤの伝統に根ざした解釈である、と考えることも
可能だと思います。
　詩編はヘブライ語で「テヒリーム（賛美）」と言います。しかし、詩篇の表題を見て
いくと「テヒラー・レ・ダヴィド（תהלה לדוד）」（詩篇145：１）というのはごくまれで、
多くは歌や音楽の関係の名前「ミズモール」「シル」、例えば、「シル・ミズモール・
レ・ダヴィド（שיר מזמור לדוד）」というふうに呼ばれています。ですから、本当はギリ
シア語由来の書名「Psalms」と同じように「ミズモリーム（歌集）」と呼んでもよかっ
たのです。
　しかし、この文書の名前は「賛美」というよりも「祈り」と呼ぶのがふさわしいと
する意見がユダヤの聖書解釈の中にありますxxi。確かに「祈り・תפלה」という名詞は、
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色々な形で31回も詩篇の中で使われていますが、「賛美・תהלה」という名詞もまた色々
な形で31回使われています。「祈り」と「賛美」はどちらも詩篇の鍵語ですが、注目し
たいのは、先のマソラ写本の議論で確認した、詩篇の５巻の締めくくりが、実は「祈
り」の構造でほぼ共通している点です。
　例えば、第２巻の終わりの詩編72：20には「エッサイの子、ダビデの祈りは完成し
た」とありますが、その前の節に「栄光に輝く御名を祝福する事はとこしえに、彼の
栄光で全地は満たされよ、アーメン、アーメン」とあります。つまり詩篇72の「アー
メン」がちょうど第２巻の終わりにあたります。第１巻の終わりは詩篇41：14ですが、
そこには「主、イスラエルの神を祝福する事は、とこしえからとこしえまで、アーメ
ン、アーメン」とあります。第３巻の終わりの詩篇89：53も「主を祝福する事は、とこ
しえまで、アーメン、アーメン」とあり、第４巻の終わりの詩篇106：48も「主なるイ
スラエルの神を祝福する事は、とこしえから、とこしえまで、全部の民はアーメンと
言った、ハレルヤ」とあります。そして詩篇150：６「ハレルヤ」で詩篇全部が完結す
る構造になっています。
　つまり、「アーメン」で締めくくる形式は、ある意味で、ユダヤ・キリスト教の祈
り・祝福の締めくくり「アーメン」形式の起源ともいえるわけですが、でもなぜ詩篇
がこの様な「祈り」の形式になっているのか。注目したいのは詩篇５巻の中の表題に
出てくる個々人の名前です。一般的に、彼らが個々の詩篇の作者であると理解されて
います。
　つまり「アサフ」（詩篇80）、「エドトン」（詩篇39）、「ヘマン」（詩篇88）、これらの
表題の名前の人々は、レビの子孫であり（歴代誌上６：16以下）、彼らは神殿の中で音
楽や歌を歌う人たちであり、同時に「預言する人たち」でもあったのです（「彼らは竪
琴、琴、シンバルを奏でながら預言した」歴代誌上25：１以下）。つまり、彼らによる
賛美が「祈り」の形式で貫かれている理由は、神殿で仕えたレビ人たちの音楽奉仕が、
同時に、「預言者」の行為を意味したことの影響かもしれません。
　もちろん、表題には「神の人、モーセの祈り」（詩篇90）、「ダビデの祈り」（詩篇17：
１；86：１）などがあります。また「エッサイの子、ダビデの祈り」（詩篇72：20）の締
めくくりでは、「完成した」と訳されるプアル動詞「כלו」が三人称複数の形であり、そ
れが名詞「祈り」の複数形を受けていることから、全詩篇が「ダビデの祈り」である
という解釈も可能です。ちなみに、表題תפלה למשה, תפלה לדודのヘブライ語前置詞「ל」に
は所有の意味もありますので、「～に向かって（捧げる）」という意味でも理解できま
すから、「モーセに捧げる祈り」、「ダビデに捧げる祈り」と理解することも可能です。
　預言の行為と音楽の関係は「律法」「預言者」の中でも、古くより知られていること
ですが、歴代誌（上25：１以下）では「レビ人たちが預言をした」と描写されていま
す。この神殿内における詩歌を作り歌う行為が預言者の「祈り」の行為として理解さ
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れ比較されることは、おかしなことではありません。ハバクク３：１には「預言者ハバ
ククの祈り。シグヨノトの上で」という表題がついて、最後は「私の調べの指揮に」
と締めくくられています。ハバクク３章は詩篇と形式が似ています。まさに「私の祈
りがあなたの前に届きますように」詩篇88：３の一句は、預言するレビ人ヘマンの祈り
の言葉として述べられたのです。
　ラビの伝承には「ダビデは10人の長老の手を借りて詩篇を書いた」とあります。そ
の10人は「アダム、マキツェデク、アブラハム、モーセ、ヘマン、エドトン、アサフ
と３人のコラの子たち」（ババ・バトラ14b,15a）、また「アダム、アブラハム、モーセ、
ダビデ、ソロモン・・」（ヤルクート・ハ・マキリの冒頭）等いくつかのヴァージョン
があります。この10人のリストにはダビデ時代以前の人たちも含まれていますが、彼
らはダビデが将来「詩篇」を書くことを預言して述べた言葉であるのだ、とラビたち
は説明します。しかし、ダビデ以降の人たちの名前（エズラ３：10）も詩篇に含まれて
います。この疑念に対しては、ダビデの声が彼らの歌に混ざっているからと応じます。
後代の人の歌にダビデの声が混ざっているというのは、「イスラエルの麗しい歌」とい
うダビデの遺言にラビたちは根拠を見出しています。
　「イスラエルの麗しい歌」とは、サムエル記上23：１‒２「これがダビデの最後の言葉
である。エッサイの子、ダビデはいう、ヤコブの神に油注がれた者、上より立てられ
た男はいう、イスラエルの歌は麗しいと。主の霊は私の中で語った。彼の言葉が私の
舌の上にあると・・」の箇所に由来する言葉です。この一句から、ラビたちは、時間
を超えて、ダビデ以降の様々な人の言葉・詩も聖霊で語られた言葉なら、ダビデの名
前で呼ばれることに妥当性を見出すわけです。だから、歴史の時代の違いを超えて各
世代の「祈り」「賛美」は、集合的にダビデのイスラエルの歌の世界として捉えること
が可能になるというのです。ここには「詩編」をめぐる独特のユダヤの世界観がある
わけですが、「タナッハ」として読むとき、少なからず違和感も残ります。
　というのは、ラビたちの歴史感覚によれば、預言者の最後は、ハガイ、ゼカリヤ、
マラキだからです。「諸書」に属する「詩編」は、「預言者」という文書コレクション
以後の文書コレクション、つまり預言者のいない、預言が途絶えた時代に集められた
文書だと考えられています。ダビデ後のイスラエルの世代が、神の霊によって歌う歌
の全てが「ダビデの歌」であると言っても、その主張は整合性に欠ける印象が残りま
す。事実、詩編74：９には「私たちの間に預言者はいません」という言葉があります。
つまり「詩編」を預言者の「祈り」の書とみなすラビの見方は、「預言の終焉」を否定
する意識にも思えますxxii。
　この詩篇と預言の終焉の関係は、イブン・エズラも共有している問題意識です。そ
の点でも、思想史的意義は、小さくない問題です（「もし私たちが全ての詩編の書の秘
密を知っていたとしても、それは全てが祈りと賛美なのであり、たとえ聖霊で言われ
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たとしても、そこに未来に対する預言はない」）xxiii。マソラ学者（ベン・アシェル）は、
三つの時間意識の積み重なりを意識して、タナッハの三部構造の枠組みを整えている
以上、先ずは「律法」「預言者」「諸書」の三区分の中で「祈り」の変化を見ていきま
しょう。

６．タナッハの中の祈り：「律法」

　ヘブライ語では「祈る」という動詞語根は、いわゆる「お願いする」という動詞の
語根（בקש, שאל）とは区別されています。セム語で「祈る」にあたる語根（עתר）の
意味は、大体、犠牲を捧げて神に「お願いする」の意味になりやすいのですが、ヘブ
ライ語の語根「祈る」（פלל）は法律用語で「仲裁する」という意味にちかく、公平な
る裁判官である神に、預言者（仲介する人）が訴えの言葉を述べるというニュアンス
です（サムエル上２：25）。
　例えば、創世記20章におもしろい祈りの物語があります。ゲラルの王アビメレクは
アブラハムの妻サラを彼の妹だと勘違いして王宮に召し入れるのですが、神が夜、夢
の中に現れて、その行為のゆえに「あなたは死ぬ」と彼に告げます。するとアビメレ
クはまだ彼女に触れていないことから、神に自分の無実を訴え「異邦の民は正しくて
も、あなたは殺すのですか？הגוי גם צדיק תהרג」（４節）と尋ねます。すると神は夢の
中で６節「私もあなたが無邪気な心でこのことをしたことを知っているから、私もあ
なたを見逃そう」７節「ただちにあの人の妻を返しなさい。彼は預言者だからあなた
のために祈ってくれるだろう」というやり取りがあります。
　つまり、アブラハムは預言者だから彼のために癒しを祈るという認識は、普通の人
が神に願い事をする感覚とは違います。預言者の「祈り」は、自分のための祈りをし
ない、他の人の苦しみを取り成す祈りをする、それが預言者の祈りです。
　このアブラハムの祈りの特質について、マソラの欄外注は、「預言者」の中よりイザ
ヤ44：17「残りの木で、神を自分のための偶像を作り、ひれ伏して拝み祈っていう、「お
救いください、あなたは私の神」と」、および「諸書」の中より詩篇72：15「王が生命
を得ますように、彼にシェバの黄金が捧げられますように。彼のために人々が常に祈
り、絶え間なく彼を祝福しますように」を比較参考せよと指示します。まさに自分の
ために祈る偶像礼拝者の言葉と、自分のためではなくソロモン王のために祈る詩人の
言葉の対比が見事ですxxiv。
　「律法」の中で、ペイ・ラメッド・ラメッド「פלל」のヒトパエル動詞「祈る」が使
用された最初の用例が、このアビメレクの物語です。神と人の間に入って調停すると
は、どういうことなのかについて、この物語が教える大事なポイントがあります。そ
れは、「祈る」という行為は、まさに神と人の間に入る行為なので、誰にでもできるこ
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とではなく、それは預言者にしかできない仕事であるという風に、神ご自身が思って
いるということです。
　これは私たちが思っている「祈願」とはだいぶ違っています。神はアビメレクに対
して怒り、アブラハムだけが預言者なので、神とアビメレクの間をとりなして祈るこ
とができると告げるのです。その通り、アブラハムが祈ると、アビメレクは死なない
ですみました。
　タナッハ・アプローチは、テキストの順序を重要視します。トーラーの中で最初に
「祈り」の語根が使われた文脈が大事になります。タナッハの読み方としては、最初に
「祈り」の語根が出てきたときが、その言葉の意味の出発点になるのです（巻物テキス
トを転がして読む読解の特徴です）。以降、テキストの順序を降るにつれて、どんな文
脈で使われ、どのように祈りの行為が変化していくのかを観察するのです。例えば「律
法」後の「預言者」の中で、祈りの描かれ方に変化は起きるのか否かと、問うのです。
その変化の延長線上に「諸書」の詩編の祈りを観察し、その特徴や特別な変化の有無
を確認するのです。
　その意味で、繰り返しますが、タナッハの中で最初に「祈る」人、つまり「祈り」
の語根の主語となったのは、アブラハムでした。（創世記20：17「アブラハムは神に祈
った。神はアビメレクを癒した」）。同時にアブラハムはヘブライ人と最初に呼ばれた
人でもありました（「ヘブライ人アブラム」創世記14章13節参照）。このように初出に
こだわる読み方は、巻物形式の読書体験としてのタナッハ・アプローチを意識するか
らですが、最初の預言者であり、最初のヘブライ人（ヘブライ語）である人が、まさ
しく、ユダヤ／キリスト／イスラム教における信仰の父・アブラハムであるというこ
とに注目すると、今まで見えていなかったタナッハの「祈り」の特別の含意が現れて
くるように思えます。
　言いかえれば、タナッハにおいて、動詞「祈る」の用例の中に異邦人が主語になっ
ているものがあるのか否か、という問い、「祈り」は契約の民であること、また異邦人
であることに、どう関係するのか、という問題です。まさにアビメレクが口にした「異
邦人＝גוי」という認識にも関わることですが（私訳「主よ、あなたは、異邦人は正し
くても、殺すのですか？」20：４אדני הגוי גם צדיק תהרג）、この点は「預言者」「諸書」を
さらに見ていく中でお話します。（これは本筋とは離れますが、神と人の間に入るとい
う意味である預言者の祈りの伝統は、ヨハネ伝17章にも生きていると思います。）
　モーセの祈りの場合もアブラハムの場合と似ています。民数記21：７には「民はモー
セのもとに来て言った。「私たちは主とあなたを非難して罪をおかしました。主に祈っ
て私たちから蛇を取り除いてください。」とあり、そして「モーセは民のために主に祈
った」とあります。預言者の祈りに共通するイメージは、人の苦しみを神に取りなす、
その神と人の間に入る仲裁の祈りですが、同時に、預言者は他人から祈りを乞われる
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人という点も注目する必要があります。「僕たちのために、あなたの神、主に祈り、
我々が死なないようにしてください」と、民は皆サムエルに仲裁を願ったと（サムエ
ル上12：19）あります。預言者は人々に祈りをこわれるまでイニシアティブ（祈りを始
めること）を自分の意志でとらない人のようにも思えます。
　しかし、申命記９：20,26「アロンに対しても、主は激しく怒って滅ぼそうとされた
が、私は、その時、アロンのためにも祈った」では、モーセが自発的に神とアロンの
間に入って取りなしの祈りをしました。それは、モーセ自身のイニシアチブでアロン
の救いのために祈ったというイメージです。どう理解したらいいのでしょう？その点
では、アブラハムの祈りも文字通りアビメレクの口から直接に頼まれたとは書かれて
いません。イニシアチブの有無についてはさほど重要でないのかもしれません。大事
なのは、預言者の祈りは、他者の苦しみに共鳴共感して、思わずしてしまう「祈り」
なのかもしれません。以上が「律法（トーラー）」における預言者の祈りです。

７．タナッハの中の祈り：「預言者」

　「預言者」において、祈りのイメージはさらに変化してきます。有名な例は、サムエ
ルの母、ハンナの祈りです。「私はこの子を授かるようにと祈り、主は私が願ったこと
を叶えてくださいました」（サムエル上１：27）とあるように、彼女には子供がないの
で、子供を授けて欲しいという祈りをしました。彼女は預言者ではありません。でも、
そのハンナの心の苦しみの願いに神は応えられたということですから、個人的な願い
を直接に自分で神に祈ったわけです。彼女は、預言者に頼むのではなく、直接に自分
の苦しみを神に祈ることをするわけですが、この彼女の祈りは、その後、自発的な、
人々の祈りのモデルにもなります。
　「律法」の祈りの描写と比べると、「預言者」に見る祈りの物語は何か異なります。
そう感じる一つの理由は祈りの語彙です。「ハンナが主の御前であまりにも長く祈って
いるので、エリは彼女の口元を注意して見た。ハンナは心のうちで祈っていて、唇は
動いていたが声は聞こえなかった」（サムエル上１：12‒13）とあり、「心」という語彙
が中心的な祈りの場所になり、その心の中で「主の御前に」いる内省の自覚を伴う行
為が「祈り」と呼ばれるようになります。「預言者」における祈りの新展開といえるで
しょう。
　「律法」の中の「祈り」モデルでは、アブラハムの心が、神に向けてどのような思い
なのかはあまり描かれません。むしろ依頼者アビメレク自身の純粋な心と比べると（創
世記20：６）アブラハムの心の姿は、外面的・表面的にすら見えます。つまりアブラハ
ム個人が多くの見返りをアビメレクから受け取り、その後、突然、何も頼まれていな
いのに、アブラハムはアビメレクの癒しのために祈る（創世記20：17）描写（האלהים  
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が出てくるのは、まるでセレブ裁判で高額の弁護士が頼まれもしな（ויתפלל אברהם אל
いのに自ら「仲裁する」ニュアンスに似ているかもしれません。
　サムエル上２：25「人が人に罪を犯しても、神が間に立ってくださる（ופללו אלהים）。
だが、人が主に罪を犯したら誰が彼のためにとりなしてくれよう（מי יתפלל לו誰が彼の
ために祈ってくれよう）」は、２つの動詞（ピエルとヒトパエル）の形を使い分けてい
ます。仲裁が他動詞的な行為（ピエル）の意味であるなら、神も自らが第三者である
時は、人と人の間の揉め事を取り成すことができる。しかし、神が揉め事の当事者に
なったら、もはや神も仲裁はできない。無理である。そのとき、自ら仲裁者として神
に取りなしをする者はいるのか？その時は、預言者の自らの発心しかない。あえて揉
め事の間に自分で自分をおいて「仲裁」をする（再帰動詞的な行為）投げ身の心です。
その点で、誰かのために祈る預言者の祈りの伝統とは、自発的な再帰動詞の心の伝統
なのであり、だから「祈る」は、ヒトパエル動詞の形をとる、ということなのかもし
れませんxxv。
　その点で、ハンナは預言者でもないのに、自らのイニシアチブで自分の願いを祈る
のは、それまでの「預言者の祈り」の逸脱かもしれません。しかし、彼女の願いは生
まれた自分の子供を主に捧げることでした。その祈りが聞かれて、ハンナに与えられ
たその子供が成長し神の声を聞く預言者サムエルになるわけです。自らの意思で祈り
を始めたハンナの祈りは、まさに預言者のヒトパエル動詞の再帰性に「自分で自分自
身を取り成す」という新しい民衆の次元を加え、エルサレムの神殿で祈る人たちの先
駆けになったようにも思えます。そして彼女の息子サムエルも、自らのイニシアチブ
で民のために「祈る」預言者になりました。サムエル上７：５「イスラエルを全員、ミ
ツパに集めなさい。あなたたちのために主に祈ろう」の発言は、イスラエルの人々の
中に異教の神々が居座る心の状態を改めることを求める条件（「心を正しく主に向け、
ただ主にのみ仕え」）の上での言葉です。ハンナが神への祈りに集中した「心」の状況
を、サムエルは民にも要請しました。これは、「律法」には見られなかった新しい祈り
の展開です。
　聖書の歴史では「その頃、主の言葉が臨むことは少なく、幻が示されることも稀で
あった」（サムエル上３：１）といわれた時代です。その頃に預言者サムエルが出現す
るわけで、「サムエルは、民の言葉をことごとく聞き、彼はそれらを主の耳に語った」
（サムエル上８：21）とあるように、まさに民と主の間のとりなしの役を自ら主体的に
引き受けている姿は、まさに預言者の「祈り」そのものです。「間に入る」という意味
を文字通り生きている「祈り」の預言者サムエルが、民の思うことは良くないと思う
時、主に祈ると（サムエル上８：６‒７）主は預言者サムエルにご自分の思うことを語
って教えます。ある意味、サムエルにおいて、「預言者」の祈りの伝統は、とても特権
的な、独占的な神との関係性の「祈り」になっています。しかし、ソロモンによるエ



ユダヤ教の聖書「タナッハ」の読み方　―詩篇とヨブの祈りについて―

29

ルサレム神殿の建立とともに、イスラエルの民の祈りには大きな変化が起きます。
　というのは、ソロモンは「わが神主よ。ただしもべの祈りと願いをかえりみて、今
日、しもべがみ前に捧げる叫びと祈りを聞きとどけて下さい。そして、夜も昼もこの
神殿に、この所に御目をそそいでください」（列王記上８：28）と祈りました。これに
よって、それまでの預言者の祈りのコンセプトがいろいろな意味で完全に変えられて
しまいました。一番、大きな変化は、「祈り」の民主化です。「祈り」の解放です。神
殿の存在のおかげで、すべての民が自ら直接に祈りを神に捧げることができるように
なります。
　ではなぜ、ソロモンがエルサレムに神殿を建てることで、つまり人間が神の前にい
つでも立てる特別な固定された一つの場所を設けることで、預言者に祈りを依頼する
必要がなくなってしまうのか。
　一つのヒントは、ソロモンの祈りの語彙です。ソロモンの祈りの特徴は、神殿と祈
りの関係を教えることです。つまり祈る人が顔を向ける方向性へのこだわりです。列
王記上８：28には「あなたのしもべの祈りにあなたが顔をむけてください」という表現
がありますが、פנית אל תפלת עבדך「あなたの僕の祈りに顔をむけてください」の動詞
パニーム「顔」と同じ語根の表現です。「主の前に」という表現は、「主のפנים、はפנית
顔に向かって」の意味であり、それが「主に向かって祈る」ということなのです。ソ
ロモンの祈りは、まさに「主の顔の前に」ある自覚を言葉にしたものと言えます。
　これは、預言者モーセの祈りの伝統でもあります。モーセも「主の前に私は倒れて
40日40夜・・私は主に向かって祈ってואתנפל לפני הי...ואתפלל אל ה」（申命記９：25‒26）
とあり、またハンナの祈りでも「主の前に祈ることלהתפלל לפני הי」は「主に向かって
祈るלהתפלל אל הי」（サムエル上１：12）と描写されています。彼女が「神を正面から
見ている」ことと、彼女の祈りが聞かれることは、一つであり分離不可なのです。と
いうのは、モーセについて「主は顔と顔を合わせて彼を知った」（申命記34：10）と表
現されているように、顔と顔が対面する状況こそ、神がモーセに「口から口へ」と直
接、言葉を告げる状況（民数記12：８אל פה אדבר בו פה）なのです。「神を正面にして祈
る」とは、まさに人の言葉が直接、神の言葉と交差する状況を意味します。
　つまり、ソロモンの神殿は、まさに「主の前に」「主の顔に向かって」立つポジショ
ンが何処にあるのかを人間に明確にしてくれるのです。そこに向けば、神の顔の前に
いることが保証されるのです。人が祈るとき、方向が大事という感覚は、まさに神殿
を抜きにはあり得ない発想です。「この所に向かって」顔を向けてくださいと、ソロモ
ンが神に要求するのも、また人々にも、神殿の方角に向かって祈ることを条件づける
のも、それまでの祈りの伝統にはない新しい発想です。今でもユダヤ教もイスラム教
も、祈る人は正確にエルサレムに向くこと、メッカに向くことがまず大事なのですが、
これらの習慣においてスピリチュアルな意味で、もし一つ不足があるとするなら、神
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の顔が自分の方をみてくれているかどうか、です。主が自分に対して目を開き、見て
くれていてこそ、人の願い事は、預言者の祈りにもなるわけです。だからこそ、「顔を
むける」「顔を隠す」という表現は、詩編における詩人の祈りで大事なテーマになるの
です（詩編86：16,88：15他）。
　ソロモンの祈りは、身分の貴賎にかかわらず全イスラエル人が祈る、あらゆること
（社会的な問題、疫病、飢饉、戦争捕虜、個人的な善悪、隣人に対する罪など心の痛み
や心の中身の問題）が含まれています。しかし、すべての祈りの妨げを取り除くとい
う意味では、「あなたの民イスラエルに属さない異国人が、御名をしたい、遠い国から
来て、この神殿で祈る」という異邦人のための祈りは、全くもって画期的であり、革
新的です（アブラハムとアビメレクの話を思い出してください）。それゆえ預言者イザ
ヤは、エルサレムの神殿を「祈りの家」と呼びました。
　すなわち、イザヤ書56：７「わたしは彼らを聖なるわたしの山に導き、わたしの祈り
の家の喜びの祝い連なることを許す。彼らが焼きつくす捧げ物といけにえをささげる
なら、私の祭壇で、わたしはそれを受け入れる。わたしの家は、すべての民の祈りの
家と呼ばれる」（新共同訳）の箇所は、イエスも引用する聖句です。「わたしの家は祈
りの家とよばれるべきである」（新共同訳マタイ21：12、マルコ11：17）。それも「すべ
ての諸国民のため（レコールアミーム）の祈りの家になる」ここに、この引用聖句の
強調点はあるのです。日本語訳「すべての民」からは、イスラエル民の全てのことな
のか？という印象を受けます。ヘブライ語原典は、コールハアミーム「すべての諸民
族の祈りの家となれ」となっています。こういう箇所の複数形はきちんと翻訳しない
と大事な点がわからなくなります。
　この「祈りの家」のモチーフは、まさに詩篇の祈りを考える上で、大事な背景とな
るものです。誰かのために祈る「預言者の祈り」がヘブライ人の預言者に限られたも
のではなく、全イスラエル個々人がそれぞれ自分の言葉で祈ることができるものにな
る。場所が与えられ、そしてその場所は、イスラエルの祈りの家というだけではなく、
全地の諸国民の祈りの家と呼ばれるという新しい段階へと、「預言者」の物語の中で進
み、これが「詩篇」の祈りへと発展していくことになります。

８．タナッハの中の祈り：「詩篇」

　聖書の「祈り」の起源は、預言者が誰かのために神にとりなす行為であったので、
いわゆる、神主が神殿で述べる「祝詞」のようなものであったのかもしれませんxxvi。つ
まり人が神に申し述べること（奏上体）と、神が人に向かって宣うこと（宣命体）の
２つの方向性が神道の祝詞にはあります。詩篇の祈りの言葉も、語根の意味の特殊性
から当然、神から人への言葉（託宣）の側面と、個々人からの神に対する心の言葉（告
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白）の側面があることは、仲裁する預言者の言語行為に期待されることです。
　今まで述べたような、タナッハの中で進化する「祈り」の民主化・解放の方向性か
ら想像されることは、いわゆる「祈り」が人から神への一方的な願い事を述べること
になり、人間の祈りの言語がモノローグ化することです。つまり神と人の間を仲裁す
る感覚が薄れていくこと、つまり預言の終焉の自覚が強まる諸書の時代の中で、預言
者の祈りから脱却して、「祈り」の一般大衆化がいっそう強まり起きる、人間の孤独化
の方向性です。それでも驚くのは、詩篇の言葉を観察すると、色々な形で、預言者の
祈りの言語の骨格（つまり神と人の双方向性）が確認できることです。
　聖書学が「託宣（Oracle）」の例として指摘する、詩篇２「主の定められたところに
従って私は述べよう。主は私に告げられた、「お前は私の子、今日、私はお前を生ん
だ、求めよ、私は国々をお前の嗣業とし、地の果てまでもお前の領土とする、お前は
鉄の杖で彼らを打ち、陶工が器を砕くように砕く」（２：７‒９）などの言葉は、一人称
と二人称のやり取りの関係が明確に区別できる文脈の中にしつらえてあります。まる
で預言者が神からの言葉を受けて、敵との戦争に出かける王に言葉を掛けるイメージ
の言葉です。
　ところが、このような詩篇２とは全く趣の異なる詩篇３がその直ぐ後に続きます。
「主よ、私を苦しめるものはどこまで増えるのでしょうか。多くのものが私に立ち向か
い、多くのものが私に言います「彼に神の救いなどあるものか」と」。これはまさに告
白モノローグの一人称の言葉で一貫しています。つまり、二人称で人に語りかける
「主」の詩篇２と、苦しむ一人称の「私自分」が連続して並べられている詩篇３が前後
に並ぶと、テキスト構造的に、神と人の交互のやりとりとしても読者には聞こえるか
もしれません。典型的なモノローグの言葉（告白）のイメージでも、その前に二人称
の呼びかけの言葉があるなら印象が変わります。
　これと似た人称のダイアローグ的な連続は、「預言書」の中にはたくさんあります。
例えばエレミヤ書11：14「あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために嘆
きと祈りの声をあげてはならない。災いのゆえに彼らがわたしを呼び求めてもわたし
は聞き入れない」という言葉のすぐ後に、11：15「わたしの家でわたしの愛するものは
どうなったのか。多くの者が悪巧みを行い、捧げ物の肉を彼女から取り上げている・・」
と続くのも、その一つの例です。
　最初の「あなた」はエレミヤに呼びかける主が言われた言葉の一部と理解する（６
節９節「主はわたしにいわれた」）のならば、「あなたエレミヤは祈るな」という理解
に至ります。しかし、その後に続く「私の家で私の愛する者たち」という言葉の「私」
はエレミヤが「自分」のこととして語っているのか、それともこれも「主」の言葉の
続きであるのか、その解釈は分かれるところですxxvii。
　記述預言者と呼ばれる、エレミヤ、イザヤ他、固有名の預言者たちが残したテキス
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ト読解の難しさは、特に、人称が交差する難しさです。誰が誰に話をしているのか？
判然としないことがたくさんあります。《預言者は神が語る声をそのまま人に向かって
語る人》という意味では、エレミヤのパッションは神のパッションをそのまま写す言
葉でしょう。けれども、預言者エレミヤは自分の苦しみのパッションもそのまま語る
人でもあるので、「私の家の愛する者たち」は、神の言葉としても、エレミヤ個人の言
葉として解釈できる言葉です。
　その点では、迷うことなく神のパッションをそのまま地上の王たちにぶつける詩篇
２の言葉と、個人のありのままの苦しみをそのまま告白する詩篇３の言葉は別個の詩
篇として区別されているので、人称のテキスト解釈が複雑でないです。しかし、詩篇
の中には、１人の詩篇作者の人格の中で異なる声が響き合うように聞こえる詩篇もあ
ります。
　例えば、詩篇27：７‒９「主よ、呼び求める私の声を聞き、憐れんで、私に答えてく
ださい。心よ、主はお前に言われる「私の顔を尋ね求めよ」と。主よ、私は御顔を尋
ね求めます。御顔を隠すことなく、怒ることなく、あなたの僕を退けないでくださ
い・・」というテキストには、一方に、苦しむ詩人である「私」の声を聞いて欲しい
という嘆願・祈りがあり、他方、その苦しみの祈りに応える神の人格が出てきて、「私」
に語りかけるわけです。
　それも、その主体を「神」という名前で呼ばず「私の心」が「私」に呼びかける体
裁をとりますので、直訳するなら「あなたに向けて、私の心は言う、私の顔をもとめ
よと、主よ、私はあなたの顔を求めます、לך |אמר לבי בקשו פני　את פניך הי אבקש」とい
うことになります。この文章の構造からは、一人の自分の中にある二つの私の声の対
話が浮かび上がります。つまり「あなたに対して」の意味を、自分の心が自分自身に
「あなた！」と語りかけるという意味で捉えると、自分の中のもう一人の自分が語りか
けているという読み方になります。
　しかし、「あなたに対して」の意味を、「主」に向かって「あなた」と詩人が語りか
ける意味だと捉えると、「（主よ）あなたに対して、私の心は言います、私の顔も求め
て！と。主よ、私も、貴方のみ顔を求めます」と、人の方から神へ呼びかける嘆願的
な命令「私の顔を求めて！」としても読むことができます。自己をどのように位置付
けるかは、人称だけで明確にならないのは、預言者の言葉と同様、詩篇の祈りの言葉
の読解にも起きる難しさであります。
　例えば、詩篇の51：17「主よ、わたしの唇を開いて下さい。この口は、あなたの賛美
を歌います」の一句は、ユダヤ教の会堂で祈りを始めるときの有名な句で、これを引
用してアミダーの祈りが始まります。「主がわが口を開いてくださるように」という呼
びかけも、自己内部の二つの声のモチーフとして理解できる表現ではないでしょうか。
つまり「預言者の祈り」の自覚に立つと、自分の意志で祈ることはできないのです。
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　同様に「わが魂よ、主を誉めよ！ברכי נפשי את הי」（詩篇103）の場合も同じです。一
人称「私」の表現は、通常、発話者自身を意味します。そして命令形は、話者が自分
とは違う他者の存在に対して使う表現です。しかし、「主を誉めよ（祝福せよ）」と命
令形で呼びかける発話者は、明らかに「お前は！」という二人称の相手に対峙してい
うべき意味を、発話者である自分自身に向かって（「お前は、祝福しろ！」）と命令し
てくるのです。まさに、「我が魂よ、主を誉めよ」という声は自分に命令する他者の声
として聞こえるのです。その時、そう命じられている主体（私の魂）は、「お前は！誉
めろ！」と命じている主体の何者かと一体化する（預言者のように主の言葉に占領さ
れる一個の魂になる）精神状況と分析されます。
　つまり、この「我が魂よ！主を祝福せよ！」という精神状況下では、いわば通常の、
自分の自由意志と願望（所謂、cohorativeと言われる、例えば「I shall bless you」「私は
祝福しようאברכה」）の表現主体の「私」は静止状況になります。そして、命令してく
る自分以外の第三者の存在に向き合い、その命令の声を聞いている被造物の一つのよ
うに自分自身を感じてしまうのです。詩人の人格が精神分裂するような表現をわざと
求める。こういう解釈は、預言者が預言状態にはいる時、自分で何をしているのか分
からなくなる（自我を失う、記憶のない）状態になるという「預言者」の伝統（サム
エル上10：6,19：19以下）を思い出すなら、「我が魂よ、主を褒めよ」は単なるレトリッ
クではなくて、詩篇の詩人たちが預言者の状況に入る事を求めて、（無？）意識的に、
口にする表現でないのかとも考えてしまいます。
　ちなみにユダヤの会堂では、「主よ、私の唇を開いてください！」の一句からアミ
ダー（直立）の祈りが始まります。その時には、あたかも主の前に両足を揃えて一つ
脚のように直立して、頭を下げて、神対する恐れと純一な心で「祈り」（18の祝福）を
するのです。どんな偉い人が会堂に入って来ても祈りを途中でやめないことが決まり
で、「バルーフ（祝福されたる）」という言葉を言ったときには、膝を折り、「アター
（あなたは）」というときは、頭を下げて拝み、「アドナイ（主）」という言葉で、姿勢
を真っ直ぐにして立つ一連の仕草が見られます。
　このとき、皆エルサレムの方向を向いて祈ります。人々には精神集中が求められ、
祈りの言葉を声にださないで「バルーフ・アター」とぶつぶつと唱える訳ですが、こ
の会堂の光景こそは、ある意味で、この詩篇の名前の意味「賛美」がなぜ「祈り」で
もあるのかを悟らせてくれる光景です。自分の意志で祈るのではない。主が自分に働
きかけてきて自分の唇から賛美と祈りが語らせられる状態、全くの主から来る受動の
感情に支配される状況、ある意味の預言者の意識にも通じる祈りの状況を求めて「主
が、私の唇を開いてください、我が口は、貴方への賛美を」とユダヤ教徒は口にする
わけです。この習慣こそ、まさに「詩篇の賛美は預言者の祈りである」というユダヤ
人の詩篇理解そのものの体現であると、私は思っています。ある意味、預言の終焉の
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意識の中にあるけれども、預言者の祈りを続ける覚悟の言葉であるとも理解できます。
　ユダヤの賢者たちの中には、詩篇は預言の書であるのに、なぜ諸書に属するのかに
ついて疑問を持っている人たちもいました。その答えとして「諸書の言葉は、預言で
はないけれども、聖なる霊で語られた言葉である」からと言い、預言者の状況と聖霊
の霊感状況を区別しますxxviii。
　またアモス・ハハムによれば、この「預言者」と「諸書」の違いは、新年の祈りの
言葉（王国、記憶、角笛の祝福の言葉）の中に出てくる表現の違いにも学び得ると言
います。「預言者」から引用された聖句については「貴方の僕、預言者によって書かれ
たものが言う、על ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור」という表現で導入されますが、他方、
詩篇からの聖句の場合は「あなたの聖なる言葉で書かれているもので言うכתוב לאמור 

と違う表現で導入されるので、「聖（霊）」の概念で預言者と諸書の区別「ובדברי קדשך
が暗示されているとも言えますxxix。
　マソラ学者ベン・アシェルの『ディクドゥケイ・ハテアミーム』にも「預言者」と
「諸書」の違いについて述べられていて、「預言者の秩序は、トーラーと同じ立場とし
てトーラーを補完するもの、それらからはトーラーのように教えるもの・・中間の時
間帯は、真理の中に棲む」とありますが、「諸書の秩序は、最後の時間帯、真理の伝承
で、初期の人たちの記憶。律法・預言者・諸書の名前が教える。書かれているもの（諸
書）とは預言者の口から書かれたもの」となっていますxxx。つまり、諸書が聖なる文書
である理由は、預言者の口から出た言葉を口述筆記したという意味なのであり、その
初期の人たちの記憶を書き留めたという点で、預言の言葉そのものの次元ではないけ
れども、「聖霊で言われた」言葉としてハギオグラファ「聖なる文書」と呼ばれる価値
のある言葉なのです（ヒエロニュムス）。その点で、詩篇は預言の書であるということよ
り、ダビデと長老たちは聖霊で、未来の詩人たちが祈る事柄（悩み・苦しみ）を知っ
ていた、という理解も生まれてきます。これはこれで、ある意味、運命論的な話でも
あり、ラビ・ユダヤ教の自由意志の教義との兼ね合いで問題がない訳ではありません。
　「預言者」と「諸書」の区別で、私が注目するのは、「主」ご自身が直接に人間に語
る文脈や表現の有無です（アブラハムと神の対話、モーセと神の対話を思う）。「預言
者」の中のハガイ・ゼカリヤ・マラキについては、エズラ・ネヘミヤたちとともに「大
会堂の人々」と呼ばれて、タナッハの基礎は彼らによって築かれたとユダヤ教では信
じられています。しかし、エズラ・ネヘミヤまたルツ、エステル、またダニエルには、
神が直接に語りかける表現は見当たりません。ダニエルでも天使（使い）が啓示を教
えるスタイルです。歴代誌も（歴代誌下20：６‒22）預言者が代弁するスタイルです（た
だ歴代誌は歴史書であり、過去の歴史表現、列王記上９：２にある、直接主がソロモン
に現れる表現が歴代誌下７：12にあるのは当然です）。また雅歌や哀歌についても直接
主が人に現れる表現ではありません。あくまでも人間の愛のメタファー表現の言葉で
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す。そしてコヘレトは個人の主張の言葉です。ルツやエステルでは人間の行為が主体
的で、主は直接に人間にかたる存在としては登場しません。その点で、「諸書」全体と
しては、預言の終焉の意識は維持されているようにも思えます。
　ただし、ヨブ記の最後の方には主がヨブに語るシーンがあります（また、詩篇にも
託宣の形で主が語る詩篇があります）。トーラー、ネビイーム、ケトゥビームの枠組み
として、預言は終焉していると信じるラビ・ユダヤ教のポジションから見ると矛盾が
ない訳ではありません。この問題は今後も追求するべき問題ですxxxi。けれども聖霊によ
って語られる言葉ということであれば、先の詩篇27：７‒９や詩篇51：17や詩篇103の「我
が魂よ、主を祝福せよ！」という命令の言葉は、まさに、その「預言」状態の心に近
づこうとする努力であり、詩人の心が預言の終焉を意識すればこそ、預言者の時代に
渇く心の言葉であると受け取れない事もありません。「ホドゥ・ラ・アドナイ・キー・
トーブ」「主に感謝せよ！良きお方であるから」（詩篇107：１他）という、人が人に呼
びかける命令のスタイルも、実は預言の終焉の意識のなかでこそ分かる深い意味の表
現なのではないのか？と私は考えています。

９．最後に：ヨブの祈りについて

　ヨブ記は、真正面から「神は人に直接には語らない」問題を取り上げる書です。だ
からこそ、主がヨブに直接に声で語りかけるクライマックスは、預言の終焉の観点か
ら、無視できない物語シーンです。そしてヨブは異邦人であるけれども、神を恐れる
人であったという前提も極めて皮肉な話です。そのヨブを、主が褒めて「彼ほどの、
純真で、真っ直ぐで、神を恐れ、罪を避けるものは、地上にいない（ירא אלהים וסר מרע 

というとき、ヨブの神に対する訴え（なぜ信（ヨブ５：８）「（אין כמהו בארץ איש תם וישר
仰者は苦しむのか、その理由をなぜ神は沈黙して人間に教えてくれないのか？）は、
単にユダヤ人だけの問題ではなくて、神と人間の問題なのであり、極めて普遍的で切
実な、すべての信仰者の叫びでもあるのです。
　サタンが主の前に来て、そのヨブの信仰を否定するときに、主はヨブのことをサタ
ンに任せて全てを許し、彼にとって大変な苦難の生涯が始まります。しかし、この苦
難の生涯を、主は天から、その一部始終を見ながら何もしないのです。その苦しみの
大きさのゆえに、ヨブは自分の生命を取り去ることを主に願いますが、主は放置して、
その苦しみの理由を自らの声で説明する事もない、ただ友人とヨブが論争をする設定
になっています。まさに預言者のいない時代の特徴をよく捉えている物語設定である
とも読めますxxxii。
　そして、ヨブは、彼を慰める友人たちに対して、主は、人間が語りかけても何もお
答えにならない天上の存在なのだと反論します（６‒７章；30：20,31：35‒40）。これは、
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ソロモンが神殿で捧げた祈りの言葉の真逆です（列王記上８：32「あなたは天にいまし
てこれに耳を傾け、あなたの僕たちを裁き、悪人は悪人として、その行いの報いを頭
にもたらし、善人は善人として、その良い行いに応じて報いをもたらしてください」）。
そしてエリフの諫める言葉の後に、「主は嵐の中からヨブに答えて仰せになった、これ
は何者か、知識もないのに、言葉を重ねて、神の経綸を暗くするとは」（38：１）とい
う、主ご自身がヨブに声をかけるシーンが来る物語は、まさに預言者エリヤに声をか
けられる啓示の物語（列王記上19：11‒12）とも似ていて、「諸書」の中の他の物語が、
夢や幻や人の声や天使ガブリエルを通して間接的に神の聖なる意思を知るのと比べる
と（ダニエル２：19；８：16他）、極めて直接的な啓示の光景の描写となっています。
　ヨブの訴えの言葉を読んでいると、「祈り」という行為の虚しさを暗に訴えているよ
うな気がして来ます。つまり、預言の終焉のもう一面は、神は自然の歴史の出来事に
介入してこないという自覚とも言えます。その自覚の最たるものは、神の信仰のゆえ
に人々は殉教していくという自覚（第１マカベア１：41‒64；２：29‒48他）です。殉教者
の自覚とは神を信じているにもかかわらず、その信仰の故に生命の危機が訪れている
にもかかわらず、神は信仰者を助けない、その状況を見ているだけという「預言の終
焉」の自覚です。「預言者」なら奇跡を以って苦境から信仰者を助け出すような物語
（カルメル山のエリヤが起こした奇跡の物語のような）が期待されるところですが、第
１マカベア書の殉教する人々の物語（１マカベア２：29‒38：安息日の惨劇）はそのよう
には展開しません。これは預言者のいない、預言の終焉の時代の、物語とも言えます。
　その点で「諸書」の中のダニエル書６章には、信仰を守って殉教を覚悟する状況に
なるダニエルの物語があります。彼は日に三度神に祈る（６：11）人でしたが、「神に
願い事をするものは獅子の洞窟に投げ込まれる」という法律のゆえに、獅子の洞窟に
投げ込まれることになります。「お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるよ
うに」という一言で王はダニエルを獅子の洞窟に投げ込みます。しかし、奇跡が起き
て主人公ダニエルは救われ、祈りの力が確認されるという物語の筋になっています。
　ですから、ダニエルと同じく神を信頼する友人エリファズはヨブを諫めて、「私なら
神に訴え神に私の問題を任せるだろう」（ヨブ５：８）といいます。ヨブは、なぜ神に
願わないのか？という批判に対して、「もし私が叫び、彼が私に答えてくれたとして
も、私は、彼が私の声に耳を傾けるとは信じないだろう」（９：16）と、また、彼の信
念を述べます。つまりヨブにとっては、神に向かって何かを言うことそれ自体に期待
も意味も見いだせないという意識があり、それ故なのか、神に対して口を開くことを
拒否するイメージすらヨブには漂っていますxxxiii。どんなひどいことが彼に起きても神を
呪う事をしない故に「ヨブは彼の唇で罪を犯さなかったが、彼の心の中では罪を犯し
た」（２：11）とも言われます（ババ・バトゥラ16a）。それ故に「これらのことでヨブ
は罪を犯さなかったし、神に侮蔑（ティフラー＝תפלה）を与えることもしなかった」
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（１：22）と書かれている箇所の、「侮蔑」は、むしろ「祈り＝テフィラー」と読んでも
良いかもしれないと私は考えます。つまり、ヨブは、自分の苦しみを神に訴える詩篇
の詩人のように神が答えてくれると信じて祈ることができない人なのであり、神に祈
る行為自体を無意味と拒否する人であったというのが私の理解ですxxxiv。
　しかし、物語の結末では、主は真実を語るヨブを褒め、ヨブの友人たちはむしろ神
の怒りを招き、叱責される展開になります。そのとき神は友人たちに、犠牲を携えて
ヨブに祈ってもらうなら、そのヨブの祈りで罰を免れるという事を告げます（ヨブ42：
７‒９）。この話の展開は、まるでアブラハムとアビメレクの話、預言者の祈りの展開
ととても似ていると思います。そして彼の友達のためにヨブが祈ったときに、「主はヨ
ブの奪われたものを元に戻し、ヨブの所有を二倍に増し加えた」（42：10）となります。
言うならば、アブラハムがしたような、預言者の祈りをすることを神は間接的にヨブ
に迫った。ヨブは自分のために祈らない人だったという前提を設定するならば、ヨブ
にとっては、友人たちが自分たちのために祈ってほしいと言われたとき、どんな想い
になったでしょうか？しかし、結果として、ヨブが友達のために祈るときにヨブの運
命も逆転され、これまでの彼の苦しみの意味が完結するというのは、とても諧謔的で
すが、実にリアリズムのある結末にも思えます。
　まさに預言者がいない「諸書」の時代であれ、預言の言葉と祈りの真実は連続して
いる、その伝統の担い手は、イスラエルの人間だけではない。ヨブもその一人である。
そのことを、ヨブ記の物語は伝えようとしているという解釈は、タナッハ・アプロー
チならではの、独創的な読み方です。ただ単に人間の不条理の苦しみを語り、沈黙す
る神に挑戦しただけの存在としてのヨブが、最後には、主の声を直接聞いて、自分の
勘違いを認め、そして友のために、神に向かって預言者の祈りをした人間（異邦人）
でもあること。この普遍的なメッセージは、まさにアビメレクとアブラハムの話との
対比の中でより明確に見えてくると思います。ユダヤ人が守り伝えた24冊（タナッハ）
は、人類のための聖典でもあると思います。

　＊ 西宮公同教会・関西神学塾（2014/11/７）での講義テープ筆記をベースに大幅に
加筆修正を行った。

―――――――――――――
註
ⅰ 　マイモニデスの『ミシュネ・トーラー』「セフェル・アハヴァー」「ヒルホット・セ
フェル・トーラー」７：15には、「律法」「預言者」「諸書」を一冊の本にしても良いと
ある。ただし、トーラーの５つの部分は４行の改行で区別すること、預言者の中の預
言者と預言者の区別は、３行の改行ですること、そして諸書の中の書物の区別につい
ては定められていないが、アレッポ写本では２行の改行で文書と文書の区別をしてい
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る。
ⅱ 　レニングラード写本の「律法」は、最初の創世記と出エジプト記の改行のみが４行
でなされて、その後は３行の改行である。これはマイモニデスの述べるトーラーの巻
物の規範に反している。アレッポ写本は、その点で、律法の大部分が欠損しているの
で、確認できないが、申命記の終わり方を見る限りマイモニデスの規範に従っている
と思える。

ⅲ 　マイモニデス（同上７：15）によれば、諸書の順序は、ルツ、詩篇、ヨブ、箴言、
コヘレト、雅歌、哀歌、ダニエル、エステル、エズラ、歴代誌となっているが、アレ
ッポ写本では、色々と欠損が多くあり、例ば、歴代誌、詩篇、ヨブ、箴言、ルツ、雅
歌の一部から後は残っていない。つまり、コヘレト、哀歌、エステル、ダニエル、エ
ズラは残っていない。諸書の順番は多様である。ババ・バトラ13a‒b参照せよ。

ⅳ 　手島勲矢「1517年‒2017年：500年目に思う旧約学の課題」『旧約学研究』第37巻
（2017）、pp.37‒53.
ⅴ 　メナヘム・ハラン（M. Haran）は、紀元１世紀のヤブネ会議でユダヤの聖典を定め
たというのは、キリスト教学者のラビ文献の読解の誤りで資料に存在しない歴史の捏
造と考える。ユダヤ伝承の伝えるタナッハの聖典ポジションに関する歴史的な解明は
これからもっと必要になる。Menahem Haran, The Biblical Collection, The Magnes Press, 

Jerusalem 1996, pp.201‒275. この問題を考える上でジョン・バートンの議論の整理は参
考になる。John Barton, Oracles of God, Oxford University, New York, 1986, pp. 30‒55; esp. 

75‒91; J. Barton, The Old Testament: Canon, Literature and Theology, ASHGATE, England, 

2007, ch.11, pp.137‒147.
ⅵ　手島勲矢『ユダヤの聖書解釈』（岩波書店、2009）、pp.61‒84.
ⅶ 　Hubert Jedin, A History of the Council of Trent, Vol.II: The First Sessions at Trent 1545‒
1547, Thomas Nelson and Sons Ltd. New York, 1957, pp.52‒98.

ⅷ 　手島勲矢「トーラー」所収：小島毅、岩波ジュニア新書『知の古典は誘惑する』
（2018）、pp.105‒126.
ⅸ 　ヨセフス『アピオーンへの反論』（秦剛平訳、1977年）、pp.56‒57。Sid Z. Leiman, 

“Inspiration and Canonicity: Reflections on the Formation of the Biblical Canon,” in: E.P. 

Sanders, Jewish and Christian Self- Definition, Fortress, Philadelphia, 1981, pp.56‒63.
ⅹ 　ヒエロニュムスのウルガータ聖書（サムエル記・列王記）の序文に置いて、詳しい
タナッハと旧約聖書の比較がなされている。加藤哲平『ヒエロニュムスの聖書翻訳』
（教文館、2018）pp.271‒275をみよ。
ⅺ 　メギラー29b. トーラーのセデルの数には２種類あり、レニングラード写本は167を
数える。３年で読み上げるためには154で良い。三年半で読み上げるには167では足り
ない。多くの論争があり実態はわかっていない。
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ⅻ 　アブラハム・イブン・エズラ『イェソッド・モラ』には、タナッハを毎日口に出し
て唱える人たちがいることが述べられている。この人たちは、いわゆるイブン・エズラ
のトーラー解釈（短縮）の序文に出てくる「第２の道」の人々、つまりカライ派の人
たちの可能性をウリエル・シモンは見ている。Joseph Cohen/ Uriel Simon, An Anotated 

Critical Edition: R. Abraham Ibn Ezra, Yesod Mora ve Sod Toraha, Bar-Ilan University, Ra-

mat- Gan, 2007, pp.70‒71.
xiii 　マイモニデス『ミシュネ・トーラー』「セフェル・アハヴァー」「ヒルホット・セフ
ェル・トーラー」10：５をみよ。

xiv 　A. Dotan の博士論文（1956）ספר דקדוקי הטעמים לר” אהרון בן משה בן אשרおよび C. 

Ginsburg, Introduction to the Massoretico-critical edition of the Hebrew Bible, Ktav Publish-

ing House, New York, 1966, pp.983‒999の巻末に原文テキストがある。これについては
稿を新たにする必要がある。

xv 　Ephraim E. Urbach, “?מתי פסקה הנבואה” in: E.E. Urbach, The World of the Sages, Collect-

ed Studies, Jerusalem, 1988, pp.9‒19.
xvi　ミシュナ・アボット１：１。
xvii 　Aron Dotan, The Dawn of Hebrew Linguistics, the Book of Elegance of the Language of the 

Hebrews by Saadia Gaon Jerusalem, 1997, pp.33‒40, サアディアはバグダートに行く前
にティベリアでマソラ学者のもとに弟子入りしていたという報告がある。

xviii 　Israel Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, The Society of Biblical Literature, 

1980, p.46.
xix　Israel Yeivin, Introduction to the Tiberian Masorah, 1980, pp.53‒54.
xx 　「歩く」という動詞が意味の範囲として「罪びとの道」まで含むか、それとも「立
たない」という動詞に含まれるものとして読むべきか、その解釈の疑問においてレニ
ングラード写本の空白とアレッポ写本の空白の食い違いは理解の違いを示す。アクセ
ント記号の区切りとアレッポ写本は一致して後者の判断になっている。

xxi 　イブン・エズラの言葉には、詩篇の秘密は全てが歌であり祈りであると考えている
人たちがいたことが読み取れる。..היינו יודעים כל סוד ספר תהלות, שהוא כלו זמירות ותפילות 
 Joseph Cohen/ Uriel Simon, An Anotated Critical Edition: R. Abraham Ibn Ezra, Yesod ואילו

Mora ve Sod Toraha, Bar-Ilan University, Ramat- Gan, 2007, pp.70‒71.
xxii 　Ephraim E. Urbach, The Sages, the Magnes Press, Jerusalem 1979, pp.564‒576；576‒580.
預言者がいなくなった後、神は人々と聖霊と天の木霊の声をもってコミュニケーショ
ンをしたとユダヤの賢者たちは見ている。聖霊というのは、預言の終焉とともに重要
なる概念でもある。

xxiii 　R. Abraham Ibn Ezra, Yesod Mora ve Sod Toraha, Bar-Ilan University, Ramat- Gan, 2007, 
pp.76‒77.
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xxiv 　メナヘム・コーヘン編集によるויתפללに関するマソラ学者の欄外注（עין המסורה）を
参照せよ Menachem Cohen, Mikra’ot Gedolot ‘Haketer’, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 

1997:182.
xxv 　Bruce K. Waltke, and M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Eisen-

brauns, Indiana, 1990, pp.351‒361; 424‒432.
xxvi　金子善光『延喜式祝詞の研究』大河書房、2012。
xxvii 　このエレミヤ11：14について、アレッポ写本のパラシャー（閉じた空白）では始ま
りと終わりが区切られていて、文脈中の挿入句のように読める。もし挿入句として
11：14を括弧に入れるなら、11：11‒13と、11：15‒17は、同じ文脈の中で読まれるべき
で、当然、「わたし」は「主」を意味することになる。

xxviii 　ウルバッハは、両者の区別として、ヒレルの言葉「聖霊が彼らの上にある。彼らは
預言者ではないが預言者の子孫ではある」（トセフタ・ペサヒーム４：13）に注目す
る。E.E. Urbach, The Sages ［Hebrew］, pp.513‒514.

xxix　.עמוס חכם, ספר תהלים, ספרים א-ב, הוצאת מוסד הרב קוק, עמוד, יד
xxx　109 ,אהרן דותן, ספר דקדוקי הטעמים לר” אהרון בן משה בן אשר, ירושלים תשכ”ז, חלק א
xxxi 　エゼキエル14：14,20には、ノア、ダニエル、ヨブについての言及がある。ダニエル
はスペルの違いから別人物の古代の賢者と思われる。その点で、ヨブはノアと共に古
代から知られている人物と理解され、ラビの伝承では、ヨブ記は、トーラーと並び、
モーセの著作と言われている。ババ・バトゥラ13b．ラビたちのヨブの信仰の是非の
見方は様々である。E. E. Urbach, The Sages, The Magnes, Jerusalem, 1979, pp.407‒415.

xxxii 　並木光一『ヨブ記の全体像』日本キリスト教団出版局、pp.61‒64．並木は、ヨブ記
の成立年代としてペルシア時代の中期からヘレニズム時代の初期を提案する。

xxxiii 　ヨブは唇で罪は犯さなかったけれども、心では罪を犯したという見方がババ・バト
ラ16aにある。

xxxiv 　ヨブが祈りについてどう考えていたのか？これは物語の１章で神を恐れる人で、こ
れは自分が間違いをおかしても、その罪を修正する（סר מרע）のに、犠牲が重要であ
ると考えているヨブの姿が際立つ。彼には、人と人の間に入って仲裁することへの関
心がないように見える。あくまで彼個人の正義（ישר）または完全主義（תם）に対す
る関心であり、彼には預言者が隣人や同胞に対する強い気持ちは窺われない。まして
彼の家族に対しても愛情というよりは、自己の罪と間違いの延長上で見ている人格と
して私は読む。しかし、ある意味、とても孤独な存在のヨブの気持ちが変わるのが、
主に直々に声をかけられたとき、そのときに、ヨブは初めて他者の気持ちを自覚した
と見る。その延長上に派生する、他人のために祈る預言者の祈りの行為を理解する。
並木光一『ヨブ記の全体像』日本キリスト教団出版局、pp. 265‒266.
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＊ 原稿を読んで校正に助言を与えてくれた波勢邦生氏（京都大学大学院キリスト教研
究室）の友情に感謝する。


