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ナザレは「村」か「町」か

前川　　裕

1 ．問題の所在
聖書に出てくる地名「ナザレ」は、新約聖書ではポリス（πόλις）という語で

説明されている。これは一般に「町」（town）と訳される語である。ところで、
たとえば『讃美歌』 1 編122番＝『新聖歌』98番には「みどりもふかき、若葉の
さと、ナザレの村よ、汝がちまたを」という歌詞が見られる。ここではナザレ
が「村」と表現されている。

では、ナザレは「町」と「村」と、いずれが適切な呼称なのだろうか。本小
論は、現在の知見をもとに新約時代のパレスチナの「町」「村」について検討し、
日本語の訳語としてふさわしいものを考えることを目的とする1。

2 ．新約聖書における町や村
2.1　「町」の用例

新約聖書では、「町」と訳されるポリス、「村」と訳されるコーメー（κῶμη）
という二つの語が見出される2。まずそれぞれの用例を見てみよう。ポリスは163
回用いられる。内訳はマタイ24、マルコ 8 、ルカ36、ヨハネ 8 、使42、真正パ
ウロ 3 、第二パウロ 1 、ヘブ 4 、公同書簡 3 、黙示27となっている。これら全

1	 本小論のテーマについて示唆を与えていただいた、パウロ窪田真人司祭（日本聖公会横浜教区	沼津聖ヨハネ
教会牧師）に感謝申し上げる。

2	 なお新約聖書にはκωμόπολιςという語が 1 例（マコ1:38）のみ見出される。これはポリスとコーメーが結合した
語で、Thesaurus	Linguae	Graecaeの検索では10例が見出される。ストラボン『地理誌』の邦訳（飯尾都人訳『ギ
リシア・ローマ世界地誌』龍溪書舎、1994年）では「市並みの村」（12.2.6;	12.6.1）、「村落状の市」（13.1.27）と訳され
ている。LSJでは“a	place	not	entitled	to	be	called	a	πόλις”と定義されるが（H.	G.	Liddell;	Robert	Scott;	P.G.W.	
Glare;	H.	S.	Jones.	A Greek-English Lexicon（9th	edition	with	Revised	Supplement）,	Oxford,	1940）、Brill-
DAGでは“big	village,	 town”と定義している（Montanari,	Franco.	The Brill Dictionary of Ancient Greek.	
Edited	by	Madeleine	Goh	and	Chad	Schroeder.	Leiden:	Brill,	2015）。『新約聖書ギリシア語釈義辞典』では村
と町との区別が厳格でないことを示すものと説明され、「市が立つ場所」程度でコーメー並みの規模と考えら
れている（3:161）。日本語訳では一般に「町や村」（新共同訳ほか）と訳される。田川は「町々や村々」と言うべ
きところをくっつけたものかと推測している（田川建三『新約聖書	訳と註 1 』作品社、2008年、163頁）。
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てが「町」と訳されているわけではなく、特に黙示録においては、新共同訳で
は 1 例（16 :19）を除いて「都」（エルサレムやバビロン〔ローマ〕）という訳語
になっている。

「町」が特定の地名と結びつく例として、福音書においては「エルサレム」3

の他、「ナザレ」（マタ2:23;ルカ1:26;	2 : 4,	39;	4 : 29）、「カファルナウム」（マタ
4:13;	マコ1:33;	ルカ4:31	）、「サマリア人の町」（マタ10 :5）、「エリコ」（マタ
20 :29,	マコ10 :46）、「ユダ」（ルカ1:39）、「ベツレヘム」（ルカ2:4）、「ナイン」

（ルカ7:11）4、「ベトサイダ」（ルカ9:10;	ヨハ1:44）、「アリマタヤ」（ルカ23 :51）、
「シカル」（ヨハ4:5）、「エフライム」（ヨハ11 :54）がある。これらを合計すると、
福音書の用例76回のうち34例が特定の地名と結びついていることになる。逆に
いえば、用例の半分以上は特定の地名を指さない、一般的な意味で用いられて
いることになる。なお使徒言行録では基本的に都市における宣教が描かれてい
るために多くの「町」への言及があるが、ここではパレスチナの町・村を検討
するのが目的であるため、詳細は割愛する。

シュトラトマンは、ポリスとは「国家」ではないとし、人の住まない地域と
区別して、人間の住む囲まれた場所であると説明している。またポリスとコー
メーの間には明確な区別はないという5。またフッターの説明によれば、旧約聖
書では「防備を施した丘は全て『町』と表している」という6。

さて共観福音書の場合には、並行記事の比較が必要となる。まず、マルコに
おいて「町」が出てくる 8 箇所がマタイ・ルカではどのようになっているかを
検討しよう。まず、三福音書で「町」について全く同じ記事は14 :13のみである

（「都」と訳されている）。マルコ1:33、1 :45、6 :56にはマタイ・ルカに並行記事
があるものの、マタイ・ルカでは「町」に言及していない。またマタイにのみ
並行記事があるのが6:33と11 :29（「都」と訳出）、ルカとのみ並行するのが5:14

3	 ポリスが明らかにエルサレムを指している例は、マタ5:35;	21 : 10,	17,	18;	26 : 18;	27 : 53;	28 : 11;	マコ11 :19;	14 : 13,	
16;	ルカ19 :41;	22 : 10;	23 : 19;	24 : 49;	ヨハ19 :20の15例。これはマタイ4:5「聖なる都」のような暗示の例を除いて
いる。

4	 ヨセフスは『ユダヤ戦記』4:511でナインの町をコーメーと表記している。
5	 H.	Strathmann,	“πόλις”,	Theological Dictonary of the New Testament	（以下TDNT），6:516-535.
6	 U.	Hutter,	“πόλις”,	荒井献他訳『新約聖書ギリシア語釈義辞典』教文館、1993年、3:151-2頁。
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である7。14 :16は並行記事が存在しない。このように見ると、マタイ・ルカはマ
ルコの「町」をそのまま取り入れているわけではないことが分かる。

では、マタイとルカに並行する箇所ではどうであろうか。いくつか内容的に
並行する記事はあるが、この両者のみに並行して「町」が用いられている例は
存在しない。

以上のように、共観福音書で並行して「町」という表現は用いられていない
ことが判明した。すると、それぞれの福音書記者が意図的に「町」という表現
を用いていると考えてよいであろう。

2.2　「村」の用例
コーメーは27回用いられており、マタイ 4 、マルコ 7 、ルカ12、ヨハネ 3 、使

1 である。その他の新約文書に含まれないことは、イエス後の宣教対象を考え
る上でも興味深い点である。四福音書間でも、使用頻度には大きな差がある。ま
ず絶対数として、マタイの例が少ないのに対し、ルカでの用例が多いことに気
づく。ポリスについてはマタイ24：ルカ36で、ルカが1.5倍多いことになる。

「村」が特定の地名と結びつく例を考えよう。マルコ11 :2の「向こうの村」
は、文脈からすると「ベトファゲとベタニア」（11 :1）のいずれかと考えること
もできるが、確定的ではない（ルカ19 :29-30も同様。マタイ21 :2の文脈では「ベ
トファゲ」（21 :1）のみが挙げられているが、やはり確実にそれとは言えない）。
マルコ8:23および8:26は文脈から「ベトサイダ」（8:22）と考えて良い。ルカ
9:52-53では「サマリア人の村」という特定がなされている。ルカ10 :38ではマ
ルタとマリアがいる「ある村」に言及され、ヨハネ福音書の知識があればこれ
は「ベタニア」ということになるが（ヨハネ11 :1）、ルカのみではその名前は明
らかとならない。ルカ17 :12にある「ある村」は「サマリアとガリラヤの間」

（17 :11）にあることになり、またここに「サマリア人」がいることは明らかで
あるが（17 :16）、しかし癒された残りの 9 人と比べてこの人が「外国人」と言
及されている（17 :18）ことから、この「ある村」はサマリア人の村ということ
ではなさそうである。ルカ24 :14では「エマオ」が「村」と言及されている。ヨ
7	 マルコとルカでは「町や村」であるが、マタイ（8:33）では「町」のみとなっている。
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ハネ7:42では「ベツレヘム」が「村」と呼ばれる。また11 :1では「ベタニア」
が「村」と呼ばれている。

『新約聖書ギリシア語釈義辞典』では、コーメーの複数形はより大きな複数
の村の地域を指す場合がある（例としてマルコ8:27の「フィリポ・カイサリ
ア」）と説明している8。また同時代の用例としてしばしば言及されるヨセフスの
文献では、コーメーと呼ばれるケデシュ（ヨシュ20 :7）9やヤッファ10には非常に
多くの住人がいたと述べている。またヨセフス自身が千人を率いて山の中にあ
るコーメーに滞在したという11。もっとも、これらのヨセフスの記述はリードに
よって誇張であると指摘されている12。

このように見てくると、明らかに「村」として言及される地名はマルコにお
ける「ベトサイダ」とルカにおける「エマオ」、およびヨハネの「ベツレヘム」
と「ベタニア」となり、また「村」の可能性があるのは「ベトファゲ」という
ことになるだろう13。とはいえ、「ベトサイダ」はルカ9:10およびヨハネ1:44では

「町」とされており、表現が統一されているわけではない。「ベツレヘム」はル
カ2:4で「ベツレヘムというダビデの町」という表現で「町」とされる14。とすれ
ば、確定的なことが言えるのは「エマオ」および「ベタニア」となる。

以上を踏まえると、新約聖書において「村」という表現は比較的少なく、ま
た特定の場所を示す例は多くないと言えるだろう。

8	 なおTDNTではコーメーは立項されていない。
9	 『ユダヤ戦記』4:105。
10	 『自伝』45。これはヤフィア（ヨシュ19 :13）のこととされるが、具体的な地の同定はなされていない。
11	 『自伝』62。
12	 Johathan	L.	Reed,	Archaeology and the Galilean Jesus,	Harrisburg,	Penn. : 	Trinity	Press	International,	2000,	

70.
13	 アンダーセンによれば、ベトファゲはタルムードにおいてしばしば言及されており、単独の村（village）として、

またエルサレムの一部とみなされることもあるという（H.	G.	Andersen,	“Bethphage,”	Zondevan Encyclopedia 
of the Bible,	Grand	Rapids:	Zondervan,	2009,	1 : 577）。Pesahim	5 :4において、神殿の境内において感謝の供物
を屠り、しかしパンの供物は「壁の外」にある場合、そのパンは聖別されていない、という規定について「『壁の
外』とはどういう意味か」という問いが出され、「それはベトファゲの外である」という回答がなされている。
またSotah	9 : 2で、「ベトファゲに大サンヘドリンがあるなら…」という表現がある。これらはベトファゲがエ
ルサレムの一部であるという認識を踏まえているようである。

14	 もっとも、これは「ダビデの町」という定型的な言い回しの可能性があり、実際の集落の規模とは関係がない
かもしれない。
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2.3　「里」について
その他関連する表現として、「里」と訳されているのはἀγρόςであり、これは

一般に「野」「畑」などと訳される語である。新約には36例出るが、「里」とさ
れている箇所は、マルコ6:36「周りの里や村」、6:56「村でも町でも里でも」ル
カ9:12「周りの村や里」の 3 箇所である。これらは「村」と組み合わせて用い
られているため、「野」や「畑」と訳すのは不自然であるゆえに「里」と訳され
ているのであろう15。また「山里」と訳されているのがὀρεινόςで、ルカのみに用
いられ、かつ「ユダ」ないし「ユダヤ」という地名と組み合わされている（ル
カ1:39,	65）。原義は「山がちな」という形容詞であるが、山がちなところにあ
る集落として「山里」が用いられていると考えられる16。

3 ．「町」と「村」の用例に対する考察
3.1　用例数の違い

福音書におけるポリスとコーメーの用例の合計は、マタイ28、マルコ15、ル
カ48、ヨハネ11で、明らかにルカが突出している。ルカは「町」や「村」に対
する関心が高いと言えるだろう。また逆に、ヨハネでの用例が共観福音書に比
べて少ないのが目立つ。

各福音書におけるポリス／コーメー比を上げると、マタイ24／ 4 ＝ 6 、マル
コ 8 ／ 7 ＝1.1、ルカ36／12＝ 3 、ヨハネ 8 ／ 3 ＝2.7となる。マルコでの使用比
率がほぼ 1：1 であるのに対し、ルカでは	ポリスの方が 3 倍多く、マタイでは
実に 6 倍も多く用いられている。これはマタイにおけるポリスへの関心の高さ
と見なすことができる17。

15	 なお英訳ではcountrysideと訳されている（NRSV、CEB）。
16	 英訳ではhillside（NRSV）、highland（CEB）などと訳される。
17	 ただし、マタイはいわゆる集落的なものをすべてポリスと呼んでいた（あるいは、そのような伝承を受け取っ

ていた）ために数が多くなっている、と考えることもできる。マタイの用例25箇所を共観福音書との並行箇所
と比較してみると、マタイ独自のもの 9 箇所（2:23;	5 : 14,	35;	9 : 35;	10 : 23;	11 : 1;	23 : 34;	27 : 53;	28 : 11）、並行があ
る箇所のうち、マタイ独自の記述 7 箇所（10 :5,	15;	11 : 20;	21 : 10,	17,	18;	22 : 7）、言葉が異なっているもの 8 箇所
のうちマタイにおいてポリス（他の福音書では別の表現）となっているもの 4 箇所（4:5;	9 : 1;	10 : 11;	12 : 25）とな
る。つまりマタイは25箇所中20箇所でポリスを用いていることになり、マタイがこの語を好んでいることは
明らかである。
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3.2　組み合わせの例
「町」「村」は、単独で用いられるほか、組み合わせて用いられる。

3.2.1　「町」と「村」の組み合わせ
ポリスとコーメーが組み合わされている例は、福音書において 5 つ見出され

る。それは以下のようなものである18。

マタ9:35	 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

イエスは町や村を残らず回って、会堂で教え、御国の福音を宣
べ伝え、ありとあらゆる病気や患いをいやされた。

マタ10 :11	 Εἰς ἣν δ’ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός 

ἐστιν· κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε.

町や村に入ったら、そこで、ふさわしい人はだれかをよく調べ、
旅立つときまで、その人のもとにとどまりなさい。

マコ6:56	 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς 

ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν 

τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο 

αὐτοῦ ἐσῴζοντο.

村でも町でも里でも、イエスが入って行かれると、病人を広場
に置き、せめてその服のすそにでも触れさせてほしいと願った。
触れた者は皆いやされた。

ルカ8:1	 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην 

κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ οἱ δώδεκα 

σὺν αὐτῷ,

すぐその後、イエスは神の国を宣べ伝え、その福音を告げ知ら
せながら、町や村を巡って旅を続けられた。十二人も一緒だっ

18	 以下の用例において、ギリシャ語本文はNestle-Aland	28版、日本語訳は新共同訳を用いる。
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た。
ルカ13 :22	 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν 

ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα.

イエスは町や村を巡って教えながら、エルサレムへ向かって進
んでおられた。

このうち、マタイ9:35とマルコ6:56はイエスの活動を要約的に語るものである。
マタイ10 :11は弟子たちの宣教に関する心構えを述べている。またルカの 2 つの
用例はいずれも、イエスが教えつつエルサレムへ旅することへの言及と言える。
どの箇所もイエスの活動について総括的に語る部分であるが、それぞれの福音
書の特徴が現れていると言える。すなわち、マルコではイエスの教えよりも癒
しが語られる。マタイでは癒しよりも教えが前に置かれている。ルカはガリラ
ヤからエルサレムに至るイエスの長い旅を描くが（ 9 〜19章）、各地を旅するイ
エスの姿が「町や村」という語によって示されているのである。

またこの組み合わせが 5 つしかないということは、福音書のポリスの76例に
おいてこの組み合わせは僅かしかないことを意味している。ポリスは常に「村」
とセットではなく、「町」が独自に用いられていることが明らかである。

3.2.2　「村」と「里」の組み合わせ
では、「村」と「里」の組み合わせはどうであろうか。上記マルコ6:56には

「町」「村」「里」の並行例が見られたが、「村」と「里」の組み合わせは以下の
並行記事のみである。

マコ6:36	 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας 

ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τί φάγωσιν.

人々を解散させてください。そうすれば、自分で周りの里や村
へ、何か食べる物を買いに行くでしょう。

ルカ9:12	 Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν· προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ· 

ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ 
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ἀγροὺς καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ 

τόπῳ ἐσμέν.

日が傾きかけたので、十二人はそばに来てイエスに言った。「群
衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行って
宿をとり、食べ物を見つけるでしょう。わたしたちはこんな人
里離れた所にいるのです。」

語順が逆になっているが、並行記事であることは明らかである。そもそも2.3で
述べたように「里」という訳語自体が稀であるゆえ、この組み合わせは少ない
と考えることができる。

3.2.3　「全て」と「町」「村」の組み合わせ
次に方向性を変えて、「全て」という語との組み合わせを見てみよう。これは

町や村の数を強調するものと考えられる19。まず「全て」と「町」の組み合わせ
には以下のようなものがある。

（再掲）マタ9:35	 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

イエスは町や村を残らず回って、会堂で教え、御国の福音を宣
べ伝え、ありとあらゆる病気や患いをいやされた。

マコ6:33	 καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας καὶ ἐπέγνωσαν πολλοὶ καὶ πεζῇ ἀπὸ 

πασῶν τῶν πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς.

ところが、多くの人々は彼らが出かけて行くのを見て、それと
気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に
着いた。

ルカ10 :1	 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα [δύο] καὶ 

ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο [δύο] πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν 

19	 	「町を挙げて」のような例はここでは含めない（例えばマタイ8:34「町中の者」）。
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πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

その後、主はほかに七十二人を任命し、御自分が行くつもりの
すべての町や村20に二人ずつ先に遣わされた。

また「全て」と「村」との組み合わせは以下のようなものである。

（再掲）マタ9:35	 Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 

καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

イエスは町や村を残らず回って、会堂で教え、御国の福音を宣
べ伝え、ありとあらゆる病気や患いをいやされた。

ルカ5:17	 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν 

καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν ἐληλυθότες1 ἐκ 

πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλήμ· καὶ 

δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν.

ある日のこと、イエスが教えておられると、ファリサイ派の人々
と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々は、ガリラヤ
とユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主
の力が働いて、イエスは病気をいやしておられた。

「全ての町」「全ての村」という表現は予想外に少ないと言える。ヨセフスには
用例が見られず、フィロンには全11例21のうち 7 例が「町や村」という表現に
なっており、定型句として用いられていると思われる。

以上のような新約聖書におけるポリスおよびコーメーの用例からは、イエス
の活動対象としての地域像、また福音書によって好みが分かれていることこと、
また定型的な表現としても扱われていることなどが挙げられる。新約聖書でこ

20	 τόποςを新共同訳・聖書協会共同訳では「村」と訳出しているが、これは不適切な訳であろう。新改訳2017や田
川は「場所」と適切に訳出している。

21	 「酩酊」193、「言語の混乱」46、「アブラハムの移住」90、「ヨセフ」111、「モーセの生涯」1:143、「律法詳論」3:162;	
4 : 186、「賞罰」141、「観想的生活」23、「ガイウスへの使節」225、「ヒュポテティカ／ユダヤ人のための弁明」11 :1.
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れらの語を考える際には、それぞれの文書の特徴と合わせて考えることが必要
になると言えるだろう。

4 ．「ナザレ」をめぐる記述
4.1　新約聖書における「ナザレ」の呼称

以上のような「町」「村」の語法を踏まえた上で、「ナザレ」に関する用例を
見ていこう。ナザレの呼び方が現れる本文は以下である。

マタ2:23	 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ·

ナザレという町に行って住んだ。
ルカ1:26	 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς 

πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲθ

六か月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に
神から遣わされた。

ルカ2:4	 Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲθ εἰς τὴν 

Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ 

οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,

ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤ
の町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上っ
て行った。

ルカ2:39	 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ.

親子は主の律法で定められたことをみな終えたので、自分たち
の町であるガリラヤのナザレに帰った。

新約聖書で「ナザレ」に言及される際には、つねにポリスが伴っている。それ
ゆえ、主要な日本語訳では全て「町」と訳出されている。これはポリスの訳語
としては当然であろう。では、ナザレは「町」でよいのだろうか。そもそも 1
世紀パレスチナにおける「町」とはどのようなものだろうか。
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田川建三は自分の翻訳において、訳文では「町」としつつ、註では「村」と
呼んでいる22。田川の見解は以下の通りである。

マタイはこのナザレを「町」（ポリス）と呼んでいる。もちろんナザレがヘ
レニズム・ローマ世界の制度的に確立した「町」（都市）であるわけではな
いが、福音書の著者たちの言葉遣いは、こういう点では、ヘレニズム・ロー
マ世界の法制に忠実、正確に書こうなどという意思は感じられない。……
マルコも、ナザレについては「村」とか「町」とか形容語をつけてはいな
いが、「町」という単語は同様に杜撰に用いている（1.33ほか）。ずさんと
いうか、そういう点では彼らは庶民の言葉遣いをしている。あるいは、も
とをただせば、ヘブライ語の‘ir（ある程度以上の集落はみんなこの語で呼
ぶ）をポリスと訳しただけのことだろう。……、皆さん一致しているよう
に、当時のナザレは小さな村といったところだっただろう。

つまり、「町」という語に厳密な定義はなく、「庶民の言葉遣い」としておおま
かに「町」と呼ばれていたという。また「ある程度以上の集落」を呼ぶ表現で
あるヘブライ語‘irの翻訳がポリスであったと考えている。そして「皆さん一致
しているように」ナザレは「小さな村」だったと推測している。

この説明自体に問題はないが、「皆さん一致している」根拠は実際にあるのだ
ろうか。また「ある程度以上の集落」の「ある程度」とはどのような規模なの
だろうか。田川の見解を裏付ける情報がさらに必要であろう。

4.2　ナザレの規模に関する考古学的情報
では、考古学的な情報によって、ナザレの実際の規模を確認してみよう。
Anchor-Yale	Biblical	Dictionaryを参照してみよう23。そこではナザレをvillage

と呼んでいる。ナザレに存在するヘロデ時代の墓地から推測すると、ヘロデ期

22	 田川建三『新約聖書　訳と註 1 』作品社、2008年、522-524頁。
23	 James	F.	Strange,	“Nazareth,”	The Anchor Yale Bible dictionary（ed.	David	Noel	Freedman;	New	Haven:	

Yale	University	Press,	2008）,	4 : 1049-51.	以下、本文では事典記述を紹介し、前川のコメントは脚注につける。
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および前ヘロデ期のナザレの範囲は900m×200m程度という。古代にはこのう
ちのほとんどが空き地であったと考えられるため、紀元 1 世紀初頭の人口は500
人程度と推定している。また 4 世紀にパレスチナを訪問したヒエロニュムスが、
ナザレをoppidum（町）ではなくviculus（小さな村）と表記していることも資
料として挙げている24。

第二神殿時代およびミシュナー時代のガリラヤについて包括的に記述したフィ
ンジーらは、ガリラヤ地方の集落の規模についても説明している25。それによれ
ば、下ガリラヤのほとんどの人々は「村」（village）に住んでいたという。 1 世
紀のガリラヤの人口を175,000人と仮定し、セフォリスとティベリアスにそれぞ
れ 1 万人ずつ住んでいたとすれば、135,000から160,000人がガリラヤの村や町に
住んでいたと推定している26。なおヨセフスによれば、ガリラヤ全体で204の町
と村（πόλεις καὶ κῶμαι）があったという27。

とはいえ、福音書やヨセフスで用いられているπόλιςとコーメーは混用されて
いるという28。ポリスの定義として自前の法、貨幣、領域、市評議会（βουλή）
を備えていることが挙げられているが29、福音書では非常に小さい村に違いない
ところについてもポリスを用いており30、新約聖書におけるポリスの用法には注
意せねばならないとしている。

さらにヘブライ語との関係では、ラビ時代の用語としてkerak（כרך）、ʿir（עיר）、
ʿirah（עירה）、qiryah（קריה）、kaphar（כפר）があったという。kerakは大規模

24	 もし実際に500人程度の規模であったとしたら、日本語の語感としても「村」という呼び方は適しているよう
に思われる。ヒエロニュムスの時代はイエス時代からかなり隔たっているため、直接の参考にはならないが、
単にvicus（「村」一般を指す）ではなく指小辞（-culus）をつけて表記していることは注目に値する。

25	 David	A.	Fiensy,	“The	Galilean	Village	in	the	Late	Sceond	Temple	and	Mishnaic	Periods,”	in	Galilee in the 
Late Second Temple and Mishnaic Periods（2	vols.	ed.	David	A.	Fiensy	and	James	Riley	Strange.	Minne-
apolis:	Fortress,	2014）,	1 : 177-207.以下、本文では事典記述を紹介し、著者のコメントは脚注につける。

26	 Fiensy,	“Galilean	Village,”	1 : 178.
27	 フラヴィウス・ヨセフス『自伝』235。
28	 例えばヨセフス『ユダヤ戦記』3:43では、ガリラヤの最も小さな町や村でも人口は15,000人いたと述べている

が、それはさすがに誇張であろう。
29	 例えばE・シューラー（小河陽・安達かおり・馬場幸栄訳）『イエス・キリスト時代のユダヤ民族史III』教文館、2014

年、126-7頁。
30	 Reed,	Archaeology and the Galilean Jesus,	167.	リードは例として、マタイやルカがナザレをポリスと呼んで

いることを挙げている。
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で壁を持つ町とされ31、kapharは逆に小さな、壁のない村であると見なされる32。
ʿir、ʿ irah33、qiryah34の三つはほぼ同規模のものとされている35。しかし ʿirの指す
ものは幅広いとされ、小さな町から大きな町、さらには国をも指すという36。な
おラビ文献で一般に用いられるのはכרך（kerak）、עיר（ʿir）、כפר（kaphar）の
三つとされる。ミシュナーでは	 ʿirがもっとも頻繁に用いられており、ミシュ
ナー期にはほとんどの人は町や大きな村に住んでいたはず37で、kapharはより
小さな村、kerakは町であったろう、という。

町や村の人口について、以下の推定がなされている38。

里	 A	hamlet（עיר）	 50人以下
村	 A	village（כפר）	 400〜600人
田舎町	 A	country	town（עירה）	 600〜7,500人
大きな町	 A	large	city（כרך）	 10,000〜60,000人

また別の推定として以下のようなものがある39。

村	 Village	 κῶμη	 	kaphar כפר 	2,000人以下（Nazareth,	Cana,	Yodefat,	
Capernaum）

町	 Town	 κῶμη עיר ʿir	 2,000〜6,000人
都市	 City	 πόλις כרך kerak	 6,000以上（Sepphoris,	Tiberias）

31	 Koehler,	Ludwig,	Walter	Baumgartner,	and	Johann	J.	Stamm.	The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament（trans.	and	ed.	Mervyn	E.	J.	Richardson;	2	vols.	Leiden : 	Brill,	2001（以下HALOT））,	2 : 497-8.	語
根は「囲まれた」の意で、転じて「壁に囲まれた町」を表す。なおכרךの旧約聖書における用例はない。

32	 kapharの旧約での用例は 3 箇所。サム上6:18では「（城壁のない）村」と訳され、「（砦の）町（ʿir）」と対比されて
いる。雅歌7:12では「コフェル」と音訳されている（聖書協会共同訳では「ヘンナ」と音訳、新改訳2017は「村」
と訳出）。歴上27 :25は「畑、町、村、塔」と並べて「村」と訳出されている。

33	 旧約聖書には用例がない。
34	 旧約聖書には29例があり、「町」のほか、しばしばエルサレムを含む「都」（イザ33 :20など）とも訳される。
35	 ʿirとqiryahについては、しばしば並行法における言い換えられている。たとえばエレ49 :25「栄えある都（ʿir）、

わが喜びの町（qiryah）」など。
36	 HALOT	2 :821では「規模や重要性と関わりなく、定住する場所」と定義されている。実際に用例は多く、旧約

聖書中には1094例が見出される。なお旧約にしばしば現れる「ダビデの町」は ʿirである（サム下5:7など）。
37	 この点についての根拠は示されていない。
38	 Arieh	Ben	Davidによる推計（Fiensy,	“Galilean	Village,”	1 : 183）。
39	 Fiensy,	“Galilean	Village,”	1 : 185.
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さらにガリラヤにおける町と村の違いについて、以下のような対照的説明が提
案されている40。

村 町
ほとんどは町の防護壁なし（ヨデファトを
除く）

城壁あり

公的な市場はないが、広場を用いたらしい 明確に区切られた市場
街路に従って町が形成される 街路は格子状に作られる
貯水槽が基本	 水道を持つ

娯楽施設なし
セッフォリスとティベリアスには劇場が、
ティベリアスにはスタジアムと、おそら
く競馬場があった

以上のような説明を踏まえて、以下のような想定がなされている41。

もし読者が紀元 1 世紀の下ガリラヤに住んでいたなら、人口2,000人以下の
村に住んでいたことだろう。村には、簡単な作りの家、気まぐれに計画さ
れた舗装されていない街路、ひとつないし二つの公共建築、市の立つ日や
遊牧民たちが天幕を張るために用いられたいくつかの広場があっただろう。
もし読者が非常に幸運だったら、ひとつないし二つの町に住んでいて、広
い大通りや、印象的な建築や、さまざまな形の娯楽を知っていたことだろ
う。もし読者が村に住んでいたなら、おそらく農業に従事していただろう
が、いくらかの産業にも携わっていただろう。

ホップはアレクサンドル・ヤルデンナの発掘成果を踏まえて、以下のような
推定を行っている42。考古学者は、初期ローマ時代（紀元 1 世紀頃）に村は存在
しなかった（数件の集落はあったが）ことで合意しているという43。ヤルデンナ
の発掘によればイエス時代のナザレは50軒以下、 4 エーカー（16200平方メート
ル）だったという。すると村の人口は300人程度で、その多くは子供であったと
推定している。

チャールズワースによるイエス時代の考古学研究のレビューの中で、ナザレ
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についても言及がある。チャールズワースの判断では、イエス時代のカファル
ナウムの人口は、面積から見て600-1500人であり、ナザレが400人以下であれば、
カファルナウムはより大きな村のひとつ、となるという。つまりナザレは400人
以下であると考えている。なお1990年代以降のナザレ発掘では圧搾場、石壁の
テラス、石造りの監視塔、壁付きのブドウ畑が発掘されており、新しい姿が判
明しつつあるという44。

以上のようなさまざまな推定からは、ポリスは 5 千人を超えるような規模の
町に当てはまるが、コーメーについては対応する人口の幅は大きく、規模を判
断することは容易ではない。考古学の成果からは、ガリラヤの村々（כפרים）に
住む人々は数百から2,000人以下という幅がある。イエス時代のナザレも、この
程度の規模であったと考えるのが妥当であろう。

5 ．考察
5.1　ナザレをどう訳すか

新約聖書においてナザレは、ギリシャ語で一般に「町」と訳されるポリスと
呼ばれている。しかし新約聖書時代におけるポリスの内実は幅広いことに注意
せねばならない。「村」と訳されるコーメーと明確に線が引かれてはいないから
である。考古学的な情報からは、紀元 1 世紀におけるナザレは数百人から2000
人ほどの人口であったと推測される。また集落の構造からは、ナザレは「村」
の規模と呼ばれるべきものと推定される。これは紀元 1 世紀のギリシャ語では
むしろコーメーと表記されるべき規模と言えるだろう。

では、日本語の翻訳としてナザレをどう表記すべきであろうか。聖書翻訳に
おいては、必ずしも直訳に限らず、訳語から読者が想定するものとイスラエル
での実態とが一致する訳語を選ぶべきであるという考え方がある45。現代日本に
おいては、市町村に関する規定は地方自治法に定められている。「市」の条件は

「人口 5 万人以上」となっているが（第 8 条 1 項）、「町」の場合は「当該都道府

44	 これらの「壁」作りにヨセフやイエスが関与していた可能性もありうる、とチャールズワースは推測している。
45	 「町」などの訳語の問題について扱った論考として以下を参照。Evan	Fry,	“Cities,	Towns,	and	Villages	in	the	

Old	Testament,”	Bible Translator	30（1979）:	434–38;	Paul	Ellingworth,	“Cities,	Towns	and	Villages	in	the	
New	Testament,”	Bible Translator	59（ 4 ）（2008）,	195-198.
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県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない」（同 2 項）とあ
り、都道府県によって人口要件は異なっている。最低は3000人、最高は15000人
であり、5000〜10000人が中心的となっている。「村」は特に規定がない。

現在の日本の感覚からすれば、2000人以下であったと推測されるナザレは
「村」と訳す方が実態に即していると言えるだろう。つまり賛美歌に歌われてい
たようなイメージは、むしろ正しいものであったということができる。

5.2　なぜナザレは「ポリス」と呼ばれたか
ところで、福音書記者たちは皆揃ってナザレをコーメーではなくポリスと表

記している。ポリスの翻訳としては、「町」と訳すことが妥当である。福音書記
者たちはコーメーという語を知らなかったわけではないし、町と村を並べて記
す例も、少ないとはいえ見出される。その点では、日本語訳としてはナザレは

「町」と訳さざるを得ないと考えることもできる46。
ではコーメーと表現すべき規模のナザレは、なぜポリスと呼ばれたのであろ

うか。ここでいくつかの可能性を考えてみよう。
（ 1 ）マタイ福音書がポリスをコーメーと比べて非常に多く用いていること

がヒントになるかもしれない。マタイはイエスの活動に際して「町」を重視す
る。それは最初期キリスト教が都市中心の伝道であったという推測にもつながっ
ている。そもそもマルコ福音書においてはナザレがどのような規模かを推測さ
せる語はなかった。言い換えれば、マルコはそのようなことに関心はなかった
のである。マタイがナザレの性格付けをする際には、そもそも現実のナザレに
ついての情報を持ってはいなかったであろう。かつ、マタイ8:33において、マ
ルコにある「町や村」から「村」を削除していることも、マタイにとってポリ
スが中心であるという意識を示している。それゆえ、マタイは自らの考えに沿っ
て、ナザレもポリスと説明したと考えられるだろう。

もちろん、マタイはコーメーという語を知らないわけではないが、独自の用
例と言えるのは9:35と10 :11のみであり、しかもそれらは定型的な表現であり、

46	 注釈で、ナザレは村の規模であったという説明をつけることは可能であろう。
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意図的に用いたとは考えられない47。ところで、マタイはメシアの誕生に関する
ミカ書の預言ではベツレヘムは「いちばん小さいもの」とあるのに、否定語を
置いて「一番小さいものではない」と修正した。これは「イエスの生まれるベ
ツレヘムは小さいはずがない」というマタイの意識であろう。それと同様の意
識が、マタイをしてナザレをコーメーではなくポリスと表記させたのではなか
ろうか。これもまたマタイの意図を反映したものと言うことができるだろう。

（ 2 ）ルカもまた「町」という表現を用いているが、必ずしもマタイの影響
というわけでもなさそうである。それは「ダビデの町」πόλις Δαυίδという呼称
との関係から推測される。ルカにおいては、イエスがダビデの末裔であること
を示すために、ベツレヘムは「ダビデの町」と呼ばれる（2:4）。この表現に並
行する形で、いわば「イエスの町」たるナザレを「町」と呼ばせたのではなか
ろうか。それはダビデの権威をナザレにも持たせようというルカの意図と考え
ることができるだろう。

以上を、ナザレが「町」と呼ばれる福音書記者の動機を説明するものとして
提案したい。ナザレがポリスと呼ばれるのは当たり前ではないのである。

6 ．おわりに
最後に余談ながら、私たちは日本語に訳すとき、「町」「村」「里」といった単

語が持つ日本語的イメージ、いわば自らが持つ憧れのような思いを本文に読み
込んでいることはないだろうか。賛美歌の歌詞はまさに浪漫主義的と言っても
良さそうに思われる48。私たちが聖書本文を考えるとき、自分たちのイメージを
読み込んでいないか、このテーマが警告しているように感じられてならない。

	 （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）

47	 マタイにおけるコーメー 4 例については以下の通り。9:35はイエスの活動をまとめるマタイ独自の要約句と
なっている。10 :11はマルコの並行句であるが、マタイのみが「町や村」という定型的表現を用いている。14 :15
と21 :2はマルコの並行句であり、「村」ないし「町や村」という表現が共通に用いられている。

48	 日本語訳聖書や賛美歌の歌詞における「村」としてのナザレ理解、は興味深いテーマであるが、本稿の扱う範
囲を超えたものである。諸賢の挑戦を待ちたい。

−18−

ヴィア・メディア第16号（2021年）


