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[ 1 1 はじめに

ilB約聖書j、すなわちユダヤ教の伝統におけるキリスト教との接点をなすテキストとし

ては、『イザ、ヤ書』における「主の僕の歌」として知られる 4つの歌、その中でも「苦難

の僕の歌Jとして知られる第 4の歌、そして『詩編j22編とが挙げられるであろう。前

者はキリスト者がイエスをメシア(キリスト)として理解する上での予型をなしており、

後者はそのイエスが十字架上でl唱えていた言葉として知られているからである。この小論

では、「イエス・キリストJの意味をユダヤ教の伝統の文脈から明らかにすることを目的

に、上記両テキストを吟味することとしたい。

[ 21 rイザヤ書jについて

まず fイザヤ書jの全体像とその中での「主の僕の歌」の位置づけを確認しておく。古

来、注釈者たちは本書の 1-39章と 40-66章の['MJに明確な区別が存在することを自覚してお

り、本書の第 2部をなす 40-66章は特に「慰めの書j と呼ばれていた。この第 2部は、さ

らに 40-55章と 5ら66章とに区別される。現在では、第 1部をなす 1-39章が単に「イザヤ

ないし「第 1イザヤ書」、第 2部前半をなす 40司55章が「第 2イザヤ書J、第 2部後半

ないしは第 3音[)である 5ら66章が「第 3イザヤ書jとそれぞれ呼ばれている。

「第 1イザヤ書」冒頭の一句によれば、「第 1イザヤ書Jの舞台は「ユダの王、ウジヤ、

ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの治世J、つまり紀元前 8世紀ということになる。文献学的に

も「第 1イザヤ書Jr干113-23章に見いだされる素材の多くが紀元前 8世紀の預言者による

ものであることは確実視されている。しかし、 34-35 章にある預言のように捕囚~)j時代の

内容も含み、 3ら39章の内容も列王記から挿入されたものであって、「第 lイザヤ書J1-39 

章全体が一つの形でまとめられたのは掠囚期後と考えられている。

これに対して、「第 2イザヤ書」には史実として知られるバビロニアの没落(紀元前

539年)が間近に迫っていることが示唆されており、その舞台は紀元前 539年直前という

ことになるが、その時代よりも古い預言も含まれているという。内容的には、捕1:&1と捕囚

の終了に関する話題がその大部分を占めている。これらの章は捕1:&1期の終り前後、バビロ

ニアに在住していた預言者によって記されたものと考えられている。

第3イザヤ書はさらに時代が下り、紀元前 538年に捕囚のユダヤ人たちがキュロスに

よって帰国が許された直後の時代(紀元前 538-520年頃)におけるパレスチナを歴史的舞

台としている。第 2イザヤが捕囚から最初に帰国したユダヤ人グループの r=j二iに含まれてい

たとするならば、この部分も第 2イザヤ自身の作であると考える可能性もある。
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哲学・思想論集第[m+号

本稿が主題的に検討する「主の僕Jの歌は「第 2イザヤ書jの中に位置している。つま

り捕囚からの帰還前後の歴史的状況が背景となっていることになる。

[ 3 ] i主の僕jの歌

(ー) テキスト

まず、問題のテキストを中沢治樹大lの訳に依拠して示した上でその内容を検討したい。

(a) 第 1の歌 42:1-4 

(42:1) 見よ、わが僕、わが支える者、わが選んだ者、わが心にかなう者、わが霊安2

をわたしは彼に与えた、彼は定めを諸国民に示す UO

(42:2) [叫ばず、わめかず、巷に声をひびかせず、

(42:3) 傷める葦を踏みつけず、ゆらめく灯心をもみ消さず、ひたむきに彼は定めを

示す。たゆまず、くずおれず、彼は

(42:4 )ついに地に定めをうち立て、沿海の白々は彼の示しを待ち望む。

「わが支える者JIわが選んだ者JIわが心にかなう者Jなどの表現から、「奴隷Jをも

味しうるこの「僕jという称号が決して不名誉なものではなく、王や預言者のようなやjJか

ら特別な使命を帯びた存在であることが示唆され、「僕」がメシアであるとする解釈の支

えとなっている。「主の僕jに関するこの第 1の歌をもとに、ユダヤ教内部においても「僕」

をメシアとする解釈が成立し、たとえばタルグムの中にも示されていると言われている。

キリスト教においては「僕jをメシアとする fマタイ福音書j12:17-21以来の伝統的解釈

の基点となっている。

僕の使命は「定めJI裁きJI道JI公義JI法jを示すこととされているが、実質的には

「人々を解放すること」にあると理解される。「解放」は、政治的意味、すなわち「捕囚か

らの解放Jとも、宗教的・道徳的意味での「解放jとも解釈することができる。後者の解

釈は 6節の「諸国の光J(また第 2の歌 49:6をも参照)という普遍的な拡がりをもっ呼び

名により適合する。この「諸屈の光」という称号が個人を指しているのであれば、{実はネIjJ

と人との12りに新しい関係を樹立する者としてのメシアであることが示唆される。

L
一
ム

イ
ノ
一
二
」

制仁1:J沢治樹れYijlltの僕ーイザヤ書 53j'主の{済究 J、iJj本吉:};ij、1975年、 pp.13-19o

ただし、仁1:1沢訳の「ヤハウェjは「主jに、また 50:4，5，7，9における「わが主ヤハウェJは「主なる判IJ

に改変している。

*:! I主の霊jの授与については、「エ yサイの株jについて記した 11:2参照。

州「定めを示すjは新共同訳では「裁きを導き出すj、聖書:協会訳では「道をしめすJ、!羽根清三訳では

「公義を示す」、手fJl王!幹男訳ではじ去をjI11IかすJoI定めJ["裁き JI道JI公義J["法Jと訳されるへブル詰

は「ミシユノfトmishpatJ。
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(b) 第 2の歌 49:1-6 

(49:1) わたしに開け、沿海の国々、耳を傾けよ、遠方の人々。主は綾の中からわた

しを11乎び、母のJl合内からわが名をおぼえた。

(49:2) 彼はわたしの口を鋭い剣のようにし、その手の桧にわたしを隠し、またわた

しをとぎすました矢とし、その日誌の中にわたしを隠した。

(49:3) そしてわたしに言った-<お前はわが僕イスラエル、おltTによってわたしは

讃えられるのだ〉と。

(49:4) しかしわたしは言った-<むだ骨を折り、空しく益なく力を費した、だがわ

たしの判決は主に、わたしの褒賞はわがやjJにある)と。

(49:5) さて主ーヤコブを回復し、イスラエルを自分のもとに集めるために、腹の中

からわたしを造ってその僕とした者ーが言う、(主の自にわたしは尊く、わが判!はわ

たしの力だ)

(49:6) 彼は言った-<おi誌がわが僕となってヤコブの諸族を立たせ、イスラエルの

残った者を帰らせる州よりも さらに辛いことではあるが、わたしはお前を諸白民

の光とし、わが救いを地の果てまでもとどかせよう〉と。

この第 2の歌では、「僕jが一人称で、自らが神から特別に選ばれた存在で、あることの自

覚を述べている。 2節の「鋭い剣JIとぎすました矢Jといった表現は、僕の預言者また

はメシアとしての使命を強調している。しかし 4節ではその使命は多くの障害と苦悩を伴

う任務であることも示唆される。

この歌は、僕の使命がイスラエルの復興という政治的使命であるとする理解と結びつき

やすいテキストであり、 3節の「わが僕イスラエル」という一匂は「僕jをイスラエルの

民と同一視する見解の根拠となっている。キリスト教倒!の学者たちの I~J には、「イスラエ

ルjを後代の挿入もしくは欄外注と考えて、テキストから除外して考える者もいる。しか

し、公平に見て、この「イスラエル」は 6節で「残った者Jという限定を受けた「理想的

イスラエル」という意味で解釈しておくのが妥当ではないかと考えられる。

5、6節についてはこれを捕囚からの帰還を示唆するものと考えることもできる。この

解釈からは、ユダヤ人を帰国させたペルシャ王キュロスの事跡を述べたもの、さらには

「僕」がキュロス自身をさす、とする理解も可能となる。しかし、宗教的・道徳的意味に

おける復帰、すなわちイスラエルの神のもとへ帰ることであるとする解釈も可能である。

その場合、僕はエレミヤ書が示唆するような f回心」を説いているものと理解できるが、

それは僕が「諸国民の光J(6節)となるとし寸使命にもとづくものと考えられる。
7
し
口
吋
イ

イ
ノ

Hυト

(c) 第 3の歌 50a4-9 

(50:4) 主なる神は弟子の舌をわたしに与えた。疲れた者を言葉をもって支えること

を知るために、車)jな朝な主はわたしを醒まし、わたしは弟子のように開く耳を持つ、

(50:5) 主なる神はわたしの耳を!?奇いた、わたしはそむかず、うしろに退きもせず、

大 1 Iイスラエルの残った者を連れ帰らせるjとは捕凶からの解放ということと解しうるが、「イスラエル

の残った者Jを「イスラエル民族の中でさらに選ばれた者」のこととも解しうる。
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(50:6) 打つ者に背をのべ、ひげを抜く者に頬を向け、!監の恥に対しでも顔をそむけ

なかった。

(50:7) 主なる神はわたしを助ける、それゆえわたしはうろたえず、顔を火打石のよ

うにし、耳らじではならdユと，思い知iる。

(50:8) わたしを義とする者がそばにいる。だれがわたしを責めるのか、いざともに

立とう。だれがわたしの訴え主か、わたしの所に来させよ。

(50:9) 見よ、主なる神はわたしを助ける、だれがわたしを罪するか。見よ、彼らは

みな衣のように朽ちはて、虫にn食われるであろう。

この第 3の歌は、第 2の歌と同様に僕が自らの使命とその困難について語っている。 6

節によれば、困難の中には僕個人に対する人身攻撃も含まれることになるが、 7節以降で

神に対ーする信仰によってこれを乗り越えてゆく僕の姿が描かれる。

(d) 第 4の歌 52: 13-53: 12 

第 4の歌は分量も多く、また内容上も重要な歌であるので、分節して検討してゆくこと

としたい。

(52:13)見よ、わが僕は栄え、揚々とあげられ、大いに高くなる“。

(52:14) かつて多くの者がお前削のゆえにうち傑えたが、一げに彼の面影はそこなわ

れて叫人に似ず、その容姿は人の子とも見えなかった一

(52:15) いま彼は多くの国々の畏を驚かせ料、彼のゆえに王たちは口をつぐむ。いま

だ語られなかったことを彼らは見、いまだ開かなかったことを悟ったゆえに。

まず第 4の歌の冒頭とされる 52:13・15では第 lの歌の冒頭と向じように「僕」が神から

選ばれた者であることが示唆され、さらに彼が栄光化され、高挙されることが語られる。

しかし、第 1の歌とは対照的に第 4の歌では苦しみが強調され、栄光は苦しみと痛ましい

死の結果であることが示唆されている。

(53:1) だれがわれら州の聞いたことを信じえたか、主の腕はだれに現われたか。

(53:2)彼の育つやその前に若芽のごとく、また乾いた地にある木株にも似て、見る

べき容姿、輝きもなく、また慕うべき面影もなく、

(53:3)蔑まれ、 1ftに捨てられ、病を知れる苦悩の入、顔をそむけられる者のように

的「大いにおくなるj、新共同訳では「あがめられるJ、聖書協会訳「非常に高くなる」、 70人訳「栄光を

受けよう J。

制 iペシッタのシ J)ア語訳、テオドテイコンのギリシア語訳では「彼」。

大7 死海写本では I?Illを注がれJ。

制へブjレ語テキストの読み方が不確定なため、 70人訳に有台、「彼は多くの匡i々の民を驚かせJ等と訳す

のが一般的だという。

女9 Iわれらjは直前のf諸国民、王たち」を指すとも、第 2イザヤ自身とその聴衆たちと解することもできる。
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蔑まれ、われらも彼をかえりみなかった。

53:1-3では、僕の「選び」と「栄光jについての肯定的イメージと「苦しみjについて

の否定的イメージとが交錯している。「主の腕」という表現は 51:9にも登場し、ネIjJの全能

を示すものである。 2節前半の「その(主の)前に育つJi若芽jという表現は、 11:1に

おける「エッサイの若校」を思わせるが、 2節後半から 3EiIJは52:14の苦難の姿に戻る。

人びとからの蔑みは後述する日寺中高j22:8と共通する。

(53:4)げにわれらの病を彼はにない、われらの苦悩を彼が背負った、しかるにわれ

らは思った、彼は打たれる、神の答に打ちのめされる、と。

(53:5) あに計らんや、彼はわれらの不義のゆえに刺され、われらの罪科のために砕

かれたのだ、われらの平安のための懲罰刈は被のJ二にあり、彼の傷痕によりわれら

はf蜜された。

(53:6) われらはみな羊のように迷いゆき、おのおのその道に向かつて行った。しか

し主は、われらすべての罪科を彼に負わせた。

(53:7) 虐げにも彼は忍んで口を関かず、屠所に曳かれる子羊のごとく、毛を切る者

の前にある牝羊のように、黙然として口を開かない *110

(53:8)虐げ女12と裁きから彼は取り去られた、その運命にだれが思い及んだかー彼は

生命ある者の地より絶たれ、わが民の不義により彼(ら)打たれし、と。

(53:9) その墓は悪人に伍し、その死において富める者刈とともになった。彼は暴虐州

をなさず、その口に虚偽はなかったのに。

(53:10) しかも主は病をもって彼を砕こうと欲したO お前が彼の生命をとがの償いと

するならば、彼は子孫を見、末長く生き、主のねがいは彼によって遂げられよう。

(53:11) その生命の苦しみののちに彼は見て女児、満足する、その知識により義しい

わが僕は多くの者を義とし、彼らの罪科を彼が背負う。

(53:12) それゆえわたしは多くの者を彼の分け前とし、強き者らを彼は得ょう、その

生命を注ぎ出して死に至り、不義なる者らの中に数えられたゆえ。げに彼は多くの者

の罪をにない、不義なる者らのためにとりなしをする。

4，5，8，10節で、この歌に独自の視点として、後述する「代理II賓罪jの思想の原型が示さ

*10 70人訳では「教育Jpaideia。

大 11 7の描写は fエレミヤ書:j 11:19 を連想させ、預言者エレミヤがこの歌のモデルであると五~lえする学

者もいる。しかし、エレミヤやヨブはしばしば自らの運命を!嘆き、 I~~いさえしたが、僕はひたすら主!.ffJH

し苦難を自発的に甘受している。

刊行程げjは新共同訳では「捕らえられj。

*J:l 113約聖書で、は悪人はしばしば「富める者jと同一視されているので、このことは埋葬における恥辱を

:章l床している。

*10 r暴虐jは新共同訳では「不法j。

女 IS 聖書協会訳では「光を見てJ。これはおそらく 70人訳に依拠していると忠われ、またクムラン写本に

支持されているという。
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れている。 4節で示された僕の苦しみは他の人々 (1わたしたちJ) の罪をあがなうためで

あり、彼の受けた傷は罪人である「わたしたちjにいやしをもたらす (5)。そして、 8節

において苦難の頂点として僕に死がもたらされることが示される。 10節前半では僕の死

が罪人の罪の 11業いの献げ物」であることが示され、 10節後半以降 12~íJ までで栄光化が

られる。 12節での「わたしは多くの者を彼の分け前とし」という神による言葉は、僕

に普遍的権限が11武与されたことを示している。

(ニ) I僕jとは誰か。

「僕の歌Jにおける「僕jがイエス・キリストを予め示している、という理解はキリス

ト教徒の基本的な立場であるが、これはあくまでも「信仰の立場jである。キリスト教側

の学者たちも「学問的な立場」からはまず「考古学-文献学・宗教史学等の厳密な考証を

ふまえつつ、それらによってそれぞれ由有の状況に定位された出来事の意味を、ヘブラ

イ的思惟の範 11I毒によって解釈するJ女 160 そこで考えられる説として、「僕Jを (1) 集団

とW{:する説、 (2)ilflJ人と解する説が大別され、後者はさらに (2a)過去、あるいは現在の

歴史的人物として見るもの、 (2b) 将来のメシア的終末像と見るものとに区分される。概

して、ユダヤ教は伝統的に (1) の集団説をとる傾向が強く、キリスト教の信仰の立場は

(2b) の「メシアjがイエスにおいて実現したと見ていることになる。

以 iマ仁IJ沢に従いそれぞれの説について簡単に概観しておきたし'0

(1)の集団説のうち、 (1-1)1主の僕」を現実のイスラエル民族と解ーする立場はユダヤ教

の伝統的な立場である。キリスト教側からも熱心にこの説を支持する学者としてブツデ犬17

が挙げられる。 他方、 (1-2)ユダヤ教側にもクラウスナーのように「民族の中の選ばれた

残りの者j、具体的には「イスラエル民族の真の中核jたるべき j宣言者とその弟子たちと

解する立場州もある。 (1-3) さらにここに枚挙しておくべき説としてロビンソンの集合

人俗説がある。これは集団説の一変形というよりは「集団説と個人説との対立を止揚す

るJ立場とも言える。「集団と個人とをそのように対立させるのは、近代人の考え方であっ

て古代人の考え方ではない。前述のように、古代人にとっては人間は常に全体の代表者で

あり、ーから多、多からーへの移行は近代人には奇怪であっても、彼らにとってはきわめ

て自然である。したがって問題の主の僕も民族の代表者としての預言者自身でもあり、ま

た浪言者によってのみその国有の使命が実現される民族そのものである。J刈

キリスト教iWJからは 19-20世紀にかけて (2a)説を!唱える学者が多数輩出した。 (2a-1)

ドゥームは「不遇のうちに晩年編病になって死んだ無名の律法の教師J*20， (2a-2)モーヴイ

ンケルから関根清三にいたるまで、の何人かの人々は「第 2イザヤ自身J*:!1、そして (2a-3)

大l!i !:I:I 沢TiiJ掲書、 p.1850

*Ii 1やがてがJ掲幸子、 p.990 

犬同 +1沢吉iH込書、 p.39。

*1:1 l:j:1沢前掲害、 p.1070

*"11 1:]:1沢前掲警、 p.680

大"11:j:1沢nIif&l替、 p.700
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ゼリン大22は転々と説を変えつつ「第 2神殿の復興者ゼルパベルJr捕函の廃王ホヤキン」

「モーセJをそれぞれ「僕Jとした。

他方、「端的に僕をイエス・キリストに結びつけるキリスト教会の伝統的解釈J とは ~IJ

に、グレスマン、エンネル、ベンツェン、ノース、ツルネ一、中沢自身ら、多数の学者た

ちが「新しい学問的研究に基づく解釈jとして (2b) のメシア説を唱える山。またユダ

ヤ教側からも、 (2b) の立場として、「だれでもイスラエルの中でイスラエルの能動的な

苦難を行ずる者」こそが僕であるとするブーパーが注目される山口ブーバーの立場から

は「この僕はどこまでも前述の意味における複数の預言者的・メシア的イスラエルにほか

ならないが、ブーパーはイエスを、この第二イザヤの苦難の秘義を自覚的に行じた、ひと

りのすぐれた僕と考える」という。

以上、「僕jの意味についての研究史をごく簡単に概観したが、もとより筆者には現在

も続くこうした諸見解のn号の論争に対して何らかの意見を持ちうるだけの資格はない。た

だ、ブーバ一説のように「僕jをメシアと考える考え方がユダヤ教内部においても存在

し、僕=メシア=イエス・キリストと考えるキリスト教の立場がその延長線上~二位置づく

場を与えていることを確認することをもって筆者の目的にとっては十分なものとしたい。

(三) メシア

キリスト教のみならずユダヤ教においても「主の僕の歌」における「僕」をメシアと考

える説は有力な見解として成立していることが確認された。キリスト教徒にとっては、『イ

ザヤ書』は全ての預言書の中で最も豊富にメシアを預言したものとして、

あると考えられ愛好されてきた。「僕の歌」のみならず「第 2イザヤ書jで展開されてい

る解放についての幻、第 3イザヤ書における「新しいエルサレムjについての幻は、民族

性を超えた普遍主義の展望を示しており、キリスト教的なメシア観との親和性が強い。

ただし仮に「僕」をメシアと同一視することが可能で、あるとしても、その「メシア」の

意味内容が問題となる。

『イザヤ書』内部においても、「第 1イザヤ書」に属する 7-11章においては「王として

のメシア観」が示されていることは、 9章と 11章の冒頭に明らかである。しかし、この

ようなメシア観は「第 2イザヤ書Jr第3イザヤ書Jと呼ばれる 40-66章では桧を潜める

ようになり、これに代わって前面に出てくるのが本稿の主題である「主の僕jというモ

チーフである。

へブライ人の{云;ýJfはキリスト事文的なメシア{象ほどI~j{l在な 7f~ をとってはいないカ人もし、

「僕」が将来その出現が待望される一人の人物を指し、メシアがUjlJLしたH寺代にこの人物

を通してすべての民に千111が救いをもたらす、という観念をもって「メシアJの内実を理解

するのであれば、ここで登場する「僕」がメシアと同一視できることは明らかである口

ただし r僕の歌j、特に第 4の「苦難の僕の歌」は、(-)でテキストに即して概観した

女:!:! I:!:I 沢 f~íJiR)書:、 p.74。

刈 I:!l沢前掲書、 pp.77-780

州 rll沢i持掲iktこ、 p.420
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ように「第 1イザヤ書jで示されていた「王としてのメシアjとは異なった角度からメシ

アを描いている。まず重要なのは、メシアの苦難と彼の死による「代理蹟罪jの思想であ

る。さらに、「僕の歌」においてはメシア(僕)の使命が彼の内面的な霊性に支えられつ

つ、その及ぶ範囲が「すべての人々Jへと関かれたとの普遍性をもつものとして示されて

いることをも見過ごしてはならなし )0

ここで「僕jとして示された人物像とその運命とは、たとえばエレミヤに見られるよう

な頚言者たちの生涯に見られるように、イスラエルの歴史を通して常に見られる「型Jを

している、とも言える。

僕は、地上lこ、イスラエルだけにではなく、全世界に、正義を樹立するという使命の

ために神から選ばれた者である。彼はこの任務を謙虚さと親切とをもって果す。しか

し、それにもかかわらず、彼は無視され反対され、その反対は迫害にまで発展する凶

しかし、第 4の「苦難の僕の歌Jは「代理嬢罪」の思想とともに、「僕の苦しみの結果

は敗北ではなく成功で、あって、苦しみにもかかわらず成功したのではなく、苦しみのゆえ

にこそ成功したJ*26というモチーフを打ち出している。僕は自分自身の罪ゆえにではな

く他者の罪のゆえに、罰としてではなく蹟いとして苦しみ、その苦しみを 1:通じて」人類

に対するその任務を果す、という思想である。

(四) I代理壊罪jの意味

「苦難の僕の歌Jが示している「代理蹟罪Jの思想は、特にキリスト教にとって本質的

な意味をもつものと考えられている。しかしながら、そもそも一般的に f賎罪」というこ

と、就中「代理腹罪Jなる観念は、文化的背景を異にする日本人にとっては理解しにくい

ものである。

歴史的かつ社会学的視点からは、「代理照罪jの論理は古代人の同族集団への強い連帯

意識と「問答報復」の原理から説明される問。古代世界においては「刑法jと「弐法」

との分離の意識はないので、何らかの加害行為(犯罪)があった際には、被害者もしくは

その親族が直接加害者に復讐することをもって刑罰、正義と考えられていた。これが「復

と呼ばれるものである。有名な「自には自を、歯には協をJという言葉は 11司害報

復Jの原理を示すものであるが、 主11良となるのは、罪(加害行為)が与えた害と等しい

罰(復讐)を与えるべきである、という基準を示すことにより復讐行為の拡大に歯止めを

かけ、復讐を正義に適ったものとすることにある。ここにさらに同族集団の連帯責任の意

識がはたらく。たとえば殺人事件があったとしても、復讐する被害者側が加害者(犯人)

を殺すつもりで誤って加害者側の別の者を殺してしまった場合、「向害報復jの原理によ

れば被害者側はそれ以上の罰を要求することができない。その結果、「罪のない者が罪の

川ジンマーマン、浜寛五自¥5編 fカトリック聖書新注解書j、エンデルレ幸子);s、1976年、 p.740o

女 ~íi ibid‘ 

*'27 橋爪大三郎、大津真幸 fふしぎなキリスト教j講談社現代新:f!r、2011ilミ、 pp.199-200。
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ある者の罪を肩代わりして殺されたjので、「罪のある者は罪がありながら赦される」と

いうことが起こり得る。古代人にとっていわば常識であったこうした論理はユダヤ民族に

おいても共有されており、神と人間(ユダヤ民族)との関係にも適用されることになる。

人間(あるいは神に背いたユダヤ民族)は、罪を犯した(神に加害を行った)ため、死に

{直する罰を受けなければならなし」しかし、罪なき者が神に背いた民、人間の代わりに罰

としての死を引き受けるならば、処罰は済んで、しまったため、残余の罪ある者たちは赦さ

れることになる。

以上の「嬢罪論Jというよりは f償罪論jというべき一種法律的な理解は分かりやすい

が、一定の限界があるように思われる山口たしかに、個人主義的な近代人とは異なり、

古代世界の人々には連帯責任の意識が強くはたらいていたかもしれなしL しかし、たとえ

ば『エゼ、キエル書jにおいては個人責任の意識が目覚めてきており、自分のによらない

苦難を「理不尽」と見る見方が示されてきている。ここから一歩進むと、 fヨブ記jに児

られるような神義論的なl習し 1につながることになる。この間いはユダヤ約一神教信仰の根

抵をゆるがすほどの破壊力を持ったものであった。

そうした中で、まさにこのような「理不尽」を敢えて能動的に引き受けきるような人間

像に対ーする人びとの思いが「代理蹟罪jを引き受ける「苦難の僕」という形へと結実した、

と見てよかろう。先に挙げたブーバーを想起したし'0ブーパーは「だれでもイスラエルの

中でイスラエルの能動的な苦難を行ずる者」こそが僕であると主張していた。ブーパーは

あくまでもユダヤ教徒であるが、彼の「僕J理解の枠組みはイエスを「この第 2イザヤの

苦難の秘義を自覚的に行じた、ひとりのすぐれた僕」と考えることを可能としている。

「第 2イザヤjその人をも含め、ユダヤの人々の間で「苦難の僕jという観念が魅力的

なものとなったのは、苦しむことを能動的に引き受けることの意味が示されることによっ

て、苦しむ人々の慰めとなっていたからではないかと考えられる。いかなる Ij~:代、いかな

る社会においても、理不尽な苦難に苦しむ人が自らの運命を受け止める|捺の思いに速いは

ない。そうした人びとにとって、「苦難の僕jは先達であり!司伴者である。さらには自らの

苦難を能動的に引き受けるという 71~で「僕」の使命に参与してゆく拠り所となる。いわば、

「苦難の僕jは受苦者の連帝の基点としての意味を有していた、と考えることができる。

[ 4 ] r詩編jとその類型論的解釈について

次いで、我々はイエスの十字架上の言葉で、ある f詩編j22編へと考察を進めることと

したいが、これに先立ち、 20世紀以降の『詩編』研究の基本とされる「類型論jと呼ば

れる方法について最小限の紹介をしておきたい。

(ー) グンケル

「類型論Jとは、『詩編』を構成する諸々の詩をその形式的、文体的、内容的な特徴に

女 2お償 ~f~論の評価lî と限界、また現代カトリック神学:における i償訴i論の概観については以下を参照。

K.ラーナ一、百Niii文晃訳「あがないJ(['ネ111学ダイジェストJ55)、1983年、 pp.100-112o
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よって分類し、同種類の一群の詩を「類型jとして扱う研究方法であり、これを最初に

『詩編j研究に導入したのはグンケル (1932年没)である刷。

グンケルは特定の類型をなす表現は特定の場を背景とする、と考え、『詩編jを構成す

る詩の背景となる場(彼はこれを「生活の座 Sitzim LebenJと11乎ぶ)は原則的にはイス

ラエルの歴史における礼拝や祭儀であるとする。もっとも、グンケルは『詩編jを構成

する全ての詩をi亙ちに礼拝や祭儀に還元しようとはしなかった。彼は、共同体的祭儀から

個人的内面の信NJへと宗教が段階的に進化-発展するものと考えた。その結果、 f詩編j

の仁IJにはより進歩した形での詩、すなわち個人の霊性の表現であるような詩が数多く存在

し、「それらこそが f詩編jの本当の「宝」であると見ている」州。

ともあれグンケルが示した類型は、その後の『詩編j研究にとって古典的な枠組みを提

供することになる。 以下、f新共同訳 出約聖書注解j*31に従い簡単にこれを紹介しておく。

①賛歌 8、19、29、33、65、67、68、96、98、100、103-105、111、113、114、117、

135、136、145-1500

この小類型として

主の即位の歌 47、93、97、990

シオン賛歌 46、48、76、84、87、1220

イスラエルの感謝 67、75、124、1290

②王の歌 2、18、20、21、45、72、89・47-52、101、110、132、144・1-110

①民族のi嘆き 位、 74、79、80、83、(58、106、125)。

③個人のi嘆き 3、ら7、13、17、22、25、26、27・7以下、 28、31、35、38、39、位、

43、51、54-57、59、61、63、64、69-71、86、88、102、109、120、130、140、141-1430

この小類型として信頼の歌 4、11、16、23、27. 1-6、62、1210

①個人の感謝. 30、32、34、40・2-12、位、 66、92、116、118、138、(100、107)。

①知恵 1、37、49、73、78、91、112、119、127・3-5，128、1330

その他に小類型として祝福と呪い、巡礼歌、戦勝の歌、伝説、律法などを挙けアている。

グンケルの類型論的研究はモーヴインケル州、ベンツェン、ヴァイザ一山といった学者

たちによって「祭儀史的ii)f究jへと発展させられた。ただし、祭儀史的方法論は「生活の

産」として古代宗教における様々な祭儀の場を想定するが、イスラエルにおけるそうした

祭儀の実在は立証されておらず、単なる仮説に過ぎない点に弱点があると考えられている。

日) !IWに彼の死後の 1933ij三に発表された Einleitungin die Psalmen : die Gattungen der religiasen Lyri!? 

Israels. 03egrich 編)

大'，0 いのちのことば社U¥)~i i~:lí r新型書注)q!t IE附]3Jいのちのことば社、 1975年、 p.141o
制 l 石JI11;ki¥i11i[ほか]編 f新共同訳lI:l約聖書注解 (2)ーヨブ記エゼキエル立J:J、日本基管教i王1，LU版局、

1994年、 p.93o

*:C S. Mowinckel ; translated by D. R. Ap-Thomas. The Psalms in Israel's Worship， 1963. 

大 .s A.Weiser;. The Psalms、1962英訳、邦訳 A ヴァイザー若白安達忠夫[ほか]訳『詩篇:私訳と註解j

ATD. NTD聖書註解刊行会、 1983-19870
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(二) ヴェスターマン

ヴェスターマンは、祭儀史的見解を示す学者たちを批判しつつ、グンケルの類型論に立

ち戻りこれを批判的に発展させている。彼は『詩編Jが祭儀の場にEl3来するであろうこと

は認めつつ、『詩編jを極端に祭儀の場と密着させて理解することはせず、『詩編jそのも

のとその類型に注目する。そしてこれを「イスラエル人の本質的な神に向かつての語り方

において問題にするj州。彼は「神に向かつての語り方」を基本的に 11嘆き jと「賛美j

とに区分する。ヴェスターマンによる類型の概ul告は以下の通りである“。

( 1 )民族の嘆きの歌

この類型の要素はまず (1)神への呼びかけ(あるものは嘆願の緒言を含む)に始まり、

(2) 嘆き、 (3) 信頼の告白、 (4) 嘆願、 (5) 賛美の誓い、で結ばれる。

(n)個人のi嘆きの歌

( 1) 神への呼びかけと助けの求め、 (2) 嘆き、 (3)信頼の告白、 (4) 嘆願、 (5) 開かれ

たことの確信、 (6) 再度のi嘆願、 (7) 賛美の誓い、 (8)神への賛美。

( m)民族の報告的賛美

(1) 賛美への命令、 (2) みわざの賛美(主題)、 (3)喜びによる賛美。

(lV)個人の報告的賛美の歌

(1) 賛美の宣告、 (2)緒言的要約、 (3) 難局のIfiJi頭、 (4)救助の報告、 (5)

の更新、 (6)神への賛美。

(V)叙述的賛美の歌

(1) 賛美への招き、 (2) 賛美、 (3) 主題 ((a) 1主は大いなり J、(b) 1主は恵み涼しJ)。

ヴ、エスターマンは賛美の歌を「報告的jなものと「叙述的Jなものとに分類した上で、

従来「感謝の歌jとされてきたものを「個人の報告的賛美の歌jへと還元している。つま

り彼は伝統的に認められてきた「感謝の歌」という類型を認めなし 3。ヴ、ェスターマンに対

する評価は概ね高いが、 11感謝の歌jという類型を認めない点に不満を持つ学者は多い。

[ 5] r詩編j22編

(-) テキスト
yt
、一一、
，rノ
v

ノノ

いよいよ f詩編j22編の検討に入るが、まず問題のテキストを月本Iljj男訳州iに依拠し

て示す。

引 iいのちのことば社iJJ，H友部市ui君主子、 p.141o

*:l" ibid.o 

川月本lIi1男 f詩篇の思想とイ言ffjJI J， $JI教u:¥mi社、 2003年、 pp.300-303，315-317o
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(22:1) 指揮者に、暁の雌鹿にあわせて、ダピデの歌。

(22:2) わが神、わが神、なにゆえ、私を見棄てられたのですか。わが号呼の言葉は

救いから遠く隔たる。

(22:3) わが神よ、昼、私が呼んで、も、あなたは応えてくださらない。夜もまた、私

に沈黙はない刈70

(22:4) だが、あなたは聖なる方州、イスラエルの讃美に座す方。

(22:5) あなたに、われらの父祖は信頼し、信頼して、あなたに助け出された。

(22:6) あなたに叫んで、彼らは助け l~E され、あなたに信頼して、恥を蒙らなかった問。

(22:7) だが、私は虫けら、人ではない。人間の附り、民の蔑みの的和100

(22:8) 私を見る者はみな私をあざ笑い、唇をとがらしては、を振る、

(22:9) 主のもとに転がり込むがよい、こいつを助け出されようぞ、こいつを救い出

されようぞ、こいつに厚意を寄せられるのだから、と。

(22:10) じつに、あなたこそ私を胎から引き出し、私にわが母の両乳房を信頼させら

れた方。

(22:11) JJ合内より *'!1 私はあなたに委ねられ、わが母のJj台より、あなたはわが神。

(22:12) 私から遠く離れないでください。苦難が迫り、 DjJけ手はいないのです。

(22:13) 多くの雄牛が私を取り囲み、パシャンの猛牛が私を取り巻いた。

(22:14) 彼らは私に向かつて口をあけた、 11歯み裂いてはI乳える括原子〔のように〕。

(22:15) 水のように、私は注ぎ出され、わが骨はことごとくはずれた。心臓は蝋のよ

うになって、内出量のなかで溶け出した。

(22:16) 土器片のようにわが力は渇きわ位、わが舌は両顎にへばりつく。あなたは私

を死の廃にu醤される。

(22:17) じつに、犬どもが私を取り臨み、悪をなす者わ13 の群が私を取り巻いた、 1(~llî

子のようにーわが手と足を。

(22:18) 私がわが骨のすべてを数えれば、彼らは眼に留め、私を眺めまわす。

(22:19) 彼らはわが上着を分けようとして、わが衣服の上lこくじを投げ落とす。

的 7 1夜もまた、私に沈黙はないJ、新共同訳では「夜も、黙ることをお許しにならなしづ、聖書協会訳で

は「夜よばわっても平安を得ませんj。

犬。f討「聖なる方」、新共同訳では f型所にいましJ。

判 9 IJj{を蒙らなかったj、新共同訳では「裳切られたことはなしづ。

*.iO 1人11，1)の陣内、民の蔑みの的j。聖書協会訳では「人にそしられ、民に11百られるj。

叫 1i胎内より J、聖書協会訳では「生まれた!l寺から」。

川 21わが力は渇きj、新共同訳では I1コは渇いてj。

会's 1悪をなす者J、新共同訳では「さいなむ者j。

12 
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(22:20) あなたは、主よ、遠く離れないでください。わが力よ、すぐにも私を助けに

来てください。

(22:21) わが魂を剣から救い出してください、在、のただひとつのもの刈を犬の手から。

(22:22) 私をお救いください、獅子の口から、野よi二の角から。あなたは私に応えてく

ださった大150

(22:23) 私は兄弟たちにあなたのみ名を語り伝え、集会のなかであなたを るで

しょう。

(22:24) 主をおそれる人々よ、かれを讃美せよ。ヤコブのすべての子孫よ、かれをあ

がめよ。イスラエルのすべての子孫よ、かれにおののけ。

(22:25) じつに、苦しむ者川の苦しみをかれは蔑まず、厭わなかった大170 み顔を彼

から隠すことをせず、その叫び求めを閃かれたのだ。

(22:26) 大いなる集会でささげるわが讃美のもとはあなた。かれをおそれる人々の前

で私はわが誓約を果たそう犬480

(22:27) 虐げられた者たち ω は食べて満ち足り、主を求める者たちはかれを讃美す

るであろう。あなたがたの心はとこしえに生き生きとあれ州。

(22:28) 地の果てすべてが想い起こして州、主に立ち帰るであろう。諮問民のあら

ゆる氏族があなたの前にひれ伏しましょう。

(22:29) じつに、王権は主のもの、かれこそ諸国民を支配される方。

(22:30) すべて地の裕福な者は食べて、ひれ伏した。すべて塵に下る者はかれの前に

脆くであろう。ーその魂をかれは生かされなかった女九

(22:31) 子孫はかれに仕え、その世代に主のことは語り 1云えられるであろう。

(23:32) 彼らは来て、生まれ来る民にかれの正義仰を告げ9;IJらせよう、かれがこれ

を行われたのだ、と。

叫 1 1私のただひとつのもの」、新共同訳では「わたしの身j、聖書協会訳では「わたしのいのちj。

*.1，> 1あなたは私に応えてくださった」、新共同訳では「わたしに答えてくださしづ。

刈「苦しむ者j、新共同訳では「貧しい人J。

女 li 1I庶わなかったj、新共同訳では「さけfすまれませんJ。

女 i討「わが誓約を来たそう J、新共j百l訳では 1i-~ili J.鋲の i拡げ物をささげますj。

犬山 1)~~げられた者ーたち j、新共同訳では「貧しい人」。

州)1あなたがたの心はとこしえに生き生きとあれJ、新共同訳ではれ、つまでも地やかな命が与えられま

すようにj、聖書協会訳では「あなたがたの心がとこしえに生きるようにJ。

州「地の果てすべてが想しり包こしてよ新共同訳では「地の果てまですべての人が主を認めJ。

山 fすべて地の裕福な者は食べて、ひれ伏した。すべて躍に下る者はかれのがjに脆くであろう。ーその

魂をかれは生かされなかった」、本節全体について新共同訳は全面的に異なっており「命に説れてこの地

に住む者はことごとく主にひれ伏し、!患に下った者もすべて1tlJ前に身を毘めます。わたしの魂は必ず命

を得、」となっている。

女 1かれの正義J、新共同訳では「恵みのf卸業」。

ー、、
H
斗
4

2
j
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(ニ) 嘆きから賛美へ

この『詩編j22編は、グンケル.l:J、来基本的に「個人の嘆きの歌Jの類型に入るものと

される。特に、その前半はイエスが十字架上で、唱えたことが知られる冒頭、のー匂が示すよ

うに、絶望とも見えるような最大の苦難を歌った詩である。また、浅野)11貢ーは、この詩の

始めの部分 (4，7，l0節)に逆接の接続詞が三回もくりかえされている点に注意を喚起して

いる。そこでは「詩人の心のひるがえる状態Jが示され、想いが行きつ戻りつしつつある

内心の深い葛藤が明らかにされている州。この深い嘆きの歌の各節をヴェスターマンの

類型論にもとづく要素に振り分ければ、概ね次のようになろう。

(1)神への呼びかけと助けの求め (2~ 3) 

(2) 嘆き (7~ 9)、 (13~ 19) 

(3)信頼の告白 (4~ 6)、(10~ 12) 

(4) I嘆願 (20~ 22) 

(5) Ij司かれたことの{誰信 (22)

(6)再度の嘆願 (27~ 28) 

(7)賛美の誓い (30-32)

(8)千111への賛美 (23-26)

しかし、 f詩編j22編は 22節までの前半と 23節以後の後半とのi習に大きな変化があり、

内容的に前半は「他人の嘆きの歌Jであるが、後半は「賛美の歌jとしての性格が強いこ

とが指摘されている。そのため、もともとは別の詩を一つにした、と考える学者もいるほ

どである。

は I1嘆きの歌」と「賛美の歌jとは構造的に対応していることに留意する必要がある。

先のヴェスターマンによる類型論の要素分類により、「借入のl嘆きの歌」と「個人の報告

的賛美の歌J(ヴェスターマン以前は「個人の感謝の歌」とされていた)とを並べてみる。

111m人のi嘆きの歌J (1)千111への呼びかけと助けの求め、 (2)嘆き、 (3)信頼の告白、 (4)

i嘆願、 (5) 聞かれたことの確信、 (6)再度の嘆願、 (7) 賛美の誓い、 (8)神への賛美。

「個人の報告的賛美の歌J (1)賛美の宣告、 (2)緒言的要約、 (3) 難局の回顧、 (4)救助

の報告、 (5) 1の更新、 (6) 神への賛美。

このように、「個人の嘆きの歌」と「個人の報告的賛美(!謀議t)の歌Jとは相互に対応

した構造を有しており、遠いと言えば、円臨人のi嘆きの歌jの場合、 (2) の「嘆きJとし

て現在の苦難が叙述され、 (4) (6) の「嘆願jにおいてその苦難からの救済が希求される

のに対して、 lit百人の報告的賛美(感謝)の歌」においては苦難は (3) 1難局の回顧Jに

叫 1浅野}11f(-r詩篇選格 上巻j新救出版社、 1957年、 p.183o
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おいて過去のこととして語られ、「救済」はすでに成し遂げられたこととして(引におい

て「報告」される、という点である。

ここで 22節に関してはテキスト校訂レベルでの問題が知られている。本稿で引証した

月本訳は 22節を「あなたは私に応えてくださった」と訳しているが、新共同訳では「わ

たしに答えてくださいJと訳している。月本はこの箇所について次のように解説してい
_， *55 
/;) 0 

マソラテキストに従って素朴に訳すと「野牛の角からあなたは私に応えられた」となる。

しかし月本はこの訳は内容的に不自然であるとする。

「あなたは私に応えた(アニターニ)Jという言葉を、 70人訳を踏まえて「アニヤー

ティ」と読み替えれば 1". 私を救ってください、野牛どもの角から惨めな私をjと訳す

こともできる。

また、ヘブル語の動詞では完了形には願望を意味する用法があるので、動詞を願望の完

了形とみて 1......、野牛の角から私に応えてくださいj、あるいはルターのように「

野牛の角から私を救ってくださいJ) と訳すことも可能となる。新共同訳はこの方針にし

たがっていると見ることができる。これらの訳にしたがえば、 22 節では 111莫)，~J~J におけ

る苦難からの救済が希求されていることになる。

結論として、月本は「あなたは私に応えた(アニターニ)Jの一語だけを独立させて訳

す。これはへブライ語詩文として異例だが、これによって 22í~íJ までの嘆きの祈りから 23

2日以下の讃美への転換が編者によってはかられているとする理解を示している。この読み

を採用するのであれば 22節から完全な f賛美の歌」の特徴を示していることとなる。

このように 22節ですでに「賛美jに転化しているとまでは見ないとしても、全体とし

て『詩編j22編は 11嘆き jから「賛美」へという劇的な展開を遂げることをもって特徴

とする。

[ 6 ] 結語一一イエス

以上、イザヤ書における「苦難の僕の歌」、そして『詩編j22 i偏というこつのテキスト

の意味を、極力ユダヤ教の文脈の中に置く 71:;で明らかにすることを試みてきた。最後に以

上の解明から明らかになった点をキリスト教との関係という観点から整理・確認しておき

たい。

キリスト教徒にとってイエスはまさにメシアとしての「苦難の僕jであった。しかし、

ユダヤ教の文脈においても、「苦難の僕」とは「代理H責罪」という形で人々の罪に対する

罰としての死を能動的に引き受ける罪なき者としてのメシアとして理解する見方があった

ことが確認された。ユダヤの人々の関で「苦難の僕」といっ観念が魅力的なものとなっ

ていた背景としては、苦しむことを能動的に引き受けることの意味が示されることによっ

て、苦しむ人々の!器、めとなっていたことが考えられる。「苦難の僕」は、理不尽な苦難に

苦しむ人が自らの運命を受け止める際の先達であり i可伴者である。イエスがメシアである

というキリスト教的な理解も、こうした受苦者の連帝の要というところが接続点となって

同日月本ritri告書、 p.309。
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いたのではないかと考えられる。

「苦難の僕Jイエスは十字架上でこの『詩編j22編を 11日えていたが、この f詩編j22編

はi嘆きの歌であると同時に賛美の歌である、という特異な性格を有していた。関根正雄は

ヴェスターマンを引用しつつ、次のように語っている。

この詩をイエスの:j支いと切り!雑してわれわれは読むことが出来なし」ウェスターマ

ンは、キリストは 22編の歎きをiif:1l自身の歎きとした。この地上を歩まれたイエスの

J[訟は歎きを讃美にかえることであった、という。われらの絶望を荷い、われらより低

く子111なきFYr(こ Fられたイエスの救いをこの詩はわれわれに示す“九

イエスにおいて 11嘆きが賛美に変わる」という理解こそが、キリスト教成立の原点であ

る「復活J信1ijJの意味するところと通じることになる。

州、 i羽根iEt:!tr};:1二信託i:j科 u二)j教丈館、 1971 年、 p.980
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The Suffering Servant鉛 d"Psalm 22" 

Naoki KU¥可ABARA

In “the Olcl Testament" in other words in the traclition of the Judaism， four songs known as 

“the Song of the Servant of the Master" in“Isaias"， especially the fourth song which is known 

as“the Song of the Suffering Servant"， and “Psalm 22" should be mentionecl as texts iα-ming 

the point of contact with Ch1'istianity. Because the fo1'mer constitutes the "praefiguratio" of 

Jesus unde1'stood as the Messiah (Christ) by Ch1'istians， ancl the latter is known as the words 

that]esus intonecl on the Cross. In this a1'ticle， I want to examine both texts mentioned above 

closely fo1' the pu1'pose of cla1'iちringthe meaning of“Jesus Ch1'ist" from the context of the 

t1'aclition of the Juclaism. 

For Christians， J esus was exactly “the Suffering Servant" as the Messiah. However， in 

the context of the Juclaism， the1'e is a viewpoint to uncle1'stancl “the Suffering Servant" as 

the Messiah as a pe1'son without sin who uncle1'takes death as the punishment for the sIn 

of other people as“the ransom substitute". The reason why for Jewish people the iclea of 

“the Suffering Se1'vant" was att1'active was because the meaning of the active unclertaking 

the suffe1'ing is shown and became the consolation for the people who were suffering.‘The 

Suffering Servant" is a guide ancl companion fo1' a person suffering f1'om unreasonable 

suffering who is trying to accept his own fate.明Temay say that the Christian unclerstancling 

that Jesus is the Messiah was basecl on that Jesus was the pivot of the solidarity of suffering 

people. 

“The Suffe1'ing Servant" Jesus was intoning“Psalm 22" on the Cross. This“Psalm 22" 

was a special psalm. Because it is a song of the sorrow and at the same time it is a song of 

praise. Masao Sekine talks as follows while quoting Westermann. 

“We cannot reacl this poetry separating from the salvation of Christ. Westermann saicl 

that Christ assumed the sorrow of the “Psalm 22" sorrow of his own. Ancl that the work of 
}¥ 

J esus who lived on this earth was to turn sorrow into praise. This poetry shows the salvation 0 

of Jesus who took our despair and went clown to the place lower than us where God was 

absent". 

The understancling that “sorrow turns into praise" in J esus Christ leacls to the faith of 

“resurrection" that is the origin of the Christianity. 
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