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＜凡例＞

〔…〕：省略

〔〕：翻訳者、引用者による補足

・ヘブライ語聖書、新約聖書の書名は括弧をつけず、その他の文献には『』を用いた。

・聖書の書名およびその略号は、ヘブライ語聖書については旧約聖書翻訳委員会訳岩波書

店版、新約聖書については新共同訳に従った。

・人名、地名などについてはなるべく原語の音に近いものを採用したが、すでに広く用い

られているものについてはその限りではない。

・｢資料：一次文献の原文と翻訳｣には、論文中の一次文献の翻訳の末尾に付した＜＞内の

数字順に原文と翻訳を載せている
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第一章：序論（先行研究調査及びユダヤ教とシリア教父の比較の意義）

1.1. 序言

本研究は、ヘブライ語聖書1出エジプト記 32 章に描かれている金の子牛像事件の解釈を

軸に、古代・中世初期のユダヤ教とシリア-キリスト教の比較を行うものである。また第三

極として同時代のギリシア･ラテン教父の解釈も参照し、両者の相違点と類似点をより立体

的に描き出すことを目指す。それにより、ユダヤ教の聖書解釈者やキリスト教の教父たち

がどのような意図・目的のもとでどのような解釈を行ってきたのかという背景の一端を、

彼らの実際の解釈を例にとりながら明らかにするのが本研究の目的である。

以下でも繰り返し詳しく見ていくが、紀元 200 年頃に編纂されたユダヤ教の口伝律法集

成である『ミシュナ』のメギラー篇 4.10 に、この事件の後半部を翻訳2してはならないとい

う規定があることからもわかるように3、この金の子牛像事件とはユダヤ教にとっては議論

の対象となる、ある意味で扱いに困る出来事であり、またキリスト教にとっては、ユダヤ

1 一般的には旧約聖書と呼ばれることが多いが、この呼び方は｢新｣約聖書を前提としたキリ

スト教の用語であるため、本研究ではヘブライ語聖書という呼び方を取る。
2 当時のシナゴーグにおける礼拝では、担当者が聖書をヘブライ語で読んだ後に、違う担当

者が当時の⼀般⺠衆の⾔葉であったアラム語に翻訳するという習慣があった。これはつま

り、ラビや一部の教養ある者を除き、紀元 200 年頃にはユダヤ⼈の⼀般⺠衆はヘブライ語

を解さなかったということである。ちなみにラビとはユダヤ教の学識を備えた者といった

身分に過ぎず、キリスト教の聖職者のように一般信徒より神に近い階級といった意味は持

たない。
3 ｢〔…〕第一の子牛の事件（出 32:1–20）は読まれて翻訳される。第二（同 21–24）は読ま

れるが翻訳されない〔…〕｣＜1＞。その理由として、500 年頃から編纂が開始されたとされ

るバビロニア・タルムードのメギラー篇 25b で以下のように述べられている。｢第一の子牛

の事件は読まれて翻訳される。これは明らかである。イスラエルの栄誉に配慮するべきだ

〔＝だからこの箇所は翻訳されるべきでない〕と思うだろう。〔だがバライタは〕それが彼

らにとって好ましいと我々に教える。〔その箇所を読み、訳すことが〕彼らにとって贖いと

なるからだ。〔…〕第二の子牛の事件は読まれるが翻訳されない。第二の子牛の事件とはど

の箇所か。｢モーセは言った｣（出 32:21）から｢モーセは見た｣（同 25 節）までである。バ

ライタで言われている。ラビ･シムオン･ベン･エルアザル曰く。人は常にその返答に注意す

るべきである。アロンがモーセに返した答えの中に、騒ぎを起こす者たちは疑念を抱くか

らだ。｢私がそれを火に投げると、この子牛が出てきました｣（出 32:24）と言われているよ

うに。〔…〕｣＜2＞。なお、本研究で引用するヘブライ語・アラム語文献の訳はすべて直訳

調の拙訳である。シリア語文献については、原文を逐語的に確認しながらその都度言及す

る近代語訳を参考にした。ギリシア語・ラテン語文献については、言及する近代語訳に基

づきながら、重要な語句や表現については原文を確認した。
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教を攻撃するための格好の材料となった4。この物語が、ユダヤ教とキリスト教の両者にと

って、非常に重要なものであったことは疑いない。ユダヤ教とキリスト教の聖書解釈を比

較しその差異や類似点を探る際に、この金の子牛像事件のような両者にとって関心の高い

聖書の物語を用いるのは有益であると考える。

本章ではまず、この金の子牛像事件の内容を聖書本文から確認し、この物語が研究者に

よってこれまでどのような面から論じられてきたのかを整理する。そして最後に、これま

でにいまだ十分に研究されていないユダヤ教とシリア-キリスト教の比較研究を、この子牛

像事件解釈の比較から行う意義と可能性、およびその方法を示す。

1.2. 出エジプト記 32章金の子牛像事件

まず、本研究の核となる金の子牛像事件の内容を確認する。出エジプト記 32 章5全体を

以下に引⽤する。この事件は、エジプトを脱出したモーセとイスラエルの⺠が荒れ野を放

浪している時代に、モーセがシナイ山に登り神から律法を受け取っている間に起こる。

4 以下の章でまた詳しく論じるが、その最も古い例としては、新約聖書のコリントの信徒へ

の手紙一 10 章｢1.兄弟たちよ。このことを知らずにいてもらいたくない。わたしたちの先祖

はみな雲の下におり、みな海を通り、〔…〕 5.しかし、彼らの中の大多数は、神のみこころ

にかなわなかったので、荒野で滅ぼされてしまった。6.これらの出来事は、わたしたちに対

する警告であって、彼らが悪をむさぼったように、わたしたちも悪をむさぼることのない

ためなのである。7.だから、彼らの中のある者たちのように、偶像礼拝者になってはならな

い。すなわち、「⺠は座して飲み⾷いをし、また⽴って踊り戯れた」と書いてある｣（新共

同訳）、使徒言行録 7 章｢38.この人〔モーセ〕が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に語

りかけた天使とわたしたちの先祖との間に立って、命の言葉を受け、わたしたちに伝えて

くれたのです。39.けれども、先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプトをな

つかしく思い、40.アロンに言いました。『わたしたちの先に立って導いてくれる神々を造っ

てください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に、何が起こったの

か分からないからです。』41.彼らが若い雄牛の像を造ったのはそのころで、この偶像にいけ

にえを献げ、自分たちの手で造ったものをまつって楽しんでいました。42.そこで神は顔を

背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました。それは預言者の書にこう書いてある

とおりです。『イスラエルの家よ、／お前たちは荒れ野にいた四十年の間、／わたしにいけ

にえと供え物を／献げたことがあったか。43.お前たちは拝むために造った偶像、／モレク

の御輿やお前たちの神ライファンの星を／担ぎ回ったのだ。だから、わたしはお前たちを

／バビロンのかなたへ移住させる。』〔…〕51.かたくなで、心と耳に割礼を受けていない人

たち、あなたがたは、いつも聖霊に逆らっています。あなたがたの先祖が逆らったように、

あなたがたもそうしているのです｣（同）が挙げられる。
5 本研究で引用するヘブライ語聖書の原文は、Elliger, K. & Rudolph, W. (ed.), Biblia Hebraica

Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1977, 19975)に基づく。以下に引用する出エ

ジプト記 32 章は、内容から読みやすさを考えて筆者による段落分けを行っている。
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1：⺠はモーセが山から下りてくるのが遅れているのを見た。⺠はアロンのもとに集

まった。そして彼に言った。「立って、我々のために我々の前を歩む神々をつくれ。エジ

プトの国から我々を導き上った人モーセについて、彼に何があったのかを私たちは知っ

ていないのだから」。2：アロンは彼らに言った。「あなたたちの妻、息子、娘らの耳にあ

る金の耳輪をはずし、わたしのところに持って来い」。3：すべての⺠は、彼らの耳にあ

る金の耳輪を外し、アロンのところに持って来た。4：彼は彼らの手から取り、それをヘ

レト6で形作り、子牛の像を作った。そして彼ら7は言った。「これらが、イスラエルよ、

お前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ8」。5：アロンは見て、その前に祭壇を

築き、宣言して言った。「明日は主のための祭だ」。6：彼らは翌朝早く起き、焼き尽くす

献げ物をささげ、和解の献げ物を供えた9。⺠は座って食べて飲み、立っては戯れた。

7：主はモーセに語りかけた。｢下山せよ。お前がエジプトの地から導き上ったお前の

⺠が堕落した。8：私が彼らに命じた道より彼らは即座に逸れ、自分たちのために子牛の

像を作り、それにひれ伏し、そのためにいけにえを屠り、『これらが、イスラエルよ、お

前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ』と言った｣。9：主はモーセに言った。｢私

6 詳細は不明な語。ヘブライ語｢חרט｣。新共同訳では｢のみ｣、口語訳では｢工具｣、岩波書店
版（旧約聖書翻訳委員会訳『旧約聖書 I』岩波書店、2004 年）では｢小刀｣と訳されている。

聖書中でこの箇所以外ではイザヤ書 8:1 でしか用いられていない。｢袋｣、｢覆い｣などと訳す

べきという意見もある。Loewenstamm, Samuel E., “The Making and Destruction of the Golden

Calf,” Biblica vol. 48 (1967), pp. 481–490; Gevirtz, Stanley, “Cheret in the Manufacture of the

Golden Calf,” Biblica vol. 65 (1984), pp. 377–81 などを参照。なお、アラム語訳聖書の一つであ

る『タルグム・オンケロス』では、｢זיפא｣という｢鋳型｣に近い語があてられており、同じく
『タルグム・偽ヨナタン』では、「それを外套（שושיפא）で包み、鋳型（טופסא）で鋳造し
た」というように加筆が施されている。この語についてこれまでに出された学説を概観す

るには、Spencer, John R., “Golden Calf,” Neusner, J. et. al. (ed.), The Anchor Bible Dictionary

(New York: Yale University Press, 1922), vol. 2, pp. 1065–1069 が詳しい。
7 紀元前 1 世紀頃に成立したとされている七十人訳と呼ばれるギリシア語訳聖書では、この

発言の主語は三人称単数形、つまりアロンとなっている。この点についてはまた折に触れ

て言及するが、ヘブライ語を読めずにこの七十人訳によって聖書を読む者たちにとっては、

そもそもこの発言はアロンによるものだと理解されていたという前提がある。
8 この一文について Joüon & Muraokaは、｢卓越・威厳の複数形(plural of excellence or majesty)｣

により｢神(Í¢��Î��←אלהים)｣が複数形となる原則に従って、主語(ֵאֶּלה)も複数形となっている

とみなし、｢これはお前の神だ｣という単数形での訳出を行っている(Joüon P. – Muraoka T., A

Grammar of Biblical Hebrew (Forth Reprint of the Second Edition) (Roma: Gregorian & Biblical

Press, 2013), pp. 514–5)。一方で、口語訳聖書は｢神｣だが新共同訳も岩波書店版も複数形の

｢神々｣と訳している。本研究では直前の動詞｢導き上った｣が三人称複数形であることと直

訳調の翻訳という観点から、この語の単数／複数性が問題とならない限りにおいて、複数

形の訳語を用いることとする。
9 上の注同様、七十人訳聖書では、これらの犠牲を捧げる行為の主語もアロンとなっている。
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はこの⺠を⾒た。⾒よ、それは強情な⺠である。10：さあ、私をほうっておけ。私の怒

りは彼らに対して熱く燃え上がり、私は彼らを消滅させる。そしてお前を⼤いなる⺠と

しよう｣。11：モーセは彼の神、主の顔をなだめ、言った。｢主よ、なぜあなたの怒りは、

あなたがエジプトの地から⼤いなる⼒と強き⼿で導き出したあなたの⺠に対して燃え上

がるのでしょう。12：どうしてエジプト人たちが、『悪意を持って彼らを連れ出し、彼ら

を山で殺して地の表面から彼らを根絶するつもりだったのだ』と言うことになりましょ

うか。燃え上がる怒りから⽴ち戻ってください。あなたの⺠に対する悪意について、⼼

を静めてください。13：あなたの僕である、アブラハム、イサク、イスラエルのことを

思い返してください。あなたはあなたにかけて彼らに対して誓い、彼らに対して語られ

ました。『私はお前たちの子孫を天の星々のように増やし、私が言ったこの地すべてをお

前たちの子孫に与え、彼らは永遠に所有するだろう』と。14：主は心を静めた。自分の

⺠に対して為そうと告げた悪意について。

15：モーセは向きを変えて山から下りた。彼の手には二枚の証言の石板。石板は両方

の面にも書かれており、どちらにも書かれていた。16：これらの石板は神の手によるも

ので、その筆跡は神の筆跡でその石板の上に刻まれていた。17：ヨシュアは⺠の叫んで

いる声を聞き、モーセに言った。｢宿営地で戦いの声が｣。18：彼〔モーセ〕は言った。｢力

強さを歌う声でなく、敗北を歌う声でもない。歌う声を私は聞いている｣。19：彼が宿営

地に近づくと、彼は子牛と、輪になって踊っている人々を見た。モーセの怒りは燃え上

がり、彼は自分の手から石板を投げ落とし、山の麓でそれらを破壊した。20：彼は彼ら

が作った子牛を取り、火で燃やし10、粉々になるまでつぶし、水の上に撒き、イスラエ

ルの子らに飲ませた。21：モーセはアロンに⾔った。｢この⺠はお前に何をしたのだ。お

前がこの⺠に⼤きな罪をもたらしたとは｣。22: アロンは言った。｢我が主の怒りが燃え

上がらないように。あなたはこの⺠をご存知です。それが悪の中にいることを。23：彼

らが私に言いました。『我々のために我々の前を歩む神々をつくれ。エジプトの国から

我々を導き上った人モーセについて、彼に何があったのかを私たちは知っていないのだ

から』。24：そして私は彼らに言いました。『金を持つ者よ、外して私に与えよ』。そして

私がそれを火に投げると、この子牛が出てきました｣。25：モーセは⺠が緩められている

のを見た。アロンが彼らを緩め、彼らに対して立つ者たちの中で嘲りの噂となった。

26：モーセは宿営地の門に立ち、言った。｢主のための者は、私のもとへ｣。そして彼

のもとにレビの子らがみな集まった。27：〔モーセは〕彼らに言った。｢イスラエルの神、

主はこう言われた。『それぞれが自分の剣を腰に帯びよ。宿営地の門から門まで行って戻

り、それぞれが自分の兄弟、友人、近親者を殺せ』と｣。28：レビの子らはモーセの言葉

通りに⾏い、その⽇⺠から約 3000 人が倒れた。29：モーセは言った。｢今日、お前たち

10 金でできた子牛像が燃えるのかという問題については、Loewenstamm, op.cit.がユダヤ教

の伝承や先行研究をまとめながら、子牛像の破壊とカナン地方のモト神の破壊というモチ

ーフの並行関係を指摘している。
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は主のためにお前たちの手を満たせ11。それぞれが自分の息子や兄弟に対したのだから。

今日、お前たちに祝福を与えるために｣。

30：翌⽇になって、モーセは⺠に⾔った。｢お前たちは⼤きな罪を犯した。今、私は

主のもとへ上り、恐らく、お前たちの罪の贖いをしてくるだろう｣。31：モーセは主のも

とに戻り、⾔った。｢ああ、この⺠は⼤きな罪を犯しました。彼らは⾃分たちのために⾦

の神々を作ったのです。32：今、あなたは彼らの罪をお許しくださるでしょうか。もし

許されないのなら、あなたが書かれたあなたの書から私を消してください｣。33：主はモ

ーセに言った。｢私に対して罪を犯した者を、私は私の書から消す。34：さあ、⾏け。⺠

を私がお前に語ったことへと導け。見よ、私の使いがお前の前に行くだろう。私が気に

かける日に、私は彼らに対し、その罪に報いるだろう。35：主は⺠を打った。アロンが

作った子牛とともに彼らがしたことについて。＜3＞

キリスト教はこの事件を利用して、ユダヤ人は愚かにも、ないしは貪欲にも偶像崇拝に

傾倒したであるとか、この事件により神との契約を失ったなどとして、ユダヤ人やユダヤ

教を攻撃してきた。その一方で、ユダヤ教の聖書解釈者たちも、様々な目的でこの事件を

解釈してきた。次節では、この事件について現代の研究者たちがどのような観点から研究

を行ってきたのかを概観していく。

1.3. 子牛像事件についての先行研究

本節では、金の子牛像事件についての先行研究のうち、代表的なものをいくつか取り上

げて考察を加える。ここで取り上げる研究が子牛像事件についての最も優れた研究という

わけではなく、言及していない優れた研究も数多く存在することは予め断わっておくが、

以下に取り上げたものだけでも、これまでの研究のおおまかな方向性は把握できるであろ

う。

1.3.1. Leivy Smolar and Moshe Aberbach, 1968

本研究の約半世紀前に、Leivy Smolar と Moshe Aberbach の二人が、金の子牛像事件の様々

な解釈についての包括的な分析を行っている。彼らの論文、“The Golden Calf Episode in

Post-biblical Literature”12は、｢金の子牛像事件の初期受容史に適切に焦点を合わせた最初

の研究｣13と目されている。Smolar と Aberbach は、ヨセフスやフィロンといったラビ時代以

前の文献や、初期キリスト教文献、ラビ文献、そして教父の著作から様々な解釈を収集し、

11 岩波版の訳者である木幡藤子と山我哲雄は、出エジプト記 28:41、同 29:9 などの箇所を参

考に挙げ、｢これは、他動詞の形で｢祭司に任命する｣を意味する決まった表現｣（p. 271 注 5）

とみなし、｢お前たちはヤハウェに献身せよ｣と訳出している。
12 In Hebrew Union College Annual vol. 39 (1968), pp. 91–116.
13 Lindqvist, P., Sin at Sinai: Early Judaism Encounters Exodus 32 (Vaajakoski: Gummerus Printing,
2008), p. 40.
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ラビたちの解釈の背後にある意図を描き出した14。彼らは収集した伝承群を、｢ラビの擁護

的手法｣、｢キリスト教的見解｣、｢穏健なラビの護教論｣、｢戦闘的なイスラエル擁護｣などと

いった項目に分類した。彼らの包括的な視野は重要であり、その研究は後世の研究者たち

に金の子牛像事件解釈の全体的な理解を与えるのに貢献してきた。しかしながら、いくつ

かの問題も抱えている。まず、彼らは様々な解釈や伝承を、｢ラビの(rabbinic)｣という一つの

カテゴリーのもとにまとめており、その内部の、例えばタナイーム期15とアモライーム期16の

差異については考慮していない。また、彼らが｢紀元 1 世紀の終わりから、タナイームとア

モライームはどちらもキリスト教からの論争面での攻撃と深く関わっていた｣(p. 95)と述べ

るように、彼らは子牛像事件についての外的な理由しか考慮せず、｢ラビの｣解釈の内部の

変化や発展には注意を払っていない。さらに、彼らによればユダヤ教の子牛像事件につい

ての護教的な解釈は常にキリスト教との論争への反応であり、当時のユダヤ人はキリスト

教徒以外とは何者とも接触したりその支配下に置かれたりすることはなかったとみなして

いるかのようである17。

いずれにせよこの研究は、言及している伝承群の扱いには問題があるものの、子牛像事

件の多様な解釈の概略を知るためには適していると言えよう。本研究では、この論文で言

及されている解釈を逐一原典にあたって確認したという意味では本論文を利用しているが、

彼らが用いている分類の枠組みは無効とみなしている

1.3.2. Irving J. Mandelbaum, 1990

“Tannaitic Exegesis of the Golden Calf Episode”18という論文の中で、Irving J. Mandelbaum は

子牛像事件を直接扱っているタナイーム伝承について、テキストの詳細な分析を行いなが

らその特徴を論じている。Mandelbaum 曰く、｢これらの解釈伝承のほとんどすべてが、子

牛像事件を罪と贖いの古典的物語として扱っている。全ての伝承が、アロンとイスラエル

14 彼らには、“Aaron, Jeroboam, and the Golden Calves,” Journal of Biblical Literature 86.2 (1967),

pp. 129–140 という研究もあり、こちらは出エジプト記 32 章の事件と列王記上 12 章のヤロ

ブアムの子牛像を比較し、両者の関係やその背景を分析している。ヤロブアムの子牛像に

ついては、第二章で詳しく扱う。
15 ユダヤ教の歴史を、その時代を生きたラビたちの呼称で区切るものの一つ。ヒレル（紀

元前 1 世紀末〜紀元 1 世紀初）からミシュナ編纂までの期間（≒紀元 20〜200 年）とされる。

Sperber, Daniel, “Tanna, Tannaim,” Encyclopaedia Judaica 2nd edition (Michigan: Thomson Gale,

2007) (以下、EJ2nd), vol. 19, pp. 505–507 参照。
16 220 年から、パレスチナでは 360/370 年、バビロニアでは 500 年頃までとされる。Gray,

Alyssa M., “Amoraim,” EJ2nd, vol. 2, pp. 89–95 を参照。
17 本論文のこういった問題点は、すでに Lindqvistによって指摘されている。Lindqvist, op. cit.,

pp. 40–44 を見よ。
18 In Davies, Philip R. & White, Richard T. (ed.), A Tribute to Geza Vermes (Sheffield: Sheffield
Academic Press, 1990), pp. 207–223.
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が重大な罪を犯し、その違反により罰せられ、最終的には神によって許されるものと想定

している｣(p. 207)。この見解を証明するために、彼は『トセフタ』や『メヒルタ・デラビ･

イシュマエル』、『スィフラ』や『スィフレ』といったタナイーム文献からテキストを引用

し、それらを｢罪の重大性｣、｢罪に対する罰｣、｢贖いと赦し｣の三つに区分している。この

指摘は非常に重要であり、本研究においてもタナイーム伝承については Mandelbaum の見解

に従って論を進める。彼の主張は十分に納得のいくものであり異論を挟む余地はないのだ

が、いくつか言及すべき点は残っている。まず『トセフタ』のキプリーム篇 5.1419について、

Mandelbaum は｢これはタナイームに帰されている解釈の中で、イスラエルの子牛像事件の

罪の責任を否定する唯一の伝承｣(p. 222)と述べ、それ以上に考察を加えることはしない。こ

の点は我々後世の研究者に残された課題である。第二に、彼はユダヤ教外のことについて

は全く関心を示していない。ユダヤ共同体に対する、ローマ帝国や初期のキリスト教とい

った外の世界からの影響力がどれほどであったのかについて、現時点で確かなことは言え

ないが、たとえ結論が変わらなくとも考慮には入れるべきであろう。

いずれにせよ、Mandelbaum が子牛像事件のタナイームの解釈について、異論の出ないよ

うな全体的な描写を提示していることは疑いない。本研究でもその手法を取り入れつつ、

彼が考慮に入れていないユダヤ教の外の世界からの影響を考慮し、タナイーム期に続くア

モライーム期について分析を進めている。

1.3.3. Pier Cesare Bori, 1990

The Golden Calf and the Origins of the anti-Jewish Controversy20という著作の中で Bori は、

キリスト教会がユダヤ教に対する攻撃として子牛像事件をどのように利用してきたかを分

析している。本書は主に、前述の Smolar & Aberbach の提示した素材と分析に依拠しており、

それらをより詳細に論じている。それゆえ、本書は Smolar & Aberbach の研究と同じ問題を

孕みながらも、その発展形と言うこともできよう。ユダヤ教やユダヤ人に対するキリスト

教徒の態度を、彼が提示している教父のテキストからは読みとることができないレベルで

過度に単純化していたり、そもそも指示している引用箇所が間違っていたりといった問題21

が本書にはある。しかし、キリスト教徒たちがどのようにユダヤ教に対応し、また子牛像

19 ｢〔…〕どこで懺悔を口にするのか。祈りの後である。聖櫃の前を通る者は四つ目の祈り

の際に。ラビ･メイール曰く。その者は七つの祈りを祈り、懺悔で終える。賢者たちが曰く。

その者は七つの祈りを祈る。そしてもし懺悔で終わりたいのなら、終わればよい。そして

罪の詳細を述べる必要がある。｢ああ、この⺠は⼤きな罪を犯した。そして彼らのために⾦

の神々を作った・・・｣(出 32:31)と言われているように。だが神はこう言った。誰がお前た

ちに、お前たちが金の神々を作るようになることを引き起こしたのか。私だ。私がお前た

ちに金を多く与えた｣。写本間の異読等、重要な問題についてはまた後の章で論じる。
20 Ward, D. (tr.) (Atlanta, GA: Scholars Press, 1990).
21 この問題については、Bori ではなく翻訳者の犯した間違いという可能性もある。
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事件の物語を読んできたのかを考える際の一助となることは間違いない。

1.3.4. Youn Ho Chung, 2010

Youn Ho Chung が 2010 年に出版した the Sin of the Calf: the Rise of the Bible’s Negative

Attitude toward the Golden Calf22という本は、そのタイトルが示すように、聖書全体における

金の子牛像（群）の伝承を扱っている。ヘブライ語聖書中の金の子牛像事件と言えば、出

エジプト記 32 章だけでなく列王記上 12 章にも、ヤロブアムによって作られた二頭の金の

子牛像についての伝承が残されている。Chung は聖書学的手法を用いながら、子牛崇拝につ

いて言及している複数の聖書テキストを分析している。それとともに、メソポタミアやエ

ジプトの思想といった、子牛についての非ユダヤ的概念についても考察を行っている。結

論で、彼は｢子牛という概念は、神を図像で表さない古代イスラエルの宗教伝承にとって、

否定的にみなされたり矛盾するものと考えられていたりしたわけではなかった。〔…〕実際

のところ、古代イスラエルの宗教内で、子牛は彼らの目に見えない神である YHWH の足台

と考えられていた｣(p. 204)と述べている。ここで Chung の主張の妥当性や聖書内の諸問題に

ついて深く立ち入りはしないが、金の子牛像事件がその起源から重大な問題をはらんでお

り、聖書内部においても論争の的となっていたことは明らかである。本書は、その問題に

聖書学の面から光を当てている。聖書内部における子牛像事件の扱いについては、本研究

の第二章で扱う。

1.3.5. Pekka Lindqvist, 2008

最後に取り上げる Pekka Lindqvist の Sin at Sinai: Early Judaism Encounters Exodus 32 は、

出エジプト記の子牛像事件解釈を扱った最新の研究書であり、本章でここまでに取り上げ

た先行研究（Chung, 2010 を除く）についても詳細に論じている。子牛像事件解釈について

は、6 世紀までの資料を原文から扱い、文学的な分析を行っている。結論部で Lindqvist は、

｢〔ユダヤ教の子牛像事件解釈における〕護教的な態度の表れは、全時代を通じて様々な種

類の文章、文脈、そして歴史的状況において見出せる。そのため、このような態度の背後

に一つの原因や一つの理由があると述べることはほとんど不可能である｣(p. 322)と述べる。

これは重要な指摘であり、ここにおいても Smolar & Aberbach の十把一絡げ的な態度は再考

を要するし、Mandelbaum のタナイーム伝承についての見解を、安易に他の伝承群に敷衍す

ることは慎まねばならない。それを踏まえて Lindqvist は、｢ユダヤ教内部での教理問答の必

要性(catechetical need)が、アロンを弁護する第一の理由であったとする証拠が見られる｣(p.

323)とも述べている。つまり、Lindqvist によれば、キリスト教との論争よりも｢ユダヤ教内

部での教理問答の必要性｣が、アロンを擁護するためのより強力な理由だったということで

ある。彼はまた、｢イスラエルの擁護は、アロンの擁護よりも高い確率で、恐らく教会との

直接的な論争をも含む、外的な要因によって引き起こされたものと見ることができる｣（同）

22 New York: T & T Clark, 2010.
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とも述べている。このように Lindqvist は、子牛像事件の解釈を分析する際には、それぞれ

の文章、文脈、そして一連の歴史的状況の細部や微妙な差異に焦点をあてる必要性を唱え

ている。この観点から、子牛像事件についての今後のさらなる研究の可能性を次節以降で

論じていきたい。

1.4. 今後の研究の可能性

これまでに取り上げてきた先行研究を考慮すると、金の子牛像事件とその解釈のより詳

細な分析を提示するためには、我々はある程度の限られた時代と地域に焦点を絞る必要が

あることがわかる。その一例として、本研究ではタナイーム期とアモライーム期の子牛像

事件解釈の、同時代のシリア-キリスト教による解釈との比較を提案する。

1.4.1. シリア-キリスト教

本節では最初に、シリア-キリスト教について前提となる情報を確認しておく。まず、本

研究で言うところのシリアとは、地理的には現在の国名であるシリアの国土に加えて、レ

バノン・ヨルダン・イスラエルやトルコの一部も含んだ地域とする。ここでは例として、

シリア-キリスト教の二大中心地であるアンティオキアとエデッサの状況を取り上げる。ア

ンティオキアは現在ではアンタキアと呼ばれる、現在のトルコ南部、シリアとの国境近く

の都市である。セレウコス朝シリアの時代の紀元前 300 年に建設され、セレウコス朝の首

都として、またローマ時代には属州シリアの州都として、ローマ、アレクサンドリアに次

ぐ商業都市として繁栄した23。ここには紀元前 2 世紀半ばにはユダヤ人共同体が設立された

とされ、異邦人キリスト教の誕生した地でもある24。エデッサはアンティオキアの東、現在

のウルファに当たり、こちらも現在のトルコ南部シリアとの国境近くの都市である。セレ

ウコス朝シリア時代に名づけられ、後のオスロエネ王国の首都を経てローマの支配下に入

る。アンティオキアから広まったキリスト教が、アブガル 9 世（在位 179〜212 年）の時代

のオスロエネ王国に受け入れられ、一定の勢力となったと考えられている25。アンティオキ

ア同様エデッサにも大規模なユダヤ人共同体が存在し、初期のキリスト教徒の多くは改宗

ユダヤ人だったと考える研究者もいるが、確かなことは言えなさそうである26。

23 ｢アンティオキア｣, ⻄川正雄他編『⾓川世界史辞典』⾓川書店、2001 年。
24 Kessler, Edward, An Introduction to Jewish-Christian Relations (Cambridge: Cambridge
University Press, 2010, 20133), p. 57.
25 高橋英海「翻訳と文化間関係――シリア語とその周辺から」『精神史における言語の想像

力と多様性』2008 年、pp. 83–110 の p. 84。
26 Barnard は、エデッサのキリスト教がユダヤ的環境から生まれパレスチナの派閥主義と密

接な関係を持っていたことから、最初期の改宗者は主にユダヤ人だったと述べるが(Barnard,

L. W., “The Origins and Emergence of the Church in Edessa during the First Two Centuries A. D.,”

Vigiliae Christianae, vol. 22 (1968), pp. 161–175, p. 165)、Drijvers は 4 世紀後半のエデッサの人

口のかなりの割合が非キリスト教徒であったことから、逆にユダヤ教がキリスト教徒を引
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言語の面では、東地中海地域で広く普及していたギリシア語がシリア地域でも広く用い

られるとともに、アラム語も日常的に使用されており、そのアラム語のエデッサ周辺の方

言とされるシリア語も、キリスト教が広まる前から広く使われていた。言うなれば、4 世紀

のシリアは、アラム語・シリア語的、つまりセム的伝統を保持したまま、ヘレニズムの影

響も併存していたバイリンガルな地域であった。ただし、住⺠の多くがギリシア語とシリ

ア語を併用していたというよりは、片方の言語を使う人間同士が混在していたというほう

が正しいようである27。本研究で扱う、シリア-キリスト教の伝承を残したシリア教父とは、

主にシリア語で活動をした、著作を残した教父という意味であり、例えばアンティオキア

周辺ではギリシア語で著作を残した教父が多数見られるが、彼らはあくまでもギリシア教

父として区別する。

この地域の住⺠については、もともとの⼟着の⼈間に加え、ギリシア⼈、ペルシア⼈、

ユダヤ人やその他の少数派で構成されていたと考えられている。墓碑銘を調べたある研究

によれば、1–4 世紀のエデッサの全人口の 12%がユダヤ人であったとのことである28。宗教

については、どの年代を選ぶかにも左右されるが、新興勢⼒のキリスト教徒が住⺠の⼤多

数を占めていたとも考えにくいため、大雑把に言って一定数のユダヤ人とキリスト教徒、

そして多数派の｢異教徒｣で構成されていたと考えて問題ないであろう。そしてその｢異教

徒｣には、当時のキリスト教の最大の敵と言われるマニ教とともに、エデッサ教会から異端

視されていた、バルダイサン29の信奉者や、マルキオン派30、アレイオス派31も含むものと

する32。

このシリア-キリスト教は、451 年のカルケドン公会議における｢単性説｣の断罪をきっか

けとして東⻄に分裂することとなる。本研究では、この分裂前のシリア-キリスト教を比較

き付けていたと述べる(Drijvers, Han J. W., “Jews and Christians at Edessa,” Journal of Jewish

Studies, vol. 36.1 (1985), pp. 88–102, pp. 95–96)。
27 武藤慎一『聖書解釈としての詩歌と修辞』教文館、2004 年、p. 38。
28 Drijvers, op. cit., pp. 90.
29 154 年にエデッサに生まれ、2 世紀末頃キリスト教徒になる。独立性と思索的な非聖書的

なアプローチゆえにか、222 年の死亡後に異端視され著作が散逸した。Barnard, op. cit.、⼾

⽥聡「「最初のシリア語キリスト教著作家」バルダイサンの知的背景について」『⻄洋古典

学研究』59 (2011)、pp. 118–130 を参照。
30 1 世紀末から 2 世紀半ばまで活動した小アジア出身者。イエスがメシアであるという立場

を否定し、それでいてイエスの福音のみに価値を置いた。144 年に異端認定を受けると独自

の教会組織を設立して広く同志を集め、独自の正典を作るなど精力的に活動した。グノー

シス派と混同されることもあるが、彼の思想はグノーシス的とは言えない。筒井賢治｢マル

キオン｣『岩波キリスト教辞典』大貫隆他編、岩波書店、2002 年、p. 1072 参照。
31 アレイオスは 3 世紀後半から 4 世紀初めにかけて活動。破門、復権、追放などを繰り返

す。三位一体説を認めない立場を取り、信奉者も多い。
32 Drijvers, op. cit., p. 91; Brock, Sebastian, The Harp of the Spirit: Poems of Saint Ephrem the
Syrian (3rd enlarged edition), (Cambridge: Aquila Books, 2013), p.9.
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的同一視できる集団として扱い、以下に述べるように、その代表としてアフラハトとエフ

ライムの残した著作に考察を加えていく。

なお本研究では、｢シリア教会｣｢シリア-キリスト教｣という名称を使用しているが、これ

は東⻄分裂前の地理的な名称であり、現在の用法が含意する、カトリックやプロテスタン

トと対比される東方教会というような意味合いはほとんど持たせていない。

このシリア-キリスト教は地理的・言語的にパレスチナのユダヤ教と近く、多くの共通点

を持つ。シリア-キリスト教の伝承の中には、ユダヤ伝承と明らかに関係のあるものも少な

くない。シリア-キリスト教の伝承に見られるユダヤ教からの影響については、シリア-キリ

スト教研究の第一人者である S. Brock を中心に指摘されて久しいが33、本研究のような、一

つのテーマに基づいて両者の比較分析を行った研究はまだ端緒に就いたばかりと言えよう。

現在は、前世紀半ばに活躍した碩学 E. Beck の残した校訂版などに基づく当時のシリア-キ

リスト教自体の研究が進められているところであり、前述のエフライムの著作の英訳など

も続々出版されている。本研究のようなユダヤ教との比較によって、ユダヤ教の解釈伝承

史のみならず、分裂前のシリア-キリスト教の理解にも貢献するところは大きいものと考え

る34。

実際の両者の伝承を見ていく前に、まずは分裂前のシリア-キリスト教を代表する教父と

しての、アフラハトとエフライムについて見ていく35。

33 代表的なものとしては、Brock, Sebastian, “Jewish Traditions in Syriac Sources,” Journal of

Jewish Studies 30.2 (1979), pp. 212–232。
34 特に、｢反ユダヤ的｣な表現を多用したエフライムをユダヤ教の文脈で考察する研究が近

年相次いでいる。Shepardson, Christine, Anti-Judaism and Christian Orthodoxy (Washington, D.C.:

The Catholic University of America Press, 2008)や Narinskaya, Elena, Ephrem, a ‘Jewish’ Sage

(Turnhout: Brepols, 2010)などがその代表と言えよう。本研究は両者を参考にしたところも大

きいが、エフライムの｢反ユダヤ的｣言辞の分析は本研究とは関連が薄いため、これ以上の

言及は控える。しかしながら、エフライムをことさらに｢反ユダヤ的｣と断ずるのも浅慮で

あるのと同時に、Narinskaya のようにその反対にエフライムの｢ユダヤ性｣を強調し過ぎるの

も早計であるとだけは述べておく。
35 アフラハト以前にシリア-キリスト教に影響を与えた人物としては、わずかにタティアノ

スとバルダイサンのみが挙げられる。2 世紀に活動したタティアノスはディアテッサロン

（四福⾳書を統合した書）を著したが、ローマでの改宗以降も⻄側世界に留まり、シリア

を含む東方地域に戻ったのは晩年である。バルダイサンは前述の通り２世紀半ばから 3 世

紀初めにかけてエデッサで活動し多くの著作や詩歌を残したが、現存しているものはいく

つかの断片のみ（タティアノスについては、例えば McCarthy, Carmel, Saint Ephrem’s

Commentary on Tatian’s Diatessaron (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 1–38、バルダイ

サンについては、例えば Barnard, op. cit., pp. 161–175 を参照）。また、バルダイサンがエデッ

サ教会から異端視されていたことも前述の通りで、ダニエルーはエフライムも彼を異端視

していたと述べているが、出典は不明である（ジャン・ダニエルー（上智大学中世思想研
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1.4.2. ペルシアの賢者アフラハト

彼は｢最初のシリア教父｣36と呼ばれ、｢シリア語文学の中で本人の手によるとされる作品

が原語で残されている最初の人物｣と評される37。4 世紀前半に活動した元ユダヤ人ではない

キリスト教徒で、ササン朝ペルシアの領内に住んでいたということ以外、出自や生没年な

ど具体的なことはわかっていない38。一般に『論証』と呼ばれる 23 の章、ないしは篇から

なる著作を残した。アフラハト自身がこの作品の中で述べているように（22.25 他）、これ

は 336 年から徐々に書き始められ、最終的に 345 年に完成したとされる。本書の内容とし

ては、前後半で若干傾向が異なるようだが聖書の意味を説明するというのが主な目的であ

り、聖書本文からの引用が目立つ。そして、宗教的というよりは政治的・社会的な理由に

よると思われる反ユダヤ的な議論も見られるものの、全体的にユダヤ人に対しては｢あまり

厳しくない｣39と評価されている。

1.4.3. ニシビスのエフライム

｢シリアのシリア教父を代表する人物｣40と評され、その著作には現代でも惜しみない賛

辞が送られているこの人物は、306 年にエデッサの東、ニシビス近郊で生まれ、50 歳半ば

までニシビスで聖職者を務めた41。ローマ帝国とササン朝ペルシアの条約により 363 年にニ

シビスがペルシアの手に渡ると、キリスト教徒の住⺠たちとともにローマ領のエデッサへ

と移住し、373 年にその地で亡くなる。彼の膨大な量に上る著作の大部分は、このエデッサ

移住後の作品だとされている。その人物について、シリア語の他にヘブライ語も使えたか

どうかに関しては研究者の間でも意見が割れているが、ギリシア語についてはほとんど知

らなかったということがほぼ定説となっているようである42。またすでに少し触れたが、自

らの著作にユダヤ的な伝承を多く使用する一方、ユダヤ人に対する激しい攻撃で有名であ

る43。

究所編訳／監修）『キリスト教史１：初代教会』平凡社、1996 年、p. 425）。
36 Blumenkranz, Bernhard & Herr, Moshe David, “Church Fathers,” EJ2nd, vol. 4, pp. 719–721, p.
720.
37 Lehto, Adam, The Demonstrations of Aphrahat, the Persian Sage (Piscataway: Gorgias Press,
2010), p. 5.
38 以下、アフラハトについての情報は ibid., pp. 1–64 を参考にした。
39 Hayman, A. P., “The Image of the Jew in the Syriac Anti-Jewish Polemical Literature,” “To See
Ourselves as Others See Us”: Christians, Jews, “Others” in Late Antiquity, (ed.) Neusner, Jacob &
Frerichs, Ernest S. (Chico: Scholars Press, 1985), pp. 424.
40 武藤, op. cit., p. 18。
41 ニシビスについては、Russell, Paul, “Nisibis as the Background to the Life of Ephrem the

Syrian,” Hugoye, vol. 8.2 (2005), pp. 179–235 を参照。
42 例えば、武藤, op. cit., p. 37 などを参照。
43 彼の生涯や思想等について、これまでに挙げたもの以外では、Brock, Sebastian (tr.), St

Ephrem the Syrian: Hymns on Paradise (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1990), pp.
7–75; Mathews, Edward G., JR., & Amar, Joseph P. (tr.), McVey, Kathleen (ed.), St. Ephrem the
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その著作については、そもそも真筆と証明されているもの、どちらか断定できないもの、

彼の筆ではないと証明されているものに分けられ、ジャンルとしては、歌われることを意

図して stanza 形式（連、節）で書かれた聖歌、実際に朗読・朗誦されたと考えられる韻文

体の説教、そしてその他の散文に大きく分けることができる。聖書註解書を除いても、著

作の至る所に聖書の引用やモチーフが用いられており、エフライムの聖書理解、聖書解釈

はその著作の随所に見てとれると考えて問題ないであろう。

次節からは、ユダヤ教とシリア-キリスト教の比較を試みる土台として、両者の子牛像事

件解釈を概観し、随時第三の極としてギリシア･ラテン教父たちの解釈にも触れていく。

1.5. 子牛像事件の様々な解釈

1.5.1. 本研究の対象とする文献およびその方法

本節以降、本研究ではユダヤ教とキリスト教の様々な解釈を取り上げていくが、ユダヤ

教伝承は前述の通りアモライーム期まで、具体的には 500 年頃から編纂が開始されたとす

るバビロニア･タルムード（以下、BT）に含まれる伝承までとし44、キリスト教の伝承も、

シリア-キリスト教はアフラハトとエフライムに代表される東⻄分裂以前、その他の地域の

教父文献についてもそれに準じるものとする。対象とするユダヤ教文献とキリスト教文献

の上限年代に（表面的には）100 年ほどのずれがあるが、いつ誰が著したのかが比較的明ら

かなキリスト教の教父の著作と違い、ユダヤ教の伝承は口伝の形態を取ることが多く、生

まれてから文字として記録されるまでにある程度の時間がかかるという点を考慮する必要

がある。つまり、例えば BT にはその編纂当時に生まれた解釈も当然含まれているであろう

が、それ以前に生まれて脈々と受け継がれてきた解釈も大量に保存されているのである。

そのため、BT の編纂時までに成立した文献には、対象とするキリスト教文献の上限年代で

ある 4 世紀末までに生まれた伝承が多く含まれているものと判断する。同様に、ある文献

のまとまった形での成立は後世であっても、その内容には古い伝承が残っている可能性は

十分にある。例えば、ひとまとまりの文献としての成立が 7〜10 世紀とされている『タン

フーマ』には、4 世紀に生きたタンフーマ・バル・アバというラビの解釈が多く残されてい

る。このようなユダヤ文献の特徴45を考慮し、本研究で分析対象とする文献には一応の射程

Syrian: Selected Prose Works (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1994),

pp. 12–56 などを参照。
44 ユダヤ教ではこの時期までに様々な伝承が成文化され、それ以降の多くの文献がこの時

期までに成立した伝承をそのまま利用しているケースが多い、という点もこの区分の理由

の一つである。また、BT の編纂は 500 年頃から開始され、その 1〜2 世紀後に完了したと

考えられている。
45 もちろん、同様のことはキリスト教文献にも言える。しかし、キリスト教文献のほうが

著者性がはっきりしている分だけ、どの時点で確実に存在していた伝承であるかが判断し

やすく、また著作の内外で師弟関係や解釈の系譜が述べられていることが多いことからも、
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年代を設定してはいるが、その射程外の伝承を無視しているわけではなく、必要に応じて

参考にしていることを付言しておく。

また、特にシリア教父のエフライムの著作について言えることだが、作品の文学的ジャ

ンルごとに対象読者やその論調が異なるのは自然なことである。例えば聖書註解書では、

学術的な知識を含む広範な情報を前提とした解釈がなされ、その対象とする読者は必ずし

も教養レベルの低い一般信徒ではない可能性が高い。その一方で、教会で一般信徒向けに

語っていた説教や詩歌は、こまかい議論よりもイメージやインパクトを重視した内容にな

る可能性が高い46。こうした傾向は定量的に示せるものではなくまたそうした傾向自体を最

初から想定することで読解に偏見が入ってしまうこともあるため、一概に前提とすること

はしないが、各文献の分析の過程でそうした傾向が現れる可能性は踏まえておく必要があ

る。

1.5.2. ユダヤ教

各伝承の詳しい考察は後の章に譲るとして、本節ではアモライーム期までのユダヤ教が

子牛像事件について具体的にどのような解釈を行ってきたのかを概観していく。

まず、出エジプト記の内容を語りながらも、あえて金の子牛像事件を語らないというの

も一つの解釈である。例えば、紀元 1 世紀のローマ帝国を生きたフラウィウス・ヨセフス47

や、ヘブライ語聖書偽典に分類される『エチオピア語エノク書』48はこの手法を用いている
49。一方で他の多くの聖書解釈者たちは、子牛像事件を語る際に聖書本文に説明や解説を付

すことがほとんどである。よく用いられるモチーフとしては、アロンの周りに集まったイ

スラエルの⺠はなんらかの理由で⾮常に恐れており、それゆえ⼦⽜像を作るよう求めた彼

ユダヤ教伝承よりは整然としていると言うことができよう。
46 例えば、Shepardson, op. cit.も同様の指摘を行っている（pp. 12–13）。
47 紀元 37 年〜100 年以降。彼は、エルサレムの祭司の家系に生まれユダヤ戦争時にはガリ

ラヤの司令官に任命されながらも、敗走後は自らローマ軍に投稿しユダヤ人側からは裏切

り者とみなされた。そのため後のラビ文学とは幾分異なる系譜に属するが、ハラハーやア

ガダーの知識に優れ｢ヘレニズム期のユダヤ文学を代表する一人｣と評されるように、その

著作を本研究で扱うユダヤ文学に含めることに問題はないと考える。Schalit, Abraham,

“Josephus Flavius,” EJ2nd, vol. 11, pp. 435–442 参照。
48 セム語からエチオピア語に翻訳されたエノク書のこと。その内実は、時代も著者も異な

る複数の層から構成されており、以下に問題となる 89 章は前 164 年に成立したと考えられ

ている。村岡崇光訳｢エチオピア語エノク書｣『聖書外典偽典４旧約偽典 II』教文館、1975

年、pp. 161–292 の pp. 163–164 参照。
49 ヨセフス『ユダヤ古代誌』III, 5 章、『エチオピア語エノク書』89 章。どちらもモーセの

シナイ登⼭およびその後の⺠の騒ぎを描きながらも、⼦⽜像についてはまったく⾔及して

いない。
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らの責任は軽減させるべきであるというものや50、聖書本文によれば子牛像を作ったとされ

るアロンは、⺠を落ち着かせて彼らが⼦⽜像を求めないように説得したが失敗したという

もの51、アロンはモーセが下山するまでの時間を稼ごうと尽力したというもの52、⺠のうち

の女性は自分たちの金の耳輪を男たちに渡すのを拒んだだめ、男たちは自分たちの耳輪を

子牛像を作るためにアロンに渡したというもの53、そもそも子牛像を作ったのはアロンでは

なくイスラエルの⺠だったとするもの54、などである。本節では、後の章で内容の詳しい比

較分析を行う前に、シリア教父の伝承と比較する価値があると考えられる伝承をいくつか

概観していく。

まず、5 世紀にパレスチナの地で編纂されたと考えられている『レビ記ラッバー』55の

10.3 に残されている伝承を取り上げる。この解釈によると、シナイ山のふもとでモーセを

待っていたイスラエルの⺠が、最初に⼦⽜像を作るよう求めたのはアロンではなく、モー

セがシナイ⼭に登る前に⺠の中の裁定者に任命しておいたフル56であるとのことである。そ

のフルが⺠の要求を拒否したため、⺠は彼を殺してしまった。それから⺠はアロンのもと

へ押し掛け、同じように神を作るよう求めたのである。アロンは⺠によるフルの殺害を⾒

て恐れ、⺠の要求を拒絶すれば⾃分もフルのように殺されてしまうと考えた。そして預言

者であったフルに続いて祭司である⾃分を殺してしまえば、⺠は⾮常に⼤きな罪を犯すこ

とになると考え、⺠の要求に屈して⼦⽜像を作ったとのことである57。

この解釈を残した者の真意は不明であるが、この解釈からはアロンの罪を軽減しようと

する意図が見て取れると言えよう。対照的に、Mandelbaum が強調するように、タナイーム

期の⼀定数の伝承は⼦⽜像の作製は重罪であり、⺠とアロンはその罪により罰を受け、そ

の後に許されたと述べている58。

続いては BT、シャバット篇 88b の伝承を取り上げる。ここには、｢〔…〕ウラ曰く。天

蓋の中にいながら不貞をはたらく花嫁とはあさましいものである〔…〕｣＜4＞という箇所

があり、文脈からは明らかに、シナイ山のふもとにいながら子牛像崇拝に走ったイスラエ

ルの⺠を、姦淫という側⾯から⾮難していると考えられる。

50 例えば BT、シャバット篇 89a。
51 例えば『レビ記ラッバー』10.3。
52 同上。
53 例えば『雅歌ラッバー』4.9。
54 例えば偽フィロン『聖書古代誌』12 章。
55 Strack, H. L. & Stemberger, G., Introduction to the Talmud and Midrash (Minneapolis: Fortress
Press, 1996), p. 291.
56 出 24:14：そして⻑⽼たちに向かって、彼〔モーセ〕は⾔った。｢ここで我々を待ってい

なさい。我々がお前たちのもとに戻ってくるまで。見よ、アロンとフルがお前たちととも

にいる。問題を抱える者は、彼らのもとに進み出なさい｣。
57 同内容の伝承が BT、サンヘドリン篇 7a にも残されている。
58 例えば『スィフラ』、シェミニ 1.3。
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このような、アロンを擁護する伝承とイスラエルの⺠を⾮難する伝承を⼀例ずつ⾒たと

ころで、続いてはキリスト教の解釈を見ていく。

1.5.3. キリスト教

キリスト教の子牛像事件解釈の多くは、ユダヤ教に対して非常に攻撃的である。本節で

はまず、キリスト教誕生時から対象となるシリア教父たちと同時代までの解釈を、一括し

てキリスト教の解釈としてまとめて見ていく。

早くは新約聖書の時代から、ユダヤ教やユダヤ人に敵対的と言えるようなキリスト教的

解釈が現れ始めている。そういった解釈では、ユダヤ⼈ないしはイスラエルの⺠は、⼦⽜

像事件のために神に見捨てられたであるとか59、子牛像事件の結果として自分たちの神との

契約を破壊してしまったであるとか60、事件によって彼らは自分たちの愚かさや強欲さを明

らかにした61、などとされる。あまり多くはないが、ユダヤ教に対してそれほど攻撃的では

なく⼦⽜像事件を解釈している教⽗もいる。そういった解釈では、アロンは⺠が⼦⽜像を

求めないよう説得を試みたとか、アロンは⾃分が殺されることを⾮常に恐れ、⺠が祭司殺

しの罪を犯さないように子牛像を作ることにしたなどと述べられている62。こうしたキリス

ト教の教父たちの一見相矛盾するような伝承群を考慮すると、キリスト教として一貫した

子牛像事件解釈なるものが存在するとはとうてい考えられないことは明らかである。

1.5.3.1. シリア教父の解釈の一例

ではここで、上述のユダヤ教伝承との比較に値する例として、エフライムの解釈を見て

みる。こちらも詳細な分析は後の章に譲るが、彼は『出エジプト記註解』の中で、｢⺠によ

るフルの殺害｣、｢アロンの殺されることへの恐怖｣、｢⺠の祭司殺しを⼼配するアロン｣、｢⼦

牛像を作らないためのアロンの努力｣といったモチーフを用いている。大まかに言っても、

⺠の⾏為が⾮難されている⼀⽅で、アロンについては上述の『レビ記ラッバー』に⾒られ

る解釈と同じ理由で擁護されているのは明らかである。

また、彼の『信仰賛歌』14.6–7 には以下のような文言が見られる。

6：聖なるモーセはシナゴーグをシナイ山上に連れて行った。

彼は彼女の身体を白い服で輝かせたが、彼女の心は暗かった。

彼女は子牛像と姦通し、高きお方を軽蔑した。

だから彼は石板を破壊した。彼女の契約の書を。

59 例えば使徒言行録 7:38–42。
60 例えば『バルナバの手紙』4:6–9。
61 例えば、テルトゥリアヌス『マルキオン駁論』II, 18。
62 エフライムの『出エジプト記註解』に見られるこれらの解釈は、順次取り上げて論じて

いく。
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7：声を上げながら花嫁用の部屋で罪を犯す花嫁の混乱と侮辱をかつて誰が見ただろうか。

彼女はエジプトに滞在していた時、ヨセフの女主人からそれを学んだのだ。

彼女は叫び声を上げて偽りをはたらいた。＜5＞

こちらは上述の BT、シャバット篇 88b の伝承とよく似たモチーフを使用している。これ

らの類似は無視できるようなものではなく、特にユダヤ教を攻撃する傾向の強い当時のキ

リスト教、特にエフライムがこういったユダヤ伝承と類似した伝承を用いた背景は何であ

ろうか。

1.6. 小括

本章では、出エジプト記 32 章の金の子牛像事件の内容を確認し、この問題についての先

行研究、およびユダヤ教、キリスト教の解釈の一部を概観してきた。そして対象となる時

代を代表するシリア教父としてアフラハトとエフライムを取り上げ、特にエフライムの子

牛像事件解釈のユダヤ伝承との相似を指摘した。次章からは、子牛像事件の罪、アロン、

モーセ、イスラエルの⺠、サタンというテーマに関連した伝承に焦点を当ててより詳細な

比較分析に入る。こうした作業により、大きくは以下の点を明らかにすることができる。（１）

古代末期から中世初期のユダヤ教の子牛像事件解釈がどのような意図のもとに行われたの

か、ひいてはユダヤ教の聖書解釈の一端を具体例に基づいて解明できる。（２）ユダヤ教と

シリア-キリスト教の解釈を比較することで、前者が後者に及ぼした影響（および後者が前

者に及ぼした影響）を明らかにできる。（３）4 世紀までのシリア教父の聖書解釈の特性の

一端を具体例に基づいて解明できる。（４）シリア教父とギリシア・ラテン教父の解釈の比

較により、古代末期から中世初期のキリスト教世界の多様性と、その中でのシリア教父の

特徴を明らかにできる。そして以上により、（５）聖書解釈を通じた４世紀までのユダヤ教

とキリスト教の、地域差を重視した見取り図を得ることができるのである。つまり、地理

的にパレスチナ地域に近いシリア-キリスト教は、⽐較的離れている｢⻄⽅｣のキリスト教よ

りも、少なくとも聖書解釈の内容や手法においてユダヤ教に近いと言える点、また、アレ

クサンドリア学派とアンティオキア学派の差異のように、ユダヤ教やシリア-キリスト教と

の位置関係も視野に入れた分析が今後は必要であるという点に集約される。またより細か

い学術的貢献という点から考えると、Lindqvist の研究が提示するように、これからの金の

子牛像事件の研究は一定の時代や地域、歴史的状況などの条件を設定した上での分析に特

化する必要がある。そこで本研究では BT までのタナイーム・アモライーム期の文献および

4 世紀までのシリア-キリスト教父の解釈を、ギリシア･ラテン教父の解釈を参考にしながら

比較分析を試みる。またその際には概念的な議論に左右されず、子牛像事件の罪、アロン、

モーセ、イスラエルの⺠、そしてサタンという具体的なテーマに沿って彼らの解釈を⼀次

文献から丁寧に分析する。こうした作業自体も、そしてその作業を経て得られる結果も、
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本研究の意義であり価値であると言うことができるであろう63。

63 本研究の意義についてもう少し述べておく。第一に、キリスト教の聖書学や神学からは

無視されてきたユダヤ教文学をユダヤ学の立場から分析することにより、逆説的にキリス

ト教の理解も進み、現代では比較的安易な理解が一般的な子牛像事件に対するユダヤ教と

キリスト教の様々な解釈を明らかにすることができる。現代的な面からは、現代に至るま

で⻑い歴史を持つユダヤ教とキリスト教の⼀時代の性質、およびその未分化な実体が解明

されることが大きい。つまり、極端に言えば現代の日本では、聖書やイエスから現代のユ

ダヤ教やキリスト教を分析しようとする向きがあるが、それがどれほど問題を孕んだ態度

であるかは言を俟たない。本研究は古代末期から中世初期にかけてのユダヤ教とキリスト

教の実体を古代と現代を繋ぐ懸け橋として提示することで、歴史的な総体としてのユダヤ

教とキリスト教の理解にもつながるものである。また、硬直化した｢宗教｣としての姿では

ない人間の営みとして提示された聖書解釈を理解することは、自分たちとは異なる思考を

持つ現代の他者と異文化に対する理解にもつながると考える。それは同時に、あるカテゴ

リーの内側をすべて一枚岩とみなしてしまう危険性への警鐘ともなっている。本研究で取

り上げている解釈を一読すれば明らかなように、それらは時代や地域によって様々で、互

いに矛盾することも少なくない。それにもかかわらず多くの人間が一定の名称のもとに安

易な⼀体視を⾏っているのは、⽀配的な｢マジョリティ｣の⾒⽅（ここでは｢⻄⽅｣のキリス

ト教的な見方）に影響されているからに他ならない。｢マイノリティ｣の実体に目を向ける

ことでそうした｢マジョリティ｣の見方を払拭できることも、本研究の持つ大きな現代的な

意義である。また本研究の大きな副産物としては、特に多くのユダヤ教とシリア-キリスト

教の一次文献の日本語訳を詳しい解説付きで提示したこと（多くの場合、例えば英訳を読

んでも正確な内容やそこで展開されている議論の要点は理解できない）が挙げられる。
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第二章：金の子牛像事件の罪

2.1. 序言

本章では、そもそも金の子牛像事件の何が問題だったのか、それはどういう罪に値する

のかという点に焦点を当てる。ユダヤ教やキリスト教の罪一般については言及しない。,具

体的には、同じヘブライ語聖書内での子牛像事件への言及から始め、順にユダヤ教とキリ

スト教の伝承を考察していく。

出エジプト記 32 章内では、神が事件に対して怒っているのは間違いないが、その理由は

イスラエルの⺠が｢堕落した（ תחֵ ׁשִ  ）64｣（7 節）、彼らが神の命じた道から｢逸れた（ָסרּו）65｣

（8 節）というものであり、それ以上のことは語られない。モーセもシナイ山から下り、｢子

牛と、輪になって踊っている人々｣（19 節）を見て激怒して石板を割っているが、それがど

のような問題であったのかは述べられていない。結末部に⾄って初めて、イスラエルの⺠

の罪は｢自分たちのために金の神々を作った｣（31 節）ことだと読み取れる。イスラエルの

⺠が⼦⽜像を作って崇拝したことが問題なのは⾃明であるが、例えばそれが｢偶像崇拝｣の

罪だと断言できるかと言えば、ことはそう簡単ではない。そもそも｢偶像崇拝（זרה ｢（עבודה

という言葉自体が聖書内には現れない後世の概念であり66、それを聖書の事象に適用するの

はアナクロニズムである（ユダヤ教、キリスト教とも頻繁に適用しているのではあるが）。

また、像を作って崇拝したという行為以外に、子牛像事件に様々な意味を持たせる解釈も

多く残されている。従って、子牛像事件の中にどのような罪を見ているかも個々の解釈ご

64 聖書内では、この語と同じ語根が 150 回以上、ここで使われているのと同じ態（形）の

動詞としても 40 回以上現れる。｢損なう｣、｢破壊する｣、｢滅ぼす｣、｢堕落する｣などの意味

から、比喩的に｢罪を犯す｣、｢正道から逸れる｣という意味も持つ。特定の罪に用いられる

語というわけではない。本研究で使用している聖書ヘブライ語の辞書は、主に Holladay,

William L., A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Leiden: Brill, 1988)と

Brown, Francis, Driver, S. R., & Briggs, Charles A., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English

Lexicon (Massachusetts: Hendrickson Publishers, 2003 (rep.))であり、コンコルダンス兼辞書は、

Even-Shoshan, Abraham, A New Concordance of the Bible (Jerusalem: Kiryat Sefer, 1988)である。
65 語根が約 300 回、ここで使われているのと同じ態の動詞として 150 回以上現れる。｢向き

を変える｣、｢逸れる｣といった他に、｢止める｣、｢止む｣という意味もある。｢堕落した（ִׁשֵחת）｣
と同様、特別な術語というわけではない。
66 直訳すると｢奇妙な、異国の崇拝行為｣といった意味であり、必ずしも図像を伴った行為

というわけではない。ミシュナでは篇の一つの名前にこの語が用いられているように、少

なくともタナイーム期には使われていた。この｢偶像崇拝｣という概念やそれにまつわる諸

問題については、例えば Halbertal, Moshe & Margalit, Avishai, (tr.) Goldblum, Naomi, Idolatry

(Massachusetts & London: Harvard University Press, 1992)を参照。
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とに異なっており、その内容の分析や異なる解釈の比較によって、本研究が目的とするユ

ダヤ教と（シリア-）キリスト教の比較考察に資するところは大きいと考えられる。そして、

その罪を分析した上で初めて、事件の登場人物たちの行動も分析することが可能になる。

2. 2. 聖書内での子牛像事件への言及

最初に、ヘブライ語聖書内で出エジプト記の子牛像事件がどのように言及されているか

を概観していく。まずは混同を避けるために、すでに何度か言及してきた列王記上 12 章の

ヤロブアムの金の子牛像事件について確認しておく。

2.2.1. ヤロブアムの金の子牛像（列王記上 12章）

聖書の記述に従うと、ヤロブアムはソロモン王の家来であり、ソロモンの死後に王国が

ユダ王国とイスラエル王国に分裂したうちの後者の王位に就いた。ユダ王国の王位にはソ

ロモンの息子のレハブアムが就いており、ヤロブアムはこの状況を受けて一計を案じる。

列王記上 12 章：26：ヤロブアムは心の中で言った。｢今、王権はダビデの家に戻るだろ

う。27：この⺠がエルサレムの主の神殿でいけにえを捧げるために上っていけば、この

⺠の⼼は彼らの主⼈、ユダの王レハブアムのもとへ戻っていくだろう。そして彼らは私

を殺し、ユダの王レハブアムのもとへ戻るだろう｣。28：王は決心して二頭の金の子牛を

作り、彼らに言った。｢お前たちにとって、エルサレムに上るのはもう十分である。見よ、

イスラエルよ、お前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ67｣。29：彼は一体をベ

テルに置き、一体をダンに据えた。30：このことは罪となった。⺠はその⼀体の前に、

ダンまで行った。＜6＞

出エジプト記 32 章との類似から、どちらかがどちらかのモデルとなったはずという議論

が行われて久しいが、いまだ結論が出たとは言い難く、本研究においても関連性が低いた

めにこの問題にはこれ以上立ち入らない68。このヤロブアムの金の子牛像事件についても確

認したところで、ヘブライ語聖書における子牛像事件へのそれ以外の言及を概観していく。

2.2.2. その他の言及

聖書の並び順に従えば、子牛像事件への最初の言及は申命記 9 章である。モーセがイス

67 ｢イスラエルよ、お前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ（ ���Î���±�Ú���¥�� �±�Û �¢�Í¢
¦ �¢�±�̄�§�®�±���§�Íâ¥�«��）｣は出エジプト記 32:4 とまったく同じ表現である。
68 出エジプト記の方が成立が古いとするのは、伝統的解釈と呼ばれる立場のCassuto (U., (tr.)

Abrahams, Israel, A Commentary on the Book of Exodus (Jerusalem: Magness Press, 1997), p. 409)

など、逆に出エジプト記の子牛像事件が列王記の子牛像事件をモデルにしたと考えるのは

Bori (op. cit., p. 88)、上村静（『宗教の倒錯』岩波書店、2008 年、p. 47）など。
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ラエルの⺠を集めて神の命じる戒律などを告げる中で、荒れ野での出来事を回想している。

7：お前は、お前が荒れ野でお前の神である主を怒らせたことを思い返し、忘れてはなら

ない。お前がエジプトの地を出た日からお前たちがこの場所に来た時まで、お前たちは

主に対して強情であった。8：そしてお前たちはホレブで主を怒らせた。主はお前たちに

対して怒り、お前たちを滅ぼそうとした。9：私が、主がお前たちと結んだ契約の石板を

取りに山に登った時、私は四十日四十夜山に留まった。パンも食べず、水も飲まなかっ

た。10：主は私に、神の指によって書かれた⼆枚の⽯板を与えた。そこには、⺠が集ま

った日に主が山で火の中からお前たちに語ったすべての言葉があった。11：四十日四十

夜の終わりになり、主は私に二枚の契約の石板を与えた。12：主は私に言った。｢立て、

⼭から下りよ。お前がエジプトから導き出したお前の⺠が堕落し、お前が彼らに命じた

道から逸れ、自分たちのために鋳像を作った｣。13：主は私にこう⾔った。｢私はこの⺠

を⾒た。⾒よ、それは強情な⺠である。14：私を一人にせよ。私は彼らを滅ぼし、彼ら

の名前を天の下から消し去る。そして私は、お前をそれよりも強くて⼤きな⺠にしよう｣。

15：そして私は向きを変えて山を下りた。山は火に燃えていた。そして私の両手には二

枚の契約の板。16：そして私は見た。お前たちの神であるお前たちの主に対して、お前

たちは罪を犯したのを。お前たちは自分たちのために子牛の鋳像を作り、主がお前たち

に命じた道から即座に逸れた。17：私は二枚の板を掴み、それらを私の両手から投げ、

それらをお前たちの目の前で破壊した。18：私は最初の時のように、主の前に四十日四

十夜身を投げ出し、パンを食べず水も飲まなかった。お前たちが主の目に悪とされるこ

とをなして主を怒らせた罪のために。19：主がお前たちに対して燃え上がらせてお前た

ちを滅ぼそうとした怒りと憤りのために私は恐れたが、主はこの時も私のことを聞いて

くれた。20：アロンに対しても主はとても怒って彼を滅ぼそうとした。私はその時、ア

ロンのためにも祈った。21：お前たちが子牛を作ったというお前たちの罪を、私は取っ

て火で燃やし、打って粉々につぶして塵とし、その塵を山から流れる川に投げた。＜7

＞

この箇所では、いくつか出エジプト記とは異なる点がありながらも69、モーセが出エジ

プト記の金の子牛像事件を簡単にまとめて述べている。その意味では単純な繰り返しであ

り、価値判断のない中立的なものである。

69 大きな違いとしてはまず、話の舞台がシナイ山ではなく｢ホレブ｣となっている（ただ、

ユダヤの伝統では｢ホレブ｣＝｢シナイ｣と同定されている）。出エジプト記 32 章ではそこが

シナイ山だと明確に述べられているわけではないが、例えば同 19 章にイスラエルは｢シナ

イの荒れ野に来た｣と述べられている。また、32 章ではモーセは子牛を粉々に砕いて水に混

ぜ、その⽔を⺠に飲ませたとの描写があるが（20 節）、ここではその粉々に砕いた子牛像を

｢川に投げた｣としか書かれていない。
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詩編 106 章：19.彼らはホレブで子牛を作り、鋳像にひれ伏した。20.そして彼らは彼らの

栄光70を、草を食べる雄牛の像に変えた。21.彼らは彼らを救う神を忘れた。エジプトで

大いなることを行った神を。22.ハムの地で驚異を、葦の海のほとりで素晴らしきことを

〔行った神を〕。23. 彼らを滅ぼそうと彼は言った。もし彼が選んだモーセがいなかった

なら。彼は彼の前で裂け目に立った。彼は彼の怒りを〔彼らを〕一掃することから引き

戻した。＜8＞

ここでは、イスラエルの⺠が⼦⽜像を作って神の栄光を雄⽜71と取り換えたことを非難

する一方で、モーセが行った神への執り成しが言及されている。

ネヘミヤ書 9 章：17.彼らは〔言うことを〕聞くのを拒み、あなたが彼らとともに為され

たあなたのいくつもの驚異を思い返さず、自分たちのうなじを固くし、頭をミルヤムの

労働72へ戻ることに委ねた。あなたは赦しと寛大さと憐れみの神。怒りにくく、慈しみ

深く、彼らを見捨てなかった。18.彼らが自分たちのために子牛の鋳像を作って、これが、

エジプトからお前を導き上ったお前の神だと言って73、大いなる中傷を為した時でさえ

も、19.あなたはあなたの多大な慈悲でもって彼らを荒れ野で見捨てはしなかった。〔…〕

＜9＞

神の寛大さを強調する形で子牛像事件が言及されている。｢中傷を為した｣と言われてい

るが、子牛像事件への他の言及ではこの表現は使われていない。

以上がヘブライ語聖書内における子牛像事件への言及の代表的なものであるが、みな事

件を簡潔にまとめているのみで、事件の背景を説明したり新情報を加えたりするようなも

のは見出せない。しかしその分、後世の聖書解釈者たちの想像力を掻き立てたのだとは言

えるかもしれない。

70 岩波書店版の詩編を翻訳した松田伊作は、本来は｢彼（神）の栄光｣とすべきところを、

本文を書き写した人間が畏敬の念から｢彼らの｣と書き替えたのだと述べている。旧約聖書

翻訳委員会訳『旧約聖書 IV：諸書』岩波書店、2005 年、p. 223（注 21）。
71 ｢子牛｣とは違う単語である。なぜここで｢雄牛｣という単語が使われているのかは不明。
72 意味不明。｢エジプトの｣と書かれている他の写本に従うべきかもしれない。岩波書店版

の訳者である村岡崇光は、注などをつけることなく｢エジプトの苦役｣と訳している。Ibid., p.

749。
73 出エジプト記 32:4 の「これらが、イスラエルよ、お前をエジプトの国から導き上ったお

前の神々だ」と異なり、｢これ｣と｢導き上った｣の主語が単数形のため、神を単数形で訳出

する。
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2.2.3. 聖書における｢牛｣

ここで本論の内容とは少しずれるが、子牛像事件が｢牛｣ゆえに問題となるのかどうかを、

単語の面から少し考察しておく。

日本語の｢牛｣にあたるヘブライ語としては、｢若い雄牛｣の意味を持ち子牛像事件でも用

いられている｢עגל/‘egel｣（ヘブライ語聖書全体での出現回数は 35 回。以下同様）74、その

女性形の｢עגלה/‘eglah｣（14 回）、雄牛を意味する｢פר/par｣（133 回）、雌牛を意味する

26）｢parah/פרה｣ 回）、特に農業用などのために去勢された雄牛｢שור/shor｣（79 回）、雄牛と

ほぼ同義で力強さなどの象徴として使われた｢אביר/’abir｣（7 回）、それらの上位概念として

牛や大型の家畜を意味する｢בקר/baqar｣（183 回）などがある。この中から特に｢עגל/‘egel｣

に注目してみると、その使用法は大きく分けて｢子牛像事件の描写｣（出エジプト記 32 章な

ど）、｢ヤロブアムの子牛像の描写｣（列王記上 12 章など）、｢イスラエルの神への献げ物｣（レ

ビ記 9 章75など）、｢異教の偶像｣（ホセア書 8:576など）、｢その他一般的な動物としての用法｣

などとなる。｢עגל/‘egel｣そのものにユダヤ教にとって否定的な意味はなく、イスラエルの神

への献げ物にも異教の偶像77にもなりうる、本来は中立的な語という理解で問題ないであろ

う。

その他牛に関する語すべてについて逐一考察を加えることはしないが、｢עגל/‘egel｣にせ

よ他の語にせよ、否定的な文脈にも肯定的な文脈にも、また宗教的な用途にも非宗教的な

用途にも用いられているという点を指摘しておく。つまり、子牛像事件に用いられた｢牛｣

という生物それ自体には（日常的な使用においては）問題はなく、非難されるべきはその

他の行為や、特定の文脈における子牛像の使用となる。

2.3. ユダヤ教の解釈

以上、ヘブライ語聖書における子牛像事件の描写や｢牛｣の用法を確認したところで、こ

こからは聖書後のユダヤ教における子牛像事件解釈を、それがどのように問題かという点

が使われている｢egel‘/עגל｣74 35 例の内訳は、出エジプト記 32:4, 8, 19, 20, 24, 35、レビ記 9:2,

3, 8、申命記 9:16, 21、サムエル記上 28:24、列王記上 12:28, 32、列王記下 10:29, 17:16、ネヘ

ミヤ記 9:18、イザヤ書 11:6, 27:10、エレミヤ書 31:18, 34:18, 19, 46:21、エゼキエル書 1:7、ホ

セア書 8:5, 6, 13:2、アモス書 6:4、ミカ書 6:6、マラキ書 3:20、詩編 29:6, 68:31, 106:19、歴代

誌下 11:15, 13:8。
75 ｢1：⼋⽇⽬に、モーセはアロンとその⼦らとイスラエルの⻑⽼たちを呼んだ。2：彼はア

ロンに言った。お前のために、家畜の中から子牛（עגל）を罪の献げ物のために、雄羊を焼
き尽くす捧げ物のために取れ。傷のないものを。そして主の前に捧げよ｣＜10＞。
76 ｢サマリアよ、お前の子牛を拒絶せよ。私の怒りは彼らに対して燃え上がる。彼らはいつ

まで清くなることができないのか｣＜11＞。
77 それが異教のものかどうかにかかわらず像そのものが問題だという考えもあるが、出エ

ジプト記 25:18–20 他で描かれているケルビムとの兼ね合いなどもあり、本稿では像そのも

のについての議論には立ち入らない。
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を中心に見ていくことにする。

2.3.1. 罪の大きさと罪の結果

具体的な統計をとるのは困難ではあるが、ユダヤ教の金の子牛像事件解釈にかかわる伝

承を集めると、子牛像事件がどれほど悪いことだったのか、そして子牛像事件の罪の結果

がどのようなものであったのかを述べているものが多く目につく。本節ではまず、そうい

った子牛像事件の罪の大きさと罪の結果について言及している伝承を具体的に取り上げて

考察を加えていく。

BT78、シャバット篇 17a：〔…〕その日、ヒレルは屈服して弟子の一人のようにシャンマ

イの前に座った。そしてその日は子牛が作られた日のようにイスラエルにとっては厳し

い日であった。〔…〕＜12＞

紀元前 1 世紀から紀元 1 世紀を生きたヒレルとシャンマイという二人は、当時の二大巨

頭と言えるラビである。二人がある問題が律法的に清いか否かを議論した後、シャンマイ

の方に軍配が上がったのを受け、後のラビたちの主流派を形成することになるヒレルがシ

ャンマイに屈服した日の重大さ、その問題の深刻さを、子牛像が作られた日になぞらえて

いる。だからと言って、シャンマイが罰せられるべきことをしたというわけではない。

BT、アヴォダー･ザラー篇 5a：〔…〕レイシュ･ラキシュ曰く。来て、我らが父祖たち〔イ

スラエルの⺠〕に謝意を持とう。もし彼らが罪を犯さなければ、我々がこの世界に⼊る

ことはなかっただろう。｢私は言った。あなたたちは神で、あなたたちはみな至高者の子

どもだ｣（詩 82:6）と言われているように79。お前たちは自らの行為を台無しにした。｢か

くして80、人間のようにお前たちは死ぬだろう｣（同 82:7）。もし彼らが罪を犯さなかっ

78 以下、本研究で引用するBTは、原文・英訳ともにMalinowitz, Chaim et al. (ed), Talmud Bavli:

the Schottenstein edition, (Brooklyn: Mesorah Publications, 1998)を参照した。なお、以下の引用

でも基本的に議論の一部を抜粋するために文脈を無視しているという批判が生じうるが、

BT では文脈に関係のないエピソードや表現が補足的に挿入されることが少なくない。その

ため必要と思われる際には引⽤部分を⻑めにするか前後の⽂脈を引⽤外で説明するなどし

ているが、文脈が無視できると判断できる時には、そのどちらも行わない。
79 つまり、父祖たちが罪を犯さなければ｢我々｣は｢神｣や｢至高者の子ら｣であったのに、罪

を犯してしまったために人間としてこの世界に生まれおちているということ。引用された

聖書の文脈はここでは考慮されない。父祖たちの犯した罪が、子牛像事件の罪だと考えら

れる。中世随一の聖書註解者であるラシも同じ解釈を残している。
80 聖書的な語義としては｢しかし｣だが、BT の語義としては｢かくして｣と取れる。聖書ヘブ

ライ語の単語を BT のアラム語の意味で読み換えて文の流れをスムーズにしたり、BT の地

の文と聖句を接続させる用法であると考えられる。
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たら、彼らは子孫を生まなかったということか。｢そしてお前たちは、産めよ、増えよ｣

（創 9:7）と書かれている〔ではないか〕。シナイ〔での律法の啓示〕までは〔もし彼ら

が罪を犯さなかったら彼らは子孫を生まなかった、ということである〕。シナイではまさ

に、｢行って彼らに言え。お前たちはお前たちの幕屋に戻れ｣（申 5:27）と書かれている。

これは夫婦間の喜びについてである〔＝幕屋に戻って夫婦の営みを為せ〕。〔…〕＜13＞

何が罪なのかはここでも述べられていないが、罪を犯すまではイスラエルは神や天使の

ようであったのに、罪を犯したせいで人間としてこの世界に入ることになったとする伝承

である。子牛像事件の罪の大きさを強調していると考えられるが、その父祖たちに｢謝意を

持とう｣と述べられていることからは、結果として人間としての営みを持つようになったの

が良いことだとみなしているとも言えよう。いずれにしても、イスラエルの状態を劇的に

変化させるほどの罪が子牛像事件によってもたらされたとしている。

BT、エルビーン篇 54a：〔…〕ラビ･エルアザル曰く。｢石板の上に〔神の筆跡が〕刻まれ

ていた｣（出 32:16）と書かれているのはどういう意味か。もし最初の石板が破壊されな

かったならば、律法がイスラエルから忘れられることはなかったであろうということで

ある81。ラビ･アハ・バル・ヤコブ曰く。〔もし最初の石板が破壊されなかったならば〕

いかなる⺠族も⾔語も、イスラエルを⽀配することはなかったであろう。｢彫られている｣

（同）と言われているように。「彫られている（ָחרּות）」ではなく｢自由（ֵחירּות）｣と読

め82。〔…〕＜14＞

この解釈では、事件のためにモーセが神から受け取った石板を破壊したことによる弊害

として、イスラエルの⺠がトーラーを忘れたことと、他の⺠族に⽀配されるというように

自由を失ったことが挙げられている83。

81 ｢上に｣を意味する前置詞を｢によって｣の意味にとり、｢石板によって〔神の筆跡が〕刻ま

れている｣と読み替えている。それゆえ、その石板が破壊されたことにより神の御手がイス

ラエル（の記憶）に刻まれることがなくなったという解釈だと考えられる（この解釈を突

き詰めると、モーセが二度目に受け取った石板についても検討する必要があるが、それは

別の機会に委ねる）。
82 この読み替えと同時に、上の注と同じく｢上に｣を｢によって｣の意味にとることで、｢石板

の上に彫られている｣が｢石板によって自由である｣という意味になる。つまり、石板があれ

ばイスラエルの⺠は自由であるはずだったのだが、それが破壊されたことにより自由でな

くなったという解釈である。
83 この解釈における主題は、子牛像事件そのものについてよりも｢自由｣についてだと考え

るほうが文脈に即している（この問題について、詳しくは勝又悦子｢ユダヤ教における｢自

由｣―ヘブライ語聖書とラビ・ユダヤ教を中心に―｣『基督教研究』第 77 巻第 1 号（2015）、

pp. 1–23 を参照）。また本節では、子牛像事件に言及している伝承が少なからず存在してい
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BT、ローシュ・ハシャナー篇 26a：〔…〕ウラ曰く。これはすなわちラブ・ヒスダと同様

にラビたちの主張である。ラブ・ヒスダ曰く。何故に大祭司は金の衣服を着て至聖所に

入って祭儀を行わないのか。〔金は金の子牛像を連想させる。そのような金、すなわち〕

告発者は弁護人にならないからである。そうであるなら〔＝金の衣服が告発者であって

弁護人にはならないというのなら〕、〔レビ記 16:1484で規定されている、大祭司が至聖所

で振り撒く〕雄牛の血についてはどうであるのか〔＝同じく金の子牛像を連想させるの

ではないのか〕。それは〔子牛ではなく雄牛へと〕変化しているので、変化している〔＝

告発者ではなくなっている〕。では、〔同じく金でできている〕聖櫃、〔聖櫃の〕覆い、ケ

ルビムについてはどうか。我々は、罪人が〔その罪に関するものを至聖所に〕近づけて

はならない、ということを言っている〔＝もともと置いてある物については論じていな

い〕。では、〔大祭司が至聖所に持ち込む〕匙と火鉢はどうか。我々は、罪人が自らの身

を飾ってはならない、ということを言っている〔匙と火鉢は装身具ではないためここで

は論じていない〕。では、〔大祭司が〕至聖所の外で身につける金の衣服はどうか。我々

は、至聖所の中のことについて言っている。ショファルも至聖所の外で使われるではな

いか85。それ〔ショファルを吹くこと〕は〔イスラエルを〕記憶するためである。それ

は至聖所の中での行為と同等である。だがタンナ〔＝ラビたち〕はそれがケレン〔と呼

ばれる〕だから〔雌牛の角をショファルにしてはならない〕と言っている。タンナは、

まず、そしてさらに、〔という形でその理由を〕言っている。まず、告発者は弁護人にな

らない〔＝雌牛が金の子牛を連想させる〕からである。そしてさらに、それがケレンと

呼ばれるからである。〔…〕＜15＞

金の子牛像事件を連想させるために、大祭司は金の衣服を着て神殿の至聖所には入って

はならない、そしてユダヤ暦の新年に吹き鳴らすショファルと呼ばれる角笛に雌牛の角を

使ってはならないという伝承である。祭司の持ち物やショファルについての他の規定との

兼ね合いが細かく述べられている。ここに見られる告発者と弁護人のモチーフについては、

ることからユダヤ教における事件の重要性を推察しているに過ぎず、それらの伝承すべて

において子牛像事件への言及が不可欠であるほどに子牛像事件が重要であったとまでは述

べていない。それを述べるためには各伝承の詳細な文脈、および子牛像事件以外の聖書中

の出来事についての解釈伝承の分析が不可欠である。特に他の出来事と子牛像事件の比較

については先行研究でも十分に論じられているとは言えず、別の機会に取り組むべき課題

である。
84 ｢彼〔アロン〕は雄牛の血から取り、その指で贖いの座の東面に撒き、贖いの座の前に七

回、彼の指の血から撒く｣。
85 これより前の箇所で、雌牛の角はショファルに適さないと断じられている。ミシュナ、

ローシュ･ハシャナー篇 3.2 を参照。
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預言者エゼキエルが見た天の戦車の獣の姿を、雄牛（告発者）からケルビム（弁護人）へ

と変更させたとする伝承も残されている。

BT、ハギガー篇 13b：〔…〕ある聖句曰く。｢〔エゼキエルが天に見た四つの生き物につ

いて。それぞれの生き物に四つの顔があって〕彼らの顔の姿は、人間の顔、四つそれぞ

れの右側が獅子の顔、四つそれぞれの左側が雄牛の顔…｣（エゼ 1:10）。そしてまた、｢〔エ

ゼキエルが見た天の戦車の車輪の〕それぞれに四つの顔。第一の顔はケルビムの顔。第

二の顔は人の顔。第三は獅子の顔。第四はワシの顔｣（同 10:14）と書かれている。一方、

〔後者では〕雄牛が挙げられていない〔のはなぜか〕。レイシュ･ラキシュ曰く。エゼキ

エルはそのこと〔前者の句にある雄牛〕について慈悲を求め、〔神は〕それをケルビムに

変えた。エゼキエルは神の前で言った。世界の主よ、告発者〔＝雄牛〕が弁護人〔＝ケ

ルビム〕になるでしょう。＜16＞

子牛が成⻑した状態である雄牛が子牛像事件の告発者となるというモチーフを扱いつつ、

エゼキエルが求めた慈悲により、エゼキエル書 1:10 から 10:14 に至る間にその雄牛がケル

ビムへと変更されたとする解釈である。子牛像の罪を責め立てる図像が、エゼキエルの力

によりむしろイスラエルを弁護する存在へと変容したということである。イスラエルを責

め立てる根拠となる子牛像事件を引き合いに出して、預言者エゼキエルを称揚する伝承と

言えるだろう。

第一章の冒頭でも述べたように、出エジプト記の子牛像事件を含む箇所をシナゴーグで

は翻訳しないとする規定も改めて確認する。

『ミシュナ』、メギラー篇 4.10：〔…〕ルベンの件〔創 35:22〕は読まれるが翻訳されない。

タマルの件〔創 38 章〕は読まれて翻訳される。第一の子牛の件〔出 32:1–20〕は読まれ

て翻訳される。第二〔同 21–24 節〕は読まれるが翻訳されない。〔…〕86＜1＞

トセフタ87、メギラー篇 4(3).31–36：〔…〕第一の子牛の件は読まれて翻訳される。〔…〕

86 Albeck, Chanukh (ed.), Shishah Sidrei Mishnah (Hebrew) 6 vols. (Jerusalem: Bialik Institute,

1953–1959). 詳しくは立ち入らないが、この箇所で言及されているルベンの件とタマルの件

は、どちらも男女の交わりについて述べている。これらの箇所についても分析を加えれば、

このメギラーで言及されている箇所の共通点（例えば姦淫に関する問題）やその背景も指

摘できる可能性がある。
87 伝統的なユダヤ教の立場では、シナイ山でモーセに対して律法が成文と口伝の形で与え

られたと考えられている。成文律法はそのまま聖書になり、口伝律法の一部は『ミシュナ』

として 200 年頃に成文化された。『ミシュナ』に入らなかった口伝律法は、200〜300 年頃に

編纂された『トセフタ』と呼ばれる付加的な口伝律法集成において成文化された。さらに、

そのどちらにも含まれなかったバライタと呼ばれる口伝律法の伝承群が存在し、タルムー

ドや多くの聖書解釈中に散在していると考えられている。『トセフタ』の成立年代について
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第二の子牛の件は読まれるが翻訳されない。〔…〕88＜17＞

ユダヤ教のシナゴーグでは通常、聖書が読まれた後に（当時は）それがアラム語に翻訳

されていた。しかし『ミシュナ』の規定では、そういった朗誦とアラム語への翻訳が適用

されない箇所がいくつかあげられている。その中で｢第二の子牛像の件｣（出 32:21–24）は、

朗誦はされるが翻訳はされるべきではない箇所とされている。引用した『ミシュナ』のこ

の箇所では、その理由は述べられていない89。

本節の最後に取り上げるのは、子牛像事件は罪であるが、イスラエルの⺠がそのような

罪を犯すに至ったのには特別の理由がある考える伝承である。

BT、アヴォダー･ザラー篇 4b：〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ曰く。悔い改めを

行う者たちに口を開くことを与えるため90にのみ、イスラエルは子牛を作った。｢この、

常に私を恐れるような心が彼らにあるようにならないだろうか…｣（申 5:26／新共同訳で

は 5:29）と言われているように。これはつまり、ラビ･ヨハナンがラビ・シムオン・ベン・

ヨハイの名において言ったこと。ダビデはあの事件91にふさわしくない。そしてイスラ

エルはあの事件〔＝金の子牛像事件〕にふさわしくない。ダビデはあの事件にふさわし

くない。｢私の心92は私の中で傷ついている｣（詩 109:22）と書かれているように。イス

ラエルはあの事件にふさわしくない。｢この、常に私を恐れるような心が彼らにあるよう

にならないだろうか…｣（申 5:26／5:29）と書かれているように。ではなぜ彼らは〔子牛

を〕作ったのか。

同 5a（続き93）：お前に〔次のことを〕言うためである。もしある一人の人間が罪を犯し

は、阿部望「データベース「マアガリーム」ヘブライ語歴史辞典としての特徴―ヘブライ

文学、ヘブライ語研究の新しい方法―」『情報学研究』vol. 1 (2012)、pp. 101–110 の p. 105

などを参照。
88 Zuckermandel, Moses Samuel (ed.), Tosefta (Hebrew) (Jerusalem: 出版社不明, 2004).
89 BT、メギラー篇 25b で述べられているその理由については、第一章注 1 を参照のこと。
90 ここまでの⽂脈で、トーラーを受け取ったイスラエルの⺠は⾃分たちの悪の衝動を⼗分

に抑制できるほどに力強いという前提がある。それにもかかわらず彼らが子牛像を作ると

いう問題を起こしたのは、何か理由があるに違いないという解釈である。つまり、このよ

うな大きな問題を引き起こしても悔い改めることでその罪が赦されるという事実を提示し、

子牛像事件には、人々に悔い改めを促すという背景があるのだと説いている。
91 サムエル記下 11 章に描かれている、ダビデがバトシェバという女性を自分のものにする

ために行った一連の行為を指す。
92 ラシの註解によれば、これはダビデの心の中の悪の衝動のことである。つまり、ダビデ

は自分の悪の衝動を自らの中で抑制しているという意味になり、ダビデが悪事をはたらく

のにふさわしくない理由となる、という解釈である。
93 BT の章節は｢数字＋裏表(a/b)｣で表記され、ここに引用した箇所は、4b の末部と 5a の冒
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たら、人々はその人に〔罪を犯した他の〕一人の人間のもとへ行くようにと言う94。も

し大衆が罪を犯したら、人々は〔その大衆に罪を犯した他の〕大衆のもとへ〔行くよう

に〕と言う95。＜18＞

子牛像事件の何が罪なのかは述べられていないが、子牛像事件は、そのような大きな罪

を犯しても悔い改めることで赦されるのだというモデルを示しているのだとここでは述べ

られている。子牛像事件の罪はすでに赦されたとするのは、第一章で言及した Mandelbaum

の言うようにタナイーム伝承に中心的に見られる見解であり、この BT に残されている伝承

は、そのタナイームの見解を踏まえたアモライームの見解だと考えられる。

以上、本節で取り上げた伝承をまとめると、子牛像事件とは、それが起こった日が他の

悪いことが起こった日の引き合いに出されるような一大事であり、そのせいでイスラエル

の状態は劇的に変化した。そして、事件の結果としてイスラエルはトーラーを忘れて他の

⺠族に征服されることになった。さらには、金の子牛像事件を連想させるために、大祭司

は金の衣服を着て神殿の至聖所には入ってはならないし、ユダヤ暦の正月期に使われるシ

ョファルに雌牛の角を使ってはならない。預言者エゼキエルは神に慈悲を求め、その結果

彼が見た幻の中の雄牛像はケルビムへと変わった。実生活に関連するところでは、子牛像

事件を含む出エジプト記 32 章の一部は、シナゴーグで読まれても翻訳はされないことにな

っていた。そして、イスラエルがそのような大きな罪を犯したのには理由があるのだと考

える伝承も残されている。金の子牛像事件の罪が具体的に何であるかを論じる前に、ユダ

ヤ教には子牛像事件の罪を前提としたこのような解釈が多数存在することを確認した。続

いては、より具体的に子牛像事件の罪に言及している伝承を見ていくこととする。

2.3.2. 偶像崇拝の罪

｢偶像崇拝｣という言葉の問題はすでに述べたが、本節では子牛像そのものに対する具体

的な行為を問題視している伝承を取り上げる。まず、出エジプト記 32:27 で語られているよ

うにレビ⼈によって⺠の内の 3000 人が殺害されたが、⺠に対するそれ以外の罰を読み取る

以下の伝承を引用する。

BT、ヨーマ篇 66b：〔…〕賢い女性がラビ･エリエゼルに尋ねた。子牛像の件は等しいの

頭にまたがっているということ。
94 バトシェバの件で罪を犯し、その後悔い改めてその罪を赦されたダビデを指す。罪を犯

した人もそれを見習って悔い改めれば、その罪が赦されるということ。
95 個人の罪と同じく、大衆の罪も悔い改めれば赦される。子牛像の罪を犯したイスラエル

の⺠（＝⼤衆）も赦されたのだから、同じように罪を犯した⼤衆はそれを⾒習って悔い改

めよということ。
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に〔＝みな等しく罪を犯したのに〕、何故彼らの罪は等しくないのか96。〔…〕次のよう

に言われている。ラヴとレビ。一人が言った。〔子牛像のための犠牲を〕殺害し香をたい

た者は剣で〔殺された〕。〔子牛像を〕抱擁し接吻した者97は〔神による〕死で〔殺され

た〕。心の中で喜んだ者は水腫98で〔殺された〕。もう一人が言った。目撃され警告を受

けた者は剣で〔殺された〕。目撃されたが警告は受けなかった者は〔神による〕死で〔殺

された〕。目撃されず警告も受けなかった者は水腫で〔殺された〕。＜19＞

ラヴとレビのどちらがどちらの解釈を残したのかは不明であるが、いずれにせよ子牛像

に関わった者は三者三様の罰を受けたという解釈である。ここで重要なのは、｢〔子牛像の

ための犠牲を〕殺害し香をたいた者｣、｢〔子牛像を〕抱擁し接吻した者｣、｢心の中で喜ん

だ者｣の三種類の人間に死の罰が下ったという点である。具体的な行為にせよ精神的な意向

にせよ、子牛像に対して好意的な態度を取った者たちが罰せられている。これを｢偶像崇拝｣

と名付けるのは先述のようにアナクロニズムであるが、いずれにせよこの解釈では罪の原

因が具体的に述べられている。

イスラエルの⺠の⾏為を直接｢偶像崇拝｣だと述べる伝承としては、以下のものがある。

『トセフタ』、ソーター篇 6.6：ラビ・シムオン・ベン・ヨハイ曰く。ラビ・アキバは四

つのことを註解している。私も同じように註解する。私は自分の言葉を彼の言葉から見

ている。ラビ・アキバは註解した。｢〔アブラハムとハガルの息子イシュマエルが〕戯れ

る〔のをサラは見た〕｣（創 21:9）。｢戯れ（צחוק）｣とは偶像崇拝（זרה に他な（עבודה

らない。｢〔⼦⽜像を作ったイスラエルの⺠は〕⽴っては戯れた（לצחק）｣（出 32:6）と

言われているように。〔…〕＜20＞

これは創世記 21:9 について論じている箇所だが、そこに使われている単語が出エジプト

記 32:6 に使われている単語と同じであり、後者が｢偶像崇拝｣のことを述べているわけであ

96 この｢賢い女性｣が、以下に述べられているように、レビ人の剣によって殺された者（出

32:27）、神によって打たれた者（32:35）、そして聖書の記述からは定かではないが、モーセ

が飲ませた子牛像を砕いて混ぜた水（32:20）によって命を落とした者、の三種類を想定し

ているのか、それとも単に、子牛像事件の罰として殺害された者が 3000 人だけなのはおか

しいと考えているのか、は不明である。
97 子牛像事件に限らず、偶像を抱擁したり接吻したりした者は処罰するよう定めている戒

律がある。『ミシュナ』、サンヘドリン篇 7.6：｢〔像に対して〕抱擁する者、接吻する者〔…〕

は、してはならない戒律に違反している｣＜21＞、BT、サンヘドリン篇 60b：｢〔像に対し

て〕抱擁する者、接吻する者、靴をはかせる者を〔石打ち刑の対象という範疇に〕増し加

えることも可能である｣＜22＞。
98 モーセが飲ませた⽔によって、そのような状態になったものと考えられる。⺠数記 5 章

で規定されている、姦淫を行ったと疑われる妻の判定にこのような水が用いられる。
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るから前者も同じく｢偶像崇拝｣であるとみなしている。これは金の子牛像事件が｢偶像崇

拝｣であったことを前提としている解釈であり、そのことについては説明されていない。

上に挙げた BT、ヨーマ篇 66b の続く箇所では、モーセの命を受けて⺠を殺害することに

なるレビ人は罪を犯さなかったという点が念押しされており、その中で｢偶像崇拝｣につい

ての言及がある。

BT、ヨーマ篇 66b：〔…〕ラビ･イェフダが曰く。レビの部族は偶像崇拝99を行わなかっ

た。｢モーセは野営地の入口に立って…｣（出 32:26）と言われているように。ラビナは腰

をおろし、このように言った。ラブ･パパ･バル･アバの息子たちがラビナに異議を唱えた。

｢彼はその⽗とその⺟について、私はそれを考慮しなかった〔そして兄弟や⼦供たちも考

慮しなかった、と続く〕と言う」（申 33:9）〔と言われているではないか100〕。｢その父｣

とはイスラエル出⾝の⺟の⽗〔祖⽗〕のことであり、｢その兄弟たち｣とはイスラエル出

⾝の⺟から出た兄弟ということであり、｢その息⼦たち｣とはイスラエル出⾝の娘の息⼦

たちということである〔だからここで言われている親族とはレビの部族の者ではない、

とラビナは答えた〕。〔…〕＜23＞

議論の本筋はこの際措くとして、レビ族の者達は｢偶像崇拝｣を行わなかったと述べられ

ている。つまりレビ族を除くイスラエルの⺠は（⺠全体かレビ族に殺害された 3000 人だけ

なのかという問題は残るが）、｢偶像崇拝｣を行ったということである。そしてそれゆえに、

レビ人に殺されたのである。

同じように｢偶像崇拝｣を明示する伝承をもう一つ引用する。

BT、アヴォダー･ザラー篇 53b：〔…〕イスラエルは子牛に仕えた（מדפלחו）ことから、

彼らにとって偶像崇拝（כוכבים が好ましいものであるという考えを明らかにし（עבודת

た。〔…〕聖句が曰く。｢これらはお前の神々だ、イスラエルよ｣（出 32:4）。これは、彼

らが多くの神々を望んだということを教えている。〔…〕＜24＞

ここでは、⼦⽜像に仕えたイスラエルの⺠にとって｢偶像崇拝｣は好ましいものだったと

述べられており、事件が直接その｢偶像崇拝｣に結び付けられている。また、聖句の｢これら｣

という語に着目し、彼らが求めた神は唯一神ではない、複数存在しうる神であるとみなし

99 כוכבים｣ 原義としては｢星辰崇拝｣のほうが近い。元来は実際に太陽や星を崇拝。｢עבודת
することを指していたのかもしれないが、BT では星以外を対象とする行為にも適用される

ため、便宜上この訳語を用いる。以下同様。
100 つまり、レビ人は自分の家族かどうかにかかわらず剣で殺した、だから、上述の箇所で

分類されている｢剣で殺された者（＝｢偶像崇拝｣を行った者）｣の中にはレビ人が含まれて

いる可能性があるのではないか、という疑問。
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ている。この点も、神への正しい崇拝から逸れるという意味で｢偶像崇拝｣の概念に該当す

ると考えられていると判断できる。なお、ここで｢仕えた（מדפלחו）｣と訳した語は、｢人や

神に仕える｣、｢崇拝する｣という意味を持ち、｢偶像崇拝｣の文脈で使われる｢崇拝（עבודה）｣

の類義語と言えよう101。

以上のように、子牛像事件の罪は｢偶像崇拝｣だと述べる伝承もいくつか残されているが、

その中には子牛像に犠牲をささげたり抱きついたりといった具体的な行為を問題視するも

のもあれば、聖書中には存在しない概念である｢偶像崇拝｣というアナクロニズムな言葉を

そのまま適用しているものもある。その適用の正当性の議論は措くとして、ではユダヤ教

の子牛像事件解釈では、その罪はすべてこの｢偶像崇拝｣に帰せられているかというと、こ

とはそう単純ではない。続いては子牛像事件の異なる問題点を指摘する伝承を取り上げる。

2.3.3. 姦淫の罪

第一章でも少し言及したように、子牛像事件を姦淫の罪に結び付ける伝承もいくつか存

在する。まずは同じ伝承だが、再度引用する。

BT、シャバット篇 88b：〔…〕ウラ曰く。天蓋の中にいながら不貞をはたらく（מזנה）花

嫁とはあさましいものである102。〔…〕＜4＞

文脈から判断すると、シナイ山の山頂で神がモーセに律法を与えている間にその麓で子

⽜像を崇拝するイスラエルの⺠を、結婚式を⾏う場所（天蓋の中）にいながら不貞をはた

らく花嫁に例えている。ここでは、子牛像の罪に不貞、つまり性的不道徳、姦淫を重ね合

わせていると言える。また、モーセが⼦⽜像をすりつぶして⽔に撒きその⽔を⺠に飲ませ

た行為を、姦淫の疑いのある妻の判定法（⺠数記 5 章）と同じとみる伝承がある。

BT、アヴォダー･ザラー篇 43b–44a：〔…〕ミシュナ：｢ラビ・ヨセ曰く。〔図像は〕粉々

にして風に撒く。もしくは海に投げる。〔賢者たちは〕彼に言った。それでも、それ〔粉々

にした図像）〕は肥料になる。『禁じられたものは何もお前の手に接触させてはならない』

（申 13:18／新共同訳は 13:17）と言われている〔だからラビ･ヨセの言う方法は適切では

ない〕｣（ミシュナ、アヴォダー・ザラー篇 3:3）。バライタで次のように教えられている。

ラビ･ヨセが彼ら〔賢者たち〕に曰く。すでに｢お前たちが子牛を作ったというお前たち

の罪を、私は取って火で燃やし、打って粉々につぶして塵とし、その塵を山から流れる

川に投げた｣（申 9:21）と言われているのではないのか〔だからその方法でよい〕。〔賢者

たちは〕彼に言った。ここから根拠〔を導くの〕か。見よ、聖書はこう言っている。｢〔モ

101 ヘブライ語聖書中でも同じ語根は使用されているが、こちらは｢細かく割る｣、｢生み出

す｣というような意味で、｢仕える、崇拝する｣という意味は（まだ）有していない。
102 BT、ギッティーン篇 36b にもほぼ同内容の伝承が残されている。
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ーセは子牛像をつぶして〕水の上に撒き、イスラエルの子らに飲ませた｣（出 32:20）。〔モ

ーセは〕姦淫の疑いのある妻たち（סוטות）のように〔イスラエルの⺠を〕試すことを⽬

的にしているに他ならない〔だからモーセの行動は図像を破壊する行為の例としてはふ

さわしくない〕。〔…〕＜25＞

ここでのラビ･ヨセと賢者たちの議論の主題は図像の破壊方法についてであり、子牛像事

件についてはその⼀例として挙げられているだけだが、⼦⽜像事件を起こした⺠に対して、

モーセは姦淫の疑いのある妻に行うのと同じ手法を用いたと述べられている103。上に挙げ

たシャバット篇 88b の伝承と同様、この伝承は子牛像事件の罪を姦淫の罪と同列に論じて

いるとみなして問題ないだろう。これらの例で言うところの姦淫の罪とは、イスラエルの

⺠が神と婚姻関係にある（＝契約を締結した）にもかかわらず、⼦⽜像に対して姦淫を⾏

ったということだと考えられる。この二つの伝承だけで、子牛像事件の罪はすなわち姦淫

の罪だと断じるには不十分であり、｢偶像崇拝｣やその他の罪に加えて姦淫の罪をも適応し

ているという可能性が高い。それでも、この事件には姦淫の面からも責められるべき点が

あると考える解釈が存在するという事実が重要である104。

ここまでに確認したユダヤ教の伝承をまとめると、子牛像事件の罪は大きく、その影響

は様々な面に及んでいる。その罪は｢偶像崇拝｣であると判断されることが多く、姦淫の罪

でもって糾弾されることもある。こうしたユダヤ教の解釈を踏まえて、続いてはキリスト

教の解釈を見ていく。

2.4. ギリシア･ラテン教父

ここからは、キリスト教の成立時から順を追ってその子牛像事件の罪についての解釈を

考察していく。キリスト教自体の発展に従い、まずは新約聖書からギリシア・ラテン教父

の解釈について考察するが、本章で論じるのに適当なものが見出せないためラテン教父の

解釈は除外する。全体的に見て、ユダヤ⼈やイスラエルの⺠がただ｢悪い｣とする伝承が⽬

103 なお、ユダヤ教において姦淫の罪がこのような水を使って判定されるということは、初

期キリスト教においても周知の事実だった可能性がある。1 世紀末から 3 世紀前半の間に書

かれたとされる『ヤコブ原福音書』と呼ばれる書物（16 章）に、ユダヤ教の祭司がマリア

の処女性を確認するために｢主の呪いの水｣をヨセフとマリアに飲ませるという描写がある

（八木誠一・伊吹雄訳｢ヤコブ原福音書｣『聖書外典偽典 6 新約外典 I』教文館、1976 年、pp.

83–114）
104 シャバット篇 88b で｢不貞をはたらく｣と訳した語（מזנה）は、｢道を逸れる｣｢不誠実｣と
いった意味を持つことから、男女間に限定されない問題と捉えることもできる。文脈上男

女間の問題であることが明らかであるため、またアヴォダー･ザラー篇 43b–44a（こちらで

論じているのは明らかに男女間の問題である）との兼ね合いから｢姦淫｣の罪と分類したが、

必ずしも性別にとらわれない問題と考えることも可能である。
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立つが、具体的な問題点を指摘している解釈も少なくない。

2.4.1. エジプトとの関係

まず新約聖書には、子牛像事件とエジプトの関係を指摘する解釈が見られる。

使徒言行録 7 章：38：この人〔モーセ〕が荒れ野の集会において、シナイ山で彼に語り

かけた天使とわたしたちの先祖との間に立って、命の言葉を受け、わたしたちに伝えて

くれたのです。39：けれども、先祖たちはこの人に従おうとせず、彼を退け、エジプト

をなつかしく思い、40：アロンに言いました。『わたしたちの先に立って導いてくれる神々

を造ってください。エジプトの地から導き出してくれたあのモーセの身の上に、何が起

こったのか分からないからです。』41：彼らが若い雄牛の像を造ったのはそのころで、こ

の偶像にいけにえを献げ、自分たちの手で造ったものをまつって楽しんでいました。42：

そこで神は顔を背け、彼らが天の星を拝むままにしておかれました105。

十二使徒によって弟子の中から選ばれた七人のうちの一人であるステファノが、逮捕さ

れ裁判にかけられた際に行った演説の一部である。彼はイスラエルの⺠の歴史を語る中で、

荒れ野での出来事に言及している。出エジプト記 32 章には子牛像とエジプトとの関係は述

べられていないが、この解釈によれば⺠はモーセに反抗してエジプトを思慕して⼦⽜像を

作ったとのことである。エジプトの何が問題であるかはこの前後でも述べられていない。

同じような解釈は、2 世紀後半に主に小アジアで活動したエイレナイオスの著作にも見られ

る。

エイレナイオス『異端反駁』IV, 15.1：〔…〕そして、こういうわけで、（主は）彼に従っ

てゆこうとした人々に掟を守るよう（勧めた）のである。ところが彼らは心を転じて子

牛を作り、心ではエジプトへ帰ってしまい、自由な身である代わりに奴隷でありたいと

憧れたので、この時彼らは、自分たちの欲望に適したその他の〔祭儀上の〕［務め］を、

〔すなわち〕神から切り離すのでなく、隷属というくびきで彼らを［馴らす］〔務め〕を

受けることになった。〔…〕106

エイレナイオスが律法の意義や重要性について説明する中で、神がモーセを通じてイス

ラエルの⺠にその律法を守るよう求めたにもかかわらず、彼らは⼦⽜像を作り、｢心ではエ

ジプトに帰っ｣たと述べられている。ここではエジプトが問題というよりも、エジプトにい

105 以下、本研究で引用する新約聖書は、共同訳聖書実行委員会『新約聖書』日本聖書協会、

2000 年に基づく。
106 日本語訳は小林稔訳『キリスト教著作集 3.II：エイレナイオス 4, 異端反駁 IV』教文館、

2000 年を参照。
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た頃のイスラエルの⺠の状態、もしくはそれに憧れる⼼情を問題視しているとも⾔えよう。

この二例の成立年代からすると矛盾して見えるが、エイレナイオスの言うように、もとも

とはエジプト滞在時の⺠の状態やそれへの憧れが問題であり、使徒⾔⾏録のようにその構

図が省略された簡素な表現も用いられていたという可能性は指摘できる。いずれにせよ、

子牛像とエジプトという地の結び付きを読み取る意図は見受けられるが、ここに引用しな

かった一次文献を含めてもそれがなぜ問題なのかは明示されていない。

2.4.2. 偶像崇拝の罪

ユダヤ教の解釈同様、キリスト教においても子牛像事件を｢偶像崇拝｣とみなす伝承が、

古くは新約聖書にも残されている。

コリントの信徒への手紙一 10 章：5：しかし、彼らの中の大多数は、神のみこころにかなわなか

ったので、荒野で滅ぼされてしまった。6：これらの出来事は、わたしたちに対する警告であって、彼

らが悪をむさぼったように、わたしたちも悪をむさぼることのないためなのである。7：だから、彼ら

の中のある者たちのように、偶像礼拝者（εἰδωλολάτραι）になってはならない。すなわち、「⺠は座し

て飲み食いをし、また立って踊り戯れた」と書いてある。8：また、ある者たちがしたように、わたし

たちは不品行をしてはならない。不品行をしたため倒された者が、一日に二万三千人もあった〔…〕（新

共同訳）
107

これは書名の通り、使徒パウロからコリントにある教会の信徒たちへ宛てた手紙という

体で書かれたものの一部である。10 章では主に｢偶像崇拝｣について警告が発せられている。

その中で、荒れ野にいたイスラエルの⺠の｢ある者たち｣は｢偶像礼拝者（εἰδωλολάτραι）｣で

あったと述べられている。

4 世紀に小アジアのニュッサで主教を務めたグレゴリオス108は、彼の最も名高い論考と

される『モーセの生涯』で、子牛像事件に関連して以下のように述べている。

1.57：モーセは聖なる石板を携えて山を降りる。〔…〕人々はその恵みを拒み、法の授与

者に心を向ける代わりに、偶像崇拝の反旗を翻すのである。58：モーセは〔…〕そして、

四⼗⽇四⼗夜の間、暗⿊のもとでかの永遠の⽣命に与って、⾃然本性それ⾃⾝を越えた

境位に留まったのである。だがまさにそのとき、イスラエルの⺠は保護者の⽬から離れ

107 アウグスティヌスは、⺠が｢偶像崇拝｣に走った例として新約聖書のこの箇所を引用して

いる（『書簡 36』）。
108 彼の生涯や思想については、アンソニー・メレディス、津田謙治訳『カッパドキア教父』

新教出版社、2011 年が詳しい。著者曰く、本書を除いてはグレゴリオスを含めた三人のカ

ッパドキア教父についての｢英語で書かれた学術的で有益な研究所や入門書｣や｢英語で書

かれた彼らに関する単一の研究｣は｢存在していない｣(p. 5)。
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た子供のように、節度なき衝動に駆られて放埓へと陥れられた。そして、彼らは一群と

なってアロンに逆らい、偶像崇拝に自分たちを先導するよう祭司に詰め寄るのであった。

59：偶像が金を材料にして造られたとき、彼らは自分たちの不敬虔に酔いしれ歓喜した。

しかるに、モーセはそのとき既に彼らのいたところに降り来たり、神から受け取った石

板を粉々に砕いたのである。それは、彼らが神の与えた恵みに心して与ろうとしなかっ

たので、その過ち・罪に相応しい罰を蒙らんがためであった。

2.202：われわれが観想してきた登攀の道をこのように進んできた人は、神の手によって

生み出された石板を手に携える。その石板は神的な法を含んでいたのである。しかし、

それらは罪深い人たちの頑なな抵抗にあったために砕かれてしまうことになる。彼らの

罪のかたちとは偶像崇拝（εἰδωλολατρεία）であり、子牛に似せた形の像が偶像崇拝のた

めに造られたのである。だが、この像はモーセによって全面的に砕かれて粉とされ、水

に混ぜ合わされて、罪のある人々の飲用に供された109。

すなわち、モーセが⽯板を持ってシナイ⼭から降りてきた時、麓で待っていた⺠は｢偶像

崇拝｣で反抗した、彼らの罪は｢偶像崇拝（εἰδωλολατρεία）｣であった、と繰り返し述べられ

ている。その際のイスラエルの⺠は、｢保護者の⽬から離れた⼦供のように、節度なき衝動

に駆られて放埓へと陥れられ｣て、子牛像を作ってからは｢自分たちの不敬虔に酔いしれ歓

喜した｣とされている。そしてモーセが石板を破壊したのはその罰ということである。グレ

ゴリオスは、子牛像事件の構造をこのように明快に述べている。

コリントの信徒への手紙一で｢偶像礼拝者｣、『モーセの生涯』で｢偶像礼拝｣と訳されてい

る語は重要である。｢偶像礼拝者（複数形 εἰδωλολάτραι←単数形 εἰδωλολάτρης）｣、｢偶像崇

拝（εἰδωλο-λατρεία）は、どちらも｢図像（εἴδωλον）に仕える者（λάτρις）／仕える状態

（λατρεία）｣という語義を持ち、目に見える形での図像に仕える｢偶像崇拝｣という意味にな

る。その点で、異常さや奇妙さによって規定されるユダヤ教の｢偶像崇拝（זרה やעבודה

כוכבים 、よりも、具体的な図像が問題視されていると言うことができる。もちろん｢（עבודת

ユダヤ教の｢偶像崇拝｣に近い語がギリシア教父の著作に使われている可能性は高いが、こ

と子牛像事件の罪理解については、管見の限りでそのような表現は見つけられていない。

ここに挙げたのはわずかな例だが、キリスト教、特に誕生時から 5 世紀頃までの教父の

解釈に、子牛像事件をエジプトに結び付けたり、その事件に具体的な図像を対象とする｢偶

像崇拝｣の罪を見出したりといった事例があることが確認できた。ユダヤ教の解釈に見られ

た、子牛像事件を直接姦淫と結び付ける解釈は、これまでの調査では見つけられていない。

続いてはシリア教父の解釈に入る。

109 谷隆一郎訳｢モーセの生涯｣『キリスト教神秘主義著作集１』教文館、1992 年、pp. 5–136、

275–296、357–380。
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2.5. シリア教父

シリア教父の解釈においても、様々な形で子牛像事件の罪を述べている解釈が見られる。

2.5.1. 罪の認定

ユダヤ教の解釈ほどの量ではないが、アフラハトとエフライムも子牛像事件が罪である

ことを前提としていたと考えられる。

アフラハト『論証』7.15：悔い改めを求める者よ、祭司の⻑であるアロンのようになれ。

彼は⼦⽜によって⺠に罪を犯させた時、⾃らの罪を告⽩してその主が彼を赦した。イス

ラエルの王たちの中で最も偉大なダビデも、自らの愚行を告白して赦された。〔…〕110＜

26＞

同 10.2：〔…〕彼の主が、彼らの罪のために彼らを根絶しようとしたとき、モーセは祈っ

て彼の主に懇願した。｢⺠の罪をお赦しくださるか、さもなければあなたが書かれたあな

たの本から私を消してください｣（出 32:32）。これが、自分の羊のためにわが身を差し出

す思いやりのある羊飼いである。これが、自分の羊のためにわが身を差し出す英雄的な

指導者である。これが、自分の子供たちを大事に育てる憐れみ深い父親である。〔…〕＜

27＞

主に 7 章では悔い改めた者、10 章では羊飼いについて述べられている。後者は聖書の記

述に従っているだけとも言えるが、アフラハトの地の文中でも子牛像事件の｢罪｣に言及し

ていることから、それを罪とみなして問題視しているのは間違いない。ここに挙げたのは

その罪を特に他の罪状の中で述べていないものだけだが、アフラハトもエフライムも、以

下に見ていくように子牛像事件の中に様々な罪の要素を見いだしている。

2.5.2. エジプトとの関係

2.4.1.でも取り上げたギリシア語圏のキリスト教のように、二人のシリア教父の著作にも

子牛像事件をエジプトという文脈の中で語る解釈が見出せる。

『論証』15.4：〔イスラエルの⺠が〕エジプトの地で偶像崇拝を⾏い彼らの神々を崇拝し

ていたことをお前が（はっきりと）知るために、ヌンの子ヨシュアは死を迎える時にイ

スラエルの⺠を〔⾃分のもとに〕呼んでこう言った〔ことを思い起こせ〕。｢今日、お前

たちが仕える者を選べ。お前の父祖たち（アブラハムの父テラとその父ナホル）が川の

遠くの側で仕えた神々か、お前たちがエジプトの地で仕えた神々か。だが私と一族の者

110 原典は Wright, William (ed.), The Homilies of Aphraates, the Persian Sage (London: Williams

and Norgate, 1869)と Parisot, D. I. (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes I-XXII (Paris:

Firmin-Didot, 1894)を比較検討し、英訳はLehto, op. cit.を参照した。章節番号はLehtoに従う。
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たちは、主である神を崇拝する｣。〔…〕〔イスラエルの⺠が〕エジプトで⽺と雄⽜を崇拝

したというさらなる確認のために、モーセが山上に留まっていた時、彼らが主から逸れ

て偶像を崇拝したことに注目せよ。彼らは子牛の像を除いては、自分たちが崇拝するた

めにはいかなる像もつくらなかった。それが、彼らがかつてエジプトの地で崇拝してい

たものなのである。そして彼らは自分たちが作った子牛の前で享楽し宴を開いた。さら

に、ナバトの子イェロボアムが彼らを迷わせ、彼らのために崇拝するための一頭の子牛

を作った。それが、彼らがエジプトで崇拝していたものなのである。〔…〕＜28＞

エフライム『我らが主についての説教』6：〔…〕彼ら〔イスラエル〕が作った子牛は、

荒野の草のように、彼らの生命を常食とする。彼らが心の中に隠してエジプトから持ち

出した偶像崇拝がおおやけに出てきた時、偶像崇拝はそれが密かに隠れていた人々を公

然と殺した。〔…〕111＜29＞

『論証』の 15 章は食物の区別についての章であり、『我らが主についての説教』6 章で

はイエスを十字架にかけたイスラエルへの批判が中心的に述べられている。どちらの解釈

も、上述の使徒言行録 7 章や『異端反駁』で述べられているような漠然とした子牛像字と

エジプトの結び付き以上に、エジプトの地での偶像崇拝と子牛像事件を結び付けている。

この偶像崇拝については後の節で詳しく論じるが、エジプトそのものが悪いというよりは、

子牛像がエジプトで行われていた偶像崇拝を連想させるから悪いという理屈が見て取れる。

この説明をそのまま使徒言行録や『異端反駁』の解釈に適用できると断言はできないが、

その可能性は高い。最後に、子牛像の崇拝がエジプト由来だと直接的に述べているエフラ

イムの解釈を引用しておく。

『信仰賛歌』87.4

邪悪な子牛の邪悪な習慣はエジプト人たちから

四つの顔の憎むべき像の憎むべき光景はヒッタイト人たちから

呪われた議論、隠れた虫は、ギリシア人たちから112＜30＞

様々な否定的に語られるものの由来を諸⺠族に帰している中で、⼦⽜像（崇拝）の習慣

をエジプト由来としている。この箇所からも、エフライムが子牛像事件とエジプトの接点

111 原典は Beck, Edmund, Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermo de Domino Nostro (Louvain:

Peeters, 1966)、英訳は Mathews, Edward G., JR., & Amar, Joseph P. (tr.), McVey, Kathleen (ed.), St.

Ephrem the Syrian: Selected Prose Works (Washington, D.C.: The Catholic University of America

Press, 1994)を参照。
112 原典は Beck, Edmund, Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Fide (Louvain: Peeters,

1955)、英訳は Wickes, Jeffrey T. (tr.), St. Ephrem the Syrian: The Hymns on Faith (Washington

D.C.: The Catholic University of America Press, 2015)を参照。
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をその背景を含んで理解していたのは明らかであろう。

2.5.3. 偶像崇拝の罪

上の節で取り上げた、｢偶像崇拝｣に言及している箇所を原典から確認し、単語レベルで

の分析を行う。まずアフラハトの『論証』15.4 では、｢エジプトの地で偶像崇拝を行い彼ら

の神々を崇拝していた（��� �çØÊÅ è�� �Ì ØÌ ßĀ ��çØ�÷ â�ðß½Á���� �¿ ÿ òæÏ ）｣
とあるが、ここで便宜上｢偶像崇拝（を行う）｣と訳出した語（óæÏ ：語根√ChNF）は、ユ

ダヤ教の｢偶像崇拝（זרה כוכביםやעבודה と同じように、異教の祭儀を行う者、正｢（עבודת

しくない崇拝行為を行う者といった意味であり、新約聖書などに出てきたギリシア語の｢偶

像崇拝（εἰδωλο-λατρεία）｣のように、必ずしも図像を必要とするわけではない。また、｢〔彼

らの神々を〕崇拝していた｣と訳出した語（ÊÅ è：語根√SGD）については、｢ひざまずく｣

や｢ひれ伏す｣といった肉体的な動作から｢崇拝する｣という意味が派生したと考えられ、こ

ちらも対象が図像であるかどうかなどは問題になっていない。同じく｢偶像崇拝｣について

言及しているエフライム『我らが主についての説教』6 を、先に挙げたよりも⻑く引⽤する。

『我らが主についての説教』6：〔…〕彼らが作った子牛は、荒野の草のように、彼らの

生命を常食とする。彼らが心の中に隠してエジプトから持ち出した偶像崇拝

（¿ ��ûî ÿ ñ）がおおやけに出てきた時、偶像崇拝はそれが密かに隠れていた人々を
公然と殺した。それは木の中に隠れていた火のようだった。それが木の中から姿を表す

と、その火は木を焼き尽くした。モーセは子牛を粉々にし、それを試しの水の中に入れ

て彼らに飲ませた。その結果、子牛を崇拝するために生きていた者たちはみなそれを飲

んで死んだ。レビの子らは、剣を抜いてモーセのもとに集まり、彼らを攻撃した。だが、

レビの子らは自分たちが誰を殺すべきかわかっていなかった。〔子牛を〕崇拝した者たち

が崇拝しなかった者たちと混ざっていたからだ。しかし、簡単に区別を為すことができ

るお方が、偶像崇拝を犯した者（Í òæÏ ~ ）を犯さなかった者から分けた。その結果、

無実の者は自分たちの無実が公正なお方の注目から外れなかったことに感謝し、有罪の

者は自分たちの罪が裁きを為すお方から逃げられなかったために正義のもとに運ばれる

だろう。＜29＞

後半に出てくる｢偶像崇拝を犯した者（Í òæÏ ~ ）｣と訳出した語は、上でアフラハトが

用いた語と同じ語根である。エフライムも、このように対象が図像であるかどうかは考慮

されない語としての｢偶像崇拝｣を問題にしている。それと同時に、前半で｢偶像崇拝

（¿ ��ûî ÿ ñ /ftakhrutah/）｣と訳出した語は、まさに偶像崇拝と訳するべき｢偶像／像の崇

拝｣という意味を持つ。その限りでは、ギリシア語で言うところの｢偶像崇拝

（εἰδωλο-λατρεία）｣に近いと言えよう。

以上のように、アフラハトとエフライムの若干の著作を見るだけでも、ユダヤ教／ヘブ
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ライ語的な｢偶像崇拝｣とギリシア語圏のキリスト教的な｢偶像崇拝｣が子牛像事件の罪理解

の中で混在しているのが見て取れる。

2.5.4. 姦淫の罪

では、シリア教父の聖書解釈の中では子牛像事件の罪は｢偶像崇拝｣の罪だと断定されて

いるかと言えば、そうではない。シリア教父、特にここではエフライムの著作の中にも、

ユダヤ教の解釈に⾒られたような、⼦⽜像事件をイスラエルの⺠の姦淫とみなす解釈が散

見される。以下に引用する『信仰賛歌』14 章では、エフライムがカナの婚礼（ヨハネによ

る福音書 3 章）に見立てた婚礼にイエスを招待するという内容を詠んでおり、その流れの

中で金の子牛像事件が語られている。

『信仰賛歌』14

6：聖なるモーセはシナゴーグ113をシナイ山に連れて行った。

彼は彼女の身体を白い服で輝かせたが、彼女の心は暗かった。

彼女は子牛像と姦通（�ûÄ ）し114、高きお方を軽蔑した。

だから彼は石板を破壊した。彼女の契約の書を。

7：声を上げながら花嫁用の部屋で罪を犯す花嫁の混乱と侮辱をかつて誰が見ただろうか。

彼女はエジプトに滞在していた時、ヨセフの女主人からそれを学んだのだ。

彼女は叫び声を上げて偽りをはたらいた。＜5＞

｢シナゴーグ｣とはイスラエルの⺠を指しており、モーセに率いられていた彼らは｢⼦⽜像

と姦通し｣たとのことである。さらに、異なる単語のために訳語は｢花嫁用の部屋｣としたが、

｢花嫁用の部屋｣にいる花嫁というモチーフは、2.3.3.で引用した BT、シャバット篇 88b の｢天

蓋の中にいながら不貞をはたらく花嫁｣と一致している。語順や単語に若干のばらつきがあ

るため、両者が同じ一つの伝承を彼らの言語でそのまま用いたわけではなさそうだが、両

者が同じような伝承を下敷きとして自分たちの解釈を行ったと考えるのは十分可能である。

エフライムが子牛像事件を姦淫に結び付けている伝承は他にもある。

『誕生賛歌』14.19

モーセは自分を妻から区別して分離し、売春婦の前で海を割った

ツィポラは異教の祭司の娘であるにもかかわらず、神聖さを保った

〔しかし〕子牛とともに、アブラハムの娘は姦通した（�ûÄ ）115＜31＞

113 ｢ユダヤ教｣や｢イスラエルの⺠｣の⽐喩と考えられる。
114 ｢不誠実｣というよりも直接的に｢姦通｣、｢姦淫｣を意味する語。
115 原典は、Beck, Edmund (ed.), Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate

(Epiphania) (Louvain: Peeters, 1959)英訳は McVey, Kathleen E. (tr.), Ephrem the Syrian: Hymns



47

ここでは、自らの異教的な出自にもかかわらず純潔を保ったツィポラ（モーセの妻）と

違って、｢アブラハムの娘｣、つまりイスラエルの⺠は⾦の⼦⽜と｢姦通した｣と述べられる。

さらに『我らが主についての説教』6 では、上に引用した箇所で偶像崇拝の問題を指摘した

後、続く箇所では姦淫についても述べている。

『我らが主についての説教』6：〔…〕レビの子らはおおやけに復讐者となった。〔モーセ

は〕復讐者たちが容易に復讐できるように、違反者たちに印をつけた。子牛を含んだ飲

み物は子牛への愛が宿る者の中に入り、その者たちに明確な印を残した。その結果、抜

き放たれた剣が彼らを切り倒せるだろう。〔モーセは〕試しの水を子牛と姦淫していた

（ÿ Ùå�）116シナゴーグに与えた。その結果、姦婦のしるしがその上に現れるだろう。こ

こから、試しの水を飲む女性についての法が出てきた。その結果、姦婦の上に現れたし

るしにおいて、シナゴーグは子牛との姦淫を思い出し、畏れとともに他〔の姦淫〕から

守られ、後悔とともに最初の姦淫を思い出すだろう。したがって、彼らが自分たちから

はずれる女性に判決を下す時は、神からはずれることで自分たちに判決を下しているの

だ。＜29＞

前半では、モーセが招集したレビ⼈たちがいかにして殺害すべき⺠を選別したのかが述

べられている。すなわち、先述した⺠数記 5 章に規定されている｢試しの水｣を飲むと、｢違

反者｣たちには印が現れたとのことである。これらの例からは、エフライムがユダヤ教の解

釈と同様、⼦⽜像事件をイスラエルの⺠の姦淫という⽂脈で語っていることが明らかであ

る。

2.6. 小括

本章では、金の子牛像事件の罪について、ユダヤ教、初期キリスト教とギリシア教父、

そしてシリア教父の解釈を、それぞれの問題ごとに概観してきた。ユダヤ教では、まず罪

の大きさと結果に言及する伝承が多く残されており、ユダヤ教社会における子牛像事件の

重要性がうかがえる。そして子牛像事件の罪とは何かと言えば、対象が像かどうかは問題

ではない｢偶像崇拝（זרה כוכביםやעבודה もしくはイスラエルの⺠の姦淫が指摘、｢（עבודת

されている。ギリシア語で残されたキリスト教の解釈では、新約聖書の段階から子牛像事

件をエジプトに結び付けて論じる伝承が見られるが、その解釈自体の中ではその背景は語

られていない。また、子牛像事件を｢偶像崇拝（εἰδωλο-λατρεία）｣とみなす解釈も見られ

るが、それは目に見える形の図像に対する崇拝行為を問題117としており、ユダヤ教の｢偶像

(Mahwah: Paulist Press, 1989)を参照した。
116 こちらも、性的な｢姦淫｣｢姦通｣を意味する語。
117 これが問題となるのならば、聖遺物や聖画像を教会に据えることはどうなのかという疑
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崇拝｣とは意味合いが異なっている。そして姦淫と結び付ける解釈は今のところ見つかって

いない。最後にシリア教父では、ギリシア語のキリスト教の解釈と同様子牛像事件をエジ

プトと結び付けて問題視する解釈が⾒られ、しかもそれにはイスラエルの⺠がエジプトで

行っていた｢偶像崇拝｣を連想させるからだとする説明が付されている。そしてシリア教父

の言う｢偶像崇拝｣には、ユダヤ教のように異教的な祭儀を指す言葉と同時に、ギリシア語

のように具体的な像を崇拝対象とする行為の両方が含まれている。また、シリア教父にも

ユダヤ教と同様子牛像事件を姦淫の罪とみなす解釈が見られ、細部の類似性からも両者が

同じような伝承を念頭に置いていた可能性が指摘できる。

以上の内容から、三者の解釈の背景を考察する。三者ともに子牛像事件を問題視する伝

承を一定量有していることから、いずれもが子牛像事件の罪を認めていることは間違いな

い118。その上で事件の何を問題とするかには差が見られる。すなわち、日本語では同じ｢偶

像崇拝｣と呼べる行為とみなしていても、ユダヤ教伝承のそれが｢奇妙／異常｣かどうかに焦

点を当てているのに対し、ギリシア語のそれは目に見える図像を対象とした行為を想定し

ており、シリア教父の認識にはその両方が含まれている。また子牛像事件を姦淫と結び付

ける解釈からも明らかなように、4 世紀のシリア教父の解釈にはユダヤ教との類似性が見出

せる。言うなれば、シリア教父はキリスト教の立場に身を置きながらも、ユダヤ教伝承を

十分に活用しているのである。この点はすでに先行研究でも指摘されており119、本研究は

それを具体的に補完することを目的の一つとしている。

ユダヤ教とシリア教父の解釈の類似性の背景についてさらに付け加えると、まず両者が、

同じセム語に属するヘブライ語・アラム語とシリア語を使っていたことが大きい。アフラ

ハトとエフライムがどの程度ヘブライ語を理解したのかは現在も議論されている問題だが、

少なくともギリシア・ラテン語使用者よりは馴染みがあったのは間違いない120。そのため、

シリア各地のユダヤ人共同体で伝えられていた聖書解釈を彼らが見知っていた可能性は十

分にあり、それを自分たちの解釈に転用した可能性も否定できない。また、言語の面だけ

でなく社会環境的な面についても考えると、エフライムとアフラハトが主に活動していた

問も当然出てくるが、本研究の射程外となるためこれ以上は立ち入らない。
118 後の章で見ていくように、ユダヤ教では特に事件全体は問題視しながらも、個々の人物

や出来事の背景を慮ってその重大性を軽減しようとする解釈が少なくない。また第一章で

挙げた Mandelbaum が述べているように、罪は罪として認めた上で、その罪は赦されたとす

る伝承も見られる。それらを踏まえると、結論の先取りになりかねないが、ユダヤ教の聖

書解釈は賛否両論併記、様々な視点からの多様な伝承が混在していると言うことができる。
119 第一章でも挙げた Brock, “Jewish Traditions in Syriac Sources”がその代表である。この中で

Brock は、シリア文献内のユダヤ伝承として、①シリア語聖書に見られるタルグム（アラム

語訳聖書）的背景、②聖書には見られないが他のシリア語文献に見られるタルグム的伝承、

③ユダヤ起源の聖書外典・偽典のシリア語訳に見られる伝承、④もともとのシリア文学に

見られるユダヤ伝承、の四つを挙げている。
120 そもそも、シリア語とはアラム語のエデッサ周辺の方言である。
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地域は、ローマ帝国の領土であろうとササン朝ペルシアの領土であろうと、キリスト教徒

はマイノリティであった。その一方でユダヤ教／ユダヤ人は、マジョリティではなかった

にせよ、キリスト教よりは⻑い歴史を有していたことも相まって、⼀定以上の勢⼒をもっ

ていたと考えられている121。こう言った環境で、彼らはいかにしてユダヤ教の影響から自

分たちの｢正統｣なキリスト教122を守り、自分たちの共同体を教え導いていくかに腐心して

いた。また、エフライムの説教を聞きに来ていたキリスト教徒たちの中には、シナゴーグ

にも説教を聞きに行っていた者が一定数含まれていたという研究もある123。そのような、

ある意味で魅力的なユダヤ教の伝承を自分の説教や著作に利用することで、より多くの聴

衆を惹きつけることを狙っていたとも考えられる。もしくは、現在の我々が漠然と想定す

るほどには当時のシリアではユダヤ教とキリスト教が明確に分離しておらず、子牛像事件

に限らず様々なテーマについて共通の伝承を有していたという可能性もある。恐らくは、

その両方の側面があったと考えられる。またユダヤ教側から見てみると、彼らの伝承はユ

ダヤ教内部のみならずシリア教⽗にも継承され、そこからさらに⻄⽅のキリスト教に伝わ

ったという可能性が指摘できる。

以上の点を踏まえながら、続く章では子牛像事件の登場人物たちに焦点をあててユダヤ

教、ギリシア･ラテン教父、シリア教父の三者間の比較を行い、彼らの相互関係や影響関係

をより立体的に把握できるよう試みていく。

121 以上のことは、例えば、Drijvers, “Jews and Christians at Edessa”といった研究からも明ら

かである。
122 いわゆる｢ニカイア派｣を指す。
123 Ibid., p. 95.
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第三章：子牛像事件におけるアロン

3.1. 序言

本章では、金の子牛像事件におけるアロンについての解釈を分析する。聖書の記述に依

拠する限りでは、彼はこの事件において非常に大きな、そして大いに問題のある役割を果

たしており、次章で扱うモーセ以上に事件に深く関わっていると言える。まずは出エジプ

ト記 32 章に描かれているアロンの行動をもう一度確認しておく。

彼は⾃分のもとに集まってきた⺠に対して⾦の⽿輪を持ってくるように⾔い（2 節）、⺠

がそれを持ってくると、受け取って｢ヘレトで形作り、子牛の像を作った｣（4 節）。そして

その子牛像の前に祭壇を築き、「明日は主のための祭りだ｣と宣言する（5 節）。翌⽇に⺠は｢焼

き尽くす献げ物をささげ、和解の献げ物を供え｣（6 節）たり、｢座って食べて飲み、立って

は戯れた｣（同）りしたが、その中にアロンが含まれるかどうかは聖書本文からは明らかで

ない124。その後のモーセの下山と子牛像の破壊、およびその後のレビ人による 3000 ⼈の⺠

の殺害に際してはアロンは前面に出ず、子牛像の始末を終えたモーセに叱責される場面か

ら再度聖書本文に現れる（21 節）。モーセの叱責に対しアロンは、｢⺠が悪の中にいる｣と述

べ（22 節）、その⺠に像を作るよう求められたため、彼が⾦を｢火に投げると、この子牛が

出てき｣たと説明する（24 節）125。この問答を経て、アロンが⺠を｢緩め｣、そのせいで敵対

する勢力の嘲りの的となったと（25 節）、そして神は｢アロンが作った⼦⽜｣と⺠の⾏為のた

めに｢⺠を打った｣（35 節）とまとめられている。ちなみに、アロンはレビ人によって殺害

されたわけではなく、聖書の他の箇所においても、その他の罰を受けたとの記述はない。

以上のように、出エジプト記 32 章の記述によれば、この事件におけるアロンの責任は非

常に大きく、仮にそのすべてをアロンが負って何らかの罰を受けたとしても不思議はない

ほどである。しかしながら、ユダヤ教のみならずキリスト教の解釈においても、アロンは

必ずしも常に非難されているというわけではなく、その責任を否定するような伝承も少な

くない。その背景にある機微を探る前に、出エジプト記 32 章以外の聖書中のアロン像につ

いても、簡単に確認しておく。

124 これらの⾏為の主語は、特定されない三⼈称複数もしくは｢⺠｣であり、その中にアロン

が含まれるかどうかは断定できない。同様に、4 節で｢これらが、イスラエルよ、お前をエ

ジプトの国から導き上ったお前の神々だ｣と言ったのも、特定されない三人称複数であるた

め、そこにアロンが含まれるかどうかは不明である。
125 この返答内容は明らかに 4 節の内容と矛盾するが、後述のように、ユダヤ教には矛盾を

指摘する伝承とこの内容を真とする伝承の両方が存在する。
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3.2. ヘブライ語聖書におけるアロン

モーセの兄であるアロンは、出エジプト記 4:14 で唐突に神によって言及される126。その

後神によってモーセと会うよう促されたアロンが荒れ野に出てモーセと出会い、二人でイ

スラエルの⻑⽼たちの前に姿を現すことになる（同 4:27–31）。聖書本文には明示されてい

ないが、この時点でモーセとアロンの⼆⼈がイスラエルの⺠の指導者となったとされるの

であろう。その出自については、ヤコブの息子であるレビの子である、ケハトの子のアム

ラムがヨケベドとの間になした子がアロンとモーセで、二人はレビ族の出とされる（同

6:16–20）。その後⼆⼈はファラオのもとに出向いてイスラエルの⺠を解放するよう求めるが、

ファラオは頑なにこれを聞き入れない。そのためにエジプトには十の災いが訪れ、イスラ

エルの⺠の出エジプトへと続く。その後聖書本文の時間の流れは不明瞭になるのだが、恐

らく子牛像事件よりも前に、アロンは神によって祭司に任命されて聖別される（同 28–29

章）。その後金の子牛像事件が起こり（32 章）、それ以降では、アロンの情報は戒律に関す

るものを除いて語られることはない。出エジプト記に続くレビ記で、戒律に関連してアロ

ンが⾔及された後、⺠数記 20:22–29 でその死について述べられている。その記述によれば、

メリバの⽔場の件（⺠ 20:1–13）でアロン（とモーセ）は神に逆らったため、神がイスラエ

ルに与えると約束したパレスチナの地に入ることができずにホル山の上で死んだとのこと

である。その後の聖書では、｢アロンの子ら｣や｢アロンの子孫｣といった、アロンに連なる

祭司の家系の人間に言及する時、または主にモーセと対になって過去の出来事に言及する

時にのみアロンの名前は言及されている。つまり、大まかに言って、アロンの大祭司とし

ての職務と血筋は重要であるが、それ以外で特に言及されることはないというのがヘブラ

イ語聖書におけるアロン像と考えて特に問題はないであろう。

ではそのようなアロンが、子牛像事件における振舞いについてはどのよう解釈されてい

るのかを次節以降で確認していく。

3.3. ユダヤ教の解釈

以上の内容を踏まえ、ここからは具体的にユダヤ教の解釈を見ていく。基本的にはアロ

ンに対して擁護的か批判的かの区別になるため、本章では内容ではなく時代順に分類して

論を進めていく。

126 イスラエルの⺠を率いよという神の要求を、モーセは再三拒否する。業を煮やした神が

モーセに次のように言う。｢主の怒りがモーセに対して燃え上がった。そして言った。『お

前の兄であるレビ人アロンがいるのではないのか。私は彼が実によく話すことを知ってい

る。そしてまた、見よ、彼はお前に向かって出てきている。彼はお前を見て、心の中で喜

ぶのだ』｣。聖書中で、この唐突な紹介より前にはアロンについての言及は皆無である。
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3.3.1. 第二神殿時代

エルサレム第二神殿時代の文献127として、まずはヨセフスの著作を取り上げる。前述の

ように、彼は聖書の歴史物語の流れに沿ってユダヤ人の歴史を語る中で出エジプト記の内

容にも触れるのだが、本来なら子牛像事件が語られるべきところでも子牛像そのものにつ

いては登場させていない。

『ユダヤ古代誌』III, 5.7–8 [95–99]：95：モーセがヘブル人にあらかじめ通告してから再

度シナイ山に登ったのは、このような事情の下であった。登攀は人びとの見ている前で

行われた。ところが、ヘブル人は時がたつにつれて――彼が人びとと別れてからすでに

四〇日過ぎていた――、モーセの身の上に何かが起こったのではないかと危惧した。そ

してとりわけ、モーセに万一のことがあったら、と考えて慄然とせざるを得なかった。

96：人びとの間では意見が分かれて対立が生じた。ある人たちは、彼がすでに野獣の餌

食になったのだと言った。この意見に賛成したのは主に彼に好感をもっていない連中で

あった。またある人たちは、すでに神のもとへ呼び戻されたのだと主張した。97：しか

し、両者の意見に個人的には同調しなかったもっと分別のある人たちはこう考えた。す

なわち、もし彼が野獣に食い殺されたとしても、それはよくある人間的な事件にすぎな

いし、また、もし彼が神のもとへ呼び戻されたとしても、それは彼が生来もっていた徳

のためで、大いにありうることだと考えて平静さを失うことはなかった。98：いずれに

しろ、彼らは二度と得られない立派な指導者であり保護者であった人物を失ったと考え、

その心痛ははなはだしいものであった。しかし一方では、自分たちの英雄の万一の行幸

を強く期待する気持もあり、ここで大げさに嘆いたり、落胆したりすることもできなか

った。また、そこに留まるようにとのモーセの厳命があるため、野営地から出ることも

できなかった。99：こうして四〇日四〇夜が過ぎたとき、この間ふつうの人間の口にす

るようなものを何ひとつ食べていなかったモーセが、ついに帰って来た。もちろん、全

軍は歓喜に満たされた。彼は彼らにたいする神の配慮について明らかにするために、ま

ず次のように語った128。

このように、モーセの下山に至るまでの子牛像事件が起こる背景設定とイスラエルの⺠

の反応は出エジプト記と共通しているが、その間の出来事は大きく異なっている。この解

釈は後の章でまた扱うが、子牛像事件が起きないということは、アロンが子牛像を作らな

いということでもある。ヨセフスは同書の他の箇所で、神によるアロンの大祭司への任命

や、なぜアロンが大祭司に選ばれたのかという理由、そしてその正当性の説明のためにた

127 タナイーム・アモライーム期のいわゆるラビ文献に残された伝承も、誕生はこの時期と

考えられるものは多い。その意味では、第二神殿時代とタナイーム・アモライーム期とい

う区別はあくまでも便宜的なものである。
128 フラウィウス･ヨセフス著・秦剛平訳『ユダヤ古代誌Ｉ』ちくま学芸文庫、1999 年。
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びたび紙幅を費やしており、ユダヤ教内でのアロンの立場を尊重しているのは間違いない。

そういったアロン擁護の姿勢が、このあえて子牛像事件を語らないという手法にも見出せ

ると言って間違いないだろう129。

そしてこちらもいわゆるラビ文献とは系統が異なるが、紀元 70 年より少し後に成立した

とされる『聖書古代誌』130に残された解釈を取り上げる。

12 章：2：彼〔モーセ〕が⼭にいる間、⺠の⼼は堕落した。彼らはアロンのもとに集ま

129 Begg はヨセフスの執筆⽬的を、異邦⼈たちの彼の⺠族（ユダヤ⼈）に対する敬意と同情

を獲得することだとしており、子牛像事件を含めてしまうとその目的の達成が遠ざかって

しまうからだと分析している（Begg, Christopher T., “The Golden Calf episode according to

Pseudo-Philo”, Studies in the Book of Exodus, Vervenne, Marc (ed.) (Leuven: Leuven University

Press, 1996), pp. 577–594 の特に p. 592）。他方で秦は、ヨセフスが子牛像事件を語らなかった

理由として、以下の三点を挙げている（秦剛平『書き替えられた聖書』京都大学学術出版

会、2010 年、pp. 214–5）。①後の箇所でアロンを瑕疵なき人物として擁護するため、②出

32:1–2 を翻訳してはならないというミシュナの規定のため、③神殿で驢馬を崇拝している

というユダヤ人への中傷への対応。③の中傷とは、例えば『アピオーンへの反論』2.80｢さ

て、アピオーンは厚顔にも主張する。すなわち、ユダヤ人たちはろばを崇拝し、最高の敬

意を払うべきものだと考えて、ろばの頭を聖所内に保管した、と｣（フラウィウス･ヨセフ

ス著・秦剛平訳『アピオーンへの反論』山本書店、1977 年、他にも同 114、120 など）。当

時ユダヤ人に対するこのような中傷は広く知れ渡っていたようであり、タキトゥス、ディ

オドーロスらの著作にも同様のものが見られる。秦が挙げる三点に加えて Feldman は、イ

スラエルの⺠のイメージとアロンの⾏動が問題であるのに加えて、ヨセフス⾃⾝が属する

アロン系祭司集団のライバルであったレビ人が、子牛像事件の中で活躍する点も理由に挙

げている。アロンとモーセもレビ族の出であり、聖書の多くの箇所でレビ人に祭司的な役

割が帰されている。しかしながら、⺠数記 17:5 などに見られるように、レビ族の中でも最

初の大祭司であるアロンの子孫のみを祭司と認めるという動きもあり、このレビ族内での

レビ系祭司とアロン系祭司の抗争が想定されている。ヨセフスの時代には、支配者である

ローマ帝国による承認等の政治権力とユダヤ教の律法が絡み合った祭司規定をめぐる対立

があり（例えば、『ユダヤ古代誌』20.216–218 参照）、アロンが叱責されレビ人が神意に沿

って活躍する子牛像事件は、彼にとって都合が悪かったのだと考えられる（Feldman, Louis

H., “Philo’s Account of the Golden Calf Incident,” Journal of Jewish Studies, vol. 56.2 (2005), pp.

245–264 の特に p. 261–2）。
130 ヘブライ語聖書のアダムからサウルの死までの内容を要約しつつ拡大敷衍した作品。原

語はヘブライ語だが、現存しているのはラテン語訳のみ。作者はフィロンだと考えられて

きたが後に間違いだとわかり、現在は偽フィロンと呼ばれている。詳細は不明だが、キリ

スト教徒ではなくユダヤ教徒だと考えられている。『聖書古代誌』という名称は 1527 年に

出版された校訂本に由来する。Strugnell, John, “(Pseudo-) Liber Antiquitanum Biblicarum,” EJ2nd,

vol. 16, pp. 58–59、井阪⺠⼦･⼟岐健治訳『聖書古代誌』教⽂館、2012 年、pp. 275–277 を参

照。
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って⾔った。｢私たちが仕えることができるよう、他の⺠族も持っているのと同様に、神々

を私たちのために造ってください。なぜなら、モーセを通して私たちの面前で驚くべき

業が行われましたが、あのモーセは私たちから奪われてしまったからです｣。そこでアロ

ンは彼らに言った。｢落ち着きなさい。モーセは来るであろうから。そして彼は私たちに

定めをもたらし、私たちのために法を明るく照らし、神の至高〔の法〕を自分の口から

告げ、我が⺠族のために掟を定めるであろう｣。3：彼はこう語ったが、彼らは聞き入れ

なかった。〔…〕さて、⺠に⾮常に⼒があったのでアロンは恐れ、彼らに言った。｢私た

ちのもとにあなたたちの妻の耳飾りを持ってきなさい｣。そこで男たちは各々自分の妻に

頼み、彼女たちはすぐに渡した。そして彼らがそれらを火に入れると、それらはある型

に形造られ、鋳造された子牛が出てきた131。

冒頭で｢⺠の⼼は堕落した｣と説明されているが、これは出エジプト記 32:7 でも言われて

いることであり、⺠がアロンのもとに集まって来た理由を先に述べている。そして⺠が

｢神々｣を求める理由も、モーセに何があったのかを知らない（出 32:1）というものから、

モーセが｢奪われてしまった｣とより直接的に危機感を煽るかたちに読みかえられている。

そしてアロンは、ただちに⺠の要求に従って⾦の⽿輪を持ってくるよう命じるのではなく、

モーセが間もなく戻ってくると⾔って⺠をなだめようとしている。しかし⺠はアロンの⾔

葉を聞き⼊れなかったため、アロンは｢恐れ｣て⽿輪（⽿飾り）を持ってくるよう⺠に告げ

る。そうして集まった⽿輪は、アロンではなく⺠によって⽕に投げ⼊れられ、そこから⼦

牛像が出てきたとのことである。出エジプト記ではアロンが｢それをヘレトで形作り、子牛

の像を作った｣（4 節）のであり、仮にアロンがモーセに答えた弁明の内容に従うとしても、

アロンが｢それを火に投げると、この子牛が出て｣（24 節）きたのであるにもかかわらず、

である。まとめると、この『聖書古代誌』に残されている解釈では、アロンは⺠の要求に

すぐに従ったのではなくまず説得を試み、それが聞き入れられずに恐れを抱いたために、

⾦の⽿輪を持ってくるよう⺠に求めた。さらには、⼦⽜像を作ったのもアロンではなく⺠

である。ヨセフスのように敢えて語らない形でのアロン擁護とは違い、この『聖書古代誌』

では、子牛像事件は子牛像事件としてはっきりと語られながらも、アロンの責任を明確に

否定するような描かれ方をしている132。

さらに、これらとほぼ同時代に活動し、ヘレニズム期のユダヤ教を代表する人物とみな

されているアレクサンドリアのフィロン（紀元前 20 年頃〜紀元 50 年頃）も、子牛像事件

を語る際にアロンについては言及していない。

131 井阪・土岐、op. cit.。
132 この点について、Murphyは｢聖書古代誌は祭司階級の評判を落とすような態度を示して

いない｣と述べ（Murphy, Frederick J., Pseudo-Philo. Rewriting the Bible, (New York: Oxford

University Press, 1993), p. 265）、Begg は⺠を犠牲にしてアロンの罪を罪から解放しようとす

る意図を指摘している。
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『モーセの生涯』II：161：〔…〕モーセが山に登って行き、そこで神と緊密に語り合っ

ていた時、不安定な性質の者たち（μὴ βέβαιοι）が、彼の不在を好機と考え、自省なく不

敬な習慣に走った。権威が終局したかのように。そして自ら存在する者に抱いていた敬

意を忘れ、エジプトの神話の熱狂的な愛好者となった。162：それから、あの国で最も神

聖視されている動物を真似て金の雄牛を形作り、犠牲ではない犠牲を捧げ、聖歌隊では

ない聖歌隊を立ち上げ、まさに葬儀の歌である讃美歌を歌い、強い飲み物に満たされ、

ワインと愚かさの二重の酩酊に征服された。〔…〕133

ここに引用した事件の流れは、出エジプト記 32:1–6 に沿っていると言えるが、アロンは

登場すらしていない。その代わりに⺠の中の｢不安定な者たち｣の責任が明確に述べられて

いる。また、ミシュナのメギラー篇で翻訳が禁止されている箇所についても言及がない。

フィロンも、少なくともこの点ではアロン擁護の立場を取っていると言えるだろう134。

これら三者の解釈のみで当時のユダヤ教の聖書解釈を代表させることはできないが、こ

のようなアロンを擁護するとみなされうる解釈が、こういった著名な文献135に残されてい

ることは考慮すべきである。この三者はモーセとアロンの指導力を理想化する傾向がある

と考えられているが136、そういった傾向が紀元一世紀頃に確実に存在していたことは明ら

133 原典、英訳ともに Colson, F. H. (tr.), Philo, vol. 6 (Cambridge: Harvard University Press, 1950)

を参照。
134 ではなぜフィロンがこの事件自体へは言及しているかについて、Feldman は｢偶像崇拝｣

を非難するためであると主張する。エジプトのユダヤ人共同体の指導者であったフィロン

は、当時においてもエジプトの生活様式がユダヤ人にとって魅力的なことに気づいていた。

そのため、エジプトで最も神聖視されていたアピス神を模した子牛像を崇拝したイスラエ

ルの⺠が、神の怒りを買う出来事をあえて著したということである。Feldman, op. cit., p. 247ff

を参照。
135 ヨセフスはローマ帝国内で活動し、その著作の読者の大多数には非ユダヤ人を想定して

いたと考えられる（むしろ、裏切り者のレッテルを貼られていたヨセフスの著作は、ユダ

ヤ⼈には無視されていた可能性が⾼い。秦剛平『あまのじゃく聖書学講義』⻘⼟社、2006

年、p. 176）。また、フィロンも『モーセの生涯』はエジプトの非ユダヤ人に向けて、モー

セというユダヤ教における偉人を正しく認識させる目的で著したと考えられている

（Feldman, op. cit., p. 257）。他方、ヘブライ語で著された『聖書古代誌』はユダヤ人の読者

を想定しており、その中で語られるユダヤ⼈の歴史描写、つまり⺠の背信と神が先祖たち

との約束に従って⺠を保護するという対⽐の繰り返しは、この⼦⽜像事件の内容とも合致

している（Begg, op. cit., p. 592）。それと同時に、ユダヤ人達が神との契約を守らないと何が

起こるかを警告するとともに、神は彼らを見捨てないことを保証している（Feldman, op. cit.,

p. 248）。このように三者三様の読者に向けて三者三様の意図を持って書かれたこれらの作

品が、すべてアロン擁護の姿勢を明確に示している点は興味深い。
136 Watts, James W., “Aaron and the Golden Calf in the Rhetoric of the Pentateuch,” Journal of
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かである。

3.3.2. タナイーム期

タナイーム期の伝承については、たびたび言及している Mandelbaum がすでに包括的な

分析を行っているが、その確認の意味もこめて何点か取り上げる。まず、3 世紀末に編纂さ

れたと考えられているレビ記のタナイームによるミドラッシュ137である『スィフラ』138に

は、次のような伝承が残されている。

ツァブ、メヒルタデミルイーム 1.1：｢そして主はモーセに言った。『アロンとその子供た

ちを取れ〔＝連れて来い〕』｣（レビ 8:2）。これは何を言っているのか。聖書が｢主は⺠を

打った。アロンが作った子牛とともに彼らがしたことについて｣（出 32:35）と言ってい

ることによれば、これはアロンが〔神から〕遠ざけられたという意味である。聖書が｢ア

ロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、アロンは〔神に〕近づけられた。モー

セはアロンが遠ざけられたと知ったとどこからわかるのか。｢主はアロンに対して彼を滅

ぼさんと激しく怒った。そして私はその時アロンのためにも祈った｣（申 9:20）と言われ

ている。そこでは｢主はその時も私を聞いてくれた｣（同 9:19）とは言われていない139。

聖書が｢アロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、モーセはアロンが近づけら

れたことを知った。自分が遠ざけられたとアロンが心で感じたとどこからわかるのか。

この件の最後で｢〔モーセがアロンに〕祭壇に近づけ〔と言った〕｣（レビ 9:7）と言われ

ている。モーセはすでに彼の前にすべての献げ物を整えていたのではないのか〔だから

さらに敢えてアロンに祭壇に近づけと言う必要はなかったのではないか〕。だが、〔自分

が神から遠ざけられていることを知っていた〕アロンの心が他のことに向かないように

〔つまりレビ記 9 章で述べられている献げ物に集中させるために、モーセはそう言った

のだ〕。聖書が｢アロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、アロンは自分が近づ

けられたことを知った140。＜32＞

一つずつその内容を確認していく。レビ記 8:2 で神はモーセに呼びかけ、アロンとその

Biblical Literature, vol. 130.3 (2011), pp. 417–430.
137 ミドラッシュという用語は明確な定義が難しく、それが何かという問題は本研究の手に

余るため、ここでは簡潔に、聖書解釈（書）とほぼ同義とする。
138 成立年代については、Lindqvist, op. cit.、阿部、op. cit.に従った。
139 19 節で神が⺠に対して怒りを燃やした時には、モーセは祈り、｢主はその時も私を聞い

てくれた｣と書かれているが、次の 20 節でアロンに対して怒りを燃やした時にはそのよう

な表現は続かなかったということ。
140 原文は、Bar Ilan’s Judaic Library ver. 20 のデータベースと編者不明, Sifra: Venetian version

1545 (Jerusalem: 出版者不明, 1971)を参照。
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子らを連れて来させて戒律を伝えようとしているのだが、この伝承ではその句から様々な

ことを引き出している。まず、出エジプト記 32:25 の記述を持ってきて、アロンは神から

遠ざけられているのだという前提が示されている。その上で、レビ記 8:2 で神に近づくよ

う命じられているわけであるから、ここからこの時点でアロンが赦されたのだという解釈

が導き出されている。モーセはすでにアロンが神から遠ざけられていたことを知っていた

とされるが、それは申命記 9:20 でモーセがアロンのために祈った際に、その祈りが聞き入

れられなかったからだと説明される。そしてレビ記 8:2 での神の発言があって、モーセは

アロンが赦されたと知るのである。続いてアロンも自分が神から遠ざけられたと感じてい

たと、そしてアロンがそう感じていたことをモーセは知っていたとされており、それゆえ

モーセはレビ記 9:7 において、そういう必要がなかったにもかかわらず、アロンに｢祭壇に

近づけ｣と言ったのだということである。いずれにせよ、レビ記 8:2 の神の発言ゆえに、ア

ロンも自分が神に赦されたことを知ったという解釈である。煩雑な議論を省いて本章で重

要な部分をまとめると、アロンは子牛像の罪ゆえに神から遠ざけられて（罰せられて）お

り、彼自身もそのことに気付いていて、その上でレビ記 8:2 の時点でその罪は赦されたと

いうことである。

シェミニ 1.3：｢〔モーセは〕アロンに言った。お前のために、罪の献げ物用の子牛を一

頭取れ｣（レビ 9:2）。これは次のことを教えている。モーセがアロンに言った。我が兄ア

ロンよ、主はお前の罪を贖うことに同意したが、お前はサタンの口の中に何かをやる必

要がある。お前が聖域に入る前に贈り物を送れ。お前が聖域に入る際にサタンがお前を

憎まないように。またお前が、自分のみが贖いを必要とするのだろうか、イスラエルも

贖いを必要としているのではないか、と言わないように。｢イスラエルの子らに、罪の献

げ物用に雄ヤギを取れと言え141｣（レビ 9:3）と言われているのだ。なぜアロンよりも多

くのものを持って行くべきとイスラエルは思ったのか。そこでモーセは彼らに言った。

お前たちの手には、最初と最後がある。お前たちの手にある最初とは、｢彼らは雄ヤギを

殺した142｣（創 37:31）ということで、お前たちの手にある最後とは、｢彼らは自分たちの

ために子牛の像を作った｣（出 32:8）ということである。雄ヤギを持ってきて雄ヤギの事

件について罪を贖え。子牛を持ってきて子牛の事件について罪を贖え。＜33＞

ここでは、レビ記 9:2 で述べられている罪の献げ物についての規定を取り上げている。

まずモーセがアロンに、神がアロンの罪を赦すことに同意しており、ここで述べられてい

る罪の献げ物とは子牛像事件の罪を贖うためのものだと伝え、それと同時にサタンにも対

141 ｢そして全焼の献げ物用に傷のない一歳の子牛と子羊を取れ｣と続く。上記レビ記 9:2 よ

り多くの動物が規定されていることに注意。
142 ヤコブにヨセフが死んだと思わせるために、ヨセフの兄たちが雄ヤギを殺してその血を

ヨセフの服につけた話の一部。
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処するよう求めている。このサタンについては第六章で詳しく扱うが、ここでは人間の罪

を神に伝える告発者というような意味で用いられていると考えられる。さらに、イスラエ

ルの⺠はアロンよりも多くのものを犠牲として捧げる必要があり、それは⼦⽜像事件の罪

だけでなく創世記 37:31 で言われている雄ヤギに関する罪を贖うためであるとのことであ

る。つまり、レビ記 9:2–3 で規定されている献げ物によってアロンとイスラエルの⺠は許さ

れるとされており、そのことをアロンと⺠に伝えているのはモーセである。

シェミニ 1.8：｢〔モーセはアロンに言った。〕祭壇に近づけ｣（レビ 9:7）。例え話。この

ことは何に似ているか。人間の王にである。彼は妻をめとり、その妻は王の前にいると

当惑してしまった。彼女の姉妹が彼女のもとへやってきて彼女に言った。王に仕えない

のに、何ゆえにあなたはこの件に介入したのか。心を強く持ち、来て、王に仕えなさい。

このように、モーセはアロンに言った。我が兄アロンよ、ほむべき聖なる方の前に仕え

なければ、何ゆえにあなたは大祭司となるよう選ばれたのか。心を強く持ち、来て、あ

なたの祭儀を行いなさい。次のように言う者たちもいる。アロンは祭壇を雄牛の姿のよ

うに見ており、それを恐れていた。モーセは彼に言った。我が兄よ、あなたが恐れてい

るものを恐れるな。心を強く持ち、それに近づけ。そのために、｢祭壇に近づけ｣と言わ

れる。＜34＞

ここではレビ記 9:7 の語句が取り上げられて、自分の子牛像の罪ゆえに自分の職務に不

安を持つアロンに対して、恐れずに大祭司としての職務を全うするようモーセが励まして

いるという解釈がなされている（シェミニ 1.3 を踏まえれば、この時点でモーセにはアロン

の罪が許されることがわかっていたと考えられる）。

『スィフラ』のこれらの解釈からは、子牛像事件におけるアロンの罪を認めた上で、そ

の罪は許されたとする姿勢が見て取れる。つまり、最終的には赦されたにせよアロンは罪

を犯したとみなしているのである。この点はタナイーム伝承の特徴の一つと言うことがで

きる。

3.3.3. アモライーム期

続いてアモライーム期の文献では、まずアモライームによるレビ記のミドラッシュであ

る『レビ記ラッバー』143に、子牛像事件の内容をかなり膨らませた上での解釈が見られる。

10.3：｢アロン〔と…〕を取れ｣（レビ 8:2）という句について。〔｢あなたは義人を愛し、

悪人を憎んだ｣（詩 45:8）という句を用いて解釈するという流れで〕ラビ･ベレキアがラ

143 5 世紀にパレスチナで編纂されたとされる。Strack, H. L. & Stemberger, Günter, (tr.)

Bockmuehl, Markus, Introduction to Talmud and Midrash (Minneapolis: Fortress Press, 1996), p.

291; Heinemann, J., “Leviticus Rabbah,” EJ2nd, vol. 12, pp. 740–742 を参照。
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ビ･アバ･バル･カハナの名において、この詩篇の句をアロンについて解釈した144。イスラ

エルがあの行為〔子牛像の作製と崇拝〕を行った時、最初にイスラエルの子らはフルの

もとへ歩いて行った。彼らは彼に言った。｢立って、我々のために神々を作れ｣（出 32:1）。

フルは彼らの言うことを聞かなかったので、彼らはフルの上に立ち、彼を殺した。これ

が、｢お前の衣服の裾にも、貧しい者の血がついている｣（エレ 2:34）と書かれているこ

とである。これはフルの血である。｢お前は彼らが押し入るのを見たのではない。しかし、

それにもかかわらず｣（同）とも書かれている。これは彼らが｢これがお前の神々だ｣（出

32:2）ということをしなかったことについてである〔＝フルのもとでは子牛像を作らな

かった〕。この後で、彼らはアロンのもとへ行き、言った。｢立って、我々のために神々

を作れ｣（同 32:1）。アロンはこれを聞き、恐れた。これは｢アロンは見て、その前に祭壇

を建てた｣（同 32:5）と書かれていることである。この箇所は｢アロンは恐れ、彼の眼の

前の殺人から理解した｣と読むのである。アロンは言った。｢私は何をしよう。彼らは預

言者であったフルを殺した。今、もし彼らが祭司である私を殺したら、｢主の聖所で祭司

と預言者が殺されるだろうか｣（哀 2:20）と書かれている聖書の言葉が実現する。〔そう

すればその罰として〕すぐに彼らは流刑となるだろう。他の伝承。｢アロンは見た｣（出

32:5）。彼は何を見たのか。もし彼らがそれ〔祭壇〕を建てるのなら、ある者は小石を運

び、またある者は石を運んで、彼らの作業は瞬時にして終わるであろう。もし私がそれ

を建てるのなら、私はその仕事に精を出さず、〔その間に〕我らの師モーセが下りてくる

だろう。偶像崇拝（זרה 、のための祭儀にしても、もし私がそれを建てるのなら（עבודה

私はそれをほむべき聖なる方〔神〕のために建てるだろう。〔それゆえ時間を稼ぐために〕

｢アロンは宣言して言った。『明日は主のための祭だ』｣（同 32:5）。ここには｢明日は子牛

のための｣ではなく、｢明日は主のための｣と書かれている。他の伝承。｢アロンは見た｣。

彼は何を見たのか。彼は言った。もし彼らがそれを建てるのなら、その罪は彼らに科さ

れるだろう。その罪は私に科される方がよいだろう。イスラエルにではなく。〔…〕145＜

35＞

これを詳しく分析すると、まずイスラエルの⺠はアロンの前にフルのもとへと向かう。

フルとは、モーセがシナイ山に登る前にアロンとともに司法の責任者として任命しておい

た者である146。⺠の｢神を作れ｣という要求にフルは従わず、殺されてしまう。その後で⺠

はアロンのもとへ言って同じ要求をした。アロンが恐れたのは、自分もフルのように殺さ

144 ラビの聖書解釈の⼿法の⼀つで、律法（創世記、出エジプト記、レビ記、⺠数記、申命

記）の文章を他の書の文章（プティフタと呼ばれる）を援用して解釈するもの。この場合

はレビ記 8:2 の句を詩編 45:8 を使って読み解くために、その過程で（全く関係がなさそう

に見える）ここに引用した物語を差し挟んでいる。
145 Margulies, M. (ed.), Midrash Wayyikra Rabbah (Hebrew), 2 vols. (New York & Jerusalem: The
Jewish Theological Seminary of America, 1993).
146 出エジプト記 24:13–14。
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れてしまうことである。この根拠として、ここでは｢アロンは見て、その前に祭壇を建てた

vayyar：ַוַּיְרא ַאֲהֹרן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו） aharon vayyiven mizbeach lefanav）｣（出 32:5）を｢アロ

ンは恐れ、彼の目の前の殺された者〔＝フル〕から理解した（ יוָנפָ לְ ַוִּיָרא ַאֲהֹרן ַוָּיֶבן ִמָּזֻבַח  ：

vayyira aharon vayyaven mizzavuach lefanav）｣と読み替えている147。アロンは恐れたものの、

それは単に⾃分の命を惜しんだのではなく、⺠が預⾔者であるフルと祭司である⾃分を同

時に殺すのなら、それは極めて重い罪となるであろうことを心配したのである。つまり、

アロンは単に恐怖を感じたというのではなく、フルを殺した⺠にさらに祭司殺しの罪を犯

させないように配慮をしたという解釈である。先の『聖書古代誌』以上にアロン擁護の姿

勢が鮮明と言える一方で、⺠は神を作れと要求したのに加えフルの殺害という新たな罪を

犯している。さらに伝承は続き、アロンは、子牛像の前の祭壇を⺠が協⼒して建てるのな

らすぐに完成するが、自分ひとりでならモーセが下山するまでの時間稼ぎができるだろう

と考え、自分一人で祭壇を建てた。さらに、アロンが聖書に書かれているように｢主のため

の祭｣と宣言したのは、それが子牛像のための祭ではないからだと強調している。最後に、

アロンはもし⺠が祭壇を建てるならその罪は⺠に科されると考え、代わりに⾃分が罪をか

ぶるために祭壇を建てたとする。いずれの伝承も、アロンの行為や思慮を称揚して擁護し、

⺠は断罪されるべきと解釈しているのである148。

本研究が対象とする年代射程からは外れる可能性が高いが、この『レビ記ラッバー』に

見られる解釈と以下のタルグム149に見られる解釈（加筆）には、明白な並行関係が見られ

る。

147 ヘブライ語の⽂字は変えずに、⺟⾳記号、すなわち読み⽅を変えて意味を変化させるラ

ビの聖書解釈の技法。これと同じ読み替えを⽤いて、アロンは⺠がフルを殺したのを⾒て

彼らが祭司殺しの罪を犯さないためにあえて子牛像を作ったとする伝承は、BT、サンヘド

リン篇 7a にも見られる。
148 ユダヤ教文献の特徴の一つとして、同一文献内でも伝承の整合性がないということが挙

げられる。そのため、『レビ記ラッバー』にはアロン擁護の伝承が残されている、もしくは

『レビ記ラッバー』にはアロン擁護の傾向がある、とは言えるが、『レビ記ラッバー』は全

体としてアロンを擁護している、とは言い難い。本研究にとって重要なのは、この文献に

アロン擁護の伝承が確実に一定量残されているということである。
149 アラム語訳聖書のこと。出エジプト記については実質四種類の翻訳が確認されており、

逐語訳タイプのものから大幅な加筆がなされているタイプまでその特徴は様々である。ま

とまった形の文献としての成立年代はある程度判明しているが（偽ヨナタンは 7 世紀以降、

ネオフィティは 7〜9 世紀）、その中で使用されている明らかに古い伝承の誕生年代の特定

は困難である。しかしながら、ミシュナの規定にあるようにシナゴーグで聖書を（アラム

語に）翻訳する習慣は 200 年頃には確立していたわけであるから、これらのタルグムのも

ととなる伝承はその当時にすでに流通していた可能性は十分にある。タルグムの概説とし

ては、Grossfeld, Bernard, Sperling, S. David et. al., “Bible (translation: ancient version),” EJ2nd, vol.

3, pp. 588–595 を参照のこと。
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ヘブライ語聖書 32:5：アロンは見て、その前に祭壇を築き、宣言して言った。「明日は主

のための祭だ」。

『タルグム･偽ヨナタン』同所：アロンはフルが彼の前で殺されるのを見て恐れ、その前

に祭壇を築き、悲痛な声で宣言して言った。｢明日は主の前での祭だ。自分たちの主

を否定し、その臨在をこの子牛に移したその敵たちを殺すための｣150。＜36＞

『タルグム･ネオフィティ』同所：アロンは彼の前に預言者フル(が殺されるの)を見て恐

れ、その前に祭壇を築き、宣言して言った。｢明日は主の前での祭だ｣151。＜37＞

『レビ記ラッバー』とこれらのタルグムの伝承の内、どちらがどちらに影響を及ぼした

のかについては、これだけの資料でここで詳しく論じることはできない。ユダヤ教伝承内

での両者の影響関係や、このタルグムが流通していた地で及ぼした影響についても今後論

じていく必要がある問題である。

フルとは関係しない文脈でのアロン擁護と言える伝承としては、上に挙げた『レビ記ラ

ッバー』の他の箇所にも見出せる。

27.8：｢雄牛、または羊｣（レビ 22:27）の句の解釈について。｢彼らの悪意でもって、彼

らは王を喜ばせるだろう｣（ホセア 8:3）を用いて解釈する。なぜ雄牛をすべての犠牲の

最初とするのか。ラビ･レビ曰く、｢〔このことは〕王国の高官の一人と悪い噂が立って

いる女性〔に例えられる〕。王はそのことを調べ、そこに実体を見出さなかった。王は何

をするか。王は宴会を開き、その男を出席者たちの先頭に座らせた。なぜこうであるの

か。王はそのことを調べ、そこに実体を見出さなかったのである。同様に、世界の諸国

はイスラエルを数え上げて彼らに言う。｢お前たちは子牛を作ったではないか｣と。ほむ

べき聖なる方はそのことを調べ、そこに実体を見出さなかった。そのため、雄牛はすべ

ての犠牲の最初となったのである。〔それゆえ〕｢雄牛、または羊、山羊｣〔レビ 22:27〕

なのである。ラビ･フナとラビ･イディがラビ･シュムエル･ベン･ナフマンの名において

〔曰く〕。｢イスラエルはその行為〔＝子牛像の作製〕から救われていた。もしイスラエ

ルの⺠が⼦⽜を作っていたら、〔アロンは〕彼らに対して｢これらが私たちの神だ、イス

ラエルよ｣と言っていただろう。そうではなく、イスラエルとともにエジプトから上って

きた異邦人たち、｢そして多くの雑多な群衆も彼らと上ってきた｣〔出 12:38〕、彼らが子

150 原典は Clarke, E. C., Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch: Text and Concordance

(Hoboken: Ktav Publishing House, 1984)、英訳は McNamara, Martin, Hayward, Robert & Maher,

Michael, Targums Neofiti 1 and Pseudo-Jonathan: Exodus (Collegeville: The Liturgical Press,1994)

を参照。
151 原典は The Comprehensive Aramaic Lexicon (http://cal1.cn.huc.edu/：2015 年 11 月 6 日最終

閲覧)、英訳は McNamara et. al., op. cit.を参照。
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牛を作ったのである。彼らが彼らを数え上げ、彼らに対して｢これらがお前の神々だ、イ

スラエルよ｣〔同 32:4, 8〕と言ったのだ。〔…〕＜38＞

上に挙げた 10.3 と同様、レビ記 22:27 の句をホセア書 8:3 でもって解釈しようとしてい

る。内容としてはまず、イスラエルの⺠に対して｢世界の諸国／諸⺠族｣は、彼らが⼦⽜像

を作ったと言って非難するが、それは実体のない非難であると言われている。そして、レ

ビ記 22:27 の献げ物についての規定で、複数の動物を列挙する中でまず｢雄牛（שור：shor）｣
152が挙げられていることがその証拠とされている。つまり、イスラエルの⺠にとって（雄）

牛が問題であるのなら、レビ記の規定においてその冒頭に雄牛を挙げることはしないだろ

うという解釈である。後半では、「彼らは言った。『これらが、イスラエルよ、お前をエジ

プトの国から導き上ったお前の神々だ』」（出 32:4）という箇所を取り上げ、ここで｢イスラ

エルよ｣と呼びかけている、主語の｢彼ら｣とは、出エジプト記 12:38 で言及されている｢多く

の雑多な群衆｣153のことであるとしている。なぜなら、アロンを含むイスラエルの⺠が⼦⽜

像を作ったのなら、｢お前の神々だ｣ではなく｢私たちの神々だ｣と言っていたであろうから、

というのがその理由である。つまり、⼦⽜像を作った⼈間をアロンでもイスラエルの⺠で

もない、異邦人だとみなしているのである。これは最も直接的なアロン擁護的な解釈の一

つであると同時に、⺠の責任も回避している。

他方で、子牛像事件の流れの中でのアロンの行動をとがめる伝承も存在する。

BT、メギラー篇 25b：〔…〕第二の子牛の件は読まれるが翻訳されない。第二の子牛の件

とはどの箇所か。｢モーセは言った｣（出 32:21）から｢モーセは見た｣（同 25 節）までで

ある。バライタで言われている。ラビ･シムオン･ベン･エルアザル曰く。人は常にその返

答に注意するべきである。アロンがモーセに返した答えの中に、騒ぎを起こす者たちは

疑念を抱くからだ。｢私がそれを火に投げると、この子牛が出てきました｣（同 24 節）と

言われているように。〔…〕＜2＞

出エジプト記 32:24 でアロンは、自分が金を火の中に投げると自動的に子牛像が出てき

たと述べているが、これは同 4 節で述べられている過程とは明確に異なる。アロンがなぜ

このような発言をしたのかは聖書本文からは定かではないが、この発言が｢騒ぎを起こす者

たち｣にとっては疑念を抱かせる材料となるとここでは述べられている（それゆえ、この箇

所は翻訳しないと規定されている）。それを踏まえ、返答には注意するべきという教えが語

られている。これは子牛像の作製とは直接関係ないが、事件の中でその発言からアロンを

152 これは子牛像事件で言われているところの｢子牛（עגל：‘egel）｣ではないが、この解釈

を行った者にとってはどちらでも同じであったか、もしくはこの解釈に合わせるために半

ば強引に読み替えたのであろう。
153 イスラエルの⺠がエジプトを脱出する際に、その⼀団に加わった者たち。
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非難している伝承だとみなすことができるだろう。

以上、第二神殿時代、タナイーム期、アモライーム期とユダヤ教の伝承を概観してきた。

第二神殿時代で取り上げたヨセフス、『聖書古代誌』、フィロンの三者は、みな問題となる

ようなアロンの行為に言及しないという意味でアロン擁護とみなすことができた。タナイ

ーム期の伝承は、Mandelbaum の言うようにアロンは罪を犯したと明確に認める一方で、そ

の罪はすでに赦されたものとみなしている。そしてアモライーム期の伝承では、タナイー

ム期の伝承と同様にアロンの罪を指摘する伝承もあれば、具体的な説明をつけてアロンの

行為を正当化する伝承も見られた。アモライーム期になるとここで引用した以外にも多く

の伝承が記録されるようになり、そういった伝承すべての中に一定の特徴や傾向を見いだ

すのは困難である。また、Lindqvist の指摘するように、そうした手法はもはや限界を迎え

たとも言える。そうした大雑把なまとめ方をするよりも、個々の文献や地域にはそういっ

た何らかの傾向が見られるかもしれないという点に留意しつつ、ユダヤ教における子牛像

事件解釈の幅が広がったとみなすのが妥当だと考えられる154。

3.4. ギリシア・ラテン教父

続いては、ギリシア・ラテン教父の解釈のうち特徴的なものをいくつか見ていく。子牛

像事件におけるアロンの役割についてユダヤ教の解釈ほどの量はないため、時代分けはせ

ずにまとめて概観していく。3 世紀初めにカルタゴで活躍したラテン教父のテルトゥリアヌ

ス155と、4 世紀後半のミランの司教であった同じくラテン教父のアンブロシウスは、子牛像

事件について以下のような解釈を残している。

テルトゥリアヌス『さそりの解毒剤』3：〔…〕モーセは離れて山上の神とともにいた。

その時、⺠は彼の不在に耐えることなく、それが不可⽋だったのだが、彼らのために神々

を作ることを求めた。モーセとしては、その神々を破壊することを選んだだろう。アロ

ンは強く求められて、彼らの妻たちの耳飾りを持ってくるように、それらが火の中に投

げ⼊れられるように命じた。というのも⺠は、彼らに科せられた裁きとして、⽿のため

の真の装身具である神の言葉を失うことになっていたからである。賢い炎は彼らのため

に子牛の鋳像を作り、彼らが心を持っていたことを非難する。そこに彼らは宝物を持っ

ているのだ。すなわちエジプトの、神聖という衣をまとった、他の動物たちの中でも、

154 アロン擁護と⾔える伝承の中でも、⺠をなだめようとしたアロンというモチーフについ

ては、アロンが平和を愛する者であるとする伝承がその背景にあると考えられる。例えば、

ミシュナ、アボット篇 1.12：ヒレルとシャンマイは彼ら〔モーセから続く系譜の一部〕か

ら〔律法を〕受け取った。ヒレル曰く。｢アロンの弟子のようになれ。彼は平和を愛し、平

和を追求し、創造物〔人間〕を愛し、彼らをトーラーに近づけた｣。
155 テルトゥリアヌスの生涯、思想については、例えば Dunn, Geoffrey D., Tertullian (London &

New York: Routledge, 2004)を参照。
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同じようにある種の雄牛を。〔…〕156

アンブロシウス『書簡 87』157：〔…〕モーセがシナイ山の上で法を受け取っている間に、

⺠は祭司アロンとともにいた。彼らには法律を犯す傾向があるので、法が下されている

限りは彼らが冒涜の罪を犯すのを見ることはないが、神の声が止むと彼らに罪が襲いか

かった。その結果、彼らは彼らのために神々が作られることを求めた。こうして、アロ

ンは強いられて彼らの輪と女性たちの耳飾りを求めた。それらが彼の手に渡ると、彼は

火の中に投げ入れ、それらから子牛の頭が鋳造された。〔…〕158

テルトゥリアヌスもアンブロシウスも、事件全体を非難する姿勢は示しながらも、アロ

ンについては（自らの意志ではなく）強いられて耳輪を集めることになったと述べている。

これは子牛像の作製におけるアロンの責任を軽減する意図によるものと考えられるのでは

ないか。

同じく、4世紀後半から 5世紀初めにかけて活動したラテン教父のアウグスティヌスも、

アロンに好意的な評価を下している。

『書簡 43』15923：〔…〕アロンは、偶像を求め、建て、崇拝する多くの人々を我慢した。

モーセは、神に対して不平を言い、その御名に対して何度も罪を犯す何千もの人々を我

慢した。ダビデは、〔…〕

『七書についての諸問題』160141：神々を作り出すために、アロンは⺠に向って妻や娘た

156 英訳は Ibid.; Roberts, Alexander & Donaldson, James (ed.), Ante-Nicene Christian Library:

Translations of the Writings of the Fathers down to A.D. 325, vol. 11 (Edinburgh: T. & T. Clark,

1869)を参照。
157 385 年にアエメリア-リグリアの執政官（コンスル）だったロムルスという人物に宛てた

書簡。
158 英訳は Beyenka, Mary Melchior (tr.), Saint Ambrose: Letters (Washington, D.C.: The Catholic

University of America Press, 1954 (rep. 2001))を参照。
159 396 年末か 397 年初めに、アウグスティヌスがドナティス派の指導者たちに連帯を呼び

かけるために送ったもの。以上の書誌情報及び英訳は Teske, Roland (tr.), Rotelle, John E. (ed.),

The Works of Saint Augustine: A Translation for the 21st Century II/1, Letters 1–99 (New York: New

City Press, 2001)を参照。
160 アウグスティヌスのカルタゴ滞在中の 419 年に書かれた。異教徒や｢異端者｣からの問い

かけの跡は見られるが、特定の議論に触発されて書いたわけではないと見られている

（Fitzgerald, Allan D., “Quaestiones in Heptateuchum,” Fitzgerald, Allan D., et al. (ed.) Augustine

through the Ages: an Encyclopedia (Michigan & Cambridge: William B. Eerdmans Publishing

Company, 1999), pp. 692–3）。原典は Fraipont, I. (ed.) Sancti Aurelii Augustini, Quaestionum in

Heptateuchum Libri VII, Locutionum in Heptateuchum Libri VII, De Octo Quaestionibus, Ex Veteri

Testamento (Turnholti: Typographi Brepols, 1958)を参照。
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ちの⽿輪を求めたということから、こうした困難なことを命じた⽬的が、⺠を彼らの計

画から遠ざけることだと容易に分かる。しかし、⻩⾦で偶像を作り出すというようなこ

の深刻な措置は、次のような者たちに対する注意の上で必要であったと私は考えた。そ

の者たちというのは、もし永遠の命のための事柄を為すことや、またそれを平然と引き

受けることが神から要求された場合には気分が滅入る人々のことである。

『書簡 43』では、本文の主題とは直接関係ないところではあるが、アロンは子牛像を求

め、建て、それを崇拝したイスラエルの⺠を我慢したと述べられている。つまり彼らの振

舞いに耐えなければならないほどにアロンは⺠と同調しておらず、そのような⺠とは⼼理

上で明確に区別して相対的にアロンを評価している。『七書についての諸問題』においても、

アウグスティヌスはアロンが⺠に妻や娘たちの⽿輪を求めたことが｢困難なこと｣であった

とし、その⽬的が⺠を計画（⼦⽜像の作製）から遠ざけることだったと解釈している。つ

まり、アロンは子牛像の作製を止めようと努力したとみなしているのである。

他方で、第⼆章でも取り上げたニュッサのグレゴリオスは、イスラエルの⺠を｢偶像崇拝｣

に導いたのはアロンだと明言し、その悪の面を認めている。

『モーセの生涯』2：210：〔…〕なぜなら、アロンはイスラエルの人々が偶像崇拝に陥っ

た時その先導者となったのであるが、そのような人物との出会いが何故より善きものと

捉えられようか。〔…〕 212：〔…〕偽りの兄弟はモーセに服従せず、耳につけられた飾

りを取り外し、それによって偶像を造る、ということなのである〔…〕

グレゴリオスが子牛像事件の罪を｢偶像崇拝の罪｣だと見ているのは第二章で論じたとお

りだが、その際に⺠を導いたのがアロンだということである。また、グレゴリオスは｢モー

セの生に、人間的本性の完成したかたち｣を見て｢モーセが人間的生の範型｣161と考えており、

そのようなモーセと対比するためにかそのようなモーセに欠点を見いださないためにか、

アロンを｢偽りの兄弟｣と呼んでモーセから切り離している。モーセを賞揚する一方で、ア

ロンを非難していると言えるだろう。グレゴリオスに加えて 5 世紀前半に活動したキュロ

スのテオドレトスもアロンの罪について述べているが162、ギリシア・ラテン教父全体から

見るとこの二人が例外であり、ほとんどの教父はアロンの努力や事情を考慮して、その責

任の軽減を試みているように見える解釈を残している。ニュッサとキュロスは地理的に東

方に属するというように、彼らの中での地域的な差異なども今後考慮するべき問題ではあ

るが163、その点についてはそれ以上踏み込まず、ひとまずここでは、ギリシア・ラテン教

161 谷・熊田, op. cit., p. 357。
162 『異端史略』28。時代的に本研究の射程を外れるために詳しくは触れない。
163 まず検討すべきなのが、アレクサンドリア学派とアンティオキア学派という伝統的な聖

書解釈の二大潮流である。オリゲネスに代表されるアレクサンドリア学派は、聖書の背後
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父には多くのアロン擁護と、若干のアロン批判の解釈が見られるとまとめておく。

3.5. シリア教父

以上を踏まえてアフラハトとエフライムの解釈を見ていく。第二章でも取り上げた箇所

を再度引用するが、アフラハトは、アロンは子牛像事件の際に⺠に罪を犯させたが、その

自らの罪を主に告白して赦されたと述べる。

『論証』7.15：悔い改めを求める者よ、祭司の⻑であるアロンのようになれ。彼は⼦⽜

によって⺠に罪を犯させた時、⾃らの罪を告⽩してその主が彼を赦した。イスラエルの

王たちの中で最も偉大なダビデも、自らの愚行を告白して赦された。弟子たちの指導者

であったシモンについても考えよ。彼は彼の否定を行い、呪いそして誓った（マタ 26:74）。

後悔が彼を襲い彼の涙がとめどなく流れた時、我らが主は彼を受け入れて彼を土台とし、

彼を教会の骨組みである｢ペテロ｣と呼んだ。＜26＞

これは、子牛像事件は罪であるがその罪はすでに赦されたとするユダヤ教のタナイーム

伝承と共通する見解である。⺠と同様アロンも罪を犯したが、その罪はすでに赦されたと

している。他方でエフライムは、以下に見られるように、ユダヤ教の『レビ記ラッバー』

の伝承と同じく、⺠がフルのように⾃分も殺すことで、祭司殺しの罪を犯してしまうので

はないかというアロンの恐怖や、モーセの下山までの時間稼ぎといったエピソードを随所

に用いている。彼の『出エジプト記註解』を順に引用する。

『出エジプト記註解』32.2：アロンは彼らと言い争った。そして彼は見た。彼らが自分

に石を投げて殺そうとしたのを。彼らがフルに石を投げて殺したように。モーセが山に

上った時、彼は⻑⽼たちにその判決をフルのもとへ持って⾏くよう伝えていた。しかし

モーセの下山後、フルについてはどこにも記されていない。このため、人々はイスラエ

ルの⺠が⼦⽜像のことでアロンに対して暴動を起こした時に、彼らがフルを殺したと⾔

っている。フルが彼らに神々を交換する〔＝神を子牛と入れ替える〕ことを禁じたため

である。そのため、アロンは自分もまた死ぬのではないかと、彼らがアロンを殺すこと

で血の罪を負うのではと、そして彼らが自分たちのために一頭ではなく複数の子牛を作

るのではと恐れた。アロンは工夫して、彼らの妻たちの耳輪を外すようにと言った。彼

には隠された意味があると考え、比喩（アレゴリー）的解釈と呼ばれる手法を用いた。他

方でアンティオキア学派は文献学的研究を重視し、字義的解釈と呼ばれる手法を取った。

この両学派とユダヤ教的聖書解釈の影響関係は別の機会に論じるべき大きな問題である。

本研究はギリシア・ラテン教父とひとまとめに扱っているが、このような差異は十分考慮

に入れてある。両学派については、例えば出村彰・宮谷宣史編『聖書解釈の歴史：新約聖

書から宗教改革まで』日本キリスト教団出版局、1986 年の pp. 53–203 が詳しい。
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女らの耳輪への寛大さがない〔＝耳輪を惜しむ〕こと、もしくは彼女らの神への愛のた

めに、彼女らは自分たちの夫らに子牛の鋳造をやめさせるだろう〔と期待して〕164。＜

39＞

前半ではまずフルについて述べており、フルが⺠の中で責任者に任命されていたという

点や、聖書にはモーセの下山後にフルについての記述がないという点を解説し、ユダヤ教

の解釈よりも説明が豊富である。内容としては、イスラエルの⺠がフルを殺したのを⾒た

アロンが、⾃分も殺されるのではないかと、そしてそれゆえに⺠が⼤きな罪を負うことに

なるのではないかと恐れている。また後半では、アロンが「あなたたちの妻、息子、娘ら

の耳にある金の耳輪をはずし、わたしのところに持って来い」（出 32:5）と言ったことを受

けて、これはアロンが、妻たちが耳輪を手放すのを惜しむことを期待して言ったのだと解

釈している165。どちらの解釈からも、事件におけるアロンを擁護しようという意図が見て

取れる。

同 32.4：それから、職人たちが金を取った。彼らは型で形を変えた。そして鋳像の子牛

を作った。〔…〕＜40＞

エフライムも、子牛像を作ったのはアロンではないという立場を取っており、ここでは

｢職人たち｣が作ったと解釈している。

同 32:5：モーセの下山まで彼らを遅らせようと、アロンは彼らに言った。｢明日は主の祭

りだ｣。彼らは早くに起き、犠牲を捧げてマナを食べ、モーセが彼らのために噴出させた

水を飲み、彼らを守っていた雲の下で早くに起きた。子牛像の前でお祭り騒ぎをし、喚

き散らすために。＜41＞

アロンがモーセの下山までの時間稼ぎを試みたのは『レビ記ラッバー』にも書かれてい

た通りだが、彼が｢明日は主の祭りだ｣（同 32:5）と言ったのも、あえて｢その日｣ではなく｢明

日｣と言ったのだとエフライムは解釈している。このように、エフライムに見られるアロン

擁護の傾向はギリシア・ラテン教父にも見られるものと同じと言うことができるが、その

際に用いる説明には、ユダヤ伝承と共通する点が多い。また、グレゴリオスとテオドレト

スに見られるようなアロンの罪の指摘がアフラハトにも見られるが、罪を指摘した上でそ

164 原典は、Tonneau, R. M. (ed.), Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum Commentarii

(Louvain: Peeters, 1955)英訳は Salvesen, Alison (tr.), The Exodus Commentary of St Ephrem

(Piscataway: Gorgias Press, 2011)を参照。
165 この解釈は、本研究の年代射程からは外れるがユダヤ教の伝承にも見いだせる（例えば、

『タンフーマ』、キ・ティッサ 19）。
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の罪は許されたとするアフラハトの解釈は、ユダヤの伝承と類似していると考えて問題な

い。なお、一見するとアフラハトとエフライムがユダヤの伝承を｢受け継いでいる｣という

ようにも見えるが、どちらがどちらに影響を与えた、もしくは影響関係なしに両者が似た

ような解釈を生み出したのかをこの事例だけで判断することはできないために、あえて｢類

似｣と表現しておく。

3.6.アロン擁護の背景

以上、子牛像事件におけるアロンについて、ユダヤ教、ギリシア･ラテン教父、シリア教

父の解釈を見てきた。ユダヤ教の解釈では、タナイーム期にはアロンの罪を認めた上でそ

の罪は赦されたとするものが見られ、アモライーム期にはそれに加えて聖書の読み替えや

背景説明を行ってアロンを擁護、ないしはその罪を無効化するような解釈も見られた。ギ

リシア･ラテン教父の中では、4 世紀までではグレゴリオスがアロンの罪を指摘する解釈を

残しているのみで、その他の教父たちは総じてアロン擁護と言えるような解釈を行ってい

る。グレゴリオスはモーセ一人を賞揚するためにその兄であったアロンを断罪する必要が

あったとも考えられるが、早急に結論は出さずにこの点は保留としておくと、ギリシア･ラ

テン教父ではほとんどの者が（少なくとも子牛像事件解釈においては）アロンに対して好

意的であると言えよう。そしてシリア教父の解釈においては、ユダヤ教のタナイーム期の

伝承と相通ずる、アロンは罪を犯したがその罪はすでに赦されたとする解釈や、ユダヤ教

の解釈と同じく聖書の記述に着目したり、その背景を説明したりすることでアロンの責任

を軽減しようとする解釈が見出せる。

ユダヤ教においては、Mandelbaum の言うように子牛像事件を罪と赦しの物語として伝え

ていくためにあえてアロン（や⺠）の罪を否定せず、いかにして罪を克服していくかを⽰

すという狙いともに、アロンの罪をいかにして軽くするかという狙い166が見受けられる。

前者は Lindqvist の言う｢ユダヤ教内部での教理問答の必要性｣で説明がつくが、後者の理由

はそれだけと言えるだろうか。恐らくは、キリスト教をはじめとしたユダヤ教の外部から

の攻撃に対して、自分たちを擁護する必要があったのだと考えられる。特に、キリスト教

の力が強まるにつれてその攻撃が無視できなくなったために、アモライーム期頃からは具

体的に子牛像事件についての弁明が必要になったのであろう。その際に、聖書を一読すれ

ば明らかなように、事件の中で責任の大きく、なおかつ神から大祭司に任命されたアロン

を擁護するという手段を選んだのである。つまり、アロンを擁護することが、ひいてはユ

ダヤ教／ユダヤ人全体を守ることにつながると考えられたのであろう。

では、この事件を使ってユダヤ教を攻撃できるはずのキリスト教も、なぜあえてアロン

を擁護するような解釈を数多く残しているのだろうか。もちろん、ここまでに見てきた伝

承でもそれ以外でも、地域を問わず教父の解釈では子牛像事件を非難しているものがほと

166 そのために、相対的に⺠を悪く描き⾮難する必要があったという側⾯も⾒逃せない。こ

の点については第五章で扱う。
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んどである。つまり、子牛像事件は非難しつつも、アロンを擁護するための特別の理由が

あったと考えるのが自然である。そのためには、アロンにユダヤ教ではなくキリスト教の

属性を見いだす必要がある。すなわち、アロンが神に任命された祭司であると同時に、キ

リスト教のイエスも祭司であったという点である167。その根拠として新約聖書のヘブライ

人への手紙 5 章を引用する。

1：大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物やいけにえを献げるよう、人々

のために神に仕える職に任命されています。2：大祭司は、自分自身も弱さを身にまとっ

ているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。3：また、その弱

さのゆえに、⺠のためだけでなく、⾃分⾃⾝のためにも、罪の贖いのために供え物を献

げねばなりません。4：また、この光栄ある任務を、だれも自分で得るのではなく、アロ

ンもそうであったように、神から召されて受けるのです。5：同じようにキリストも、大

祭司となる栄誉を御自分で得たのではなく、／「あなたはわたしの子、／わたしは今日、

あなたを産んだ」と言われた方が、それをお与えになったのです。

このように、キリスト教の中でアロンもイエスも祭司であると考えられていたのは確実

だが、｢あなた〔イエス〕こそ永遠に、メルキゼデクと同じような祭司である｣（ヘブライ

人への手紙 5:6）、｢神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです｣（同 5:10）、

｢イエスは、わたしたちのために先駆者としてそこへ入って行き、永遠にメルキゼデクと同

じような大祭司となられたのです｣（同 6:20）というように、イエスはメルキゼデク168系祭

司と位置付けられている。これをアロン系祭司とは別種とするならば、キリスト教内でイ

エスを、エフライムのようにアロン系と同定しようとする勢力と、ヘブライ人への手紙の

ようにメルキゼデク系祭司と同定しようとする勢力が併存していた可能性も考えられるが、

この問題は本研究の射程をこえるのでこれ以上立ち入らず、アロンもイエスも同じ｢祭司｣

として論を進める169。以上のように、キリスト教はアロンの背後に同じ祭司であるイエス

167 この点自体は、Smolar & Aberbach, op. cit., p. 97、および Lindqvist, op. cit., p. 101 でも指摘

されている。本研究の貢献はアロン擁護の事実とその背景の指摘ではなく、そのアロン擁

護の姿勢が三者に共通でありながらも、その具体的なエピソードにおいてユダヤ教とシリ

ア教父の解釈に類似性が見られるという点にある。
168 メルキゼデクについては、Katsumata, E., Priests and Priesthood in the Aramaic Targums to

the Pentateuch (Berlin: Lambert Academic Publishing, 2011), pp. 144–151; Gieschen, C. A., “The
Different Functions of a Similar Melchizedek Tradition in 2Enoch and the Epistle to the Hebrews,”

Early Christian Interpretation of the Scripture of Israel (1997), pp. 364–379 などを参照。
169 ユダヤ教内の権力争いという面から考えると、ラビ文献の中でアロンが祭司として擁護

されていると断言することは困難である。その点を掘り下げるには、本研究とは異なる側

面からラビと祭司の関係性について分析する必要があり、それは本研究の射程を超えた重

要な問題である（第二神殿崩壊前後のラビと祭司の対立の歴史的状況については、例えば
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を据えていたと考えることができる。ユダヤ教を非難しつつキリスト教を称揚するために

は、愚かな⾏為に⾛ったイスラエルの⺠（ユダヤ教）を⾮難しながらも、それに巻き込ま

れたキリスト教の｢先祖｣の奮闘と正当性を述べることが必要だったのである。

3.7. 小括

以上、三者における子牛像事件におけるアロン伝承とその背景を考察してきた。まずユ

ダヤ教には、自分たちの先祖の愚行を分析し、対内的には事件の解説と弁護をし、対外的

には特にキリスト教から自分たちを守る必要があった。そのために特にアロンを擁護する

ことで、そのアロンを選んだ神の無謬性を再確認すると同時に、事件当時の指導者であっ

たアロンに代表されるユダヤ教自体の正当性を主張したのであろう。また、第二章や第六

章にあるように事件全体や（少なくとも⼀部の）⺠を⾮難する伝承も数多く残されており、

自分たちの先祖を擁護する一辺倒ではないことも見てとれる。それに対して特にギリシア･

ラテン教父は、子牛像事件を利用してユダヤ教を攻撃する一方で、イエスと同じく祭司と

いう属性を持つアロンを拾い上げ、少なくとも彼だけは愚行に走らず、むしろその状況下

で最善の手を尽くそうと努力したと評価した。彼らにとっては、イスラエルの⺠全体を擁

護する必要はまったくなく、ただ唯一、キリスト教に連なるアロンを擁護しさえすればそ

れでよかったのである。他方でシリア教父は、他の章で取り上げた解釈にも見られるよう

に、ユダヤ教を攻撃するという意図、そしてその中でもアロンを擁護しようという姿勢は

ギリシア･ラテン教父と共通している。しかしながらその内実を詳しく見ていくと、タナイ

ーム伝承と相通ずる罪と赦しのモチーフが見いだせたり、ユダヤ教の伝承と非常に似通っ

た解釈でアロンを擁護したりしている。ここからも、シリア教父の解釈は、基本姿勢とし

てはギリシア･ラテン教父と通底しつつ、具体的にはユダヤ教と共通する伝承が多く用いら

れていることが見て取れる。三者ともにアロン擁護と言う姿勢は同じだが、その背景にユ

ダヤ教はユダヤ教を、キリスト教はキリスト教を見ており、表面上は同一でも、その内奥

にある目的は正反対である。そしてそこに使われている素材は、ユダヤ教とキリスト教と

で簡単に色分けできるものではなく、地域性や個々の教父の著作によって揺れ動いている

のである。その中でもシリア教父には、一定のユダヤ伝承との類似性が見て取れるのであ

る。

Katsumata, op. cit., pp. 109–110 を参照）。いずれにせよ本研究では、アロンにどのような属性

が帰せられていたかはともかく、アロンがユダヤ教文献の中でほぼ一貫して擁護されてき

たという点に焦点を当てている。
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第四章：子牛像事件におけるモーセ

4.1. 序言

本章では、子牛像事件におけるモーセについての解釈を分析する。出エジプト記 32 章の

記述に従えば、モーセがシナイ山上で神と交信している最中に事件は起きる（1–6 節）。神

から事の顛末を知らされるとともに、激怒して⺠を滅ぼすと宣⾔する神を⽬の当たりにし

たモーセは、神に先祖たちとの約束を思い返して怒りを抑えるよう懇願し、その結果神は

｢心を静める｣（7–14 節）。それからモーセは二枚の石板を手に山を下り（15 節）、従者のヨ

シュアが宿営地から聞こえる声を｢戦いの声｣（17 節）と言ったのを、これは｢歌う声｣だと

言い返す（18 節）。宿営地にて⼦⽜と⺠を⾒たモーセは、⼿に持っていた⽯板を破壊し（19

節）、⼦⽜像も破壊してすり潰し、その粉を混ぜた⽔を⺠に飲ませる（20 節）。それからア

ロンを叱責し、ミシュナで翻訳が禁止されているアロンの返答が続く（21–25 節）。続いて

レビ⼈を招集し、⺠の内の 3000 人を殺害させる（26–29 節）。その翌日にモーセは再度シナ

イ⼭に上り、神に向かって⺠の罪の赦しを請う（30–32 節）。以下で見るように、ここでの

モーセの｢あなたは彼らの罪をお許しくださるでしょうか。もし許されないのなら、あなた

が書かれたあなたの書から私を消してください｣（32 節）という発言は、ユダヤ教とキリス

ト教の両者の解釈で活用されている。

以上の概要からも明らかなように、子牛像事件におけるこの一連のモーセの行為には非

難の対象となるような要素は見出せないというのが、本章で扱う様々な解釈にはほぼ共通

している。あえて言えば、神から与えられた石板の破壊は褒められる行為ではないかもし

れないが、それすらも以下で見るように一部のユダヤ教の伝承では好意的に解釈されてい

る。従って本章で論じる各伝承の差異は、それがどのような背景においてどのような意図

を持ってなされた解釈か、という点にある。そういった差異を、ユダヤ教、ギリシア･ラテ

ン教父、シリア教父の各解釈の中で論じる前に、まずはその前提としてヘブライ語聖書全

体におけるモーセ像を確認しておく。

4.2. ヘブライ語聖書におけるモーセ

ヘブライ語聖書全体でその名前が 770 回言及されているように、モーセがヘブライ語聖

書、ないしはユダヤ教において最重要人物の一人であるのは間違いない170。そもそも、創

世記、出エジプト記、レビ記、⺠数記、申命記はヘブライ語聖書を｢律法｣、｢預言者｣、｢諸

書｣、の三部分に分割した時の｢律法｣に該当するが、この｢律法｣は一般的にモーセ五書とも

170 参考までに、同じくユダヤ教における最重要人物の一人であるはずのアブラハムは 175

回、アブラハムの元の名であるアブラムは 61 回言及されており、それらを合わせても、モ

ーセはその三倍以上の頻度で聖書中に名前が現れるということになる。
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呼ばれ、神話レベルではその執筆者がモーセであると考えられている。

具体的な内容に入ると、モーセは聖書冒頭の創世記には登場しない。続く出エジプト記

では、一章でエジプトに移住したヤコブ一家とその系図の説明からその子孫たちの苦境が

描かれ、二章からはモーセの誕生が語られる。当時のエジプトの王であるファラオは、新

しく⽣まれてくるイスラエルの⺠の男児を殺害するよう命じていた（1:15–16, 22）。そのよ

うな時にレビ族の出のある男のもとにモーセが生まれるが、家族が隠して育てることが難

しくなったために、ナイル川の岸辺に置き去りにされる（2:1–3）。モーセはそこへ水浴びに

来たファラオの娘に拾われて、その養子として育てられることになる（2:5ff）。その後成⻑

したモーセは、エジプト⼈がイスラエルの⺠を酷使している現場に遭遇し、そのエジプト

人を殺してしまう（2:11–12）。その殺害が発覚してファラオによって殺されるのを恐れたモ

ーセは、ミディアンの地へ逃走し、そこに数年滞在して妻と子を得る（2:13–25）。ある時、

モーセは燃える柴から聞こえてくる神の声に（何度も拒否した後で最終的に）従い、エジ

プトに戻ってイスラエルの⺠をエジプトから導き出すことを決意する（3:1–4:17）。その後、

本研究第三章で述べたようにアロンと合流してから、モーセは⺠の解放を要求するために

ファラオの宮廷へ向かう（4:18–31）。しかし何度も交渉を重ねながらもファラオには⺠の解

放を断られ、⼗の災いをエジプトにもたらした後にモーセは⺠とともにエジプトを脱出す

る（5–12 章）。葦の海にて、⼲上がった海の底をイスラエルの⺠が歩いた後に、⺠の⼀団を

追いかけてきたファラオとエジプトの軍隊が溺れ死ぬという有名なエピソードは、この出

エジプトの過程で起きる（14–15 章）。その後モーセが荒れ野で⺠の不平不満を聞きながら

もシナイ山に上って神から律法を受け取っている間に、子牛像事件が起こる（32 章）。子牛

像事件の後も細かい事件や問題がいくつか起こるが、モーセはそれをなんとかやり過ごし、

⺠に向かって様々な律法の解説をした後（出エジプト記、⺠数記、申命記）、申命記でその

死が語られる（34 章）。彼はモアブの地で死んだとされているが、｢今日まで、誰も彼が埋

葬された場所を知らない｣（34:6）とされている。

以上が聖書におけるモーセの生涯だが、申命記に続くヨシュア記以降では、モーセの名

前は｢主の僕モーセ｣や｢モーセの律法｣、｢モーセが命じた〜｣というような形で、折に触れ

てたびたび言及されている。むしろ、ヘブライ語聖書の世界観に従えば、モーセに言及す

ることなしにイスラエルの⺠の歴史は語れないと⾔っても過⾔ではない。以上のようなヘ

ブライ語聖書におけるモーセ像を踏まえ、続いては子牛像事件のモーセ解釈をユダヤ教、

ギリシア・ラテン教父、シリア教父の順に考察していく。

4.3. ユダヤ教における解釈

結論を先取りする形になるが、ユダヤ教の解釈でもどのキリスト教父の解釈でも、子牛

像事件におけるモーセの行動に否定的な解釈を加えるものは見られなかった。それでいて

モーセの行動の様々な側面に光を当てて解釈を行っているために、本章では時代順ではな

く解釈の内容ごとに考察を加えていくことにする。
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4.3.1. 罪の赦しについて

まずはアロンについての解釈でも取り上げた、3 世紀末頃に編纂されたと考えられてい

るレビ記のミドラッシュの『スィフラ』を取り上げる。

シェミニ 1.3：｢〔モーセは〕アロンに言った。お前のために、罪の献げ物用の子牛を一

頭取れ｣（レビ 9:2）。これは次のことを教えている。モーセがアロンに言った。我が兄ア

ロンよ、主はお前の罪を贖うことに同意したが、お前はサタンの口の中に何かをやる必

要がある。お前が聖域に入る前に贈り物を送れ。お前が聖域に入る際にサタンがお前を

憎まないように。またお前が、自分のみが贖いを必要とするのだろうか、イスラエルも

贖いを必要としているのではないか、と言わないように。｢イスラエルの子らに、罪の献

げ物用に雄ヤギを取れと言え｣（レビ 9:3）と言われているのだ。なぜアロンよりも多く

のものを持って行くべきとイスラエルは思ったのか。そこでモーセは彼らに言った。お

前たちの手には、最初と最後がある。お前たちの手にある最初とは、｢彼らは雄ヤギを殺

した｣（創 37:31）ということで、お前たちの手にある最後とは、｢彼らは自分たちのため

に子牛の像を作った｣（出 32:8）ということである。雄ヤギを持ってきて雄ヤギの事件に

ついて罪を贖え。子牛を持ってきて子牛の事件について罪を贖え。＜33＞

内容の詳しい解説は第三章に記したのでモーセに着目した要点だけを述べると、ここで

はモーセがいわば神の代わりとなって、アロンには罪が赦されたことを告げ、⺠には犠牲

を捧げる規定について説明している。同じく、

シェミニ 1.8：｢〔モーセはアロンに言った。〕祭壇に近づけ｣（レビ 9:7）。例え話。この

ことは何に似ているか。人間の王にである。彼は妻をめとり、その妻は王の前にいると

当惑してしまった。彼女の姉妹が彼女のもとへやってきて彼女に言った。王に仕えない

のに、何ゆえにあなたはこの件に介入したのか。心を強く持ち、来て、王に仕えなさい。

このように、モーセはアロンに言った。我が兄アロンよ、ほむべき聖なる方の前に仕え

なければ、何ゆえにあなたは大祭司となるよう選ばれたのか。心を強く持ち、来て、あ

なたの祭儀を行いなさい。次のように言う者たちもいる。アロンは祭壇を雄牛の姿のよ

うに見ており、それを恐れていた。モーセは彼に言った。我が兄よ、あなたが恐れてい

るものを恐れるな。心を強く持ち、それに近づけ。そのために、｢祭壇に近づけ｣と言わ

れる。＜34＞

とあるように、大祭司の職務を遂行する際に自らの罪ゆえに恐れを抱くアロンに対し、

モーセが恐れずに祭壇に近づいて職務を行えと励ましている。これらの箇所から見いだせ

るのは、アロンや⺠よりも上に⽴ち、神の代わりに彼らに罪の赦しを告げ、職務を遂⾏さ

せるモーセ像である。
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時代が下がってアモライーム文献に入ると、まず『レビ記ラッバー』には、より直接的

に、モーセのために神が子牛像事件の罪を赦したとする伝承が残されている。

1.3：〔…〕〔モーセが様々な名前で呼ばれるという解釈について、その一つの〕｢エブヤ

タル（ֶאְבָיָתר：’evyatar）の子｣（歴上 24:6）〔とモーセが呼ばれるのはなぜか〕。それは

モーセが、その手によってほむべき聖なる方が子牛像事件を赦した（ויתר：viter / vyter）

者であるから171。〔…〕＜42＞

このように、Mandelbaumの言うようにタナイームにとっては子牛像事件の罪はすでに赦

されており172、それはモーセによるものだと考えられていたことがわかる。子牛像事件ほ

どの問題でもモーセのために神は赦すというように、それだけモーセが重要視されている

のは間違いない。

4.3.2. 失われたモーセの存在の大きさ

タナイーム伝承においては、モーセについても罪の赦しの関連での言及が多いことが確

認されたが、以下ではアモライーム期を中心に違う観点からいくつかの伝承を取り上げて

いく。まずある BT の伝承では、シナイ山の麓でモーセを待っていた⺠のもとにサタンが現

れる。

BT、シャバット篇 89a：〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ曰く。｢⺠はモーセが山か

ら下りてくるのが遅れているのを見た（ ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה-ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ）｣（出 32:1）と書かれて

いることの意味は何か。｢遅れている（ ׁשֹבׁשֵ  ：voshesh）｣ではなく、｢六〔時間目〕が来た

（ ֵׁשׁשאּו בָ  ：va’u shesh）｣と読め173。モーセは高い所に上った時、彼は彼らイスラエルに

言った。｢四十日の終わり、六時間目の初めに私は来る｣174。四十日の終わりにサタンが来

て、世界を混乱させた。彼は彼らに言った。｢お前たちの師であるモーセはどこか｣。彼ら

は彼に言った。｢高い所に上った｣。彼は彼らに言った。｢六時間目は過ぎた｣。しかし彼ら

は彼に注意を払わなかった。〔サタンは言った〕｢彼は死んだ｣。しかし彼らは彼に注意を

払わなかった。彼は彼らにモーセの寝台の映像を見せた。したがって彼らはアロンに言っ

た。｢〔エジプトの国から我々を導き上った〕人モーセについて〔彼に何があったのかを

171 要するに、二つの語にＶ、Ｙ、Ｔ、Ｒの子音が共通している点を利用した言葉遊びであ

る。
172 Mandelbaum, op. cit., p. 218. 根拠としては『スィフラ』の各解釈が挙げられる。
173 この読み替えについては、BT よりも古い 5 世紀前半に編纂されたとされるエルサレム・

タルムード、タアニット篇 4.5 にも同様の解釈が見られる。
174 ｢モーセは雲の中に入り、山に上った。モーセは山に四十日四十夜いた｣（出 24:18）と

書かれており、この箇所を拡大解釈したものと考えられる。
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私たちは知っていないのだから〕｣（同）〔…〕＜43＞

この唐突なサタンの出現についてはまた後の章で論じるが、ここにはサタンの見せたイ

メージにより⾃分たちの指導者であるモーセが死んだと思い⼼配になった⺠、というモチ

ーフが⾒て取れ、それだけモーセの存在が⺠にとっては⼤きかった証と言うことができる。

これまでに何度か言及してきたフラウィウス・ヨセフスも、シナイ山の麓でモーセを待

つ⺠の不安を描いている。

『ユダヤ古代誌』III, 5.7：95：モーセがヘブル人にあらかじめ通告してから再度シナイ

山に登ったのは、このような事情の下であった。登攀は人びとの見ている前で行われ

た。ところが、ヘブル人は時がたつにつれて――彼が人びとと別れてからすでに四〇

日過ぎていた――、モーセの身の上に何かが起こったのではないかと危惧した。そし

てとりわけ、モーセに万一のことがあったら、と考えて慄然とせざるを得なかった。

96：人びとの間では意見が分かれて対立が生じた。ある人たちは、彼がすでに野獣の

餌食になったのだと言った。この意見に賛成したのは主に彼に好感をもっていない連

中であった。またある人たちは、すでに神のもとへ呼び戻されたのだと主張した。97：

しかし、両者の意見に個人的には同調しなかったもっと分別のある人たちはこう考え

た。すなわち、もし彼が野獣に食い殺されたとしても、それはよくある人間的な事件

にすぎないし、また、もし彼が神のもとへ呼び戻されたとしても、それは彼が生来も

っていた徳のためで、大いにありうることだと考えて平静さを失うことはなかった。

98：いずれにしろ、彼らは二度と得られない立派な指導者であり保護者であった人物

を失ったと考え、その心痛ははなはだしいものであった。しかし一方では、自分たち

の英雄の万一の行幸を強く期待する気持もあり、ここで大げさに嘆いたり、落胆した

りすることもできなかった。また、そこに留まるようにとのモーセの厳命があるため、

野営地から出ることもできなかった。

ヨセフスは子牛像事件そのものについては言及していないわけだが、モーセを心配する

⺠というモチーフについては、これまでに取り上げてきたいわゆるラビ⽂献と共有してい

ると言えよう。

いずれにせよこれらの伝承からは、その不在が⺠に⼤きな不安を抱かせるほどの、モー

セの存在の大きさが見て取れる。

4.3.3. 神との対等な関係

BT には、イスラエルの⺠がエジプトを脱出する際に神が⺠に多くの⾦を与えたために、

⺠がその⾦から⼦⽜像を作ることになったと⾔って、モーセが神を責めるという伝承が残

されている。
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BT、ベラホット篇 32a：〔…〕ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。〔ここまでの議論は〕こ

こから引き出せる。｢ディ･ザハブ〔＝地名〕｣（申 1:1）。｢ディ･ザハブ（ָזָהב ve-di：ְוִדי

zahav）」とはどういうことか。ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。モーセはほむべき聖な

るお方の前でこう言った。世界の主よ、彼らが「もういい（ַדי：dai）」と言うまであな

たが彼らに、イスラエルに与えた銀と金（ָזָהב：zahav）のために、彼らが子牛を作ると

いうことを引き起こした175。〔…〕｢さあ、私をほうっておけ。私の怒りは彼らに対し

て熱く燃え上がり、私は彼らを消滅させる。そしてお前を⼤いなる⺠としよう｣（出

32:10）。ラビ・アバフ曰く。〔…〕これ〔聖書にこのように書かれていることは〕は次

のことを教える。モーセはほむべき聖なる方をつかんだ。友人の服をつかむ人のよう

に。そして主の前で言った。世界の主よ、あなたが彼らを許すまで、私はあなたを放

しません。〔…〕＜44＞

引⽤した箇所の前半では聖書の語句を読み替えて、⺠が⼦⽜を作ることになったのは神

が⺠に｢もういい｣と⾔うまで⾦を与えたからであるという解釈を引き出している176。また

その後では、引⽤していない箇所で例え話が挿⼊されて、今イスラエルの⺠の命運は⾃分

にかかっているとモーセが決意したという心理描写が続き、モーセが｢友人の服をつかむ｣

ように神をつかんで⺠を赦してくれるよう懇願したとのことである。こういった解釈から

は、神との関係における体裁にも構わず必死に神に⺠の赦しを懇願するとともに、⼦⽜像

事件についての神の責任を指摘するという、神との言わば対等な関係にあるモーセ像が見

て取れる。

4.3.4. 自己犠牲の精神

上に引用した BT のベラホット篇 32a の続く箇所では、

〔…〕シュムエル曰く。〔｢モーセは主の顔をなだめた｣（出 32:11）について〕これは

以下のように教える。モーセは⾃分の⾝を、彼ら〔⺠〕のために死に差し出した。｢も

しそうでないのなら〔⺠を赦さないのなら〕、私をあなたの書から消してください｣（同

32:32）と言われているように。〔…〕＜44＞

175 これまでに取り上げた解釈と同様、⼦⾳のみで記されるヘブライ語の⺟⾳を変えて意味

も変える言葉遊びである。｢ְוִדי：ve-idi｣の｢ve｣は接続詞なので無視し、｢ִדי：di｣を｢ַדי：dai」

と読み替えている。BT のサンヘドリン篇 102a とヨーマ篇 86b に並行伝承が残されている。
176 この解釈は、イスラエルの⺠がエジプトを去る際に｢イスラエルの⼦らはモーセの⾔葉

通りにした。彼らはエジプト人に銀の器と銀の器、外套を求めた。主はエジプト人の目に

この⺠を好ましい者にし、エジプト⼈は⺠の求めに応じた。⺠はエジプト⼈から奪い取っ

た｣（出 12:35–36）ことを前提としていると考えられる。
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というように、出エジプト記 32:32 の記述を引用し、⾃らの⾝を差し出しても⺠を救お

うとするという自己犠牲の精神を発揮するモーセ像を描き出している。この解釈は次の箇

所でも詳細に論じられている。

BT、ソーター篇 14a：〔…〕ラビ･シムライが釈義した。何故、我らが師モーセはイスラ

エルの地に入ることを切望したのか。その地の果実を食べる必要があるのか。それとも

その地の良き物に満足する必要があるのか。そうではなく、モーセはこう言った。イス

ラエルは多くの戒律を命じられた。そしてイスラエルの地でなければそれらは成就され

ない。私はその地に入ろう。私の手でそのすべてが成就されるために。ほむべき聖なる

方がモーセに言った。お前は報酬を受け取ることのみを望むか。私は、お前がそれらの

戒律をすでに成就したものとみなす。｢それゆえ、私は彼に多くの者の中で分け前を与え

よう。彼は力強き者たちとともに戦利品を分け合うだろう。これは彼が自らの魂を死へ

と注ぎ、罪人たちともに数えられたためである。そして彼は多くの者の罪を負い、罪人

たちのために執り成しをした｣（イザ 53:12）と言われているように。｢それゆえ、私は彼

に多くの者の中で分け前を与えよう｣。〔分け前にあずかる〕最後の者のようではなく、

最初の者のようになれる〔ということである〕。聖書が曰く。｢彼は力強き者たちともに

戦利品を分け合うだろう｣。アブラハム、イサク、ヤコブのように。彼らはトーラーと戒

律の中で力強き者たちである。｢彼が自らの魂を死へと注ぎ｣、つまりモーセはその身を

死に差し出した。｢もしそうでないのなら〔⺠を赦さないのなら〕、私を消してください

…｣（出 32:32）と言われているように。｢罪人たちとともに数えられた｣とは、荒れ野で

死んだ者たちとともに数えられたということである。｢そして彼は多くの者の罪を負い｣、

つまりモーセは子牛像の件を贖った。｢罪人たちのために執り成しをした｣、つまり彼は

イスラエルの中の罪人たちが悔い改めをするよう慈悲を求めた。｢執り成し｣とはまさに

祈りのことである。｢〔エレミヤよ〕お前はこの⺠のために祈ってはならない。彼らのた

めに嘆き、祈りの声をあげてはならない。私に執り成しをしてはならない｣（エレ 7:16）

と言われているように177。〔…〕＜45＞

ここではイザヤ書 53:12 の記述がモーセについて述べているとみなし、その内容を子牛

像事件に照らし合わせながら説明している。すなわち、モーセは自ら死へとその身を差し

出し、荒れ野で死んだ者たちと命運をともにし、子牛像事件の罪を贖い、罪を犯したイス

ラエルの⺠のために神に対して慈悲を求めたのである。本研究にとって重要な点としては、

モーセが⺠のために⾃らの命を投げ出そうとした聖書の記述を強調し、モーセが子牛像事

件の罪を贖ったとする、ということである。すなわち⺠のために⾃⼰犠牲の精神を発揮す

177 ｢祈り｣と｢執り成し｣が並行して論じられていることから、両者を同じこととみなしてい

る。
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るモーセ、そしてそのモーセゆえに子牛像事件の罪は赦されたという解釈である。このよ

うなモーセ像は、以下の節で見るように、教父たちがモーセの姿にイエス・キリストを見

いだす解釈を行う際にも用いられている。

4.3.5. 石板の破壊

聖書の記述に追随してモーセを好意的に描く伝承に加え、そのようには評価しづらい聖

書中のモーセの行為すら好意的に描き出す解釈がユダヤ教には見られる。ここに引用する

のは、出エジプト記 32:20 に描かれている、モーセが下山する際に手にしていた石板を破壊

したその行為すら、神の意に沿ったものだと評価している解釈である。

BT、イェバモット篇 62a：〔…〕〔ヒレル学派が〕答えて言うだろう。モーセは自らの考

えによって行動する。バライタで次のように言われている。三つのことを、モーセは自

分の考えから行った。そしてその考えは主の考えと一致していた。彼は妻から離れた。

石板を破壊した。一日を追加した。〔…〕モーセは石板を破壊した〔のは、モーセが自分

の考えから行ったことでありその考えが主の考えと一致していたことについて〕。どこか

らそう釈義したのか。曰く。613 の戒律の一つであるペサハ〔についての戒律〕である。

律法178が曰く。｢異邦人は誰もそこ〔＝ペサハの犠牲〕から食べてはならない｣（出 12:43）。

〔たった一つの戒律ですら異邦人を拒否しているのだから〕律法全体と、道から逸れた

イスラエルならなおのことそうである〔＝道から逸れたイスラエルに対しては律法全体

が拒否する。だから律法の全体である石板を壊してよいとモーセは考えた〕。そしてモー

セの考えは主の考えと一致していた。｢〔神曰く…〕お前が破壊した〔石板〕｣（出 34:1）

と書かれているように。レイシュ･ラキシュ曰く。ほむべき聖なる方はモーセに言った。

〔石板を〕破壊したお前の力は、正道であれ。〔…〕＜46＞

出エジプト記 12:43 に記されている、異邦人はペサハ（過ぎ越しの祭り）の際に捧げら

れる犠牲を食べてはならないという規定を引用し、ある一つの律法ですら異邦人に対する

禁止事項を規定しているのだから、その一つの律法を含む律法全体が、異邦人と同等もし

くはそれ以上に否定的に扱われる｢道から逸れたイスラエルの⺠｣に対する禁⽌事項を（暗

黙のうちに）規定しているのは当然だという理論を展開している179。それに従って、モー

178 本研究では｢トーラー（תורה：torah）｣という語をできる限り｢律法｣と訳すようにしてい

るが、これは｢法、教え、ユダヤ教の（全体の／個々の）律法、ヘブライ語聖書の律法部分

（創世記、出エジプト記、レビ記、⺠数記、申命記）｣などを意味する多義語である。この

引用箇所では主に｢聖書の律法部分｣と｢ユダヤ教の律法｣の二つの意味で用いられている。
179 架空の例で考えると、ある一つの律法に｢この律法のことを異邦人に教えてはいけない｣

と書いてあったとすると、その律法を包含する律法全体はなおさら異邦人に教えてはいけ

ないという論理が導き出される。そして異邦人にすら教えてはいけないのだから、｢道から
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セは自ら石板を破壊しても構わないと判断して石板を破壊し、その考えは神の考えと一致

していたという。子牛像の作成と崇拝にはモーセは直接関与していないために非難の対象

にはならないという以上に、下山後の行動、しかも神から授けられた石板を破壊したこと

まで好意的に評価されているのは興味深い点である。

4.3.6. ⺠との関係

⺠のために神の前で⾃⼰犠牲とも⾔える態度で執り成しをしたり、アロンを励ましたり

しているモーセであるが、子牛像の粉を混ぜた水を飲ませたりレビ人を招集して 3000 人を

殺害させたりといった聖書の記述からも明らかなように、モーセは少なくとも⼀部の⺠に

対しては厳しい姿勢をとっている180。その面を取り上げた解釈として以下のものがある。

『レビ記ラッバー』1.3：〔…〕〔上記の同じ箇所と同様、モーセが様々な名前で呼ばれる

という解釈について〕ラビ・シモン曰く。子牛像事件において、イスラエルの子らが神

に対して鈍くなった時〔のこと〕。｢ザノアハの父｣（歴上 4:18）〔とモーセが呼ばれるこ

とがある理由について〕。モーセがやって来て、その違反ゆえに彼らを見捨てたのだ181。

これは｢水の上に撒き…｣（出 32:20）と書かれていることによる。〔…〕＜42＞

モーセが様々な名前で呼ばれるという⽂脈はさておき、モーセがイスラエルの⺠を⾒捨

てたと述べられ、その根拠として出エジプト記 32:20 のモーセが子牛像を破壊してその粉を

逸れたイスラエルの⺠｣にはなおのこと教えてはいけないと考えるわけである。
180 イスラエルの⺠を⼀枚岩と⾒て全員が罪を犯したとみなしてよいものかどうかという

問題は、第五章で論じる。
181 ｢ザノアハ｣という人名を構成する子音と｢見捨てる｣という動詞の語根が同じ Z (ז) N (נ)
Ch ,であることによる言葉遊び。Israelstam(ח) Jacob & Slotki, Judah J. (tr.), Midrash Rabbah:

Leviticus (London & New York: The Soncino Press, 1983)では、｢（モーセが）⺠に偶像崇拝を捨

てさせた｣と訳されているが、筆者は以下の三つの理由から｢（モーセが）⺠を⾒捨てた｣と

いう訳を提案する。①Israelstam & Slotki が｢捨てさせた｣と訳している語（הזניח）は、聖書
ヘブライ語（と現代ヘブライ語）においては｢捨てる｣という意味を持つ。②Israelstam & Slotki

が｢偶像崇拝を｣と訳す際に｢偶像崇拝｣に付く前置詞（מן）は、原因・理由の意味も持つ。
③｢ザノアハ｣という単語の表記は｢זנוח｣であり、これは⺟⾳表記次第で｢ザノアハ｣とも｢ザ
ヌアハ｣とも読める。聖書の⺟⾳記号は前者であるが、この『レビ記ラッバー』編纂当時に

現在と同じ⺟⾳表記で聖書が読まれていたという保証はない。また、もし仮に現在と同じ

読み方であったとしても、本研究第三章で扱った『レビ記ラッバー』10.3 における解釈の

ように聖書の読み方を変更する解釈は許容されていた。そして｢זנוח｣を｢ザヌアハ｣と読む場
合、｢捨てる｣という意味の受動分詞形、すなわち｢捨てられる者｣という意味になる。以上

の理由から、モーセは｢捨てられる者の⽗｣であり、その根拠はモーセが偶像崇拝ゆえに⺠

を捨てたからだと考えることが可能になる。
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混ぜた⽔を⺠に飲ませたという箇所が引⽤されている。ここで⾔及されているイスラエル

の⺠が全員なのか⼀部なのかは定かではないが、⼀般論として⼦⽜像事件ではモーセが⺠

を見捨てたのだという認識が前提とされていることがうかがえる。

4.3.7. その他

また、第二章でも触れた、列王記で子牛像を作った人物として述べられているヤロブア

ムとモーセを比較する伝承も残されている。

ミシュナ、アボット篇 5.18：大勢を義とする者はみな、その者の手によって罪が生じる

ことはない。大勢に罪を犯させる者はみな、その手で悔い改めをすることはできない。

モーセは義を為し、また大勢を義とした。その大勢の義は彼にかかっている。｢主の義と

その裁きを、イスラエルとともに行った｣（申 33:21）と言われているように。ヤロブア

ムは罪を犯し、大勢に罪を犯させた。その大勢の罪は彼にかかっている。｢〔ネバトの子〕

ヤロブアムの罪によって、彼が罪を犯し、彼はイスラエルに罪を犯させた｣（王上 15:30）

と言われているように 。＜47＞

ここでは、⼤勢（＝イスラエルの⺠）を正しく導く存在としてのモーセが、⼦⽜像を作

って⺠に罪を犯させたヤロブアムと対⽐されている。⺠に罪を犯させた存在としては聖書

中の他の人物も挙げられるであろうに、ここでは敢えてヤロブアムが挙げられている。そ

の背景としては、同じ金の子牛像が関係する出来事という文脈において、ヤロブアムは自

ら⼦⽜像を作って罪を犯し⺠にも罪を犯させる⼀⽅で、モーセは⼦⽜像を作らず（彼自身

としては）⺠に罪を犯させもしなかったという点を強調するためだと考えられる。⺠の罪

やモーセによる⺠への罰を論じる伝承が多々存在する中で、モーセが本当に⺠に罪を犯さ

せなかったと⾔えるのかどうかという点はさておき、⺠の指導者としてのモーセ像を称揚

している伝承であるとは言えるであろう。

以上で取り上げてきた伝承に共通して言えるのは、ユダヤ教における指導者としてのモ

ーセの存在の大きさ、時に神をも責め⽴てるその強⼤さ、そして⺠のためには⾃らを犠牲

にすることすら厭わない、その英雄的な姿であろう。もちろん子牛像事件に関係のないと

ころでもモーセについての様々な伝承が残されているわけだが182、少なくとも本章で取り

上げた伝承では、先祖たちが大きな罪を犯した際にも、神に代わってその赦しを述べたり、

その責任は神にあると言って責めたりと、神にも物申すことができる存在というモーセ像

が見て取れる。そしてそれとともに、その不在の深刻さも浮かび上がってくる。そうした

182 大まかな概説としては、Rosen, David, “Moses in the Jewish Tradition,” Rosen, David,

Hazboun, Louis & Abu Sway, Mustafa (ed.), Moses in the Three Monotheistic Faiths (Jerusalem:

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 2003), pp. 3–12 が、キリスト教

とイスラームとの比較の中でのユダヤ教伝承におけるモーセ像を論じている。
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ユダヤ教におけるモーセ像を踏まえて、続いては各キリスト教の解釈を見ていく。

4.4. ギリシア･ラテン教父おける解釈

ギリシア・ラテン教父の解釈においても、ユダヤ教と同様モーセの存在の大きさや、そ

の英雄的な姿を強調するものが目立つ。ここでは、特に自己犠牲の精神を発揮するモーセ

本⼈に着⽬した解釈と、イスラエルの⺠との対⽐を⾏う解釈の⼆種類に焦点を当てる。

4.4.1. モーセ本人

まず、2 世紀から 3 世紀初めにかけてカルタゴで活動した最初のラテン教父であるテル

トゥリアヌスは、モーセについては次のような解釈を残している。

『マルキオン駁論』183II.26：〔…〕だが、神はその時でさえも、その猛々しさにおいては

わずかであった〔とお前は⾔う〕。その時、神はその⺠が⼦⽜を聖別したことに激怒して

おり、僕であるモーセにこのような要求をした。｢私をほうっておけ。私の怒りは彼らに

対して熱く燃え上がり、私は彼らを消滅させる｣（出 32:10）。それゆえに、お前はモーセ

のほうが神の怒りに異議を唱える者、いやそれを逸らす者として、その神よりもよいと

主張する。彼は言った。｢そんなことをしてはいけません。さもなくば、彼らとともに私

を滅ぼすことになります｣。その⺠と同じくお前も哀れである。お前はキリストを知らな

いからだ。キリストは御⽗に異議を唱える者として、そして⺠を救うために⾃⾝の命を

差し出す者としてのモーセの人格に予型されている。〔…〕184

ここではユダヤ教の解釈にも見られたような、子牛像事件に怒り⺠を滅ぼそうとする神

に対して異議を唱えて代わりにその身を捧げようとするモーセが、父なる神に異を唱えて

人々の救済のために自らの命を捧げたイエス・キリストの予型185だと述べられている。テ

ルトゥリアヌスがユダヤ教の伝承、例えば BT、ソーター篇 14a に残されているような伝承

を知っていたのかどうかはわからないが、ユダヤ教にも見られるモーセの自己犠牲の精神

を賞揚する伝承に、イエス・キリストというキリスト教の根幹にかかわる要素が加えられ

183 テルトゥリアヌスの最も浩瀚な作品とされる（全五巻）。マルキオン主義についての最

も重要な資料とも考えられている。主な内容としてはマルキオンの主張を取り上げてそれ

に反論を加えるというものである（H. クラフト著、水垣渉・泉治典監修『キリスト教教父

事典』教文館、2002 年、pp. 250–251）。
184 英訳は Schaff, Philip & Menzies, Allan (ed.), Ante-Nicene Fathers, vol. 3 Latin Christianity: its

Founder, Tertullian (Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, 1885 (rep. 1995))を参照。
185 イエスの誕生以前に書かれたヘブライ語聖書に、イエスやキリスト教的な事象を見いだ

す手法を予型論的解釈と呼ぶ。比喩的な解釈（アレゴリー）とはやや異なるとされる。
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た解釈である186。

ニュッサのグレゴリオスはテルトゥリアヌスのようにモーセの中にイエス・キリストの

予型を見ることはしないが、このモーセの行為について以下のように述べている。

『モーセの生涯』2.319：〔…〕さらに、誤りに陥った者たちのためにモーセの善き意志

によって神が宥められないのならば、モーセは他の人々が存続することの代償としてむ

しろ⾃分が滅びることを択び、かくしてイスラエルの⺠に対する神の怒りを押し⽌めた

という。そして神は、自らの友を傷つけることのないように、固有の裁きを逸らしたの

であった。こうしたことすべては、モーセの生が完全性の最高の頂きにまで達するもの

であったことの明瞭な証拠であり証明である。

グレゴリオスはそもそもモーセを｢モーセが人間的生の範型｣と考えその表明のためにこ

の『モーセの⽣涯』を著したのであるが、イスラエルの⺠のために⾃⼰犠牲の精神を発揮

するモーセの姿や行動はその目的に合致しており、彼にとってはむしろ好都合な出来事で

あったと考えられる。

イスラエルの⺠が神に滅ぼされずにすんだのはモーセのおかげであるという前提は、そ

れなりに広く流布していたと考えられる。『ニコデモ福音書』187という新約外典188の著者は、

イエスの処刑時にユダヤ地方の総督であったピラトに、イエスの処刑を求めるユダヤ人た

ちに向かって以下のように語らせている。

9.2：〔…〕ピラトは言う、｢お前達の神はかつてひどい奴隷の状態であったお前達をエジ

プトから導き出し、海を陸地のように乾かしてお前達を救い、砂漠ではマナと鶉を与え

てお前達を養い、岩から水を出して渇きをうるおし、そして、律法を与えたではないか。

ところがそうした一切のことにもかかわらず、お前達はお前達の神を怒らせ、子牛の像

186 本研究の射程を越える問題だが、逆にユダヤ人がテルトゥリアヌスの解釈を知って自分

たちの解釈に利用したという可能性も考慮する必要がある。
187 それぞれ執筆年代が異なる三つの部分が合わさって現存する形になったと考えられて

おり、引用部分である第一部は 326~375 年の間に書かれたとされる。この第一部ではユダ

ヤ人に対する攻撃は激しいとは言い難く、キリスト教を排撃しようとした｢異教徒｣に対抗

して、護教的な側面から執筆されたと考えられている。原典はギリシア語で記されたと考

えられているが、各国語に翻訳されていて現存する写本も多く、それぞれの異読が大きい。

第一部はギリシア語写本に基づいているため、後世の加筆などの少ない｢核｣の部分に該当

すると考えられる。詳細および日本語訳は、田川建三訳｢ニコデモ福音書（ピラト行伝）｣

『聖書外典偽典 6 新約外典 I』教文館、1976 年、pp. 161–228 を参照。
188 ｢正典｣と対になる言葉で、正典（つまり新約聖書）編纂時にその中に加えられなかった

書物を指す。その性質上教義における重要度は正典に劣るが、初期キリスト教の姿を探求

するためには非常に有用である。
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を鋳造し、それを神の代りに求めて、お前達の神を憤らせた。だから神はお前達を殺そ

うとしたのだが、モーセがお前達のためにとりなして祈ってくれたから、お前達は死な

ずにすんだのだ。それなのに今度はお前達は、王なる者を憎むようにと余に訴えて来お

る｣

子牛像事件の際にはモーセのおかげで助かったのに、今回は｢王なる者｣であるイエスの

処刑を願うユダヤ人をピラトが批判している。子牛像事件は直接の文脈とは関係なく、過

去の出来事で比較のために言及されているだけであり、ユダヤ人に対して特に攻撃的な内

容というわけでもない。それだけに、本書が著されたと想定される 4 世紀半ばには、この

ようなモーセのおかげでユダヤ人は助かったというシンプルな子牛像事件理解、ないしは

子牛像事件におけるモーセの存在の大きさという前提が広まっていた証左と言えるだろう。

以上のように、子牛像事件におけるモーセの存在は時にイエスの予型とみなされるほど

に大きく、またモーセを評価する者にとっては、子牛像事件はモーセを称賛するためにむ

しろ好都合な出来事であったという背景が見て取れる。

4.4.2. ⺠との対⽐

イスラエルの⺠との兼ね合いについては、例えばエフライムと同時代にアンティオキア

などで活動したヨアンネス・クリュソストモス189が、モーセがシナイ山の上で律法を受け

取る前に 40 ⽇間の断⾷を⾏っていたことと、事件の際に⺠が麓で飲み⾷いにふけったこと

を以下のように対比している。

『創世記説教』1：6：〔…〕同じように、⼼に留めよ。聖なる書物は繰り返し耽溺を⾮難

し、あるところでは｢⺠は座っては飲み⾷いをし、⽴っては楽しんだ｣（出 32:6）と言っ

ている。〔…〕再び預言者の言葉に耳を傾けよ。これはソドムの人々の罪である。豊富に

ある中で耽溺することは。要するに、それはすべての悪の源や泉のように繰り返し産出

するのである。7：さあ、暴飲によって引き起こされる害がわかったか。今度は断食によ

るよい振舞いの例に目を向けよ。偉大なるモーセは、四十日の断食の後、法の石板を手

に⼊れることができた。そして彼が⼭を下りて⺠の罪を⾒た時、彼は神が⾃ら作られた

法を、耽溺する罪深い⺠が受け取るのは⾺⿅げていると考え、そのような執り成しを通

189 東方の四大教父の一人に数えられ、シリアのギリシア教父を代表する人物（349 頃〜407

年）。アンティオキア主教会の輔祭（381 年）、司祭（386 年）、コンスタンティノポリスの

主教（398 年）を歴任。ギリシア教父の中でも最も多くの著作を残し、真筆とされるものだ

けでも約 200 点を数える。それに比して偽書の数も膨大で、彼の作品の多くが多言語に翻

訳された。武藤慎一『聖書解釈としての詩歌と修辞』教文館、2004 年、 pp. 123–126 を参

照。
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じて手に入れることができた石板を、投げ捨てて粉々にした。〔…〕190

暴飲によって問題を起こした⺠と、断⾷によって法の⽯板を得ることができたモーセの

対比である。モーセによる石板の破壊も、感情の発露などではなく論理的な分析の上で為

されたものとされている191。こういった⺠を遠景とした上でモーセを称揚している解釈か

らは、モーセは事件を起こした⺠とは⼀線を画しているという意図的な区別が見て取れる。

以上で取り上げてきた解釈は、モーセ像をイスラエルの⺠、ひいては教⽗たちと同時代

のユダヤ人から引き離す努力の一環と考えることができるのではないだろうか。その上で、

モーセの自己犠牲的な行為をイエスに結び付けるなど、全体的に、モーセをユダヤ教では

なくキリスト教の枠の中に組み込みたいという意図が見て取れると言えるだろう。

4.5. シリア教父

続いてはシリア教父の解釈を見ていく。ここでは、解釈の内容ではなくアフラハトとエ

フライムの解釈を別個に取り上げることとする。

4.5.1. アフラハトのモーセ像

アフラハトの『論証』の中で、子牛像事件に関連してモーセに言及しているのは以下の

箇所である。前の章で取り上げた箇所もあるが、再度引用する。

4.7：モーセの祈りには限界がないが、その強さについて我々は何を言うべきであろうか。

というのも、彼の祈りは彼をファラオの手から救い出し、彼に神のシェヒナーを示し、

そして彼の祈りによって彼はファラオに十の災いを与えた。彼の祈りはまた海を割り、

苦い水を甘くし、マナを降らせてウズラを飛ばし、岩を割って水を流れさせ、アマレク

を征服してヨシュアに力を与え、戦闘中にオグとシホンに混乱をもたらし、邪悪な者を

シェオルに降ろし、神の怒りをその⺠から逸らせて罪の⼦⽜をすりつぶし、⽯板を⼭か

ら持って下りて自分の顔を光らせた。〔…〕＜48＞

8.9：〔…〕今日まで、彼の墓〔がどこにあるのか〕を誰も知らない。モーセの事例で、

彼の主はその墓の場所をイスラエルの⺠に知らせなかったことで⼆つの素晴らしいこと

をした。第⼀に、〔…〕第⼆に、彼⾃⾝の⺠も〔それがどこにあるのか〕知ることはない

だろうし、彼の墓を崇拝の場所にすることも〔でき〕ないだろう。というのも、彼の⺠

の目にはモーセは神のようにみなされていたのだ。ここから洞察せよ、我が友よ。モー

セが彼らを残して山に登った時、彼らは｢我々はこの、我々をエジプトの地から導き出し

190 英訳は Hill, Robert C. (tr.), Saint John Chrysostom: Homilies on Genesis 1–17 (Washington,

D.C.: The Catholic University of America Press, 1986)を参照。
191 この点はユダヤ教の解釈（BT、イェバモット篇 62a）と類似していると言えるが、モー

セが石板を破壊した理由が微妙に異なっている。
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たモーセに何が起こったのかわからないのだ｣（出 32:1）と言った。だから彼らは自分た

ちのために子牛像を作り、それを崇拝した。そしてモーセを通じて力強い手と高く上げ

た腕で彼らをエジプトから導き上った神のことを忘れたのだ。そのために、神はモーセ

を尊重してその墓の場所を知らしめなかったのだ。もし墓が知れ渡れば、彼の⺠が道を

外れて自分たちのために図像を作り、それを崇拝して犠牲を捧げるかもしれないからで

ある。彼らの罪において、彼らは〔その〕義なる男の骨を悩ませるであろう。＜49＞

10.2：モーセはその義理の⽗エトロの⽺の番をした。彼は彼の⺠の番をするために群れ

の中から選ばれ、彼はよい羊飼いのように彼らを導いた。彼は自分の杖を肩に担ぎ、自

分が導く⺠の前に⽴って進んだ。そして彼は四⼗年間彼らの番をした。彼は⾃分の⽺の

ために、注意を怠らず一生懸命働いた。〔彼は〕勤勉でよい羊飼いだった。彼の主が、彼

らの罪〔子牛像の崇拝〕のために彼らを根絶しようとしたとき、モーセは祈って彼の主

に懇願した。｢⺠の罪をお赦しくださるか、さもなければあなたが書かれたあなたの本か

ら私を消してください｣（出 32:32）。これが、自分の羊のためにわが身を差し出す思いや

りのある羊飼いである。これが、自分の羊のためにわが身を差し出す英雄的な指導者で

ある。これが、自分の子供たちを大事に育てる憐れみ深い父親である。モーセは群れの

導き方を知っている偉大で賢い羊飼いであり、群れを率いた聖霊の人〔ヌンの子〕ヨシ

ュアに、イスラエルのすべての野営地を教えた。＜27＞

4.7 では、祈りの重要性を述べる際に、⺠を滅ぼそうとする神の怒りをモーセが祈りで逸

らしたという例を挙げている192。⺠はモーセ（の祈り）によって救われたというモチーフ

の現れであろう。一つ飛ばして 10.2 では、ユダヤ教の解釈やラテン教父のテルトゥリアヌ

スでも触れられている、⺠を救うために⾃らの⾝を捧げるモーセを描きながら、それが思

いやりのある羊飼い、英雄的な指導者、憐れみ深い父親であるとまとめている。アフラハ

トの念頭には、このモーセ描写の陰にイエスの存在があった可能性は考えられるが、ここ

では特にモーセがイエスの予型であるという解釈は述べられていない。むしろユダヤ教の

解釈に見られるように、モーセを十分に賞揚することが本来の目的であるとも考えられる。

また、8.9 ではモーセの墓の場所を誰も知らないという聖書の記述から、⺠の⽬にモーセは

神のようであり、そのモーセが⾃分たちの周りからいなくなったために⺠は神のことを忘

れて子牛像を作ったとも述べている。これもモーセを高める解釈であると同時に、ギリシ

ア･ラテン教⽗のような⺠をモーセから切り離す試みというよりは、ユダヤ伝承でのサタン

のエピソードのように、モーセの不在に⼾惑う⺠に対する、若⼲同情的な解釈とも⾔える

だろう。アフラハトがモーセを賞揚するのはどの立場の解釈とも同じだが、その賞揚をそ

れ以上何かに結び付けるようなことはしていないと言えよう。

192 モーセの祈りが｢罪の子牛をすりつぶし｣た点については、分析材料に乏しい。
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4.5.2. エフライムのモーセ像

続いてエフライムの著作では、まず『出エジプト記註解』を引用する。

32.6：｢主は⾔った｣。つまり、真の神が⺠の神に向かって⾔ったのである。｢お前の⺠が

堕落して子牛像を作り、『これがお前たちをエジプトから導き上ったお前たちの神だ』と

言った｣（出 32:7）。このことをモーセに明らかにすることで、神はモーセに執り成しを

する覚悟をさせた。彼に向って｢私をほうっておけ。私は彼らを一掃する｣（同 32:10）と

⾔い｢私が彼らを⼀掃するのを抑えよ｣とは⾔わなかったことについては、もし神が⺠に

とって害となることをする意図があったのなら、⺠のために⽮⾯に⽴つつもりの⼈間に

そのことを明かしはしなかっただろう。神がこのことをモーセに明かしたという事実に

より、神は⺠を傷つける⽤意をしていなかったということが明らかになった。というの

も、神はすでに赦すつもりだったのだ。そしてそれゆえにモーセに執り成しをするよう

促したのだ。もし彼らがそのような重大な罪を犯した後で無罪放免となっていたのなら、

それは彼らにとって非常に大きな損害となっていただろう。それゆえ、神はモーセに自

分が彼らを滅ぼすつもりだと告げ、その結果、モーセが祈って彼らが赦された時、その

赦しが彼らにとって重要となり、仲介者が彼らにとって親愛なる者となるのである。＜

50＞

出エジプト記 32:7 に見られる発言をしたことで、神はモーセが自分に対して執り成しを

することを期待したとの解釈である。同 32:10 に⾒られるように神が⺠を滅ぼす宣⾔をした

ということは、それを聞いたモーセが自分を止めることを見越していたためであって、本

当に⺠を滅ぼす意図はなかったのだと説明されている。しかし、子牛像事件のような大き

な罪を犯した後で⺠をそのままにしておくことはできなかったので、神はモーセが⺠のた

めに祈るよう仕向けた。さらに、そのような執り成しと祈りによって⺠が赦され、その結

果としてモーセがより⺠に愛されるようになることまで神は⾒越していたとされている。

これはモーセ像というよりもモーセと神の関係をどう見るかという問題かもしれないが

（三者の立場からの神観については後述）、聖書に描かれていない神の意図を読み取って、

モーセの⾏為は彼が⺠により愛されるようになるための計画の⼀部だったとする解釈であ

る。逆向きに考えると、エフライムは子牛像事件さえも指導者としてのモーセの名声を高

める材料として利用しているとも言える。ギリシア･ラテン教父の解釈に見られるような、

ことさらに⺠を悪く描いて対照的にモーセを持ち上げるというような姿勢は⾒受けられな

い。

エフライムの著作の多くは韻文で、いくつかの聖書註解を除けば散文はわずかである。

そのわずかな散文のうちの一つである『我らが主についての説教』にも、子牛像事件につ

いての言及が多く見られる。
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17：〔…〕彼らが〔神を〕恐れるようにと、苦いしるしが〔紅〕海まで〔イスラエルに〕

ついてまわった。そして砂漠で〔イスラエルを〕囲っていた祝福された驚異の業は弱ま

り、彼らは〔モーセと〕和解しようとした。しかし信仰の不足のために〔イスラエルは〕

もろい言い訳でもって〔それらのしるしを〕拒絶した。「我々を連れ出したモーセについ

て、我々は彼に何が起こったのかわからないのだ」（出 32:1）。彼らは自分たちについて

きた勝利について、それ以上よく考えなかった。彼らはモーセが近くにいないというこ

とを見ただけだった。そしてそれゆえ、それを好都合な言い訳として、彼らはエジプト

の異教崇拝に向けて進むことができた。従って、しばらくの間モーセは彼らからは見え

なくなった。そして彼らとともに子牛が見られるようになり、その結果彼らが心の中で

密かに崇拝していたものを公然と崇拝することができた。＜51＞

モーセが近くにいなかったために、⺠は⾃分たちが⼼の中で密かに崇拝していたもの、

つまり子牛像を崇拝したのだとエフライムは述べている。子牛像事件の何が問題だったの

かという点は前述したのでここでは触れないが、エフライムは⺠の不信⼼を暗に⾮難する

とともに、モーセの不在が子牛像事件を引き起こしたのだとみなしている。

同 18：彼らの異教崇拝が隠れ家から公の場へと出てきたとき、彼らを覆っていた聖なる

雲の下でその異教崇拝が抑えられなくなった者たちへ公然と罰を与えようと、モーセも

隠れ家から公の場に出てきた。神はその群れから四十日の間その群れの羊飼いを取り去

った。その群れがしっかりと、毎回喜んでその群れに牧草を与える子牛を神として信頼

していることを示すようにと。その群れは自分たちの羊飼いとして、草を食べることす

らできない子牛をつくったのだ。彼らの中に恐怖を引き起こすモーセは、彼らから取り

去られた。モーセの恐怖が彼らの心の中で静めていた偶像崇拝が、彼らの口から大声を

上げるようにと。そして彼らは大声を上げた。「我々に、我々を導く神々を作れ」（出 32:1）。

＜52＞

先の引⽤と同様、モーセの不在に焦点が当てられている。神は⺠の信仰を試そうとモー

セを⺠の中から取り去ったのだが、その結果として⺠は⼦⽜像を作ったと述べられる。そ

してモーセは⺠の中に恐怖を引き起こす存在であり、その恐怖が⺠の⼼の中で偶像崇拝を

静めていたとされている。偉大な指導者ではなく恐怖の対象という、これまでの解釈では

見られなかったモーセ像が描かれている。また、ここにはギリシア･ラテン教父の解釈に見

られるような、モーセを持ち上げるために⺠を悪く描くという対⽐構造が⾒受けられる。

同 43：このイスラエルの子を注意して見守れ。その不正はイスラエルの不正のようであ

る。異教崇拝はこの⺠族の精神に隠れていたからだ。モーセが彼らから取り去られたの

はこのためだった。彼らの中にある悪が姿を表すようにと。しかし、自分たち自身の名
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誉を汚さぬために、そして自分たちが偶像に頼っているということを知らしめないため

に、彼らはまずモーセを探した。それから偶像を探したのである。＜53＞

この箇所でも、⺠の中にある悪が姿を現すために、モーセが⺠の中から取り去られたと

されている。さらに、自分たちの不信仰がばれないようにと、まず彼らから取り去られた

モーセを探してから偶像を探したと⾔われているように、⺠の邪悪さがよりはっきりと描

かれていると言えるだろう。

以上で取り上げてきたエフライムの解釈からは、先ほどのアフラハトの解釈よりもギリ

シア・ラテン教父の解釈に見られたような、イスラエルの⺠を悪く描くことによってモー

セを彼らから引き離そうとする意図が感じられるが、最初に取り上げた、神がモーセを尊

重し彼がより愛されるようにあえてモーセが⺠のために執り成しを⾏うよう仕向けたとい

う解釈からは、神に人間のような思惑を想定し、その点でユダヤの伝承と似たような印象

を受ける193。アフラハトの解釈と併せてシリア教父の解釈として考えると、時に恐怖の対

象となるようなモーセの存在の大きさ、そして偉大な指導者としてのモーセを描いている

のはユダヤ教、ギリシア･ラテン教父の解釈とも共通している。さらに後者に見られるよう

なモーセを持ち上げるために⺠をことさらに悪く描くという対⽐構造も⾒てとれる。それ

でいて、ユダヤ教の伝承に見られるような、神とモーセの人間臭い掛け合いが見られると

いう点が特徴的だと言えるだろう。

4.6. 小括

以上、取り上げた解釈の量的な制限と偏りという問題は否定できないが、金の子牛像事

件におけるモーセについてのユダヤ教、ギリシア･ラテン教父、シリア教父の解釈を分析し

てきた。細かな点はいくつも指摘できるが、まずは全体として言えることとして、三者す

べてにおいて子牛像事件に関連してモーセを非難したりその責任を指摘したりするような

解釈は⾒出せない。いずれの⽴場にとってもモーセの存在は⼤きく、時に⺠にとって恐怖

の対象になることはあっても、どの解釈も彼を好意的に描いているのは間違いない。その

中でも、ユダヤ教ではモーセの様々な行為を取り上げつつ、それらをみなモーセを賞揚す

るための材料としている。また、モーセが⺠のためにその⾝を捧げる覚悟を⽰す⼀⽅で、

アロンや⺠に向かって彼らが赦されたことを伝えたり、⺠に多くの⾦を与えた神の責任を

指摘したりと、ある意味ではモーセが神の代わり、または神と対等に言い合える立場や地

位にいるような印象を受ける。もしくは、神とモーセの距離が近いとも言えるだろう。そ

れに比べ、ギリシア・ラテン教父の解釈では、神とモーセの関係よりも、問題を起こした

⺠とその指導者であった偉⼤なモーセという構図を強調し、いかにして他のイスラエルの

193 ユダヤ教の神観については補遺で取り上げるのでここで詳しくは立ち入らないが、モー

セに責められたり主体的に意思表示を行ったりするユダヤ教の神描写と比べて、特にギリ

シア･ラテン教父たちの解釈では、神はあまり主体性を示さないように見える。
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⺠からモーセを引き離すのか、そしてモーセの中にイエスの予型を見るなどして、いかに

してモーセをキリスト教の陣営に引き込むのかという工夫が見出せると言える。他方でシ

リア教父の解釈では、前二者と同様モーセを称揚してその行動を評価するとともに、ギリ

シア・ラテン教⽗の解釈のように⺠の問題を指摘しているものも見られる194。その一方で、

そのように⺠の⼼に秘めた悪や偶像崇拝を抑えていたほどのモーセ像からは、ギリシア・

ラテン教父の描くモーセ像よりもより強大で神に近い力を持っているかのような印象を受

ける。事実、⺠にとってモーセは神のようであったという解釈も残されている。また、モ

ーセが⺠により愛されるようにと、神が敢えてモーセに⺠を滅ぼすことを宣⾔するなど、

神に人間のような意図を見いだす点には、ユダヤ教の解釈との類似性を見てとることがで

きると言えるだろう。

まとめると、モーセを好意的に描くのは三者に共通しているが、その描き方や解釈の背

景は三者三様だと言える。ユダヤ教の解釈からは、多様な解釈の中でもモーセの卓越さ、

神との緊密性が読み取れる。ギリシア･ラテン教父の解釈には、モーセを賞揚するのは特に

⺠を悪く描くためでもあり、モーセを⾃分たちのキリスト教の系譜に組み込みたいという

意図が見受けられる。そしてシリア教父の解釈では、ギリシア･ラテン教父の解釈に見られ

るような⺠とモーセの対⽐という構図が⾒られるとともに、モーセを神のように描きまた

神の人間的な思考を描くといったユダヤ教的な解釈も見受けられる。ユダヤ教とギリシア･

ラテン教父の解釈に共通する点があることを踏まえても、両者の一方のみに特有の点が、

シリア教父の解釈の中には併存していると言うことができるだろう。

194 ユダヤ教の伝承にも、⺠の責任や問題点を指摘する伝承は多く残されているが、本章で

はモーセに着⽬しているためにそういった伝承は敢えてあまり取り上げていない（⺠につ

いては第五章で中心的に論じている）。その一方で教父たちの解釈では、モーセを高める引

き合いとして⺠を低める傾向が特に⽬⽴っている。
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第五章：⼦⽜像事件における⺠

5.1. 序言

本章では⼦⽜像事件におけるイスラエルの⺠について、さらには、より広く考えて⼦⽜

像事件から見えるユダヤ教、ギリシア・ラテン教父、シリア教父のユダヤ人195観などにつ

いても論じていきたい。これまでに論じてきたアロンやモーセと違い、聖書の記述を素直

に読めば、⼦⽜像事件におけるイスラエルの⺠については弁護のしようがない⽴場と⾔え、

彼らの振舞いを好意的に論じるのは不可能に思える。事実、子牛像事件における彼らの行

動を直接的に完全に正当化するような解釈は、管見の限りでは皆無である。それでも、ユ

ダヤ教を中心に、聖書のわずかな記述から彼らの弁護を図ろうとする解釈は若干ながら存

在する。また、単に彼らを非難するにしても、彼らの行動のどの点をどのように非難して

いるかについては分析する価値のある問題である。ではそういった解釈の機微を探る前に、

出エジプト記 32 章の記述から事件における⺠の⾏動を確認しておく。

⺠はモーセの下⼭が遅れているのを⾒てアロンのもとに集まり、モーセに何が起こった

のかわからないから、彼らの｢前を歩む神々をつくれ｣と要求する（1 節）。アロンに金の耳

輪を持ってくるよう求められたため、彼らは自分たちの｢耳にある金の耳輪を外し、アロン

のところへ持って来た｣（3 節）。その耳輪からアロンが作った子牛像について、彼らは｢こ

れらが、イスラエルよ、お前をエジプトの国から導き上ったお前の神々だ｣（4 節）と言う。

なお、ヘブライ語聖書のギリシア語訳である七十人訳によれば、この発言はアロンによる

ものだと訳されており、本章ではこの発⾔の主が⺠とアロンの両⽅の可能性を考慮して分

析を進める。そして翌朝、⺠は⼦⽜像に犠牲を捧げ、｢座って⾷べて飲み、⽴っては戯れた｣

（6 節）。先ほどの｢これらが〜｣という発⾔と同様、ここで犠牲を捧げた⼈物も、七⼗⼈訳

ではアロンとされている。それを踏まえると、七十人訳の物語では、ヘブライ語聖書の物

語よりもイスラエルの⺠の存在感が低められているとも⾔えよう。その後、神はモーセに

⺠が｢堕落｣し、道を｢逸れ｣たと伝え（7 節）、モーセによる神のなだめが続く。下山したモ

ーセは石板を破壊するとともに子牛像を破壊し、それをすりつぶした粉をまぜた水を｢イス

ラエルの⺠に飲ませた｣（20 節）。その水を飲ませた結果については聖書中では語られてい

ない。モーセはアロンを叱責した後、レビ⼈を招集して⺠を殺害させ、｢その⽇⺠から約 3000

人が倒れた｣（28 節）。⺠から⾒た⼦⽜像事件の内容は以上である。では続いては彼らにつ

いての解釈を⾒る前に、出エジプト記全体における⺠の振舞いについても確認しておく。

195 本研究では、これまで｢イスラエルの⺠／⺠｣と｢ユダヤ⼈｣という⾔葉を特に断りなく使

⽤してきたが、本章で厳密に定義すると、｢イスラエルの⺠／⺠｣は聖書に描かれているユ

ダヤ人、｢ユダヤ人｣は各解釈と同時代の
．．．．．．．．

ユダヤ人とする。
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5.2. 出エジプト記全体におけるイスラエルの⺠

⼦⽜像事件に限らないヘブライ語聖書中のイスラエルの⺠の⾏動をまとめるのは本研究

の⼿に余る上に論点もぼやけるので、ここでは出エジプト記内の⺠描写について簡単にま

とめる。創世記の終盤でヨセフとともにエジプトに入ったイスラエル（ヤコブ）の子らは、

その地で子を産んで数を増やした。ヨセフのことを知らないエジプト王の世代になると、

その数は危機感を持たれるほどにまで膨れ上がった。そのため彼らには重労働が課される

ようになり、その⽣活は過酷なものとなっていた。それにもかかわらずイスラエルの⺠の

⼈⼝が増えたため、エジプト王ファラオはイスラエルの⺠に⽣まれてきた男児の殺害命令

を出す（1 章）。ここから話の中心がモーセに移るのは、本研究の第四章で述べた通りであ

る。次に⺠が登場するのは、出エジプト記 4 章の末部でモーセとアロンが指導者として⺠

の前に姿を現す時である（29 節）。その後はアロンとモーセがファラオの宮廷に行き、ファ

ラオとの交渉が始まる。最初の交渉が失敗し、ファラオが⺠の重労働をさらに厳しくする

ことにしたため、⺠はモーセとアロンに抗議する（5:20–21）。モーセがこの件について神に

相談し、神が⺠に⼟地を与えると約束をしても、⺠はそれを伝えるモーセの⾔葉を聞こう

としない（6:9）。アロンとモーセはそれからもファラオの宮廷に交渉に出向くもファラオは

⺠の解放を拒み、エジプトに⼗の災いが訪れる。それを受けてファラオはイスラエルの⺠

がエジプトから出ていくように命じ、⺠はエジプト⼈から⾦銀の器や⾐服を取り去ってい

く（12:35–36）。エジプトを出発した⺠には｢多くの雑多な群衆｣（12:38）196が加わり、その

他⺠の出⽴に関わる備えについての記述が続く。その後は過ぎ越しの祭りの規定等が語ら

れ、舞台はエジプト脱出後の葦の海に移る。海辺にてファラオとエジプトの軍隊が自分た

ちを追いかけてきたのを知った⺠は、⾃分たちをわざわざエジプトの外で殺すために連れ

だしたのかと言ってモーセに詰め寄る（14:11–12）。神の奇跡によって海が割れ、海底を歩

いて渡った⺠は、⾃分たちを追いかけてきたファラオと軍隊が溺れるのを⾒て、神とモー

セへの信頼を改めるとともに、神にささげる賛美の歌を歌う（14:31–15:18）。こうして荒れ

野を進む⺠だが、まずマラという地で飲み⽔が苦かったためにモーセに不平を⾔う（15:24）。

シンという地では、食料が少ないことに不満を訴え、自分たちをここで飢え死にさせよう

というのかと、モーセとアロンに不平を言う（16:2–3）。レフィディムという地では、飲み

水がないことでモーセに不平を言う（17:1–4）。この時⺠は、モーセを殺そうとさえしたよ

うである。19 章で一行はシナイに到着し、そこから 31 章までは十戒を含む様々な戒律・規

定について語られる。32 章で子牛像事件が起こり、33 章から出エジプト記最後の 40 章ま

では再度様々な戒律・規定が語られる。

以上に挙げた細かいエピソードは省いたおおまかな内容でも、特にエジプト脱出後の⺠

の反抗的な態度が目につく。荒れ野での暮らしが厳しいものであったのは予想がつくが、

何度もアロンとモーセに食べ物がない、飲み物がないといっては不満を述べ、そのたびに

196 第三章で取り上げた『レビ記ラッバー』27.8 などで言及されている一団である。ここか

ら、エジプトから脱出した｢⺠｣はそもそも単⼀⺠族ではないことが明らかである。
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神の奇跡によって事なきを得ている。神がイスラエルの⺠を⾒捨てないという姿勢を⽰し

ているのは理解できるが、読者はそれ以上にすぐに不平不満を述べる⺠、という印象を持

つのが自然であると思われる。このような状況では⺠が⼦⽜像事件を起こしたのもむしろ

自然な流れと受け取ることも可能なほどである。

ではこうしたイスラエルの⺠についての出エジプト記の内容を踏まえ、続いてはユダヤ

教、ギリシア･ラテン教⽗、シリア教⽗のイスラエルの⺠についての解釈を具体的に分析し

ていく。

5.3. ユダヤ教の解釈

以上のように、⼀⾒したところでは同情の余地がなさそうなこのイスラエルの⺠につい

ても、ユダヤ教の解釈には同情的、好意的なものが見受けられる。とは言うものの、これ

までの章で⾒てきたように単純に⺠の罪を認めているも多く、以下ではその内容で分類し

てユダヤ教の解釈を見ていくこととする。ここで注目するべき点は、好意的に語るにせよ

否定的に語るにせよ、⺠を⼀体視してその全体について語っているか否かである。

5.3.1. ⺠全体の罪を認める解釈

まずはある意味で素直に、⼦⽜像事件における⺠全体の罪を認めている伝承から扱う。

これには、⺠の罪を認めた上で⺠を⾮難している伝承、そして第⼆章で⼦⽜像事件の罪の

⼤きさについて論じたように、事件によって⺠にどのような結果がもたらされたのかを述

べている伝承などが含まれる。すでに他の章で引用しているものの多くは省略するが、一

部は内容を省きつつ引用する。まずは最終編纂が 3 世紀後半とされる、出エジプト記のミ

ドラッシュである『メヒルタ・デラビ・イシュマエル』から。もともとは出エジプト記 20:19

を解釈している箇所なのだが、その文脈は影響していないために該当する箇所のみを引用

する。

バホデッシュ 9：〔…〕｢次のようであったらよいのに。彼らの心がこのようで…｣（申

5:29）〔という句について〕。〔これは〕死の天使を去らせることができるなら、私はそう

するのだが〔ということを言っている〕。しかし〔実際には〕、判決は下された。ラビ･

ヨセ⽈く。イスラエルの⺠がシナイ⼭に⽴っているという状態において、その状態にお

いては死の天使が彼らを支配することはない。｢私は言った。お前たちは神々。お前たち

はみな、至高者の子ら｣（詩 82:6）と言われているように。〔しかし〕お前たちはお前た

ちの行為をだめにした〔＝子牛像事件を起こしたこと〕。〔それゆえ〕｢だが、人間のよう

にお前たちは死に、大臣たちのうちの一人のようにお前たちは倒れる｣（同 82:7）〔と言

われている〕。〔…〕197＜54＞

197 原典は Horovitz, H. S. & Rabin, I. A. (ed.), Mechilta D’Rabbi Ishmael (Hebrew) (Jerusalem:

Shalem Books, 1997)を参照。



93

ここでは申命記 5:29 を引用し、その箇所が人間に死をもたらす役割を持つ死の天使につ

いての⾔及であるとみなしている。つまり、イスラエルの⺠がシナイ⼭にいる状態（⼦⽜

像事件を起こす以前）では死の天使は彼らに手出しができなかったが、彼らが子牛像事件

を起こしたがために、普通の人間のように死ぬことになったという解釈を行っている。そ

の根拠となっているのが詩編 82:6–7 で、この前半の内容では、イスラエルの⺠は｢神々｣や

｢至高者（神）の子ら｣であると言っているのに、後半では彼らが人間のように死に、倒れ

ると記されている。この前後半の辻褄を合わせるために、ここではラビ･ヨセが、子牛像事

件のためにそのような事態になったのだという解釈を行っているのである198。子牛像事件

を起こす前のイスラエルの⺠には死の天使も影響を及ぼすことはできなかったが、事件後

にはその特権は失われてしまったという解釈である。本当に事件以前には彼らに死が訪れ

ることはなかったのかという疑問はさておき、事件によって彼らの状態が劇的に変化した、

つまりそれほど子牛像事件は重大なものであったことを述べている。そしてその自体を招

いたのは、⺠⾃らの⾏為であるということである。

アモライーム⽂献にも、イスラエルの⺠の罪により彼らに変化が⽣じたことを述べてい

る解釈が見られる。

BT、シャバット篇 88a：ラビ･シマイが釈義した。イスラエルが｢נעשה｣（na‘ase：私たち

は行います）｣を｢נשמע｣（nishma‘：私たちは聞きます）｣より先に置いた時199、60 万の

⼤天使たちが⼀⼈⼀⼈〔の⺠〕のもとへやってきた。彼らは各⾃に⼆つの王冠を結び付

けた。一つは｢נעשה｣に対応し、一つは｢נשמע｣に対応して。そしてイスラエルが罪を犯

したために、120 万の破壊の天使たちが下りてきてそれらを外した。｢イスラエルの子ら

は、ホレブ山以来、彼らの装身具を外した｣（出 33:6）と言われているように。＜55＞

ここでは、出エジプト記 24:7 に記されているように、トーラーを受け取る際の神への従

順性を評価されて与えられたはずの王冠が、子牛像の罪を犯したために取り去られてしま

ったと述べられている。その王冠とはどういったものかについてはここでは触れないが、

上に引用した『メヒルタ・デラビ・イシュマエル』に見られる解釈のように、子牛像事件

198 当然だが、詩編のこの箇所がそのような理由に基づいて書かれた可能性は限りなく低い

（極めてゼロに近い）。後世のラビたちがこの辻褄を合せるために、もしくは子牛像事件の

罪の結果を描くのに適した聖書の箇所はないかと探した結果として、このような解釈がな

されたと考えるのが自然である。
199 ｢（神は）契約の書を取って⺠の⽿に呼びかけた。彼らは⾔った。主の語ったことをす

べて、我々は行いますし、聞きます。／ ִּדֶּבר -ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשרַוִּיַּקח 
出）｢ְיהָוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע 24:7）において、神の⾔うことを聞く前に｢我々は⾏う｣と⺠が宣⾔

したという点を評価してのこと。
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によって⺠の特権の⼀つが失われてしまったと述べる解釈である。これらの特権の喪失が、

これらの解釈が生み出された時代のユダヤ人にまで引き継がれているのか否かは文面から

は定かではないが、恐らくは継続しているものと考えられる。

続いては第三章でアロンについて論じた際に引用したタナイーム期の伝承であるが、今

度は⺠に着⽬して分析を⾏う。

『スィフラ』シェミニ 1.3：｢〔モーセは〕アロンに言った。お前のために、罪の献げ物

用の子牛を一頭取れ｣（レビ 9:2）。これは次のことを教えている。モーセがアロンに言っ

た。〔…〕またお前が、自分のみが贖いを必要とするのだろうか、イスラエルも贖いを必

要としているのではないか、と言わないように。｢イスラエルの子らに、罪の献げ物用に

雄ヤギを取れと言え〔そして全焼の献げ物用に傷のない一歳の子牛と子羊を取れ、と続

く〕｣（レビ 9:3）と言われているのだ。なぜアロンよりも多くのものを持って行くべき

とイスラエルは思ったのか。そこでモーセは彼らに言った。お前たちの手には、最初と

最後がある。お前たちの手にある最初とは、｢彼らは雄ヤギを殺した200｣（創 37:31）とい

うことで、お前たちの手にある最後とは、｢彼らは自分たちのために子牛の像を作った｣

（出 32:8）ということである。雄ヤギを持ってきて雄ヤギの事件について罪を贖え。子

牛を持ってきて子牛の事件について罪を贖え。＜33＞

前半部でアロンの赦しについて述べているのはすでに述べたが、後半部はイスラエルの

⺠の罪の赦しについてである。アロンには罪の献げ物として⼦⽜⼀頭を捧げることが定め

られているが、⺠全体についてはレビ記 9:3 にて子牛と子羊に加えて雄ヤギを捧げるよう定

められている。これは創世記でイスラエルの子ら（ここでは文字通り、イスラエル＝ヤコ

ブの子ら）が自分たちの兄弟であるヨセフを奴隷として売ったのを隠すために、ヨセフの

服に雄ヤギの血をつけて彼が獣に食い殺されたように見せかけたことに由来している。ま

ずイスラエルの⺠はその雄ヤギにまつわる罪を贖った後に、⼦⽜像にまつわる罪を贖う必

要があるという解釈である。⺠は罪を犯したがその罪はこうした儀式によって赦されると

いう、タナイームの解釈の典型と言えるだろう。こういった主にタナイーム期の解釈では、

⺠の⼦⽜像事件の罪は認めるもののその罪はすでに赦されているため、これらの解釈と同

時代を生きるユダヤ人はその責任を負わないと暗に宣言されているのと同意だと考えて差

し支えないであろう。『スィフラ』ではこの箇所に続いて、以下の伝承が残されている。

シェミニ 1.4：｢そして和解の献げ物用に雄牛と雄羊を〔取れ〕｣（レビ 9:4）。これは違反

が二種類〔の動物〕に似ていることによる。｢彼らは自分たちのために子牛の鋳像を作っ

た｣（出 32:8）と言われているように。そして以下で｢彼らは彼らの栄光を、草を食む雄

200 創世記にて、ヤコブにヨセフが死んだと思わせるために、ヨセフの兄たちが雄ヤギを殺

してその血をヨセフの服につけた話の一部。
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牛の姿に変えた｣（詩 106:20）と言っている。雄牛が来て、雄牛の罪を贖うだろう。子牛

が来て、子牛の罪を贖うだろう。主はお前たちの苦しみを贖いたいと思っているという

ことを知れ。〔…〕＜56＞

レビ記 9:4 の解釈がこの箇所のメインテーマである。ここでは献げ物として雄牛と雄羊

という二つの動物が規定されているが、その理由は出エジプト記 32:8 と詩編 106:20 の記述

に基づくとされる。出エジプト記 32:8 では、子牛像事件について｢子牛｣という単語が用い

られているが、同じく子牛像事件を述べているはずの詩編 106:20 では、｢子牛｣ではなく｢雄

牛｣という単語が使われている201。そのため、子牛像事件の罪を贖うために、子牛と雄牛の

⼆種類が必要とされるのである。さらに、神⾃らが⺠の苦しみを贖いたいと思っていると

いうように、⺠の罪⾃体は認めるものの、⺠にとっては好意的な解釈と取られることも可

能であろう。

以上、⺠を⼀体視してその罪を認める解釈を取り上げて論じてきた。これまでに他の章

で見てきた解釈と同様、タナイーム期の伝承には彼らの罪を認めた上でその罪は赦された

とみなすものが見られ、アモライーム期においてもその罪を否定しない解釈が残されてい

る。なるべくこれまでに扱ったものとの重複を避けたために、他の章で違う観点から論じ

たものを含めて直接的な解釈は取り上げていないが、ユダヤ教の解釈だからと⾔って⺠を

擁護する解釈一辺倒なわけではないということが確認された。子牛像事件によってイスラ

エルの⺠から剥奪された各種の特権は、これらの解釈が生み出された当時のユダヤ人に対

しても奪われたままであろう。しかしながら、当時のユダヤ人はもう子牛像事件の責を負

わないとでも宣言するかのような解釈からは、この問題をすでに解決済みのものとして片

付けたいという思惑が見て取れると言っても過言ではないだろう。

5.3.2. ⺠全体を擁護する解釈

続いては、より明⽩に⺠の罪を軽減する、ないしはその責任を擁護する意図で残された

と考えられる解釈を取り上げる。まずは Mandelbaum が、子牛像事件の罪を認めるタナイー

ム期の伝承としては例外とみなす202以下の『トセフタ』の伝承から。

キプリーム篇 5.14：〔…〕どこでそれ〔懺悔の言葉〕を言うのか。祈りの後である。聖櫃

の前を通る者は四つ目の祈りの際に。ラビ･メイール曰く。その者は七つの祈りを祈り、

懺悔で終える。賢者たちが曰く。その者は七つの祈りを祈る。そしてもし懺悔で終わり

たいのなら、終わればよい。そして罪の詳細を述べる必要がある。｢ああ、この⺠は⼤き

201 本研究 2.2.2.で前後の節を含めた原文を載せているが、同 106:19 では｢雄牛｣ではなく｢子

牛｣の語が使われている。少なくともこのシェミニ 1.4 の解釈では、その点についての言及

はない。
202 Mandelbaum, op. cit., p. 222.
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な罪を犯しました。彼らは自分たちのために金の神々を作ったのです。…｣（出 32:31）

と言われているように。だが主はこう言った。誰がお前たちに、お前たちが金の神々を

作るようになることを引き起こしたのか。私だ。私がお前たちに金を多く与えた203。＜

57＞

一連の祈りの中でどこに懺悔の言葉を入れるべきかという問題について論じている箇所

だが、その文脈は本研究にとって重要な箇所とはあまり関係ない。懺悔を述べる際には罪

の詳細を述べる必要があると述べられ、その例として子牛像事件におけるモーセの懺悔が

続いている。しかしそれに続いて、神が自分の言葉で、⺠が⾦の⼦⽜を作るに⾄ったのは

自分が彼らに多くの金を与えたからだと述べている。つまり、子牛像事件の原因は自分に

あると神が⾃ら認めているのである。従って、イスラエルの⺠を含め事件の当事者にその

責任はないと暗に述べていると言える解釈である。

続いてはアロンについて論じた際にも取り上げた伝承であるが、アロンと同時に⺠の責

任も否定したいという意図が見て取れる。

『レビ記ラッバー』27.8：｢雄牛、または羊｣（レビ 22:27）の句の解釈について。｢彼ら

の悪意でもって、彼らは王を喜ばせるだろう｣（ホセ 8:3）を用いて解釈する。なぜ雄牛

をすべての犠牲の最初とするのか。〔…〕同様に、世界の諸国はイスラエルを数え上げて

彼らに言う。｢お前たちは子牛を作ったではないか｣と。ほむべき聖なる方はそのことを

調べ、そこに実体を見出さなかった。そのため、雄牛はすべての犠牲の最初となったの

である。〔それゆえ〕｢雄牛、または羊、山羊｣（レビ 22:27）なのである204。ラビ･フナと

ラビ･イディがラビ･シュムエル･ベン･ナフマンの名において〔曰く〕。｢イスラエルはそ

の⾏為〔＝⼦⽜像の作製〕から救われていた。もしイスラエルの⺠が⼦⽜を作っていた

ら、〔アロンは〕彼らに対して｢これらが私たちの神だ、イスラエルよ｣と言っていただろ

う。そうではなく、イスラエルとともにエジプトから上ってきた異邦人たち、｢そして多

くの雑多な群衆も彼らと上ってきた｣（出 12:38）〔にて述べられている雑多な群衆〕、彼

らが子牛を作ったのである。彼らが彼らを数え上げ、彼らに対して｢これらがお前の神々

だ、イスラエルよ｣（同 32:4, 8）と言ったのだ。〔…〕＜38＞

まず中盤で｢イスラエルはその行為から救われていた｣と結論を述べてから、｢これがお前

の神だ、イスラエルよ｣（出 32:4, 8）という発言の主を根拠に挙げて説明を加えている。結

局のところ、子牛像を作ったのは出エジプト記 12:38 でイスラエルの一団に加わったとされ

203 本引用の後半部は、写本ごとの異読が特に大きい箇所である。本章で論じる内容につい

てはそのいずれの読み方に従うとしても大差ないために、Zuckermandel 版に従っている。

その他の写本の異読については、資料の項で詳しく論じる。
204 少なくともこの箇所では、｢子牛｣と｢雄牛｣は同義で用いられている。
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る｢多くの雑多な群衆｣とされており、⺠の責任は間接的に否定されている205。

このように具体的な聖書の記述などに基づいて⺠の責任を否定する解釈もあれば、以前

にも引用した次の BT の解釈のように、抽象的に⺠の責任を否定する解釈も存在する。

BT、ベラホット篇 32a：〔…〕ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。〔ここまでの議論は〕ここ

から引き出せる。｢ディ･ザハブ〔＝地名〕｣（申 1:1）。｢ディ･ザハブ（ָזָהב ve-di：ְוִדי zahav）」

とはどういうことか。ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。モーセはほむべき聖なるお方の前

でこう言った。世界の主よ、彼らが「もういい（ַדי：dai）」と言うまであなたが彼らに、

イスラエルに与えた銀と金（ָזָהב：zahav）のために、彼らが子牛を作るということを引

き起こした。＜44＞

解釈の論理は先に引用した 4.3.3 で解説したのでここでは省くが、モーセが子牛像事件の

責任が神にあると言って直接神を非難している。だからといってアロンやイスラエルの⺠

に責任がないと断言しているわけではないが、その両者の責任よりも神の責任に焦点が当

てられている解釈である。

次の解釈もモーセについての解釈を論じる中ですでに引用したものであるが、ここでは

⺠の側に焦点を当てて分析を⾏う。

BT、シャバット篇 89a：〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ曰く。｢⺠はモーセが山か

ら下りてくるのが遅れているのを見た（ ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה-ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ）｣（出 32:1）と書かれて

いることの意味は何か。｢遅れている（ֹבֵׁשׁש：voshesh）｣ではなく、｢六〔時間目〕が来た

（ ֵׁשׁשאּו בָ  ：va’u shesh）｣と読め。モーセは高い所に上った時、彼は彼らイスラエルに言

った。｢四十日の終わり、六時間目の初めに私は来る｣。四十日の終わりにサタンが来て、

世界を混乱させた。彼は彼らに言った。｢お前たちの師であるモーセはどこか｣。彼らは彼

に言った。｢高い所に上った｣。彼は彼らに言った。｢六時間目は過ぎた｣。しかし彼らは彼

に注意を払わなかった。〔サタンは言った〕｢彼は死んだ｣。しかし彼らは彼に注意を払わ

205 厳密に考えると、｢これがお前の神々だ、イスラエルよ｣という発言の主である不特定三

人称複数が｢多くの雑多な群衆｣だとしても、アロンではなく彼らが子牛像を作ったという

証明にはならない。そして、⼦⽜像に献げ物を捧げたり飲み⾷い戯れたりした⺠の責任が

なくなることはないはずである。出エジプト記 32:4 では明確にアロンが子牛像を作ったと

述べられており、少なくともこちらの問題を解決しなければ子牛像を作った主体について

は何も言えないはずではある。『レビ記ラッバー』27.8 では出エジプト記 32:4, 8 の記述のみ

に基づいた解釈が行われており、そこから引用していない箇所にまで話を敷衍させている。

これは一般的にユダヤ教の聖書解釈によく見られる手法であり、本研究ではそういった解

釈自体が有効かどうかは問題にしていない。どのような目的に向かって解釈を行っている

か、そしてその背景にはどのような意図があるのかという点が重要なのである。
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なかった。彼は彼らにモーセの寝台の映像を見せた。したがって彼らはアロンに言った。

｢〔エジプトの国から我々を導き上った〕人モーセについて〔彼に何があったのかを私た

ちは知っていないのだから〕｣（同）〔…〕＜43＞

出エジプト記 32:1 では｢｢⺠はモーセが山から下りてくるのが遅れているのを見た｣、た

めにそのままアロンのもとに集まったわけであるが、この伝承はその聖書の冒頭の文言に

解釈を加えている。つまり、モーセはただ単純に遅れていたわけではなく、モーセが自分

で定めた期日を過ぎても下りて来なかったという解釈を導き出している。それに加えて、

サタンが現れて｢世界を混乱させ｣、⺠にモーセが死んだと思わせたということである。そ

ういった背景があった上で、⺠はアロンのもとに集まってモーセがどうなったかわからな

いと⾔ったと、聖書本⽂に接続している。⺠がモーセの遅れを不安に思ったのは、モーセ

が自ら設定した期日が過ぎたからであり、なおかつサタンが彼らをだましたからという、

⺠にとって同情的とも⾔える解釈がなされている。だからと⾔って彼らが⼦⽜像を求めた

ことを正当化しているわけではなさそうだが、⺠を擁護する解釈であるのは間違いない。

以上で⾒てきた⺠を擁護する傾向のある解釈としては、抽象的に神が⾃分の責任を認め

たりモーセがその責任を責めたりする一方で、具体的に聖書の文言を使って彼らの責任を

軽減しようとするものも見られる。これらの解釈では、5.3.1 で扱った解釈と同様⺠を⼀体

視した上で擁護している。続いては、⺠の中にも⾮難されるべき者と擁護されるべき者が

いるという解釈を見ていく。

5.3.3. ⺠を区別する解釈

以上で取り上げてきた解釈は、基本的に⺠を⼀枚岩と⾒てその全体を⾮難、ないしは擁

護していると⾔えるものであった。本節では⺠の中に区分を設けてその責任を検討してい

る解釈を取り上げる。まずは時代順に、第二神殿時代の文献から引用する。

フィロン『モーセの生涯』II：161：その行為の話は以下の通り。モーセが山に登って行

き、そこで神と緊密に語り合っていた時、不安定な性質の者たちが、彼の不在を好機と

考え、自省なく不敬な習慣に走った。権威が終局したかのように。そして自ら存在する

者に抱いていた敬意を忘れ、エジプトの神話の熱狂的な愛好者となった。162：それから、

あの国で最も神聖視されている動物を真似て金の雄牛を形作り、犠牲ではない犠牲を捧

げ、聖歌隊ではない聖歌隊を立ち上げ、まさに葬儀の歌である讃美歌を歌い、強い飲み

物に満たされ、ワインと愚かさの二重の酩酊に征服された。そして〔…〕167：彼〔モー

セ〕は宿営地の直中に到着し、群衆の突然の背教と妄想に驚愕した。それは彼らがその

ために交換した真実との非常に強力な対比をなしていたのである。彼はその時、その悪

影響がすべての者に広がってはいなかったこと、そして心が健全で悪への憎しみの気持

ちを心に抱いていた者たちが幾人かいることに気付いた。それゆえ、そのような行為を
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見て不快になった者たち、罪を犯したが悔い改めた者たちから救い難い者たちを分離す

ることを願って、彼は宣言した。〔…〕

前半部分（161–162）はすでに引用したが、ここで初めて引用する 167 では、⺠の中にも

二種類の者がいたことが説明されている。そして、そのような一連の事件を見て不快に思

った者たちと罪を犯したがすでに悔い改めた者たちを、罪を犯した｢救い難い者たち｣から

分離しようとモーセは画策するのである。⺠を⼀枚岩として⾒てその責任の有無を論じる

のではなく、⺠の中には責任のある者とない者の両方が混在していたという解釈である。

『ユダヤ古代誌』II.5：95：モーセがヘブル人にあらかじめ通告してから再度シナイ山に

登ったのは、このような事情の下であった。登攀は人びとの見ている前で行われた。と

ころが、ヘブル人は時がたつにつれて――彼が人びとと別れてからすでに四〇日過ぎて

いた――、モーセの身の上に何かが起こったのではないかと危惧した。そしてとりわけ、

モーセに万一のことがあったら、と考えて慄然とせざるを得なかった。96：人びとの間

では意見が分かれて対立が生じた。ある人たちは、彼がすでに野獣の餌食になったのだ

と言った。この意見に賛成したのは主に彼に好感をもっていない連中であった。またあ

る人たちは、すでに神のもとへ呼び戻されたのだと主張した。97：しかし、両者の意見

に個人的には同調しなかったもっと分別のある人たちはこう考えた。すなわち、もし彼

が野獣に食い殺されたとしても、それはよくある人間的な事件にすぎないし、また、も

し彼が神のもとへ呼び戻されたとしても、それは彼が生来もっていた徳のためで、大い

にありうることだと考えて平静さを失うことはなかった。

このヨセフスの著作もすでに引用したが、96 以降に着⽬してみると、⺠の中には対⽴が

生じていたことが見て取れる。そもそもこの『ユダヤ古代誌』の中では子牛像事件が起き

ておらず、その帰結としてのモーセによる⽯板の破壊もレビ⼈による⺠の殺害も描かれて

いない。しかしそれでいて、敢えてモーセがシナイ⼭に上っている間に⺠の間に対⽴が⽣

じていたと記すのは、ヨセフスの念頭に⼦⽜像事件があって、そこから⼀部の⺠には問題

があったという意識がはたらいていたためであるという可能性は否定できない。

『聖書古代誌』12：2：彼が⼭にいる間、⺠の⼼は堕落した。彼らはアロンのもとに集ま

って⾔った。｢私たちが仕えることができるよう、他の⺠族も持っているのと同様に、神々

を私たちのために造ってください。なぜなら、モーセを通して私たちの面前で驚くべき

業が行われましたが、あのモーセは私たちから奪われてしまったからです｣。そこでアロ

ンは彼らに言った。〔…〕3：彼はこう語ったが、彼らは聞き入れなかった。〔…〕7：そ

して彼〔モーセ〕は⽴ち上がって⼦⽜を砕き、それを⽔に投げ⼊れ、⺠に飲ませた。⼦

牛が造られるよう自分の意思で望んだ者がいたなら、その者の舌は切り落とされた。だ
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が、恐怖でやむを得ず同意した者がいたなら、その者の顔は輝いた。

この『聖書古代誌』についても、前半はすでに引用したが、7 節以降には本章にとって

興味深いことが記されている。モーセが⼦⽜像を破壊し、その粉を⽔に⼊れてその⽔を⺠

に飲ませたのは聖書の記述通りだが、その結果、自らの意志で子牛像を求めた者の舌は切

り落とされ、恐怖心からその行為に同意した者の顔は輝いたとされている。こういった結

果はこの『聖書古代誌』独自の解釈である。聖書では子牛像の粉が入った水を飲んだ者が

どうなったかについては書かれていないが、本研究の 2.3.2.で引用した BT、ヨーマ篇 66b

に残されている伝承によれば、｢〔子牛像を〕心の中で喜んだ者は水腫で〔殺された〕｣と

のことである。このようにして⽔を飲ませるという⾏為から連想される、⺠数記 5 章の姦

淫の疑いのある妻の判定法では、実際に姦淫を行った場合には水を飲んだ者の腹が膨らむ

とされている（27 節）。BT に⾒られる解釈はこの⺠数記の内容に沿っていると考えられる

が、舌が切り落とされる、顔が輝くという解釈は、この『聖書古代誌』以前の解釈には見

つからない206。これは著者である偽フィロンと呼ばれるユダヤ人が自ら考えた解釈という

よりは、当時は流布していたが現在では失われてしまった（口伝）律法の一部という可能

性の方が高いであろう。以下でまた述べるが、シリア教父の解釈にも類似の伝承が現れる。

以上で論じてきた第二神殿時代の文献では、子牛像事件を直接論じるフィロンと『聖書

古代誌』も、直接論じないヨセフスも、⺠を区別しているという点では⼀致している。主

にユダヤ人以外の読者を想定していたヨセフスは、そもそも子牛像事件については言及し

ていないため、⺠の中に対⽴が⽣じたと書いたところでユダヤ人全体の評判を落とすよう

な深刻な問題と見られることはないと予想していたのであろう。同じく非ユダヤ人に向け

て『モーセの生涯』を著したフィロンにとっては、モーセの評判を高めることが第一の目

的であり、本研究 3.3.1.でも論じたように、本書ではアロンについても擁護の姿勢を示して

いる。そういった擁護するべき存在以外に、⾮難すべき悪者として⼀部の⺠にその責任を

負わせたという可能性は十分にあるであろう。一部の者を明確に断罪することで、擁護す

るべき存在の無実をよりはっきりと示すことができるのだと考えられる。その一方でユダ

ヤ⼈相⼿に執筆されたと考えられる『聖書古代誌』でも、⼀部の⺠を断罪するとともにそ

れ以外の⺠を擁護するということは、⾃分たちユダヤ⼈の先祖の悪⾏を清算して受け⼊れ

るために必要な措置だったのではないだろうか。

彼らの同時代からそれ以降の時代にあたるタナイーム期の解釈には、このように⺠を分

断して考えるという姿勢は（管見の限りでは）見出せなかった。タナイーム期のラビたち

にとっては、子牛像事件の罪は罪として認めた上でそれはすでに赦されたのだという見方

が支配的だったのであって、非ラビ的な解釈伝承においては、早い段階から罪を犯した者

206 ちなみに、編纂自体は『聖書古代誌』より後の時代だがその当時口伝律法として流布し

ていたと考えられるミシュナの規定にも、そのような内容は見出せない（主にこの姦淫の

疑いのある妻の判定法について論じているソーター篇参照）。
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とそうでない者を分ける見方が存在していたことを示す一つの証左となる可能性がある。

続いて、タナイーム期に続くアモライーム期の文献である『雅歌ラッバー』207に見られ

る解釈を引用する。

4.9：〔…〕『〔…〕あなたの首飾りの一部でもって〔あなたは私の心を奪い去る〕』（雅 4:9）

〔という聖書の句について〕。これは諸部族の中で最も地位の高いモーセのことを言って

いるのである。次のように言う者たちもいる。荒れ野の世代の女性たちは高潔であった。

人々が例の事件〔子牛像事件〕に及んだ時に、女性たちは毅然としてよく考え、子牛像

の件のために自分たちの耳輪は一つも差し出さなかった。そして、自分たちが男性たち

に対して禁じられていると〔いう戒律を〕耳にした〔＝男女の交わりに関する諸規定を

知った〕時、彼女らはすぐに自分たちの扉を閉めたのだ〔＝男性との交わりを絶った〕。

〔…〕208＜58＞

6.4：〔…〕『私の愛しい人よ、あなたはティルツァ209のように美しい。』（同 6:4）〔という

聖書の句について〕。これはティルアン210の女性たちのことである。ラビ曰く。ティルア

ンの女性は高潔であった。彼女らは毅然として抵抗し、子牛像の件のために自分たちの

耳輪は一つも差し出さなかった。〔…〕＜59＞

これらの二つの伝承では、文脈はさておき子牛像事件の際の女性たちを称賛している。

彼女らは子牛像のために自分たちの耳輪は差し出さなかったとされているが、それは根拠

のない解釈ではない。この『雅歌ラッバー』には直接書かれていないが、出エジプト記 32

章では、アロンが⺠に「あなたたちの妻、息子、娘らの耳にある金の耳輪をはずし、わた

しのところに持って来い」（2 節）と⾔っているように、アロンのもとに集まった⺠に彼ら

の｢妻、息子、娘ら｣の耳輪を持ってくるよう求めているのである。それにもかかわらず、

207 ヘブライ語聖書の雅歌のミドラッシュで、BT と同年代の 6 世紀半ばにパレスチナの地

で創作されたと考えられている。その特徴としては、雅歌を神とイスラエルの関係の比喩

だと解釈していることが挙げられる。年代決定も含めてこの文献については、Herr, Moshe

David, “Song of Songs Rabbah”, EJ2nd, vol. 19, pp. 20; Strack & Stemberger, op. cit., p. 315; 阿部,

op. cit., p. 8 を参照。
208 原典は Bar Ilan’s Judaic Library ver. 20、英訳は Simon, Maurice (tr.), Midrash Rabbah: Song of

Songs (London & New York: The Soncino Press, 1983)を参照。
209 オムリ王のサマリア遷都までの間のイスラエル王国の首都。
210 地名だと考えられているが詳細は不明であるとともに、膨大な量のユダヤ教文献におい

てもこの引用箇所における二例以外の使用例は確認されていない。イスラエル国ヘブライ

語アカデミーが提供している歴史辞書のためのデータベース｢マアガリーム｣

（http://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx：2015 年 11 月 19 日最終閲覧）を参

照。Simon はティルツァとの音の類似からこの語が選ばれたのではないかと考えている

（Simon, op. cit.）
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続く箇所では｢すべての⺠は、彼らの耳にある金の耳輪を外し、アロンのところに持って来

た｣とあり、｢妻、息子、娘ら｣の耳輪とは書かれていない211。ここから、女性たちが耳輪を

差し出すことを拒んだために、男性たちが自分たちの耳輪をアロンに差し出したのだとい

う解釈が導き出される212。つまり、これまでに⾒てきたような⺠の中に区分を設けて善し

悪しを判断する解釈に似て、⺠の中の男性は⼦⽜像のために耳輪を差し出したが女性は拒

んだ、としているのである。

以上で見てきたように、ユダヤ教の解釈においては、子牛像事件におけるイスラエルの

⺠全体の責任を指摘するだけではなく、その責任を軽減し、⺠、イスラエルを擁護しよう

としていると考えられる伝承も同じように存在している。この両極端にふれる多様性はユ

ダヤ教の聖書解釈の特徴の⼀つと⾔えるだろう。また、⺠を⼀体視してその問題の有無を

論じるのみならず、⺠の中にも⼦⽜像事件に積極的に関わった者とそうでない者といった

区分を設けている解釈も⾒られる。この三番⽬の⺠を区別する解釈が、第二神殿時代の文

献とアモライーム文献には見られる一方で、タナイーム文献には見られないというのは興

味深い点である。第二神殿の崩壊からエルサレム追放という事態を受け、（ユダヤ教史上何

度目かの）ユダヤ教崩壊の危機に直面したタナイーム期のラビたちは、ユダヤ教共同体の

外部よりも内部の問題に大きな関心があったものと考えられる。つまり、ユダヤ教外から

の子牛像事件を用いた攻撃に対抗するよりも、ユダヤ教内部の信仰の問題として子牛像事

件をどのように位置づけるかのほうが重要だったのである。その結果、Mandelbaum も指摘

するように、子牛像事件は｢罪と赦しの古典的物語｣という地位を与えられたのである213。

その後アモライーム期に入って解釈の幅が広がるとともに、（タナイーム期からも始まって

はいたのであろうが）キリスト教を中心とした外部からの攻撃が盛んになるにつれ、護教

的な聖書解釈が増えてイスラエルの⺠の擁護の仕⽅にも多様性が増していったのだと考え

られる。ユダヤ教の解釈については簡単ではあるがここまでとして、続いてはキリスト教

の解釈に移る。

211 ヘブライ語では動詞、および名詞の所有者を示す接尾辞ともども、男性複数形と女性複

数形の区別は存在するが、男女が混合した複数形ではいずれも男性複数形が用いられる。

そのため、｢⺠が〜した｣や｢彼ら／彼⼥らの〜｣という表現からは、女性のみではない、男

性のみか男女混在の複数人という情報しか得られない。そのため出エジプト記 32 章の内容

についても、アロンのもとに集まった⺠や⽿輪を外した｢すべての⺠｣の中には⼥性が含ま

れていたとみなして、この『雅歌ラッバー』の解釈を無効にすることも理屈の上では可能

である。しかしこの解釈では、アロンのもとに集まった⺠も⽿輪を外した｢すべての⺠｣も

みな男性のみであるとみなし、男性が耳輪を外すことになったのは女性が拒んだためであ

るという解釈を導き出している以上、本研究ではその前提に基づいて分析を行う。
212 この解釈の流れを明示している伝承としては、例えば先にも触れた『タンフーマ』、キ・

ティッサ 19 が挙げられる。
213 Mandelbaum, op. cit., p. 207.
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5.4. ギリシア･ラテン教父

ギリシア・ラテン教⽗の解釈としては、イスラエルの⺠、ユダヤ⼈をとにかくこき下ろ

すものが目立っている。そのすべてを取り上げていてはきりがないため、ここでは対象年

代をシリア教父文献の年代である 4 世紀以前と以後で分け、まずはキリスト教誕生期から 3

世紀までの初期キリスト教文献およびギリシア・ラテン教父の解釈を取り上げる。

5.4.1. 初期キリスト教〜3世紀

まず新約聖書に残されている解釈として、すでに取り上げたコリントの信徒への手紙一

を再度取り上げる。

コリントの信徒への手紙一 10 章：5：しかし、彼らの中の大多数は、神のみこころにか

なわなかったので、荒野で滅ぼされてしまった。6：これらの出来事は、わたしたちに対

する警告であって、彼らが悪をむさぼったように、わたしたちも悪をむさぼることのな

いためなのである。7：だから、彼らの中のある者たちのように、偶像礼拝者になっては

ならない。すなわち、「⺠は座して飲み⾷いをし、また⽴って踊り戯れた」と書いてある。

8：また、ある者たちがしたように、わたしたちは不品行をしてはならない。不品行をし

たため倒された者が、一日に二万三千人もあった〔…〕

偶像崇拝の罪についてはすでに論じたが、ここでは｢彼らの中の大多数｣や｢彼らの中のあ

る者たち｣といった表現に着⽬すると、荒れ野にいたイスラエルの⺠のすべてが問題であっ

たわけではないという意向が⾒て取れる（とは⾔うものの、⼀部の⺠には問題がなかった

ことを指摘しているというよりは、イスラエルの⺠の⼀部は確実に問題があったのである

からその例に従ってはならないという警告と受け取る方が自然であろう）。しかしながら、

同じ新約聖書の使徒言行録においては、｢先祖たちはこの人〔モーセ〕に従おうとせず、彼

を退け、エジプトをなつかしく思い、アロンに言いました…｣(7:39–40)や｢彼らが和解雄牛の

像を造った｣(7:41)というように、荒れ野にいたイスラエルの⺠をひとまとめにして問題視し

ている。新約聖書も、ヘブライ語聖書ほどではないにせよその内容が書物全体として一貫

しているとは決して言えないので、このように異なる見解が出てくるのは当然であるが、

少なくとも⼀部のイスラエルの⺠については問題点を指摘しない態度を取っているのは興

味深い。

少し時代が下がって、イエスの弟子であった使徒たちの弟子世代の残した著作に入る。

この時代の文献に見られるイスラエルの⺠と⾦の⼦⽜像事件を結び付けた解釈としては、

以下のものが有名である。

『バルナバの手紙』4 章：6：それだから、あなたがたは理解しなければならない。しか

しさらに、わたしは次のことを、あなたがたの一人として、また特にあなたがたすべて
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をわたしの生命以上に愛しているものとして、あなたがたにお願いする、今は自分自身

に気をつけていなさい、そしてあなたがたの罪を倍加し、契約はわたしたちのものであ

ると同様に、彼ら〔ユダヤ人〕のものでもあると言ったりして、ある種の人々と同じく

ならないようにしなさい。7：契約はわたしたちのものなのである。ところが彼らは、モ

ーセがすでに契約を受け取った後に、結局次のようにそれを失ったのである。すなわち

聖書は言っている、｢そしてモーセは山にいて、四十日四十夜断食をし、主より契約を受

け取った、それは主の手の指で書かれた石の板であった｣。8：ところが彼らは、モーセ

がすでに契約を受け取った後に、結局次のようにそれを失ったのである。イスラエルの

⺠はモーセが契約を受け取った後に偶像に向かったのでそれを失った。すなわち主はこ

う言っておられる、｢モーセよ、モーセよ、急いで下りなさい、あなたがエジプトの地か

ら導き出したあなたの⺠が、悪いことをしている｣。そしてモーセはそれを知って、彼の

手にあった二枚の板を投げうった。それで彼らの契約は、こなごなに砕かれた、それは

わたしたちの心の中に、愛された人イエスの〔契約〕が、彼を信ずる信仰の希望にもと

づいて封じ込まれんがためであった。

同 14 章：1：しかり。しかしわたしたちは、彼が⽗祖たちに対しこの⺠に与えると誓っ

たところの契約〔が存るかどうか〕、彼が本当に与えられたかどうか、を見てみよう、ま

た調べてみよう。彼は本当にそれを与えられた。ところが彼らが、自分たちの罪のため

それを受け取るに相応しくなかったのである。2：すなわち予言者〔ママ〕は言っている、

「そしてモーセはシナイ⼭で、⺠のため主の契約を受け取ろうと、四⼗⽇四⼗夜断⾷し

ていた。そしてモーセは主より、霊において主の手の指で書き記された、二枚の板を受

け取った｣。そこでそれを受け取ったモーセは。⺠にそれを与えるため運び下した。3：

すると主がモーセに言われた、｢『モーセよ、モーセよ、急いで下りなさい、あなたがエ

ジプトの地から導き出したあなたの⺠が、悪いことをしたからだ』。そこでモーセは、彼

らが再び自分たちのために鋳造したもの〔偶像〕を作ったことを、さとった。それで両

手からあの板を投げ出した。すると主の契約の板は、こなごなに砕けた｣。4：モーセは

それを受け取ったのに、彼らがそれにふさわしくなかったのである。〔…〕214

この『バルナバの手紙』は、130 年頃に恐らくエジプトのアレクサンドリア周辺で著さ

れたと考えられており、古代世界においてはパウロの同行者であったバルナバがその著者

だとみなされていた。現在ではその説は否定され、真の著者はユダヤ人キリスト教徒かユ

214 本文は、三小田敏雄｢バルナバの手紙｣（解説・訳）『東海大学紀要文学部』第 7 号 (1965)、

pp. 51–71 に基づく。成立年代や執筆場所については、三小田, op. cit.以外にも、佐竹（70〜

140 年）、Treat (70~190 年 or 135 年以前)らの説も参考にした（佐竹明「バルナバの手紙」『使

徒教父文書』荒井献編、講談社文芸文庫、1998 年、pp. 41–81, 457–460; Treat, Jay Curry,

“Barnabas,” The Anchor Bible Dictionary, (ed.) Neusner, Jacob & Avery-Peck, A. J., vol. 1, pp.

610–615）。
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ダヤ教の伝承に詳しい異邦人だと考えられている215。この文献は強烈な反ユダヤ主義の論

調に満たされており216、それはこの引用部からも明らかであろう。4 章ではまず、神との契

約はユダヤ人とのものではなく、自分たちキリスト教徒とのものであると述べられている。

もともと契約はモーセを通してユダヤ人に与えられたのだが、モーセが神から契約を受け

取った後になって彼らが偶像、つまり金の子牛像に傾倒したため、モーセがその契約の板

を破壊して彼らは契約を失ったというのである。14 章はその内容を繰り返している。モー

セは神から契約を与えられたのだが、イスラエルの⺠が⼦⽜像を作ったためにその契約の

板は破壊されたとのことである。つまり、彼らは神との契約にふさわしくなかったとまと

められている。そしてこの『バルナバの手紙』における子牛像事件解釈において重要なの

は、イスラエルの⺠との間で破棄された契約が、イエスによって｢新しい⺠｣（5.7）に与え

られたという点である。つまり、イスラエルの⺠／ユダヤ⼈は⼦⽜像事件によって神との

契約を失い、その契約はイエスによってキリスト教徒に与えられたというのが、この文献

の持つメッセージ（の一つ）なのである217。

『バルナバの手紙』は、4 世紀に作製されたとされるシナイ・コーデックス218に含まれ

ていたことから、当時のエジプト周辺のキリスト教社会では、新約聖書の正典かそれに準

じる地位にあったものと考えられている219。そのため後世への影響も大きく、具体的には

特にユスティヌス（100 頃〜165 頃）への影響が指摘されている220。そのような影響力の大

きな⽂献に、このような⼦⽜像事件によりイスラエルの⺠が契約を失ったという解釈が残

215 三小田, op. cit.、佐竹, op. cit.、浅野淳博「『使徒教父文書』に見るユダヤ教からの教会分

離」『CISMOR ユダヤ学会議』5 (2011)、pp. 40–53 らの一致した見解による。
216 柴田有『教父ユスティノス：キリスト教哲学の源流』勁草書房、2006 年、p. 99。
217 アウグスティヌス以前では｢最も偉大で最も影響力のあった｣教父と目されているオリ

ゲネス（185 頃〜251 頃）も、子牛像事件には直接言及しないものの、子牛像事件でモーセ

が石板を破壊したことを引き合いに出し、この最初の契約よりも次にモーセがシナイ山に

上った時に神から授かった二枚目の契約のほうがより堅固であるという解釈を残している。

『創世記講話』9.1：〔…〕モーセは文字で書かれた一枚目の法の石板を破壊して投げ捨てた。

彼は魂における二つ目の法を受け取った。その二つ目の言葉は一つ目のそれよりも堅固な

のである〔…〕。先に引用したオリゲネスの評価や生涯、思想については、Trigg, Joseph W.,

Origen (London & New York: Routledge, 1998)を参照。『創世記講話』については、翻訳は Heine,

Ronald E. (tr.), Origen: Homilies on Genesis and Exodus (Washington, D.C.: The Catholic

University of America Press, 2002)を参照。
218 聖書の成立当初、その文章は巻物の形態であったために聖書の個々の書物ごとに別々の

巻物で保管されていた。しかし紀元 1 世紀に発明されたとされるこのコーデックス（冊子

本）形態により、複数の書物を一つのコーデックスで保管することが可能になり、全体と

しての聖書の持つ意味合いが高まったと考えられている（Sommer, Benjamin D., Jewish

Concepts of Scripture (New York: New York University Press, 2012), p. 7）。
219 佐竹, op. cit.、Treat, op. cit.。
220 柴田, op. cit., p. 99。
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されていたことで、後世のキリスト教における子牛像事件解釈、そしてユダヤ人観に一定

の方向性が見出されたのは間違いないであろう。

では、そのユスティノスの解釈では、子牛像事件におけるイスラエルの⺠はどのように

解釈されているのであろうか。ユスティノスは｢2 世紀で最大のキリスト教護教論者｣221と評

され、｢哲学者にして殉教者｣222という肩書を持つ、当時のキリスト教にとっては最重要人

物の一人である223。彼が架空の存在である｢ユダヤ人トリュフォン｣との論争的対話を行っ

た記録という体の著書、『ユダヤ人トリュフォンとの対話』には、以下のような解釈が残さ

れている。

20.4：同じように、神はモーセによってお前たちが清くなく、有害で、間違ったものを

避けるよう命じた。お前たちが荒れ野でマナを食べ、神によってお前たちのためになさ

れた全ての驚くべき業を目にしていた時でも、お前たちは金の子牛を作り、それを崇拝

し始めた。その結果、正しくも神は大声で叫ばれた。｢愚かな子供たちよ、あの者たちに

は全く信仰がない｣。224

ユスティノスのトリュフォンに向けての言葉の中で、神が子牛像事件のためにイスラエ

ルの⺠を｢愚か｣だと⾔って⾮難している。ここで神が発⾔の主体となっている点は後に補

遺で取り上げるとして、⼦⽜像事件を⺠の愚かさに結び付けている。

こういった解釈は他にも多数挙げることができるのだが、以上の『バルナバの手紙』と

『ユダヤ人トリュフォンとの対話』はその中でも代表的なものと言えよう。すなわち、イ

スラエルの⺠は⼦⽜像事件のために神との契約を失った愚かな存在という解釈である。そ

して、新約聖書の⼀部では⺠は問題のある者とない者に分けて考えることも可能であるが、

それ以外の解釈ではみな⺠を⼀体視して⾮難している。ローマ帝国におけるキリスト教公

認（313 年）以前は特にキリスト教によるユダヤ教への攻撃が盛んであり、子牛像事件解釈

においてもその傾向が見てとれるということである。

221 Rokeah, David, Justin Martyr and the Jews (Leiden: Brill, 2002), p. ix.
222 柴田, op. cit., p. 5。
223 パレスチナ地方の出身で、現在のトルコのエフェソスで回心（132 年以前）、ローマで当

時唯一のキリスト教学校を開いた。著作はギリシア語で著し、ヘブライ語の知識もさした

るものではなかったようである。聖書については七十人訳に依拠していた。多数の著作を

著したようだが、現存するのは『第一弁明』、『第二弁明』、『ユダヤ人トリュフォンとの対

話』の三作のみ。それらには『バルナバの手紙』との多くの類似点が認められる。柴田, op.

cit.参照。
224 英訳は、Williams, A. Lukyn (tr.), Justin Martyr the Dialogue with Trypho (London: The

Macmillan Co., 1930)を参照。
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5.4.2. 4世紀以降

続いては、本研究が対象とするシリア教父と同時代のギリシア･ラテン教父の解釈を取り

上げる。まず 4 世紀にアレクサンドリアの司教であったアタナシオス225も、子牛像事件を

引き合いに出してユダヤ人の愚かさを説明している。

『セラピオンへの手紙』16：〔…〕しかし、彼らの愚かさは奇妙なことではない。なぜな

ら、この意見を持つ彼らの父祖たちは、荒れ野で、エジプトを去ってすぐに、子牛を作

ってそれに神に由来する贈り物を帰属させ、｢これらがお前の神々だ｣と言ったのだ。〔…〕

226

先に引用したユスティノスの解釈と同様、アタナシオスもユダヤ人の愚かさを子牛像事

件に絡めて非難している。その他では、例えばすでに何度か引用しているニュッサのグレ

ゴリウスも、モーセとの対⽐の中で⺠を⾮難している。

『モーセの生涯』1：57. 〔…〕人々はその恵みを拒み、法の授与者に心を向ける代わり

に、偶像崇拝の反旗を翻すのである。58. モーセは〔…〕そして、四十日四十夜の間、

暗⿊のもとでかの永遠の⽣命に与って、⾃然本性それ⾃⾝を越えた境位に留まったので

ある。だがまさにそのとき、イスラエルの⺠は保護者の⽬から離れた子供のように、節

度なき衝動に駆られて放埓へと陥れられた。そして、彼らは一群となってアロンに逆ら

い、偶像崇拝に自分たちを先導するよう祭司に詰め寄るのであった。59. 偶像が金を材

料にして造られたとき、彼らは自分たちの不敬虔に酔いしれ歓喜した。しかるに、モー

セはそのとき既に彼らのいたところに降り来たり、神から受け取った石板を粉々に砕い

たのである。それは、彼らが神の与えた恵みに心して与ろうとしなかったので、その過

ち・罪に相応しい罰を蒙らんがためであった。

ここに描かれている子牛像事件の罪、アロンとモーセの振舞いについてはすでに分析を

⾏った。残りの登場⼈物である⺠については、区別することなくその全体を⾮難している

と考えられる。具体的には、モーセが不在ゆえに｢保護者の目から離れた子供のように｣な

り、｢放埓｣へ陥り、｢不敬虔に酔いしれた｣とのことである。グレゴリオスが人間の完成形

とみなすモーセを引き⽴てるためとはいえ、⺠に対してはかなり⾟辣な態度と⾔えよう。

彼が活動していた小アジアはローマ帝国の領土内とは言え、比較的パレスチナに近いこと

もあり、キリスト教の興隆著しい 4 世紀になっても彼にとっては対ユダヤ人の問題が比較

的大きな比重を占めていたということではないだろうか。

225 彼の生涯や思想については、Anatolios, Khaled, Athanasius (London & NY: Routledge, 2004)

を参照。
226 英訳は Bori, op. cit., p. 30 を参照。
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4 世紀後半にアンティオキアを中心に活動したヨアンネス･クリュソストモスも、ユダヤ

⼈について論じる際には、⼦⽜像事件に絡めてイスラエルの⺠を⾟辣に攻撃している。

『ユダヤ人反駁講話』2275.4：〔…〕それはユダヤ人が非常に横柄で頑強であったためで

ある。彼らは神が彼らのために行ったことをただちに忘れ、その優しさを悪魔に帰して、

神の祝福がそれらから来たと考えた。彼らがエジプトから脱出する際に彼らのために海

が割れた時でさえも、そしてその他の素晴らしい出来事が彼らに生じた時にも、彼らは

それらの奇跡を起こした神を忘れ、その奇跡は神ではない者に帰させた。というのも、

彼らはアロンにこう言った。｢我々のために我々の指導者となる神々を作れ｣。〔…〕

同 6.2：〔…〕海水が割れた後、岩石がばらばらになった後、荒れ野で非常に多くの奇跡

が為された後に、お前たちは子牛像を崇拝したのではなかったか。〔…〕

同 6.4.：〔…〕神は今、ユダヤ人たちのキリストに対する激しい怒りのために、きわめて

腹を立てている。それは彼らが子牛像を崇拝した時に腹を立てた以上に、である。〔…〕

228

それぞれの引用箇所で文脈は異なるが、ユダヤ人は神に様々な奇跡を起こしてもらった

にもかかわらず、それを忘れて子牛像を求めたと言ってクリュソストモスは非難している。

そしてそれを踏まえて、神はその時以上にユダヤ人のイエスに対する振舞いに対して腹を

立てていると述べる。クリュソストモスにとっては、ユダヤ人がこれまでに起こした一番

大きな問題は｢イエス殺し｣であったのかもしれないが、それに準じるものとして子牛像事

件を挙げていると考えられる。彼の記述からは、神に多くの面で助けてもらいながらも裏

切るという、ユダヤ人の忘恩という側面が強調されているように感じられる。

以上のように、ギリシア･ラテン教父たちは様々な属性を事件におけるイスラエルの⺠に

当てはめて彼らを非難しており、彼らを擁護するようなものは見つけられていない。そし

てコリントの信徒への⼿紙⼀を除き、みなイスラエルの⺠を⼀枚岩のようにみなしてそれ

を非難している。『バルナバの手紙』に見られるように、（少なくともギリシア･ラテン教父

の）キリスト教においては⼦⽜像事件におけるイスラエルの⺠についてはある種の定型と

して理解されるようになった可能性が高い。多くの教父にとっては対ユダヤ人問題は徐々

に喫緊の課題ではなくなり、それよりもいわゆる｢アレイオス派｣やグノーシス主義、マル

キオン派やその他多くのキリスト教会内の抗争の方が大きな問題となっていたはずである。

それゆえ彼らのユダヤ人観をわざわざ子牛像事件にまで遡って更新する必要はなくなった

のであろう。この時代の教父の著作において、子牛像事件に限らずユダヤ人についての定

型表現が見られるのは、こうした理由によるところも大きいであろう。続いては、キリス

227 386 年のアンティオキアの司教就任以後に著されたと考えられている。
228 英訳は Harkins, Paul W. (tr.), Saint John Chrysostom: Discourses against Judaizing Christians

(Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 1979)を参照。
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ト教が多数派ではなく同じ少数派としてユダヤ人としのぎを削っていたと考えられる、シ

リアでの教父の解釈を見ていく。

5.5. シリア教父

一般的に、アフラハトはユダヤ人に対して｢比較的穏やかな態度｣229を取っていると言わ

れ、エフライムは、常にと言っていいほどその｢反ユダヤ的｣な言辞に言及される。では具

体的に、⼦⽜像事件におけるイスラエルの⺠についてこの両者はどのような解釈を⾏って

いるのだろうか。

5.5.1. アフラハトの解釈

これまでに扱ったものも含め、イスラエルの⺠という⾯に着⽬しながらアフラハトの解

釈を取り上げる。

『論証』8.9：〔…〕彼の⺠の⽬にはモーセは神のようにみなされていたのだ。ここから

洞察せよ、我が友よ。モーセが彼らを残して山に登った時、彼らは｢我々はこの、我々を

エジプトの地から導き出したモーセに何が起こったのかわからないのだ｣（出 32:1）と言

った。だから彼らは自分たちのために子牛像を作り、それを崇拝した。そしてモーセを

通じて力強い手と高く上げた腕で彼らをエジプトから導き上った神のことを忘れたのだ。

そのために、神はモーセを尊重してその墓の場所を知らしめなかったのだ。もし墓が知

れ渡れば、彼の⺠が道を外れて⾃分たちのために図像を作り、それを崇拝して犠牲を捧

げるかもしれないからである。〔…〕＜49＞

先にも触れたように、アフラハトは⺠の⽬に神のようだったモーセがいなくなったため、

⺠は神のことを忘れたと述べている。これはエフライムの解釈にあるように、モーセがい

なくなったために⺠の⼼の中にあった悪が露⾒したというような⺠への批判とも取れるが、

考えようによっては、モーセの存在が余りに⼤きかったため、その不在により⺠が⼦⽜像

を求めたのは仕方がないことだったと読むこともできる。恐らくは⺠への批判であるが、

多義性を残した解釈とも言えよう。モーセを持ち上げるための解釈であるとも考えられる

が、例えばニュッサのグレゴリオスのように⺠をとことんこき下ろすというような姿勢は

⾒受けられない。この解釈のみからでは、⺠の中に区分を設けているかどうかはわからな

いが、『論証』の中では全般的に⺠を⼀体視していると考えられる。特にイスラエルの⺠に

着目した解釈としては他に見いだしにくいため、続いてはエフライムの解釈に移る。

229 Hayman, A. P., “The Image of the Jew in the Syriac Anti-Jewish Polemical Literature,” “To See
Ourselves as Others See Us”: Christians, Jews, “Others” in Late Antiquity, (ed.) Neusner, Jacob &
Frerichs, Ernest S. (Chico: Scholars Press, 1985), pp. 423–441, p. 424.
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5.5.2. エフライムの解釈

⺠に焦点を当てていると⾔える解釈は多いため、まずは単純に⺠を⾮難していると考え

られる解釈から取り上げる。

『ディアテッサロン註解』2307.13：〔…〕エリヤは律法について敵対していたわけではな

く、律法が法を制定した者の敵であるわけでもないのだ。エリヤは律法の弱さが何であ

るかを知っており、従って律法に関しては病人のように振舞うことはしなかった。律法

は、律法を制定した者の意志を知っていた。そしてその意志に従って施行し拘束した。

エリヤは穢れたカラスから食物を得たかもしれないが、それにもかかわらず彼は彼が神

の口から受け取った全てを守った。しかし彼らの父祖たちは、荒れ野で清い岩の口から

飲むためのものを受け取ったにもかかわらず、彼らが神の口から受け取ったものを守ろ

うとしなかった。エリヤは穢れたカラスによって清い食物を与えられている間に、清い

神性によって霊的に維持された。だが、彼らの父祖たちの場合は、彼らの身体が天使達

の食物によって養われていたにもかかわらず、彼らの魂は子牛の崇拝へと導かれた。231＜

60＞

ここでは、預言者エリヤを称賛する一方で堕落して子牛像に導かれたユダヤ人の父祖で

あるイスラエルの⺠が対⽐されている。⺠を⼀体視してその全体を⾮難している解釈と⾔

えよう。そしてこれまでにも引⽤したが、イスラエルの⺠を⼀枚岩のように見て非難する

解釈としては、以下のものが挙げられる。

『我らが主についての説教』17：〔…〕彼らが〔神を〕恐れるようにと、苦いしるしが〔紅〕

海まで〔イスラエルに〕ついてまわった。そして砂漠で〔イスラエルを〕囲っていた祝

福された驚異の業は弱まり、彼らは〔モーセと〕和解しようとした。しかし信仰の不足

のために〔イスラエルは〕もろい言い訳でもって〔それらのしるしを〕拒絶した。「我々

230 タティアノス（2 世紀）が著した、新約聖書の四福音書を一冊にまとめた書物である『デ

ィアテッサロン』についての註解。タティアノスは｢アッシリアの地｣に生まれ、ローマで

改宗してユスティノスの弟子になるも、172 年に異端の認定を受ける。『ディアテッサロン』

は元の形態や原語は不明で（恐らくは原語はシリア語）、2 世紀頃からエデッサの教会で使

われ始めた。5 世紀に他のものに置き換えられるまで、シリア教会においては唯一の福音書

として使われていた。タティアノスや『ディアテッサロン』については、Drijvers, Han, “Syrian

Christianity and Judaism,” The Jews among Pagans and Christians, (London & New York:

Routledge, 1992), pp. 124-146 や、McCarthy, Carmel, Saint Ephrem’s Commentary on Tatian’s

Diatessaron (Oxford: Oxford University Press, 1993. rep. 2000)などを参照。
231 原典は Leloir, Louis, Saint Éphrem: Commentaire de l’Évangile Concordant Texte Syriaque

(Manuscrit Chester Beatty 709) Folios Additionnels (Leuven: Peeters Pressm 1990)、英訳は

McCarthy, op. cit.を参照。
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を連れ出したモーセについて、我々は彼に何が起こったのかわからないのだ」（出 32:1）。

彼らは自分たちについてきた勝利について、それ以上よく考えなかった。彼らはモーセ

が近くにいないということを見ただけだった。そしてそれゆえ、それを好都合な言い訳

として、彼らはエジプトの異教崇拝に向けて進むことができた。従って、しばらくの間

モーセは彼らからは見えなくなった。そして彼らとともに子牛が見られるようになり、

その結果彼らが心の中で密かに崇拝していたものを公然と崇拝することができた。＜51

＞

⺠はもともと⼼の中で⼦⽜像を崇拝していたのだが、モーセが彼らの間から⾒えなくな

ったために、それが表に出てきたという解釈である。⺠はすべてそのような傾向を持って

いたと読める内容である。

同 18：彼らの異教崇拝が隠れ家から公の場へと出てきたとき、彼らを覆っていた聖なる

雲の下でその異教崇拝が抑えられなくなった者たちへ公然と罰を与えようと、モーセも

隠れ家から公の場に出てきた。神はその群れから 40 日の間その群れの羊飼いを取り去っ

た。その群れがしっかりと、毎回喜んでその群れに牧草を与える子牛を神として信頼し

ていることを示すようにと。その群れは自分たちの羊飼いとして、草を食べることすら

できない子牛をつくったのだ。彼らの中に恐怖を引き起こすモーセは、彼らから取り去

られた。モーセの恐怖が彼らの心の中で静めていた偶像崇拝が、彼らの口から大声を上

げるようにと。そして彼らは大声を上げた。「我々に、我々を導く神々を作れ」（出 32:1）。

＜52＞

こちらも同様に、イスラエルの⺠が⼼の中に秘めて持っていた偶像崇拝が、彼らに恐怖

を与えるモーセが取り去られたために外側に出てきたという解釈である。モーセが⺠にと

って恐怖の対象であったという内容はすでに考察したが、こちらも⺠はすべて⾮難の対象

になっていると考えられる。

同 43：このイスラエルの子を注意して見守れ。その不正はイスラエルの不正のようであ

る。異教崇拝はこの⺠族の精神に隠れていたからだ。モーセが彼らから取り去られたの

はこのためだった。彼らの中にある悪が姿を表すようにと。しかし、自分たち自身の名

誉を汚さぬために、そして自分たちが偶像に頼っているということを知らしめないため

に、彼らはまずモーセを探した。それから偶像を探したのである。＜53＞

こちらは⺠をより悪く描いている解釈と⾔えよう。彼らの中に悪が潜んでいたというの

は前の箇所から一貫して続く前提だが、彼らはカモフラージュのためにまずいなくなった

モーセを探してから偶像を探したと⾔われているように、⺠の邪悪さがよりはっきりと描
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かれている。

それではエフライムは常にイスラエルの⺠を⾔い訳のできないように⾮難しているのか

と言えば、そう単純な話でもない。

『出エジプト記註解』32.8：〔…〕すべての⺠が⽿飾りを渡したのだとしても、その⼀部

には恐怖から差し出した者もいただろう。恐怖を抱いて子牛のための祭壇を建てたアロ

ンのように。〔…〕＜61＞

ここに⾒られるのは、⺠のすべてが⾃ら進んで⼦⽜像を望んだのではなく、⼀部の⺠は

恐怖から⾦の⽿輪を差し出したという解釈である。上に⾒てきた解釈とは異なり、⺠の中

にも同情すべき者がいたという、ユダヤ教伝承によく見られる伝承をエフライムが利用し

ているのである。また、以下の解釈も⺠を区別していると考えられる。

『我らが主についての説教』6：〔…〕モーセは子牛を粉々にし、それを試しの水の中に

入れて彼らに飲ませた。その結果、子牛を崇拝するために生きていた者たちはみなそれ

を飲んで死んだ。〔…〕レビの子らは公けに復讐者となった。（モーセは）復讐者たちが

容易に復讐できるように、違反者たちにしるしをつけた。子牛を含んだ飲み物は子牛へ

の愛が宿る者の中に入り、その者たちに明確な印を残した。その結果、抜き放たれた剣

が彼らを切り倒せるだろう。（モーセは）試しの水を子牛と姦淫していたシナゴーグに与

えた。その結果、姦婦のしるしがその上に現れるだろう。ここから、試しの水を飲む女

性についての法が出てきた。その結果、姦婦の上に現れたしるしにおいて、シナゴーグ

は子牛との姦淫を思い出し、畏れとともに他（の姦淫）から守られ、後悔とともに最初

の姦淫を思い出すだろう。〔…〕＜29＞

この解釈によれば、子牛像の粉が入った水を飲んだ者のうち、子牛と姦淫していた者に

は｢しるし｣があらわれたとのことである。具体的な結果は異なるが、5.3.3.で引用した『聖

書古代誌』と同様、⽔を飲んだ⺠の結果が記されている貴重な解釈だと⾔える。『聖書古代

誌』の解釈と異なるのは、問題のある⺠に｢しるし｣が出たと述べるのみで、問題のない⺠

については⾔及がないことである。つまりこの解釈には、問題のある⺠とない⺠を区別す

るというよりは、⼀部の⺠には確実に問題があるということを強調する意図が隠れている

と言うことができるのではないだろうか。その意味では、コリントの信徒への手紙一に見

られる解釈との類似性も指摘できる。

以上のように、エフライムは基本的には⺠の多くが⾮難されるべき存在であるという解

釈を⽰していると⾔えるが、⼀部の⺠には同情的な逃げ道を⽤意していると⾔うこともで

きる。特に説教ではイスラエルの⺠を⾮難する傾向が強いと⾔えるが、学問的な聖書註解

においてはある意味で中⽴的な姿勢を⽰している⼀⽅で、⼀般⺠衆相⼿の説教では意図的
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にイスラエルの⺠／ユダヤ⼈の問題点を指摘し、彼らへの攻撃を強めているという可能性

が指摘できる。いずれにせよ、ユダヤ人に対して｢比較的穏やか｣なアフラハトと、ユダヤ

教に対して厳しい表現を多用するエフライムという構図は、子牛像事件におけるイスラエ

ルの⺠についても適応できることが確認された。それでいて、エフライム⾃⾝の理解にお

いては必ずしもイスラエルの⺠⾮難⼀辺倒ではなく、ユダヤ教伝承を利⽤したかどうかは

定かではないものの、ユダヤ教にとって同情的ないしは中立的な聖書理解が見て取れる。

5.6. 小括

本章では、⾦の⼦⽜像事件におけるイスラエルの⺠についての解釈を、ユダヤ教、ギリ

シア･ラテン教父、シリア教父の三者において分析してきた。まずユダヤ教においては、聖

書の記述通り⺠を⾮難する伝承、事件の背景を読み取ったり聖書の記述を読み換えたりし

て⺠を擁護する伝承、そして⺠を⾮難するべき⺠と擁護するべき⺠に区別する伝承の三種

類が見て取れた。このような多様性に富んだ聖書解釈はユダヤ教の特徴の一つと言えるが、

時代によっては解釈の傾向が一方向に定まる傾向も指摘することができ、ユダヤ人共同体

の置かれていた歴史的状況により解釈も変化する可能性が確認された。イスラエルの⺠⾮

難一色と言っても問題のない、初期キリスト教からギリシア･ラテン教父の解釈においては、

初期キリスト教の時代に一定の図式が確立され、後の教父はその図式に従った定型的な解

釈を行うという傾向が指摘できる。教父たちの内部事情としても、ユダヤ人について論じ

る以上に重要な問題が彼らの眼前に控えていたのだと考えられる。最後にシリア教父とし

ては、ことさらにイスラエルの⺠を⾮難するような解釈は、エフライムの説教に代表され

るように、⼀般⺠衆を相⼿にした時の修辞の⼀種という可能性が指摘できる。それでいて

彼らの聖書理解としては、必ずしもユダヤ人に対して攻撃的ではなかったと言うこともで

きるだろう。
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第六章：子牛像事件におけるサタン

6.1. 序言

本章では子牛像事件におけるサタン232について論じるのだが、一読して明らかなように、

出エジプト記 32 章のどこにもサタンについての記述はない。ではなぜここでサタンについ

て論じる必要があるのかという疑問が生じるのが当然だが、まずはすでに何度か取り上げ

た、以下のタルムードに残されている伝承を見てみよう。

BT、シャバット篇 89a：〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ曰く。｢⺠はモーセが山

から下りてくるのが遅れているのを見た（ ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה-ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי ）｣（出 32:1）と書かれ

ていることの意味は何か。｢遅れている（ֹבֵׁשׁש：voshesh）｣ではなく、｢6〔時間目〕が来

た（ ֵׁשׁשאּו בָ  ：va’u shesh）｣と読め。モーセは高い所に上った時、彼は彼らイスラエルに

言った。｢40 日の終わり、6 時間目の初めに私は来る｣。40 日の終わりにサタンが来て、

世界を混乱させた。彼は彼らに言った。｢お前たちの師であるモーセはどこか｣。彼らは

彼に言った。｢高い所に上った｣。彼は彼らに言った。｢6 時間目は過ぎた｣。しかし彼ら

は彼に注意を払わなかった。〔サタンは言った〕｢彼は死んだ｣。しかし彼らは彼に注意を

払わなかった。彼は彼らにモーセの寝台のイメージを見せた。したがって彼らはアロン

に言った。｢〔エジプトの国から我々を導き上った〕人モーセについて〔彼に何があった

のかを私たちは知っていないのだから〕｣〔…〕＜43＞

これはサタンが神のもとへ赴きトーラー（律法）はどこかと尋ねる場面に続く箇所では

あるが、その文脈がどれほど関連しているかは定かではない。なおサタンがトーラーの居

所を尋ねる場面に続いては、シナイ山上でのモーセと神の対話について述べられ、サタン

については言及されなくなる。従って、文脈上サタンが登場するのはわかるとしても、そ

れが子牛像事件に絡めて語られる必然性は見つからない。そこで本章では、子牛像事件の

解釈にサタンが登場することの意味とその背景について考察を加える。結論を先取りする

と、エフライムの著作にこのように子牛像事件とサタンを絡める解釈があり、この BT の伝

承とエフライムの解釈を軸に、両者の背景を分析していく。

しかしながら、4 世紀頃のサタン像を論じるためには、その前提となるユダヤ教とキリ

スト教のサタン像について論じる必要がある。本章では前半にまず、本研究が対象とする

BT までのユダヤ教文献におけるサタン像をキリスト教文献との比較の中から明らかにし、

232 以下｢サタン｣という語は基本的に括弧をつけずに用いるが、これはヘブライ語・アラム

語では｢S-T-N ( נ-ט-ס/ש )の音で表記される語｣、ギリシア語など他の言語では｢SATAN もし

くはそれと類似の綴りで転写される語｣以上の意味を持たないものとする。
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しかる後に子牛像事件解釈におけるサタンについて分析を行うこととする。なお、サタン

についてはマニ教やゾロアスター教などのユダヤ教とキリスト教の枠外からの影響も考え

らるが、本章前半ではあくまでもユダヤ教とキリスト教の枠内でのサタン像の変遷に限定

して論を進め、それを受けた後半ではそういったサタン像が子牛像事件の解釈においてど

のように描かれているか、そしてそこに見られる両者の関係性について分析を行うものと

する。

6.2. ヘブライ語聖書におけるサタンの用例

現代社会においては｢悪魔｣や｢神の敵対者｣、｢人間に害を為す者｣というイメージで安易

に語られがちなサタンであるが、その起源がヘブライ語聖書にあるということは、比較的

よく知られているように思われる。しかしながら、ヘブライ語聖書に描かれているサタン

が、本当にそのような安易なイメージで語られうるような存在なのであろうか。実のとこ

ろ、現在一般的であると言える｢サタン｣＝｢悪魔｣のイメージは新約聖書に基づくキリスト

教によって確立されたと言って間違いない。まずはそれを確認するために、ヘブライ語聖

書におけるサタンの用例を具体的に見ていく。辞書や先行研究に従うと、ヘブライ語聖書

中のサタンは動詞と名詞の二つに分類される。なお、本研究ではヘブライ語聖書における

サタンの新しい意味や訳語を見出すことを主な目的とはしていないため、基本的に先行研

究233に従う立場を取る。

6.2.1. 動詞

動詞としてサタンの語が使われているのは、詩編で 5 回とゼカリヤ書で 1 回の計 6 回で

ある234。該当箇所の訳語を｢サタンする｣として、各箇所を引用する。

詩編 38：20.わたしの敵は強大になり／わたしを憎む者らは偽りを重ね 21.善意に悪意

をもってこたえます。わたしは彼らの幸いを願うのに／彼らはわたしをサタンする

＜のです。＜62（ִיְׂשְטנּוִני）

同 71:13：わたしの魂にサタンする者（ֹׂשְטֵני）が／恥に落とされ、滅ぼされますように。

わたしが災いに遭うことを求める者が／嘲りと辱めに包まれますように。＜63＞

233 サタン像全般についての先行研究としては、主に Hamilton, Victor P., “Satan”, The Anchor

Bible Dictionary, vol. 5, pp. 985–989; Rabinowitz, L. Isaac, “Satan”, EJ2nd, vol. 18, pp. 72–73;
Brown, Derek R., “The Devil in the Details: A Study of Research on Satan in Biblical Studies”,
Currents in Biblical Research 9(2), 2011, pp. 200–227; De La Torre, Miguel A, & Hernandez, Albert,

The Quest for the Historical Satan (Minneapolis: Fortress Press, 2011)を参照した。これら以外に

も様々な側面からのサタン研究がなされているが、それらについてはその都度言及してい

く。
234 使用回数の最終確認は Even-Shoshan, op. cit.によって行った。
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同 109:4：愛しても私にサタンし（ִיְׂשְטנּוִני）／わたしが祈りをささげても＜64＞

同 109:20：わたしをサタンする者（ֹׂשְטַני）に対して／わたしの魂をさいなもうと語る者

に対して／主はこのように報いられる。＜65＞

同 109:29：わたしをサタンする者（ׂשֹוְטַני）は辱めを衣とし／恥を上着としてまとうでし

ょう。＜66＞

ゼカリヤ書 3：1.主は、主の御使いの前に立つ大祭司ヨシュアと、その右に立って彼をサ

タンしよう（ ְֹלִׂשְטנו）としているサタンをわたしに示された。2.主〔の御使い〕はサタン

に言った。「主はお前を責められる。サタンよ。エルサレムを選ばれた主はお前を責めら

れる。ここにあるのは火の中から取り出された燃えさしではないか。」＜67＞

ゼカリヤ書では名詞としてのサタンも出てくるがひとまずここではそれは置いておくと

して、各種翻訳や辞書では｢サタンする｣は｢敵対する｣や｢敵意を抱く｣、“act as adversary”、

特にゼカリヤ書では｢訴える｣などと解釈されている。もとより動詞として現れる以上固有

名詞ではないことは当然だが、 ｢サタンする者｣が神と人類の敵や悪魔という意味ではない

ことは明らかである。

6.2.2. 名詞（定冠詞なし）

定冠詞のつかない名詞として用いられるサタンは、ヘブライ語聖書中に 10 回現れる。ま

ずは異邦人の預言者であるバラムが、モアブの王バラクの求めに応じてイスラエルを呪う

ために出発する場面から。ここでもサタンは｢サタン｣と訳出しておく。

⺠数記 22:22：ところが、彼〔バラム〕が出発すると、神の怒りが燃え上がった。主の御

使いは彼にとってのサタン（ְלָׂשָטן）となって、道に立ちふさがった。バラムはろばに乗

り、二人の若者を従えていた。＜68＞

同 22:32：主の御使いは言った。「なぜ、このろばを三度も打ったのか。見よ、あなたは

わたしに向かって道を進み、危険だったから、わたしはサタン（ְלָׂשָטן）として出て来た

のだ。＜69＞

この二箇所のサタンは｢妨げる者｣などと訳されることが多く、｢サタン｣と訳しても意味

は通らないように見える。なにより、この文脈で神の使いが神の敵となるのは無理がある。

神の使いでもなれるような状態、できるような行動がサタンということになる。続いては
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主に戦争中という文脈でのサタンある。

サムエル記上 29:4：だが、ペリシテの武将たちはいらだってアキシュに言った。「この男

〔ダビデ〕は帰らせるべきだ。彼をもともと配置した所に戻せ。我々と共に戦いに向か

わせるな。戦いの最中に私たちにとってのサタン（ְלָׂשָטן）となってはならない。この男

が元の主人に再び迎え入れられるには、ここにいる兵士たちの首を差し出すだけで十分

ではないか。＜70＞

サムエル記下 19:23：だがダビデは言った。「ツェルヤの息子たちよ、ほうっておいてく

れ。お前たちは今日わたしにとってのサタン（ְלָׂשָטן）となるつもりか。今日、イスラエ

ル人が死刑にされてよいものだろうか。今日わたしがイスラエルの王であることを、わ

たし自身が知らないと思うのか。」＜71＞

列王記上 5:18：今や、わたしの神、主は周囲の者たちからわたしを守って、安らぎを与

えてくださり、サタン（ָׂשָטן）も、災いをもたらす者もいません。＜72＞

同 11:14：こうして主は、ソロモンにとってのサタン（ָׂשָטן）としてエドム人ハダドを起

こされた。彼はエドムの王家の血筋を引く者であった。＜73＞

同 11：23.また神は、ソロモンにとってのサタン（ָׂשָטן）としてエルヤダの子レゾンを起

こされた。彼は、自分の主君ツォバの王ハダドエゼルを捨てて逃亡し、〔…〕25.レゾン

は、ソロモンの存命中、絶えずイスラエルにとってのサタン（ָׂשָטן）であり、ハダドの

ように災いをもたらし、イスラエルを憎んだ。彼はまたアラムをも支配下に置いた。＜

74＞

詩編 109:6：彼に対して悪人を置き／彼の右にはサタン（ָׂשָטן）が立つでしょう。＜75＞

これらのサタンは｢敵対者｣、”adversary”などと解釈されることが多い。いずれにせよ、

主にダビデも含めた戦時中の敵陣営の人物の比喩として用いられていることからも、悪魔

という超人間的存在と考えるのは難しい。先に引⽤した⺠数記の神の使いの例とあわせて

考えても、神の使いでも普通の人間でもサタンにはなれるのである。

以下は同じく定冠詞なしの名詞だが、そのまま｢サタン｣と訳されるのが一般的である。

歴代誌上 21:1：サタン（ָׂשָטן）がイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数える

ようにダビデを誘った。＜76＞
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七十人訳ではこのサタンは“διάβολος”と訳されており、この語は“Devil”、すなわち悪魔

の語源となっている。このサタンは登場が唐突なこともあり、どういった存在なのかは研

究者の間でも見解が一致しているとは言えない状況であるが、いずれにせよ判断材料は乏

しく、本稿では各種現代語訳のようにただなんらかの存在である｢サタン｣として保留して

おく以上のことはできない。

6.2.3. 名詞（定冠詞付き）

定冠詞付きのサタンの用例はヨブ記とゼカリヤ書に集中しており、これらのサタンはみ

なそのまま｢サタン｣と訳されるのが通例である。

ヨブ記 1：6.ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタン（ַהָּׂשָטן：以下すべて同様）

も来た。7.主はサタンに言われた。「お前はどこから来た。」「地上を巡回しておりました。

ほうぼうを歩きまわっていました」とサタンは答えた。8.主はサタンに言われた。〔…〕

9.サタンは答えた。〔…〕12.主はサタンに言われた。〔…〕サタンは主のもとから出て行

った。＜77＞

同 2：1.またある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタン（ַהָּׂשָטן：以下すべて同様）

も来て、主の前に進み出た。2.主はサタンに言われた。「お前はどこから来た。」「地上を

巡回しておりました。ほうぼうを歩きまわっていました」とサタンは答えた。3.主はサ

タンに言われた。〔…〕4.サタンは答えた。〔…〕6.主はサタンに言われた。〔…〕7.サタ

ンは主の前から出て行った。〔…〕＜78＞

ゼカリヤ書 3：1.主は、主の御使いの前に立つ大祭司ヨシュアと、その右に立って彼をサ

タンしようとしているサタン（ַהָּׂשָטן：以下すべて同様）をわたしに示された。2.主〔の

御使い〕はサタンに言った。「主はお前を責められる。サタンよ。エルサレムを選ばれた

主はお前を責められる。ここにあるのは火の中から取り出された燃えさしではないか。」

＜79＞

ヨブ記のサタンは神の使いの一人とされ、その意味で超人間的存在ではあるが、神と敵

対するどころかその陣営の一員であることが聖書本文中で語られている。このサタンはヨ

ブの家族を殺害したり、ヨブの財産を奪ったり病に罹らせたりと、事情を知らない人間に

とってはまさに悪魔の所業と捉えられても仕方がないと思われるほどであるが、それらは

みな神の了承のもとに行われたことなのである。このサタンを一般名詞と考えるか固有名

詞と考えるかは難しいところであるが、いずれにしても、神や人間に敵対する存在とみな

すのは困難であろう。

以上がヘブライ語聖書に現れるサタンであるが、先行研究でも繰り返し述べられている

ように、それはあくまでも｢妨害者｣や｢敵対者｣と解釈するのが妥当な箇所がほとんどであ
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り235、サタンという名前そのもので呼ばれるのが通例となっている数少ない箇所でも、そ

れらは決して悪魔や神の敵対者ではなく、むしろ神の使いであり神の許可を得た上で行動

している。つまり、ヘブライ語聖書の中に現在流布している悪魔的な意味での｢サタン｣を

見つけるのは困難であり、むしろそういったサタン像をヘブライ語聖書中に見出そうとす

る行為自体に否定的になるべきだと言えよう236。さらに、少なくともヨブ記を除けば、神

にとっても人間にとってもサタンはさほど重要な存在ではないと考えても差支えないだろ

う。

6.3. 第⼆神殿時代〜キリスト教誕⽣期

続いて、ヘブライ語聖書に続く第二神殿時代からキリスト教の誕生に至るまでの文献の

中から、特にヘブライ語聖書偽典と新約聖書におけるサタン像を概観してゆく。なお、特

に聖書偽典においては、サタンと同一視されるマステマやサマエル、ベリアルといった存

在が数多く描かれているが、本稿では基本的にサタンという名称の存在のみに言及を留め

る237。また、各文書について現在までにある程度受け入れられている説に従って成立年代

などに言及していくが、雑多な文書群を聖書偽典の名のもとに一つの文書群として扱って

いることはあらかじめ断っておく。

6.3.1. ヘブライ語聖書偽典

｢偽典｣とは、本来はその著者ではない偽りの著者の名前を冠している文書のことを指す。

ただし文書成立当時からその書名で呼ばれていたというよりは、様々な写本や言語で伝承

されていく過程で、通称として名付けられたもののほうが多いようである。それらの文書

235 Hamilton は、文脈に応じて“adversary”や“slanderer”の意味を加えた“accuser”という解釈を

提案している(op. cit., p. 986)。
236 Brown は｢ヘブライ語聖書のどの個所も『直接的に』後世のキリスト教神学のサタンには

言及していない｣と述べている（op. cit., p. 203）。また当然のことながら、聖書のそれぞれの

書物の成立した年代も背景も異なる以上、聖書内でのサタン像の変遷も考慮に入れるべき

であるが、議論が本研究では不要なほどに細かくなりすぎるために本稿では割愛する。
237 むしろ、各種辞書や先行研究がこれらの存在を（一見無批判に）サタンと同一視して論

を進めるという態度に疑問を呈したい。もちろん各一次文献の記述に従えばそれらの役割

はほぼ近いものといえるのだろうが、例えばサタンとサマエルが近い箇所に別々に登場す

るような例もある以上（ヨベル書 10 章など）、それらは別々の意味、ないしは存在と考え

るべきであろう。もちろん、それらの用語を同義で用いている文献もあるであろう。それ

らについては個々の文献ごとにそれらの用語の性質を分析するべきである。本稿は、サタ

ンとその他の類似の存在との関係などについてはともかく、いわゆる｢悪魔｣全般ではなく

あくまでサタンという語で表象される存在に照準を絞っている。なお、文献によっては翻

訳の過程で例えばサタンがサマエルに変化したというような場合も考えられるが、その証

明は非常に困難であるのでこれ以上は立ち入らない。
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を想定されている成立年代に従って取り上げていく。

まず、その原資料は前 200〜141 年にまとめられたと考えられている『⼗⼆族⻑の遺訓』
238の中で、ヤコブの十二人の息子らがその子らに語ったとされる言葉の中にサタンが現れ

る。

ダン 3:6：この霊は〔怒っている〕人の行為が残酷に不正に行われるように、サタンの右

側を嘘といっしょに進む。

同 5:6：わたしは義人エノクの書から、お前たちの主はサタンであり、悪と高慢の霊がレ

ビの子らに主の前で罪を犯させようと共謀してあたるのを知っている。

同 6:1：さあ子供たちよ。主を畏れ、サタンとその霊に気をつけよ。

ガド 4:7：憎しみの霊は、狭い心から、人間を殺そうとことごとにサタンと協力し、一方

愛の霊は、忍耐をもって、人間を救うために、神の律法と協力する

ここで描かれているサタンは、少なくとも人間に害を為す具体的な存在だと考えられる

だろう239。また｢霊｣という言葉と並行して用いられていることから、超自然的存在という

様相も呈している。ただしヨブ記のように、ここで言及されているサタンが神の使いであ

るという可能性もこれだけの資料からでは否定できない。

続いて紀元前 2 世紀に成立したと考えられている『ヨベル書』240には、｢〔悪霊どもの〕

頭領マステマ｣（17:16 他）とは別の存在としてサタンがたびたび登場する。

238 創世記 49 章にある｢ヤコブの遺訓｣にならい、ヤコブの十二人の息子たちが死に際して

自分たちの子らに語った遺言という形を取っている。発見当時は実際にヤコブの十二人の

息子たちの言葉と考えられていたが、現在ではその説は退けられている。成立年代につい

ては土岐健治『旧約聖書外典偽典概説』教文館、2010 年、p. 120 に従った。原文はヘブラ

イ語かギリシア語かで研究者の間でも意見が割れており（土岐はヘブライ語支持、Flusser, D.,

“Testaments of Twelve Patriarchs”, EJ2nd, vol. 15, pp. 691–3 はギリシア語支持）、訳文はギリシア

語写本を底本とした笈川博⼀・⼟岐健治訳｢⼗⼆族⻑の遺訓｣『聖書外典偽典５旧約偽典 III』

教文館、1976 年、pp. 221–354 に従った。
239 Flusser, op. cit.は｢⼗⼆族⻑の遺訓｣に登場するベリアルを“demonic leader of the evil spirits”

と考えているが、サタンについては特に言及がない。
240 出エジプト記でモーセがシナイ山で神から契約の石板を受け取った時、神が傍に控えて

いた天使に創世記から出エジプト記 12 章までの内容を敷衍して語らせた内容が記されてい

る。書名のヨベルとは、49 年を 1 ヨベルとする数え方に基づく。成立年代などは村岡崇光

訳「ヨベル書」『聖書外典偽典４旧約偽典 II』教文館、1975 年、pp. 15–158 と、レオンハル

ト・ロスト『旧約外典偽典概説』教文館、1972 年、土岐『概説』を参照した。訳文は、村

岡｢ヨベル書｣に基づく。『ヨベル書』の原文はヘブライ語で著されたと考えられているが、

完全な形で現存する写本はエチオピア語訳のみであり、本書もそのエチオピア語訳を底本

とした翻訳である。
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10：8：霊どもの使者マステマがやって来て言った。『主よ、創造者よ、彼らのうちの何

人かはわたしに残してください。わたしの言うことを聞かせ、わたしが彼らに命ずるこ

とをすべて行わせたいのです。〔…〕』〔…〕17：われわれは彼の言われたとおりにして、

手にあまる悪党どもをかたっぱしからさばきの場所につなぎ、十分の一は地上でサタン

に仕えるように残しておいた。

23:29：一生を平安と喜びのうちに終え、これ〔人生〕をだいなしにしてしまうサタンも

悪しき者もおらず、生涯を通じて平安と喜びと祝福があるであろう。

上述の｢⼗⼆族⻑の遺訓｣にも⾔えることだか、仕える対象としてのサタンが描かれてい

る。これらの引用箇所から、サタンは地上で悪事をはたらく存在と考えることもできるだ

ろう。また、｢悪しき者｣と並置されている以上、サタンもその｢悪しき者｣に類する存在と

考えるのが自然であろう。

次に、今のところエチオピア語の写本のみでその全文が保存されており、その成立は新

約聖書以前の前 1 世紀後半から後 1 世紀前半にかけてだと考えられている『第一エノク書』
241には、以下のようにサタンが登場する。

54：4：わたしは同行の平和のみ使いに尋ねて言った。｢この鎖の責め道具はだれのため

にこしらえているのですか｣。5：彼はわたしに言った。｢これはアザゼルの軍勢のために、

彼らを捕えて地獄の深みに投げ込み、霊魂の主が命ぜられたとおりに、彼らのあごにご

つごつした石をいっぱいくっつけてやるために用意しているのである｣。6：ミカエルと

ガブリエルとラファエルとペヌエルがその大いなる日に彼らをつかんで、燃えさかる火

の炉にその日投げ込むであろう。これは、サタンの手下となって乾いた大地に住まう者

をまどわした彼らの不法に霊魂の主が報いられるためである

ミカエルらは神の使いであるが、サタンの位置付けについてはこの内容からは判然とし

ない。｢アザゼルの軍勢｣が｢サタンの手下｣であるというように読めるが、いずれにせよサ

タンが神や人間に害を為す者だという前提は見てとれる。

続いて、成立年代が紀元 1 世紀頃と考えられる『ヨブの遺訓』242を取り上げる。ヨブ記

241 創世記 5:24 に描かれているエノクの死についての記述に刺激を受けた聖書解釈者たち

に生み出された、様々なエノク伝承の一つ。エチオピア語以外では、ギリシア語とアラム

語の写本断片が発見されている。キリスト教の影響も指摘されるが、その起源はユダヤ教

と考えられている。成立年代や最近の研究状況などについては土岐『概説』、pp.215–219 を

参照。訳文は村岡崇光訳｢エチオピア語エノク書｣『聖書外典偽典４旧約偽典 II』教文館、1975

年、pp. 161–292 を参照。
242 ヨブ記で義人ヨブに訪れた諸々の訳際について、そのきっかけから結果までをより詳し
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の背景説明という性質上、非常に頻繁にサタンが登場している。以下の引用箇所では、ま

ず土岐訳に従って｢悪魔｣、｢悪魔
サ タ ン

｣と訳されている箇所を抽出し、Brock のギリシア語原典で

原語と比較した。

3：3：人々が燔祭と灌祭とを献げているこのものは、神ではない。これは悪魔（τoῦ διαβόλου）

の力であり、人間の本性はその者に惑わされ続けるであろう｣。4：わたしはこれを「聞

くと寝床の上に倒れ伏し、拝んで、言った。5：｢わが声明を救うためにおいてくださっ

たわが主よ。6：お願いです。もしもこれが悪魔（τοῦ Σατανᾶ）――その者に人々は惑わ

され続けるであろう、とのことですが――の場所であるならば、どうかわたしに、行っ

てその場所を清める権能をお与えください。

4：4：『もしもお前が悪魔（τοῦ Σατανᾶ）の場所を清めようとするならば、彼は怒ってお

前と戦いを始めるだろう。彼はお前を殺すことだけはできないが数多くの災難をお前に

もたらし、5：お前の財産を奪い取り、お前の子供たちを殺すだろう。

6.4：さてわたしが家の中にいると、悪魔
サ タ ン

（ὁ Σατανᾶς）が乞食に姿を変えて、門をたたい

た。

7：1：悪魔（ὁ Σατανᾶς）はこれを聞くと（いったんは）立ち去り、肩に袋をかついで（ふ

たたび）やって来ると、門番の女にこう言った。〔…〕6：というのは彼女は彼が悪魔
サ タ ン

（τὸν 

Σατανᾶν）だとは知らなかったからである。そこで彼女は自分のパンの中から一つの上等

なパンをとって、彼に与えた。〔…〕12：悪魔（ὁ Σατανᾶς）はこれを聞くとその女中を

わたしの許に送ってよこして、こう⾔わせた。｢このパンは真⿊こげだが、お前の⾝体も

これと同じようにしてやろう。一時間のうちに、わたしは立ち去って、お前を丸裸にし

てやろう｣。

16：1：わたしは天使の示しがあって後、七年の間このようにしていた。2：ところがそ

の後悪魔
サ タ ン

（τὸν Σατανᾶν）があの権能を手にいれて後、憐みの気持ちなどみじんも持ちあ

わせずに（天から）下って来て、〔…〕

17.1：そのとき悪魔（ὁ διάβολος）はわたしの心（の堅固なこと）を知って、わたしに対

してはかりごとをめぐらした。

20.1：わたしの所有物がすべて滅びた時、悪魔
サ タ ン

（ὁ Σατανᾶς）はなにものもわたしを（神

く語る作品で、ヨブ記のミドラッシュともみなされる。成立年代や詳細については、土岐

健治訳｢ヨブの遺訓｣『聖書外典偽典別巻補遺 I』教文館、1979 年、pp. 363–420、Wacholder, Ben

Zion, “Job, Testament of”, EJ2nd, vol. 11, pp. 359–360、土岐『概説』, pp. 198–206 を参照。『ヨブ

の遺訓』自体の構成や研究史、いくつかの特定のテーマに基づいた研究については、Knibb,

Michael A. & Van der Horst, Pieter W., Studies on the Testament of Job (Cambridge: Cambridge

University Press, 1989 が詳しい。なお以下に引用する訳文は土岐｢ヨブの遺訓｣に基づいて若

干の変更を加えているが、以下で述べるように必要な箇所については Brock, S. P.,

Tetamentum Iobi (Leiden: Brill, 1967)のギリシア語原文を参照した。



123

に対して）反抗させることができない、ということを知った。

23：1：悪魔
サ タ ン

（ὁ Σατανᾶς）はこれを知ると、パン売りに化けた。3：すると悪魔（ὁ Σατανᾶς）

は彼女に言った。｢代金を払って好きなものを取りなさい｣。11：彼女は受け取るとわた

しのもとへ運んで来た。悪魔（ὁ Σατανᾶς）は彼女の後から隠れてついて来て、彼女の心

を惑わしつづけた。

26.6：いったいお前の目には、お前のうしろに悪魔（τὸν διάβολον）が立っていて、わた

しを欺くために、お前の心を乱しているのが見えないのか。彼は、自分の夫の純真な心

を惑わす思慮なき女たちのひとりとしてお前を示そうとしているのだ。

27：1：それからわたしは、妻のうしろにいた悪魔
サ タ ン

（τὸν Σατανᾶν）のほうを向いて言った。

〔…〕6：こう言うと悪魔
サ タ ン

（ὁ Σατανᾶς）は恥ずかしさのあまりわたしのもとを離れて三

年の間近づかなかった。

41.5：〔…〕その時エリフは悪魔
サ タ ン

（τῷ Σατανᾷ）に吹き込まれてわたしに生意気なことばを

語った。

一読してまず目につくのは、訳語の原語との不一致である。結局のところ意味的には｢悪

魔｣も｢悪魔
サ タ ン

｣も大差ないのであるが、訳語表記の一貫性がないことは指摘せざるを得ない。

それを踏まえると見えてくるさらに重要な点は、｢ὁ Σατανᾶς（主格：satanās）｣と｢ὁ διάβολος

（主格：diabolos）｣がほぼ同義で使われているということである243。前者はサタン、後者は

悪魔と訳すのが適切だと考えられるが、この『ヨブの遺訓』では、｢サタン＝悪魔｣という

図式がほぼ前提とされていると考えて問題ないであろう。内容から考えてみても、神によ

って言及はされるものの聖書のヨブ記のように神の使いという側面は明示されず、人間に

化けたり人間をだましたりする個別具体的な存在だと考えられる244。

以上、網羅したとは言えない状況ではあるが、ヘブライ語聖書偽典におけるサタン像を

概観した。サタンに限らず（あまり触れなかったが）マステマやベリアルといった悪魔的

な存在が多く描かれる中で、サタンも固有かつ具体的な存在として登場しており、神やそ

の使いと敵対関係にあり、人間に害を為す存在という前提は備えていると言えよう。ヘブ

243 非常に興味深いことに、この『ヨブの遺訓』が依拠していると考えられている七十人訳

聖書のヨブ記では、ヘブライ語聖書のヨブ記ではサタンの語が使われている箇所が、すべ

て｢ὁ διάβολος｣と訳されている（Rahlfs, Alfred & Hanhart, Robert, Septuaginta (Edition altera)

(Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006)を参照）。ここから言えることは、『ヨブの遺訓』

は七十人訳では｢ὁ διάβολος｣と訳されている箇所にも敢えてサタンの語を用いた、もしくは

『ヨブの遺訓』が現在我々の手に伝わっている七十人訳のテキストとは異なる版を参照し

ていたということである。しかしながら、この問題は本研究の手に余る上に本研究の直接

の問題とも関連性が低いため、これ以上は立ち入らない。
244 明示されていないからと言って、神の使いではないと断言することはもちろんできない

ことは付言しておく。
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ライ語聖書のそれとは若干異なるサタン像を確認したところで、続いてはユダヤ教から離

れてキリスト教の新約聖書のサタン像に移る。

6.3.2. 新約聖書

新約聖書全体で、サタンはヘブライ語聖書以上に頻繁に登場する。それでいてこれまで

の研究は、主に新約聖書全体というよりは個々の文書におけるサタンに注目してきた245。

本節では、逆に個々のサタン像への言及は最低限にとどめ、新約聖書全体のサタン像を概

観する246。なお、以下で言及する使徒言行録 26:18 の口語訳以外では、サタンの語はみな｢サ

タン｣と翻訳されている。新約聖書の著された時代には、サタンという名称の存在が自明で

あったことの証左の一つであろう。

6.3.2.1. 福音書

言及量のバランスから、便宜上福音書とその他の文書に分けてサタンが登場する箇所を

挙げてゆく。

マタイによる福音書 4:10：すると、イエスは言われた。「退け、サタン。『あなたの神で

ある主を拝み、ただ主に仕えよ』／と書いてある」。

同 12：22：そのとき、悪霊に取りつかれて目が見えず口の利けない人が、イエスのとこ

ろに連れられて来て、イエスがいやされると〔…〕24：しかし、ファリサイ派の人々は

これを聞き、「悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければ、この者は悪霊を追い出せはしな

い」と言った。25：イエスは、彼らの考えを見抜いて言われた。〔…〕26：サタンがサタ

ンを追い出せば、それは内輪もめだ。そんなふうでは、どうしてその国が成り立って行

くだろうか。（≒マルコによる福音書 3:22–26、ルカによる福音書 11:18）

同 16:23：イエスは振り向いてペトロに言われた。「サタン、引き下がれ。あなたはわた

しの邪魔をする者。神のことを思わず、人間のことを思っている」。（≒マルコによる福

音書 8:33）

マルコによる福音書2471:13：イエスは四十日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受け

245 Brown, op. cit., p. 214.
246 新約聖書全体でサタンは 36 回登場するが、その最終確認は Kohlenberger III, John R. et al.,

The Exhaustive Concordance to the Greek New Testament (Grand Rapids: Zondervan Publishing

House, 1995)によって行った。訳は口語訳を参考にしつつ新共同訳に従ったが、以下で言及

する二箇所については原文に沿うよう修正した。
247 マルコによる福音書は、末尾部（16:9–20）が写本によって大きく異なっている。ワシン

トン写本と呼ばれる写本には、14 節と 15 節の間に⻑い付加が記されており、それを独⽴し

て『フリア・ロギオン』と呼んでいる。これはもともとのマルコによる福音書の一部では

なく 2〜3 世紀の加筆だと考えられているが、参考までにここに引用する。なお、以上の内

容と以下の翻訳は、蛭沼寿雄訳｢フリア・ロギオン｣『聖書外典偽典別巻補遺 II』教文館、1982
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られた。その間、野獣と一緒におられたが、天使たちが仕えていた。

同 4:15：道端のものとは、こういう人たちである。そこに御言葉が蒔かれ、それを聞い

ても、すぐにサタンが来て、彼らに蒔かれた御言葉を奪い去る。

ルカによる福音書 10:18：イエスは言われた。「わたしは、サタンが稲妻のように天から

落ちるのを見ていた。

同 13:16：この女はアブラハムの娘なのに、十八年もの間サタンに縛られていたのだ。安

息日であっても、その束縛から解いてやるべきではなかったのか」

同 22:3：しかし、十二人の中の一人で、イスカリオテと呼ばれるユダの中に、サタンが

入った。（≒ヨハネによる福音書 13:27）

同 22:31：「シモン、シモン、サタンはあなたがたを、⼩⻨のようにふるいにかけること

を神に願って聞き入れられた。

それぞれの文脈は様々だが、福音書でもサタンの存在は前提とされており、その立場

はイエスに対抗する者、人間に害を為す者と言えよう。また、｢ユダの中に入った｣という

記述からも、その超人間性は明らかである。

6.3.2.2. その他の文書

福音書では、その本来の性質上サタンはイエスの言葉の中に出てくる場合がほとんどで

あったが、その他の文書においては言及する者も言及のされ方にも多様性が増している。

使徒言行録 26 章：15：私〔パウロ〕が、『主よ、あなたはどなたですか』と申しますと、

主は言われました。『〔…〕18：それは、彼らの目を開いて、闇から光に、サタン248の支

配から神に立ち帰らせ、こうして彼らがわたしへの信仰によって、罪の赦しを得、聖な

る者とされた人々と共に恵みの分け前にあずかるようになるためである。』」

コリントの信徒への手紙一 7:5：互いに相手を拒んではいけません。ただ、納得しあった

うえで、専ら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別

です。あなたがたが自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないともかぎ

年、pp. 33–37 に基づく。『フリア・ロギオン』：そして彼らは弁解して言った。｢この不法と

不信の世はサタンの下にあり、彼は汚れた霊の下にあるものが神の真理と力を理解するこ

とを許さない。それゆえ、あなたの義を今現してください｣と彼らはキリストに言った。す

ると、キリストは彼らに答えた、｢サタンの権威の時期は終わった、しかし、他の恐ろしい

ことが近づいている。さて、罪を犯した者たちのためにわたしは死に渡されたが、それは

彼らが真理にかえり再び罪を犯さないためであり、天にある霊の朽ちない義の栄光を嗣ぐ

ためである｣。
248 口語訳はこのサタンを｢悪魔｣と訳している。その理由は不明だが、サタンを敢えて｢悪

魔｣と訳しているのは新共同訳も含めてここしかない。
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らないからです。

コリントの信徒への手紙二 2:11：わたしたちがそうするのは、サタンにつけ込まれない

ためです。彼のやり口249は心得ているからです。

同 11 章：14：だが、驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。15：

だから、彼に仕える者たち250が、義に仕える者を装うことなど、大したことではありま

せん。彼らは、自分たちの業に応じた最期を遂げるでしょう。

ヨハネの黙示録 2 章：8：スミルナにある教会の天使にこう書き送れ。『最初の者にして、

最後の者である方、一度死んだが、また生きた方が、次のように言われる。9：「わたし

は、あなたの苦難や貧しさを知っている。だが、本当はあなたは豊かなのだ。自分はユ

ダヤ人であると言う者どもが、あなたを非難していることを、わたしは知っている。実

は、彼らはユダヤ人ではなく、サタンの集いに属している者どもである。〔…〕12：ペル

ガモンにある教会の天使にこう書き送れ。『鋭い両刃の剣を持っている方が、次のように

言われる。13：「わたしは、あなたの住んでいる所を知っている。そこにはサタンの王座

がある。しかし、あなたはわたしの名をしっかり守って、わたしの忠実な証人アンティ

パスが、サタンの住むあなたがたの所で殺されたときでさえ、わたしに対する信仰を捨

てなかった。〔…〕24：ティアティラの人たちの中にいて、この女の教えを受け入れず、

サタンのいわゆる奥深い秘密を知らないあなたがたに言う。わたしは、あなたがたに別

の重荷を負わせない。

同 12:9：この巨⼤な⻯、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わ

す者は、投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちも、もろとも

に投げ落とされた。

同 20：1：わたしはまた、一人の天使が、底なしの淵の鍵と大きな鎖とを手にして、天

から降って来るのを見た。2：この天使は、悪魔（Διάβολος）でもサタンでもある、年を

経たあの蛇、つまり⻯を取り押さえ、千年の間縛っておき、3：底なしの淵に投げ入れ、

鍵をかけ、その上に封印を施して、千年が終わるまで、もうそれ以上、諸国の⺠を惑わ

さないようにした。〔…〕6：第一の復活にあずかる者は、幸いな者、聖なる者である。

この者たちに対して、第二の死は何の力もない。彼らは神とキリストの祭司となって、

千年の間キリストと共に統治する。7：この千年が終わると、サタンはその牢から解放さ

れ、8 地上の四⽅にいる諸国の⺠、ゴグとマゴグを惑わそうとして出て⾏き、彼らを集

めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い251。

249 新共同訳は｢サタンのやり口｣だが、原文にサタンの語はない。口語訳は｢彼の策略｣。
250 新共同訳は｢サタンに仕える者たち｣で口語訳は｢サタンの手下ども｣だが、前注と同様原

文にサタンの語はない。
251 煩雑になるため省略したが、その他サタンの登場箇所は、使 5:3、ロマ 16:20、一コリ 5:5、

二コリ 12:7、一テサ 2:17、二テサ 2:9、一テモ 2:9; 5:15、黙 3:9。
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ペトロやパウロ、ヨハネら（とされる者たち）がサタンについて述べている。基本的に

は福音書のサタン像と似ているが、神やイエス、人類に敵対する存在という点はより具体

的で明確になっていると言えよう。そして、サタンが堕落や邪悪の象徴として言及されて

いるのも間違いない。特に興味深いのはヨハネの黙示録 20:2 で、ここでは悪魔とサタンが

並置されている。どちらかがどちらかの上位概念という可能性はあるが、｢悪魔であるがサ

タンでない者｣ないし｢サタンであるが悪魔でない者｣の存在が想定されていると考えるこ

とができる。ここからも、サタンが悪魔には近いが別の具体的な存在だと考えられている

のは明らかである。

以上で概観してきた新約聖書に見られるキリスト教のサタン像を簡単にまとめておくと、

これこそが冒頭で述べた｢悪魔｣や｢神の敵対者｣、｢人間に害をなす者｣である超人間的存在

だと言えよう252。年代順に考えて、ヘブライ語聖書では確立していなかったそのようなイ

メージが聖書偽典で形を成し、正典として権威づけられた新約聖書においてそれが拡散す

るとともに確立したと言って問題ないであろう。さらに踏み込んでみると、ユダヤ教から

分離したい原始キリスト教（派）が、例えばサタン理解において差異化をはかることでそ

の目的を果たそうとしたとも考えられるかもしれないが、ここではその可能性に言及する

ところまでとしておく。

6.4. タナイーム・アモライーム⽂献〜バビロニア・タルムード

続いて、新約聖書時代に少なくともキリスト教内では確立したと考えられるサタン像が、

その同時代、さらにはその後の時代のユダヤ教に影響を及ぼしたのか否か、仮に及ぼした

としたらそれはどのような形で現れたのか。その問いに対する答えを、タナイーム・アモ

ライーム文献、特にそれらの中心かつ一つの終着点としての BT の分析を通じて探ってゆく。

6.4.1. バビロニア･タルムード以前の伝承

BT 以前のアモライーム・タナイーム文献には、サタンへの言及はあまり多くない。『ミ

シュナ』には一度も登場せず、それを補完するとされる『トセフタ』（三世紀中頃編纂）で

も、ほぼ同一の並行箇所を含む計三箇所でしか言及されていない253。

『トセフタ』、シャバット篇 17.2：もしあなたが出かけようとしている悪人を目にして、

252 Rabinowitz, op. cit.は新約聖書のサタンを“spirit of evil”の化身であり、｢独立した人格｣、

｢アンチキリスト｣と解釈している。また、⺠間伝承に⼊って⾏ったのはこうした新約聖書

のサタン概念だと述べている。
253 以下、本章で扱う文献におけるサタンの登場回数および登場箇所は、イスラエル国ヘブ

ライ語アカデミーの歴史辞書用データベース｢Ma’agarim｣と Bar Ilan’s Judaic Library ver. 20

によって調査したが、これらによって該当したすべての箇所を確認したわけではないこと

を断わっておく。
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あなたも同じ道を行こうとしているのなら、その人と同道しないようにその人よりも三

日早めるか三日遅らせるかしなさい。サタンの天使たちがその人とともにいるからだ。

｢彼に対して悪人を置き／彼の右にはサタンが立つでしょう｣（詩 109:6）と言われている

ように254。（≒同、アヴォダー･ザラー篇 1:18）＜80＞

同、ソーター篇 12.2：36 年の間、アラム人の王たちがイスラエルにとってサタンとなる

よう天命が下されていた。＜81＞

シャバット篇のサタンは普通の人間にとって害を及ぼす存在のような描かれ方をしてい

るが、サタンが悪人と一緒にいるという構図からは、｢神の敵対者｣という大きな存在より

も悪霊や小悪魔といった印象を受ける。さらに、｢天使｣という語と連結していることから

も、ヨブ記のサタンのような、神の命に従って人間に災いをもたらす存在という見方もで

きる。ソーター篇のサタンは、サムエル記や列王記のサタンと同様、戦争中の｢敵対者｣と

いう認識が相応しいと考えられる。いずれの場合も、新約聖書に見られるサタン像とは異

なっていると言えよう。

続いて 5 世紀に編纂されたと考えられている『レビ記ラッバー』では、サタンは二箇所

で登場する。

21.4：サタンの名前の文字価を数えると 364 になる255。これはすなわちサタンは一年の

全ての日に告発を行うが、大贖罪日にはサタンは告発を行わないということである。＜

82＞

21.10：ラビ・シモンがラビ・ヨシュアの名において曰く、どういう理由で大祭司は金の

衣服を着て祭儀を行わないのか。告発者は弁護を行わない。サタンに｢昨日彼らは自分た

ちのために金の神を作り、今日は金の衣服を着てその前で祭儀を行おうとしている｣と言

って告発するための口を開かせないためである。＜83＞

この二箇所のサタンは、ゼカリヤ書のサタンのような裁判における告発者という役割を

担っていると考えられる。上述の『トセフタ』のように、人間にとっては損害を与える存

254 原典として参照した Zuckermandel 版はエルフルト写本に基づくため、ウィーン写本とベ

ルリン写本も参照したが（イスラエル国立図書館と同ヘブライ大学が提供している Online

Treasury of Talmudic Manuscripts を参照: http://jnul.huji.ac.il/dl/talmud/index.htm：2015 年 11 月

20 日最終閲覧）、同書と大きな違いはなかった。
255 ヘブライ文字には一つ一つに数字が割り振られており、サタン（השטן）という単語を構
成する文字｢ה ש｣｢(5) ט｣｢(300) ן｣｢(9) (50)｣に割り振られている数字を合計すると 364 にな

るということ。
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在かもしれないが、少なくとも神と敵対する｢悪魔｣という構図を見出すのは難しい。

これまでに見てきた文献同様、本節でも該当するすべての文献を網羅したわけではなく、

本稿で言及したサタン伝承に正面から対立するような伝承群が残されている可能性も否定

できない。しかしそれを踏まえてここまでの伝承をまとめると、新約聖書に見られるよう

なサタン像よりも、むしろヘブライ語聖書をそのまま引き継いでいるようなサタン像が見

受けられることは確認できた。

6.4.2. バビロニア･タルムードの伝承

それでは、上述の伝承群を受けて、最終編纂が 500 年頃と考えられている BT の中では

サタンはどのように描かれているだろうか。本節も前節と同様、すべての出典には言及で

きないがそのうちいくつかを以下に引用する。

ババ・バトラ篇 16a：〔…〕〔ヨブのサタンについて〕タナイームがバライタにおいて曰

く。彼は地上に降りて人々を罪へと誘う。それから天に昇り神の怒りを誘発する。彼は

権限を得て魂を取り去る。〔…〕ラビ・イツハク曰く。サタンの苦しみはヨブのそれより

も激しかった。例えると、樽を壊してその中のワインは守れと主人から言われた奴隷の

ようだった。レイシュ・ラキシュ曰く。彼は〔ヨブを告発したように〕サタンである。

彼は悪の衝動である。彼は死の天使である。〔以下聖句を引用しての説明が続く〕〔…〕

＜84＞

ベラホット篇 51a：〔…〕〔死の天使に警告された状況に遭遇してしまった場合の対処法

の一つとして〕顔をそむけて、｢主はサタンに言った。『主はお前を責められる。〔…〕』｣

（ゼカ 3:2）と唱えよ。〔…〕＜85＞

ババ・バトラ篇 16a において、サタンは｢告発者｣という意味でのサタンであり、｢悪の衝

動｣であり、｢死の天使｣であると述べられている。悪の衝動とは人間を悪事へと誘う要因と

なり、死の天使は死を司る神の使いである。いずれも人間にとっては｢害を為す｣と言えな

くもないが、その行為も神の使いとしての職権であるとする理解が見て取れる。これを踏

まえると、ベラホット篇 51a でサタンが死の天使だという前提で話が進んでいるのがわかる。

ヨーマ篇 20a：〔…〕エリヤ曰く。サタンは大贖罪日には訴訟を起こす権限を有さない。

それはどこから言えるのか。ラミ・バル・ハマ曰く。サタンはゲマトリアにおいて文字

価が 364 である256。364 日間は彼は訴訟を起こす権限を有すが、大贖罪日にはその権限

を有さない。〔…〕＜86＞

256 上の注を参照。
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ベラホット篇 19a：〔…〕アバイェ曰く、そのように（神がある男を彼が本来受けるべき

よりも軽く罰したと）言うべきではない。ラビ・シムオン・ベン・ラキシュが言ったよ

うに、そしてラビ・ヨセイの名でバライタが教えているように、決してサタンに向けて

口を開いてはならないからだ。〔…〕＜87＞

サンヘドリン篇 89b：〔…〕｢これらのことの後に神はアブラハムを試した｣（創 22:1）に

ついて。ラビ・ヨハナンがラビ・ヨセイ・ベン・ジムラの名において曰く。これは｢サタ

ンの言葉の後に｣ということである。〔…〕サタンは神の前で言った。〔神がアブラハムに

イサクを犠牲に捧げよと命じるよう説得する場面が続く〕〔…〕＜88＞

ヨーマ篇 19b は、上述の『レビ記ラッバー』21:4 の伝承を引き継ぎ、サタンは普段は｢訴

訟を起こす／告発する｣権限を有する存在だとみなしている。ベラホット篇 19a はつまり、

サタンに向けてこのような発言をするとより重い罰が下るという内容であり、やはり告発

者としてのサタンを前提にしている。サンヘドリン篇 89b では、創世記 22 章のアブラハム

によるイサク献納は、サタンが神にそれを求めたためと説明される。このサタンも、ヨブ

記のサタンのように特定の人間を｢告発｣し、その人間にとって災いとなることが起こるよ

う神をそそのかしている。これら三例はいずれもサタンを告発者として描いていると言え

よう。

ベラホット篇 33a：〔…〕シュムエル曰く、〔雄牛を丁寧に扱わなければならないのは〕

ニサン⽉の⿊い⽜についての話である。なぜならその⾓の間でサタンが踊っているから

だ。〔…〕＜89＞

シャバット篇 89a：（本章冒頭の引用を参照）

ベラホット篇 33a は、ラシの注釈に従うと、春の訪れるニサン⽉には⿊い⽜は気性が荒

くなり、それをサタンがその牛の角の間で踊っているためと説明している。本章冒頭でも

言及したシャバット篇 89a は、シナイ山での金の子牛像事件の原因（の一端）をサタンに帰

していると⾔えよう。⺠はモーセが⼭から下りて来なかったためにアロンに詰め寄って⼦

牛像を作るよう求めたのであるが、それはサタンが彼らにモーセはすでに死んだと思わせ

たからという解釈である。これらの伝承のサタンは死の天使でも告発者でもなさそうだが、

ババ・バトラ篇 16a で述べられているような、人間（動物）を悪の道へと踏み出させる悪の

衝動という側面が現れていると考えることもできる。

その他にも、ダビデが狩りに出た時にサタンが鹿の姿で現れ、それを追いかけているう
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ちにペリシテ人の領地に入ってしまったであるとか257、同じくダビデがバトシェバの沐浴

を目撃することになったのはサタンが原因であるとか258、その他にも単純な聖書の引用な

ど、本稿ですべてを引用はしなかったが BT 中でサタンが登場する箇所は多い。それらの引

用していない箇所も視野に入れつつ BT におけるサタン像をまとめると、ババ・バトラ篇

16a でまとめられているように、告発者、死の天使、そして悪の衝動という性質を有する存

在だと言えるだろう。すなわち、神に対して人間を告発してその人間にとっての害を生じ

させ、人間の死を司る権限を神より与えられており、そして人間を悪へと誘う存在である。

『トセフタ』や『レビ記ラッバー』のサタン像同様、新約聖書やヘブライ語聖書偽典とは

異なったサタン像が保存されていると言えよう。

6.5. シリア-キリスト教のサタン

ここまで、ヘブライ語聖書から聖書偽典と初期キリスト教を経て、BT までのユダヤ教に

おけるサタン像を確認してきた。ここからは本論の子牛像事件解釈に戻りたい。冒頭で述

べたように、BT、シャバット篇 89a に見られる子牛像事件にサタンが出てくる解釈は、管

見の限りでは他のユダヤ教伝承にも、ギリシア・ラテン教父の解釈にも見出せない。しか

しながら、シリア教父、その中でもエフライムの解釈の中には、子牛像事件とサタンが重

なるものが見られるのである。だがそのエフライムの解釈を分析する前に、本研究ではほ

とんど言及していない、アフラハトとエフライム以前のシリア-キリスト教伝承を一つ取り

上げる。

3 世紀半ばまでにエデッサなどのシリア語地域で著されたと考えられている『トマス行

伝』259に、恐らくサタンと考えられる存在が子牛像事件において人々を誤りへと導いたと

の記述が残されている。

32 章：蛇が彼に言った、｢〔…〕わたしは、王座に坐って天の下を支配している者の子

である。〔…〕わたしは、柵を通ってパラダイスに入り、エバと、わたしの父が彼女と語

るように命じたことを語った者である。わたしは、カインをたきつけ燃えたたせて、自

分の兄弟を殺すようにさせた者である。〔…〕わたしは、パロの心をかたくなにし、イス

ラエルの子らを殺害させ、彼らを残酷なくびきの下に隷属させた者である。わたしは多

257 サンヘドリン篇 95a。
258 サンヘドリン篇 107a。
259 原本はシリア語だと考えられているがそれは現存せず、ギリシア語訳写本と後世のシリ

ア語写本が残されている。後者は加筆修正が多く施されているため、ここではギリシア語

訳写本に基づく日本語訳および英訳を参照した。引用は、荒井献・柴田善家訳｢トマス行

伝｣『聖書外典偽典 7 新約外典 II』教文館、1976 年、pp. 217–375 に依拠しつつ、James, M.

R., The Apocryphal New Testament (Oxford: Clarendon Press, 1924)と Klijn, A. F. J., The Acts of

Thomas (Leiden: Brill, 1962)の英訳を参考に若干の変更を加えた。
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くの⼈々を、彼らが（⻩⾦の）⼦⽜をつくったとき、荒れ野で迷わせた者である。〔…〕

この蛇がサタンであるとは明示されていないが、楽園でエバをそそのかして知恵の木の

実を食べさせるといった、次に取り上げるエフライムの解釈ではサタンの所業とされる行

為が、ここではこの蛇に帰されている。仮にこの蛇がサタンとは全く関係がないとしても、

エフライムが参照して自らのサタン理解に利用した可能性は十分に考えられるためにここ

で引用した。続いては、エフライムのサタン理解からサタンが関わる子牛像事件解釈を見

ていくことにする。

6.5.1. エフライムのサタン理解

エフライムの著作に見られる、サタンが関わる子牛像事件解釈を考察するためにも、ま

ずはエフライムの著作全般に見られるサタン理解を見ておくことが重要であろう260。彼は

サタン（¾æÓè：sātānā）やそれと同義の｢邪悪なる者（¾ýÙÁ：bishā）｣261を自身の著作の中

によく登場させているが、その中でも創世記で語られている楽園でイブが知恵の木の実を

食べるようそそのかした蛇がサタンだとする解釈は、現代のサタン理解においても有名な

ものではないだろうか。

『創世記注解』2.32：サタンはこの〔創造の〕六日間の間に自らが属していた深淵とと

もに創造されたが、そのサタンであっても第六日目までは公正であった。アダムとイブ

が戒律に違反する時までは公正だったのと同じように。いまや、サタンはこの日に秘密

裏にサタンとなり、またその同じ日に有罪判決を受けて非難された。というのも、神は

サタンが自分たちを誘惑したのだということに気づいていない二人〔アダムとイブ〕の

前に、自らの裁きを公開したくなかったのだ。女は言った。｢私を迷わせたのは蛇でした｣。

サタンではなく。それゆえ、サタンは秘密裏に裁かれ、彼の軍勢はみな彼とともに非難

された。なぜならその罪はとても大きく、彼らのうちのだれか一人のみを罰するだけで

は、その罰は小さすぎたであろうから。〔…〕262＜90＞

『誕生についての説教』12：

161.蛇によって、邪悪なる者は

260 アフラハトの著作にもサタン自体はたびたび登場するが、子牛像事件とのかかわりの中

で言及されることはないため、その使用例は割愛する（『論証』6.6, 17, 7.3, 11, 9.12, 11.12, 12.8,

14.37, 40, 21.10, 14, 18）。
261 この二つが同義で使われているのは、例えば次節で引用する『ニシビス賛歌』からも明

らかである。サタンと死が言い合っている場面で、死が相手のことを｢邪悪なる者｣と呼ぶ

のである。
262 原典は Tonneau, op. cit.、英訳は Mathews et al., op. cit.を参照。
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162.その毒をイブの耳に注ぎ込んだ

163.良きお方はその慈悲を持って降り

164.マリアの耳から入りこんだ263

『誕生賛歌』26.8：

第五日目は、創造された方を賛美せよ。

第五日目には、這いまわるものたちと蛇類が。

その種族〔に属するの〕が〔楽園にいた〕蛇であり、そいつが我々の⺟〔＝イブ〕を

だまし迷わせた。

思慮分別のない小さな娘を。〔…〕＜91＞

以上のように、楽園にいた蛇がイブをだましたというのは創世記に書かれている通りだ

が、エフライムの『創世記注解』にあるように、蛇そのもの
．．．．

がサタンであったかどうかは

ともかく、アダムとイブの二人が楽園を追放されることになったのはサタンのせいだと彼

が解釈していると考えられる264。エフライムにおけるその他のサタン理解については、以

下のような例が見られる。

『種なしパン賛歌』3

16.ファラオの中には、二つの型が見て取れる。死とサタンの両者を、彼は指し示す者

だった

17.過ぎ越しの子羊によって、エジプトは突破され、ヘブライ人たちの前に一本の道が

伸ばされた

18.真の子羊によって、全ての道をふさいでいたサタンは、真実へ至る道を開ける265＜

92＞

出エジプト記に描かれているエジプト王ファラオが、死とサタンの両方の性質を持つと

みなされている。過ぎ越しの祭りでささげられる子羊と真の子羊であるイエスを対比する

中で266、ヘブライ⼈／イスラエルの⺠は過ぎ越しの⼦⽺によってエジプトから脱出できた

263 英訳は Brock, 2013 を参照。
264 楽園の蛇について以外にも、創世記 1–11 章のモチーフがエフライムの真筆とされる賛歌

の中でどのように用いられているかについては、Kronholm, Tryggve, Motifs from Genesis 1–11

in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1978)が詳しい。
265 原典、英訳ともに Walters, Edward J. (ed.), Ephrem the Syrian’s Hymns on the Unleavened

Bread (Piscataway: Gorgias Press, 2012)
266 こうったエフライムの著作に見られる象徴や比喩については、Murray, Robert, Symbols of

Church and Kingdom (revised edition) (London & New York: T&T Clark, 2006)が詳しい。
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が、イエスによってサタンは屈服させられるとされている。その他では、イエスのサタン

に対する勝利の予型を士師記に出てくるサムソンとサムエル記以降で重要な役割を持つサ

ムエルのなかに見出すこともある267。また McVey によれば、エフライムは『反ユリアヌス

賛歌』の中で、諸力の、悪しき者全てに対する善き者全ての宇宙的な配列があるとする。

一方の神の側には境界と天使たちが、他方にはサタンとその悪魔たち、ローマ帝国の背教

者と呼ばれるユリアヌス帝、野生の者すべて、嫌悪感を引き起こす怪物のような力、偶像

を伴った異教徒たち、異端、そしてユダヤ人たちがいるということである268。エフライム

の著作に見られるこうしたサタン像からは、サタンの神の使いという側面は消え失せ、神

や人間に敵対し害を及ぼす存在という印象を強く受ける。その意味ではエフライムのサタ

ン理解とは、ヘブライ語聖書やその後のユダヤ教におけるサタン像とは異なり、新約聖書

のそれとより近い存在だと言うことができるだろう。

6.5.2. エフライムの解釈におけるサタンと子牛像事件

以上のようなエフライムによるサタン理解を確認したところで、続いては子牛像事件と

サタンを結び付ける解釈を見ていく。（少なくとも現時点では）『ニシビス賛歌』269の一部

のみしか見つかっていないが、その内容を分析するだけでも十分に見えてくるものがある。

以下に引用する箇所では、死とサタンのどちらが人間に対してより大きな力を持っている

かを言い合っており、結論は出ずに両者が互いを罵り合って終わる270。その中で、サタン

が子牛像事件について言及する。

『ニシビス賛歌』53：

1.来て、ともに聞こう。彼らが勝利を求めて闘っている争う間に――これまでに勝利し

たことのない罪深き者たち、これからも勝利することはないであろう。

2.死：死が邪悪なる者に言う。勝利は最後には私のものだ。死は征服者として、最後の

267 『誕生賛歌』13.4–5。
268 McVey, Hymns, p. 226.
269 その名の通りペルシアに割譲されるまでエフライムが暮らしたニシビスの街について

の賛歌と、それと全く関係のない内容が収録されている。以下に引用する死とサタンの対

話についての詳細な研究としては、例えば Rodrigues Pereira, A. S., Studies in Aramaic poetry:

(c. 100 B.C.E.–c. 600 C.E.); Selected Jewish, Christian, and Samaritan Poems, (Leiden: Brill, 1997)

が挙げられる。
270 このような死（冥府）とサタンの対話については、本研究 4.4.1.で扱った『ニコデモ福

音書』にも類例が見られる。4.4.1.にて扱った 4 世紀半ばに書かれたとされる箇所とは異な

り、死とサタンの対話が描かれる 20–23 章はそれと同時代以降に別個に成立して流布した

ものと考えられている。ここでは両者が人間に及ぼす力について言い合っているのではな

く、イエスの処遇について協力するよう求めるサタンに対し、冥府がそれを断りながらサ

タンを嘲っている。
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終わりを支配する。

3.サタン（以下サ）：死よ、それは正しいかもしれない。万一お前が誰かを、生きたま

ま、欲望によって死に至らしめられるのなら。

4.死：死んだ者たちの中に、良い者も悪い者も見た。邪悪なる者よ、お前を拒絶した義

人は、私を拒絶しなかった。

5.サ：肉体の死は、しばらく続く眠りに過ぎない。死よ、自分が本当に死んでいると想

像するな。お前は影の如しだ。

6.死：邪悪なる者よ、正直な者はすでにお前を打ち破り、これからも打ち破るだろう。

だがお前を打ち破った者たちを、私は打ち破るのだ。

7.サ：お前が死をもたらした正直者の場合、お前の手柄は何もない。それはすでに杯を

飲んだアダムによるからだ。

8.死：見よ、シェオルがどれだけソドムの住人とアッシリア人、そして洪水の時代の巨

人たちで満ちているかを。誰が私に張り合えようか。

9.サ：死よ、それらは皆私によって殺されたのだ。彼らに罪を犯させたのは私。それ故

彼らは悪い結末へと至った。

10.死：サタンよ、お前に打ち勝ったヨセフに私は打ち勝ったのだ。彼は内側の部屋で

お前を打ち破ったが、私は彼を墓に投げ入れた時に打ち破ったのだ。

11.サ：モーセを見よ。死よ、彼は血を撒くことでお前に打ち勝った。彼はエジプトで

お前に打ち勝った271。だが岩場で、彼に打ち勝ったのは誰であったかな272。

12.死：エリヤを見てみよ。サタンよ、彼はお前のことを全く恐れていない。彼はイゼ

ベルの面前から逃げた273。私に対する恐怖からな。

13.サ：アロンを見てみよ。死よ、彼は良い香りの香料でお前を退けた274。私は彼に金

の耳輪を与え、彼は子牛像を鋳造した。〔…〕275＜93＞

死は、人間は最後には死ぬのだから自分が勝利するのだと言い、サタンは肉体的な死で

はなく人間に罪を犯させることのほうが重要だと言う。その上でお互いに影響を及ぼした

271 エジプトでの過ぎ越しの際に、鴨居と側柱に血をまいたことで死を免れた件（出 12:22–23）

について言及していると考えられる。
272 メリバの⽔（⺠ 20 章）についての言及と考えられる。
273 列王記上 19 章参照。
274 ⺠数記 17 章（ヘブライ語聖書と七十人訳、各日本語訳では 17 章だが、ラテン語訳のウ

ルガータ、English Standard Version や New International Version などの英訳では、この話まで

が 16 章ということになっている）の、モーセとアロンに逆らった⺠への罰としての疫病を、

アロンが香を持って行くことで終息させた話についての言及と考えられる。
275 原典は、英訳は Brock, Sebastian P. & Kiraz, George A., Ephrem the Syrian: Select Poems

(Provo, Utah: Brigham Young University Press, 2006)を参照。
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とする聖書中の人物を列挙する中で、サタンは香を持って行くことで死病を抑えたアロン

に対し、自分が金の耳輪を与えたことで彼が子牛像事件を起こしたのだと述べている。つ

まり、サタンがアロンに働きかけたために子牛像事件が起こったという設定をエフライム

が語っているのである。これは本章冒頭の BT、シャバット篇 89a に残されているサタンの

行動とは異なるものの、子牛像事件におけるサタンの関与を示しているという点において

はこのユダヤ教の伝承と一致している。またこの『ニシビス賛歌』におけるサタンは、他

のエフライムの著作に見られるものより人間臭く描かれており、新約聖書に見られる超人

間的な悪魔というよりは、ヨブ記や BT、シャバット篇 89a に見られるサタン像に近いと言

えよう。

6.6. 小括

本章では、ユダヤ教伝承に見られる子牛像事件にサタンが関与したとされる解釈をもと

に、まずはヘブライ語聖書、聖書偽典、新約聖書、およびタナイーム・アモライーム期の

ユダヤ教文献に見られるサタン像の分析を行った。その結果、神や人間に敵対し害を及ぼ

す超人間的存在としてのサタン像は新約聖書以降のキリスト教において確立し、ユダヤ教

においてはキリスト教の成立以降も人間的に振る舞う神の使いの一人としてのサタン像が

保持されたという結論が得られた。つまり、サタンをどのように描くかという点において、

ユダヤ教とキリスト教を区別することが可能となったのである。その視点をもとに、シリ

ア-キリスト教、特にエフライムの著作に見られるサタン像の分析を行った結果、子牛像事

件に関与するとともに人間に害を及ぼし神に裁かれるというサタン像が見られた。つまり、

サタン像においてはシリア-キリスト教がキリスト教的な土台の上に成立しているのは間違

いない一方で、子牛像解釈から見るとユダヤ教的な伝承との類似が確認できるのである。

事例が少なく絶対的なことは言えないが、シリア-キリスト教には、キリスト教的なサタン

像の上にユダヤ的なサタン伝承も混在しているという可能性を指摘することはきるだろう。

子牛像に関与するサタンというモチーフに関しては、ユダヤ教とシリア-キリスト教のどち

らがどちらに影響を与えたのかは定かではないが、本章冒頭の BT、シャバット篇 89a に見

られるような解釈は、トマス行伝とエフライムの解釈に見られるように、ユダヤ教とシリ

ア-キリスト教に共通するとは言えるであろう。しかし一般的なサタン理解としては、シリ

ア-キリスト教はギリシア・ラテン教父と共通していると考えられるため、シリア-キリスト

教、特にここではエフライムは、ギリシア・ラテン教父と同じサタン理解という土台の上

に、ユダヤ教と共通のサタン伝承を所有しているのである。
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第七章：結論

本研究では、ヘブライ語聖書出エジプト記 32 章に描かれている金の子牛像事件について

の解釈を中心に、ギリシア・ラテン教父の著作も参照しつつ、ユダヤ教とシリア-キリスト

教の比較分析を行った。

第一章で論じた通り、金の子牛像事件とはユダヤ教とキリスト教の両者にとって非常に

重要な意味を持つ聖書中の出来事であり、両者ともにこの問題に関しては様々な面から数

多くの解釈を生み出してきた。それと同時に近現代の研究者たちも、聖書本文の分析や解

釈伝承の収集、事件の背景や解釈史の考察など、様々な角度からこの事件についての分析

を行ってきた。それらの研究の結果、この子牛像事件の解釈について時代や地域を越えた

包括的な見解を述べるのはもはや不可能とは言わないまでも有効な取り組みではなく、こ

れからの研究は時代や地域、歴史的状況などある一定の条件下での分析に特化する必要が

あることが確認されている。それを踏まえて、本研究ではタナイーム・アモライーム期の

ユダヤ教の解釈と、ほぼ同時代であるシリア教父（アフラハトとエフライム）の解釈を比

較することを試みた。子牛像事件解釈に限らず、シリア教父たちの解釈にギリシア・ラテ

ン教父の解釈には見られないユダヤ教の解釈との類似性を見いだすことはさほど難しくは

ない。そこで本研究では、子牛像事件の何が問題でどのような罪に該当するのか、子牛像

事件の登場⼈物であるアロン、モーセ、イスラエルの⺠についてはどのような解釈がなさ

れているのか、そして一部の伝承においては子牛像事件に関与したとされるサタンについ

てはどのようなことが言えるのかという点に着目し、具体的な一次資料を参照しながら論

を進めてきた。

第二章ではまず、子牛像事件の罪についての分析を行った。ユダヤ教とキリスト教の比

較に入る前にまずはヘブライ語聖書内の子牛像事件解釈について確認したが、それらは（列

王記上のヤロブアムの金の子牛像事件を除いて）みな出エジプト記の内容をまとめるのみ

で、そこに語られていない事件の背景や情報を与えてくれるものはなかった。また、子牛

像事件で描かれている｢牛｣そのものについても分析を行ったが、そこに使用されている単

語に関しては何の問題も見出されなかった。その上でまずユダヤ教の解釈を見てみると、

子牛像事件がいかに大きな問題であったか、そしてその罪の結果イスラエルの⺠にどのよ

うな悪い結果が訪れたかという解釈が目立っていた。それに加え、子牛像事件の罪は｢偶像

崇拝（זרה の罪であるとか姦淫の罪であるといった解釈が見られた。翻ってギリ｢（עבודה

シア・ラテン教父の解釈では、子牛像事件をエジプトに結び付ける解釈、そしてそれは｢偶

像崇拝（εἰδωλο-λατρεία）｣の罪であったとみなす解釈が見られた。その一方でシリア教父の

解釈では、子牛像事件の罪を認定する解釈はもちろんのこと、エジプトとの関係を指摘す

る解釈、その罪は｢偶像崇拝（ Ïóæや¿ ��ûî ÿ ñ）｣だとする解釈、そして子牛像事件に姦淫の
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罪を見いだす解釈が見られた。ここで重要なのは｢偶像崇拝｣という言葉の持つ意味である。

ユダヤ教の解釈で用いられる｢偶像崇拝｣が多分に異教的な祭儀という意味合いが強いのに

対し、ギリシア・ラテン教父の用いるギリシア語の｢偶像崇拝｣は、具体的な図像を用いた

崇拝行為を意味していた。それに対してシリア教父の解釈で用いられる｢偶像崇拝｣は、ユ

ダヤ教のような異教的な祭儀とギリシア語の｢偶像崇拝｣が意味する図像に対する礼拝行為

の両方の意味を有していた（二種類の言葉を併用していた）。つまり、三者ともに子牛像事

件を問題視する姿勢は共通しているものの、その何が問題であるかには差異が見られた。

その中でシリア教父は、キリスト教の立場に身を置きながらもユダヤ教伝承を十分に活用

していたと言える。

第三章では、出エジプト記の記述に従えば｢主犯｣と言ってもよいであろう、ユダヤ教の

最初の大祭司であるアロンについての解釈を扱った。彼は聖書によれば子牛像を作ったわ

けであり、下山したモーセにも激しく叱責されている。それにもかかわらずユダヤ教の解

釈においては、特に第二神殿時代とアモライーム期の文献ではその責任の軽減化や、アロ

ンに対する同情的な記述が目につく。他方でタナイーム期の文献では、アロンは罪を犯し

たと明確に語られた上で、その罪はすでに赦されたとする解釈が中心的である。アロンが

罪を犯したことを認める解釈は、アモライーム期の文献にも見られる。ところがギリシア・

ラテン教父の解釈を見ると、むしろ子牛像事件におけるアロンの罪を認めて非難するもの

のほうが少数派で、多くの教父がアロンは罪を犯したにせよそれは事情があってのことだ

ったという方向でアロンを擁護している。シリア教父の解釈に目を転じてみると、アロン

は罪を犯したもののその罪はすでに赦されたとするユダヤ教のタナイーム的な解釈ととも

に、ユダヤ教の伝承に見られるものと同じ理由でアロンを擁護している解釈が見出せる。

三者ともにアロン擁護の姿勢を示しているのは、彼がユダヤ教にとってもキリスト教にと

っても重要な大祭司であったからという背景で説明がつくが、ユダヤ教はアロンの背後に

ユダヤ教を、キリスト教はアロンの背後にキリスト教を見ていたのである。その中でも、

シリア教父がユダヤ教の解釈と同じ傾向やモチーフを有していたのは間違いない。

第四章では、子牛像を破壊して事件を起こしたアロンと⺠を叱責し、レビ⼈に命じて⺠

を処罰させるとともに神に⺠の助命を願うなど、事件における責任は皆無に⾒えるモーセ

についての解釈を扱った。実際に、いずれの立場においてもモーセを非難するような解釈

は見られず、ユダヤ教ではその存在の大きさ、神ともいわば対等に話し合えるその関係、

⺠を救うために⾃らを犠牲にささげようとするその姿などが称賛されるとともに、聖書の

記述からは特に好意的に解釈するのが難しいような彼の行動についても評価する解釈が見

られた。キリスト教の解釈においても、ユダヤ教の解釈同様モーセを称賛するものが多く、

その自己犠牲の精神をイエスに結び付けるものも見られた。また、モーセを持ち上げるた

めに代わりに⺠をこきおろすという⼿法が⾒られるなど、偉⼤なモーセをユダヤ教の枠内

から引き出してキリスト教の文脈に位置づけようとする姿勢が見て取れる。シリア教父の

解釈においてもモーセを称賛する姿勢は同じであり、特にエフライムの解釈においては、
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⺠の⽬にモーセは神のようであったであるとか、モーセが⺠の⼼に秘められていた問題⾏

動を抑えていたというような、ギリシア・ラテン教⽗の解釈に⾒られる⺠とモーセの対⽐

構造も見出せると同時に、モーセの存在を神に近づけたり神に人間的な意図を想定しモー

セとの距離感を縮めたりしている点には、ユダヤ教の解釈との類似性が見出せる。つまり、

シリア教父のモーセ解釈には、ユダヤ教とギリシア・ラテン教父の解釈に見られる両者の

特徴が併存しているのである。

第五章では、子牛像事件においてアロン以上に擁護のしようがないように見えるイスラ

エルの⺠についての解釈を扱った。実際、この⺠の⾏為にまったく⾮を認めないという解

釈を見いだすのはいずれの立場においても非常に困難である。それでいて、ユダヤ教の解

釈では⺠に対して同情的、ないしは好意的なものもいくつか⾒られる。もちろん、⺠を⼀

体視してその⾏動を⾮難する解釈も多々残されていると同時に、⼦⽜像事件において⺠以

外の責任を指摘することで翻って⺠の責任を軽減しようと試みていると考えられる解釈も

同じようにユダヤ教の中には⾒出せる。そうした中で、同じイスラエルの⺠の中にも⾮難

されるべき者とされるべきでない者がいるという解釈も、第二神殿時代の文献とアモライ

ーム期の文献に見出せる。他方で、初期キリスト教からギリシア・ラテン教父の解釈にお

いては、新約聖書にこそ⺠の中に区分を設けて⾮難するべき者とそうでない者を分けて考

えているものが⾒られるが、その後はほぼ⼀貫して、⼦⽜像事件のためにイスラエルの⺠

／ユダヤ人は神との契約を失ったであるとか、子牛像事件は彼らの愚かさ、放埓さなどの

現れであるとみなす解釈が⽀配的である。シリア教⽗の解釈においても⺠を単純に⾮難す

るものが目立ってはいるが、ユダヤ教の解釈にも見られるように、やむなく子牛像事件に

かかわった者や⾮難されるべきでない⺠もいたという、⺠を区別する解釈も⾒出せる。つ

まり、いずれの立場においても批判的な態度が見られるものの、それぞれの解釈伝承の時

代や文学ジャンルを考慮することで、微妙な差異の背景が見えてくるのである。

第六章では、出エジプト記にはまったく姿を現さないサタンが実は子牛像事件に関与し

ていたというユダヤ教の解釈を軸に、それぞれの立場におけるサタン像の分析、および子

牛像事件との関与について論じた。そもそもヘブライ語聖書では、サタンは一般的な行為

や存在を意味したり、神の使いとして神の許容範囲内で人間に対して悪事（と思われるこ

と）を行ったりしていたが、聖書偽典あたりから徐々に神や人間に敵対する存在として描

かれ始める。そして新約聖書に至って、現代の我々が安易に想像するような神の敵や悪魔

といったイメージで語られるサタン像がほぼ確立したことが確認された。他方で、キリス

ト教成立以降も、ユダヤ教においては神の使いであったり人間的な振る舞いをしたりする

サタン像が保存されている。シリア-キリスト教にも、そうしたキリスト教的なサタン像が

伝わっていると同時に、ユダヤ教の解釈に見られたような、子牛像事件にサタンが関与す

るという解釈も見出された。これは、シリア-キリスト教が一般的なキリスト教におけるサ

タン理解の上に、ユダヤ教と共通のサタン伝承も有していた一つの証拠と考えられるだろ

う。
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以上のように子牛像事件における様々な要因に着目して、ユダヤ教、ギリシア・ラテン

教父、シリア教父の解釈を比較してきた。どの要因の分析においても言えることは、シリ

ア教父の解釈には、ユダヤ教とギリシア・ラテン教父の片方にのみ見られる特徴が併存し

ていることである。本研究で取り上げた伝承には致し方なく量的にも質的にも制限と偏り

があるため、本研究の結果からはその傾向を指摘する以上のことはできないかもしれない

が、この点は蓋然性が高いと言えるだろう。以上が最も端的な本研究の結論であるが、以

下で若干の考察を加える。

ユダヤ教とシリア・キリスト教の聖書解釈の類似性の背景としては、第二章でも詳しく

論じた通り、シリア地域ではユダヤ教もキリスト教もどちらも少数派であったこと、両者

が同じ都市で暮らし互いの共同体の交流が物理的に断絶していなかったこと、ユダヤ教の

解釈が伝えられたヘブライ語・アラム語とシリア教父たちの使用していたシリア語が言語

的に似通っていること、そして、どちらの陣営の一般信徒もシナゴーグと教会の両方に顔

を出すことができたこと、が主に挙げられるだろう。これらの点は、歴史学や考古学的な

立場の先行研究によっても確認されている。場合によってはシリア教父の解釈をユダヤ教

の解釈者が利用したという可能性も考えられるが、多くの場合にはシリア教父がもともと

知っていたユダヤ起源の伝承、もしくは新しくユダヤ人から知った彼らの伝承を自分たち

の解釈に組み入れたと考える方が自然であろう。それによって、彼らの聖書解釈にギリシ

ア・ラテン教父の解釈にはない幅を生み出すとともに、ユダヤ人の関心をひくことができ

る解釈や説教を行うことができたのだと考えられる。加えて、シリア教父自身も意図して

いたかどうかは不明であるが、彼らがもともと持っていた聖書の知識がユダヤ教的な解釈

とセットになっていたという可能性も指摘できる。そうすると、ギリシア・ラテン教父の

間では失われてしまった、もしくは意図的に彼らの中からは捨て去られていったユダヤ教

を前提とした聖書理解が、シリア地域においては 4 世紀に至るまで生き続けたとも考えら

れる。このように、意図的に取り入れていったのかもともと備わっていたのかはともかく、

少なくとも 4 世紀のシリア-キリスト教には一定のユダヤ教の影響ないし前提が見出せるこ

とが、本研究により具体的な資料の面からも確認された。

第一章でも述べたように、シリア-キリスト教の中にユダヤ教の要素を見いだす研究はす

でになされているが276、実際のところは、本研究も含めそれぞれが対象とする範囲内での

解明が現在進行形で進められている領域であると言えよう。また、シリア-キリスト教につ

いての研究はキリスト教側からの取り組みが主であり、ユダヤ教伝承と具体的に照らし合

わせた上での研究はまだまだ少ない277。本研究のように、まずユダヤ教伝承を核に据えた

276 例えば、Brock, “Jewish Traditions”。
277 参考までに、シリア-キリスト教との比較に限らずユダヤ教伝承を扱う研究で、その出典

に Ginzberg, Louis, (tr.) Szold, Henrietta & Radin, Paul, Legends of the Jews, 7 vols. (Philadelphia:

Jewish Publication Society of America, 1909–28)を用いているものは、恐らくユダヤ教の一次文

献にはあたっていない。本書は膨大なユダヤ教文献に収録されている様々な物語を著者の
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上でシリア教父の解釈を分析している研究は、依然として少数派である。両者の資料を原

典から確認することで初めて細かな言語的な比較考察も可能になるのであって、そうした

面からユダヤ教と 4 世紀までのシリア-キリスト教の類似性を具体的に指摘したことが、本

研究の意義であり価値であると信じるものである。

Ginzberg が時間軸上に並べ直したものだが、その作業において彼は逐一原典を参照したとい

うわけではなく、すべてを自分の頭の中で行ったのである。驚異的なことに、彼が本書の

中に記したユダヤ伝承の内容と出典には間違いがほとんどない、と言って問題ないほどに

少ない。それゆえ彼の著した本書自体の価値を減ずるわけではないが、その内容はあくま

でも彼が再構成したものであり、一次文献そのものの記述とは若干の違いがある（当然で

あるが言語も異なる）。そのため、ユダヤ教伝承を参照する際には、この Legends of the Jews

を事典代わりに使うのは有効であるのだが、それから直接一次文献にあたらなければその

正しい内容は把握できないのである。以上の Legends of the Jews と Ginzberg については、

Golinkin, David, “Ginzberg, Louis,” EJ2nd, vol. 7, pp. 613–4; Sabel, J., “Aggadah in “Higher Unity”:
The German Manuscript of the Legends of the Jews,” Jewish Studies, vol. 47 (2010), pp. 13–38
(English section); Golinkin, David., “The Legends of the Jews as Viewed by Louis Ginzberg and by

Others,” (Hebrew), ibid., pp. 11–24 (Hebrw section)を参照。なお余談ではあるが、このユダヤ教

文学における金字塔を残したGinzbergの大学の指導教員であった Theodor Nöldekeは著名な

セム語学者であり、彼の著したシリア語文法書は出版から 100 年以上たった今でもシリア

語研究のための必携書となっている（Compendious Syriac Grammar, (tr.) Crichton, James A.

(London; Williams & Norgate, 1904)）。
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補遺：子牛像事件解釈から見るユダヤ教、ギリシア･ラテン教父、シ

リア教父の神観

補-1. 序言

この補遺では、子牛像事件解釈に見るユダヤ教、ギリシア・ラテン教父、シリア教父の

神観について論じていく。自分たちの信仰の対象である神についての認識は、それぞれの

信仰のための聖書解釈に対しても、多大な影響を及ぼしていると考えるのが自然である。

そのためこの三者の神観という重要な問題も当初は本論の中で扱う予定であったが、十分

に説得力のある結論を出すだけの資料が特にギリシア・ラテン教父の解釈において見出せ

ず、また子牛像事件解釈に限定するとは言え、これら三者が神をどのように認識していた

かという問題には前提とするべき情報や資料が膨大であり、本研究のような規模の研究の

一章とするには荷が勝ちすぎる。そのため、このような本論から外れた補遺という形で補

足的に論を進めたい。

補-2. 子牛像事件における神の振舞い

まずは、出エジプト記 32 章において神がどのように振舞ったかを確認しておく。1–6 節

で⼦⽜像が作られて犠牲が捧げられたのを受け、神はモーセに下⼭を促す。その際には⺠

を強く⾮難し、彼らを滅ぼして（その代わりに）モーセを｢⼤いなる⺠にする｣とまで述べ

ている（10 節）。しかしモーセに情理を尽くして懇願された結果、｢心を静め｣る（14 節）。

その後しばらく舞台はシナイ⼭の麓に移り、モーセがレビ⼈に⺠の殺害を命じた後に再度

神のもとへ赴き、⺠を赦すように、そしてもし赦してもらえないなら⾃分の⾝を犠牲に捧

げると懇願する（31–32 節）。それを聞いた神は、⺠には罪の報いが訪れると答える（34 節）。

そして出エジプト記 32 章の結語として、神が⼦⽜像事件ゆえに⺠を打ったと語られる（35

節）。

ここから見えてくる神の姿は、子牛像事件がどれほど神にとって重大な問題であったの

かはこれまでにも論じてきたのでさておき、事件後はすぐに⺠を滅ぼすことを決意するほ

どに短気であると言える。しかもモーセの懇願により簡単にその決意を覆すほどに、その

怒りは軽い。モーセが 11–13 節で神に⾔う通り、神はわざわざ⺠をエジプトから連れ出し、

本研究第五章で具体例を⽰したような荒れ野における⺠の様々な不平不満にも奇跡でもっ

て対応したにもかかわらず、⼦⽜像事件に臨んでは留保なしにその⺠を滅ぼすと宣⾔する。

しかも、その怒りはモーセの懇願によりわずか数節で治まってしまう。この世界を創造し

聖書中でも多くの奇跡を実現している神としては、あまりにも簡単な翻意と言えるのでは

ないだろうか。実のところヘブライ語聖書の神にはこのような人間臭い側面が多々見られ

るのであるが、そういった点は置いておいて本研究に必要な面に話を戻すと、子牛像事件

に⾒られるのは、⼀度は怒りに燃えて⺠を滅ぼす決意をするも、モーセに説得および懇願
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されたことでその怒りを静め、最後は⺠へ罰を与えることを告げる神である。

補-3. ユダヤ教の解釈における神

以上のような子牛像事件における神の姿を踏まえ、ユダヤ教の事件解釈の中では神はど

のように描かれているのかを見ていくことにする。その多くはこれまでに引用した伝承で

あるが、ユダヤ教の解釈の中で神が登場するものを以下に挙げて分析を行う。まずは、出

エジプト記 32 章における神とモーセの対話を拡大させる以下の解釈から。

『聖書古代誌』12 章：4.主はモーセにおっしゃった。｢ここから急いで⾏け。⺠は堕落し、

私が彼らに命じた私の道を逸れたからである。『あなたたちが住むこの土地を私はあなた

たちの子孫に与えよう』と私が言ったときにあなたたちの父祖に私が約束した約束が成

就されていたならば、どうであろうか。というのも、⾒よ、⺠はまだその⼟地に⼊って

おらず、すでに裁きを受け、彼らは私を見放した。それゆえ、もし彼らがまさにその土

地に入るならば、彼らがいっそう大きい不正を行うであろうことは私には分かっている。

そこで今私も彼らを見放すであろう。そして再び私は立ち返って、彼らと和合するであ

ろう。彼らの間に私のために家が建てられるようにするためである。今度はその家も、

彼らが私に対して罪を犯すであろうゆえに打ち壊されるであろう。人類は私にとって壺

からの雫のようなものとなり、また唾のようなものとみなされるであろう｣。

出エジプト記 32:7–14 を敷衍させた解釈と思われる箇所であるが、この後モーセがすぐ

に下山するため、モーセによる神への懇願と執り成しはここでは語られない（以下に引用

するように後の箇所で語られる）。しかし神は怒りに燃えて⺠を滅ぼそうとするというより、

最初から理性的に⺠の問題を指摘して、将来⺠がまた別の罪を犯すことを⾒越した上で、

⺠を赦す姿勢すら⾒せている。この後のモーセの下⼭と麓での騒動を経て、再度神とモー

セの対話が始まる。

同：8.それからモーセは山に登り、主に祈って言った。｢ご覧ください今、汝、神よ、〔…〕｣。

10.そして神は彼におっしゃった。｢見よ、あなたの言葉に応じて私は憐れみ深くなった。

それゆえ、あなたが前の板を切り出した場所から、自分のために石の板を二枚切り出し

なさい。そして最初の板にあった掟をそれらに再び書きなさい｣。

モーセは様々な比喩を使って神の怒りを静めようと奮闘し、神はそれに応じて憐みを表

している。そして新しい契約の板についての指示をモーセに出している。『聖書古代誌』12

章ではもともと神はそれほど⺠に対して怒りを表しているように⾒えないが、モーセの必

死の執り成しとその内容の豊かさを敢えて記すことは、『聖書古代誌』の筆者である偽フィ

ロンにとっては読者に対する重要なアピールであったのであろう。ここに見られる神は出
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エジプト記 32 章の神よりもかなり理性的で、自らの怒りを簡単に引っ込めるというよりは、

そもそも聖書に見られるような神の怒り自体が見出せない。このような神描写については、

たとえ神の言葉といえども、解釈者の目的のためには（少なくとも表面上は）自由に創造

し改変してもよいという、ユダヤ教の聖書解釈の特徴（の一つ）が指摘できる。

続いては、聖書中にまったく根拠のない神の発言を解釈者が創造している事例である。

『申命記スィフレ』2781：〔…〕｢ディ･ザハブ｣（申 1:1）〔という語句について〕。〔神は〕

彼らに言った。見よ、すべてのことの中で、子牛像の件においてお前たちが行ったこと

が、私にとってはすべてのことよりも重い。〔…〕＜94＞

短い箇所なので文脈はさておき、ここでは子牛像事件が自分にとっては一番重い問題で

あると神自身が述べたとされる。その一方で、BT には神が以下のように言ったとされる解

釈が残されている。

BT、ベラホット篇 32b：〔…〕〔イスラエルの会衆は〕神の前で言った。世界の主よ、あ

なたの栄光の玉座の前に忘却はないので、あなたは私に対して子牛像の出来事を忘れる

ことはないのでしょう。神は答えて言った。｢これらのこと（ֵאֶּלה）279も忘れられるだろ

う｣（イザ 49:15）。〔イスラエルは〕神の前で言った。世界の主よ、あなたの栄光の玉座

の前に忘却があるので、あなたは私に対してシナイの出来事を忘れるのでしょう。神は

答えて言った。｢私はお前のことを忘れはしない｣。これは次のことと同じである。ラビ･

エルアザル曰く、ラビ・オシャヤ曰く。｢これらのことも忘れられるだろう｣と書かれて

いるのはどういうことか。これは子牛像の出来事のことである。｢私はお前のことを忘れ

はしない｣。これはシナイの出来事のことである。＜95＞

278 聖書の申命記について、その法的側面を重点的に論じたタナイーム期のミドラッシュ。

成立年代は 3 世紀末とされる（Lindqvist, op. cit., p. 31; 阿部, op. cit., p. 7）。その中心部分は、

多くの弟子を持ち後世への影響も大きいラビ･アキバ（タナイーム第二世代：50〜135 年頃）

の学派に属するものと考えられているが、他の学派からの影響や後代の編集の跡なども指

摘されている（Kahan, Menahem, “Sifrei,” EJ2nd, vol. 18, pp. 562–564）。アキバの師は、ユダヤ

人のエルサレム追放後にヤブネにユダヤ教の中心地を設立したヨハナン･ベン･ザッカイで

ある。原典は、Finkelstein, Louis (ed.), Sifre on Deuteronomy (Hebrew) (New York & Jerusalem:

The Jewish Theological Seminary of America, 2001)
279 ｢これらがお前の神々だ、イスラエルよ（¥�� �±�Û �¢�Í¢����¥�����è��：’elleh ’eloheicha isra’el）｣

（出 32:4）という聖書の句を念頭に置きながら、｢これらのこと（ֵאֶּלה：’elleh）｣というそ

の聖書の句の冒頭の一語で子牛像事件全体に言及していると考えられる。つまり、子牛像

事件にはまったく関係のないイザヤ書の句を持ってきて、そこで｢忘れられるだろう｣と言

われていることが子牛像事件を指しているのだという解釈を生み出しているのである。
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要点をまとめると、神は⼦⽜像事件については忘れるが、シナイ⼭でのイスラエルの⺠

との契約は忘れないと宣言しているのだと考えられる。子牛像事件全体の罪について、解

釈者が神の口を借りて罪の赦しを述べている解釈と言えるであろう。

以下は本研究でもすでに何度か引用している解釈であるが、罪の赦し以上に子牛像事件

における神の責任を指摘するものである。

『トセフタ』、キプリーム篇 5.14：〔…〕どこでそれ〔懺悔の言葉〕を言うのか。祈りの

後である。聖櫃の前を通る者は四つ目の祈りの際に。ラビ･メイール曰く。その者は七つ

の祈りを祈り、懺悔で終える。賢者たちが曰く。その者は七つの祈りを祈る。そしても

し懺悔で終わりたいのなら、終わればよい。そして罪の詳細を述べる必要がある。｢ああ、

この⺠は⼤きな罪を犯しました。彼らは⾃分たちのために⾦の神々を作ったのです。…｣

（出 32:31）と言われているように。だが主はこう言った。誰がお前たちに、お前たちが

金の神々を作るようになることを引き起こしたのか。私だ。私がお前たちに金を多く与

えた280。＜57＞

この解釈ではモーセが子牛像事件の罪を懺悔している聖書の箇所に対し、神が直接自分

の言葉で、⺠が⾦の⼦⽜を作るに⾄ったのは⾃分が彼らに多くの⾦を与えたからだと述べ

ている。ここには、自らの過ちを認めるとともにそれを自らの言葉で告げる神の姿が描か

れていると言える。逆に言えば、そのような神の姿を人間が（勝手に）描いているのであ

る。

このように子牛像事件の責任（の一端）が神にあるという解釈は、前述のようにユダヤ

教の他の文献にも見られる。

BT、ベラホット篇 32a：〔…〕ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。〔ここまでの議論は〕こ

こから引き出せる。｢ディ･ザハブ｣（申 1:1）。｢ディ･ザハブ（ָזָהב ve-di：ְוִדי zahav）」と

はどういうことか。ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。モーセはほむべき聖なるお方の前

でこう言った。世界の主よ、彼らが「もういい（ַדי：dai）」と言うまであなたが彼らに、

イスラエルに与えた銀と金（ָזָהב：zahav）のために、彼らが子牛を作るということを引

き起こした。〔…〕｢さあ、私をほうっておけ。私の怒りは彼らに対して熱く燃え上が

り、私は彼らを消滅させる。そしてお前を⼤いなる⺠としよう｣（出 32:10）。ラビ・ア

280 Zuckermandel はエルフルト写本とウィーン写本を元にして本書を編纂したとされるが、

ウィーン写本、ロンドン写本、印刷本初版ではいずれも神の言葉の前にラビ･アキバの言葉

が入っている。｢ラビ･アキバ曰く。その必要はない。もしそうなら、なぜ彼らは自分たち

のために金の神々を作ったと言われているのか｣。他の写本については、イスラエル国バル

イラン大学が公開している、Torat ha-Tannaim (http://www.biu.ac.il/JS/tannaim/：最終閲覧 2015

年 11 月 23 日)にて参照した。原文におけるより具体的な差異については、資料の項を参照。
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バフ曰く。〔…〕これ〔聖書にこのように書かれていることは〕は次のことを教える。

モーセはほむべき聖なる方をつかんだ。友人の服をつかむ人のように。そして主の前

で言った。世界の主よ、あなたが彼らを許すまで、私はあなたを放しません。〔…〕＜

44＞

ここでは、上に引用した『トセフタ』の伝承とは違い、モーセが神に向かって直接神の

責任を指摘している。神が絶対無謬であるならば罪に対する神の責任という概念自体が矛

盾するわけであるが、それが神にあるというだけでなく、人間であるモーセが神に向かっ

て直接それを指摘しているのである。そしてこういった解釈には、人間と対話する神とい

う存在が前提とされていることも重要である。

以上で見てきたようにユダヤ教の解釈に神が現れる際には、聖書における神よりもより

理性的で冷静な姿で描かれるとともに、子牛像事件の罪を強調するにせよ軽減する方向で

語るにせよ、聖書にない言葉を解釈者が自由に語らせている。そして時には神自らが事件

の責任を認め、また時にはモーセによってその責任を指摘されている。このように、神と

しての地位と尊厳は守りながらも、解釈者の思うように喋らせられるのが子牛像事件解釈

における神の姿である。このような神観がユダヤ教の聖書解釈の特徴の一つであるという

のは、子牛像事件解釈に絞って論を進めてきた本研究からでも明らかであろう。

補-4. ギリシア・ラテン教父の解釈における神

ユダヤ教の解釈に現れる神とは異なり、初期キリスト教からギリシア･ラテン教父の解釈

に現れる神は、ほとんど自ら口を開くようなことをしていない。新約聖書の使徒言行録や

『バルナバの手紙』を例にとっても、子牛像事件についての解釈を述べているのは、すべ

てキリスト教徒であるところの人間である。

それは教父たちの著作においても同じことで、子牛像事件における神の振舞いや役割に

ついて論じたり、神自身の口を借りて事件に関することを語らせたりするような解釈は、

管見の限りでは見つかっていない。出エジプト記 32 章やそれ以外から子牛像事件に関連す

る神の言葉が出てくる章節を引用している解釈であれば何点か見つかっているため、すで

に本研究では論じている解釈であるが以下でそれらを引用する。まずはギリシア教父であ

り護教家として名高いユスティノス（100 頃〜165 頃）の、架空のユダヤ人との対話録であ

る『ユダヤ人トリュフォンとの対話』から。

20.4：〔ユスティノスのトリュフォンへ向けての言葉：〕同じように、神はモーセによっ

てお前たちが清くなく、有害で、間違ったものを避けるよう命じた。お前たちが荒れ野

でマナを食べ、神によってお前たちのためになされた全ての驚くべき業を目にしていた

時でも、お前たちは金の子牛を作り、それを崇拝し始めた。その結果、正しくも神は大
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声で叫ばれた。｢愚かな子供たちよ、あの者たちには全く信仰がない｣（申 32:20）281。

申命記 32:20前後は、厳密に言えば子牛像事件についての神の言葉というわけではない。

⼦⽜像事件に限らず異教の⾵習を持ち続けるイスラエルの⺠全体に対する⾮難である。ユ

スティノスはその一連の非難の言葉の一部を、子牛像事件の非難の中に組み込み、神が事

件のためにイスラエルの⺠を｢愚か｣で｢信仰がない｣と⾔って⾮難しているとしている。⽂

脈的にも無理はなく、神の言葉をユスティノスが自由に切り貼りしたというよりは、対象

が広い言葉を特定の問題にも適用していると言えよう。

最初のラテン教父であるテルトゥリアヌス（150 頃〜223/5 年）も、以下に見るように子

牛像事件解釈において聖書の言葉を引用している。マルキオンの思想を確認する中で、彼

は子牛像事件における神の言葉を引用する。

『マルキオン駁論』II, 26：だが、神はその時でさえも、その猛々しさにおいてはわずか

であった（とお前は⾔う）。その時、神はその⺠が⼦⽜を聖別したことに激怒しており、

僕であるモーセにこのような要求をした。｢私をほうっておけ。私の怒りは彼らに対して

熱く燃え上がり、私は彼らを消滅させる｣（出 32:10）。それゆえに、お前はモーセのほう

が神の怒りに異議を唱える者、いやそれを逸らす者として、その神よりもよいと主張す

る。彼は言った。｢そんなことをしてはいけません。さもなくば、彼らとともに私を滅ぼ

すことになります｣。その⺠と同じくお前も哀れである。お前はキリストを知らないから

だ。キリストは御⽗に異議を唱える者として、そして⺠を救うために⾃⾝の命を差し出

す者としてのモーセの人格に予型されている。

ここでは、すでに述べた通りモーセの中にキリストの予型を見るという解釈がなされて

おり、神の言葉は中心的な位置を占めているわけではない。子牛像事件の臨場感を出すた

めの演出の一つであると言うこともできるだろう。子牛像事件を語る際にそこに記されて

いる神の言葉を引用するという、神の言葉の素直な使用である。

以上の二例から明らかなように、子牛像事件における神の言葉を利用する解釈において

も、ギリシア･ラテン教父はユダヤ教の解釈に見られるように、神の言葉を勝手に創造する

ことは言うに及ばず、文脈を変えて切り貼りするようなこともしていない。あくまでも聖

書の文脈に沿った神の言葉をそのまま引用しているだけである。ギリシア･ラテン教父には、

自らの著作の中で神を自分の好きなように動かし喋らせるという傾向が皆無、とは断言で

きないにしても、かなり少ないとは言うことができるだろう。さらに広げるならば、自分

281 ユスティノスはヘブライ語聖書ではなくギリシア語の七十人訳に依拠していた（柴田,

op. cit., pp. 111–112）。聖書引用に際しては七十人訳も参照したが、ヘブライ語聖書と意味の

上では大差なかった。なお七十人訳の原文については前述の通り Rahlfs & Hanhart, op. cit.、

日本語訳については秦剛平訳『七十人訳聖書 V 申命記』河出書房新社、2003 年を参照。
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たちの理解を越えて超然と存在すると考えるのが、ギリシア･ラテン教父の神観と言うこと

もできるだろう。

補-5. シリア教父の解釈における神

以上で論じてきたユダヤ教とギリシア･ラテン教父の神観を踏まえ、シリア教父の解釈に

見られる神の姿の分析に移る。

アフラハトの解釈の中には、先ほど取り上げたギリシア･ラテン教父の解釈のように、出

エジプト記 32 章の神の言葉を引用しているものも見られるが282、それよりもユダヤ教の解

釈のように神の主体性をアフラハト自身の言葉で語っているものも見受けられる。

『論証』7.15：悔い改めを求める者よ、祭司の⻑であるアロンのようになれ。彼は⼦⽜

によって⺠に罪を犯させた時、⾃らの罪を告⽩してその主が彼を許した。イスラエルの

王たちの中で最も偉大なダビデも、自らの愚行を告白して許された。〔…〕＜26＞

ここにアフラハトが記しているように、アロンが自らの罪を神に告白して赦されたとい

う記述は聖書中には見出せない。従ってこの神がアロンを許したという内容は、オリジナ

ルかどうかは別としてアフラハトの解釈ということになる。子牛像事件におけるアロンの

罪を赦すという大きな問題を、アフラハトは自らの裁量で神の行為と描いているのである。

エフライムの著作にも、すでに論じた箇所ではあるが同様の解釈はいくつか見られる。

『出エジプト記註解』32.6：｢主は⾔った｣。つまり、真の神が⺠の神に向かって⾔った

のである。｢お前の⺠が堕落して⼦⽜像を作り、『これがお前たちをエジプトから導き上

ったお前たちの神だ』と言った｣（出 32:7）。このことをモーセに明らかにすることで、

神はモーセに執り成しをする覚悟をさせた。彼に向って｢私をほうっておけ。私は彼らを

一掃する｣（同 32:10）と言い｢私が彼らを一掃するのを抑えよ｣とは言わなかったことに

ついては、もし神が⺠にとって害となることをする意図があったのなら、⺠のために⽮

面に立つつもりの人間にそのことを明かしはしなかっただろう。神がこのことをモーセ

に明かしたという事実により、神は⺠を傷つける⽤意をしていなかったということが明

らかになった。というのも、神はすでに赦すつもりをしていたのだ。そしてそれゆえに

モーセに執り成しをするよう促したのだ。もし彼らがそのような重大な罪を犯した後で

無罪放免となっていたのなら、それは彼らにとって非常に大きな損害となっていただろ

う。それゆえ、神はモーセに自分が彼らを滅ぼすつもりだと告げ、その結果、モーセが

祈って彼らが赦された時、その赦しが彼らにとって重要となり、仲介者が彼らにとって

親愛なる者となるのである。＜50＞

282 『論証』6.14。
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ここでは、神がモーセに⺠を滅ぼすことを宣⾔したのは、それを聞いたモーセが⺠のた

めに執り成しを⾏い、その結果救われた⺠がモーセをより愛するようになるのを⾒越して

のことだったと解釈されている。エフライムは神の言葉を創作することはないが、聖書に

書かれている神の言葉の背景を（勝手に）読み取って聖書に書かれていない内容をそこに

読みこんでいる。その結果、神に人間のような思考を想定しているわけである。ユダヤ教

の解釈ほど自由奔放ではないと言え、神の意志を推し測ってそれを自分の解釈に組み込む

という姿勢は、少なくともギリシア･ラテン教父の解釈には見られなかったものである。

『我らが主についての説教』6：〔…〕レビの子らは自分たちが誰を殺すべきかわかって

いなかった。（子牛を）崇拝した者たちが崇拝しなかった者たちと混ざっていたからだ。

しかし、簡単に区別を為すことができるお方〔＝神〕が、偶像崇拝を犯した者を犯さな

かった者から分けた。その結果、無実の者は自分たちの無実が公正なお方の注目から外

れなかったことに感謝し、有罪の者は自分たちの罪が裁きを為すお方から逃げられなか

ったために正義のもとに運ばれるだろう。〔…〕＜29＞

この箇所では、レビ⼈が罪を犯した⺠を殺害するに際し、誰を殺すべきであるかを神が

区別したという解釈が述べられている。神の言葉を創作しているわけではないが、聖書の

行間を埋めて子牛像事件の内容を膨らませていると言えよう。

同 18：彼らの異教崇拝が隠れ家から公の場へと出てきたとき、彼らを覆っていた聖なる

雲の下でその異教崇拝が抑えられなくなった者たちへ公然と罰を与えようと、モーセも

隠れ家から公の場に出てきた。神はその群れから 40 日の間その群れの羊飼いを取り去っ

た。その群れがしっかりと、毎回喜んでその群れに牧草を与える子牛を神として信頼し

ていることを示すようにと。その群れは自分たちの羊飼いとして、草を食べることすら

できない子牛をつくったのだ。彼らの中に恐怖を引き起こすモーセは、彼らから取り去

られた。モーセの恐怖が彼らの心の中で静めていた偶像崇拝が、彼らの口から大声を上

げるようにと。そして彼らは大声を上げた。「我々に、我々を導く神々を作れ」（出 32:1）。

＜52＞

モーセが⺠の中からいなくなったために⺠が⼼の中に秘めていた｢偶像崇拝｣が姿を現し

たとする解釈だが、そのような状況を引き起こしたのは神であり、神が主体的にモーセを

取り去ったとエフライムは述べている。モーセがシナイ⼭に上ったために⺠から離れたの

は聖書的事実であるが、それは神がその後の子牛像事件を見越して敢えてそのように差配

したという解釈である。ここでもエフライムは、聖書の記述の行間に神の意志を差し挟み、

その背景を説明している。

以上のようにアフラハトもエフライムも、ユダヤ教の解釈のように神の言葉までを自由
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に創作するほどではないものの、聖書に書かれていない神の意図を（勝手に）読み取り、

それを自分たちの解釈に組み込んでいるのは明らかである。

補-6. 小括

子牛像事件における三つの立場の解釈から、事件に神の言葉や振舞いを関係づけるもの

を分析してきた。ユダヤ教の解釈においては、もはや神は自由に使える登場人物の一人で

あり、聖書に書かれていない言葉からその行動まで、解釈者たちの自由裁量で創造されて

いると言えよう。他方でギリシア･ラテン教父の解釈では、子牛像事件に関係する神の言葉

を、そのまま事件の文脈にあてはめて引用するものがせいぜいで、そういった姿勢は神を

自由に使い回すユダヤ教の解釈の対極に位置すると言えるだろう。それを踏まえるとシリ

ア教父の解釈は、ユダヤ教のように神の言葉を勝手に創造するというところまでは行かな

いものの、聖書には書かれていない神の意図や行動を自分たちの解釈に組み込んでいるよ

うに、ある意味では節度を持って神を利用していると言うことができるだろう。

こういった三者の立場から彼らの神観を考えてみる。もちろん敬意は備えた上での話で

はあるが、神を人間の登場人物のように自由に描くユダヤ教の聖書解釈は、聖書解釈とい

う枠の中で、つまり理屈が通る限りは神すらも多種多様な解釈の対象となるようである。

その意味では、神よりも解釈、ないしはその際の理屈が上位に来ると言ってしまってもよ

いのかもしれない283。それに対してギリシア･ラテン教父は、神は絶対無謬、かつ安易に人

間によって表象され得ないとみなしていると考えられ、そういった姿勢が彼らの聖書解釈

にも如実に表れていると言えるのではないだろうか。本研究では触れるだけにとどめたが

（3.4.）、聖書の記述を何らかの予型や比喩と捉える彼らの聖書解釈の手法（アレクサンド

リア学派／アンティオキア学派）は、そうした一定不変の真実に対してできる限り多様な

解釈を生み出すために生み出された技術だと言えるのではないだろうか。そしてシリア教

父は、神すらも解釈の対象となるユダヤ教の流れをくみつつギリシア･ラテン教父的な神の

無謬性や不可侵性を尊重した結果、神の言葉や行動の創造ではなく、聖書中の神の行動の

意図を推し量るところで折り合いをつけたと言えるのではないだろうか。

補遺としては参考程度の結論しか求めてはいないわけだが、本論で出た結論のように、

ユダヤ教の影響や前提を受け継ぎながらもギリシア･ラテン教父からの影響も受け入れる

283 当然のことではあるが、子牛像事件に限らないユダヤ教の聖書解釈全般を分析しない限

りは確実なことは言えない。しかしユダヤ教の神と聖書解釈について考える際には、神の

地位を下げるというより聖書解釈という行為の地位を高めに考える必要があるのではない

かとは言ってもよいであろう。しかしながら、ではなぜそれほどにまで聖書解釈が重要で

あるかと言えば、聖書が神の言葉でありその言葉の真の意味を自分たち人間にわかるよう

に解釈するという行為だからだと考えられる。つまり、神の言葉を｢正しく｣解釈するため

にはその神すらも解釈の対象にすることが許されるという、一種のパラドックスがユダヤ

教の聖書解釈の伝統にはあると言うこともできるだろう。
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シリア教父という構図が、神観についての分析からも明らかになった。本論の議論も含め

て子牛像事件という一定の制限の中での分析を行っているために、全体的に図式的な結論

という批判は免れ得ないだろうが、本論でも繰り返し述べているように、具体的な資料か

ら一定の方向性を示すという成果は出せたものと信じ、本研究はここで筆を擱く。
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資料：一次文献の原文と翻訳

・本研究で扱ったヘブライ語、アラム語、シリア語の文献について、原文と翻訳を本研究

における言及順に掲載する（＜＞内の番号順）。同じ章節の内容を分割して取り上げた場

合には、初出箇所にてその全体を掲載する。

第一章：序論（先行研究調査およびユダヤ教とシリア教父の比較の意義）

1. ＜ミシュナ、メギラー篇 4.10＞

ראובן מתרגםמעשה ולא ומתרגם.נקרא נקרא תמר העגל.מעשה ומתרגםמעשה נקרא ,הראשון

מיתרגםוהשני ולא .נקרא

ルベンの件は読まれるが翻訳されない。タマルの件は読まれて翻訳される。第一の子牛の

件〔出 32:1–20〕は読まれて翻訳される。第二〔同 21–24 節〕は読まれるが翻訳されない。

〔…〕

2. ＜BT、メギラー篇 25b＞

פשיטא ומתרגם נקרא הראשון עגל כלמהומעשה לן קמשמע ישראל של לכבודן ליחוש דתימא

כפרה להו דהויא להו דניחא השני...שכן עגל מעשה איזה מתרגם ולא נקרא השני עגל מןמעשה

משה וירא עד משה בתשובותיוויאמר זהיר אדם יהא לעולם אומר אלעזר בן שמעון רבי תניא

ואש שנאמר המערערים פקרו למשה אהרן שהשיבו תשובה הזהשמתוך העגל ויצא באש לכהו

〔…〕第一の子牛の事件は読まれて翻訳される。これは明らかである。イスラエルの栄誉

に配慮するべきだ〔＝だからこの箇所は翻訳されるべきでない〕と思うだろう。〔だがバラ

イタは〕それが彼らにとって好ましいと我々に教える。〔その箇所を読み、訳すことが〕彼

らにとって贖いとなるからだ。〔…〕第二の子牛の事件は読まれるが翻訳されない。第二の

子牛の事件とはどの箇所か。｢モーセは言った｣（出 32:21）から｢モーセは見た｣（同 25 節）

までである。バライタで言われている。ラビ･シムオン･ベン･エルアザル曰く。人は常にそ

の返答に注意するべきである。アロンがモーセに返した答えの中に、騒ぎを起こす者たち

は疑念を抱くからだ。｢私がそれを火に投げると、この子牛が出てきました｣（出 32:24）と

言われているように。〔…〕

3. ＜出エジプト記 32 章＞

¦�¥�©�â ַאֲהֹרן ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָהָהר ַוִּיָּקֵהל ָהָעם ַעל ֹבֵׁשׁש ֹמֶׁשה ָלֶרֶדת ִמן ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי א ¢��Î��

»�©�â§��ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ���¢��Î�¦ �¢�±�̄�§�®�±���§�â©�¥�«���±�Ú���Ú¢�������Ú לו����§� ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם  בֹ.ָהָיה

ִנְזֵמי ָהָעם ֶאת ְרקּו ָּכלַוִּיְתּפָ  ג.ַאֲהֹרן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי
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ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר ֹאתֹו ַּבֶחֶרט ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוֹּיאְמרּו ֵאֶּלה  ד ַאֲהֹרן ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל

¦ �¢�±�̄�§�®�±���§�Íâ¥�«���±�Ú���¥�� �±�Û �¢�Í¢��Î��.ִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו ַוִּיְקָרא ַאֲהֹרן ַוֹּיאַמר ַחג ַוַּיְרא ַאֲהֹרן וַ  ה

ָמָחר °ו.ַליהָוה �  �̄�¥�â§�°�å�����³ �Ú ���¥�¤���¥�¦ �«�����Ú�å���¦ ¢�§�¥�Ú�âÚ �ß�å���³ Î�«�â¥�«�å���³ �±�  �é �§�â§¢�ç�Ú�å��.

Ì�¥Í�é�«�³   ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל ז �  �Ú�¢�ç���± ָסרּו ַמֵהר ִמן ח. ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים �±�Ú���Ì�±�à��

��¥����Íâ¥�«���±�Ú§���±�®� לֹו ַוִּיְזְּבחּו ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו �±�Û �¢�Í¢��Î�����è���â±�§��å�����¥

ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי  י. ֹעֶרף הּוא ְקֵׁשה ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ָרִאיִתי ֶאת  ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ט.ִמְצָרִים

����ß�¢����¥�Í�³¥ְוִיַחר ������Û�«�����¦ �è�¤�����¦ �����¢�ì��.ַוְיַחל ֹמֶׁשה ֶאת יא ������¢���§�¥�±�§��å����¢��Î��������¢�¢�©�ì

�����±�Ú���Í�é�«�Þ�Í�ì���� �±�  ָלָּמה ֹיאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר  יב. ֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה¢�

¥�«�¦ �  �ê�����Í�ì���̈ ��±�  �§��âÚ���§�������¢�©�ì�¥�«�§�¦ �³ Ï�¤�¥â�¦ ¢�±���Þ�¦ �³ �����±���¥�¦ Ò¢�̄������« �±�Þָהָרָעה

Í�é�«�¥.³ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיצְ  יג �����Þ �±Ñ�¦ ���¥���±�Þ ���ñ���Ì�Þ�¦ ���¥��ñ �«�Þ �Ú �©�±�Ú���Í¢�����«�¥�� �±�Û �¢�¥â�° � 

 ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ַעל יד.ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ְוָכל

.ַלֲעׂשֹות ְלַעּמוָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

.ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִביםָהָהר ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבָידוֹ  ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן טו

�³»�¥טז â±�  ��â��¦ ¢��Î�����ñ�¤�§���ñ�¤�é�������é���¦ ¢��Î�����Û�«�§�³ �  �è���� ַוִּיְׁשַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת זי. ַהֻּלֹחת 

ַוֹּיאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות יח.ֹמֶׁשה קֹול ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה קֹול ָהָעם ְּבֵרֹעה ַוֹּיאֶמר ֶאל

 �±ָהֵעַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל יט.ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמעַ  �å���³ Î�  �§â�¥��  ַאף ֹמֶׁשה

³ �������å�§�Ì�¥�Ú�å�� ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשֹרף ָּבֵאׁש ַוִּיְטַחן ַעד  ַוִּיַּקח ֶאת כ. ַהֻּלֹחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר

¦� ַאֲהֹרן ֶמה ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל כא.ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשְק ֶאת ָּדק ַוִּיֶזר ַעל ֲאֶׁשר �«���Í�¥���Û �«

. ָהָעם ִּכי ְבָרע הּוא ִיַחר ַאף ֲאֹדִני ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ַוֹּיאֶמר ַאֲהֹרן ַאל כב. ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגֹדָלה ִּכי  ַהֶּזה

�©�¢©â ַוֹּיאְמרּו ִלי ֲעֵׂשה כג �¥�â¤�¥�¢�±�Ú���¦ ¢��Î���â©�¥ִּכי ��Î�¦ �¢�±�̄�§�®�±���§�â©�¥�«���±�Ú���Ú¢�������Ú �§����

לֹוָיַדְענּו ֶמה כה. ִלי ָוַאְׁשִלֵכהּו ָבֵאׁש ַוֵּיֵצא ָהֵעֶגל ַהֶּזה ָוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָּפָרקּו ַוִּיְּתנּוכד.ָהָיה

  . ִׁשְמָצה ְּבָקֵמיֶהםְפָרֹעה ַאֲהֹרן לְ  ִּכי ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ַוַּיְרא ֹמֶׁשה ֶאת

ָאַמר  ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֹּכה כז.ְּבֵני ֵלִויַוַּיֲעֹמד ֹמֶׁשה ְּבַׁשַער ַהַּמֲחֶנה ַוֹּיאֶמר ִמי ַליהָוה ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו ָּכלכו

Ú¢���â§¢�Û�¥�� �±�Û�¢�¢��Î��������¢ ָאִחיו  ֶאת ַער ַּבַּמֲחֶנה ְוִהְרגּו ִאיׁשְיֵרכֹו ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַּׁשַער ָלׁשַ  ַחְרּבֹו ַעל

�³ ֵלִוי ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיֹּפל ִמן ַוַּיֲעׂשּו ְבֵניכח. ְקֹרבוֹ  ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת ְוִאיׁש ֶאת �ÚÎ�Ú �ç��â����¦ ��å�Þ�¦ �«��

.ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ִמְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום ַליהָוה ִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכהכט. ַאְלֵפי ִאיׁש

ְיהָוה אּוַלי ֲאַכְּפָרה  ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגֹדָלה ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ל

¦�����Î¢�  ְיהָוה ַוֹּיאַמר ַוָּיָׁשב ֹמֶׁשה ֶאל לא. ְתֶכםְּבַעד ַחַּטא ���¥�âÛ�«�å�����¥������Ò�¡�  ���ã���¦ �«�����¡ �  ���ê��

��ñ ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ְוַעָּתה ִאם לב.ָזָהב ���³ �ç�±�Ú���Í �±� �ë �§���©�¢�©�  �§�̈�¢Ñ.ִמי  ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל לג

³לד. ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי ָחָטאֲאֶׁשר  �����  �©�Ì�¥���ñ�«�� ָהָעם ֶאל ֲאֶׁשר �Í¢�©� �¥�Ì�¥�¢�¢�¤Ò�¥�§���ê���Ì�¥�¢�ñ �±�Þ �à

.ֹרןָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאהֲ  ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַוִּיֹּגף ְיהָוה ֶאת לה. ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם

1：⺠はモーセが山から下りてくるのが遅れているのを見た。⺠はアロンのもとに集まっ

た。そして彼に言った。「立って、我々のために我々の前を歩む神々をつくれ。エジプトの

国から我々を導き上った人モーセについて、彼に何があったのかを私たちは知っていないの

だから」。2：アロンは彼らに言った。「あなたたちの妻、息子、娘らの耳にある金の耳輪を

はずし、わたしのところに持って来い」。3：すべての⺠は、彼らの耳にある金の耳輪を外し、
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アロンのところに持って来た。4：彼は彼らの手から取り、それをヘレトで形作り、子牛の

像を作った。そして彼らは言った。「これらが、イスラエルよ、お前をエジプトの国から導

き上ったお前の神々だ」。5：アロンは見て、その前に祭壇を築き、宣言して言った。「明日

は主のための祭だ」。6：彼らは翌朝早く起き、焼き尽くす献げ物をささげ、和解の献げ物を

供えた。⺠は座って食べて飲み、立っては戯れた。

7：主はモーセに語りかけた。｢下⼭せよ。お前がエジプトの地から導き上ったお前の⺠

が堕落した。8：私が彼らに命じた道より彼らは即座に逸れ、自分たちのために子牛の像を

作り、それにひれ伏し、そのためにいけにえを屠り、『これらが、イスラエルよ、お前をエ

ジプトの国から導き上ったお前の神々だ』と言った｣。9：主はモーセに言った。｢私はこの

⺠を⾒た。⾒よ、それは強情な⺠である。10：さあ、私をほうっておけ。私の怒りは彼ら

に対して熱く燃え上がり、私は彼らを消滅させる。そしてお前を⼤いなる⺠としよう｣。11：

モーセは彼の神、主の顔をなだめ、言った。｢主よ、なぜあなたの怒りは、あなたがエジプ

トの地から⼤いなる⼒と強き⼿で導き出したあなたの⺠に対して燃え上がるのでしょう。

12：どうしてエジプト人たちが、『悪意を持って彼らを連れ出し、彼らを山で殺して地の表

面から彼らを根絶するつもりだったのだ』と言うことになりましょうか。燃え上がる怒り

から⽴ち戻ってください。あなたの⺠に対する悪意について、⼼を静めてください。13：

あなたの僕である、アブラハム、イサク、イスラエルのことを思い返してください。あな

たはあなたにかけて彼らに対して誓い、彼らに対して語られました。『私はお前たちの子孫

を天の星々のように増やし、私が言ったこの地すべてをお前たちの子孫に与え、彼らは永

遠に所有するだろう』と。14：主は⼼を静めた。⾃分の⺠に対して為そうと告げた悪意に

ついて。

15：モーセは向きを変えて山から下りた。彼の手には二枚の証言の石板。石板は両方の

面にも書かれており、どちらにも書かれていた。16：これらの石板は神の手によるもので、

その筆跡は神の筆跡でその石板の上に刻まれていた。17：ヨシュアは⺠の叫んでいる声を

聞き、モーセに言った。｢宿営地で戦いの声が｣。18：彼〔モーセ〕は言った。｢力強さを歌

う声でなく、敗北を歌う声でもない。歌う声を私は聞いている｣。19：彼が宿営地に近づく

と、彼は子牛と、輪になって踊っている人々を見た。モーセの怒りは燃え上がり、彼は自

分の手から石板を投げ落とし、山の麓でそれらを破壊した。20：彼は彼らが作った子牛を

取り、火で燃やし、粉々になるまでつぶし、水の上に撒き、イスラエルの子らに飲ませた。

21：モーセはアロンに⾔った。｢この⺠はお前に何をしたのだ。お前がこの⺠に⼤きな罪を

もたらしたとは｣。22: アロンは言った。｢我が主の怒りが燃え上がらないように。あなたは

この⺠をご存知です。それが悪の中にいることを。23：彼らが私に言いました。『我々のた

めに我々の前を歩む神々をつくれ。エジプトの国から我々を導き上った人モーセについて、

彼に何があったのかを私たちは知っていないのだから』。24：そして私は彼らに言いました。

『金を持つ者よ、外して私に与えよ』。そして私がそれを火に投げると、この子牛が出てき

ました｣。25：モーセは⺠が緩められているのを⾒た。アロンが彼らを緩め、彼らに対して
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立つ者たちの中で嘲りの噂となった。

26：モーセは宿営地の門に立ち、言った。｢主のための者は、私のもとへ｣。そして彼の

もとにレビの子らがみな集まった。27：〔モーセは〕彼らに言った。｢イスラエルの神、主

はこう言われた。『それぞれが自分の剣を腰に帯びよ。宿営地の門から門まで行って戻り、

それぞれが自分の兄弟、友人、近親者を殺せ』と｣。28：レビの子らはモーセの言葉通りに

⾏い、その⽇⺠から約 3000 人が倒れた。29：モーセは言った。｢今日、お前たちは主のた

めにお前たちの手を満たせ。それぞれが自分の息子や兄弟に対したのだから。今日、お前

たちに祝福を与えるために｣。

30：翌⽇になって、モーセは⺠に⾔った。｢お前たちは⼤きな罪を犯した。今、私は主の

もとへ上り、恐らく、お前たちの罪の贖いをしてくるだろう｣。31：モーセは主のもとに戻

り、⾔った。｢ああ、この⺠は⼤きな罪を犯しました。彼らは⾃分たちのために金の神々を

作ったのです。32：今、あなたは彼らの罪をお許しくださるでしょうか。もし許されない

のなら、あなたが書かれたあなたの書から私を消してください｣。33：主はモーセに言った。

｢私に対して罪を犯した者を、私は私の書から消す。34：さあ、⾏け。⺠を私がお前に語っ

たことへと導け。見よ、私の使いがお前の前に行くだろう。私が気にかける日に、私は彼

らに対し、その罪に報いるだろう。35：主は⺠を打った。アロンが作った⼦⽜とともに彼

らがしたことについて。

4. ＜BT、シャバット篇 88b＞

עלוב עולא חופתהאמר בתוך מזנה כלה ה

〔…〕ウラ曰く。天蓋の中にいながら不貞をはたらく花嫁とはあさましいものである。〔…〕

5. ＜『信仰賛歌』14＞

6�áùü�¿ ÿ üÍ æÝßÚæÙë��Í ÓÁ�¾ýØÊø�¿ ��
Ì Âß�Þ ýÏ ��À�Í ÐÁ�� ûÅ ñ�� ûñ~

¾â��Ì æë���ûÄ �ā Å ï Á
Ì ã Ùø��¾ÂÓÜ�¾Ï Í ß�ûÁ��

7ÀûÜÍ ü�Í Å Á�¾ÐåÍ Ä ���ÿ ã â�¾æÏ �Í æâ
Ì àø����ÊÜ�ÿ Ï ûè�Ì åÍ æÅ Á��¿ ÿ àÜ

�� �çâ��ûã î �çØ�÷ ã Áÿ òàØ
ÿ Ï ûè�ÊÜ�ÿ ï ø��ó èÍ Ø��� �ûâ

6：聖なるモーセはシナゴーグをシナイ山に連れて行った。

彼は彼女の身体を白い服で輝かせたが、彼女の心は暗かった。

彼女は子牛像と姦通し、高きお方を軽蔑した。

だから彼は石板を破壊した。彼女の契約の書を。

7：声を上げながら花嫁用の部屋で罪を犯す花嫁の混乱と侮辱をかつて誰が見ただろうか。
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彼女はエジプトに滞在していた時、ヨセフの女主人からそれを学んだのだ。

彼女は叫び声を上げて偽りをはたらいた。

第二章：金の子牛像事件の罪

6. ＜列王記上 12 章＞

 ַיֲעֶלה ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ְזָבִחים ְּבֵבית ִאם כז. ַעָּתה ָּתׁשּוב ַהַּמְמָלָכה ְלֵבית ָּדִוד  ַוֹּיאֶמר ָיָרְבָעם ְּבִלּבוֹ  כו

ם ְוָׁשב ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ֶאל ְיהָוה ִּבירּוָׁשַלִ ���â��Ú¥ֲאֹדֵניֶהם ���¢�©���±������ ��â��¢�Ì�¥�§�¦ �«���  ¦�§�¥�Ìְרַחְב±� �«

�כח. ְיהּוָדה �±�¦ ���¥���±�§��å���������¢�¥���«�¢�©�Ú�Û �«�å���Ì�¥�é���®�«�â�å���Í¢��Î�����ê���¦ ��¥�Úâ±�¢�³ ��¥�«�§�¦ �¤�¥

¦ �¢�±�̄�§�®�±���§�Íâ¥�«���±�Ú���¥�� �±�Û ַוְיִהי ַהָּדָבר  ל.ָהֶאָחד ָנַתן ְּבָדן ֵאל ְוֶאת ָהֶאָחד ְּבֵבית ַוָּיֶׂשם ֶאת כט.¢�

.ָּדן ַהֶּזה ְלַחָּטאת ַוֵּיְלכּו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ַעד

26：ヤロブアムは心の中で言った。｢今、王権はダビデの家に戻るだろう。27：この⺠がエ

ルサレムの主の神殿でいけにえを捧げるために上っていけば、この⺠の⼼は彼らの主⼈、

ユダの王レハブアムのもとへ戻っていくだろう。そして彼らは私を殺し、ユダの王レハブ

アムのもとへ戻るだろう｣。28：王は決心して二頭の金の子牛を作り、彼らに言った。｢お

前たちにとって、エルサレムに上るのはもう十分である。見よ、イスラエルよ、お前をエ

ジプトの国から導き上ったお前の神々だ｣。29：彼は一体をベテルに置き、一体をダンに据

えた。30：このことは罪となった。⺠はその⼀体の前に、ダンまで⾏った。

7. ＜申命記 9 章＞

 ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְלִמן ַּבִּמְדָּבר¢���������Í¢��Î ִהְקַצְפָּת ֶאת ִּתְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ְזֹכר ַאל ז

ְיהָוה ַוִּיְתַאַּנף ְיהָוה ָּבֶכם  ּוְבֹחֵרב ִהְקַצְפֶּתם ֶאת ח. ְיהָוה ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ֹּבֲאֶכם ַעד

�Ú���³±ט. ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ¢�±�Þ���³ �  â¥�¦ ¢�©�������³ �  â¥�³ �  �°�¥�� �±�����¢�³ Î�«�Þ  ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם ָוֵאֵׁשב

¢�³ָּבָהר ַא ¢�³ �Ú��Î�¦ �¢�§â�¢�ñ�¥�¤Ò��Î�¦ �  �¥���¥�¢�¥�¦ ¢�«�Þ �±Ñ���¦ ��¢�¦ ¢�«�Þ ְׁשֵני לּוֹחת  ַוִּיֵּתן ְיהָוה ֵאַלי ֶאת י.±�

¥�¤�ç�¦ ��¢�¥�«���¦ ¢��Î���«�Þ �̄�� �Þ�¦ ¢���³ �ç�¦ ¢�©���������¢�Þ�Ú �����Ì��ñ �§�±���Þ�¦ �¤�é �«������¢�±�Þ �à�±�Ú���¦ ¢�±�� �àם��

.ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהְּבִריתַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה ָנַתן ְיהָוה ֵאַלי ֶאתיא. ַהָּקָהל

�Í�é�«�³יב �  �Ú�¢�ç���ã�§�±���§���±�¦ â°�¢�¥��������¢�±�§��åָסרּו ַמֵהר ִמן ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצָרִים�� Ì�±�à��  ֲאֶׁשר

יד. ֹעֶרף הּוא ְקֵׁשה ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ָרִאיִתי ֶאת ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֵאַלי ֵלאֹמר יג. ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה

�Í�³¥����¢ ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה ֶאת ������Û�«�����¦ �¢�§�Ü ���³ �  �ñ �§�¦ �§�Ú ָוֵאֶפןטו. ָעצּום ָוָרב ִמֶּמּנּו

ִמן ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַליהָוה  טז.ָהָהר ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ּוְׁשֵני לּוֹחת ַהְּבִרית ַעל ְׁשֵּתי ָיָדיָוֵאֵרד

�¥���«�¦ �¤�¥�¦ �³ ¢�Û�«�¦ �¤¢��Îַסְרֶּתם ַמֵהר ִמן ַמֵּסָכה�� ±�Ú���Ì�±�à�� ֵני ַהֻּלֹחת ָוֶאְתֹּפׂש ִּבׁשְ  יז. ִצָּוה ְיהָוה ֶאְתֶכם

ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ְיהָוה ָּכִראֹׁשָנה ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים יח.ָוַאְׁשִלֵכם ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם

Ò��Î�¦ �  �¥���¥�¢�¥¢�³ ¢�³ �Ú��Î�¦ �¢�§â�¢�ñ�¥�¤ ְיהָוהַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ  ַעל ָּכל ֵעיֵני

ִּכי ָיֹגְרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה ֲאֶׁשר ָקַצף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע ְיהָוה ֵאַלי יט.ְלַהְכִעיסֹו

ְוֶאתכא. ָּבֵעת ַהִהואְּבַעד ַאֲהֹרן  ּוְבַאֲהֹרן ִהְתַאַּנף ְיהָוה ְמֹאד ְלַהְׁשִמידֹו ָוֶאְתַּפֵּלל ַּגם כ. ַּגם ַּבַּפַעם ַהִהוא
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ַּדק ְלָעָפר  ָהֵעֶגל ָלַקְחִּתי ָוֶאְׂשֹרף ֹאתֹו ָּבֵאׁש ָוֶאֹּכת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ֶאת ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר

³ ���Ì�¥�Ú .ָהָהר ַהַּנַחל ַהֹּיֵרד ִמן ֲעָפרֹו ֶאל ����

7：お前は、お前が荒れ野でお前の神である主を怒らせたことを思い返し、忘れてはならな

い。お前がエジプトの地を出た日からお前たちがこの場所に来た時まで、お前たちは主に

対して強情であった。8：そしてお前たちはホレブで主を怒らせた。主はお前たちに対して

怒り、お前たちを滅ぼそうとした。9：私が、主がお前たちと結んだ契約の石板を取りに山

に登った時、私は四十日四十夜山に留まった。パンも食べず、水も飲まなかった。10：主

は私に、神の指によって書かれた⼆枚の⽯板を与えた。そこには、⺠が集まった⽇に主が

山で火の中からお前たちに語ったすべての言葉があった。11：四十日四十夜の終わりになり、

主は私に二枚の契約の石板を与えた。12：主は私に言った。｢立て、山から下りよ。お前が

エジプトから導き出したお前の⺠が堕落し、お前が彼らに命じた道から逸れ、⾃分たちの

ために鋳像を作った｣。13：主は私にこう⾔った。｢私はこの⺠を⾒た。⾒よ、それは強情

な⺠である。14：私を一人にせよ。私は彼らを滅ぼし、彼らの名前を天の下から消し去る。

そして私は、お前をそれよりも強くて⼤きな⺠にしよう｣。15：そして私は向きを変えて山

を下りた。山は火に燃えていた。そして私の両手には二枚の契約の板。16：そして私は見

た。お前たちの神であるお前たちの主に対して、お前たちは罪を犯したのを。お前たちは

自分たちのために子牛の鋳像を作り、主がお前たちに命じた道から即座に逸れた。17：私

は二枚の板を掴み、それらを私の両手から投げ、それらをお前たちの目の前で破壊した。

18：私は最初の時のように、主の前に四十日四十夜身を投げ出し、パンを食べず水も飲ま

なかった。お前たちが主の目に悪とされることをなして主を怒らせた罪のために。19：主

がお前たちに対して燃え上がらせてお前たちを滅ぼそうとした怒りと憤りのために私は恐

れたが、主はこの時も私のことを聞いてくれた。20：アロンに対しても主はとても怒って

彼を滅ぼそうとした。私はその時、アロンのためにも祈った。21：お前たちが子牛を作っ

たというお前たちの罪を、私は取って火で燃やし、打って粉々につぶして塵とし、その塵

を山から流れる川に投げた。

8. ＜詩編 106 章＞

ָׁשְכחּו ֵאל  כא.ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב ְּכבֹוָדם ַוָּיִמירּו ֶאת כ. ֵעֶגל ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה ַיֲעׂשּו טי

ַעלִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחםכב. ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְּבִמְצָרִים מֹוִׁשיָעם לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם ַוֹּיאֶמר כג. סּוף ַים נֹוָראֹות

.ֵמַהְׁשִחית ְלָהִׁשיב ֲחָמתוֹ  ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ֹמֶׁשה ְבִחירוֹ 

19.彼らはホレブで子牛を作り、鋳像にひれ伏した。20.そして彼らは彼らの栄光を、草を食

べる雄牛の像に変えた。21.彼らは彼らを救う神を忘れた。エジプトで大いなることを行っ

た神を。22.ハムの地で驚異を、葦の海のほとりで素晴らしきことを〔行った神を〕。23. 彼

らを滅ぼそうと彼は言った。もし彼が選んだモーセがいなかったなら。彼は彼の前で裂け

目に立った。彼は彼の怒りを〔彼らを〕一掃することから引き戻した。
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9. ＜ネヘミヤ書 9 章＞

�Î����«�§�Úיז �¥�â©���§�¢��³ ���âÚ �°�å���¦ ���é �«��³ ¢�Û �«�±�Ú���Í¢�³ ���¥� �©�â±�¤ֹראׁש ָלׁשּוב ְלַעְבֻדָתם  ָעְרָּפם ַוִּיְּתנּו��

Ì�±���¦ â  �±���̈âê�  �³ ��  ¢�¥�ª ��á��¥�����ñ�����¦ �¢�±�§�Þ ֶחֶסד ַאַּפִים ְוַרב ¦ �ñ �����«��Î��.ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל  ַאף ִּכי יח

�âÛ�«�å���¦ �¢�±�̄�é �§�Í�¥�«���±�Ú���Í¢��Î�������â±�§��å�����¤�ë�§³ ��¥���ß�³ ��̄ Ò�©.יט��Î�¦ ¢�Þ �±���Í¢�§�  �±�Þ���ñ����

�Î�̈ ֲעַזְבָּתם ַּבִּמְדָּבר ֶאת �©�«����âé�«³ �����Ì�±�à���Þ�¦ �³ �  �©���¥�¦ �§��¢�Þ�¦ ��¢�¥�«�§�±�ª  ַעּמּוד ָהֵאׁש ְּבַלְיָלה

ְוֶאת ָלֶהם   .ָבּה ��â¤�¥�¢�±�Ú���Ì�±�àְלָהִאיר

17.彼らは〔言うことを〕聞くのを拒み、あなたが彼らとともに為されたあなたのいくつも

の驚異を思い返さず、自分たちのうなじを固くし、頭をミルヤムの労働へ戻ることに委ね

た。あなたは赦しと寛大さと憐れみの神。怒りにくく、慈しみ深く、彼らを見捨てなかっ

た。18.彼らが自分たちのために子牛の鋳像を作って、これが、エジプトからお前を導き上

ったお前の神だと言って、大いなる中傷を為した時でさえも、19.あなたはあなたの多大な

慈悲でもって彼らを荒れ野で見捨てはしなかった。〔…〕

10. ＜レビ記 9 章＞

ָּבָקר  ¥��Þ�¥���«�Í¨ ַאֲהֹרן ַקח ַוֹּיאֶמר ֶאל ב.ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלא

.ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה ְּתִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני ְיהָוה

1：⼋⽇⽬に、モーセはアロンとその⼦らとイスラエルの⻑⽼たちを呼んだ。2：彼はアロ

ンに言った。お前のために、家畜の中から子牛を罪の献げ物のために、雄羊を焼き尽くす

捧げ物のために取れ。傷のないものを。そして主の前に捧げよ。

11. ＜ホセア書 8:5＞

��«�¦ �Þ�¢�ì���� �±�  �̈��±�§�Ú�Ì�¥���«�  �©��¨�¢�î�©�â¥�¤â¢��Î�¢�³ �§.

サマリアよ、お前の子牛を拒絶せよ。私の怒りは彼らに対して燃え上がる。彼らはいつま

で清くなることができないのか

12. ＜BT、シャバット篇 17a＞

היה היום כיוםואותו לישראל קשה והיה התלמידים מן כאחד שמאי לפני ויושב כפוף הלל

העגל בו שנעשה

〔…〕その日、ヒレルは屈服して弟子の一人のようにシャンマイの前に座った。そしてそ

の日は子牛が作られた日のようにイスラエルにとっては厳しい日であった。〔…〕

13. ＜BT、アヴォダー･ザラー篇 5a＞

ר אנ"אמר שנאמר לעולם באנו לא אנו חטאו לא הן שאלמלא לאבותינו טובה ונחזיק בואו יל

וגו תמותון כאדם אכן מעשיכם חבלתם כלכם עליון ובני אתם אלהים לא.'אמרתי דאי למימרא

לכם שובו להם אמור לך כתיב נמי בסיני סיני עד ורבו פרו ואתם והכתיב מולדו הוו לא חטאו

עונה לשמחת לאהליכם
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〔…〕レイシュ･ラキシュ曰く。来て、我らが父祖たちに謝意を持とう。もし彼らが罪を犯

さなければ、我々がこの世界に入ることはなかっただろう。｢私は言った。あなたたちは神

で、あなたたちはみな至高者の子どもだ｣（詩 82:6）と言われているように。お前たちは自

らの行為を台無しにした。｢かくして、人間のようにお前たちは死ぬだろう…｣（同 82:7）。

もし彼らが罪を犯さなかったら、彼らは子孫を生まなかったということか。｢そしてお前た

ちは、産めよ、増えよ｣（創 9:7）と書かれている〔ではないか〕。シナイ〔での律法の啓示〕

までは〔もし彼らが罪を犯さなかったら彼らは子孫を生まなかった、ということである〕。

シナイではまさに、｢行って彼らに言え。お前たちはお前たちの幕屋に戻れ｣（申 5:27）と

書かれている。これは夫婦間の喜びについてである〔＝幕屋に戻って夫婦の営みを為せ〕。

〔…〕

14. ＜BT、エルビーン篇 54a＞

רבי נשתכחהיאלאמר לא הראשונות לוחות נשתברו לא אלמלי הלחת על חרות דכתיב מאי עזר

תיקרי אל חרות שנאמר בהן שולטת ולשון אומה כל אין אמר יעקב בר אחא רב מישראל תורה

חירות אלא חרות

〔…〕ラビ･エルアザル曰く。｢石板の上に〔神の筆跡が〕刻まれていた｣（出 32:16）と書

かれているのはどういう意味か。もし最初の石板が破壊されなかったならば、トーラーが

イスラエルから忘れられることはなかったであろうということである。ラビ･アハ・バル・

ヤコブ⽈く。〔もし最初の⽯板が破壊されなかったならば〕いかなる⺠族も⾔語も、イスラ

エルを支配することはなかったであろう。｢彫られている｣（同）と言われているように。「彫

られている（ָחרּות）」ではなく｢自由（ֵחירּות）｣と読め。〔…〕

15. ＜BT、ローシュ・ハシャナー篇 26a＞

זהב בבגדי נכנס גדול כהן אין מה מפני חסדא רב דאמר חסדא כדרב דרבנן טעמא היינו אמר עולא

ואשתני הואיל פר דם איכא והא ולא סניגור נעשה קטיגור שאין לפי עבודה לעבוד ולפנים לפני

ומחאשתני כף איכא והא קאמרינן יקריב בל חוטא וכרוב וכפורת ארון איכא בלוהא חוטא תה

מבחוץ זהב בגדי איכא והא אמרינן קא כיוןיתנאה הוא מבחוץ נמי שופר אמרינן קא מבפנים

קטיגור דאין חדא קאמר ועוד חדא קאמר קרן שהוא מפני תנא והא דמי כבפנים הוא דלזכרון

קרן שהוא מפני ועוד סניגור נעשה

〔…〕ウラ曰く。これはすなわちラブ・ヒスダと同様にラビたちの主張である。ラブ・ヒ

スダ曰く。何故に大祭司は金の衣服を着て至聖所に入って祭儀を行わないのか。〔金は金の

子牛像を連想させる。そのような金、すなわち〕告発者は弁護人にならないからである。

そうであるなら〔＝金の衣服が告発者であって弁護人にはならないというのなら〕、〔レビ

記 16:14 で規定されている、大祭司が至聖所で振り撒く〕雄牛の血についてはどうであるの

か〔＝同じく金の子牛像を連想させるのではないのか〕。それは〔子牛ではなく雄牛へと〕

変化しているので、変化している〔＝告発者ではなくなっている〕。では、〔同じく金でで
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きている〕聖櫃、〔聖櫃の〕覆い、ケルビムについてはどうか。我々は、罪人が〔その罪に

関するものを至聖所に〕近づけてはならない、ということを言っている〔＝もともと置い

てある物については論じていない〕。では、〔大祭司が至聖所に持ち込む〕匙と火鉢はどう

か。我々は、罪人が自らの身を飾ってはならない、ということを言っている〔匙と火鉢は

装身具ではないためここでは論じていない〕。では、〔大祭司が〕至聖所の外で身につける

金の衣服はどうか。我々は、至聖所の中のことについて言っている。ショファルも至聖所

の外で使われるではないか。それ〔ショファルを吹くこと〕は〔イスラエルを〕記憶する

ためである。それは至聖所の中での行為と同等である。だがタンナ〔＝ラビたち〕はそれ

がケレン〔と呼ばれる〕だから〔雌牛の角をショファルにしてはならない〕と言っている。

タンナは、まず、そしてさらに、〔という形でその理由を〕言っている。まず、告発者は弁

護人にならない〔＝雌牛が金の子牛を連想させる〕からである。そしてさらに、それがケ

レンと呼ばれるからである。〔…〕

16. ＜BT、ハギガー篇 13b＞

הימין אל אריה ופני אדם פני פניהם ודמות אומר אחד מהשמאלכתוב שור ופני לארבעתם

וגו פני'לארבעתן והשלישי אדם פני השני ופני הכרוב פני האחד פני לאחד פנים וארבעה וכתיב

והפכו רחמים עליו ביקש יחזקאל לקיש ריש אמר חשיב קא לא שור ואילו נשר פני והרביעי אריה

סניגור.לכרוב יעשה קטיגור עולם של רבונו לפניו אמר

〔…〕ある聖句曰く。｢〔エゼキエルが天に見た四つの生き物について。それぞれの生き物

に四つの顔があって〕彼らの顔の姿は、人間の顔、四つそれぞれの右側が獅子の顔、四つ

それぞれの左側が雄牛の顔…｣（エゼ 1:10）。そしてまた、｢〔エゼキエルが見た天の戦車の

車輪の〕それぞれに四つの顔。第一の顔はケルビムの顔。第二の顔は人の顔。第三は獅子

の顔。第四はワシの顔｣（同 10:14）と書かれている。一方、〔後者では〕雄牛が挙げられて

いない〔のはなぜか〕。レイシュ･ラキシュ曰く。エゼキエルはそのこと〔前者の句にある

雄牛〕について慈悲を求め、〔神は〕それをケルビムに変えた。エゼキエルは神の前で言っ

た。世界の主よ、告発者〔＝雄牛〕が弁護人〔＝ケルビム〕になるでしょう。

17. ＜『トセフタ』メギラー篇 4(3).31–36＞

ומתרגם נקרא הראשון עגל מתרגם...מעשה ולא נקרא השני עגל מעשה

〔…〕第一の子牛の件は読まれて翻訳される。〔…〕第二の子牛の件は読まれるが翻訳され

ない。〔…〕

18. ＜BT、アヴォダー･ザラー篇 4b–5a＞

יתן"וא מי שנאמר תשובה לבעלי פה פתחון ליתן אלא העגל את ישראל עשו לא לוי בן יהושע ר

וגו הימים כל אותי ליראה להם זה לבבם דא'והיה ר"והיינו משום יוחנן דוד"ר לא יוחאי בן ש

מעשה לאותו ראוי דוד לא מעשה לאותו ראוין ישראל ולא מעשה לאותו חלל,ראוי ולבי דכתיב
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ו דכתיבבקרבי מעשה לאותו ראוין ישראל הימיםלא כל אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי

עשו למה לואלא אומרים צבור חטאו ואם יחיד אצל כלך לו אומרים יחיד חטא שאם לך לומר

צבור אצל כלך

〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ曰く。悔い改めを行う者たちに口を開くことを与

えるためにのみ、イスラエルは子牛を作った。｢この、常に私を恐れるような心が彼らにあ

るようにならないだろうか…｣（申 5:26／新共同訳では 5:29）と言われているように。これ

はつまり、ラビ･ヨハナンがラビ・シムオン・ベン・ヨハイの名において言ったこと。ダビ

デはあの事件にふさわしくない。そしてイスラエルはあの事件〔＝金の子牛像事件〕にふ

さわしくない。ダビデはあの事件にふさわしくない。｢私の心は私の中で傷ついている｣（詩

109:22）と書かれているように。イスラエルはあの事件にふさわしくない。｢この、常に私

を恐れるような心が彼らにあるようにならないだろうか…｣（申 5:26／5:29）と書かれてい

るように。ではなぜ彼らは〔子牛を〕作ったのか。お前に〔次のことを〕言うためである。

もしある一人の人間が罪を犯したら、人々はその人に〔罪を犯した他の〕一人の人間のも

とへ行くようにと言う。もし大衆が罪を犯したら、人々は〔その大衆に罪を犯した他の〕

大衆のもとへ〔行くように〕と言う。

19. ＜BT、ヨーマ篇 66b＞

שוה מיתתן אין מה מפני שוין העגל שמעשה מאחר אליעזר רבי את חכמה אשה ולוי...שאלה רב

בסי וקיטר זיבח אמר והתראהחד עדים אמר וחד בהדרוקן בלבבו שמח במיתה ונישק גפף יף

בהדרוקן התראה ולא עדים לא במיתה התראה בלא עדים בסייף

〔…〕賢い女性がラビ･エリエゼルに尋ねた。子牛像の件は等しいのに〔＝みな等しく罪を

犯したのに〕、何故彼らの罪は等しくないのか。〔…〕次のように言われている。ラヴとレ

ビ。一人が言った。〔子牛像のための犠牲を〕殺害し香をたいた者は剣で〔殺された〕。〔子

牛像を〕抱擁し接吻した者は〔神による〕死で〔殺された〕。心の中で喜んだ者は水腫で〔殺

された〕。もう一人が言った。目撃され警告を受けた者は剣で〔殺された〕。目撃されたが

警告は受けなかった者は〔神による〕死で〔殺された〕。目撃されず警告も受けなかった者

は水腫で〔殺された〕。

20. ＜『トセフタ』、ソーター篇 6.6＞

יוחי בן שמעון דורשאומררבי עקיבא רבי היה דברים רואהארבעה אני ודבריי דורש אני וכן

אמדבריו צחוק אין מצחק עקיבא רבי שנדרש זרה עבודה לצחק'לא ויקומו

ラビ・シムオン・ベン・ヨハイ曰く。ラビ・アキバは四つのことを註解している。私も同

じように註解する。私は自分の言葉を彼の言葉から見ている。ラビ・アキバは註解した。｢〔ア

ブラハムとハガルの息子イシュマエルが〕戯れる〔のをサラは見た〕｣（創 21:9）。｢戯れ｣

とは偶像崇拝に他ならない。｢〔⼦⽜像を作ったイスラエルの⺠は〕⽴っては戯れた｣（出

32:6）と言われているように。〔…〕
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21. ＜『ミシュナ』、サンヘドリン篇 7.6＞

והמנ... תעשה...שקהמגפף בלא עובר

〔…〕〔像に対して〕抱擁する者、接吻する者〔…〕は、してはならない戒律に違反してい

る。

22. ＜BT、サンヘドリン篇 60b＞

והמנעיל והמנשק המגפף מרבה שאני יכול

〔…〕〔像に対して〕抱擁する者、接吻する者、靴をはかせる者を〔石打ち刑の対象という

範疇に〕増し加えることも可能である。〔…〕

23. ＜BT、ヨーマ篇 66b＞

משה ויעמד זרה עבודה עבד לא לוי של שבטו יהודה רב וגואמר המחנה רבינא'בשער יתיב

אביו ראיתיו לא ולאמו לאביו האמר לרבינא אבא בר פפא רב בני איתיביה שמעתא להא וקאמר

אחיו מישראל אמו מישראלאבי בתו בני בניו מישראל מאמו אחיו

〔…〕ラビ･イェフダが曰く。レビの部族は偶像崇拝を行わなかった。｢モーセは野営地の

入口に立って…｣（出 32:26）と言われているように。ラビナは腰をおろし、このように言

った。ラブ･パパ･バル･アバの息⼦たちがラビナに異議を唱えた。｢彼はその⽗とその⺟に

ついて、私はそれを考慮しなかった〔そして兄弟や子供たちも考慮しなかった、と続く〕

と言う」（申 33:9）〔と⾔われているではないか〕。｢その⽗｣とはイスラエル出⾝の⺟の⽗〔祖

⽗〕のことであり、｢その兄弟たち｣とはイスラエル出⾝の⺟から出た兄弟ということであ

り、｢その息子たち｣とはイスラエル出身の娘の息子たちということである〔だからここで

言われている親族とはレビの部族の者ではない、とラビナは答えた〕。〔…〕

24. ＜BT、アヴォダー･ザラー篇 53b＞

כוכבים עובדי אתו וכי כוכבים בעבודת להו דניחא אדעתייהו גלו לעגל ישראל מדפלחו אלא

ה עבדי דידהו אתא"שליחותא וכי כוכבים בעבודת ליה דניחא דעתיה גליא לבינה שזקף ישראל נ

לא אחרינא במידי להו דניחא הוא בעגל ודלמא קעביד דידיה שליחותא לה ופלח כוכבים עובד

ק הרבהאמר לאלוהות שאיוו מלמד ישראל אלהיך אלה רא

〔…〕イスラエルは子牛に仕えたことから、彼らにとって偶像崇拝が好ましいものである

という考えを明らかにした。〔…〕聖句が曰く。｢これらはお前の神々だ、イスラエルよ｣（出

32:4）。これは、彼らが多くの神々を望んだということを教えている。〔…〕

25. ＜BT、アヴォダー･ザラー篇 43b–44a＞

נ'מתני הוא אף לו אמרו לים מטיל או לרוח וזורה שוחק אומר יוסי ידבקרבי לא שנאמר זבל עשה

החרם מן מאומה חטאתכם'גמ:בידך ואת נאמר כבר והלא יוסי רבי להם אמר עשיתםתניא אשר
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עפרו את ואשליך לעפר דק אשר עד היטב טחון אותו ואכות באש אותו ואשרוף לקחתי העגל את

וישק המים פני על ויזר אומר הוא הרי ראיה משם לו אמר ההר מן היורד הנחל ישראלאל בני את

כסוטות לבודקן אלא נתכוין לא

〔…〕ミシュナ：｢ラビ・ヨセ曰く。〔図像は〕粉々にして風に撒く。もしくは海に投げる。

〔賢者たちは〕彼に言った。それでも、それ〔粉々にした図像）〕は肥料になる。『禁じら

れたものは何もお前の手に接触させてはならない』（申 13:18／新共同訳は 13:17）と言われ

ている〔だからラビ･ヨセの言う方法は適切ではない〕｣（ミシュナ、アヴォダー・ザラー

篇 3:3）。バライタで次のように教えられている。ラビ･ヨセが彼ら〔賢者たち〕に曰く。す

でに｢お前たちが子牛を作ったというお前たちの罪を、私は取って火で燃やし、打って粉々

につぶして塵とし、その塵を山から流れる川に投げた｣（申 9:21）と言われているのではな

いのか〔だからその方法でよい〕。〔賢者たちは〕彼に言った。ここから根拠〔を導くの〕

か。見よ、聖書はこう言っている。｢〔モーセは子牛像をつぶして〕水の上に撒き、イスラ

エルの子らに飲ませた｣（出 32:20）。〔モーセは〕姦淫の疑いのある妻たちのように〔イス

ラエルの⺠を〕試すことを⽬的にしているに他ならない〔だからモーセの⾏動は図像を破

壊する行為の例としてはふさわしくない〕。〔…〕

26. ＜アフラハト『論証』7.15＞

¾åÌ Ü��¾ü���� �� ��� Ā �¿ �Í ÂØ��çÙï Á���~ �Í â ��~.����~ �ā Å ï Á�¾ã ï ß�ÚÓÏ ~ �ÊÜ�

�� Ì ÓÏ �áî

� ûâ �Ì ß�úÂü�.Ì ß�úÜÿ ü~ ��� �Í àÝè�áî ����~ �áØûéØ~ ��¾Ýàâ��¾ü��ÊØ���� ~ �.

Úß�¿ ÎÏ �Ā �¾ÐÙýâ��ûòÜ�ûÜ�ÀÊÙã ß���¾ü��� Í ï ã ü�� ~ �:¾ãØ���ûÏ ~ �:�Ā ��� ÊØ

¾å~284Ì ß:� ÿ ÝÁ�Úï â ��ÚÅ è~ ��� �Í ß�� ûø�¾ýòå�����ûÜ�285:�� ÊÂî ��� ûâ �Ì àÂø

o¿ �Êî ��¾æÙæÁ�¾ñ½Ü��Ì Øûø��¿ ÿ è~ ÿ ü

悔い改めを求める者よ、祭司の⻑であるアロンのようになれ。彼は⼦⽜によって⺠に罪を

犯させた時、自らの罪を告白してその主が彼を赦した。イスラエルの王たちの中で最も偉

大なダビデも、自らの愚行を告白して赦された。弟子たちの指導者であったシモンについ

ても考えよ。彼は彼の否定を行い、呪いそして誓った（マタ 26:74）。後悔が彼を襲い彼の

涙がとめどなく流れた時、我らが主は彼を受け入れて彼を土台とし、彼を教会の骨組みで

ある｢ペテロ｣と呼んだ。

27. ＜同 10.2＞

�� Í ã Ï �� ��ÿ Ø��¾æî �¾î ��¾üÍ â �:�¾ÂÒ�¾Ùî ��Þ Ø~ ��Ì ã ï ß�¾î ûå��¾æî �çâ �ÚÂÄ �~ �

� Í å~ �ûÁ�.�¿ �� �ûÁÊâ��¾ã î ��Ì üûÁ���~ ��Ì ñÿ Ü�áî �� ûÒÍ Ï �¾üÍ â �¿ �� �áÙùü

çÙæü�çÙï Á�~ �� Í å~ �¾î ��:Ì æî �Úñ~ �áî �áã î ���Ì ü�.¾ÂÒ��¾ÓÙòÏ �¾Ùî ��:�¾Á� �ÊÜ

284 Wright 版では¾æî ÊØ。注で A.としてこの Parisot 版のつづりを提示。
285 Wright 版の注で A.として Parisot 版とも異なるつづりを提示
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ā Å ï ß��ÊÅ è��� �Ì ØÌ ÓÏ �áÓâ�� Í å~ �¾Óï å��� ûâ:çâ �¾ï Á��¾üÍ â �Úß��� ûâ

ûâ~ �:ÿ Áÿ Ü��� ûòè�çâ �ÚæÙÓî �Ā ~ ��� �Ì ØÌ ÓÏ �¾ã ï ß��Í Âü��~ �.�ÀûÙýÜ�¾Ùî ��Í å�

Ì æî �Úñ~ �áî �ä àü~ �Ì ýòå�:� Í å~ �ÚÁ����� Í æÁ�áî �ó Ï ���¾æã Ï ûâ�¾Á~ �Í å� �.�ó ß~ �

À�ÎÄ �Í ÂñÌ ã ß�� ÊØ��¾ãÙÝÏ �¾æàî �¾Á��¾üÍ â:�ûÁ���¾Ï ����ÀûÂÄ �� Í åûÁ�� Í ýÙß

áØûéØ~ ��Ì àÜ�¿ ÿ Øûýâ �À�ÎÄ.

〔…〕モーセはその義理の父エトロの羊の番をした。彼は彼の⺠の番をするために群れの

中から選ばれ、彼はよい羊飼いのように彼らを導いた。彼は自分の杖を肩に担ぎ、自分が

導く⺠の前に⽴って進んだ。そして彼は四⼗年間彼らの番をした。彼は⾃分の⽺のために、

注意を怠らず一生懸命働いた。〔彼は〕勤勉でよい羊飼いだった。彼の主が、彼らの罪〔子

⽜像の崇拝〕のために彼らを根絶しようとしたとき、モーセは祈って彼の主に懇願した。｢⺠

の罪をお赦しくださるか、さもなければあなたが書かれたあなたの本から私を消してくだ

さい｣（出 32:32）。これが、自分の羊のためにわが身を差し出す思いやりのある羊飼いであ

る。これが、自分の羊のためにわが身を差し出す英雄的な指導者である。これが、自分の

子供たちを大事に育てる憐れみ深い父親である。モーセは群れの導き方を知っている偉大

で賢い羊飼いであり、群れを率いた聖霊の人〔ヌンの子〕ヨシュアに、イスラエルのすべ

ての野営地を教えた。〔…〕

28. ＜同 15.4＞

��� �çØÊÅ è�� �Ì ØÌ ßĀ ��çØ�÷ â�� �½Á���� �çÙÐàñ�¿ �Í òæÏ ��� ����.�� Í åûÁ�� Í ýØ

�½â��¾æÁ��¾Óâ�ÊÜ�ûÙÄ.~ �ÚæÂß�Àûø� �Ì ß�ûâ~ ��áØûéØ.�çã ß�¾æâ Í Ø�� Í Ýß�Í ÂÄ

� �ÿ å~ �çÙÐàñ.��� ûÁ~ ���� Í Á~ �����À�Ì å��ÀûÂï Á�� Í ÝØÌ Á~ �Í Ðàñ��¿ Ì ßĀ �� ~

çØ�÷ â��¾î �½Á�� �ÿ Ø�� �çÙÐàñ��¿ Ì ßĀ ��~ ��Í Ðå���� Í Á~ �.��ÿÙÁ�ÚæÁ��¾å~ �çØ���ûÁ

çæØÊÅ è�¿ Ì ß~ �¾Øûã ß.� �ÿ å~ �çÙÐàñ�çã ß�¾æâ Í Ø�� Í Ýß�Í ÂÄ ��� Í å~ ��� ���ó è�~ �.

¾Øûã ß��Ì ß��ûâ~ �çæÙÐàñ�Ì ß��çØÊÅ è.� Ì ß~ �Í Ø�� ��áÓâ.�ÎÏ �� �Ì ß�ûâ ~ �.�¾ã ß�

¾Øûã ß�Ñàòã ß�� �ÿ å~ �çÙÐÝýâ �Ā.çæÙÐÝýâ��ûâ~ �.�Ñàòã ß�� �ÿ å~ �çÙÐÝýâ�Ā

¾Øûã ß.çæÙÐÝýâ��ûâ~ �.�� �ÿ ÙÂÄ �� �ÿ å~ ��� Í ÝýòæÁ�� �ÿ å~ �çØÊéè�� �Ì ß�ûâ ~ �

¾Øûã ß�Ñàòã ß�� Í Ýß.çæØÊéè��ûâ~ �.���� �çØÊÅ è�À��ÿ ß��¾æï ß��� ���Þ ß�ûü���

ÁÀ�Í ÓÁ�¾üÍ â�ûÏ �~ �ÊÜ��ÎÏ �vçØ�÷ ã.ÀûÜÿ òß��ÊÅ è��¾Øûâ��ÿ Á�çâ�Í Óè�.�çâ�À ÊÏ �

¿ �ÊÅ éß�� �Ì ß��ÊÂî �Ā �¿ �Í â �.ā Å î ��¿ �Í â ��Ā ~.�çØÊÅ è���� �çØÊï â ���Êã ß

çØ�÷ â�� �½Á�Ì ß����.�ÊÂî ��ā Å î ��Êø�Í Å Ï ~ ��Í üÿ Ü�~ �.�ÔÂå�ûÁ�ä ï Á�Í Ø�� ~ �

� Í å~ �ÚÓè~ �ÊÜ.¿ �ÊÅ éß�� �Ì ß�ÊÂî �ā Å î.Á���� �çØÊÅ è���Êã ßçØ�÷ ã.

〔イスラエルの⺠が〕エジプトの地で偶像崇拝を⾏い彼らの神々を崇拝していたことをお

前が（はっきりと）知るために、ヌンの⼦ヨシュアは死を迎える時にイスラエルの⺠を〔⾃

分のもとに〕呼んでこう言った〔ことを思い起こせ〕。｢今日、お前たちが仕える者を選べ。

お前の父祖たち（アブラハムの父テラとその父ナホル）が川の遠くの側で仕えた神々か、

お前たちがエジプトの地で仕えた神々か。だが私と一族の者たちは、主である神を崇拝す
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る｣。〔…〕〔イスラエルの⺠が〕エジプトで⽺と雄⽜を崇拝したというさらなる確認のため

に、モーセが山上に留まっていた時、彼らが主から逸れて偶像を崇拝したことに注目せよ。

彼らは子牛の像を除いては、自分たちが崇拝するためにはいかなる像もつくらなかった。

それが、彼らがかつてエジプトの地で崇拝していたものなのである。そして彼らは自分た

ちが作った子牛の前で享楽し宴を開いた。さらに、ナバトの子イェロボアムが彼らを迷わ

せ、彼らのために崇拝するための一頭の子牛を作った。それが、彼らがエジプトで崇拝し

ていたものなのである。〔…〕

29. ＜エフライム『我らが主についての説教』6＞

[...]�ûÙÄ �ÊÏÀ ûÁÊã Á���� ��ÊÂî ��ā Å î.¾Âé î �Þ Ø~ �� �Ì ÙÙÐß�� Í å~ �¾î �.

çØ�÷ â�çâ �Í ùñ~ ���� �� �Í ÂàÁ�Í ÂæÄ ���� �ûÙÄ �¿ ��ûÜÿ ñ.�ÿ àÓø�¾ÙàÅ ß�ÿ ùòå�ÊÜ

ÿ Ø½ÙàÄ �� Í å~.ÿ Ø½ÙéÜ�� �Ì Á���� �¾Øûü��� Í åÌ ß.�¾ÙéÜ��ûÙÄ ���� �À�Í å�Þ Ø~

¾éÙùÁ.Ì ß�À ÊøÍ â �� Í Ä �çâ ��Êß� �~ ��¾â�.�Ì Ùùü~ ��ā Å ï ß�¾üÍ â �ûÙÄ �Ì ø�

ûÐÁ�¾Ùã Á�� �Ì ßÀ.� �ÊÅ éß���� �çÙÙÏ ��çÙàØ~ �áÜ�ā Å î ��Ì ÙùýÁ�� ��Í ã å�.�Í Ò� �

� �Ì ÙòÙè��ûè~ ��¾üÍ â ��Í ß�Í Ò� ���� Í å� ��Í ß�ÚæÁ�� �Ì Ùàî �ûÙÄ.���� �çÙî ÊØ�ûÙÄ �Ā

� Í àÓùå�çã ß��Í ß�ÚæÁ.�Ā ��� Í å� �ä î ���� ��ÊÅ è��� Í å� �� �Ì ß���� �Í ÓàÏ �~ ���Í Óâ

�ÊÅ è.Í üûòã ß�Ì ß�úÙýñ��çØ����.��� Í å� �çâ �Í òæÏ ~ ��� Í åÌ ß�� Í å~ �� ûñÍ òæÏ ~ �Ā.

� �� �Í Ü��¾å½Ýß��ÊÂî �Ā ��� ��Í å�¾ÙÜ��.�¾æØÊß�� ÿ ï Ò�Ā ��� Í ø�Îå�¾ÂÙÏ �

� �� �Í àÝè.¾ÙàÄ ����� �¾î Í Á��çØ���Í ß�ÚæÁ.¾æàÝéâ�áî �¿ �~ �áÙÜ� �ä è.�Þ Ø~

ðÁÿ ã ß�¾î Í Áÿ ß�áÙß��¿ �Ì å�.�� �Ì Á���� �¾Øûü��çÙàØĀ �ā Å î ��Ì Ùùü�ûÙÄ �áî

ā Å î ��� ÿ ã Ï �.�¾òÙè�� �Ì Ùàî �� � ûå��¿ ÿ ÙàÄ �¿ �~ �� �Ì Á��Í Ï ��¿ ÿ üÍ æÜ�¾ÓÙã ü

ā Å ï Á�ÿ Ùå����� �çØ�.¿ �ûÙÄ ��¿ �~ �Ì Á�¾æÏ ����¾åûÏ Í Âè�¾Ùâ�Ì Ùùü~.�¾Ü�� �çâ �

ÀûÐÁ�¾æâ�çØÿ ýå��¾ýå�áî �¾å� �¾èÍ ã å�� � �.�¾ýå�áî �¾å� �¿ �ûÙÅ Á�¾Ø�� ��¿ �½Á�

ÀûÐÁ�¾æâ�çØÿ ýå�.ā Å ï Á��� �Í Ùå��¿ ÿ üÍ æÜ�ûÜ����¿ �ûÙÅ Á�¾Ø�� ��¿ �½Á� . ܕܗܘܬ

¿ ÿ àÏ ÊÁ�¿ ÿ ØûÏ ~ �çâ �ÀûØ� �.â Êø�À�Ì î ���� �¾ýòå���ÿ Á�¿ ÿ Ù.�� Í å� �çÙæØ��ÊÜ�

� �Ì æâ�çÙåÎâ ��� �Ì Ùýå.� �� Ì ß~ �çâ �çÙåÎâ ��� �� ÿ ýòå�� Í å�Êå.

〔…〕彼らが作った子牛は、荒野の草のように、彼らの生命を常食とする。彼らが心の中

に隠してエジプトから持ち出した偶像崇拝がおおやけに出てきた時、偶像崇拝はそれが密

かに隠れていた人々を公然と殺した。それは木の中に隠れていた火のようだった。それが

木の中から姿を表すと、その火は木を焼き尽くした。モーセは子牛を粉々にし、それを試

しの水の中に入れて彼らに飲ませた。その結果、子牛を崇拝するために生きていた者たち

はみなそれを飲んで死んだ。レビの子らは、剣を抜いてモーセのもとに集まり、彼らを攻

撃した。だが、レビの子らは自分たちが誰を殺すべきかわかっていなかった。〔子牛を〕崇

拝した者たちが崇拝しなかった者たちと混ざっていたからだ。しかし、簡単に区別を為す

ことができるお方が、偶像崇拝を犯した者を犯さなかった者から分けた。その結果、無実

の者は自分たちの無実が公正なお方の注目から外れなかったことに感謝し、有罪の者は自
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分たちの罪が裁きを為すお方から逃げられなかったために正義のもとに運ばれるだろう。

レビの子らはおおやけに復讐者となった。〔モーセは〕復讐者たちが容易に復讐できるよう

に、違反者たちに印をつけた。子牛を含んだ飲み物は子牛への愛が宿る者の中に入り、そ

の者たちに明確な印を残した。その結果、抜き放たれた剣が彼らを切り倒せるだろう。〔モ

ーセは〕試しの水を子牛と姦淫していたシナゴーグに与えた。その結果、姦婦のしるしが

その上に現れるだろう。ここから、試しの水を飲む女性についての法が出てきた。その結

果、姦婦の上に現れたしるしにおいて、シナゴーグは子牛との姦淫を思い出し、畏れとと

もに他〔の姦淫〕から守られ、後悔とともに最初の姦淫を思い出すだろう。したがって、

彼らが自分たちからはずれる女性に判決を下す時は、神からはずれることで自分たちに判

決を下しているのだ。

30. ＜エフライム『信仰賛歌』87.4＞

¾ýÙÁ�ā Å î ��¾ýÙÁ�ÀÊÙî

¾Ùæè�À�Í Ï �çØ�÷ â�çâ

çÙñ~ �ðÁ�~ ��¾Ùæè�¾ã ß� �

¿ ÿ Ùß�¾ü���¾Øÿ Ï �çâ

¾ÙåÍ Ø�çâ �¾ÙéÜ�¾éè

邪悪な子牛の邪悪な習慣はエジプト人たちから

四つの顔の憎むべき像の憎むべき光景はヒッタイト人たちから

呪われた議論、隠れた虫は、ギリシア人たちから

31. ＜エフライム『誕生賛歌』14.19＞

Ì ýòå�� ûñ��Æ àñ��¾üÍ â

�Ì Ä Í å��ûÁ�çâ¾ãÙß�Ì Å àñ

�ûÓå�À�Í ñ� �¿ ÿ Ùå���Êø

�� �Àûâ Í Ü��ûÁ�ÊÜ�¿ �Í ýØÊø

�� ûÁ~ ��ûÁ��ûÄ �ā Å ï Á

モーセは自分を妻から区別して分離し、売春婦の前で海を割った

ツィポラは異教の祭司の娘であるにもかかわらず、神聖さを保った

〔しかし〕子牛とともに、アブラハムの娘は姦通した

第三章：子牛像事件におけるアロン

32. ＜『スィフラ』ツァブ、メヒルタデミルイーム 1.1＞

ה לו'וידבר תלמוד מה בניו ואת אהרן את קח משה אשראל על העם את ויגף אומר שהוא לפי מר

בניו ואת אהרן את קח אומר כשהוא אהרן שנתרחק במשמע היה אהרן עשה אשר העגל את עשו
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אהרן שנתקרב במשמע היה ה,אתו התאנף ובאהרן שנאמר אהרן שנתרחק משה שידע מאד'מנין

ה וישמע בו נאמר ולא ההיא בעת אהרן בעד גם ואתפלל גם'להשמידו כשהואאלי ההוא בפעם

אהרן שנתקרב משה ידע אתו בניו ואת אהרן את קח שנתרחק,אומר אהרן של בלבו שהיה מנין

המזבח אל קרב הענין בסוף לבו,נאמר יהיה שלא אלא העבודות כל לפניו משה הסדיר כבר והלא

שנתקרב אהרן ידע אתו בניו ואת אהרן את קח אומר כשהוא אחר .לדבר

｢そして主はモーセに言った。『アロンとその子供たちを取れ〔＝連れて来い〕』｣（レビ 8:2）。

これは何を言っているのか。聖書が｢主は⺠を打った。アロンが作った⼦⽜とともに彼らが

したことについて｣（出 32:35）と言っていることによれば、これはアロンが〔神から〕遠

ざけられたという意味である。聖書が｢アロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、

アロンは〔神に〕近づけられた。モーセはアロンが遠ざけられたと知ったとどこからわか

るのか。｢主はアロンに対して彼を滅ぼさんと激しく怒った。そして私はその時アロンのた

めにも祈った｣（申 9:20）と言われている。そこでは｢主はその時も私を聞いてくれた｣（同

9:19）とは言われていない。聖書が｢アロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、モ

ーセはアロンが近づけられたことを知った。自分が遠ざけられたとアロンが心で感じたと

どこからわかるのか。この件の最後で｢〔モーセがアロンに〕祭壇に近づけ〔と言った〕｣

（レビ 9:7）と言われている。モーセはすでに彼の前にすべての献げ物を整えていたのでは

ないのか〔だからさらに敢えてアロンに祭壇に近づけと言う必要はなかったのではないか〕。

だが、〔自分が神から遠ざけられていることを知っていた〕アロンの心が他のことに向かな

いように〔つまりレビ記 9 章で述べられている献げ物に集中させるために、モーセはそう

言ったのだ〕。聖書が｢アロンとその子供たちをともに取れ｣と言った時に、アロンは自分が

近づけられたことを知った。

33. ＜同シェミニ 1.3＞

פי על אף אחי אהרן לאהרן משה לו שאמר מלמד לחטאת בקר בן עגל לך קח אהרן אל ויאמר

עונותיך על לכפר המקום שלאשנתרצה עד לפניך דורון שלח שטן של פיו לתוך ליתן אתה צריך

אני אלא כפרה צריך אין תאמר ושמא למקדש בביאתך ישנאך שמא למקדש אף,תיכנס והלא

ראו מה וכי לחטאת עזים שעיר קחו לאמר תדבר ישראל בני ואל שנאמר כפרה צריכים ישראל

מאהרן יותר להביא בידכם,ישראל יש אתם להם אמר בסוףאלא בידכם ויש בידכם,בתחילה יש

עזים שעיר וישחטו מסכה,בתחילה עגל להם עשו בסוף בידכם על,ויש ויכפר עזים שעיר יבא

עזים עגל,מעשה מעשה על ויכפר עגל יבא

｢〔モーセは〕アロンに言った。お前のために、罪の献げ物用の子牛を一頭取れ｣（レビ 9:2）。

これは次のことを教えている。モーセがアロンに言った。我が兄アロンよ、主はお前の罪

を贖うことに同意したが、お前はサタンの口の中に何かをやる必要がある。お前が聖域に

入る前に贈り物を送れ。お前が聖域に入る際にサタンがお前を憎まないように。またお前

が、自分のみが贖いを必要とするのだろうか、イスラエルも贖いを必要としているのでは

ないか、と言わないように。｢イスラエルの子らに、罪の献げ物用に雄ヤギを取れと言え｣
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（レビ 9:3）と言われているのだ。なぜアロンよりも多くのものを持って行くべきとイスラ

エルは思ったのか。そこでモーセは彼らに言った。お前たちの手には、最初と最後がある。

お前たちの手にある最初とは、｢彼らは雄ヤギを殺した｣（創 37:31）ということで、お前た

ちの手にある最後とは、｢彼らは自分たちのために子牛の像を作った｣（出 32:8）というこ

とである。雄ヤギを持ってきて雄ヤギの事件について罪を贖え。子牛を持ってきて子牛の

事件について罪を贖え。

34. ＜同シェミニ 1.8＞

מלפניו מתבישת והיתה אשה שנשא ודם בשר למלך דומה הדבר למה משל המזבח אל קרב

ה את שתשמשי אלא זה לדבר נכנסת מה על לה אמר אצלה אחותה ובואיונכנסה דעתיך הגיסי מלך

המלך את שתשרת,ושמשי אלא גדול כהן להיות נתבחרת מה על אחי אהרן לאהרן משה אמר כך

עבודתך ועבוד ובוא דעתך הגיס הוא ברוך הקדוש המזבח,לפני את רואה אהרן היה אומרים ויש

וא ממנו מתיירא והיה שור ממנו"כתבנית מתיירא שאתה ממה לא אחי משה ד,ל וקרבהגיס עתך

המזבח אל קרב נאמר לכך אליו

｢〔モーセはアロンに言った。〕祭壇に近づけ｣（レビ 9:7）。例え話。このことは何に似てい

るか。人間の王にである。彼は妻をめとり、その妻は王の前にいると当惑してしまった。

彼女の姉妹が彼女のもとへやってきて彼女に言った。王に仕えないのに、何ゆえにあなた

はこの件に介入したのか。心を強く持ち、来て、王に仕えなさい。このように、モーセは

アロンに言った。我が兄アロンよ、ほむべき聖なる方の前に仕えなければ、何ゆえにあな

たは大祭司となるよう選ばれたのか。心を強く持ち、来て、あなたの祭儀を行いなさい。

次のように言う者たちもいる。アロンは祭壇を雄牛の姿のように見ており、それを恐れて

いた。モーセは彼に言った。我が兄よ、あなたが恐れているものを恐れるな。心を強く持

ち、それに近づけ。そのために、｢祭壇に近づけ｣と言われる。

35. ＜『レビ記ラッバー』10.3＞

בש'ר באהרן'ר'ברכיה קרייה פתר כהנא בר כתחילה.אבא מעשה אותו ישראל שעשו בשעה

חור אצל ישראל אלהיםאמר,הלכו לנו עשה קום לו והרגוהו.ו עליו עמדו להם שמע שלא ,כיון

אביונים"הה נפשות דם נמצאו בכנפיך גם שלחור,ד דמו הוא כל.זה על כי מצאתים במחתרת לא

אלהיך,אלה אלה עשו לא אשר אמ.על אהרן אצל להן הלכו אלהים'ואחרכך לנו עשה קום .לו

נתיירא כך אהרן ששמע ו"הה,כיון לפניוד מזבח ויבן אהרן לפניו,ירא הזבוח מן אהרן'אמ.ויבן

המקרא עליהן מתקיים כהן שאני אותי הורגין אם עכשיו נביא שהיה חור את הרגו הרי אעשה מה

י'תשכ במקדש ייהרג ונביא"אם כהן גוליןי הן אהרן"ד.מיד וירא ראה,א אותו,מה הן בונין אם

מ ונמצאת אבן וזה צרור מביא אחתזה בבת כלה מתעצל,לאכתן אני אותו בונה שאני מתוך

לשמו אותו בונה אני אותו בונה שאני מתוך זרה לעבודה והעבודה יורד משה ורבינו במלאכתו

לי,ה"שלהקב חג ויאמר אהרן מחר"ויקרא כת.י אין מחר לי'לעגל אלא מחר"כאן וירא"ד.י א

ראה,אהרן הסירחון'אמ,מה אותו הן בונין בישראלאם ולא בי הסירחון שיתלה מוטב בהן נתלה
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〔｢アロン〔と…〕を取れ｣（レビ 8:2）という句について、｢あなたは義人を愛し、悪人を

憎んだ｣（詩 45:8）という句を用いて解釈するという流れで〕ラビ･ベレキアがラビ･アバ･

バル･カハナの名において、この詩篇の句をアロンについて解釈した。イスラエルがあの行

為〔子牛像の作製と崇拝〕を行った時、最初にイスラエルの子らはフルのもとへ歩いて行

った。彼らは彼に言った。｢立って、我々のために神々を作れ｣（出 32:1）。フルは彼らの言

うことを聞かなかったので、彼らはフルの上に立ち、彼を殺した。これが、｢お前の衣服の

裾にも、貧しい者の血がついている｣（エレ 2:34）と書かれていることである。これはフル

の血である。｢お前は彼らが押し入るのを見たのではない。しかし、それにもかかわらず｣

（同）とも書かれている。これは彼らが｢これがお前の神々だ｣（出 32:2）ということをし

なかったことについてである〔＝フルのもとでは子牛像を作らなかった〕。この後で、彼ら

はアロンのもとへ行き、言った。｢立って、我々のために神々を作れ｣（同 32:1）。アロンは

これを聞き、恐れた。これは｢アロンは見て、その前に祭壇を建てた｣（同 32:5）と書かれ

ていることである。この箇所は｢アロンは恐れ、彼の眼の前の殺人から理解した｣と読むの

である。アロンは言った。｢私は何をしよう。彼らは預言者であったフルを殺した。今、も

し彼らが祭司である私を殺したら、｢主の聖所で祭司と預言者が殺されるだろうか｣（哀 2:20）

と書かれている聖書の言葉が実現する。〔そうすればその罰として〕すぐに彼らは流刑とな

るだろう。他の伝承。｢アロンは見た｣（出 32:5）。彼は何を見たのか。もし彼らがそれ〔祭

壇〕を建てるのなら、ある者は小石を運び、またある者は石を運んで、彼らの作業は瞬時

にして終わるであろう。もし私がそれを建てるのなら、私はその仕事に精を出さず、〔その

間に〕我らの師モーセが下りてくるだろう。偶像崇拝のための祭儀にしても、もし私がそ

れを建てるのなら、私はそれをほむべき聖なる方〔神〕のために建てるだろう。〔それゆえ

時間を稼ぐために〕｢アロンは宣言して言った。『明日は主のための祭だ』｣（同 32:5）。こ

こには｢明日は子牛のための｣ではなく、｢明日は主のための｣と書かれている。他の伝承。｢ア

ロンは見た｣。彼は何を見たのか。彼は言った。もし彼らがそれを建てるのなら、その罪は

彼らに科されるだろう。その罪は私に科される方がよいだろう。イスラエルにではなく。

〔…〕

36. ＜『タルグム･偽ヨナタン』出エジプト記 32:5＞

קדם חגא ואמר עציב בקל אהרן וקרא קדמוי מדבחא ובנא ודחיל קדמוי נכיס חור ית אהרן וחמא

איקר ופרגו במריהון דכפרין איליין דבבוי בעלי קטול מניכסת מחר הדיןייי בעיגלא שכינתיה

アロンはフルが彼の前で殺されるのを見て恐れ、その前に祭壇を築き、悲痛な声で宣言し

て言った。｢明日は主の前での祭だ。自分たちの主を否定し、その臨在をこの子牛に移した

その敵たちを殺すための｣。

37. ＜『タルグム･ネオフィティ』出エジプト記 32:5＞

למחר ייי קדם חגא ואמר אהרן ואכרז קדמוי מדבח ובנה ודחל קדמוי נביא חור ית אהרן וחמא
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アロンは彼の前に預言者フル（が殺されるの）を見て恐れ、その前に祭壇を築き、宣言し

て言った。｢明日は主の前での祭だ｣。

38. ＜『レビ記ラッバー』27.8＞

מלך ישמחו הקרבנות.ברעתם לכל ראש להעשות שור ראה מה שיצא'ר'אמ,וכי למטרונה לוי

מלכות מגדולי אחד עם רע שם ממש,עליה בהן מצא ולא בדברים המלך המלך,ובדק עשה ,מה

שלמסובין בראשן האיש אותו והושיב סעודה מצאכל,עשה ולא בדברים המלך שבדק למה כך

ממש העגל.בהן את עשיתן להן ואומרין לישראל להן מונין העולם אומות ברוך,כך הקדוש ובדק

ממש בהן מצא ולא בדברים הקורבנות,הוא לכל ראש שור נעשה עז,לפיכך או כשב או רב.שור

בש אידי ורב מאותו'ר'הונא ישראל היו מוצלין נחמן בר את,מעשהשמואל ישראל עשו שאילו

ישראל אלהינו אלה לומר להן היה ממצרים,העגל ישראל עם שעלו הגרים עלה,אלא רב ערב וגם

יב(אתם העגל,)לח,שמות את עשו ישראל,הם אלהיך אלה להן ואומרין להן מונין והיו

〔｢雄牛、または羊｣（レビ 22:27）の句の解釈について〕｢彼らの悪意でもって、彼らは王

を喜ばせるだろう｣（ホセア 8:3）を用いて解釈する。なぜ雄牛をすべての犠牲の最初とす

るのか。ラビ･レビ曰く、｢〔このことは〕王国の高官の一人と悪い噂が立っている女性〔に

例えられる〕。王はそのことを調べ、そこに実体を見出さなかった。王は何をするか。王は

宴会を開き、その男を出席者たちの先頭に座らせた。なぜこうであるのか。王はそのこと

を調べ、そこに実体を見出さなかったのである。同様に、世界の諸国はイスラエルを数え

上げて彼らに言う。｢お前たちは子牛を作ったではないか｣と。ほむべき聖なる方はそのこ

とを調べ、そこに実体を見出さなかった。そのため、雄牛はすべての犠牲の最初となった

のである。〔それゆえ〕｢雄牛、または羊、山羊｣（レビ 22:27）なのである。ラビ･フナとラ

ビ･イディがラビ･シュムエル･ベン･ナフマンの名において〔曰く〕。｢イスラエルはその行

為〔＝⼦⽜像の作製〕から救われていた。もしイスラエルの⺠が⼦⽜を作っていたら、〔ア

ロンは〕彼らに対して｢これらが私たちの神だ、イスラエルよ｣と言っていただろう。そう

ではなく、イスラエルとともにエジプトから上ってきた異邦人たち、｢そして多くの雑多な

群衆も彼らと上ってきた｣（出 12:38）、彼らが子牛を作ったのである。彼らが彼らを数え上

げ、彼らに対して｢これらがお前の神々だ、イスラエルよ｣（同 32:4, 8）と言ったのだ。〔…〕

39. ＜『出エジプト記註解』32.2＞

� �Ì ã î �� ��� ~ �çØ��¿ ÷ å��çâ.��� �çÙï Á�Ì ã Ä ûã ß��Í Ðß��Þ Ø~ �Ì ß�� ~ ��¿ ÎÏ �.��Í Ï

À �Í Óß�¾üÍ â �úàè�ÊÜ���� �ûÙÄ.�� Í â Êø�� �Ì ÙæØ��� Í Áûùå��¾Âéß�Êùñ.�ÿ Ðå��çâ

¾üÍ â.ûÜÊâ�Ā �¾Ü�ÊÁ�Ì Áûü.Í Å ýÁ��çØûâ~ �¾å� �áÓâ��� ��� ~ �áî ��ÊÂî ��¾Ùü

�� Í àÓø�ā Å î ��� ÿ àýÐÁ.��Í ã å�áÙÜ� �Ā ��o¿ Ì ßĀ �� Í òàÏ ��Ā ��� �Ì Á�¿ ½Ü��áî

Ì àÓø��¿ �ûÙî �� Í ÁÍ Ðå��� ��� ~ �� ~.ÊÏ �ó àÏ �¿ ½ÙÅ è�ā Å î �� �Ì ß�� �ÊÂï å�.

� �Ì ß�� Í ÝñÌ å�Ì ß�çÙß½î �ê ß�ÊÜ�� ~ �çØ�÷ ã ß�.�¾üÊø�� �ÿ Ùå��¿ ÿ ï å÷ Á��Êýâ

� �Ì Ùýå�.çØÌ Ùüûø��¾æèÍ ÐÁ�¾ã ß��.ß~ �ÿ ã Ï ��áÓâ��~çØ� Ì.�çâ�çØÌ Ùàï Âß�çàÓÂå
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ā Å î ��¿ ÿ Ýé å.

アロンは彼らと言い争った。そして彼は見た。彼らが自分に石を投げて殺そうとしたのを。

彼らがフルに⽯を投げて殺したように。モーセが⼭に上った時、彼は⻑⽼たちにその判決

をフルのもとへ持って行くよう伝えていた。しかしモーセの下山後、フルについてはどこ

にも記されていない。このため、⼈々はイスラエルの⺠が⼦⽜像のことでアロンに対して

暴動を起こした時に、彼らがフルを殺したと言っている。フルが彼らに神々を交換する〔＝

神を子牛と入れ替える〕ことを禁じたためである。そのため、アロンは自分もまた死ぬの

ではないかと、彼らがアロンを殺すことで血の罪を負うのではと、そして彼らが自分たち

のために一頭ではなく複数の子牛を作るのではと恐れた。アロンは工夫して、彼らの妻た

ちの耳輪を外すようにと言った。彼女らの耳輪への寛大さがない〔＝耳輪を惜しむ〕こと、

もしくは彼女らの神への愛のために、彼女らは自分たちの夫らに子牛の鋳造をやめさせる

だろう〔と期待して〕。

40. ＜同 32.4＞

¾Á� Êß�¾æâ�~ �çØ���� Í àùü.¾éñÍ ÓÁ��� ��� �.¿ ÿ Ýé å��ā Å ï ß��� �ÊÂî �.

それから、職人たちが金を取った。彼らは型で形を変えた。そして鋳像の子牛を作った。〔…〕

41. ＜同 32:5＞

¾üÍ â �ÿ Ðå�Êî �� ��� ~ �çØ��� Í å~ �ûÏ Í ýå�.ûÐâ�¾Øûâ���� �¾Å Ï �� �Ì ß�ûâ~.�çØ��Í â Êø

¾ææâ�Í àÜ~ ��¾ÐÁ��Ì ß�Í ùè~.¾üÍ â ����~ ��¾Ùâ�çâ �Í Øÿ ü~ �.�� �Ì Ùàî ��¾ææî �ÿ ÙÏ ��

��� �ā Óâ.o�ā Å î ��Êø�Í Ùåÿ ýã ß��Í Ùî ÿ ýã ß�Í â Êø

モーセの下山まで彼らを遅らせようと、アロンは彼らに言った。｢明日は主の祭りだ｣。彼

らは早くに起き、犠牲を捧げてマナを食べ、モーセが彼らのために噴出させた水を飲み、

彼らを守っていた雲の下で早くに起きた。子牛像の前でお祭り騒ぎをし、喚き散らすため

に。

第四章：子牛像事件におけるモーセ

42. ＜『レビ記ラッバー』1.3＞

העגל'ר'אמ במעשה לאל בנים שהקהו בשעה זנוח,סימון עבירה,אבי מאותה והזניחן משה .בא

וגו"הה המים פני על ויזר אביתר...'ד שויתר,בן העגלבן מעשה ידיו על הוא ברוך הקדוש

〔モーセが様々な名前で呼ばれるという解釈について〕ラビ・シモン曰く。子牛像事件に

おいて、イスラエルの子らが神に対して鈍くなった時〔のこと〕。｢ザノアハの父｣（歴上 4:18）

〔とモーセが呼ばれることがある理由について〕。モーセがやって来て、その違反ゆえに彼

らを見捨てたのだ。これは｢水の上に撒き…｣（出 32:20）と書かれていることによる。〔…〕

〔モーセが様々な名前で呼ばれるという解釈について、その一つの〕｢エブヤタルの子｣（歴
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上 24:6）〔とモーセが呼ばれるのはなぜか〕。それはモーセが、その手によってほむべき聖

なる方が子牛像事件を赦した者であるから。〔…〕

43. ＜BT、シャバット篇 89a＞

שעלה בשעה שש באו אלא בושש תקרי אל משה בשש כי העם וירא דכתיב מאי לוי בן יהושע רבי

שש בתחלת יום ארבעים לסוף לישראל להן אמר למרום שטן,משה בא יום ארבעים לסוף בא אני

העולם את ולאועירבב שש באו להן אמר למרום עלה לו אמרו הוא היכן רבכם משה להן אמר

משה זה כי לאהרן ליה דקאמרי והיינו מטתו דמות להן הראה עליו השגיחו ולא מת עליו השגיחו

וגו 'האיש

〔…〕ラビ・イェホシュア・ベン・レビ⽈く。｢⺠はモーセが山から下りてくるのが遅れて

いるのを見た｣（出 32:1）と書かれていることの意味は何か。｢遅れている｣ではなく、｢六

〔時間目〕が来た｣と読め。モーセは高い所に上った時、彼は彼らイスラエルに言った。｢四

十日の終わり、六時間目の初めに私は来る｣。四十日の終わりにサタンが来て、世界を混乱

させた。彼は彼らに言った。｢お前たちの師であるモーセはどこか｣。彼らは彼に言った。｢高

い所に上った｣。彼は彼らに言った。｢六時間目は過ぎた｣。しかし彼らは彼に注意を払わな

かった。〔サタンは言った〕｢彼は死んだ｣。しかし彼らは彼に注意を払わなかった。彼は彼

らにモーセの寝台の映像を見せた。したがって彼らはアロンに言った。｢〔エジプトの国か

ら我々を導き上った〕人モーセについて〔彼に何があったのかを私たちは知っていないの

だから〕｣（同）〔…〕

44. ＜BT、ベラホット篇 32a＞

מהכא אמרי ינאי רבי ברוךדבי הקדוש לפני משה אמר כך ינאי רבי דבי אמרי זהב ודי מאי זהב ודי

את שעשו גרם הוא די שאמרו עד לישראל להם שהשפעת וזהב כסף בשביל עולם של רבונו הוא

בהם...העגל אפי ויחר לי הניחה וגוועתה גדול לגוי אותך ואעשה אבהו'ואכלם רבי ...אמר

של רבונו לפניו ואמר בבגדו חבירו את תופס שהוא כאדם הוא ברוך להקדוש משה שתפסו מלמד

להם ותסלח שתמחול עד מניחך אני אין עליהם...עולם למיתה עצמו שמסר מלמד אמר ושמואל

מספרך נא מחני אין ואם שנאמר

〔…〕ラビ･ヤンナイ派の者たち曰く。〔ここまでの議論は〕ここから引き出せる。｢ディ･

ザハブ〔＝地名〕｣（申 1:1）。｢ディ･ザハブ」とはどういうことか。ラビ･ヤンナイ派の者

たち曰く。モーセはほむべき聖なるお方の前でこう言った。世界の主よ、彼らが「もうい

い」と言うまであなたが彼らに、イスラエルに与えた銀と金のために、彼らが子牛を作る

ということを引き起こした。〔…〕｢さあ、私をほうっておけ。私の怒りは彼らに対して熱

く燃え上がり、私は彼らを消滅させる。そしてお前を⼤いなる⺠としよう｣（出 32:10）。ラ

ビ・アバフ曰く。〔…〕これ〔聖書にこのように書かれていることは〕は次のことを教える。

モーセはほむべき聖なる方をつかんだ。友人の服をつかむ人のように。そして主の前で言

った。世界の主よ、あなたが彼らを許すまで、私はあなたを放しません。〔…〕シュムエル
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曰く。〔｢モーセは主の顔をなだめた｣（出 32:11）について〕これは以下のように教える。モ

ーセは⾃分の⾝を、彼ら〔⺠〕のために死に差し出した。｢もしそうでないのなら〔⺠を赦

さないのなら〕、私をあなたの書から消してください｣（同 32:32）と言われているように。

〔…〕

45. ＜BT、ソーター篇 14a＞

לאדרש ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי לשבוע"רבי או צריך הוא מפריה לאכול וכי י

בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה אמר כך אלא צריך הוא אני"מטובה אכנס י

שכר לקבל אלא מבקש אתה כלום הוא ברוך הקדוש לו אמר ידי על כולן שיתקיימו כדי לארץ

עליך אני שנאמרמעלה עשיתם אשרכאילו תחת שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן

ברבים לו אחלק לכן יפגיע ולפושעים נשא רבים חטא והוא נמנה פושעים ואת נפשו למות הערה

ת כראשונים ולא כאחרונים עצומים"יכול שהן ויעקב יצחק כאברהם שלל יחלק עצומים ואת ל

למו הערה אשר תחת ובמצות וגובתורה נא מחני אין ואם שנאמר למיתה עצמו שמסר נפשו ואת'ת

יפגיע ולפושעים העגל מעשה על שכיפר נשא רבים חטא והוא מדבר מתי עם שנמנה נמנה פושעים

אל ואתה שנאמר תפלה אלא פגיעה ואין בתשובה שיחזרו ישראל פושעי על רחמים שביקש

ואל ותפלה רנה בעדם תשא ואל הזה העם בעד ביתתפלל תפגע

〔…〕ラビ･シムライが釈義した。何故、我らが師モーセはイスラエルの地に入ることを切

望したのか。その地の果実を食べる必要があるのか。それともその地の良き物に満足する

必要があるのか。そうではなく、モーセはこう言った。イスラエルは多くの戒律を命じら

れた。そしてイスラエルの地でなければそれらは成就されない。私はその地に入ろう。私

の手でそのすべてが成就されるために。ほむべき聖なる方がモーセに言った。お前は報酬

を受け取ることのみを望むか。私は、お前がそれらの戒律をすでに成就したものとみなす。

｢それゆえ、私は彼に多くの者の中で分け前を与えよう。彼は力強き者たちとともに戦利品

を分け合うだろう。これは彼が自らの魂を死へと注ぎ、罪人たちともに数えられたためで

ある。そして彼は多くの者の罪を負い、罪人たちのために執り成しをした｣（イザ 53:12）

と言われているように。｢それゆえ、私は彼に多くの者の中で分け前を与えよう｣。〔分け前

にあずかる〕最後の者のようではなく、最初の者のようになれる〔ということである〕。聖

書が曰く。｢彼は力強き者たちともに戦利品を分け合うだろう｣。アブラハム、イサク、ヤ

コブのように。彼らはトーラーと戒律の中で力強き者たちである。｢彼が自らの魂を死へと

注ぎ｣、つまりモーセはその⾝を死に差し出した。｢もしそうでないのなら〔⺠を赦さない

のなら〕、私を消してください…｣（出 32:32）と言われているように。｢罪人たちとともに

数えられた｣とは、荒れ野で死んだ者たちとともに数えられたということである。｢そして

彼は多くの者の罪を負い｣、つまりモーセは子牛像の件を贖った。｢罪人たちのために執り

成しをした｣、つまり彼はイスラエルの中の罪人たちが悔い改めをするよう慈悲を求めた。

｢執り成し｣とはまさに祈りのことである。｢〔エレミアよ〕お前はこの⺠のために祈っては

ならない。彼らのために嘆き、祈りの声をあげてはならない。私に執り成しをしてはなら
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ない｣（エレ 7:16）と言われているように。〔…〕

46. ＜BT、イェバモット篇 62a＞

משה עשה דברים שלשה דתניא דעבד הוא מדעתיה משה לך אמרי ממשה לילפו נמי הלל ובית

הלוחות ושיבר האשה מן פירש המקום לדעת דעתו והסכימה אחד,מדעתו יום את...והוסיף שיבר

בן כל תורה אמרה מצות עשרה ושלש מאות משש אחד שהוא פסח ומה אמר דרש מאי הלוחות

המקום לדעת דעתו והסכימה וכמה כמה אחת על מומרים וישראל כולה התורה בו יאכל לא נכר

ששברת כחך יישר למשה הוא ברוך הקדוש ליה אמר לקיש ריש ואמר שברת אשר דכתיב

〔…〕〔ヒレル学派が〕答えて言うだろう。モーセは自らの考えによって行動する。バライ

タで次のように言われている。三つのことを、モーセは自分の考えから行った。そしてそ

の考えは主の考えと一致していた。彼は妻から離れた。石板を破壊した。一日を追加した。

〔…〕モーセは石板を破壊した〔のは、モーセが自分の考えから行ったことでありその考

えが主の考えと一致していたことについて〕。どこからそう釈義したのか。曰く。613 の戒

律の一つであるペサハ〔についての戒律〕である。律法が曰く。｢異邦人は誰もそこ〔＝ペ

サハの犠牲〕から食べてはならない｣（出 12:43）。〔たった一つの戒律ですら異邦人を拒否

しているのだから〕律法全体と、道から逸れたイスラエルならなおのことそうである〔＝

道から逸れたイスラエルに対しては律法全体が拒否する。だから律法の全体である石板を

壊してよいとモーセは考えた〕。そしてモーセの考えは主の考えと一致していた。｢〔神曰

く…〕お前が破壊した〔石板〕｣（出 34:1）と書かれているように。レイシュ･ラキシュ曰

く。ほむべき聖なる方はモーセに言った。〔石板を〕破壊したお前の力は、正道であれ。〔…〕

47. ＜ミシュナ、アボット篇 5.18＞

המזכה לעשותכל בידו מספיקין אין הרבים את המחטיא וכל ידו על בא חטא אין הרבים את

ה צדקת שנאמר בו תלוי הרבים זכות הרבים את וזיכה זכה משה עם'תשובה ומשפטיו עשה

חטא אשר ירבעם חטאות על שנאמר בו תלוי הרבים חטא הרבים את והחטיא חטא ירבעם ישראל

ישראל את החטיא ואשר

大勢を義とする者はみな、その者の手によって罪が生じることはない。大勢に罪を犯させ

る者はみな、その手で悔い改めをすることはできない。モーセは義を為し、また大勢を義

とした。その大勢の義は彼にかかっている。｢主の義とその裁きを、イスラエルとともに行

った｣（申 33:21）と言われているように。ヤロブアムは罪を犯し、大勢に罪を犯させた。

その大勢の罪は彼にかかっている。｢〔ネバトの子〕ヤロブアムの罪によって、彼が罪を犯

し、彼はイスラエルに罪を犯させた｣（王上 15:30）と言われているように 。

48. ＜アフラハト『論証』4.7＞

â¾æçØ�ûâ½åáîā ÙÏ� �Í ß� �¾üÍ â �ÿ Ùß�Ì ß¾Ýè� �Í ß�ûÙÄ� ÿ Á�Í üçâ

�ÊØ~� Í î ûñ:ܘܗܝ� ÿ ØÍ Ï¿ ÿ æÙÝü� Ì ß~ �.� �Í ß÷ Á��ÿ Ø~ûé î� Í Ðâáî� Í î ûñ.
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�ܬܘܒܘܗܝ �Í ß�ÿ Å àñ¾ãØÿ ÙàÏ ~ �¾ÙâÀûØûâ�ÿ Ï ~ �¾ææâÿ ùè~ ��Í àè

ÿ î ÎÁ�¾ñ½ÜÿØ��~ �¾Ùâÿ Ü��úÙàã ï ßÿ àÙÏ �� Í ýÙßÿ Ðß��� Í ï ß� Í ÐÙéß�

¾ÁûùÁ�ÿ Ï ~ �¾ýÙÂß�Í Ùýßÿ Ýñ� ~ �¿ ÿ ã Ï� Ì ß~ �çâÌ ã îÿ ùÐü�ā Å ï ß

¿ ÿ ÙÓÏ ��ÿ Ï ~ �¾Ï Í ßçâÀ�Í Òÿ Ø� ��Ì ñ�� ûñ.

モーセの祈りには限界がないが、その強さについて我々は何を言うべきであろうか。とい

うのも、彼の祈りは彼をファラオの手から救い出し、彼に神のシェヒナーを示し、そして

彼の祈りによって彼はファラオに十の災いを与えた。彼の祈りはまた海を割り、苦い水を

甘くし、マナを降らせてウズラを飛ばし、岩を割って水を流れさせ、アマレクを征服して

ヨシュアに力を与え、戦闘中にオグとシホンに混乱をもたらし、邪悪な者をシェオルに降

ろし、神の怒りをその⺠から逸らせて罪の⼦⽜をすりつぶし、⽯板を⼭から持って下りて

自分の顔を光らせた。〔…〕

49. ＜同 8.9＞

��ÊÜ¾Óâ¾æÁܘܐܦ Í Ýýå�¾üÍ âä î�� �Ì Á~¾ÅÙæÏܗܘܬÌ ß¾ØûÜܗܘܬ�Ì ß:

¾ï Á�çâ� ÊâçæÏ �~ �ûÂï å�¾î �Ā¾æÝßÍ â �.¾æã ß�çØ�ÚÂÙÂÏ¾ØûÜܗܘܬÌ ß
¾üÍ ã ßÀûÂÄ¾ø��áîĀ �áî¾î �Ā¾æÝßÍ â�Ā ~áÓâ��½å�ûÂøÿ å�ä î

�� �Ì Á~Ā �ûÂøÿ å¾î �½Á�� Í ÂÁÊàï Á�¾î �½Á� ~ Í â286:áÓâ�ûÄ ~ �¾ÙÁ~ Í â

ä ï àÂßûÁ�Í ï ÁÔàã ßáØûéØĀ.¾åÌ àÓâ¾æÜ�¾Á�¿ ��¾üÍ â¾î �½Áܗܝ�Ā

ûÂøÿ å:Ā �� ��½å¾ÙÁ~ Í â� �ÊÂï å�Ì Á¿ ÿ ã ùå� Í àÅ å��� Í â ûÄÀûÂÄ �¾ùØ��

� �Êýå�� Í å~.ÊÂî �Ì Á� ûâ¾üÍ ã Á¿ �Í ÂÙÒÌ ùè~ �À�Í ÓßÍ Âå�Ì ØÍ Ï �Ì àÝß

¾î �~ÊÜ� ûÂî ~�� Í â ��:ÊÜ�ûÏ¾üÍ âÌ àÝÁ¾î �~ûÏ �À�Í ÓÁ¾ÙèÍ ÂØܐܬܪ�

çâ ��À ÊØÿ îܗܘܬ¿ ÿ æÙÝüÀûýã ß.ÿ ØûÜ�Ì ß¾ÝÁ�ÊÜ¿ ÎÏÀ ûÂùß� �ûÂÐÁܐܬܪ�

çØûÙÂø��� �Ì Á~�� ûÁ~úÐéØ~ �� Í ùï Ø�:áî� �� �Í ß�ĀûÂø�~� ��ÿ ýå�

�� Í â ûÄáî� �Ì ÙâûÄ� �Ì ã î �� Í ùå¿ ÿ ã ÙùÁ:ÊÜ�� ÎÏÌ àÝß¾î �~Ì ÂÂß� ûâ

ûâ~ �Ì ß:¾å~� ûÂø~� �ÿ è~ �þå~ �� ûÁ�Ā� Êå.ÿ Ùâ�¾üÍ âÿ àã ÁÌ â Í ñ

¾Øûâ�� ûÂø�ā ÐæÁ¾î �½Á� ~ Í â �áÂøÍ ßÿ ÙÁ�Í ï ñܐܬܪ¾ÓÏ �áØûéØ~:Ā �

� ÊØþå~� ûÁ�¾âÊî¾æâ Í Ùß.çØ���çØ�� Í Á�� ûÙòüÊÂîÌ Á� ûâ¾üÍ ã ÁĀ �

�ܐܘܕܥ ûÂøÚæÂßáØûéØ~:ÀÊÏáÓâĀ �� Í î Êå�� Í ÂÁÊàï Á� �Êýå��� Í â ûÄçâ

� ÊÂø:çØ�����Ā �� Í î ÊåÚæÁÌ ã îÌ å�ÊÂï å�� ûÂùßÿ ÙÁ¿ �ÊÅ è:áÓâÞ Ø~ �

¿ Ì ß~ÃÙýÏ¿ ��ÚæÙï ÁÚæÁÌ ã î:áÜÿ è~ �çâÀ��ÚÂÙÂÏÊÜ�úÂü� Í å~úàè�

À�Í ÓßçØÊâ~:¾å� �¾üÍ âçùè~ �çâ¾î �~çØ�÷ â�ĀçæÙî ÊØ¾æâ�Ì Ø��.�ÊÂî �

� �Ì ßā Å î�ÊÅ è�Ì ß:Ā ��ûÜ��~¿ Ì ß~úè~ �� Í å~çâçØ�÷ âÊÙÁ¾üÍ â

À ÊØ½Á¿ ÿ òØ��¾î �ÊÁ�¾â�.áÓâ¾å�ó Ýå¿ Ì ßĀ287áî¾üÍ âĀ ܐܘܕܥ�

� ûÂø:Ā �ÊÜ� �Í å� ûÁ�� Í ï ÓåÚæÁÌ ã î� �ÊÂï å�� �Ì ß¾ã ß�� �ÊÅ é å�

286 Wright 版： �ܕ ~ Í â
287 Wrught 版：¿ Ì ß~
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� Í ÐÁÊå�Ì ß� �Ì ØÌ ÓÐÁ�� Í ï ØÎå�� Í â ûÄÀûÂÄ �o¾ùØ��

〔…〕今日まで、彼の墓〔がどこにあるのか〕を誰も知らない。モーセの事例で、彼の主

はその墓の場所をイスラエルの⺠に知らせなかったことで⼆つの素晴らしいことをした。

第⼀に、〔…〕第⼆に、彼⾃⾝の⺠も〔それがどこにあるのか〕知ることはないだろうし、

彼の墓を崇拝の場所にすることも〔でき〕ないだろう。というのも、彼の⺠の⽬にはモー

セは神のようにみなされていたのだ。ここから洞察せよ、我が友よ。モーセが彼らを残し

て山に登った時、彼らは｢我々はこの、我々をエジプトの地から導き出したモーセに何が起

こったのかわからないのだ｣（出 32:1）と言った。だから彼らは自分たちのために子牛像を

作り、それを崇拝した。そしてモーセを通じて力強い手と高く上げた腕で彼らをエジプト

から導き上った神のことを忘れたのだ。そのために、神はモーセを尊重してその墓の場所

を知らしめなかったのだ。もし墓が知れ渡れば、彼の⺠が道を外れて⾃分たちのために図

像を作り、それを崇拝して犠牲を捧げるかもしれないからである。彼らの罪において、彼

らは〔その〕義なる男の骨を悩ませるであろう。

50. ＜エフライム『出エジプト記註解』32.6＞

¾Øûâ�ûâ~ �.Ø��Í å�¾ã î ��� Ì ßĀ �¿ ÿ üÍ ø��¿ Ì ß~ �ûâ~ ��ç.��ÊÂî ��Þ ã î �Í àÂÏ �

ā Å î.çØ�÷ â�çâ �Þ ùè~ ��� Ì ß~ �Í å� ���ûâ~ �.Ì ß�ā Ä ��çØ��À�Ì Á.�¿ �Í ï Âß

¿ �� �� �ÿ î.�Ā ��ÚæØ�Í Ï ~ ��Ì ß�ûâ½å��ó àÏ ��� Í ÙÓî ~ ��ÚæÙøÍ Âü��Ì ß�ûâ~ ���� �

�� Í Øÿ î ~.¿ �� �¾Á� �¾ã ï Á�Í ü½Âã ß�ûÙÄ �Í ß~.�ā Ä �Ā �¾ã î ��� ÿ î ����� ½éß

¿ ��.��áÙÜ��À�� �çâ�ûÙÄ ��Êø�¿ �� �ÃÙÓâ�¾ã ï Á�Í ü½Âã ß�ā ñ~ ��¾ï ØÊØ�Ì ß�ā Ä

¾æùÁÍ ýß�Ì ýòå��ÿ î.¿ �Í ï Âß�¾üÍ ã ß�Ì æâ��çÜ�.¾æùÁÍ ýß�Ì ýòå�Ā �.�Ì æâ��çÜ�

¿ �Í ï Âß�¾üÍ ã ß.��� �úÁÿ ü��çÅ â�¿ ÿ Á��¿ �Í àÝè�áÙÜ� �Ā �.�¾åûèÍ Ðß�À�� ��� �

� �Ì ß�¿ �� ��¿ ½ÙÅ è.� �Ì ß�úÁÿ ýâ ��¾üÍ â �¾ï Á�ÊÜ��� �Ì ß�ÊÁÍ â ��¾üÍ ã ß�ā Ä.

Ùï Á�¾æùÁÍ ü¿ �� �� �½å�� �Ì Ùæ.o¿ �� �ä Ï �ÿ å�� �Ì ÙæÙî ûÁ�¾Ùï Á�

｢主は⾔った｣。つまり、真の神が⺠の神に向かって⾔ったのである。｢お前の⺠が堕落して

子牛像を作り、『これがお前たちをエジプトから導き上ったお前たちの神だ』と言った｣（出

32:7）。このことをモーセに明らかにすることで、神はモーセに執り成しをする覚悟をさせ

た。彼に向って｢私をほうっておけ。私は彼らを一掃する｣（同 32:10）と言い｢私が彼らを

⼀掃するのを抑えよ｣とは⾔わなかったことについては、もし神が⺠にとって害となること

をする意図があったのなら、⺠のために⽮⾯に⽴つつもりの⼈間にそのことを明かしはし

なかっただろう。神がこのことをモーセに明かしたという事実により、神は⺠を傷つける

用意をしていなかったということが明らかになった。というのも、神はすでに赦すつもり

だったのだ。そしてそれゆえにモーセに執り成しをするよう促したのだ。もし彼らがその

ような重大な罪を犯した後で無罪放免となっていたのなら、それは彼らにとって非常に大

きな損害となっていただろう。それゆえ、神はモーセに自分が彼らを滅ぼすつもりだと告

げ、その結果、モーセが祈って彼らが赦された時、その赦しが彼らにとって重要となり、
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仲介者が彼らにとって親愛なる者となるのである。

51. ＜エフライム『我らが主についての説教』17＞

[...]áÏ Êå��¾ãÙß�¾âÊî ��Ì ÙØÍ ß�¿ �ûØûâ�¿ ���~ ���� �ûÙÄ �¿ �� �áØ~ ûéØ~ �ûÁ.

çØÿ ýå��Ì ß���� �çÝØûÜ�¾ÁûÏ �ÀûÁÊã Á�¿ ÿ ÝØûÁ�¿ �ûâ ���.�¿ ÿ àï Á�çØ��¿ �Í æãØ� �ÚàÁ�çâ

çÙå~ �ä àÒ�¿ ��Í î �.�Ā �çùè~ ��¾üÍ â �ä ß�¾å� ��Ì Ø�� �¾æâ�çæÏ �çÙî ÊØ.�ûÙÄ �úÂü

Ì ß���� �çØûØÊÏ ��¾æÏ ÷ æÁ��Í Ðå�.�¿ ÿ ÂØûø�¿ ÿ àî �À �Ì Á��ÃØûø�Ā ��¾üÍ ã Á�Ì ß�ÊÏ

çØ�÷ â��¿ �Í òæÐß�� ûøÿ å.� �Ì Ùâ Êø�çâ �áÙàø�¾üÍ â�ûÙÄ �ÎàÄ �~.�¿ ÎÏ ÿ å��Þ Ø~

��� �Ì ß�ÿ Ø½ÙéÜ�� �� �Í ÂàÁ�� ~ ���Ì ß�ÿ Ø½ÙàÄ �� ~ �Ì ß�� �ÊÅ é å��� �Ì Ùâ Êø��ā Å î

��� �çØÊÅ è.

〔…〕彼らが〔神を〕恐れるようにと、苦いしるしが〔紅〕海まで〔イスラエルに〕つい

てまわった。そして砂漠で〔イスラエルを〕囲っていた祝福された驚異の業は弱まり、彼

らは〔モーセと〕和解しようとした。しかし信仰の不足のために〔イスラエルは〕もろい

言い訳でもって〔それらのしるしを〕拒絶した。「我々を連れ出したモーセについて、我々

は彼に何が起こったのかわからないのだ」（出 32:1）。彼らは自分たちについてきた勝利に

ついて、それ以上よく考えなかった。彼らはモーセが近くにいないということを見ただけ

だった。そしてそれゆえ、それを好都合な言い訳として、彼らはエジプトの異教崇拝に向

けて進むことができた。従って、しばらくの間モーセは彼らからは見えなくなった。そし

て彼らとともに子牛が見られるようになり、その結果彼らが心の中で密かに崇拝していた

ものを公然と崇拝することができた。

52. ＜同 18＞

ÿ ùòå�¾ÙàÅ ß�¾ÙéÜ�çâ�� �� �Í òæÏ �çØ��ÊÜ.�ÎÏ �~ �¾ÙàÅ Á�¾ÙéÜ�çâ �¾üÍ â �� ~ �çØÊØ�.

��� �¾ýÄ ÿ ýâ�� �� �Í òæÏ ��� Í åÌ ß�ÿ Ø½ÙàÄ �¾ýØûÁ�ä éâ ��ÿ å�.¿ ÿ ýØÊø�¾ææî �ÿ ÙÏ �

��� �ā Óâ�� �Ì Ùàî �.çÙâ Í Ø�çÙï Á�~ �Ì æâ�¿ ÿ Ùî ûâ ��¾Ùî ûß�¿ Ì ß~ �çØ��� ÎàÄ.

Ì æàÜ���ûÙè~ �ā Å ï Á��¿ ÿ Ùî ûâ �¿ Í Ï ��.Ì ß�¿ �� �¾î ��� �½Ä �áÝÁ�¿ Ì ß~ ��Þ Ø~.

¿ �� �ÑÝýâ �¾î ûã ß�ā ñ~ ���� �ā Å î �¾Ùî ���� �Ì ß���ÊÂî.�� �Ì æâ�çØ��ÎàÄ �~

� �Ì æàÏ Êâ �¾üÍ â.�� �Ì ÂàÁ�¾üÍ â ��� ûÙÓø��¿ ��ûÜÿ ñ�� �Ì â Í òÁ�¾ï ø���Þ Ø~

Ùàü¿ �� �Ì.çÙâ Êø�� Í ß�½å��¿ Ì ß~ �çß�ÊÂî ��ûÙÄ �Í ï ø.

彼らの異教崇拝が隠れ家から公の場へと出てきたとき、彼らを覆っていた聖なる雲の下で

その異教崇拝が抑えられなくなった者たちへ公然と罰を与えようと、モーセも隠れ家から

公の場に出てきた。神はその群れから四十日の間その群れの羊飼いを取り去った。その群

れがしっかりと、毎回喜んでその群れに牧草を与える子牛を神として信頼していることを

示すようにと。その群れは自分たちの羊飼いとして、草を食べることすらできない子牛を

つくったのだ。彼らの中に恐怖を引き起こすモーセは、彼らから取り去られた。モーセの

恐怖が彼らの心の中で静めていた偶像崇拝が、彼らの口から大声を上げるようにと。そし
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て彼らは大声を上げた。「我々に、我々を導く神々を作れ」（出 32:1）。

53. ＜同 43＞

áØûéØ~ Êß�Ì Ø�Í î �¾â���áØûéØ~ �ûÁ�¾åÌ ß�Ì ß�çØ���ÎÏ.���� �¾ýÙÂÏ �ûÙÄ �¿ �Í òæÏ

¾ã î ��Ì æÙî ûÁ.� �� Í Å Á��¿ ÿ ýÙÁ�ā Ä ����� �Ì æâ�¾üÍ â �ÎàÄ �~ �¾å� �áÓâ.

�Ā ��áÓâ�Ā ~çÙß½ü��� �ÀûÜÿ òß��� Í î ÊØÿ å��� �Ì ß�� ��Ì Âå.�Í ï Á�¾üÍ ã ß��ÊøÍ ß

ÀûÜÿ òß�çØÊØ� �.�Ì Ø�� �¾æâ�çæÙî ÊØ�Ā �¾üÍ â �ä ß�¾å�.��½â�Ā ��¿ Ì ß~ �� ~ �

çØ�÷ â�çâ �Þ ùñ~.ÿ å~ ��½ýâ�¾æâ�¾ýå~ �ûÁ�áî.Ì ß��� �ÿ ã ã ß��� ���ÿ â~ �¿ � ܐܘ . �

� Ì ß~ �¾å~ �¾å~ ��¾üÍ â�Þ ß����ÿ ü~ �Í Ø��ÿ ýã ß�¾ã ß.�� Ì ß~ �Ì ß�ÊÁ~ ��áÓâ�

ûÏ �¿ Ì ß~ÿ Ùï Á�¾å.

このイスラエルの子を注意して見守れ。その不正はイスラエルの不正のようである。異教

崇拝はこの⺠族の精神に隠れていたからだ。モーセが彼らから取り去られたのはこのため

だった。彼らの中にある悪が姿を表すようにと。しかし、自分たち自身の名誉を汚さぬた

めに、そして自分たちが偶像に頼っているということを知らしめないために、彼らはまず

モーセを探した。それから偶像を探したのである。

第五章：⼦⽜像事件における⺠

54. ＜『メヒルタ･デラビ･イシュマエル』バホデッシュ 9＞

לבבם והיה יתן מעבירו.זהמי הייתי המות מלאך להעביר איפשר גזירה,אלו נגזרה שכבר .אלא

סיני הר על ישראל עמדו כך תנאי על אומר יוסי המות,רבי מלאך בהם ישלוט שלא תנאי ,על

כלכם עליון ובני אתם אלהים אמרתי אני מעשיכם;שנאמר תמותון,חבלתם כאדם אכן שם שם

תפולו השרים .וכאחד

〔…〕｢次のようであったらよいのに。彼らの心がこのようで…｣（申 5:29）〔という句につ

いて〕。〔これは〕死の天使を去らせることができるなら、私はそうするのだが〔というこ

とを⾔っている〕。しかし〔実際には〕、判決は下された。ラビ･ヨセ⽈く。イスラエルの⺠

がシナイ山に立っているという状態において、その状態においては死の天使が彼らを支配

することはない。｢私は言った。お前たちは神々。お前たちはみな、至高者の子ら｣（詩 82:6）

と言われているように。〔しかし〕お前たちはお前たちの行為をだめにした〔＝子牛像事件

を起こしたこと〕。〔それゆえ〕｢だが、人間のようにお前たちは死に、大臣たちのうちの一

人のようにお前たちは倒れる｣（同 82:7）〔と言われている〕。〔…〕

55. ＜BT、シャバット篇 88a＞

לכל השרת מלאכי של ריבוא ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי רבי דרש

ישראל שחטאו וכיון נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד כתרים שני לו קשרו מישראל ואחד אחד

חורבירדו מהר עדים את ישראל בני ויתנצלו שנאמר ופירקום חבלה מלאכי ריבוא ועשרים מאה
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ラビ･シマイが釈義した。イスラエルが｢נעשה｣を｢נשמע｣より先に置いた時、60 万の大天使

たちが⼀⼈⼀⼈〔の⺠〕のもとへやってきた。彼らは各⾃に⼆つの王冠を結び付けた。⼀

つは｢נעשה｣に対応し、一つは｢נשמע｣に対応して。そしてイスラエルが罪を犯したために、

120 万の破壊の天使たちが下りてきてそれらを外した。｢イスラエルの子らは、ホレブ山以

来、彼らの装身具を外した｣（出 33:6）と言われているように。

56. ＜『スィフラ』シェミニ 1.4＞

אומר הוא ולהלן מסכה עגל להם עשו שנאמר מינים לשני עבירה שנדמית לפי לשלמים ואיל ושור

עשב אוכל שור בתבנית כבודם את שור,וימירו מעשה על ויכפר שור על,יבוא ויכפר עגל יבוא

עגל עונו,מעשה על לכפר המקום שנתרצה תיכםתדעו

｢そして和解の献げ物用に雄牛と雄羊を〔取れ〕｣（レビ 9:4）。これは違反が二種類〔の動

物〕に似ていることによる。｢彼らは自分たちのために子牛の鋳像を作った｣（出 32:8）と

言われているように。そして以下で｢彼らは彼らの栄光を、草を食む雄牛の姿に変えた｣（詩

106:20）と言っている。雄牛が来て、雄牛の罪を贖うだろう。子牛が来て、子牛の罪を贖う

だろう。主はお前たちの苦しみを贖いたいと思っているということを知れ。〔…〕

57. ＜『トセフタ』、キプリーム篇 5.14＞

Zuckelmandel 版：

רו ברביעי התיבה לפני והעובר תפילה אחר אומרה או'היכן בוידוי'מאיר וחותם שבע יתפלל

שנ'אומ'וחכמ החטא את לפרוט וצריך חותם בודוי לחתום רצה ואם שבע העם'מתפלל חטא אנא

גדולה חטאה זהב>*<הזה אלהי להם .ויעשו . אמ. כך אלקי'אלא שתעשו לכם גרם מי המקום

שה אני זהבזהב לכם רביתי

ウィーン写本（※以降）：

אומ'ר נאמ'עקיבא למה כן אם צריך אמ'אין כך אלא זהב אלי להם להם'ויעש גרם מי המקום

זהב להם שהרביתי אני זהב אלי להם שיעשו

ロンドン写本（※以降）：

ר זהב אלהי להם או'ויעשו ת'עקיבא מה כן אם צריך אמ"אינו כך זהב אלהי גרם'ל מי המקום

זהב להם שהרביתי אני זהב אלהי שיעשו להם

印刷本初版（※以降）：

המ אמר כך אלא זהב אלהי להם ויעשו נאמר למה כן אם צריך אין אומר עקיבא גרםרבי מי קום

זהב להם שהרמתי הוא אני זהב אלהי להם שיעשו להם

〔…〕どこでそれ〔懺悔の言葉〕を言うのか。祈りの後である。聖櫃の前を通る者は四つ

目の祈りの際に。ラビ･メイール曰く。その者は七つの祈りを祈り、懺悔で終える。賢者た

ちが曰く。その者は七つの祈りを祈る。そしてもし懺悔で終わりたいのなら、終わればよ

い。そして罪の詳細を述べる必要がある。｢ああ、この⺠は⼤きな罪を犯しました。彼らは
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自分たちのために金の神々を作ったのです。…｣（出 32:31）と言われているように。＜ラ

ビ･アキバ曰く。その必要はない。もしそうなら、なぜ彼らは自分たちのために金の神々を

作ったと言われているのか＞だが主はこう言った。誰がお前たちに、お前たちが金の神々

を作るようになることを引き起こしたのか。私だ。私がお前たちに金を多く与えた。

58. ＜『雅歌ラッバー』4.9＞

מצורוניך ענק בשבטים,באחד המעולה משה היו,זה כשרות המדבר דור נשי דאמרי כיון,אית

עמדו מעשה לאותו העגלשהגיעו למעשה מנזמיהן כלום נתנו ולא עצמן ששמעו,ונמלכו וכיון

דלתותיהן נעלו מיד להן אסורות שהן

〔…〕『〔…〕あなたの首飾りの一部でもって〔あなたは私の心を奪い去る〕』（雅 4:9）〔と

いう聖書の句について〕。これは諸部族の中で最も地位の高いモーセのことを言っているの

である。次のように言う者たちもいる。荒れ野の世代の女性たちは高潔であった。人々が

例の事件〔子牛像事件〕に及んだ時に、女性たちは毅然としてよく考え、子牛像の件のた

めに自分たちの耳輪は一つも差し出さなかった。そして、自分たちが男性たちに対して禁

じられていると〔いう戒律を〕耳にした〔＝男女の交わりに関する諸規定を知った〕時、

彼女らはすぐに自分たちの扉を閉めたのだ〔＝男性との交わりを絶った〕。〔…〕

59. ＜同 6.4＞

כתרצה רעיתי את היו,יפה כשרות תירען נשי רבי דאמר תירען נשי ולא,אלו עצמן על ומיחו עמדו

העגל למעשה מנזמיהם נתנו

〔…〕『私の愛しい人よ、あなたはティルツァのように美しい。』（同 6:4）〔という聖書の句

について〕。これはティルアンの女性たちのことである。ラビ曰く。ティルアンの女性は高

潔であった。彼女らは毅然として抵抗し、子牛像の件のために自分たちの耳輪は一つも差

し出さなかった。〔…〕

60. ＜エフライム『ディアテッサロン註解』7.13＞

¿ ÿ ÐÂýâ �¿ ��Ì ß~ �çâ �úòå�¾å� �çØ��ā ÙÏ.¿ ½ãÒ�¾ï Áûã ß��� ~ ��� �.�ÿ ÂÙéâ��� �

¾èÍ ã æÁ.~ �¿ ÷ ï Ä �Ā ��¿ Í Ðå�¿ �Í æãØ� �Ì ã î �¾ñ�Í ýâ ���Êâ �çâ�¿ ��Ì ß.

�ûÙÄ �¿ ��½ãÒ�¿ ÿ ØÌ ß~ �¿ ÿ Á� Í â �çæÝü��� Í àî ���� �¾æàØ~ �ûÙÄ �¿ �Í æãØ�

¾æÙÁ� ��¿ �Í æãØ� �Ì ß�� ��ÿ ü��ÊÜ�¾èÍ ã æÁ�.¾ÂÙéâ��¾üûòâ�¿ ��½ãÒ�çñ~.

¾ÓàÐâ��¾üÊùâ�¿ �Í æãØ� �Ā ~.ā é â ��¾ÂÄ �¾èÍ ã å�çñ~ �.�¿ Í ýâ �¾æÙÁ� �Ā ~

çÙýâ �.� ûñ��Êùñ�¾èÍ ã å�ûÙÄ �çñ~.¾Ùß~ �Ā ~� Êø��çã Ø�.�ä î �Àûøÿ â �ÊÜ�çØ��Ā

¾èÍ ã å.¾èÍ ã å�ä î �Ì ã î �çÙýâ �ÊÜ�Ā ~.¾èÍ ã æß�¿ �� �� Í Ýâ �¾Ùß~ �ûÙÄ �¿ �� �Ā.

¿ ÿ àÜ½â�çÙÜ�ÿ å��Ā ��.¾ÙßĀ �¿ �� �ó àâ �¾èÍ ã å�Ā ~.¿ ÿ àÜ½â�çÂØÿ é å��Ā ��Ā �.

¿ �� �¿ �� �¾èÍ ã å��ā ÁÍ ùß��¾Ùß~ �ûÙÄ �Ā.��½éß�ā ÁÍ ùè�¾èÍ ã å�Ā �� ~ �

¿ �� �ÑÜÿ ü~ �¾èÍ ã å.ÊØ�ûÙÄ �¾Ùß~¾èÍ ã å��� �Í àÙÐâ��� �¾æâ��.�ÊÜ�¾å� �áÓâ�
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ûÁ��~ �Ā �¾èÍ ã å�ä î �ÿ Ø~ Ì Ø.¾èÍ ã å��½è��Ì æÙÁ� �Í æâ�¿ �� �� ÊØ�¾èÍ ã å�.

� ½Ï �~ �¿ �� �¾ñûâ�Ì æÙÁ� �Þ Ø~ �¾å� �áÓâ�.�Ā ~ �¿ ½ãÒ�¾Á�Í î �çâ�ûÙÄ �çñ~

¿ �� �áÂùâ�¿ ÿ ßÍ Ü½â.¿ �� �ûÓå�¿ Ì ß~ �� Í ñ�çâ �áÂø���Êâ �Ā ~.�ÊÜ�� �Ì ØÌ Á~ �

ùâ �ÀûÁÊã Á�¾Ùùü�¿ ÿ ÙÜ��¾ñ½Ü�� Í ñ�çâ��� �çÙàÂ.�¿ Ì ß~ �� Í ñ�çâ �Í àÂø���Êâ �Ā ~

��� �çÙÁ� Ā �ûÓã ß.ÿ Ø½ÙÜ��¿ �� �ê åûñÿ â �¿ ½ãÒ�¾Á�Í î �çâ �ÊÜ�¾Ùß~.�çâ �Ā ~

¿ �� �ûÂØÿ éâ�ÿ Ø½æÏ ���¿ ÿ ÙÜ��¿ ��Ì ß~.��¾Üā â��¿ ÿ ßÍ Ü½â�çâ �ÊÜ�� �Ì ØÌ Á~ �

��� �çÙè��ÿ â �� �Ì ØûÅ ñ.��� �çÙÁûâ�� �Ì ÙæÙî ��ā Å î ��¿ �ÊÅ éÁ.

〔…〕エリヤは律法について敵対していたわけではなく、律法が法を制定した者の敵であ

るわけでもないのだ。エリヤは律法の弱さが何であるかを知っており、従って律法に関し

ては病人のように振舞うことはしなかった。律法は、律法を制定した者の意志を知ってい

た。そしてその意志に従って施行し拘束した。エリヤは穢れたカラスから食物を得たかも

しれないが、それにもかかわらず彼は彼が神の口から受け取った全てを守った。しかし彼

らの父祖たちは、荒れ野で清い岩の口から飲むためのものを受け取ったにもかかわらず、

彼らが神の口から受け取ったものを守ろうとしなかった。エリヤは穢れたカラスによって

清い食物を与えられている間に、清い神性によって霊的に維持された。だが、彼らの父祖

たちの場合は、彼らの身体が天使達の食物によって養われていたにもかかわらず、彼らの

魂は子牛の崇拝へと導かれた。

61. ＜エフライム『出エジプト記註解』32.8＞

¾üûø�� Ì Ø�¾ã î �Ì ßÍ Ü�ûÙÄ �çñ~.� ��ÿ Ø~[ ]Í ÁÌ Ø�ā Ï ��çâ �.�áÏ ���� ��� ~ �Þ Ø~

¾ÐÁÊâ� Ì ß�¾æÁ�.� çâ � �� �Êß�~ �� ÿ ÙÜ�� Í åÌ ß]ܬܖ[� �� ÿ Ùî.�¾åûÏ Ā � Í ÓòÏ �

Ì ÙåÍ ï Âå�]Ì ßܘܢ������ [�� �ÿ Ðòå]ܬ [o� ÿ ø�

〔…〕すべての⺠が⽿飾りを渡したのだとしても、その⼀部には恐怖から差し出した者も

いただろう。恐怖を抱いて子牛のための祭壇を建てたアロンのように。〔…〕

第六章：子牛像事件におけるサタン

62. ＜詩編 38:20–21＞

טֹובִיְׂשְטנּוִני ַּתַחת    ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבהכא.ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר   ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו כ .ָרְדִפי

わたしの敵は強大になり／わたしを憎む者らは偽りを重ね 善意に悪意をもってこたえま

す。わたしは彼らの幸いを願うのに／彼らはわたしをサタンするのです。

63. ＜同 71:13＞

ַיֲעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי   ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי 

わたしの魂にサタンする者が／恥に落とされ、滅ぼされますように。わたしが災いに遭う

ことを求める者が／嘲りと辱めに包まれますように。
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64. ＜同 109:4＞

ַוֲאִני ְתִפָּלהַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני  ַּתַחת

愛しても私にサタンし／わたしが祈りをささげても

65. ＜同 109:20＞

ַנְפִׁשי ְוַהֹּדְבִרים ָרע ַעל   ֹזאת ְּפֻעַּלת ֹׂשְטַני ֵמֵאת ְיהָוה 

わたしをサタンする者に対して／わたしの魂をさいなもうと語る者に対して／主はこのよ

うに報いられる。

66. ＜同 109:29＞

ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם   ׂשֹוְטַני ְּכִלָּמה ִיְלְּבׁשּו 

わたしをサタンする者は辱めを衣とし／恥を上着としてまとうでしょう。

67. ＜ゼカリヤ書 3 章＞

̈�»�§���»�¥ַוַּיְרֵאִני ֶאתא �¡ �Ý ����������¢�Ì���¥�§�¢�©� �¥���§�«�¥����ß���̈ ���ç����«�Ú ַוֹּיאֶמר  ב.ְיִמינֹו ְלִׂשְטנוֹ ¢����

Úַהָּׂשטָ  ְיהָוה ֶאל ���§�¥�í�§��â���������¥���¦ ��¥�Úâ±¢�Þ�±�  �Þ���Í�Þ������¢�±�«���¢���̈ �¡ �Ý ���Í�Þ������¢�±�«���¢�̈

1.主は、主の御使いの前に立つ大祭司ヨシュアと、その右に立って彼をサタンしようとして

いるサタンをわたしに示された。2.主〔の御使い〕はサタンに言った。「主はお前を責めら

れる。サタンよ。エルサレムを選ばれた主はお前を責められる。ここにあるのは火の中か

ら取り出された燃えさしではないか。」

68. ＜⺠数記 22:22＞

¦��ç¢ ַוִּיַחר ¢��Î���¬Ñ¥�«���¤�±��â������¥�̈ �¡ �Û �¥�Ì�±�à�Þ������¢�Ì���¥�§���í�¢�³ �å����â��Ì�¥��� ֲאֹתנֹו ּוְׁשֵני ְנָעָריו

ִעּמוֹ 

ところが、彼〔バラム〕が出発すると、神の怒りが燃え上がった。主の御使いは彼にとっ

てのサタンとなって、道に立ちふさがった。バラムはろばに乗り、二人の若者を従えてい

た。

69. ＜同 22:32＞

�ç�̈¢ ָמה ִהִּכיָת ֶאת �Ì���¥�§��¢�¥���±�§��å¢������»�¥ַו �¡ �Û �¥�¢�³ ��̄�¢�¢�¤�©Ò���ê���¦ ¢�¥���±�Ú ��¥�Ú�����Í�©�³ ָיַרט��

¢�à���©�¥�Ì�±�à��

主の御使いは言った。「なぜ、このろばを三度も打ったのか。見よ、あなたはわたしに向か

って道を進み、危険だったから、わたしはサタンとして出て来たのだ。

70. ＜サムエル記上 29:4＞
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ְמקֹומֹו ֲאֶׁשר ִהְפַקְדּתֹו  ָהִאיׁש ְוָיֹׁשב ֶאל ָעָליו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ַוֹּיאְמרּו לֹו ָׂשֵרי ְפִלְׁשִּתים ָהֵׁשב ֶאתַוִּיְקְצפּו 

�Î���¦ �Ú�Î�����§�  �¥�é�Þ�â©�é אֵׁשי ֲאֹדָניו ֲהלֹוא ְּבָר ָּלנּו ְלָׂשָטן ַּבִּמְלָחָמה ּוַבֶּמה ִיְתַרֶּצה ֶזה ֶאלִיְהֶיה¢�±���»�

ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם

だが、ペリシテの武将たちはいらだってアキシュに言った。「この男〔ダビデ〕は帰らせる

べきだ。彼をもともと配置した所に戻せ。我々と共に戦いに向かわせるな。戦いの最中に

私たちにとってのサタンとなってはならない。この男が元の主人に再び迎え入れられるに

は、ここにいる兵士たちの首を差し出すだけで十分ではないか。

71. ＜サムエル記下 19:23＞

ִלי ַהּיֹום ְלָׂשָטן ַהּיֹום יּוַמת ִאיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ִּכי ֲהלֹוא ָיַדְעִּתי  ִתְהיּו ִּלי ְוָלֶכם ְּבֵני ְצרּוָיה ִּכי ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַמה

ִיְׂשָרֵאל §�¥��Ì»�¥ִּכי ַהּיֹום ֲאִני

だがダビデは言った。「ツェルヤの息子たちよ、ほうっておいてくれ。お前たちは今日わた

しにとってのサタンとなるつもりか。今日、イスラエル人が死刑にされてよいものだろう

か。今日わたしがイスラエルの王であることを、わたし自身が知らないと思うのか。」

72. ＜列王記上 5:18＞

�¢���ë �§�¢�¥�¢��Î��������¢��  ¢�©�����ñ�«��  ֵאין ָׂשָטן ְוֵאין ֶּפַגע ָרע

今や、わたしの神、主は周囲の者たちからわたしを守って、安らぎを与えてくださり、サ

タンも、災いをもたらす者もいません。

73. ＜同 11:14＞

¢�§�������������³ �����§Î�Ú �¥�̈ �¡ �Û������¢�¦ �°�å��¦ ������Þ��â��Ì�¥�é���« �±�ã�§

こうして主は、ソロモンにとってのサタンとしてエドム人ハダドを起こされた。彼はエド

ムの王家の血筋を引く者であった。

74. ＜同 11:23–25＞

³כג ���̈ �¡ �Û���¥�¦ ¢��Î���¦ �°�åֶאְלָיָדע ְרזֹון ֶּבן��  Ì�¥�§�±���« �������³ ���§�  �±�Þ�±�Úֲאֹדָניו�� ַוִּיְקֹּבץ  כד.צֹוָבה

ַוְיִהי ָׂשָטן  כה.ד ֹאָתם ַוֵּיְלכּו ַדֶּמֶׂשק ַוֵּיְׁשבּו ָבּה ַוִּיְמְלכּו ְּבַדָּמֶׂשקְּגדּוד ַּבֲהֹרג ָּדוִ  ָעָליו ֲאָנִׁשים ַוְיִהי ַׂשר

³ ְלִיְׂשָרֵאל ָּכל �������§Î�Ú�¢�§�¢¥�«�ÌÎ�§�å���¥�� �±�Û �¢�Þ�®�°�å���������±�Ú�����« ֲאָרם��±�

23.また神は、ソロモンにとってのサタンとしてエルヤダの子レゾンを起こされた。彼は、

自分の主君ツォバの王ハダドエゼルを捨てて逃亡し、〔…〕25.レゾンは、ソロモンの存命中、

絶えずイスラエルにとってのサタンであり、ハダドのように災いをもたらし、イスラエル

を憎んだ。彼はまたアラムをも支配下に置いた。

75. ＜詩編 109:6＞

ְיִמינֹו ְוָׂשָטן ַיֲעֹמד ַעל    ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
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彼に対して悪人を置き／彼の右にはサタンが立つでしょう。

76. ＜歴代誌上 21:1＞

ִיְׂשָרֵאל ָּדִויד ִלְמנֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת ֶאת ַוַּיֲעֹמד ָׂשָטן ַעל

サタンがイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数えるようにダビデを誘った。

77. ＜ヨブ記 1 章＞

¦ו �¤��³ �Þ�̈ �¡ �Ý ���¦ ��������å��������¢�¥�«���í�¢�³ ���¥�¦ ¢��Î�����¢�©�Þ�â����å���¦ ��å���¢���¢��.ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן  ז

á�Þ�Ì�è�� �³ ���§â�®�±Ò�Þ�¡âÜ �§�±�§��å��������¢�³ ���̈ �¡ �Ý ���̈�«�å�������ñ�̈�¢Ñ�§.ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֲהַׂשְמָּת  ח

���å���¢�à���«�¥�«�Í�Þ�¥  ִּכי ֵאין ָּכֹמהּו ָּבָאֶרץ ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא « �±�§�±�ª ���¦ ¢��Î��.ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה  ט

¦  ַוֹּיאַמר ¢��Î������å���� �±�¢�¦ �ê�  ��

6.ある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来た。7.主はサタンに言われた。「お

前はどこから来た。」「地上を巡回しておりました。ほうぼうを歩きまわっていました」と

サタンは答えた。8.主はサタンに言われた。〔…〕9.サタンは答えた。〔…〕12.主はサタンに

言われた。〔…〕サタンは主のもとから出て行った。

78. ＜同 2 章＞

���í�¢�³»�¥�¢�����א ���¥�¦ �¤�³ �Þ�̈ �¡ �Ý ���¦ ��������å��������¢�¥�«���í�¢�³ ���¥�¦ ¢��Î�����¢�©�Þ�â����å���¦ ��å���¢���¢��.ב

ַוֹּיאֶמר  ג.á�Þ�Ì�èַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַהָּׂשָטן ֵאי ִמֶּזה ָּתֹבא ַוַּיַען ַהָּׂשָטן ֶאת ְיהָוה ַוֹּיאַמר ִמֻּׁשט ָּבָאֶרץ ּוֵמִהְתהַ 

����¦ ¢��Î���� �±�¢�±�Ú�¢���¦ �ñ�Ú¢���®�±Ò�Þ�â��§�ç�̈¢���¢�ç����å���¢�à���«�¥���Í�Þ�¥��ñ �§�Û���̈ �¡ �Ý ֵמָרע¢��������¥��� ָסר

עֹור ְּבַעד עֹור ְוֹכל ֲאֶׁשר   ת ְיהָוה ַוֹּיאַמרַוַּיַען ַהָּׂשָטן אֶ  ד.ְוֹעֶדּנּו ַמֲחִזיק ְּבֻתָּמתֹו ַוְּתִסיֵתִני בֹו ְלַבְּלעֹו ִחָּנם

...ָלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשוֹ  Í���¢�����ê���ַ̈וֹּיאֶמר ְיהוָ  ו. �¡ �Ý ���¥����±�§�Ú���Ú � �©�³ ���Ì��.ַוֵּיֵצא ַהָּׂשָטן ֵמֵאת  ז

��«�����¥���±�¬�ç�§�« �±�̈¢�  �Ú �Þ����å���³ ���Ì�å��������¢�¢�©�ìָקְדֳקדֹו ד

1.またある日、主の前に神の使いたちが集まり、サタンも来て、主の前に進み出た。2.主は

サタンに言われた。「お前はどこから来た。」「地上を巡回しておりました。ほうぼうを歩き

まわっていました」とサタンは答えた。3.主はサタンに言われた。〔…〕4.サタンは答えた。

〔…〕6.主はサタンに言われた。〔…〕7.サタンは主の前から出て行った。〔…〕

79. ＜ゼカリヤ書 3 章＞

̈�»�§���»�¥ְיהֹוֻׁשַע ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֹעֵמד  ַוַּיְרֵאִני ֶאתא �¡ �Ý ����������¢�Ì���¥�§�¢�©� ַוֹּיאֶמר  ב.ְיִמינֹו ְלִׂשְטנוֹ ¥�

ֶאל Úְיהָוה ���§�¥�í�§��â���������¥���¦ ��¥�Úâ±¢�Þ�±�  �Þ���Í�Þ������¢�±�«���¢���̈ �¡ �Ý ���Í�Þ������¢�±�«���¢�̈ �¡ �Ý ��

1.主は、主の御使いの前に立つ大祭司ヨシュアと、その右に立って彼をサタンしようとして

いるサタンをわたしに示された。2.主〔の御使い〕はサタンに言った。「主はお前を責めら

れる。サタンよ。エルサレムを選ばれた主はお前を責められる。ここにあるのは火の中か

ら取り出された燃えさしではないか。」
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80. ＜『トセフタ』、シャバット篇 17.2＞

שי רשע ראית לצאתוואם מבקש ואתה לדרך עללאותהצא הקדם אחרדייהדרך או ימים שלשה ו

שמלאכידייעל מפני לדרך עמו תצא שלא ימים שלשה מלשו שנוטן אותו רשעאמרוין עליו הפקד

ימינו על יעמד ושטן

もしあなたが出かけようとしている悪人を目にして、あなたも同じ道を行こうとしている

のなら、その人と同道しないようにその人よりも三日早めるか三日遅らせるかしなさい。

サタンの天使たちがその人とともにいるからだ。｢彼に対して悪人を置き／彼の右にはサタ

ンが立つでしょう｣（詩 109:6）と言われているように。

81. ＜同、ソーター篇 12.2＞

גזירהוכ שנגזרה שנה ושש שלשים ארםשיהיונגד למלכי ישראלשטן

36 年の間、アラム人の王たちがイスラエルにとってサタンとなるよう天命が下されていた。

〔…〕

82. ＜『レビ記ラッバー』21.4＞

וארבעה וששים מאות שלש השטן שמות וביום,ומנין לקטרג מצוי השטן השנה ימות שכל

לקטרג מצוי השטן אין הכיפורים

〔…〕サタンの名前の文字価を数えると 364 になる。これはすなわちサタンは一年の全て

の日に告発を行うが、大贖罪日にはサタンは告発を行わないということである。〔…〕

83. ＜同 21.10＞

בש'ר זהב'ר'סימון בבגדי משמש גדול כהן אין מה מפני קטיגור,יהושע סניגור יעשה כדי,שלא

לסטן פה פתחון ליתן מבקשין/לשטן/שלא הן והיום זהב אלהי להן עשו אתמול ולומר לקטרג

זהב בבגדי לפניו לשמש

〔…〕ラビ・シモンがラビ・ヨシュアの名において曰く、どういう理由で大祭司は金の衣

服を着て祭儀を行わないのか。告発者は弁護を行わない。サタンに｢昨日彼らは自分たちの

ために金の神を作り、今日は金の衣服を着てその前で祭儀を行おうとしている｣と言って告

発するための口を開かせないためである。〔…〕

84. ＜BT、ババ・バトラ篇 16a＞

תנא ומרגיזבמתניתא ועולה ומתעה נשמהיורד ונוטל רשות יצחק...נוטל רבי צערואמר קשה

איוב משל יותר שטן רבושל לו שאמר לעבד יינהמשל את ושמור חבית רשבור הואל"אמר

המות מלאך הוא הרע יצר הוא שטן

〔…〕〔ヨブのサタンについて〕タナイームがバライタにおいて曰く。彼は地上に降りて人々

を罪へと誘う。それから天に昇り神の怒りを誘発する。彼は権限を得て魂を取り去る。〔…〕

ラビ・イツハク曰く。サタンの苦しみはヨブのそれよりも激しかった。例えると、樽を壊
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してその中のワインは守れと主人から言われた奴隷のようだった。レイシュ・ラキシュ曰

く。彼は〔ヨブを告発したように〕サタンである。彼は悪の衝動である。彼は死の天使で

ある。〔以下聖句を引用しての説明が続く〕〔…〕

85. ＜BT、ベラホット篇 51a＞

ה ויאמר ולימא אפיה ה'ליהדר יגער השטן וגו'אל 'בך

〔…〕〔死の天使に警告された状況に遭遇してしまった場合の対処法の一つとして〕顔をそ

むけて、｢主はサタンに言った。『主はお前を責められる。〔…〕』｣（ゼカ 3:2）と唱えよ。〔…〕

86. ＜BT、ヨーマ篇 20a＞

בגמטריא השטן חמא בר רמי אמר ממאי לאסטוני רשותא ליה לית דכיפורי ביומא שטן ליה אמר

ביומא לאסטוני רשותא ליה אית יומי וארבעה ושיתין מאה תלת הוי וארבעה ושיתין מאה תלת

לאסטוני רשותא ליה לית דכיפורי

〔…〕エリヤ曰く。サタンは大贖罪日には訴訟を起こす権限を有さない。それはどこから

言えるのか。ラミ・バル・ハマ曰く。サタンはゲマトリアにおいて文字価が 364 である。

364 日間は彼は訴訟を起こす権限を有すが、大贖罪日にはその権限を有さない。〔…〕

87. ＜BT、ベラホット篇 19a＞

יוסי דרבי משמיה תנא וכן לקיש בן שמעון רבי דאמר הכי למימר לאינש ליה מבעי לא אביי אמר

לשטן פיו אדם יפתח אל לעולם

〔…〕アバイェ曰く、そのように（神がある男を彼が本来受けるべきよりも軽く罰したと）

言うべきではない。ラビ・シムオン・ベン・ラキシュが言ったように、そしてラビ・ヨセ

の名でバライタが教えているように、決してサタンに向けて口を開いてはならないからだ。

〔…〕

88. ＜BT、サンヘドリン篇 89b＞

אחר זימרא בן יוסי רבי משום יוחנן רבי אמר אברהם את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי

שטן של הקב...דבריו לפני שטו ה"אמר

〔…〕｢これらのことの後に神はアブラハムを試した｣（創 22:1）について。ラビ・ヨハナ

ンがラビ・ヨセイ・ベン・ジムラの名において曰く。これは｢サタンの言葉の後に｣という

ことである。〔…〕サタンは神の前で言った。〔神がアブラハムにイサクを犠牲に捧げよと

命じるよう説得する場面が続く〕〔…〕

89. ＜BT、ベラホット篇 33a＞

שמואל מילי:אמר ניסן-הני וביומי שחור קרניו,בשור בין לו מרקד שהשטן מפני

〔…〕シュムエル⽈く、〔雄⽜を丁寧に扱わなければならないのは〕ニサン⽉の⿊い⽜につ
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いての話である。なぜならその角の間でサタンが踊っているからだ。〔…〕

90. ＜エフライム『創世記注解』2.32＞

¿ ܐܦ �� ��ûÁ�~ �� Í Å Á��¾ÁÍ î �ä î �çÙâ Í Ø�¿ ÿ ü�çÙß� �Í Å Á��¾æÓè.�¾âÊî ����

¿ �� �ûÙòü�¿ ÿ ü��¾â Í Ùß.�ÀûÙòü�¾åÊøÍ ñ�áî ��ûÂî ��¾åÊï ß�¾âÊî ��¿ Í Ï ����~ �Þ Ø~

¿�ÙéÝÁ¾. ܗܘܘ �� �¾æÓè�¾â Í Ø�¾åÌ Á��ÿ ÙÜ�¾æÓè.�çØ���~ �ÿ Ø½ÙéÜ�� ~ ��Ì Á

¿ �� �ÃÙÏ �~ �.� �Í æÙéæã Á���� �Í ýÄ �~ �Ā ��� Í å� ��Êø�Ì æØ��� �Í å��¾Á� �ûÙÄ �Ā.

o�¾æÓè�Ā ��ÚæÙï Ò~ ��¿ �ÿ å~ ��ûâ~ �ûÙÄ ��� �¾ØÍ Ï

サタンはこの〔創造の〕六日間の間に自らが属していた深淵とともに創造されたが、その

サタンであっても第六日目までは公正であった。アダムとイブが戒律に違反する時までは

公正だったのと同じように。いまや、サタンはこの日に秘密裏にサタンとなり、またその

同じ日に有罪判決を受けて非難された。というのも、神はサタンが自分たちを誘惑したの

だということに気づいていない二人〔アダムとイブ〕の前に、自らの裁きを公開したくな

かったのだ。女は言った。｢私を迷わせたのは蛇でした｣。サタンではなく。それゆえ、サ

タンは秘密裏に裁かれ、彼の軍勢はみな彼とともに非難された。なぜならその罪はとても

大きく、彼らのうちのだれか一人のみを罰するだけでは、その罰は小さすぎたであろうか

ら。〔…〕

91. ＜エフライム『誕生賛歌』26.8＞

ÀûÁ���Ì ß�ÑÂýå�¾ÙýÙã Ï �¾â Í Ø

¾æÙå���¾ýÏ ��¾ÙýÙã Ï �¾â Í ÙÁ

çâĀ �Ì Ùï Ò~ �áÝå�¾ØÍ Ï �� �Ì éæÄ �çâ �

¾Âß�Ā ��¿ �ûÂü

第五日目は、創造された方を賛美せよ。

第五日目には、這いまわるものたちと蛇類が。

その種族〔に属するの〕が〔楽園にいた〕蛇であり、そいつが我々の⺟〔＝イブ〕をだま

し迷わせた。

思慮分別のない小さな娘を。〔…〕

92. ＜エフライム『種なしパン賛歌』3

16¾éñ����¾Ä Í å���� �çØûØ� �� Í î ûòÁ
¿ �Í Ø~ �¿ �� �¾åÿ è��Ā Í ã ß

17¾Ï ÷ ñ�ûã àÁ�çØ�÷ â�ÿ î �~ Ā
�ÿ ýñ�¾Ï ��~ �¿ � ûÂÜ��Êâ �

18¿ ÿ ü�� ��¾Ï �Í ß�¿ ÿ ü�� �ûã ß��Ì Á
�Æ è��¿ ÿ è�Úæñ¿ ÿ Ï �Í ß
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16.ファラオの中には、二つの型が見て取れる。死とサタンの両者を、彼は指し示す者だっ

た

17.過ぎ越しの子羊によって、エジプトは突破され、ヘブライ人たちの前に一本の道が伸ば

された

18.真の子羊によって、全ての道をふさいでいたサタンは、真実へ至る道を開ける

93. ＜エフライム『ニシビス賛歌』53：

1¿ �Í Ü��áî �çÙüÿ Üÿ â�ÊÜ�ð ã ýå���
çÙÜ��Ā �� ~ ���ÿ â �çâ �Í Ü��Ā ��¾ÂÙÏ

2��Í Ü���� �¿ �ûÐß�Ì ß�ûâ ~ �¾ýÙÂß�¿ �Í â
¾ÙÜ��Þ Ø~ �¾ã ßÍ ü�ÊÙÏ ~ ��� �¿ �Í â �

3ÿ å~ �ÑÝýâ�� ~ �Í å� �ÀûØûü�¿ �Í â
¿ ÿ Å ÙÄ ûÁ�ÚÏ �ÊÜ�þåĀ ��� Í Øÿ Ùâ��

4¾ýÙÁ��¾ÂÒ�¾å~ �¿ ÎÏ �¿ � ��çØÿ Ùâ��¾å~
Úå�ûéÁ�Úß�¾ýÙÁ�� �ûéÁ��¾ùØ��

5�� �¾æÁ��ÿ æü�ÀûÅ ñ��¿ ��ÿ Ùâ�À��
ÿ å~ �ā àÒ�Þ Ø~ ��ÿ å~ �¿ �Í â ��¿ �Í â �ûÂè��Ā

6Þ ß�çÙÜ��� ~ �¾å½Ü�� �½Ü��¾ýÙÁ�Þ ß
Ø��¾å~¾å~ �¾Ü��¿ � �� �½Ü���çÙàØĀ �ç

7�� �Þ àØ��Í ß�ÿ å~ �ÿ Ùã â��¾å½Ýß�� ~
¾éÜ�Í Øÿ ü~ �ÿ ÙÜ����� ���~ �ÿ àï Á

8¾Ø���~ ��¾Ùâ�Êè�¾Ùàâ��Í Ùü�¿ �
��Í Ü~ ��Í æâ�¾æñÍ ÓÁ��ÀûÂæÄ �

9çÙàÙÓø��� �Úß�¿ �Í â ��~ �� �Ì àÜ�çÙß�
� Í ñÍ é å��Þ Ø~ �� Í å~ �ÿ ÙÓÏ ~ ��¾å~ �¾å~

10¾æÓè��~ �� ÿ ÙÜ��Þ Ü���ó èÍ Ø
ÙÜ��ÀûÂùÁ��Þ Ü��¾å�ÿ Á� ÿ Ùå�~ ��ÿ

11¾â��ê èûÁ�¿ �Í â ��~ �Þ Ü���¾üÍ â
�Ì ÙÜ���Í æâ�¾ñ½Ü�áî ��çØ�÷ ã Á�Þ Ü�

12¾æÓè��~ �Þ æâ�áÏ ��Ā ��¾Ùß~
� ÿ àÏ ��ÚÁ��¿ �� ��ûî �áÁÎØ~ ��Êø�çâ

13¾ã éÁ��ÀûÓï Á�¿ �Í â ��~ �Þ àÜ��� ��� ~
ā Å î �áýÏ ��Ì ß�ÿ ÁÌ Ø�¾Á� ���¾üÊø

1.来て、ともに聞こう。彼らが勝利を求めて闘っている争う間に――これまでに勝利したこ

とのない罪深き者たち、これからも勝利することはないであろう。

2.死：死が邪悪なる者に言う。勝利は最後には私のものだ。死は征服者として、最後の終わ
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りを支配する。

3.サタン（以下サ）：死よ、それは正しいかもしれない。万一お前が誰かを、生きたまま、

欲望によって死に至らしめられるのなら。

4.死：死んだ者たちの中に、良い者も悪い者も見た。邪悪なる者よ、お前を拒絶した義人は、

私を拒絶しなかった。

5.サ：肉体の死は、しばらく続く眠りに過ぎない。死よ、自分が本当に死んでいると想像す

るな。お前は影の如しだ。

6.死：邪悪なる者よ、正直な者はすでにお前を打ち破り、これからも打ち破るだろう。だが

お前を打ち破った者たちを、私は打ち破るのだ。

7.サ：お前が死をもたらした正直者の場合、お前の手柄は何もない。それはすでに杯を飲ん

だアダムによるからだ。

8.死：見よ、シェオルがどれだけソドムの住人とアッシリア人、そして洪水の時代の巨人た

ちで満ちているかを。誰が私に張り合えようか。

9.サ：死よ、それらは皆私によって殺されたのだ。彼らに罪を犯させたのは私。それ故彼ら

は悪い結末へと至った。

10.死：サタンよ、お前に打ち勝ったヨセフに私は打ち勝ったのだ。彼は内側の部屋でお前

を打ち破ったが、私は彼を墓に投げ入れた時に打ち破ったのだ。

11.サ：モーセを見よ。死よ、彼は血を撒くことでお前に打ち勝った。彼はエジプトでお前

に打ち勝った。だが岩場で、彼に打ち勝ったのは誰であったかな。

12.死：エリヤを見てみよ。サタンよ、彼はお前のことを全く恐れていない。彼はイゼベル

の面前から逃げた。私に対する恐怖からな。

13.サ：アロンを見てみよ。死よ、彼は良い香りの香料でお前を退けた。私は彼に金の耳輪

を与え、彼は子牛像を鋳造した。〔…〕

補遺：子牛像事件解釈から見るユダヤ教、ギリシア･ラテン教父、シリア教父の神

観

94. ＜『申命記スィフレ』1＞

זהב הכל,ודי מן עלי קשה עגל מעשה שעשיתם מה כל ותרה הא להם אמר

〔…〕｢ディ･ザハブ｣（申 1:1）〔という語句について〕。〔神は〕彼らに言った。見よ、すべ

てのことの中で、子牛像の件においてお前たちが行ったことが、私にとってはすべてのこ

とよりも重い。〔…〕

95. ＜BT、ベラホット篇 32b＞

לפניו העגלאמרה מעשה לי תשכח לא שמא כבודך כסא לפני שכחה ואין הואיל עולם של רבונו

תשכחנה אלה גם לה שמא.אמר כבודך כסא לפני שכחה ויש הואיל עולם של רבונו לפניו אמרה

סיני מעשה לי מאיאמרתשכח אושעיא רב אמר אלעזר רבי דאמר והיינו אשכחך לא ואנכי לה
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זה תשכחנה אלה גם סינידכתיב מעשה זה אשכחך לא ואנכי העגל מעשה

〔…〕〔イスラエルの会衆は〕神の前で言った。世界の主よ、あなたの栄光の玉座の前に忘

却はないので、あなたは私に対して子牛像の出来事を忘れることはないのでしょう。神は

答えて言った。｢これらのことも忘れられるだろう｣（イザ 49:15）。〔イスラエルは〕神の前

で言った。世界の主よ、あなたの栄光の玉座の前に忘却があるので、あなたは私に対して

シナイの出来事を忘れるのでしょう。神は答えて言った。｢私はお前のことを忘れはしない｣。

これは次のことと同じである。ラビ･エルアザル曰く、ラビ・オシャヤ曰く。｢これらのこ

とも忘れられるだろう｣と書かれているのはどういうことか。これは子牛像の出来事のこと

である。｢私はお前のことを忘れはしない｣。これはシナイの出来事のことである。
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