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論 文

「ヘブライ語で言った」： 
ヨハネ20:16におけるマリアの言葉の史的背景

前川　　裕

1 ．はじめに
ヨハネ福音書における復活物語の中に、マグダラのマリアが復活したイエス

と出会う場面がある（20 :11-18）。マリアが空の墓の外で泣いていると、イエス
が現れたが、マリアはそれがイエスだと認識せず、園丁だと思っていた。イエ
スが「マリア」と呼びかけると、彼女は振り向いて、「ヘブライ語で」ラボニ、
と言った。ここには「『先生』という意味である」という注釈がつけられている。

ここで「ヘブライ語で」（実際にはアラム語であるが）と注釈がつけられてい
るのはなぜであろうか。ヘブライ語やアラム語の単語はすでに繰り返し現れて
いるし、注釈もつけられている（例えば1:38、1 :41、1 :42など）。しかし言語に
ついて言及されているのは20 :16のみである。

本小論は、「ヘブライ語で」という表現について、福音書の文脈の中でどのよ
うな意味を持っているのか、またこれがどのような機能を果たしており、どこ
に由来する表現であるのか、という点を検討する。

過去の研究について、多くの注解書ではこの部分について、「ラボニ」という
単語の方に注目し、それがヘブライ語ではなくアラム語の誤りであるという点、
その言語的由来、その神学的意味について言及する1。しかし「ヘブライ語で」
という表現そのものへの言及は僅かであり2、またその社会的文脈に関する言及

1	 例えばBrown,	Raymond	Edward.	The Gospel According to John.	Garden	City,	N.Y.:	Doubleday,	1966,	991
を参照。本論では「ラボニ」という表現そのものではなく、「ヘブライ語で」について扱うため、「ラボニ」の詳
細については扱わない。

2	 ほぼ全ての注解書が「ヘブライ語で」を本文に取り入れ、また写本上の問題（後述2.1）にすら言及していない。
例外はブラウンとバレット、バーナードであり、ブラウンは「ヘブライ語で」を括弧に入れている（Brown,	991）。
バレットとバーナードは本文には取り入れつつ、省略されている写本があることに触れている（Barrett,	C.	K.	
The Gospel According to St. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text.	2nd	
ed.,	Philadelphia:	Westminster	Press,	1978,	565;	Bernard,	J.	H.	A Critical and Exegetical Commentary on 
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は管見の限り存在しない。本論文はこの欠落を埋めようとするものである。

2 ．テキスト
ヨハネ20:16	λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς· Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί· 

ραββουνι ὃ λέγεται διδάσκαλε.（NA28）
イエスは彼女に言う、「マリア」。彼女は振り返り、彼にヘブライ語で言う、

「ラボニ」、これは「先生！」という意味である。（私訳）3

2.1　本文批評上の問題
この節にはいくつかの本文批評上の問題が見られるが、「ヘブライ語に」とい

う単語に関しては、より古い写本では本文上の問題は指摘されていない。つま
り、この節を含む写本は全てこの単語を含んでいる4。後代の写本、中でもいわ
ゆる「西方本文」に属するいくらかのギリシャ語写本5およびウルガタ本文、ビ
ザンティン本文では、この単語が含まれていない。

「ヘブライ語に」が省かれたものなのか、あるいは加えられたものなのかと
いう点は興味深いが、言及している研究はほぼ存在しない。この部分を括弧に
入れているブラウンは、ブラウンは、写字生が5:2、19 :13、17を真似たのかも
しれないと述べている6。ただし、現存する写本の証拠からは、本来存在したも
のがのちに削除されたと考えるのが妥当であろう。おそらく、これがヘブライ
語ではない（アラム語である）ことに気づいた写字生が削除したと推測される7。

ともあれ、ヨハネ福音書のもっとも原本に近いはずの本文は「ヘブライ語で」
という表現を含んでいたと考えて良い。

the Gospel According to St. John.	New	York,	N.Y.:	C.	Scribner’	Sons,	1929,	667）。
3	 以下、特記のない場合は私訳である。また新約聖書のギリシャ語本文はネストレ＝アーラント第28版に基づ

く。
4	 なおこの節を含むパピルスはP5とP66であるが、直接この単語は残っていない。残存部分の状況から、「ヘブ

ライ語に」も存在したと推測されている（例えばミュンスターの新約本文学研究所のNT	Transcripts参照）。
大文字写本では、シナイ写本とバチカン写本に含まれている。

5	 例えばA、K、Λ、家族 1 、家族13、1424など。
6	 Brown,	991.
7	 すると、なぜ5:2、19:13、17の「ヘブライ語で」が削除されていないのかという点が問題になる。これらの例はア

ラム語とも理解されるうるものの、地名であり特に言語的由来を意識しなくてよいことは、取り立てて削除し
ない理由であると考えられる。逆に言えば、「ラボニ」というのはヘブライ語ではない、という知識は早くから

（西方本文を用いていた地域では）知られていたことになるだろう。
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2.2　ヨハネ福音書における「ヘブライ語で」の他の用例
「ヘブライ語で」という語は、ヨハネ福音書では 5 回用例がある。20 :16以外

は以下の通りである（いずれも私訳）。
5:2	Ἔστιν	δὲ	ἐν	τοῖς	Ἱεροσολύμοις	ἐπὶ	τῇ	προβατικῇ	κολυμβήθρα	ἡ	ἐπιλεγομένη	
Ἑβραϊστὶ　Βηθζαθὰ	πέντε	στοὰς	ἔχουσα.
しかしエルサレムにおいて、羊の門のそばに池があり、ヘブライ語でベト
ザタと呼ばれ、五つの回廊があった。
19 :13	ὁ	οὖν	Πιλᾶτος	ἀκούσας	τῶν	λόγων	τούτων	ἤγαγεν	ἔξω	τὸν	Ἰησοῦν	καὶ	
ἐκάθισεν	ἐπὶ	βήματος	εἰς	τόπον	λεγόμενον	Λιθόστρωτον,	Ἑβραϊστὶ	δὲ	Γαββαθα.
そしてこれらの言葉を聞いたピラトはイエスを外に導いた。そして石敷き
−ヘブライ語でガバタ−と呼ばれる場所で、席に着いた。
19 :17	καὶ	βαστάζων	ἑαυτῷ	τὸν	σταυρὸν	ἐξῆλθεν	εἰς	τὸν	λεγόμενον	Κρανίου	
Τόπον,	ὃ	λέγεται	Ἑβραϊστὶ	Γολγοθα,
そして十字架を自身で担った者〔イエス〕は、「頭蓋骨の場所」へと行った。
そこはヘブライ語でゴルゴタと呼ばれている。
19 :20	τοῦτον	οὖν	τὸν	τίτλον	πολλοὶ	ἀνέγνωσαν	τῶν	Ἰουδαίων,	ὅτι	ἐγγὺς	ἦν	ὁ	
τόπος	τῆς	πόλεως	ὅπου	ἐσταυρώθη	ὁ	Ἰησοῦς·	καὶ	ἦν	γεγραμμένον	Ἑβραϊστί,	
Ῥωμαϊστί,	Ἑλληνιστί.
そしてこの札をユダヤ人たちの多くの者が読んだ。なぜなら、イエスが架
けられた場所である町の場所は近かったからである。そしてそれはヘブラ
イ語、ラテン語、ギリシャ語によって書かれていた。

これらの箇所について本文上の問題が散見されるが、「ヘブライ語で」の存在の
有無や別形などの問題はないため、いずれも上記の本文で問題ないと考える。

これらのうち、三つは地名（ベトサダ、ガバタ、ゴルゴタ）の翻訳である。ま
た19 :20は、十字架上に掲げられた罪状書きに記された言語名を列挙したものの
ひとつにある。これらの四つの例はいずれも地名や言語名といった、いわば固
定的なものの翻訳であるが、20 :16はやや異なっており、マリアの発言というそ
の場限りのもの、いわば流動的なものについて用いられている。また20 :16は復
活物語の一部であることから、「ヘブライ語で」という表現を含む物語全体が伝
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承に由来する可能性もある。

2.3　新約における他の用例
実のところ、「ヘブライ語で」という表現は新約聖書においてわずかしか見出

されない。Ἑβραϊστὶは他の福音書には含まれておらず、上記のヨハネ福音書以
外では他に 2 つの用例が見出される。両者ともに黙示録に含まれている。

黙 9:11	ἔχουσιν	ἐπ᾿	αὐτῶν	βασιλέα	τὸν	ἄγγελον	τῆς	ἀβύσσου,	ὄνομα	αὐτῷ	
Ἑβραϊστὶ	Ἀβαδδών,	καὶ	ἐν	τῇ	Ἑλληνικῇ	ὄνομα	ἔχει	Ἀπολλύων.
それら〔いなご〕は王として深淵の使者を持っている。それにおける名は
ヘブライ語ではアバッドーン、そしてギリシャ語ではアポッリュオーンと
いう名を持つ。
黙 16 :16	Καὶ	συνήγαγεν	αὐτοὺς	 εἰς	 τὸν	 τόπον	 τὸν	καλούμενον	Ἑβραϊστὶ	
Ἁρμαγεδών.
そしてそれ〔悪霊〕は彼ら〔王たち〕を集めた。それはヘブライ語でハル
マゲドーンと呼ばれる場所である。

この二つについても、死者の名前および場所の名前であり、固定的なものであ
ると言える。

2.3.1　関連する表現
「ヘブライ語で」を表す別の語として、Ἑβραΐςがある。これは新約聖書では

使徒言行録にのみ現れる。
使21:40	πολλῆς	δὲ	σιγῆς	γενομένης	προσεφώνησεν	τῇ	Ἑβραΐδι	διαλέκτῳ	λέγων·

他方、充分に静かになると、〔パウロは〕ヘブライ語の言葉で語って言った
使22 :2	ἀκούσαντες	δὲ	ὅτι	 τῇ	Ἑβραΐδι	διαλέκτῳ	προσεφώνει	αὐτοῖς,	μᾶλλον	
παρέσχον	ἡσυχίαν.
他方、ヘブライ語の言葉で彼らに〔パウロが〕語るのを聞いて、さらなる
静けさを示した。
使26 :14	πάντων	τε	καταπεσόντων	ἡμῶν	εἰς	τὴν	γῆν	ἤκουσα	φωνὴν	λέγουσαν	
πρός	με	τῇ	Ἑβραΐδι	διαλέκτῳ·
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そして私たちの皆が地に倒れた時、私にヘブライ語の言葉で語る声を私は
聞きました。
またLXXでは『第四マカベア書』に 2 回（12 :7、16 :15）用いられている8。
12 :7	ὁ	δὲ	τῆς	μητρὸς	τῇ	Εβραΐδι	φωνῇ	προτρεψαμένης	αὐτόν,	...
しかし母はヘブライ語の言葉で彼を励まし、…
16 :15	καὶ	ἔλεγες	τοῖς	παισὶν	ἐν	τῇ	Εβραΐδι	φωνῇ

そして子どもたちにヘブライ語の言葉で言う
これらの例は、言語名として「ヘブライ語」を表しており、何かの語ないし表
現を直接翻訳しているものではない。

Ἑβραῖοςは新約にいくらかの用例がある。使6:1「ヘブライ語を話すユダヤ人」、
2 コリ11 :22「彼らはヘブライ人なのか」、フィリ3:5「ヘブライ人の中のヘブラ
イ人」（ 2 回）、およびヘブライ書の表題である。使6:1は言語の用例、あとは

「ヘブライ人」の意味で用いられている9。
さらにἙβραικόςについては、新約聖書正典および七十人訳旧約聖書（以下

LXX）には現れない。新約外典については、「ニコデモ福音書」のある版には
用例が 1 つ見出される10。また旧約偽典の「アリステアスの手紙」には 2 例があ
り11、いずれもヘブライ語について述べている。

8	 邦訳は土岐健治訳、日本聖書学研究所『聖書外典偽典 3 旧約偽典I』教文館、1975年、126,	134頁。ここでは私訳
を提示した。

9	 Ἑβραῖοςの旧約聖書ヘブライ語聖典の範囲での用例は25例。なおLXXとしては37例（ユディト書、第 2 マカベ
ア書、第 4 マカベア書を含む）。

10	 Εἶπεν	ὁ	Πιλάτος·	Καὶ	μήτι	ἐγὼ	Ἑβραῖος	εἰμί;	Ὁ	λαός	σου	ὁ	Ἑβραϊκὸς	δὲ	καὶ	οἱ	ἀρχιερεῖς	παρέδωκάν	σε	εἰς	τὰς	χεῖ
ράς	μου.		「ピラトは言った、『私もまたヘブライ人ではないではないか。しかしお前の民ヘブライ人と祭司長
た ち は お 前 を 私 の 手 に 引 き 渡 し た』。出 典 は R.	Gounelle,	Les recensions Byzantines de l’évangile de 
Nicodème,	Corpus Christianorum. Series Apocryphorum Instrumenta 3,	Turnhout:	Brepols,	2008,	187-321

（TLG記載の出典による）。
11	 30	...	τυγχάνει	γὰρ	Ἑβραῖοις	γράμμασι	καὶ	φωνῇ	λεγόμενα,	...「…なぜならヘブライの言葉や声において語られた

ものが生まれ、…」、38	...	προῃρήμεθα	τὸν	νόμον	ὑμῶν	μεθερμηνευθῆναι	γράμμασιν	Ἑλληνικοῖς	ἐκ	τῶν	παρ’	ὑμῶν	
λεγομένων	Ἑβραϊκῶν	γραμμάτων,	 ...	「…あなた方の律法を、あなた方のもとにあるヘブライの言葉で語られる
ものからギリシャの言葉へと翻訳されることを私は選んだ…」（Meechan,	Henry	G.	The Letter of Aristeas.	
Manchester:	Manchester	UPd,	1935.）
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2.4　その他の文書の例
2.4.1　旧約外典等

旧約聖書続編に含まれる、シラ書の序22節には以下のような用例がある12。
21	οὐ	γὰρ	ἰσοδυναμεῖ	22	αὐτὰ	ἐν	ἑαυτοῖς	Εβραϊστὶ	λεγόμενα	καὶ	ὅταν	μεταχθῇ	
εἰς	ἑτέραν	γλῶσσαν·

なぜなら、それ自身がヘブライ語で語られているものは、他の言語に訳さ
れた時には同じでないからである。

これは特定の言葉につけられたものではなく、翻訳に関して述べたものである。

2.4.2　新約外典
新約外典にはἙβραϊστίの用例が複数存在する13。

「トマスによる幼児福音書」14

7.1	Γράψας	δὲ	ὁ	Ζακχαῖος	 τὴν	ἀλφάβητον	 ἑβραϊστὶ	καὶ	λέγει	πρὸς	αὐτόν·	
“Ἄλφα.”
しかしザカイオスはヘブライ語でアルファベットを書いて、彼〔イエス〕
に言う。「アルファ」。

「ニコデモ福音書」（あるいは「ピラト行伝」）15

1.4	κράζουσιν	οἱ	Ἰουδαῖοι	λέγοντες	πρὸς	 τὸν	κούρσωρα·	οἱ	μὲν	παίδες	 τῶν	
Ἑβραίων	ἑβραϊστὶ	ἔκραζον,	πόθεν	δὲ	σοὶ	τὸ	ἑλληνιστί;	λέγει	αὐτοῖς	ὁ	κούρσωρ·	
ἠρώτησά	τινα	τῶν	Ἰουδαίων	καὶ	εἶπα·	τί	ἐστιν	ὃ	κράζουσιν	ἑβραϊστί;	κἀκεῖνός	μοι	
ἑρμήνευσεν.	λέγει	αὐτοῖς	ὁ	Πιλᾶτος·	πῶς	δὲ	ἔκραζον	ἑβραϊστί;
ユダヤ人たちは従者に対して叫ぶ。「ヘブライの子らはヘブライ語で叫んだ

12	 なお七十人訳旧約聖書にはἙβραϊστίは現れない。
13	 以下の外典のテキストは、特記のない限りR.	A.	Lipsius	and	M.	Bonnet.	Acta Apostolorum Apocrypha.	Lipsi-

ae:	Hermannus	Mendelssohn,	1891に基づく。
14	 ギリシャ語写本Bによる。Tischendorf,	C.	Evangelia Apocrypha.	Lipsiae:	Avenarius	et	Mendelssohn,	1853,	

152.また写本についての概説は、日本聖書学研究所『聖書外典偽典 6 新約外典I』教文館、1976年、120-1頁参照。
15	 Ehrman,	Bart	D.	and	Pleše	Zlatko.	The Apocryphal Gospels: Texts and Translations.	Oxford:	Oxford	UP,	

2011,	426.
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のに、なぜお前はそれをギリシャ語で〔わかる〕のか。」従者は彼らに答え
る。「ユダヤ人たちの中のある人に私は尋ねて言いました。『彼らがヘブラ
イ語で叫んでいるのは何ですか。』その人が私に翻訳しました。」彼らにピ
ラトは言う、「では、ヘブライ語でどういうことを叫んだのか。」

「パウロの殉教」16

5	Τότε	σταθεὶς	ὁ	Παῦλος	κατέναντι	πρὸς	ἀνατολὰς	καὶ	ἐπάρας	τὰς	χεῖρας	εἰς	τὸν	
οὐρανὸν	προσεύξατο	ἐπὶ	πολύ·	καὶ	κατὰ	προσευχὴν	κοινολογησάμενος	ἑβραϊστὶ	
τοῖς	πατράσιν,	προέτεινεν	τὸν	τράχηλον	μηκέτι	λαλήσας.
そしてパウロは東に向かって立ち、両手を天に挙げて長い間祈った。そし
て祈りにおいてヘブライ語で父祖たちに話した者〔パウロ〕は、もはや語
らない者として首を伸ばした。

「アンデレとマッテヤの行伝」17

28	τότε	ἦλθεν	αὐτῷ	φωνὴ	ἑβραϊστὶ	λέγουσα·	Ἡμέτερε	Ἀνδρέα,	ὁ	οὐρανὸς	καὶ	ἡ	
γῆ	παρελεύσεται,	οἱ	δὲ	λόγοι	μου	οὐ	μὴ	παρέλθωσιν.
すると彼に、ヘブライ語で語る声が訪れた。「我らがアンデレよ、天と地は
過ぎ去るだろう、しかし私の言葉の数々は過ぎ去らない。」

「マタイの殉教」18

22	Ὁ	δὲ	Ματθαῖος	ἐμβριμησάμενος	τῷ	πυρί,	καὶ	σβεσθείσης	τῆς	φλογὸς	καὶ	τοῦ	
δράκοντος	ἀφανοῦς	γενομένου	ἀνατείνας	τοὺς	ὀφθαλμοὺς	εἰς	τὸν	οὐρανὸν	καὶ	
εὐξάμενος	ἑβραϊστὶ	καὶ	παραθέμενος	τῷ	κυρίῳ	εἶπεν·	Εἰρήνη	ὑμῖν·	Καὶ	δοξάσας	
τὸν	κύριον	ἀνεπαύσατο	ὡσεὶ	ὥρᾳ	ἕκτῃ.
マタイが火を非難する、すると火が消えて、竜が隠された、そして両目を
天に挙げてヘブライ語で祈り、主に委ねて言った。「あなたがたに平和があ

16	 Lipsius	&	Bonnet,	1:115.
17	 Lipsius	&	Bonnet,	2:108.
18	 Lipsius	&	Bonnet,	2:248-9.
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るように。」そして主に誉め称えると、第六の時の頃に息を引き取った。

「フィリポ行伝」19

23	Καὶ	 ἔκραξεν	Ἀνανίας·	Ὢ	μεγάλη	 τῆς	ἀληθοῦς	μαγγανείας,	ὅτι	 τὴν	γῆν	
ἔσχισεν,	ἀπειλήσαντος	αὐτὴν	 ἑβραϊστί	 τε	 ἐνορκισαμένου	 τοῦ	Φιλίππου,	καὶ	
συνέχει	με	μέχρι	γονάτων,	καὶ	ἐκ	τῶν	πτερνῶν	εἰς	τὰ	κάτω	τινὲς	ὥσπερ	ὄγκινοι	
καθέλκουσίν	με,	ἵνα	πιστεύσω	τῷ	Φιλίππῳ.
そしてアナニアは叫んだ。「おお、真の魔術の偉大さよ、というのも彼は大
地を裂いたのである。それ〔大地〕をヘブライ語で脅して、フィリポが誓っ
た時に。そしてそれは膝まで巻きつき、かかとから低いところへと、鈎の
ようなものが私を振り払った、私がフィリポを信じるようにと。」

115	Καὶ	ὅτε	ἦλθεν	ἔμπροσθεν	τοῦ	πυλῶνος	τῆς	οἰκίας,	ἰδοῦσα	αὐτὴν	Μαριάμνη	
ἡ	ἀδελφὴ	Φιλίππου	 τοῦ	ἀποστόλου,	 ἐλάλησεν	φωνῇ	 ἑβραϊστὶ	πρὸς	αὐτὴν	
ἔμπροσθεν	 Φιλίππου	 καὶ	 Βαρθολομαίου	 καὶ	 παντὸς	 τοῦ	 πλήθους	 τῶν	
πεπιστευκότων	λέγουσα·	Ἀλικαμάν,	 ἰκασαμέ,	μαρμαρί,	 ἰαχαμάν,	μαστρανάν,	
ἀχαμάν·	 Ὅ	 ἐστιν	 Ὦ	 θυγάτηρ	 τοῦ	 πατρός,	 σὺ	 εἶ	 κυρία	 μου,	 σὺ	 ἐδόθης	
ἐνεχυρίασμα	τῷ	ὄφει·

そして家の戸口にやってくると、使徒フィリポの姉妹であるマリアムネを
見て、彼女にヘブライ語の言葉で話した、フィリポとバルトロマイを前に
して。そして信じた多くの人々の全てが語った。「アリカマム、イカサメ、
マルマリ、イアカマン、マストラナン、アカマン」20。これはこういう意味
である。「おお父の娘よ、あなたは私の主である、あなたは蛇に証を与え
た。」

129	καὶ	ἰδὼν	ὁ	Φίλιππος	τὸν	Ἰωάννην	εἶπεν	τῷ	Βαρθολομαίῳ	ἑβραϊστί·	Ἀδελφέ,	

19	 Lipsius	&	Bonnet,	3:12,	45,	58,	63.
20	 つまり、この「ヘブライ語」はいい加減なものである。ボヴォンらはこれをシリア語に似せた無意味な語とみ

なす（Bovon,	François,	Bouvier,	Bertand,	Amsler,	Frédéric.	Acta Philippi: Textus. Corpus	Christianorum	
Series	Apocryphorum	11,	Turnhout:	Brepols,	1999, 357）。
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ὁ	Ἰωάννης	ἦλθεν	ὁ	εἰς	Βαρέκ,	ὅπου	ἐστὶν	τὸ	ὕδωρ	τὸ	ζῶν.
そしてフィリポはヨハネを見て、バルトロマイにヘブライ語で21言った。「兄
弟よ、ヨハネはバレクに居る、そこには命の水がある。」

132	Καὶ	ἤρξατο	καταρᾶσθαι	αὐτοὺς	ἐπικαλούμενος	καὶ	κράζων	ἑβραϊστί·	Ἀβαλώ,	
ἀριμουνί,	δουθαήλ,	θαρσελεήν,	ναχαώθ,	ἀειδουνάφ,	τελετελοεῖν·	τοῦτ᾿	ἔστιν	Ὁ	
πατὴρ	τοῦ	Χριστοῦ,	ὁ	μόνος	καὶ	παντοκράτωρ	θεός,	θεὲ	ὃν	φρίττουσιν	οἱ	πάντες	
αἰῶνες,	ὁ	δυνατὸς	καὶ	ἀπροσωπόληπτος	δικαστής,	οὗ	τὸ	ὄνομα	ἐστιν	ἐν	τῇ	σῇ	
δυναστείᾳ	Σαβαώθ	ἀήλ,	εὐλογητὸς	εἶ	εἰς	τοὺς	αἰῶνας·

そして彼らに呪いを呼び始め、ヘブライ語で叫んだ。「アバロー、アリムー
ニ、ドゥータエール、タルセレエーン、ナカオート、アエイドーナフ、テ
レテロエイン。」これはこういう意味である。「キリストの神、唯一で全能
の神、全ての世代があなたに震える神、力があり公平な裁き主、あなたの
支配における名はサバオート・アエール、あなたは永遠に祝福されていま
す。」22

「トマス行伝」23

8	ἐπειδὴ	αὐτὸς	Ἑβραῖος	ἦν	καὶ	τὰ	λεχθέντα	ὑπ᾿	αὐτοῦ	ἑβραϊστὶ	ἐλέχθη·

なぜなら彼はヘブライ人であり、そして彼によって語られたことはヘブラ
イ語で語られたからである。
9	ἐγὼ	γὰρ	ἤκουσα	ἑβραϊστὶ	εἰπόντος	τῷ	οἰνοχόῳ	ὅτι	...
なぜなら私は、…と酌人にヘブライ語で語るのを聞いたからである。

これらのいずれも、話された言葉に対する翻訳ではなく、ヨハネ20 :16の用例と
は使われ方が異なっている。ただし「フィリポ行伝」132には「ヘブライ語」と
される言葉が使われているが、ここでの「ヘブライ語で」は訳語等に対する説

21	 ボヴォンらの校訂版にはἑβραϊστίを欠く（Bovon	et	al.,	379）。
22	 この「ヘブライ語」もいい加減なものである。なおボヴォンらの校訂版にはこの「ヘブライ語」の部分はない

（Bovon	et	al.,	384）。
23	 Lipsius	&	Bonnet,	3:111,	113.	邦訳は日本聖書学研究所『聖書外典偽典 7 新約外典II』教文館、1976年、237頁。
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明ではない。

2.4.3　同時代文書
同時代の用例としてヨセフス『ユダヤ古代誌』に 3 例が見出される24。いずれ

も「ヘブライ語で語る」という文脈において用いられており、単語等の翻訳で
はない。

10.8	ταῦτα	δὲ	τὸν	Ῥαψάκην	ἑβραϊστὶ	λέγοντα,	...
しかしこれをラブ・シャケがヘブライ語で語ると、…25

10.8	ἀπεκρίνατο	αὐτῷ	ἑβραϊστὶ	λέγειν,	...
〔ラブ・シャケは〕彼〔エルヤキム〕にヘブライ語で語って答えた、…26

11.159	ξένων	τινῶν	...	ἐπακούσας	ἑβραϊστὶ	πρὸς	ἀλλήλους	...
〔ネヘミヤは〕ある旅人たちが…互いにヘブライ語で話すのを聞いて…27

以上、関連文献や同時代文献からは、ヨハネ20 :16に対応するような用例は見
出されない。以上からみて、Ἑβραϊστί「ヘブライ語で」という表現は、新約聖
書においてはヨハネ文書に特徴的であり、かつ登場人物の言葉に対して用いら
れる例はヨハネ20 :16に限られているのである。

2.5　福音書におけるアラム語の用例
ヨハネ20 :16の文言は実際にはヘブライ語ではなくアラム語であった。各福音

書には、アラム語の単語や表現がいくつか見られる。それらはどのように扱わ
れているであろうか。それらには翻訳がつけられているであろうか。実際、そ
のいくつかには翻訳がつけられているが、無いものもある。以下、一覧にする。

24	 テキストはAccordance	Bible所収のNiese,	Benedikt（ed）.	Flavii Josephi Opera.	Berolini	:	Weidmanni,	1888-
1895による。

25	 王下18:28参照。LXXでは Ιουδαϊστί「ユダの言葉で」が用いられている。
26	 王下18:28参照。LXXではやはり Ιουδαϊστίである。
27	 ネヘ1:2参照。ただしネヘミヤ記では言語への言及はない。
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【翻訳がつけられているもの】
マコ5:41	ταλιθα	κουμ,	ὅ	ἐστιν	μεθερμηνευόμενον·	τὸ	κοράσιον,	σοὶ	λέγω,	ἔγειρε.
「タリタ・クム」、これは「少女よ、あなたに私は言う、起きよ」という意
味である。
マコ7:34	εφφαθα,	ὅ	ἐστιν	διανοίχθητι.
「エファタ」、これは「開かれよ」である。
マコ14 :36	αββα	ὁ	πατήρ

「アッバ」、父よ28

マコ15 :34	//マタ27 :46	ελωι	ελωι	λεμα	σαβαχθανι;	ὅ	ἐστιν	μεθερμηνευόμενον·	
ὁ	θεός	μου	ὁ	θεός	μου,	εἰς	τί	ἐγκατέλιπές	με;
「エロイ　エロイ　レマ　サバクタニ」、これは「わが神、わが神、なぜあ
なたは私を見捨てたのか」という意味である。

【翻訳が無いもの】
マコ10 :51	ὁ	δὲ	τυφλὸς	εἶπεν	αὐτῷ·	ραββουνι,	ἵνα	ἀναβλέψω.
しかし盲人は彼に言う、「ラボニ、わたしは見えるように」。
マタ5:22	ῥακά	/	μωρέ

「ラカ」／「モーレ」
マタ6:24	//ルカ16 :13	οὐ	δύνασθε	θεῷ	δουλεύειν	καὶ	μαμωνᾷ.
あなたがたは神とマモンとに仕えることはできない。

しかしこれらの用例において、「ヘブライ語で」あるいは「アラム語で」のよう
な言語への言及はない。マルコ10 :51はヨハネ20 :16と同じ語（ραββουνι）を用
いる点で注目すべきであるが、ここには言語について説明されていない。よっ

28	 ὁ	πατήρがαββαに対して翻訳としてつけられたのかははっきりしない。フランスは、おそらくイエスはアラム
語だけを用いたのであり、ギリシャ語とセットになった形は（ロマ8:15やガラ4:6に見られるように）初期教会
に起源があると考える（France,	R.	T.	The Gospel of Matthew.	NIGCT,	Grand	Rapids,	MI:	Eerdmans,	2005,	
584）。マクキャスランドは、マルコは外国語の翻訳の際は「これは…の意味である」など翻訳であることを明
示していること、また「アーメン」等の語は借用語としてギリシャ語に取り入られていることを述べた上で、
アッバは「神」の意味で理解されていたが、より正しい理解のために本来の意味〔父〕を付け加えたのではない
か、という（McCasland,	S.	V.	“Abba,	Father.”	JBL 72（1953）:	79–91,	esp.	81-82,	90）。
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て、20 :16の「ヘブライ語で」を用いた表現は特別な例といえる。

2.6　その他の付加表現との関係
20 :16ではギリシャ語への翻訳の導入として、ὃ	λέγεταιを用いている。これは

「〜という意味である」と解釈できる。ヨハネ福音書では以下の通り 3 回、この
表現が持ちられている。

1:38	ῥαββί,	ὃ λέγεται	μεθερμηνευόμενον	διδάσκαλε

ラビ、「先生」という意味で言われている
19 :17		καὶ	βαστάζων	ἑαυτῷ	τὸν	σταυρὸν	ἐξῆλθεν	εἰς	τὸν	λεγόμενον	Κρανίου	

Τόπον,	ὃ λέγεται	Ἑβραϊστὶ	Γολγοθα,
（訳は既出）
20 :16	στραφεῖσα	ἐκείνη	λέγει	αὐτῷ	Ἑβραϊστί·	ραββουνι	ὃ λέγεται	διδάσκαλε.
（訳は既出）

この三者については、用法の上で特別に異なったものはない。またこれらと比
べて興味深いことに、1:38ではῥαββίが「教師」という意味である、という説明
はあるものの、何語かについての言及なしに用いられている。

19 :17と20 :16はいずれも「ヘブライ語で」という用言を含んでいる。「ヘブラ
イ語で」が置かれている位置は両者で異なっている。19 :17では、この句は後代
に付加されたものと考えることもできるが、20 :16では最初からここにあるもの
と思われる。つまり、これは福音書記者が記した可能性が高いといえる。

3 ．考察
ここでは20 :16におかれた「ヘブライ語で」が、元来の読者に対してどのよう

な意味を持つのかを考察しよう。ここでは以下の二つの仮説を立て、それぞれ
について検討する。

3.1　�仮説 1：「ラボニ」は、キリスト教の最初期からイエスに対する称号とし
て用いられていた

この仮説は、「私の先生」（ラボニ）はイエスに対して用いられていた称号の
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一つであり、ヨハネ20 :16にはその名残が見られる、というものである。この仮
説を支持する資料にはどのようなものがあるだろうか。

まず、ヨハネ福音書は復活後のイエスに言及する際、「イエス」よりも「主」
（κύριoς）を用いる傾向がある。κύριoςはヨハネ福音書全体では50回用いられる。
そのうち 7 回が20章、やはり 7 回が21章に見られる。別途の付加とみなされる
21章を除けば、43例のうち 7 例が20章に見られることになり、ヨハネ福音書全
体に対する割合は16.3％となる。もし21章を加えれば、その割合は28％に上昇
する。

Ἰησοῦςはヨハネ福音書全体で233例用いられている。そのうち、20章に14回、
21章に16回用いられている。21章を除くと、217例のうち14例が20章に含まれて
おり、その割合は6.5％である。もし21章を加えれば、割合は12.8％となる。

ここから、ヨハネ20章においてはκύριoςがἸησοῦςよりも好まれているといえ
る。いくつか具体的な節を見てみよう。

20 :2	ἦραν	τὸν κύριον	ἐκ	τοῦ	μνημείου

20 :13	ἦραν	τὸν κύριόν μου

20 :15	λέγει	αὐτῇ	Ἰησοῦς·	γύναι,	τί	κλαίεις;	τίνα	ζητεῖς;	ἐκείνη	δοκοῦσα	ὅτι	ὁ	
κηπουρός	ἐστιν	λέγει	αὐτῷ·	κύριε,	εἰ	σὺ	ἐβάστασας	αὐτόν,	εἰπέ	μοι	ποῦ	ἔθηκας	
αὐτόν,	κἀγὼ	αὐτὸν	ἀρῶ.29

20 : 18	Ἔρχεται	Μαριὰμ	ἡ	Μαγδαληνὴ	ἀγγέλλουσα	τοῖς	μαθηταῖς	ὅτι	ἑώρακα	
τὸν κύριον

20 :20	καὶ	τοῦτο	εἰπὼν	ἔδειξεν	τὰς	χεῖρας	καὶ	τὴν	πλευρὰν	αὐτοῖς.	ἐχάρησαν	οὖν	
οἱ	μαθηταὶ	ἰδόντες	τὸν	κύριον.
20 : 25	ἔλεγον	οὖν	αὐτῷ	οἱ	ἄλλοι	μαθηταί·	ἑωράκαμεν	τὸν κύριον.
20 : 28	ἀπεκρίθη	Θωμᾶς	καὶ	εἶπεν	αὐτῷ·	ὁ κύριός μου	καὶ	ὁ	θεός	μου.

ここで、20 :13ではマリアが、20 :28ではトマスが「わたしの主」（κύριός	μου）
と言っている。これはアラム語「ラボニ」のギリシャ語訳を想起させるもので
ある。

29	 興味深いことに、この例ではマリアはまだ復活したイエスをそれと認めておらず、そこにいた人物（実はイエ
ス）に対してκύριεと呼びかけている。
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共観福音書の復活物語においてはどうであろうか。マルコ30とマタイでは、そ
の復活物語（マルコでは空の墓物語）においてκύριoςは用いられていない。マ
タイ28 :2では 1 例が見られるが、これは「主の天使」（ἄγγελος	κυρίου）であり、
明らかに天にいる「神」を指している。よってここでの考察には含めない。

ルカでは 2 例が見られるが、数としても少なく、また「私の」（μου）を伴わ
ない。

24 :3	εἰσελθοῦσαι	δὲ	οὐχ	εὗρον	τὸ	σῶμα	τοῦ	κυρίου	Ἰησοῦ.
24 : 34	λέγοντας	ὅτι	ὄντως	ἠγέρθη	ὁ κύριος	καὶ	ὤφθη	Σίμωνι.

これらの用例から見ると、ヨハネ福音書の背景にある共同体は、「わたしの主」
という表現を知っていた、ないしこの表現に親しんでいたといえるだろう。

3.1.1　アラム語表現の利用
ヨハネ福音書は、「わたしの主」という表現に対してアラム語のραββουνιを用

いている。福音書記者がアラム語形を用いた理由は、それが読者、つまり共同
体の成員に親しみあるものであったことを示す。時とともに、ヨハネ共同体の
メンバーは「ラボニ」を用いつつも、その語の起源や意味を理解できなくなっ
ていた。それゆえ、訳語が必要となったのである。「ヘブライ語で」という言語
についての情報が加えられたのはそのためであった。実のところ「ラボニ」は
ヘブライ語ではなくアラム語である。しかしヨハネ福音書の書かれた時代にお
いては、ヨハネ福音書の読者にとってはその違いはどうでも良いものとなって
いたのだろう。このことが示すのは、ヨハネ福音書が記された頃には、ヨハネ
共同体はアラム語やヘブライ語が馴染みのないものであったということである。
言語についての不完全な知識しかなかったため、単純にイエスの時代にはヘブ
ライ語が用いられていたと考えたのであろう。

この事実は、ヨハネ共同体がどこにあったかという問題にも光を当てる。ヨ
ハネ共同体の場所については、シリア説、小アジア説などが提唱されている31。
それはヘブライ語を主に話す地域ではなかったし、アラム語を主に話す地域で

30	 マコ16:19-20には 2 例が見られるが、これは後代の付加であるためここでは考察に加えない。
31	 ブラウンはアレクサンドリア説・アンティオキア説・エフェソ説を取り上げている（Brown,	CIII）。
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もなかった。このことは、ヨハネ福音書がシリア付近ではなく、もっと西方、小
アジアないしマケドニア等でつくられたということを支持するものとなる。

3.1.2　「ラボニ」はイエスへの信仰告白か
以上の考察から、別の問題が浮かび上がってくる。一部の研究者たちは、「ラ

ボニ」はマグダラのマリアによる権威ある信仰告白であると推測している32。で
は、この表現は個人ないし共同体の信仰告白とみなすことは可能であろうか。

3.2　�仮説 2：「ラボニ」はマグダラのマリアの個人的な信仰告白ではなく、ヨ
ハネ共同体によって用いられた信仰告白であった。

すでに見たように、ραββουνιはヨハネ共同体で一般的に用いられていた表現
と推測される。この表現は、アラム語形ραββουνιとギリシャ語形κύριός	μουの
両者とも、ヨハネ共同体には馴染みがあったものと考えられる。この表現がマ
グダラのマリアに由来するものかもしれないが、証拠がないため、本当にそう
であるかを判断することはできない。

実際、マルコ10 :51では同じ表現が別の文脈において用いられている。エリコ
でイエスは盲目の物乞いバルティマイに出会う。バルティマイがイエスに憐れ
みを求めると、イエスは彼に尋ねる、「わたしに何をしてほしいのか」と。バル
ティマイは「わたしの先生（ραββουνι）、再び見えるようにしてください」と答
える。ここではραββουνιに訳語は付されていない。このことは、ραββουνιはマ
ルコの読者には馴染みある表現であったということになるだろう。それゆえに、
訳語を付加する必要はなかったのである。

確かに、これはヨハネ20 :16以外では唯一の用例であり、ここから議論するこ
とにはよく注意しなければならない。しかしながら、「ラボニ」という表現が最
初期のキリスト教においてかなり広く用いられたと推測することはできるかも
しれない33。だからマルコは説明なしにこの表現を用いることができたのである。

32	 例えばホスキンスやマルシュは、イエスを「ラボニ」と呼ぶことが正式な信仰告白であったと考える（Hoskyns,	
Edwyn	Clement,	and	Noel	Davey.	The Fourth Gospel.	London:	Faber	and	Faber,	1940,	542;	Marsh,	John.	
Saint John.	Westminster	Pelican	commentaries	Philadelphia,	PA:	Westminster	Press,	1978.	633.	636-7）。

33	 ヴィヴィアーノはマルコ9:5（山上の変貌）におけるラビ（ないしラブニ）呼称は単に教師ではなく、主を意味す
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これは「ラボニ」は、ヨハネ共同体のように、共同体の信仰告白であったとい
う仮説を支持するものといえるだろう。

4 ．おわりに
本小論では、「ヘブライ語で」という表現の付加はヨハネ共同体の歴史的状況

の一面を反映している可能性があることを論じた。それは共同体にとって慣れ
親しんだ表現であり、またヨハネ共同体の地理的位置に示唆を与えるものであっ
た。ここでの議論は、ささやかな句が新約聖書の歴史的背景にヒントを与える
可能性を示している。

	 （まえかわ　ゆたか・本館教授／新約聖書学／関西学院大学准教授）		

る用例であり、ラビ時代やヤムニア会議以前の特徴があるという（Viviano,	Benedict	T.		“Rabbouni	and	Mark	
9:5”	Revue Biblique 1990,	97（ 2 ）,	207-218）。

−16−

ヴィア・メディア第15号（2020年）


