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序章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の課題
本研究で取り上げる『ユダの福音書』は、2006 年に本文が公開された時、
「ユダは裏切
り者ではなかった」とのセンセーショナルな謳い文句で注目された。
「裏切り者」の代名詞
として悪名高いユダが、実は裏切り者ではなくイエスに最も信頼された弟子だったのでは、
ということで研究者以外の注目も集めることになった。
しかしながら『ユダの福音書』の原文を読んでいくと、この「裏切り者ではなかったユ
ダ」というイメージに疑問が湧く。確かにユダは、イエスから特別に秘密の教えを与えら
れるものの、この福音書の最後の場面では、正典福音書の記述などからもよく知られてい
るようにイエスをユダヤ人祭司たちに引き渡している（58.9-26）。ユダが本当に裏切り者
ではないのだとしたら、このユダによるイエスの引き渡しをどのように解釈すればよいの
であろうか。最も信頼された弟子が、自身の師を死の運命へと誘っているのである。ここ
には決定的な矛盾が潜んでいるように思われてならない。
またこの福音書のもう一人の中心人物であるイエスについても、この福音書は新しい知
見を提供しているようにも思われる。
福音書の中でイエスは、教えを弟子たちに与える教師として登場する。しかしイエスは、
我々が知っている聖書の正典福音書などで言われている「神の子」ではない。彼は「キリ
スト教の神の子」であることを否定し（34.12-17）
、「不死のバルベーローのアイオーン」
から遣わされた、真の神、グノーシス主義の神に遣わされた存在であることを表明する
（35.14-20）。そして最後に、ユダはこのイエスを「着ている人間」を犠牲に捧げる
（56.18-21）
。
一方でこのユダによるイエスの引き渡しに伴う救世主イエスの受難は、救世主の本質の
部分には影響を及ぼすことはなく、彼は無事に地上に救いをもたらすと言われる。ここで
注意しなくてはならないのは、聖書の記述とは異なり、
『ユダの福音書』では磔にされるの
は救世主としてのイエス本人ではなく、彼を「着ている人間」である点である。さらにこ
の「イエスを着る人間」、つまりは「救世主を着る人間」という救世主の構成は、他のグノ
ーシス主義文書には見られない。このような正典福音書とも他のグノーシス主義文書とも
異なると思われる救世主像はどのような意味を『ユダの福音書』にもたらしているのか。
他にもこの福音書は、強烈な反「正統派」思想を持つ。先に述べたようなイエスを「神
の子」と看做さないという点の他にも、ユダ以外の十二弟子たちに向けられた否定的態度
も注目される。こうした反「正統派」思想はどこから来ているのか。この福音書の根底に

流れているのは、グノーシス主義と呼ばれるいわゆる「異端」思想である。しかし一口に
グノーシス主義と言っても、その思想内容は多岐にわたっている。その中でこの『ユダの
福音書』を、どのように位置づけていくことが出来るのであろうか。
本研究の目的はこのような種々の疑問に答えることを目指し、
『ユダの福音書』という新
発見の書物を登場人物、思想の面から考察し、この福音書の特徴・特質を明らかにし、初
期キリスト教思想の中に位置づけていくことにある。

1. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』概略
まずはこの福音書の紹介から始めることにする。
『ユダの福音書』は、
「チャコス写本」と通称されている古代に作成されたキリスト教の
いわゆる異端文書の中に収められている。この「チャコス写本」は総ページ数 66 ページ
ほどの冊子になっており、
『ユダの福音書』を含めて四編の文書が収録されている。『ユダ
の福音書』は、
「チャコス写本」内の第三文書である。この「チャコス写本」の冊子自体の
作成年代は、放射性炭素による年代測定法によると紀元後 220 年～340 年頃とされている
1。

なお「チャコス写本」という呼称は、この冊子を最後に所有していたとされる古美術商
フリーダ・ヌスバーガ・チャコス氏に因んだ呼び名である。
「チャコス写本」自体は 1970
年代にはエジプトで発見されていたものの、その後研究の表舞台に出ることはなく数々の
所有者のもとを転々としていたとされている。またその過程での保存方法はかなり杜撰で
あり、写本そのものにかなり深刻なダメージを与え、修復と復元に多大な労力を割かざる
を得ない状態になっている2。
この「チャコス写本」内に収録されているのは次の四編の文書である。書名の後の数字
は、「チャコス写本」内で各文書が記載されているページである。

・『フィリポに送ったペトロの手紙』pp.1-9
・『ヤコブの黙示録Ⅰ』pp.10-30
1
2

荒井 2007 p.131、Peter M. Head 2007 p.12。
この辺りの『ユダの福音書』が辿った数奇な運命については、『原典 ユダの福音書』
pp.75-100 のロドルフ・カッセルの論文に詳しい。他にも J. M. ロビンソン 2007
p.223-273 にもこの経緯が書かれている。

・『ユダの福音書』pp.33-58
・『アロゲネース』pp.59-66

この内最初の二つの文書、
『フィリポに送ったペトロの手紙』と『ヤコブの黙示録Ⅰ』は、
ナグ・ハマディ文書と呼ばれる一群のグノーシス主義文書によって既に知られているもの
と同一の文章である。
『フィリポに送ったペトロの手紙』は、ナグ・ハマディ文書内の第Ⅶ
写本の二番目に収録されており、
『ヤコブの黙示録Ⅰ』はナグ・ハマディ文書内の第Ⅴ写本
の三番目に収録されている。
「ユダの福音書」と呼ばれる書物自体は、当時ルグドゥヌムと呼ばれていた現フランス
のリヨンの司教エイレナイオスによる『異端反駁』Ⅰ.31.1 の中で報告はされていた3が、
実物の文書自体はこれまで未確認であり、このエイレナイオスの報告との同一性の点から
もこの『ユダの福音書』と題されている書物は注目される。
『アロゲネース』と呼ばれるこの「チャコス写本」に収録されている文書は、今回新発
見の文書である。
『アロゲネース』という書物は、実はナグ・ハマディ文書第Ⅺ写本の三番
目にも収録されており、こちらは以前から知られている。しかしこの「チャコス写本」に
収められている書物は、既知の『アロゲネース』とは内容が異なっているため、異なる文
書であると考えられている。
「チャコス写本」収録の『アロゲネース』は冒頭にタイトルが
書かれていたと見られるが破損しており、
「…の書」としか判読できないため、本文中に登
場する主役級の人物の名「アロゲネース」を採って呼ばれている。
「チャコス写本」に収録されている文書はすべてコプト語と呼ばれる、紀元 200 年頃か
らエジプトで使用され、現在でもキリスト教の一派コプト教会の中などで使用されている
言語で書かれている。しかし収録されている文書は、元来ギリシア語で書かれていたもの
がコプト語に翻訳されたものと考えられている4。
次に『ユダの福音書』についての概略を示す。福音書本文の最初には次のようにある。

過越し祭を祝う三日前、八日間に、イエスがイスカリオテのユダと語った拒絶の隠され
た言葉。

3
4

『異端反駁』Ⅰ.31.1。著作年代は紀元後 180 年頃。
例えば、荒井 2007 p.132 など。

（『ユダの福音書』33.1‐65）

この文からわかるように『ユダの福音書』に書かれている内容は、ユダヤ教の祭典であ
る過越し祭の三日前にイエスとユダの間で交わされた話をまとめたものである。福音書の
内容は、このイエスとユダの対話を中心として展開される。
福音書の内容を話のまとまり毎に分けてみれば、
『ユダの福音書』の構成は以下のように
なっているかと思われる。太字部分は著者による見出しである6。

長いタイトル
〈枠物語
〈〈対話
〈対話

…イエスによる十二弟子たちの召命と地上での活動
…弟子たちによる感謝の祈りと彼らの誤った信仰について、
兄弟弟子たちに優るユダの認識

〈〈〈弟子
〈弟子たちの
弟子たちの見
たちの見た幻の講話
…偉大なる世代の啓示、人々を惑わせる祭司としての十二弟子たちの幻、
犠牲批判と犠牲禁止の宣言
〈〈対話
〈対話

…人間の世代についてのイエスとユダの対話

〈〈〈ユダ
〈ユダの
ユダの見た幻の講話
…十三という数字とユダの関係、聖なる家と憩う聖なる人々、
ユダの願いとイエスの拒絶
〈〈啓示一
〈啓示一
〈〈〈世界
〈世界と
世界と人間の
人間の起源についての
起源についての教示
についての教示

…神論、宇宙論、アルコーンのリスト、
人間創造論

〈〈啓示二
〈啓示二
〈〈〈世界
〈世界と
世界と人間の
人間の運命についての
運命についての教示
についての教示

5

6

…宿命論、人間の世代の運命、洗礼批判

著者による私訳。
『原典ユダの福音書』p.21 では、
「イエスが週の間、過越し祭を祝う三
日前に、イスカリオテのユダとの対話で語った、秘密の啓示の話」となっている。私訳
との差異については、終章 2-3.での考察を参照して欲しい。なお、以下本文中で『ユダ
の福音書』引用時に記載している数字――33.1 など――は、引用文の掲載ページ、行数
である。章・段落番号ではないことに注意。
なお以下に記した『ユダの福音書』全体の構成の見取り図は、J. ファン・デル・フリー
ト 2007 pp.104-105「『ユダの福音書』の文学的構成の図式的提示」を参考にし、著者が
修正を加えたものである。

〈〈ユダ
〈ユダの
ユダの運命についての
運命についての予言
についての予言

…ユダはイエスを犠牲に捧げる運命にあることの
宣言、終末論

〈〈イエス
〈イエスの
イエスの変容
〈枠物語

…イエスが光の雲の中で変容する
…ユダヤ人祭司長たちのイエス逮捕の企み、
ユダによるイエスの引き渡し

短いタイトル

上記の長いタイトルとは、先に引用した「過越し祭を祝う三日前、八日間に、イエスが
イスカリオテのユダと語った拒絶の隠された言葉」であり、これがこの文書の書名と考え
られる。文書の内容から見ても、
『ユダの福音書』はこの文章以降に始まっている。全体と
しての構成は、イエスとユダ、イエスと弟子たちによる対話を通じて、この世界の起源と
その終末、人間の救済についてなどの教えがイエスの口から語られる形をとっている。
続く「枠物語」とは、特定の時間や場所を明示もしくは読者にそれとなく示すことで、
物語がどの様な場所で語られるのか、どの様な内容が語られるのかをうかがわせる機能を
持った文章のことである。
『ユダの福音書』では、イエスによる救済のための地上での奇跡の行いと十二弟子たち
の召命の記事（33.6‐21）に続き、ユダヤに居る時のこととして後の話を続けている。こ
の記事から、この『ユダの福音書』の内容はイエスが様々な教えを人々に教え、奇跡の業
で救った後の時系列に属するものであることを示唆していることがうかがえる。より具体
的には、正典福音書において「今、私たちはエルサレムへ上って行く。人の子は、祭司長
たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して、異邦人に引き渡す。人の子
を侮辱し、鞭打ち、十字架につけるためである。そして、人の子は、三日目に復活する7」
として過越し祭を祝うために、イエスと弟子たちがユダヤの地に入った後の話であること
がうかがえるのである。
本文が始まると、イエスは弟子たちがパンに感謝の祈り（’ευχαριστια、ευχαριστειν）
を捧げている場面に出会い、彼らの行為が間違っていること、間違った神を信奉している
ことを指摘する（33.22‐34.17）
。弟子たちはこれを聞くとひどく怒り、イエスを心中で
罵ったが、イエスに挑まれると誰もイエスに立ち向かえなかった（34.18‐35.7）。しかし
7

『マタイによる福音書』20.18‐19 より抜粋。
『ルカによる福音書』18.31‐34、『マルコによる福音書』10.33‐34 の並行記事も参照。

その中でユダだけが、イエスの本当の出自を知っており、これを知るとイエスはユダを他
の弟子たちから分け、ユダにのみ「隠された奥義（µυστηριον）」を教えることを決める（35.7
‐36.10）。
その「奥義」のうちでも中心となる話題が、弟子たちの見た幻（38.1-40.26）、ユダの見
た幻（44.15-19）
、世界と人間の起源（47.1-53.7）
、世界と人間の運命（54.16-55.20）に
ついてのイエスの講話である。イエスはこれらの話題を通して、ユダ、ひいてはこの福音
書の読者に「隠された奥義」を提示していく。
弟子たちとユダの見た幻についての話では、その幻が指し示すことの解釈とともに、彼
らを待つそれぞれの運命を語っている。一方で、それに続くこの世界と人間の起源とその
運命についての話では、この世界と人間がどのようにして誕生したのか、そしてそれによ
って、いかにして人間がイエスを地上に遣わせた真の神の救済の業に与ることが出来るの
かを示している。
そしてこれらすべての教えがユダに開示された後、イエスはユダに次のように言う。

「本当にユダよ、お前に言う、サクラスに犠牲を捧げるところの者、[…

神]性[…

]

（14 行目から 16 行目まで欠損）悪しくあるすべてのもの。そしてお前はそれらすべて
より悪しき事をなすだろう。というのもお前は、私を着ている人間を犠牲に捧げるだろ
うからである。
すでにお前の角は高く。
お前の怒りは燃え盛り。
お前の星は通り過ぎている。
そしてお前の心は[留められている]。
本当に[お前に言う、] お前の最後は[…

][…

に]なる」。

（『ユダの福音書』56.11‐57.3）

このようにイエスは、ユダがイエスの存在の内、人間の部分を犠牲に捧げるという予言
を残す。そしてイエスは天に現れた「光の雲」の中で変容を遂げ、光の雲の中から地上の
人々の上に言葉が伝えられる（57.21‐58.5）。
その後、場面は一転してユダヤ人の祭司長たちによるイエス逮捕の企みの話になる（58.9
‐18）
。彼らはイエスが人々の間で預言者として崇められていることを知り、恐れたため

にイエスを捕らえようとしていたので、ユダに声を掛ける。祭司長たちにイエスの居場所
を尋ねられたユダは、彼らの望むとおりに答えてイエスを彼らに引き渡すとともに、その
対価として金銭を受け取る（58.19‐26）
。
このイエス逮捕の企みの話から最後のユダによる引き渡しの場面は、新約聖書の正典福
音書の記事（『マタイによる福音書』26.47-56、
『マルコによる福音書』14.43-50、
『ルカに
よる福音書』22.47-53、『ヨハネによる福音書』18.3-12）などを通じて誰もが知る話であ
る。
『ユダの福音書』の最終部分の話も「枠物語」としての機能を果たしていて、この福音
書の話はイエスが引き渡されるまでに語られた話であるということを福音書最初の部分の
枠物語とともに示している。
そして最後に「ユダの福音書 

' "   8」(58.27-28)と書名が書かれ、福

音書本文が終了している。なお『ユダの福音書』と『ヤコブの黙示録Ⅰ』の間には二ペー
ジ分のギャップがある（
『ヤコブの黙示録Ⅰ』pp.10-30、『ユダの福音書』pp.33-58）が、
『ユダの福音書』の内容から判断すると、このギャップにも福音書本文が含まれていたと
は考え難い。そのため現在｢チャコス写本｣に収録されているものが、
『ユダの福音書』の全
文であると考えられる。

2. 研究動向
『ユダの福音書』の研究は、主としてユダを中心に据えたユダの人物像の解釈を通して
の福音書解釈が行われている。そして現在では、主に二つの正反対の解釈が見られる。
一つは、最初に触れたようにユダをイエスが最も信頼した弟子と見るものであって、ユ
ダはイエスを裏切ったのではないと解釈するものである。そしてこの福音書の性格を、ユ
ダの復権を図るために書かれたものとして解釈する。この解釈を採る研究者には、M.
Mayer や、E. Pagels、荒井献など、多くの研究者はこの立場を採っているといえる。
この解釈案では、ユダはイエスの真の出自を知る優れたグノーシス主義者であるとされ
る。優れた認識により、ユダはイエスから特別に教えを与えられる。実際福音書本文中で
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' "   （･ 「福音書」 ' ･"   「ユダの」）。
『ユダの福音書』58.27-28。Critical Edition pp.234-235。なお「ユダの」と所有格（' ）
で記されており、この点においても正典福音書とは異なる。

は、ユダは他の兄弟弟子たちに勝る知識を示すことによってイエスから特別な教えを受け
取る。

そしてイエスはユダが他の者たちより高次のことを考えているのを知って、彼に言っ
た。「彼ら(弟子たち)から離れなさい。お前に王国の奥義9を話そう」。
（『ユダの福音書』35.21-25）

本文中におけるイエスによる特別な教えの教示は、ユダに本来の自分に目覚めるように
与えられるものであり、この教えによってユダは真の自己に目覚め、正典福音書に見られ
るような「裏切り者」という批判から自己の尊厳を回復すると説明する。福音書の最後に、
ユダは光の雲の中で変容し、救済を手助けした英雄として自身も救済される。ユダによる
イエスの「引き渡し」は、肉体と言う牢獄に閉じ込められている「真のイエス」を解放す
るよう依頼されたユダによるイエスへの忠実さの現われである。このようにユダが犯した
イエスへの「裏切り」行為は再解釈され、この行為自体の価値判断が逆転されていると説
明する。
荒井は自著の中で「ユダの復権」という見出しを立て、このような『ユダの福音書』に
おけるユダの人物像の逆転現象について触れている。その中で荒井は、ユダを「イエスの
「福音」の伝道者」であると位置づけている10。他にも J.ファン・デル・フリートはユダ
によるイエスの引き渡しを「史的意義と英雄的射程を有する行為11」と位置付け、ユダを
英雄と評価している。
またこの『ユダの福音書』の「逆転されたユダ像」は、グノーシス主義に見られる価値
の逆転現象の一つであると説明する。この価値の逆転現象とは、聖書内の文書での人や物
事についての価値評価を逆転させることで、論争相手の主張の否定や自己の主張の正当性
などの根拠とする手法として用いられるものである。
この解釈案では、
『ユダの福音書』の著作目的はユダの価値判断を逆転させ、ユダの尊厳

コプト語原文は「' '  
'  '  」(35.24-25)であり、ギリシア語 µυστηριον
からの借用語である。µυστηριον は、
「①秘儀、密儀；密議に解されるもの、②（一般に）
秘密の教え；＜聖＞奥義」の意味を持つが、ここでは「②秘密の教え、奥義」として訳
出した。『ギリシア語辞典』大学書林 1991。
10 荒井 2007 pp.160-162。
11 J.ファン・デル・フリート 2007 p.245。
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を回復することだと説明する。つまり『ユダの福音書』におけるユダは、正典福音書によ
り我々がよく知るユダ像を逆転させたものであり、ユダは英雄としてこの福音書の中で登
場していると解釈されていると言うことが出来るだろう。
ユダを英雄と解釈する研究に反対する、もう一つの解釈案は、ユダを最悪の弟子、悪魔
の手先のように捉え、ユダによるイエスの「引き渡し」を、イエスの人類救済の業を妨げ
るためになされた行為であると見る。そしてこの福音書の性格は、ユダを悪とすることで
イエスの死の原因についての説明をするものであると解釈する。こちらの解釈を採る研究
者には、A. D. DeConick、André Gagné、J. D. Turner らがいる。
この解釈案によればユダは、グノーシス主義におけるこの世界を支配する存在の頭であ
るヤルダバオート12と同一視される「悪霊」である。先の引用文でユダがイエスから「彼
らから離れなさい。お前に王国の奥義を話そう」(35.23-25)と言われているのは、ユダに
悪霊としての本性を認識させるためであり、決して特別な認識を有している優れたグノー
シス主義者だからではないと言う。本文中でユダがイエスから次のように呼ばれている点
などを指摘し、ユダと悪霊の結び付きを指摘・強調する。

イエスはこれを聞くと笑って言った。
「なぜ鍛錬するのか、十三番目のダイモーンよ。
しかしお前も話しなさい、お前を支えよう」
。
（『ユダの福音書』44.19-23）

DeConick は、特に上記引用文のイエスの発言に見られるギリシア語「ダイモーン
δαιµων」を「デーモン Daemon」（悪魔・悪霊）と解釈し、イエスはユダを悪霊として非
難しているのだからユダがイエスの救済の実現に協力するとは考えられないと主張する。
むしろ反対に、悪霊であるところのユダはイエスの人類救済の完遂を妨げるために、イエ
スをユダヤ人祭司長たちに、ひいては死へと引き渡すことで妨害しようとしたのだと説明
する。
また Louis Painchaud は、この悪霊とユダの強い結びつきは、『ヨハネによる福音書』
にみられる悪魔としてのユダ像の流れを推し進めたものであり13、
「裏切り者」であるユダ
の尊厳は回復されてはいないと説明する。ユダによるイエスの引渡しは、悪霊・悪魔であ
12

『ユダの福音書』では、
「ネブロー」の別名が「ヤルダバオート」とされている（51.12-15）
。
Louis Painchaud 2008 pp.184-185。
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るユダによる人類救済をしようとするイエスを妨げるための最悪の行為であると言う。さ
らに進んで Turner は、
『ユダの福音書』の救済論に欠落が見られるのはこの福音書の主眼
が救済論、救世主論にはなく、ユダの悪魔論にあるからであると分析している。
いずれにせよ、
『ユダの福音書』のユダの人物像をめぐる研究は、大きく分けて、ユダを
評価し英雄的人物と看做すものと、ユダを否定し悪魔的人物と看做すものが大勢を占めて
いると言える。
またこれらの研究のほかに、ユダの人物像に関して新しい見解が提出されている。例え
ば筒井賢治は、
『ユダの福音書』本文分析からユダの人物評価について、
「両義的なユダ像」
を提起している14。筒井の提起するユダ像とは、他の兄弟弟子たちよりは高く評価される
が、完全なグノーシス主義者たちに比べると評価が落ちるというものである。
なお著者は、
2009 年に新潟大学に提出した修士論文において同様のユダ像を提起している15。
また思想面からの研究では、
『ユダの福音書』に見られる思想はキリスト教の影響を受け
たグノーシス主義思想、いわゆるキリスト教グノーシス主義であるとされている。そして
このキリスト教グノーシス主義思想の中でも、セツ派と呼ばれる一派の思想に近いと考え
られている。このセツ派は、アダムとイヴの第三子であるセツに救世主的な役割を負わせ、
自分たちをこのセツの子孫であると自認するグノーシス主義集団である。
この思想面からの分析には、現状研究者間の大きな意見の違いは見られないが、エイレ
ナイオスの報告には「ユダの福音書」はカイン派と呼ばれるグノーシス主義集団が制作し
たものと記載されていることから、このエイレナイオスの報告する「ユダの福音書」との
差異は注目すべきである。
なおカイン派とは、アダムとイヴの長子であり、弟であるアベルを殺したとして有名な
カインなど、
『旧約聖書』などで悪人とされている人々こそが真の知識を持っており、それ
故に創造神に歯向かった。しかしその反逆の結果、不当にも悪人とされているとして彼ら
の評価を逆転させ、信奉していたとエイレナイオスが報告しているグノーシス主義集団で
ある。

14
15

筒井 2009。
修士論文「『ユダの福音書』が提示するユダ像の問題」
（2009 年 1 月提出）を基にした
ものが、青木 2009 である。

3. 問題提起
『ユダの福音書』の先行研究について見てきたが、これらの先行研究には重大な問題点
がある。それは先行研究が指摘するような特別なユダ像といったものが、実際に『ユダの
福音書』の中に見られるのかどうかという点である。
また先行研究では、
『ユダの福音書』における救世主像の分析が十分行われているように
は思えない。福音書本文を見る限りでは、
『ユダの福音書』が提示する救世主像は単純に他
のグノーシス主義文書と同一視されるべきではないように思われる。この救世主像の点か
らも先行研究は見直される必要がある。
ユダを積極的に評価する Meyer や荒井の研究では、ユダはイエスを助け、人間の救済を
補助する英雄として評価されている。しかしながら『ユダの福音書』でもユダは、正典福
音書に見られる様に最終的にイエスを死へと引き渡している（58.9-26）。そしてこのイエ
スの引き渡しは、『 ユダの福音書』中で繰り返し非難されている犠牲と同じであ る
（56.19-20）
。
こうした点があるにもかかわらず、Meyer らはユダの行為を英雄的行為であるとし、ユ
ダを積極的に評価している。
「犠牲は非難すべきものであり、禁止すべきである。そしてイ
エスの引き渡しは犠牲である」(犠牲の非難と禁止については 40.18-41.2、ユダによるイエ
スの犠牲については 56.19-20 )との『ユダの福音書』の主張を受け止めるのであれば、ユ
ダの行為は非難されるべきであり、評価されるものではないはずである。Meyer らの解釈
では、この『ユダの福音書』の主張とユダ像との矛盾が説明できない。
さらに福音書本文からでは、ユダによるイエスの引き渡しという行為をイエスに依頼さ
れたものであるとの判断も出来ない。『ユダの福音書』には次のようにある。

そしてお前はそれらすべてより悪しき事をなすだろう。というのもお前は、私を着て
いる人間を犠牲に捧げるだろうからである。
(『ユダの福音書』56.17-20)

このイエスの発言からは、ユダの今後の運命についての予言の言葉のようには受け取れ
ても、ユダに対して救済の手助けをして欲しいと願うイエスの態度を読み取ることは難し
いだろう。
他方、ユダを否定的に解釈する後者の DeConick らによる解釈案には、ユダを悪霊その

ものであるように捉える点で疑問が残る。
イエスがユダを本当に｢悪霊｣と看做しているならば、ユダはイエスの敵であって、イエ
スがユダを「十三番目の悪霊（ダイモーン）」(44.20)と非難したその後で、
「お前を支えよ
う」
（44.22-23）と続け、ユダに特別な教えを教え続けているのは不自然であると言わざる
を得ない。さらには福音書本文からでは、ユダと悪霊であるヤルダバオートなどの地上の
支配者たちとの直接的な結び付きをうかがわせる記述がないという点も重要である。
DeConick らの解釈は、ユダによるイエスの「引き渡し」は否定されるべきであるとい
う点では賛同できるが、その非難の原因をユダの存在の在り様に求めている点で同意する
ことはできない。ユダの｢引き渡し｣はユダが悪霊だから非難されているのではなく、行為
そのものがグノーシス主義者たちの信仰する真の神の意志に適わないと考えられるからで
ある。
このように先行研究が主張するような、英雄としてのユダ像も悪霊としてのユダ像もこ
の福音書の中に見出すことは難しい。そして、また同時にこのような特別なユダ像を持つ
とする先行研究の解釈に基づいて行われてきた『ユダの福音書』自体についての解釈も見
直す必要が出てくる。
本稿の目的は、こうした先行研究が抱える諸問題を解決し、
『ユダの福音書』とは誰が、
どうした目的を持って、誰に向けて制作した文書であるのかといった、いわば『ユダの福
音書』という文書の素状を明らかにすることである。
この点に関して、従来の『ユダの福音書』研究はユダの人物像を描き出すことで福音書
の全体像を描き出そうとするアプローチ方法によって行われて来た。しかしこのユダの人
物像からのアプローチによる『ユダの福音書』の全体像の解読は、先に見てきたように行
き詰まりを見せていると言える。
そこで本稿では、従来のユダの人物像とは異なる観点からの考察も含めて福音書全体を
考察・分析することにより、
『ユダの福音書』の解釈にアプローチすることとしたい。そし
てその過程において先行研究を批判的に再考することを通して、先行研究の問題点の解決
を目指すことならびに、
『ユダの福音書』の著作目的、対象とする思想集団などについての
問題に解答することとする。
本稿において『ユダの福音書』を再考する観点とは、
『ユダの福音書』の思想、十二弟
子の人物像、イエスの人物像、ユダの人物像の四つであり、それぞれの観点毎に章を立て
て論じていくこととする。
なかでもイエスの人物像・救世主像とユダの人物像に関しては、

先行研究を批判的に再考することにより、新しいイエスの人物像・救世主像とユダ像を提
示することを目的とする。そしてこの新たな解釈に基づくイエスの人物像・救世主像とユ
ダ像により、『ユダの福音書』を再考することとする。
1 章で考察していく思想とは、
『ユダの福音書』が自己の論理を展開するにあたって依拠
しているものであり、具体的にはグノーシス主義思想と呼ばれているキリスト教の異端思
想のことを指す16。この思想の分析を通して『ユダの福音書』の思想上の特徴を明らかに
するとともに、この新発見の文書のグノーシス主義思想史の流れの中に有る結びつきを見
いだし、既知のグノーシス主義思想集団の内に位置づけていくことを目的とする。
2 章で考察する十二弟子の人物像は、
『ユダの福音書』の持つ特徴、特質を考察するため
の観点として導入するものである。
『ユダの福音書』においてイエスとユダに次ぐ、第三の
中心とも呼べるイエスの弟子たちに特に焦点を当て、この福音書の特徴、特質を分析する
ことにする。また弟子たちの人物像の分析は、
『ユダの福音書』の著作目的を考察するうえ
での手掛かりともなる。
続く 3 章で考察するイエスは、言うまでもなくこの福音書でも中心人物である。
ところが中心人物でありながら、従来の諸研究では特別に取り上げられることは少なく、
他のグノーシス主義文書と同様の救世主像としてしか捉えられてこなかった。しかし『ユ
ダの福音書』本文を見てみると、イエスについて次のように言われている。そしてこの文
章からは、他のグノーシス主義文書と同様の救世主像とは考えにくい。

というのもお前は、私を着ている人間を犠牲に捧げるだろうからである。
（56.19-22）

詳細は後の 3 章で述べることにするが、この引用文に見られるのはいわば「人間に着ら
れる救世主像」とも呼べる救世主像である。一方、他のグノーシス主義文書に見られるの
は、「私（ロゴス）はイエスを着た」（『三体のプローテンノイア』NHCⅩⅢ.1§3317）と
の記述に見られるような、
「人間を着た救世主像」である。
この両者の救世主像の差異は大きいにも関わらず、従来の研究では注目されず、上記引
用文は文章が崩れていて『ユダの福音書』の救世主像は「正しくは」他のグノーシス主義
より正確には、キリスト教の要素を取り込んで成立したいわゆる「キリスト教グノーシ
ス主義思想」である。グノーシス主義思想自体は、キリスト教とは個別に独立して成立
したものであるとされている。
17 『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』p.205。
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文書と同じであるかのように解釈されてしまっている。しかし原文を見てみるとこの引用
文に文の崩れや文法上不自然な個所はない。そこで本稿では、
『ユダの福音書』のコプト語
原文を本文の記述に沿って分析することによって、この福音書の救世主像の再解釈を行う
こととする。この考察によって『ユダの福音書』の救世主像、救済論についての新しい知
見を示し、
『ユダの福音書』解釈の新しい方向性を示すこととする。
最後に 4 章で考察するユダの人物像については、これまでに触れてきたように様々な問
題点が存在しているばかりか、正反対の二つの異なる見解があり、未だ統一された見解も
得られていないのが現状である。そして福音書本文の記述に沿って、ユダに関するこの二
つの解釈が互いに主張している問題点を比較検討していくと、そのどちらでもないユダの
人物像が浮かんでくる。本稿では、イエスの人物像と同じように先行研究の批判的検討を
通して先行研究とは異なる新しいユダ像を提示することを目的としたい。
以下では、『ユダの福音書』の思想分析を 1 章、十二弟子たちの人物像に焦点を当てた
性格分析を 2 章、イエスの人物像についての考察を 3 章、ユダの人物像の再考については
4 章でそれぞれ行う。最後に結論として、
『ユダの福音書』とは誰が、どうした目的を持っ
て、誰に向けて制作した文書であるのかという文書の素状を明らかにすることとで本稿を
終えることとしたい。

本稿内の『ユダの福音書』コプト語原文の底本には、 R.Kasser, G. Wurst, M. Mayer, F.
Gaudard, The Gospel of Judas: Critical Edition Together with The Letter of Peter to

Philip, James and a Book of Allogenes from Codex Tchacos, National Geographic
Society 2007、G. Wurst, Neue FragmenteⅠ-Ⅳ 2007-2009 を用いた。
また本稿内の『ユダの福音書』の日本語訳は特に断りを付けている場合を除き、すべて
著者が上記底本のコプト語原文から日本語に訳したものである。

1 章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の思想

1. 本章のねらい
本章のねらい
『ユダの福音書』は「福音書」でありながら、語っている内容は私たちがよく知る新約
聖書の福音書とは異なっている。それはこの福音書が、正典福音書が前提としているキリ
スト教のいわゆる「正統派」の思想をほとんど前提としていないからである。
『ユダの福音
書』が前提としている思想は、グノーシス主義と呼ばれる「異端」の思想である。グノー
シス主義（特にキリスト教の影響を受けたキリスト教グノーシス主義）とは、紀元二‐三
世紀に最盛期を迎えたキリスト教の異端思想である。この思想は「正統派」を自認する人々
によって「異端」とされ、非難された。
1966 年イタリアのメッシーナでの定義18によればグノーシス主義とは、①反宇宙論的二
元論を有する、②人間の内部に「神的火花」
「本来的自己」が存在するという確信を有する、
③人間に自己の本質を認識させる救済啓示者の存在を有する、この三点の思想的特徴を持
つとされている。
言い換えればグノーシス主義では、この世界（物質世界）は真の神に創造されたもので
はなく、劣った別の創造神によって創造された悪しき存在である（①）
。人間もまた劣った
創造神によって創造されているが、人間はその内部に善なる真の神に由来する霊・魂（「本
来的自己」
）を有している（②）
。しかし人間の霊・魂は悪しき創造神により創られた肉体
という檻の中に囚われていて、本来の自己を忘却している。そこで人間に本来の出自を認

18

筒井賢治 2004 pp.184-185、なおこの定義の持つ課題(特に p.185)も参照。大貫隆はほ
ぼ同じではあるが次の 5 点をあげている。1)人間の知力を持ってしては把握できない至
高神と現実の可視的・物質的世界との間には越え難い断絶が生じている。2)人間の｢霊｣
あるいは「魂」、すなわち「本来的自己」は元来その至高神と同質である。3）しかし、
その「本来的自己」はこの可視的・物質的世界の中に「落下」し、そこに捕縛されて、
本来の在り処を忘却してしまっている。4）その解放のためには、至高神が光の世界か
ら派遣する啓示者、あるいはそれに機能的に等しい呼びかけが到来し、人間の「自己」
を覚醒しなければならない。5）やがて可視的・物質的世界が終末を迎えるときには、
その中に分散している神的な本質は至高神の領域へ回帰して行く。大貫隆「グノーシス
主義救済神話の類型区分」
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.2-3。

識させ、囚われている人間の本質を解放する役割を担う救世主が要請される（③）
。人間の
救済とは自己の本質を認識し、本来の居場所である真の神のもとに帰昇することである。
『ユダの福音書』でイエスがユダに語る神話は、そのほとんどがこのグノーシス主義的
要素によって彩られていることは論を待たない。しかしグノーシス主義と一言で言っても、
各派閥間の差異も少なくなく、
『ユダの福音書』が前提とする思想が広いグノーシス主義思
想という枠組みの中でどのような集団の思想に属するのかは、また別の問題として考えて
いかなければならない。
そのため本章では『ユダの福音書』の思想、特にグノーシス主義思想の要素を分析する
ことによってこの福音書の思想の特徴を分析する。それによりグノーシス主義思想でのこ
の福音書の思想の帰属を考察することが可能になるだろう。
まずは『ユダの福音書』本文の再構成をするとともに、グノーシス主義思想を考察して
いく。またその際に National Geographic 社から刊行された『ユダの福音書』校訂翻訳文
に見られる問題点を解決するとともに、グノーシス主義思想の分析を進めていく。

2. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』のグノーシス主義神話
グノーシス主義神話
まずは『ユダの福音書』のグノーシス主義思想の分析から始めたい。もちろんこの福音
書の様々な個所にグノーシス主義思想の影響は見られるが、それらを逐次考察するより思
想的特徴が表れやすいと思われる神論、宇宙論、人間論が語られている箇所を考察する。
そしてその後、本章 2-3.で『ユダの福音書』の思想的特徴を他のグノーシス主義文書等と
の比較検討により、グノーシス主義全体の思想系統の内での繋がりを考察する。

2-1. 神論・
神論・宇宙論
まずは『ユダの福音書』47.1‐53.7 においてイエスからユダに対して語られる、すべて
の物事の始めから人間創造に至るまでの展開を見ていく。
『ユダの福音書』が伝える人間創
造に至るまでの話を段階ごとにまとめれば、以下のようになる。

①至高の
至高の神の領域の
領域の形成（
形成（47.147.1-48.21）
48.21）
・大いなる見えざる霊（とバルベーロー）の先在
・光の雲からアウトゲネースが現れる

・別の雲からの四人の天使の創造
・十二の照明者と十二の光のアイオーン、天使たちの創造

②アダマスと
アダマスとセツの
セツの朽ちない世代
ちない世代の
誕生(48.21世代の誕生(48.21
(48.21-50.21)
・光の雲にアダマスが現れる
・アダマスがセツの朽ちない世代を生み出す
・七十二の照明者が三百六十の照明者を現す
・コスモスの内に最初の人間と彼の世代が現れる

③下界の
下界の成立（
成立（50.2250.22-52.13）
52.13）
・グノーシスの雲に存在する天使エーレレートが十二人の天使を要求する
・ネブローとサクラスがグノーシスの雲から現れる
・ネブローとサクラスによって十二人の天使が創造される
・最初の十二人の天使がさらに十二人の天使を創造する
・五人のアルコーンの創造（混沌と陰府を支配する存在）

④人間の
52.14‐53.7）
53.7）
人間の創造（
創造（52.14‐
・天使サクラスの提案による、人間アダムとエバの創造

それでは順々に、
『ユダの福音書』のグノーシス主義思想の具体的な考察に入る。最初は
人間創造に至るまでの神論・宇宙論の分析をする。

①至高の
至高の神の領域の
領域の形成（
形成（47.147.1-48.21）
48.21）
『ユダの福音書』には、この世の始まりについて以下のように書かれている。

偉大にして無限のアイオーンがあり、どの天使の世代もその大きさを見ることはでき
ないその（アイオーンの）中に大いなる見えざる霊が在る。それは、どの[天使]の眼も
見たことがなければ、心の思惟も捉えたことがなく、いかなる名前でも呼ばれたことが
ない。

（『ユダの福音書』47.5-13）

『ユダの福音書』は、
「大いなる見えざる霊」と呼ばれる存在がすべての存在に先だって
存在していたことを前提にしている。この大いなる見えざる霊と呼称される最初の存在は、
『ユダの福音書』ばかりではなく、次に挙げる他のグノーシス主義文書にも登場している
存在である。
他のグノーシス主義文書、例えば『ヨハネのアポクリュフォン』や『エジプト人の福音
書』では、次のようにこの存在について言及している。

(それは)[真の]神、万物の父、聖[なる霊]、万物の上に[在]って見えざる者、不滅性の
中に[在る]者、純粋なる光――すなわち、いかなる視力でも見つめることが出来ないほ
どの光――の[中に在る]者である。
（『ヨハネのアポクリュフォン』B22.19-23.319）

大いなる見えざる[霊]、名を言うことのできない、[完成]の高みから[出た]父、光の諸[ア
イオーンの]光の光、[プロ]ノイアの[沈黙]と沈黙の父の光、言葉と真理の[光]、[不滅]の
光、限りのない光、明かされざる、指し示すことのできない、老いることのない、告げ
知らせることのできない父（後略）
。
（『エジプト人の福音書』Ⅲ40.12-41.420）

この大いなる見えざる霊は、次いで「アウトゲネース」
（ギリシア語で「自ら生まれた者」
の意）と呼ばれる存在を自分の助け手として創造する。

そして光の雲がそこに現れた。そして彼（「大いなる見えざる霊」
）は言った。
「私の助
け手として天使があるように」
。すると大いなる天使、光の神、アウトゲネースが雲から
現れた。
（『ユダの福音書』47.14-20）
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『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』p.24。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.132。

このアウトゲネースは、前出の『ヨハネのアポクリュフォン』ではバルベーローという
神格を通して生まれた「独り子」であり、「キリスト」とも呼ばれている（
『ヨハネのアポ
クリュフォン』§19、§2221）。『エジプト人の福音書』では、「ロゴス」（言葉）とも呼ば
れていて、
「不滅の人間アダマス」との合体によって、後に救世主である「セツ」と呼ばれ
る存在が生まれる（『エジプト人の福音書』§16-2322）。この大いなる見えざる霊とアウト
ゲネースは、
『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』ではもう一つの存在と
ともに聖なる三位一体を形成し、この世界をも含めたすべての始まりとなる。
もう一つの存在は、バルベーローと呼ばれている。『ユダの福音書』の中では、
『ヨハネ
のアポクリュフォン』や『エジプト人の福音書』ほど、大いなる見えざる霊やアウトゲネ
ースとの関係性は明確ではないものの、その存在については次のように言われている。

ユダは彼(イエス)に言った。
「私はあなたが誰で、どこから来たか知っています。あな
たはバルベーローの不死のアイオーンから来ました。そして私は、あなたを送った方の
名を口に出すのに相応しくありません」
。
（『ユダの福音書』35.14-2023）

このユダの言葉は、弟子たちがイエスに「完全な人間を連れて来て、私の前に立たせな
さい」
（35.3-5）と挑まれた時イエスに対して答えて言った言葉である。このユダの言葉を
聞いたイエスは、ユダが高度な認識を持っていることを知って、彼に特別に奥義を授ける
ことを決めることになる（35.22-23）
。
上記引用文中でユダは、イエスが「バルベーローの不死のアイオーン」から何者かに遣
わされて来たと言っている。つまりイエスが元々居た場所が「バルベーローの不死のアイ

§19（Ⅲ9.10-19、B29.18-30.9 、Ⅱ6.10-18）
、§22（Ⅲ11.3-14、B32.3-19、Ⅱ7.15-30）
。
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.38-39,42-44。
22 §16
（Ⅳ59.29-60.22）
、§17（Ⅳ60.22-30）、§18-23（Ⅲ49.1-51.14-22、Ⅳ60.30-63.8-17）。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.142-146。
23
原文 'ntakei ebol x'n paiwn 'nt'b'a'r'b''l'w aanatos 「アイオーン paiwn」と「不死の
aanatos」は、いずれも m,sg の冠詞  で結ばれているので同格と考えられ「不死の
アイオーン」となる。
「バルベーロー'nt'b'a'r'b''l'w」は、所有格の'n がついておりアイオー
ンに掛かる。よって、「バルベーローの不死のアイオーン」と訳した。
（）内は著者によ
る補い。『原典 ユダの福音書』p.27 では「あなたは不死の王国バルベーローから来ま
した」
。同書 p.28-29 注 5.6 も参照。
『ナグ・ハマディ文書 チャコス写本 グノーシス
の変容』p.38 では、
「バルベーローの不死なるアイオーン」
（荒井献訳）。
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オーン」であり、そこからイエスはこの地上にやって来たと言える。そしてこの地上に遣
わされて来たイエスは、救世主としての活動を始める24。
『エジプト人の福音書』では、救
『ヨハネのアポクリ
世主セツはアダマスの願いによって生み出され、地上に派遣される25。
ュフォン』では、バルベーローから｢キリスト｣とも呼ばれるアウトゲネースが生まれてい
る26。
これらの記事などから類推すると、救世主的存在はバルベーローに関係していることが
わかる。またこのことから『ユダの福音書』においてイエスが派遣されて来た「バルベー
ローの不死のアイオーン」と呼ばれる場所は、アダマスやアウトゲネースが存在する場所
であり、大いなる見えざる霊も存在している至高の領域のことを指すと考えられる。
少なくとも『ユダの福音書』においても、
『ヨハネのアポクリュフォン』や『エジプト人
の福音書』などのような大いなる見えざる霊、バルベーロー、アウトゲネースの三つの存
在による神話体系の存在をうかがうことが出来るだろう。
『ユダの福音書』ではアウトゲネースの登場の後、彼を助けるために四人の天使が創造
され、アウトゲネースによってアダマスが生まれる（47.21-48.2）。

②アダマスと
アダマスと「セツの
セツの朽ちない世代
ちない世代」
世代」の誕生(48.21
誕生(48.21(48.21-50.21)
アダマスは、
「みな『神』と呼ばれる者たちの中にあって、いかなる天使も見たことのな
い第一の光の雲のなかにあった」（『ユダの福音書』49.21-26）と言われている。
『ヨハネのアポクリュフォン』では、アダマスは次のように言われている。

完全なる真の人間、聖なる者、最初の者（が現われてきた）
。彼らはその名前をアダマ

より正確には、地上に派遣された存在は本文中では「私」（56.20）としか呼ばれない。
他方で「イエス」は、この地上に派遣された救世主（「私」）の器となる人間の名前であ
ると考えれらる。故に地上に派遣された存在は「イエス」ではないのだが、ここでは煩
雑さを避けるために、地上に派遣された救世主をイエスとした。
この点に関しては、3 章「『ユダの福音書』の救世主像」での考察を参照。
25 地上に派遣されたセツはイエスとして現れており、
「活けるイエス、大いなるセツが着
た者を通して」救済活動を行ったと言われる。
『エジプト人の福音書』§49、Ⅲ64.1‐2。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.162。
26 『ヨハネのアポクリュフォン』§19、Ⅲ.9.10‐19、ベルリン写本 29.18‐30.9、
Ⅱ.6.10‐18。
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.38-39。
24

スと呼び、第一のアイオーンへ、すなわち、神的「アウトゲネース」なるキリストのそ
ばへ、つまり第一のアイオーンのなかへ、ハルモゼールの側に置いた。
（『ヨハネのアポクリュフォン』Ⅲ写本§2427）

また同様のアダマスに関する記事がある『エジプト人の福音書』では、このアダマスを
天的原型としてヤルダバオートによって人間が創造される28。
これらの他のグノーシス主義文書の記事から見ると、
『ユダの福音書』のアダマスもまた、
後に創造される人間の原型と考えられる。そしてアダマスは、
「その［…］像［…］そして
［この］天使の似姿に従って」
（『ユダの福音書』48.26-49.629）「セツの朽ちない世代」を
現す。この言い回しは『創世記』1.26-27 における人間の創造物語の借用であり、後に天
使サクラスの人間（アダムとエバ）創造の提案(52.14-17)の場面でも同様の言葉が用いら
れている30。
そしてアダマスによって現されたセツの朽ちない世代は、この福音書の読者が自身の属
すると考えるところの人々である。例えば『ヨハネのアポクリュフォン』には次のように
ある。

第三のアイオーンの中へ彼らはセツの子孫を置いた。それは聖徒たちの魂のことであ
り、（その）アイオーンの中で、第三の光ダベイテのそばに在った。
（『ヨハネのアポクリュフォン』Ⅲ13.20-14.131）

27『ナグ・ハマディ文書Ⅰ

救済神話』p.47。
なお『ヨハネのアポクリュフォン』の第Ⅱ写本、ベルリン写本にも同一の記事がある。
ただしⅡ写本では、第一のアイオーンに置かれる存在は「ピゲラアダマン」と書かれ
ている。この点については、『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.47-48、§24 の第
Ⅱ写本のこの箇所に関する註も参照のこと。
28 『エジプト人の福音書』§37、Ⅲ.58.23‐59.9。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.155-156。
29 auw af auw［…e］t'mmau［…］ikwn［…］auw kata pine np［eeiau］helos 「そし
て彼は、
［…］その［…］像［…］そして［この］天使の似姿に従って」。Kasser 他 Gospel
「天使」とはアダマスを生み出した「アウトゲネース」を指
of Judas p.217 注１も参照。
すと考えられる。
30 marn tamio nourome ［ka］ta pine auw kata ikwn
「人間を似姿と像に従って創ろう」(52.14-17)。
31『ナグ・ハマディ文書Ⅰ
救済神話』pp.48-49（ベルリン写本、第Ⅱ写本ともに同じ）。
ベルリン写本では、
「さらに第三のアイオーンには、セツの［子孫］が置かれた。それ
は聖徒たちの魂であり、永久に第三の光ダベイテの中に在り続ける」
（B36.2-6）。

セツの朽ちない世代とは聖徒たちの魂を指し、聖徒たちは救済に与ることのできる完全
な人間、完全なグノーシス主義者のことを指すと考えられる。これが何を意味するかとい
うと、まずはグノーシス主義の定義の第二「人間の内部に「神的火花」
「本来的自己」が存
在するという確信を有する」を思い出して欲しい。これは、自分たちの魂は真なる至高の
神に由来するものなので、その本来の出自に従って至高の神の下に帰昇し、最終的には救
われるという確信を持つということである。
セツの朽ちない世代は、聖徒たちつまりグノーシス主義者たちの魂、もしくはグノーシ
ス主義者たちそのものである。一方で、このセツの朽ちない世代（『ユダの福音書』）、セツ
の子孫（『ヨハネのアポクリュフォン』）は、完全なる真の人間アダマスが生み出したもの
である。さらにまた『ユダの福音書』では、このアダマス自身がアウトゲネースにより現
されている（47.21-48.2）
。そしてこのアウトゲネースは、至高神である大いなる見えざる
霊やバルベーローと共に在り、至高の三位一体を形成する存在である。つまり、セツの朽
ちない世代であるグノーシス主義者たちの魂は、遡れば至高の神である大いなる見えざる
霊に起源を求めることが出来るという主張であり、グノーシス主義の第二定義にまとめら
れた主張と同じ主張をここにも見ることが出来るのである。
結局のところ、
『ユダの福音書』48.21-50.21 にまとめられているアダマスの創造と、彼
によるセツの朽ちない世代の創造とは、グノーシス主義者たちの魂の本来の出自・起源の
主張であるとともに、彼らの救済が為されなければならないことの理由付けにもなってい
るのである。なぜならば、彼らグノーシス主義者の魂は至高神に由来する聖なるものなの
だから、本来在るべき場所へと回収される必要があるからである32。
このようにグノーシス主義思想における人間、特にグノーシス主義者の救済は、神話の
次元から要請される出来事である。つまりグノーシス主義思想において救済という出来事
は、予め起こることが定められている出来事である。
なおアダマスおよび彼によって創出されたセツの朽ちない世代は、大いなる見えざる霊

第Ⅱ写本では、
「さて、第三のアイオーンにはセツの子孫が置かれた。第三の輝く者ダ
ウェイタイの上には［聖］徒たちの魂が置かれた」
（Ⅱ9.14-18）とある。
32 『ヨハネのアポクリュフォン』では後に人間を創造するヤルダバオートは、ソフィアと
いう神的存在の過失によって生み出されたとされる（§26-28）
。ソフィアはヤルダバオ
ートを産み落としたことを悔い、救いを願う（§44）。その後ヤルダバオートは創造し
た人間の内に、母ソフィアから受け継いだ力、神的な光の力を注ぎこむ（§55）
。これ
はソフィアの力を彼女に取り戻させられるようにするため（§44）であるとされている。
ソフィアの欠乏の回復は人間の救済を介して行われる。

の存在する領域にある光の雲の中に存在している説明される（48.21‐49.6）。アダマスに
よるセツの朽ちない世代の創出の後、照明者ならびに天使たちの領域が整えられる（49.9
‐50.23）。これによって、大いなる見えざる霊、バルベーロー、アウトゲネース、アダマ
スなどが存在している領域が完成し、
『ユダの福音書』の創世神話は次の段階である下の領
域の形成へと移行する。

③下界の
下界の成立（
成立（50.2250.22-52.13）
52.13）
③-1. 天使エーレレート
天使エーレレートの
エーレレートの出現
下界の成立が書かれている部分の最初には、次のようにある。

そこに第一の人間がその朽ちない諸力とともに現れた。その世代とともに現れたアイ
オーンの中に、グノーシスの雲とエーレ｛レート｝と呼ばれる天使があった。
（『ユダの福音書』50.22-51.1）

そしてこの天使エーレレートは次のように願う。この願いによりさらなる天使たちが創
造され、下界の形成が進んでいくこととなる。

その後、[エーレレート]は言った。
「混沌と［陰府］を支配するために十二の天使がある
ように」。
（『ユダの福音書』51.5-7）

この上記引用文 51.5-7 の発言主体とグノーシスの雲から現れた天使の名前について、校
訂本の解釈には問題がある。
引用文（50.22-51.1）においてグノーシスの雲から現れた天使と、
「混沌と［陰府］を支
配するために十二の天使があるように」との発言は『エジプト人の福音書』の類似箇所33か
ら見て、私訳による上記引用文のようにエーレレートがその発言者であると考えることが
「五千年の後、大いなる光エーレレートは言った。
「誰かに混沌と陰府を支配させよう。」
Ⅲ.2.56.22-26、
「［しかし］五千年の後、大いなる［フォーステー］ル、エーレレートは
［言った］。
「誰かに混沌［と陰府］を［支配］させよう。」Ⅳ.2..68.5-10（『ナグ・ハマデ
ィ文書Ⅱ 福音書』p.153）。

33

自然であるように思われる。
しかし『ユダの福音書』の原文（特に 51.1-3）は破損が激しく、写本の左側の数文字し
か判別できない。その判別可能な文字は「!
! 」であり、
「EL」とは読めてもその先のイン
ク跡は判別し辛く、
「Eleleth」
（エーレレート）と続いているのかはここからだけでは判断
できないという問題が存在している34。
なおこの『エジプト人の福音書』の天使エーレレートを含むと思われる天使の一群が『ユ
ダの福音書』でも触れられていて、そこでは次のようにある。

すると大いなる天使、アウトゲネース、光の神が雲から現れた35。そして彼のために
他の四つの天使が別の雲から現れた。そして彼らはアウトゲネースの助け手となった。
（『ユダの福音書』47.18-25）

他方、
『エジプト人の福音書』には『ユダの福音書』では記載がないこの四人の天使たち
の名前、四人全員分が登場している。

彼らの伴侶が、神的なアウトゲネースのオグドアスの完成のために出た。
「恵み」が第
一の光アルモゼールに、
「知覚」が第二の光オロヤエールに、
「理解」が第三の光ダウィ
テに、
「思慮」が第四の光エーレレートに。
（『エジプト人の福音書』Ⅲ52.6-1436）

34

‘And the aeon that appeared with his generation, the one in whom are the cloud of
knowledge and the angel, is called El.‘（ The Gospel of Judas Critical Edition
pp.219-220）
。The Gospel of Judas Second Edition pp.45-46 における同一箇所の英訳
文も Critical Edition のものと同じ。
『原典ユダの福音書』p.58 においても「エル」との
み訳している。
他にも Karen L. King 2007 も p.118 l.12-14 における同一箇所の英訳で、
同じく「El」と訳する。荒井も『チャコス写本 グノーシスの変容』p.48 で、
「そして、
その世代とともに現れたアイオーン、その中にグノーシスの雲と天使があるものが「エ
ル」と呼ばれる」と訳している。

｢大いなる天使｣、｢アウトゲネース｣、｢光の神｣はそれぞれ男性・単数の名詞であり、同
格。
36 『ナグ・ハマディ文書Ⅱ
福音書』p.147。なおⅣ写本では「伴［侶］たちが、神的な
35

また同様のアウトゲネースの助け手としての四人の天使の記述は、
『ヨハネのアポクリュ
フォン』§23 にもあり37、これら類似箇所を見る限りでは『ユダの福音書』の四人の天使
の一人もエーレレートであると推測できる。
他方「El」を、Elohim を示すものと考えた場合38、この「El」が人間の創造などにも関
わってくるはずであるが、
『ユダの福音書』において人間創造の指揮を執るのはサクラスで
あり、この点からも「El」を、人間を創造する神「Elohim」と解することには無理がある。
こうしたことから、
「混沌と陰府とを支配するよう、十二の天使があるように」との発言
主体及びアイオーンの中に現れた天使は、エーレレートと考えた方が自然であり、筋が通
る。Critical Edition の現在私たちが見ている写本に「El」としか書かれていない理由は、
写本段階における誤記などのために変化しており、元来は「エーレレート」だったものが
略記されたものではないかと思われる39。さらには 51.4-52.17 における『ユダの福音書』
のアルコーン創造に関する記事と、
『エジプト人の福音書』のアルコーンの創造の記事に見
られる類似性もこの推測を支持するだろう。
結論としてはこの天使の名に関して、
『ユダの福音書』は元来「Eleleth」
（エーレレート）
を意図していたと考える方が妥当ではないかと思われる。

③-2. ネブローと
ネブローとサクラスの
サクラスの出現と
出現と「ソフィア神話
ソフィア神話」
神話」
そしてこのエーレレートの指示によって、さらなる天使たちが創造されていく。
エーレレートの言葉に答えて「ネブロー40」と「サクラス」という天使が同時に雲の中
アウトゲネース［の］オグド［アス］の［完］成のために［現れ］た。「［恵］み」が第
一のフォーステール、［アルモ］ゼールに、「知覚」が第［二の］フォーステール、オロ
ヤエールに、
［「理解」］が第三の［フォース］テール、ダウィテに、
「思慮」が第四の［フ
ォース］テール、［エーレレ］ートに」とある（『ナグ・ハマディ文書 』p.147-148）。
37 『ナグ・ハマディ文書Ⅰ
救済神話』pp.44-45。Ⅱ写本、ベルリン写本のいずれも多少、
名前の記述の差異はあれど、第四の存在に「エーレレート」を挙げている。Ⅲ写本では
第四の存在の名前は記述されていない。
38 『原典ユダの福音書』p.59 にある「EL」についての註※4 では、この語を Eloasis と呼
称されるセツ派文書の権威の象徴、もしくは『ヨハネのアポクリュフォン』に見られる
ユダヤ教で神を意味する語エロヒーム Elohim と同じであると推定している。
39 Critical Edition p.221 の『ユダの福音書』51.1 の註によると、通常固有名詞の上部に
引かれることが多い直線が「El」の部分で途切れていて、「El」というのがこの天使の
名前であると説明している。よって「エーレレート」という名前を『ユダの福音書』51.1
は提示していないと言う。ただしこの「El」は別な語の略記であるとも指摘している。
40 この天使はまた「ヤルダバオートと［呼ぶ］人々もいる。
」
（『ユダの福音書』51.15）と

から現われ、六人の天使を創造し、諸天において軍勢を受け取る。

すると見よ、天使が雲から現れた。その顔は火に満ち、その外見は血で汚れている。
その名はネブロー、
「反逆者」という意味に解釈される。別の者はヤルダバオートと呼ぶ。
また別の天使、サクラスが雲から現れた。ネブローとサクラスは六人の天使を創り、助
け手とした。そして彼らは天において十二の天使を生み出し、各々天の一部を受け取っ
た。
（『ユダの福音書』51.8-23）

これらのネブローやサクラスと呼ばれている天使たちは、アルコーン（「支配者」
）と呼
ばれる存在であり、グノーシス主義思想においては下位の劣った神、世界の創造者とされ
る。彼らは悪しき存在とされ、人間を支配しこの世界の中に留め置こうと、つまりは救済
を妨害しようと様々な手段を用いる。これらアルコーンの中でもヤルダバオート（『ユダの
福音書』では「ネブロー」の別名とされている（51.12-15）
）は、アルコーンたちの頭であ
るとされている。
『ヨハネのアポクリュフォン』などでは、このヤルダバオートはソフィアと呼ばれる至
高神の領域にある神的存在の過失により生じると説明される（『ヨハネのアポクリュフォ
ン』§26-28）。これら一連の出来事は、重要な位置を占めるソフィアという神格の名前を
用いて「ソフィア神話」と呼ばれている。『ヨハネのアポクリュフォン』などに見られる、
この世と人間の創造の起源を物語る「ソフィア神話」のあらすじは次の通りである。
至高の神の領域に存在する「アイオーン」と呼ばれる神格の一人であったソフィアは、
ある時自分の内から自身の影像を生み出したいと考えるようになる。しかしその考えは、
他のアイオーンなどの同意を得られるものではなかった。結果としてソフィアは単独で子
を生み出すが、その子どもの容貌はソフィアにも誰にも似ない異形の子であり、ソフィア
はその子どもを他のアイオーン達に見られないように光の雲の中に隠し、ヤルダバオート
と名付ける（『ヨハネのアポクリュフォン』§26-2841）。そしてこの異形の子ヤルダバオー
トが、世界と人間の創造を主導していくことになる。

ある。なおこの「ヤルダバオート」という名のアルコーンは、他のグノーシス主義神話
において創世の神の名前となっている。
41 §26（Ⅱ写本 9.25-10.19、Ⅲ写本 14.9-15.22、ベルリン写本 36.16-38.14）
。

このように『ヨハネのアポクリュフォン』などではこの「ソフィア神話」に関する記述
は詳細に語られているものの、
『ユダの福音書』でのネブロー（ヤルダバオート）の母であ
るソフィアへの言及は本文中で次に示す一箇所のみであり、さらにその箇所のコプト語本
文は損傷が激しい。

［穢れた］種族と堕落しがちなソフィア［…］死すべき人間を創り出した手［…］。
（『ユダの福音書』44.3-442）

この文章からは、ソフィアが何らかの形で人間の創造に関係していることは伺えるもの
の、ネブロー（ヤルダバオート）の誕生や人間創造への具体的な関与は『ヨハネのアポク
リュフォン』などとは違い、不明である。
なお上記の『ヨハネのアポクリュフォン』§26-28 の｢ソフィア神話｣に接続する箇所で
は、ソフィアの嘆きを聞き届けた「聖なる霊」が、ソフィアの嘆きと欠乏を回復するため
に手立てを打つ。思い上ったヤルダバオートに聖なる霊が自身の姿を示し、ヤルダバオー
トの思い上がりを正す。しかしヤルダバオートはそれを正しく認識せず、聖なる霊が現し
た姿に従って人間を創ることを決める（
『ヨハネのアポクリュフォン』§44-4743）。
つまりソフィアの願いによって我々人間が創造されるということであり、ソフィアがそ
の契機になったということである。このように｢ソフィア神話｣は、間接的ながらもソフィ
アと人間の創造には繋がりがあることを語っているのである。
以上の点から、上記の『ユダの福音書』44.3-4 の引用文に登場する「ソフィア」と「死
すべき人間を創りだした手」との語句の間に何らかの関係性を見出すことはそれほど強引
なことではないだろう。
『ユダの福音書』に「ソフィア神話」の明確な痕跡は見てとれない
が、少なくとも『ユダの福音書』ではソフィアとネブロー（ヤルダバオート）と人間の創
造の三者の間に何らかの関係性を持たせようとしていることは確かであろう。

pgenos ［etjox］m m'n tsoia 'nart ［…］tij 'ntatamie rwme ［'n］ntos。
tsoia（ソフィア）、 'nart（堕落する）
。
43 §44-47（Ⅱ写本 13.32-15.13、Ⅲ写本？-22.18、ベルリン写本 46.9-49.9）
。第Ⅲ写本は、
§39 の途中（18.26 以降）から§44（21.1）まで本文が失われている。Cf. 『ナグ・ハ
マディ文書 』p.65 左側の本文註の（Ⅲ）（3）参照。
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③-3. アルコーンの
アルコーンのリスト
そしてこのネブローとサクラスによって下界、つまり我々人間がいるこの世界の創造が
なされていく。ネブローとサクラスの誕生と彼らの助け手となる天使の軍勢の創造に続い
て、『ユダの福音書』は混沌と陰府を支配するアルコーンの名前のリストを提示する。
しかし、この『ユダの福音書』に保存されているアルコーンのリストには問題がある。
問題点とは他でもなく、他のグノーシス主義文書では善なる存在の代表である「セツ」お
よび「キリスト」の名が、支配者として拒絶されるべきアルコーンのリストに載っている
ことである。なおここまで考察してきた『ユダの福音書』で展開されているグノーシス主
義思想のうち、キリスト教的と呼べる要素がうかがえるのはこの箇所のみである。他の神
話の箇所では、キリスト教的な名詞などは見られない。
以下に『ユダの福音書』、
『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』の各ア
ルコーンのリストに挙げられているアルコーンの名前の対照表を示す。

1

『ユダの
ユダの福音書』
福音書』

『ヨハネの
ヨハネのアポクリュフォン
アポクリュフォン』
フォン』

『エジプト人
エジプト人の福音書』
福音書』

52.3-52.14

10.26-11.444

58.6-2245

ア ト ー ト 46 、 世 々 の も の

アト[
アト[ート]
ート]、人間たちの［大

たちが［…］と呼んでいる

いなる諸世］代から［…］

者である。

と呼ばれる者。

ハルマス、すなわち欲望の
ハルマス

ハルマス、
ハルマス ［すなわち火の

[セ]ツ、
キリストと呼ばれる者

2

ハルマトート、
ハルマトート、［…］

3

ガリラ

カリラ・
カリラ・オイムブリ47

[ガリラ]
ガリラ]

4

ヨーベール

イアベール48

ヨーベール

アドーナイウー49、すなわち

5

アドーナイオス

[ア]ドーナイオス、またそ
ドーナイオス

サバオートと呼ばれる者。

の名を[サ]バオート

［目のこと］である

目］

『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.54-56。NHCⅡ.1 の写本のもの。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.154-155。NHCⅢ.2 の写本のもの。Ⅳ写本のも
のは欠損している。Cf.『ナグ・ハマディ文書 』pp.154-155。特に p.155 の註（Ⅳ）
（1）
参照。
46 NHC.Ⅲ.1 写本では「ハオート」
、ベルリン写本では「ヤオート」
。
47 NHCⅢ.１写本、ベルリン写本では「ガリラ」
。
48 NHCⅢ.１写本、ベルリン写本では「イョーベール」
。
49 NHCⅢ.１写本、ベルリン写本では「アドーナイオス」
。
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6

（記述なし）

カイン、すなわち世々の人
カイン

[カイン]
カイン] 、人間たち［の大

間たちが［太陽］と呼ぶ者

いなる諸世代から］太陽と

50

呼［ばれる者］

7

（記述なし）

アベル51

[アベル]
アベル]

8

（記述なし）

アブリセネ52

アキレッシナ

9

（記述なし）

イョーベール

[ユベール]
ユベール]

10

（記述なし）

アルム・
アルム・ピエエール53

ハルムピアエール

11

（記述なし）

メルケイル・
メルケイル・アドーネイン
アル[
アル[キル・
キル・アドーニン]
アドーニン]
54

12

（記述なし）

ベリアス

［ベリアス
ベリアス］
アス］

このリストの中で特に注目すべきは、セツとキリストという固有名詞が登場しているリ
ストの一番目の部分である。
この箇所のコプト語原文の復元は、
「p0orpÈ ［pe s］ pete0aun ou［te erof］je
pe'"'s」
（「第一が［セ］ツ、キリストと呼ばれるもの」52.4-6）となっている##。Critical Edition
の Meyer らの復元では、
［s］~（Seth）となっているものの、先にも触れたようにアル
コーンのリストのなかにセツやキリストが出てくる点は、『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』のリストから見ても不自然である56。実際、この両者の保持する
リストの中には「キリスト」はおろか「セツ」という記述すらない。
この点に関して Turner は、
［s］~（S'eth）と復元されている部分を［a］~（Ath'eth：
アテート）と復元する案を提案している57。この案に従えば『ユダの福音書』のアルコー

NHCⅢ.1 写本、ベルリン写本では「サバオート」
。
NHCⅢ.1 写本では「カイナン・カミン」
、ベルリン写本では「カイナンとカエー、すな
わちカインと呼ばれる者」
。
52 NHCⅢ.1 写本では「アビレッシア」
、ベルリン写本では「アビレッシネ」
。
53 NHCⅢ.1 写本では「アルムピアエール」
、ベルリン写本では「ハルムピアエール」。
54 NHCⅢ.1 写本、ベルリン写本では、
「アドーニン」。
55 ここに示した日本語訳は『原典 ユダの福音書』p.61 のもの。
56 Turner、J.ファン・デル・フリートもこの点を指摘している。Turner, 2006 p.204、J.
ファン・デル・フリート、2007 pp.133-142。
57 Turner, 2006 p.204。a%(Athoth)ではないのは、
［&］~と復元されている部分の~ の
部分は % とは読めず、~ としか読めないため。Kasser, 2007, p.223 のこの箇所の注も参
照。
50

51

ンのリストの第一の存在は、
『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』に見ら
れる「アトート Ath'oth」の別形と考えられる。
また、J.ファン・デル・フリートはセツの混入を次のように説明する。まず復元本文で
セツの別名として挙げられている pe'"'&#'をコプト語冠詞 pe と固有名詞'"'& に分け、その内
の'"'& を、牡牛座を示すギリシア語からの借用語'"'r'i'o's（khrios）の短縮形と考える。この"'&
を'"'(')'&'*'+'&（khristos:キリスト）と間違えた者がいて、
「キリスト」がアルコーンである「Ath
－

－

oth」と結び付けられたために、「Athoth」をさらに「Seth」(［s］~)に変えたという過
程を想定する#9。Turner は'"'& を「善なる者 The Good-One」を意味する'"'(''&'*'+'&（ギリシ
ア語 χρηστÈος）の短縮形と考える。
なお第二のアルコーン「ハルマトート'x'a'r'm'a''%'」に着目して、第一のアルコーンの名
前の場所に「セツ」が入った結果、本来第一のアルコーンとして記載されるはずのアトー
ト（「Ath'oth」）が追いやられ、第二のアルコーン、ハルマス（
「Harmas」）と融合し、
「ハ
ルマトート」になったとする Meyer の説60や、ギリシア神話の神ヘルメスとエジプト神話
の神トート（Th'oth）と融合したとする Gathercole の説61などが存在している。
ただし、いずれの場合にしても[s]~と復元されている箇所は欠損しているため正確な
読みを断定することは現状不可能である。
さまざまな復元案があり得るが、このリストに名前が記載されているのは世界･人間を支
配する悪霊的性格を持つアルコーンの名前である。この点からすれば、'"'& を'"'(')'&'*'+'&
（khristos:キリスト）と解釈する Critical Edition は誤りだと言える。キリスト教グノー
シス主義思想においてこれらアルコーンの支配を解消するためにこの世界に遣わされてい
る存在がキリストであり、またセツ派グノーシス主義ではセツが救世主として地上に派遣
されることがあるからである。
もう一点、『ユダの福音書』の中で唯一ここでしか登場しない「'"'&」を、わざわざ「キ
リスト」と解釈する無理も免れることが出来る。と言うのも、
『ユダの福音書』においてイ
エスは「主」、「師」などとの尊称で呼ばれることはあってもキリストと呼ばれることは無
い。キリストという名詞も ――Critical Edition の解釈に従った場合―― この箇所にしか
pe'"'& の上部にあるバーは固有名詞を表すインデントであり、長音記号ではない。
「クリオス'"'r'i'o's」、
「ハルマトート'x'a'r'm'a''%'」なども同じ。
59 J.ファン･デル･フリート 2007 pp.140-141。
60 Mayer, 2008 pp.50-51。
61 Gathercole, 2007 pp.99-100。
58

登場しない。そればかりか、さらにこのキリストという尊称はイエスではなく、セツに結
び付けられている。イエスとセツの直接的な繋がりをうかがわせる記述は福音書内に存在
しておらず、イエスとセツの関係も不明である。こうしたことから、'"'& を「キリスト」を
示す略記だとする解釈も排除されるべきであろう。
妥当な解釈は最初の「［s］~」を「Athoth」であると考え、ファン・デル・フリートに
従って'"'& を、牡牛座を意味するギリシア語からの借用語'"'r'i'o's（khrios）の短縮形と考え
ることだろうと思われる。
つまり全体としては、
「牡羊と呼ばれるアトート」と解釈することである。これならば他
の文書にあるアルコーンのリストとの整合性も取れる。第二のアルコーンが「ハルマトー
ト'x'a'r'm'a''%'」とハルマスとアトートが融合した形になっているのは、'"'& を「キリスト」
と間違って解釈した人間によってリストが変更され、その結果第一のアルコーンのリスト
から追い出された形になったアトートが第二のアルコーンのハルマスと合わさって記述さ
れるようになったのではないかという Meyer の説が説得力を持つだろう。故に第二のアル
コーンの名前は、元々はハルマスと記述されていたと推定される。
以上の考察を基にすると、
『ユダの福音書』のアルコーンのリストは、次のように復元さ
れる。

A
[五人の]天使。
最初は、「牡羊」と呼ばれるアトート。
[二番]目は、ハルマス。 […

]

[三番]目は、ガリラ。
四番目は、イョーベール。
五番目は、アドーナイオス。
（『ユダの福音書』52.4-11）

『ユダの福音書』で紹介される五人の天使は、
「これらが陰府を、また第一に混沌を支配
する五人である。」
（52.11-13）、と紹介されている62。故にここで紹介されている五人の天
62

『ヨハネのアポクリュフォン』§33 に類似記事。
「そして彼は、七人の王たちが天を支配し、五人の王たちが奈落界の混沌の上に支配す

使の名前は、すべて人間の敵であるアルコーンの名前であると解釈する方が自然である。
しかしながら、最初のアルコーンの名前が｢セツ、キリストと呼ばれる者｣との解釈が成
立し得る他の考え方もあるように思われる。
例えば『ユダの福音書』編纂の際、著者がリストをキリスト教の教えに少しでも近づけ
る、もしくは整合性を取るために後付けとして｢キリスト｣の名を導入したとも考えられる。
「セツ」と「キリスト」の名前の強引な導入と、それに伴い押し出された第一のアルコー
ン「アトート」の第二のアルコーンの場所へと移動と融合。これらが起こった結果、現在
我々が見るような『ユダの福音書』の独特のアルコーンのリストが形成されたとも考えら
れるのである。
実際『ヨハネのアポクリュフォン』は複数の写本が発見されているが、その本文に徐々
にキリスト教の要素が取り込まれていく過程を見ることが可能である。また現在の『ユダ
の福音書』は何回かの編集段階を経ていると考えられること63も、この想定を後押しする
だろう。
つまり元来は先に推定復元した A の形だったものが、編集のどこかの段階で｢キリスト｣
と「セツ」の名前が挿入されて A’になったとも考えられる。そしてその結果として現在の
形（A’）に変化したアルコーンのリストを、我々が見ていると推測することは可能である。

ることを決めた」（ベルリン写本 41.12-15）
。
「そして彼は七人の王たちが天を支配し、五人の王が混沌と奈落界の上に支配すること
に定めた」
（Ⅲ写本 17.17-20）。
「そして彼は七人の王たちを ―天の蒼穹に応じて一人ずつ― 第七の天まで立て、
また、
五人を冥界の深淵の上に立てて、支配させることにした」（Ⅱ写本 11.4-7）
。
以上すべて『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』p.58 より。
63 例えば、
『ユダの福音書』では「十三番目」という序数詞が本文中に 46.20 と 55.11 の
2 度登場するが、その「十三番目」の書き方が同一写本中でありながら異なっている。
46.20 では「' ' ' '」となっているが、55.11 になると「 ' '  」とな
っている。
『ユダの福音書』は、元来他のグノーシス主義文書同様に、ギリシア語で書かれてい
たものがコプト語に翻訳されたものだと考えられている。これを踏まえると、はじめの
ギリシア語版ではギリシア語風に「'」によって「十三」を示していたものが、写本の
段階でギリシア語表記からコプト語表記への変更があり「 」と書かれるように
なったのではないかと推測される。よってこの表記方法のブレは、現在の『ユダの福音
書』の複数段階の編纂過程をうかがわせるものだと考えられる。
また筒井賢治は、
『ユダの福音書』
の正反対とも言えるユダの人物像の二義性などから、
福音書成立までの複雑な編纂過程を想定している。筒井 2009 pp.11-18。

A

A’

[五人の]天使。

[五人の]天使。

最初は、「牡羊」と呼ばれるアトート。

最初は、「キリスト」と呼ばれるセツ。

[二番]目は、ハルマス。 […

[二番]目は、ハルマトート。 […

]

[三番]目は、ガリラ。

[三番]目は、ガリラ。

四番目は、イョーベール。

四番目は、イョーベール。

五番目は、アドーナイオス。

五番目は、アドーナイオス。

]

現状ではここに示した解釈も仮説の一つに過ぎず、
『ユダの福音書』のアルコーンのリス
トについての明確な回答を示すことは不可能である。しかしここでの目的は、アルコーン
のリストの正確な復元ではない。目的は、何故他のグノーシス主義文書とは異なったアル
コーンのリストが『ユダの福音書』には見られるのかを考察することである。この点に関
しては、先に指摘したように後世の「セツ」
「キリスト」の名前の強引な挿入による変更で
あろうと推測できる。
他方『ユダの福音書』のアルコーンのリストは、そのもともとの形は他の文書と同様で
あった可能性も確認できた。そして現状では、この『ユダの福音書』は他のグノーシス主
義文書（『ヨハネのアポクリュフォン』や『エジプト人の福音』など）とほぼ同じ思想を受
け継いでいるという点が重要である。

④人間の
人間の創造（
創造（52.14‐
52.14‐53.7）
53.7）
これらアルコーンの紹介が終了すると、
『ユダの福音書』は人間の創造の場面に移る。人
間の創造において主導的な役目を果たすのは、天使ネブローの助け手である天使サクラス
である。
サクラスは次のように提案する。

人間を似姿と像に従って創ろう。
（『ユダの福音書』52.16-1764）
64

marn tamio nourome ［ka］ta pine auw kata ikwn 。
pine「似像」
、ikwn「像」。

これは旧約聖書『創世記』1.26-27 にあるアダムの創造における創造神の言葉をグノー
シス主義的に引用したものと考えられる。類似の表現は、アダマスによるセツの朽ちない
世代の創造の場面でも用いられている。

そして[…][…

]像[…

]そしてこの天使（アウトゲネース）の似姿に従って、

彼（アダマス）はセツの朽ちない世代を現した。
（『ユダの福音書』49.1-665）

このようにサクラスが、アダマスによるセツの朽ちない世代の創造と類似した言い回し
を用いて人間――天的人間アダマスに対する存在としての地上の物質的人間―― を創造
していることは注目に値する。ここからはサクラスの行為は先にアダマスが行った行為の
模倣、劣った行為であるという主張が暗に示されていること、ならびにセツの朽ちない世
代であるグノーシス主義者と非グノーシス主義者たちはその起源から異なっているという
選民思想的なグノーシス主義者たちの優越性の表明をうかがうことが出来る。
グノーシス主義では『旧約聖書』の創造神は劣った下位の神とされていることから、下
位の神サクラスの行いは、より上位の存在アダマスの行為の模倣でしかないと捉えられて
いると考えられる66。他のグノーシス主義文書でのヤルダバオートらによる人間の創造は
最初失敗に終わり、形は出来上がったものの自力で立ち上がることすらできない紛い物が
出来上がる（『ヨハネのアポクリュフォン』§5467）。しかしその後、
『旧約聖書』の人間の
創造のようにヤルダバオートが気息を人間に吹き込むと人間は立ち上がれるようになる
（『ヨハネのアポクリュフォン』§5568）。ここには、ヤルダバオートらアルコーンによる
人間の創造は、正統な行為ではなく劣った模倣行為であり、彼らに創造された人間の肉体
は否定すべきであるとの考えを見ることが出来る。
また『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』では、上の世界からの真の
括弧内は著者による補い。
グノーシス主義には、この様なプラトニズムの影響を見ることが可能である。グノーシ
ス主義ではプラトニズムのように下位世界の出来事を上位世界の影、摸倣であると見る。
67 Ⅱ.19.2-15、Ⅲ.3.14-19、ベルリン写本 50.15-51.1。
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ救済神話』
pp.86-87。
68 Ⅱ.19.15-33、Ⅲ.23.19-24.14、ベルリン写本 51.1-52.2。
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ救済神
話』pp.87-88。
65
66

人間の啓示によって、それを見たアルコーンたちが「来なさい。われわれは神の像に従っ
て、また、われわれの外見に従って人間を創ろう」69と述べている。
『ユダの福音書』では、
この『ヨハネのアポクリュフォン』、
『エジプト人の福音書』などに見られる上方の世界か
らの下方世界への「真の人間」の啓示は見られず、さらに『ユダの福音書』では人間創造
の役目を下位の神の位置付けである天使サクラスが担っているなど、
『ユダの福音書』の人
間創造の記事と他の文書との差異が見られる。
これら人間の創造の記事に続いて、
『創世記』の流れに沿うように『ユダの福音書』は進
み、アダムと彼の伴侶であるエバのことが語られる。

そして彼らはアダムと、彼の女性であるエバ ――彼らは彼女を雲の中でゾーエー
（「命」
）と呼ぶ―― を創った。というのも、全ての世代はこの名によって彼（アダム）
を求めるからである。そして彼ら（全ての世代）の各々は彼女（エバ）をこれらの名で
呼ぶのである。
（『ユダの福音書』52.18-2570）

以上のように『ユダの福音書』では、基本的に『旧約聖書』の『創世記』を基にしなが
らも、それに独自の解釈を加えて人間の創造の様子を描き出している。ただし『ユダの福
音書』の創世記はこのアダムとエバの創造で終わっているため、その後の展開は本文から
『ヨハネのアポクリュフォン』Ⅱ.1.15 より引用。
NHCⅢ.1.22 では「われわれは神の像に従って、また、その外見に従って[人間を創ろ]
う」。
ベルリン写本 48 では、
「われわれは神の像と外見に従って人間を創ろう」
『ナグ･ハマデ
ィ文書Ⅰ 救済神話』p.72。『エジプト人の福音書』NHCⅢ.59 でも、上部世界からの下
への啓示によって人間（「第一の被造物」とされる）が創造される。別写本 NHCⅣ.2 の
並行箇所は欠損していて不明である。
70 'ntoou de auplassa n'a'd'a'm auw tefs'x'ime 'e'u'x'a e.au moute de eros
x'n txpe je '/'w' 'x'raei gar x'm peeiran ere 'ngenea trou .ine 'nswf0
auw poua poua 'mmoou semoute eros 'nneuran0
括弧内は著者による補い。なおイヴについて「アダムと彼の女性」とした箇所を、J.
ファン・デル・フリート 2007 p.97 では「アダムとその妻」と訳している。カッセル他
『原典 ユダの福音書』p.63 でも「アダムとその妻」となっている。私訳では、tefs'x'ime
（tef・shine）を直訳し、
「彼の女性」とした。また、「ゾーエー（命）
」とした語'/'w'
は、ギリシア語女性名詞 ζωή を借用したものであり、「命」を意味する。ここではこの
名詞が擬人化され、イヴ'e'u'x'a と等置されている。このイヴとゾーエーの等置は『この世
の起源について』NHCⅡ.5,115.31-116.8 にも見られる。
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は分からないが、人間全体の歴史の始まりを『創世記』と同じくアダムとエバの二人に求
めていることから考えると、その後の人類史の展開も『創世記』と同じような筋道で進む
と思われる。
『ユダの福音書』の人間の創造はこのアダムとエバの創造の部分で終わり、人間を含む
すべての被造物の運命についての話にシフトする。
これら人間を含めた創造物の運命について、イエスは次のように述べる。

イエスは言った。
「本当にあなたがたに言うが、これらすべての上に星々が完成するの
である。そしてサクラスが自分のために定められた時間を終えると、その第一の星が諸
世代とともにやって来る。そして彼らは、言われたことを完成するのだ。そして彼らは
私の名によって姦淫し、自分たちの子を殺し、
【55】彼らは［･･･］だろう。悪しき［… ］。
［…

］
。自らをサクラスに示した彼らの世代を運ぶアイオーン［… ］。そして

その後［… ］が［…］からイスラエル（？）の十二部族を運んでくる。そしてサクラ
スに奉仕する全ての世代は、再び私の名において罪を犯すであろう71。(中略)というのも、
この六つの星は五人の戦士達とともに彷徨っており、そしてこれらすべては彼らの被造
物とともに滅びるだろうからである」。
（『ユダの福音書』54.16-55.2072）
71

【55】から「罪を犯すであろう」までは、Gregor Wurst によって新しく復元された部
分であり、Critical Edition では復元・翻訳されていなかった部分である。以下に復元箇
所のコプト語本文を示す。
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「彼らは私の名によって姦淫し、」と訳した部分を、J.ファン･デル･フリート 2007 p.98
では、
「彼らは私の名によって不品行をし」と訳している。この部分の原文である
senaporneue（se・na・porneue）の porneue（porneue）はギリシア語 πορνεÈυω（姦
淫する）からの借用語なので、ここではそのまま訳した。
『原典 ユダの福音書』p.67 で
は「姦淫する」である。Critical Edition p.227 の英訳文は「fornicate」(姦淫する)。

このイエスの発言からは、サクラスたちアルコーンだけではなく彼らによって創造され
たすべてのものは既に運命が決定されていて、最終的には滅ぼされることがうかがえる。
そしてその運命の時の到来は、星によって知らされることも示されている。
このような星による運命論は、グノーシス主義にしばしば見られる。この運命による人
間の支配は、多くの場合ネブローやサクラス、十二人の天使たちに代表されるアルコーン
たちによって人間をこの世界に留め置くために為されるものであるとされている。アルコ
ーンは、グノーシス主義においては星辰と同一視されることが多い。運命や宿命と呼ばれ
る働きによって人間を縛る行為は、元来この星辰、つまり星に割り当てられていたもので
ある73。先に取り上げた『ユダの福音書』のアルコーンのリストに載っている五人のアル
コーンは、それぞれが黄道十二宮に対応した星辰的アルコーンであると解される74。
『ユダの福音書』において語られる人間及びすべての被造物に定められている運命とは、
滅びである。こうした世界の滅びについては、『この世の起源について』NHC.Ⅱ.5§142
‐148 にも記述がある。

[世の]終りの前には、この場所全体が[大い]なる地震によって揺り動かされるであろ
う。そのとき、アルコーンたちは[彼らの]死を[絶叫しながら]嘆くことになるであろう。
天使たちは彼らの人間たちのために嘆くことであろう。悪霊たちは彼らの時のために泣
くであろう。彼らの人間たちは彼らの死を嘆き、泣き叫ぶであろう。
その時、この世は始めるであろう。そして彼らは動揺するであろう。彼らの王たちは
炎の剣に酩酊するであろう。彼らは互いの間で戦争を引き起こすであろう。その結果、
地は流される血によって酔いしれるであろう。もろもろの海もその戦争によって鳴りど
よめくであろう。
（『この世の起源について』§142-14375）

73古代の宇宙論においては、この星辰という存在は神聖な存在と考えられていた。これら

は天体の運行により、人間にその採るべき道を示すものとされていた。これは、占星術
によって人間に伝えられるものである。しかし、グノーシス主義思想ではこの星辰から
神聖さを剥奪し、悪霊的アルコーンと同一視することで、これを拒否する。グノーシス
主義と古代宇宙論に関して詳しくは、柴田 1982 を参照のこと。
74『ナグ･ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.54-57、
『ヨハネのアポクリュフォン』§31 につ
いての解説参照。
75 『この世の起源について』§142-148、
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.202-204。

しかしながら、
『ユダの福音書』でイエスが語ることによれば、滅びる運命にあるとされ
ている人間にはその存在のあり様によって異なる運命が用意されているようである。
次は人間の存在のあり方、その異なる運命について『ユダの福音書』が伝えていること
を考察する。

2-2. 人間論
『ユダの福音書』でイエスが人間という存在について語っている箇所は 36.11-37.16、
43.12-44.14、45.12-46.4、53.8-54.12 である。
最初に考察するのは、福音書序盤の 36.11-37.16 でのイエスの発言である。

このことがあった明くる日、イエスが弟子たちに近づくと、彼らは言った。
「師よ、去
って行った時、どこに行っていたのですか」
。
イエスは彼らに言った。
「私は偉大にして聖なる他の世代のもとへ行っていたのだ」
。
弟子たちは彼に言った、
「師よ、我々より優れ、聖なる、そして今や諸アイオーンに居
ない偉大な世代とはなんですか」。
そしてイエスはこれらのことを聞くと、笑って言った。
「なぜあなた方は強く、聖なる
世代についてあなた方の心で考えているのか。あなた方に言う、このアイオーンに生ま
れた世代の誰もその世代を見ることはない。そして星々の天使のいかなる軍勢もその世
代の上に支配することはない。また死すべき人間に生まれたどの人々も（その世代と）
共に行くことはできない。その世代は、[… ]に由来していない。[しかし]あなた方の
間の人間の世代は、人類の世代に由来しているからである。…力[…

]力[…

]

あなた方が支配する」。
弟子たちはこれを聞くと、それぞれが魂において動揺した。彼らは言葉を見つけられ
なかった。
（『ユダの福音書』36.11-37.16）

この箇所では弟子たちから質問を受けたイエスが、「偉大にして聖なる他の世代」
（36.16-17）の所へ行っていたと答える。そしてこの世代は、
「星々の天使のいかなる軍勢

もその世代の上に支配することはない。また死すべき人間に生まれたどの人々も（その世
代と）共に行くことはできない76」
（37.4-6）世代であると言われる。この世代はアダマス
が現したセツの朽ちない世代と同じものであり、恐らくこの福音書の読者であるグノーシ
ス主義者が自己の理想型として考えるべきものである77。
一方、この世代に属さないものとして「人間の世代78」
（37.10-11）が存在することが語
られる。この世代は、非グノーシス主義者が属する世代である。
『ユダの福音書』ではグノ
ーシス主義者と非グノーシス主義者が対置されていることから、セツの朽ちない世代に属
し救済される存在がグノーシス主義者であるのならば、非グノーシス主義者はセツの朽ち
ない世代には含まれない「死すべき人間に生まれた人々」の世代、つまり人間の世代に属
すと解すべきである。この世代に属する人間は聖なる世代を知ることは出来ず、また真の
イエスを知ることも出来ない79。つまりこの世についての高次の認識（グノーシス）をえ
ることを得ることが出来ず、また聖なる世代の人間とは異なり、完全な救済には与れない。
『ユダの福音書』では、イエスの弟子たちは｢[しかし]あなた方の間の人間の世代は、人
類の世代に由来しているからである｣(37.10-13)と言われており、ユダを除く弟子たちはこ
の人間の世代に属するとされている。つまりイエスの弟子たちは、この福音書の著者にと
っては特別な敬意を持って接すべき存在ではなく、その他大勢の非グノーシス主義者たち
と同じ存在でしかないということであろう。事実、弟子たちはイエスを知らず、誤った教
えを広め人々を惑わせているとイエスに痛烈に非難されている（39.6-40.26）。
このように『ユダの福音書』では、人間には二種類の人間が存在することを前提とし、
両者の間には厳然とした区分が存在することが語られている。
また「セツの朽ちない世代」・「聖なる世代」と「人間の世代」という二種類の人間は、
この世界での在り様のみならず、その死後の運命についても異なっている。それが語られ
ているのが、43.12-44.14 のユダとイエスの対話部分である。
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77 Einer Thomassen 2008 p.169。
78 ［･･･tge］nea nnrwme（
［･･･t・ge］nea「世代」 n・n・r'ome「人間（pl.）の」）
。
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「あなた方に言う、あなた方の中のどの人間の世代も私を知
ることはないだろう」。
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イエスは言った。
「どのような人間の世代も、その魂は死ぬであろう。しかし、これら
（「聖なる世代」の魂）はと言えば、王国での時を終え、魂が彼らから分かれる時に、一
方で彼らの肉体は死ぬが、彼らの魂は生かされ、上方へと運ばれるであろう」。
（『ユダの福音書』43.14-2380）

このイエスの発言から分かることは、次の三点である。一点目は、人間の世代に属する
人々の魂は肉体の死とともに滅びるということ。二点目は、聖なる世代の魂は、肉体の死
に際してその肉体を離れ、上方、つまり肉体の属するこの世界を超えた、大いなる見えざ
る霊の領域にまで上昇するということ。三点目は、死に際して魂が上昇しない人間の世代
は救済されないということである。
グノーシス主義思想における人間の肉体は、この世界を創造した劣った神により創造さ
れた、誤った、そして劣ったものであると解される。他方でグノーシス主義者の魂は、真
の神である大いなる見えざる霊に由来する。故に、グノーシス主義者の魂は劣った神の創
造物である肉体の内に閉じ込められている状態にあると理解される81。つまりその肉体に
よる魂の束縛からの解放が、グノーシス主義者にとっての救済になる。よって魂が肉体を
離れて上昇することがない人間の世代は、救済される望みがないと言うことである。
このように人間の世代に属する人間には救済の可能性がない。人間の世代に属する人間
について、イエスは他の箇所で次のような説明をユダにしている。

イエスは言った。
「岩の上に蒔いて実を得ることは不可能である。またこのようにして、
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括弧内は著者の補足。 また、「王国の時」と訳した箇所（mpeouoei. 'ntmntero）を
J.ファン･デル･フリート 2007 p.92 では、
「支配の時」と訳しているが、mntero は「王
国」を意味する語である。なお、'p'n'a（pna）は Meyer らの復元に従い、pneuma（ギリ
シア語：πνευμα）の短縮形として訳した。Critical Edition p.345、 Index 中の
[pneuma]の箇所参照。
81 グノーシス主義において肉体は、
「[彼らは彼を]死の影の中へ[連れ込んだ]。彼らは再び
また別のこしらえ物を、土と水と火と風から造り出した。とはすなわち、物質、暗闇、
欲望、および反逆の霊から。これこと、鎖、身体のこしらえ物（にとって）の墓であり、
人間の上に着せ付けられて、物質への鎖となったものである」（ベルリン写本 55.2‐3）
と言われている。
『ヨハネのアポクリュフォン』§58（Ⅱ26.14‐24、Ⅲ.21.4‐13）
。
『ナ
グ・ハマディ文書 』pp.92-93。
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堕落しがちなソフィアと［穢れた］種族の［･･･］死すべき人間を創り出した手［･･･］、
彼らの魂が上なるアイオーンへと向かうことは［不可能である］」
。
（『ユダの福音書』43.26-44.782）

この箇所の Critical Edition の解釈には、若干問題があるように思われる。先にその問
題点を考察してから、人間の世代についての考察に戻りたい。以下に Critical Edition と
『原典 ユダの福音書』における 43.26-44.7 の部分の訳文を示す。

[汚れた]世代[…]もまた[この]ようであり[…]また堕落しがちなソフィア[…]死を免れ
ない人々を創造した手、彼らの魂が天上にある永遠の御国へと昇っていくために。
（『原典 ユダの福音書』p.44, 2-3）

This is also the way […]of the [defiled] race and corruptible Wisdom […]the hand
that has created mortal people, and their souls go up to the aeons on high.
（The Gospel of Judas Critical Edition p.207, 2-783）

上記の Critical Edition などの訳文では、この箇所で言及されている人間たちの魂が上
昇可能であるとされている。しかし他の研究者からは、異なる読みがなされている。それ
らによると彼らの魂の上昇の可能性は否定される。以下に例としてファン・デル・フリー
ト、J. D. Turner による訳文を挙げる。

ソフィア

またこのようにして、死すべき人間をつくった手〔……〕朽ちる知恵と汚れた種族の
〔…にとって〕その魂が上なるアイオーンへと向かうことは〔不可能です〕
。
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本文で触れた箇所は、nteneu7u" ［b］~wk e'x'rai enaiwn etx'i である。
「行く、向かう」
を意味する語は［b］~wk と想定・復元された語だが、この動詞の前に否定辞を入れるべ
きである。
83 なお、The Gospel of Judas Second Edition 2008 においても、該当箇所の英訳文に変
更はなく、The Gospel of Judas Critical Edition 2007 のものと同じである。The Gospel
of Judas Second Edition p.39, l.4-6 を参照。
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（ファン・デル・フリート 2007 p.92, 17- p.93,2）

Therefore in the same way it is [impossible for] the [defiled] generations for
perishable wisdom [and for] the hand that created mortal people, that their souls
ascend to the eternal aeons above.（J. D. Turner 2008 p.232, 36-39）

確かに Critical Edition p.207 の該当箇所の掲載されているコプト語本文には、否定辞は
確認できない。故に確認できる部分のみを訳出すれば、Critical Edition のような魂の上昇
が可能であるとの訳は問題がないように思われる。
しかし他の記事との繋がりを考えた時、汚れた種族の魂が上方のアイオーンへと昇るこ
とは考えられない。少し先に引用した部分（『ユダの福音書』43.14-23）では、セツの朽ち
ない種族の魂は肉体の死後に救済されるが、人間の世代の魂は救済されないということが
述べられている。この最終的な運命の相違は、創造された時にそれぞれに与えられた霊が
異なることに起因することがイエスによって語られる。

イエスは言った。
「このようにして神はミカエルに、彼ら（人間の世代）に仕えるため
に婚資として人間の霊を与えるよう命じたのである。しかし大いなる者は、ガブリエル
に支配者のない大いなる世代に霊を与えるように命じたのである。魂と霊を」。
（『ユダの福音書』53.18-25）

上記引用文に見るように、この二種類の人間はその存在の根幹である魂の出自からして
異なっている。人間の世代はその魂からして大いなる見えざる霊に由来することは無く、
救済される望みは無いという理解をこの福音書の著者はしているように思われる。故にセ
ツの朽ちない世代に属さない人々、つまり人間の世代に属する人間の魂は上昇することが
ないと理解するべきである。
『ユダの福音書』における人間論に関して、もう一つ言及しておきたい点がある。それ
は「ソフィア」への言及である。
『ユダの福音書』本文中では言及は一か所しかないが、こ
の福音書はいわゆるソフィア神話を前提としていると思われる。ソフィア神話については
先に述べたことでもあるので、ここでは繰り返さない。魂がソフィア、ひいては至高神に
由来する聖なるものであるが故に、
グノーシス主義者は救済される。
しかしそれ以外の人々、

非グノーシス主義者はこの聖なるものを持たないヤルダバオートによって創造された「汚
れた種族」であり、救済されることはない。そして「［汚れた］種族と堕落しがちなソフィ
ア［…］死すべき人間を創りだした手」
（44.3-6）と言われる時、
「［汚れた］種族」とは非
グノーシス主義者を、
「堕落しがちなソフィア」は「ソフィア神話」におけるソフィアの過
失を、
「死すべき人間を創りだした手」はヤルダバオートらによる人間の創造を指している
と考えられる。
以上のような『ユダの福音書』における人間の捉え方――1）人間には二種類の人間（グ
ノーシス主義者と非グノーシス主義者）が存在する、2）グノーシス主義者の魂は死後上
昇し救済されるが、非グノーシス主義者の魂は死後上昇せず救済されない――を前提とす
れば、Critical Edition の「その他の人々」つまり｢［汚れた］種族｣の魂の上昇、つまりは
救済が可能であるとする現状の訳は明らかに不適当である。
なお、Critical Edition p.207 の該当箇所に示されている復元されたコプト語原文には、
「不可能である」や「できない」と訳せるような語は見えないが、欠損部分にそれを指す
語がある可能性は高いと思われる。もし魂の上昇の可能性を否定するための語句が見られ
ないとすれば、それはこの部分のコプト語原文が壊れていると考えるべきである。この箇
所では人間の世代に属する者たちは「実のならない種」であり、上なるアイオーンのもと
へは向かえない、つまり救済に与ることが不可能であることが示されていると考えなけれ
ば、『ユダの福音書』の人間論が首尾一貫しないものになってしまう。
また人間の世代に人間の霊を与えるようミカエルに命じたのは、
「神」であると言われて
いる。この神はイエスの神、つまり大いなる見えざる霊を指しているのではなく、人間と
この世の創造者であるサクラスを指していると考えるべきであろう。さらにこの神は、
「ア
ダムおよび彼とともにいる人々にグノーシスを与えるようにした」（54.8-10）と言われ、
それは「混沌と陰府の王が彼らの上に支配しないようにするため」
（54.10-12）であったと
言われる。しかしこのグノーシスは、
「聖なる世代」の有するグノーシスとは対比されてい
る下位の認識（グノーシス）である。人間の世代のグノーシスが聖なる世代のものと等し
いのならば、彼らも救済されなければならないが、彼らは「彼らの魂が上なるアイオーン
へと向かうことは［不可能である］。
」と言われており、同じグノーシスではないことがう
かがえる。この高次の認識と下位の認識の対置は、『アダムの黙示録』NHC.Ⅱ.4§30-43

に見られる。『アダムの黙示録』では、「光り輝く者（フォーステール）84」の由来につい
て幾つかの王国が、それぞれの考えを述べている。第一の王国から第十三の王国までの認
識は不十分な認識であり、最後に「王なき種族」によりその正しい認識が語られる85。
以上のように非グノーシス主義者である人間の世代の魂が救済されることがないという
ことが確認できたので、43.26-44.7 の部分の考察を終えて、再び『ユダの福音書』の人間
論の考察に戻ることにする。
先に指摘した通り、
『ユダの福音書』において人間は二種類に分けられているということ
が明らかである。二種類の人間の一方は、大いなる見えざる霊に由来する聖なる世代に属
する人間であり、福音書の読者であるグノーシス主義者の理想形と考えられる。もう一方
は、下位の劣った神であるサクラスに由来する人間の世代に属する人間である。この人間
の世代は、
『ユダの福音書』ではユダを除く弟子たちに代表されているグノーシス主義者以
外の人間すべてである。
この『ユダの福音書』における人間の二分法は、その最終的な運命においても該当し、
人間の死後の運命も二種類存在する。二種類の人間の内、聖なる世代に属するグノーシス
主義者は肉体の死に際してその肉体は死ぬものの、魂は滅びずに自身の由来するところで
ある大いなる見えざる霊の場所へと上昇し、救済がなされる。他方、人間の世代に属する
非グノーシス主義者は肉体の死に際し、その魂も肉体とともに滅びる運命にあり、救済に
与れないばかりか、その救済の可能性も否定される。
『ユダの福音書』の人間論は、人間を救われる者と救われない者の二つに明確に分類し
ていることに特徴がある。そしてその救済の可能性は、はじまりの存在である大いなる見
えざる霊に究極的には担保されていて、予め救済の可否が決められている。
その一方で『ユダの福音書』は、人間の肉体を救われる存在・救われない存在を問わず、
死に際して滅ぶ定めにあるものと位置付けている。他方人間の魂――グノーシス主義者の
魂だけではあるが――は不滅と位置付け、滅びの運命にある肉体と対置している。こうし
た肉体の下位への位置付けは他のグノーシス主義思想にも広く見られるものであり、
『ユダ

「『ヨハネのアポクリュフォン』§23 では、アダマス（キリスト）から生成する四つの
大いなる光のことで、それぞれ三つずつのアイオーンを従えている。
『アダムの黙示録』
§23 ではセツの子孫たるグノーシス主義者、同§25.43 では大いなるアイオーンから認
識をもたらす啓示者を指す」荒井、大貫『ナグ･ハマディ文書』の「補注 用語解説」pp.15-16
より。
85『ナグ･ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.104-109。
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の福音書』がそうした大きなグノーシス主義思想の伝統の中にあることをうかがわせてい
る。

3. 小括――
小括――他
グノーシス主義思想との
――他のグノーシス主義思想
主義思想との比較考察
との比較考察――
比較考察――
ここまで考察してきた『ユダの福音書』の神論、宇宙論、人間論に見られるグノーシス
主義思想の特徴をまとめれば次のようになる。

・大いなる見えざる霊、バルベーロー、アウトゲネースにはじまるこの世の起源が語られ
ている
・アウトゲネースと四人の天使が現れる。天使の一人はエーレレートという名である
・アウトゲネースによりアダマスが、アダマスによりセツの朽ちない世代が創造される
・
（恐らくソフィア神話を前提として）ネブロー（ヤルダバオート）とサクラスらにより人
間が創造される
・二種類の人間を前提にし、グノーシス主義者たちは救われるが、非グノーシス主義者た
ちは救われないとする

こうした特徴を基に他のグノーシス主義思想と比較してみると、
『ユダの福音書』で展開
されているグノーシス主義思想は、セツ派と呼ばれているグノーシス主義思想の一派が伝
える思想と近しいことが指摘できる。
このセツ派グノーシス主義思想は、アダムとイヴの三番目の息子であるセツに救済史上
重要な役割を与え、自己をこのセツの子孫であるとする。彼らの宇宙論は、
「父･母･子」の
三位一体の形成から始まる。ここで父に相当するものが大いなる見えざる霊であり、母は
バルベーロー、子はアウトゲネースである。アウトゲネースは、四人のフォーステールと
ともに光の世界の秩序を守る。またアウトゲネースは、天的アダムとセツとセツの子孫も
生成する。その後、アイオーンの一つでもあるソフィアの過失により、創造神ヤルダバオ
ートが誕生する。このヤルダバオートを中心として下の物質世界、人間が形成される。こ
の下部世界は、上部世界の模倣として成ったとされる。人間に関しては、上の世界からの
「真の人間」の啓示により、その模倣として形作られる。またこの上の世界からのヤルダ
バオートたちへの人間の啓示は第一の啓示と言われ、物語の中で計三回の啓示が為される
ことになる。

このセツ派グノーシス主義思想と『ユダの福音書』の思想とを比較すると、以下のよう
な共通点と相違点が見られる。
『ユダの福音書』では大いなる見えざる霊、バルベーロー、アウトゲネースの関係性は
明言されていないが、確かに「父･母･子」を形成するこの三つの存在は登場している。ま
たアウトゲネースの助け手として四人の天使も形成される。
『ヨハネのアポクリュフォン』
などではこの四人の天使はアルモゼール、オロイアエール、ダヴェイタイ、エーレレート
と言う名とされているが、
『ユダの福音書』ではエーレレートの名前しか登場しない。しか
しながら、この四人の天使の思想伝統は受け継いでいると言える。
また『ユダの福音書』では、アウトゲネースにより最初の人間であるアダムの上部世界
での原型たる天的アダム（アダマス）とセツの朽ちない世代が現される。ただしセツの朽
ちない世代と聖なる世代、つまりグノーシス主義者との直接的関係、地上のイエスとキリ
スト、セツやアウトゲネースとの関係は明示されてはいない86。
また『ヨハネのアポクリュフォン』
（§26-28）などではヤルダバオート誕生の原因でも
あり、なぜ人間（グノーシス主義者）の救済が可能であるのかの説明となるソフィア神話
が、
『ユダの福音書』では欠如している。人間の創造に関しては、その行為の主導的役割を
果たすのがヤルダバオート（『ユダの福音書』では「ネブロー」）ではなく、サクラスとな
っている点が『ユダの福音書』の相違点である。
しかし、
『ユダの福音書』
（51.19）ではサクラスはネブローの助け手とされており、特に
問題とはならないと思われる。また人間の創造行為自体も、
「人間を似姿と像に従って創ろ
う」（52.16-17）とあることからみて、『ヨハネのアポクリュフォン』など他のセツ派神話
と同様、大いなる見えざる霊たちによる行為の模倣であり、劣った行為であるという認識
を持っていることが伺える。
その他の人間論については、
『ユダの福音書』が人間の存在の起源から説き起こして、グ
ノーシス主義者と非グノーシス主義者の間に線を引き、完全に区別している点が注目され
る。両者はそもそもの魂の在り方からして違っている（53.18-25）のであり、その差は埋
86

『三体のプローテンノイア』NHC.ⅩⅢ.1§33 では、直接的に救世主的性格を持った「ロ
ゴス」が「イエスを着た」とある。
『ナグ･ハマディ文書 』p.205。
『エジプト人の福音
書』NHC.Ⅲ.2,Ⅳ.2§49 でも,同じく救世主的性格を持つセツがイエスを「着る」。
「活け
るイエス、大いなるセツが着た者」Ⅲ.2、
「活ける言葉によって生まれたイエス、すなわ
ち大いなるセツが着た者」Ⅳ.2 『ナグ･ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.162 との記述があ
り、上なる領域にある存在と地上（物質的世界）に在るイエスと言う人間との関係が明
示されている。

められない。故に人間の世代に属する非グノーシス主義者は救済されることはなく、滅び
るのみであると言われている（43.26-44.7）
。
こうした自分たちグノーシス主義者と非グノーシス主義者の間の線引きは珍しいことで
はないが、ウァレンティノス派のように中間存在を置かず、救済される者、救済されない
者の区別を明確にしている点は特徴的である。
ウァレンティノス派における人間の三分類とは、
人間を「霊的な人間」「
、心魂的な人間」
、
「物質的な人間」に分けることである。この内、霊的な人間はグノーシスを得た人々であ
り、本質において既に救済を約束された人々だとされる。ウァレンティノス派の人々が、
この霊的な者に該当する。心魂的な人間は未だ救済に与ってはいないが、信仰を有してい
るという点において、物質的な人間よりも救済に近いとされる。こちらは信仰を有してい
る者、つまりキリスト教徒が該当する。グノーシス主義者、特にウァレンティノス派から
は、この心魂的な人間は真正の教えを受けていないにもかかわらず、それを真正なものと
して紛い物の教えを人々に広めていると非難される。他方物質的な人間は、滅びに定めら
れた存在とされる。彼らはキリスト教を信奉しない人々、つまり異教徒であるとされる87。
ウァレンティノス派によるこれらの人間の区分は、キリスト教に対する人間の姿勢に対
応した分類であり、キリスト教への姿勢がより正しい人間ほど救済に近く位置づけられて
いる。これは『ユダの福音書』とは異なっている点であり、
『ユダの福音書』では人間の二
種類の区分はそもそもの生まれそのものに原因が求められている（53.18-25）。またこのウ
ァレンティノス派の人間の分類はある程度の流動性を持つ88が、
『ユダの福音書』の人間の
分類は固定的である点に特徴があると言える。3 章で使う用語を用いて言い換えれば、ウ
ァレンティノス派の人間論は様態論的であり、
『ユダの福音書』の人間論は要素論的である
ということが出来るだろう89。
以上考察してきたように多少の思想上の差異はあれども、
『ユダの福音書』のグノーシス
主義思想はセツ派の思想に非常に強い親近性を有していることは確かであろう。セツ派に
属する既知の具体的な文書としては、『ヨハネのアポクリュフォン』NHC.Ⅱ.１,NHC.
Ⅲ.1,NHC.Ⅳ.1、
『エジプト人の福音書』NHC.Ⅲ.2,Ⅳ.2、
『アダムの黙示録』NHC.Ⅴ.5、
『ア

「プトレマイオス派の教説」『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.207-249。
その中でも、特に第六章 pp.234-237 を参照。
88 心魂的な人間は三つの分類の内の中間に位置し、霊的な人間の方にも物質的な人間のど
ちらにも変化することがあるとされる。
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.234。
89 3 章 2.の筒井賢治による霊肉論による救世主像類型の箇所を参照。
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ルコーンの本質』NHC.Ⅱ.4、
『セツの三つの柱』NHC.Ⅶ.5、
『ノーレアの思想』NHC.Ⅸ.2、
『アロゲネース』NHC.ⅩⅠ.290 が挙げられる。これらの文書の中でも、これまで見てき
たように『ヨハネのアポクリュフォン』や『エジプト人の福音書』と『ユダの福音書』の
思想の構成が近いことが確認できる。
また別に問題となるのは、エイレナイオスが報告する「ユダの福音書」との本福音書の
関連である91。エイレナイオスは、セツ派グノーシス主義一派ではなく、カイン派という
グノーシス主義一派が「ユダの福音書」という名の書物を所持していると報告している（『異
端反駁』Ⅰ.31.1）。しかしながら、カイン派なるグノーシス主義一派の思想に関して他に
具体的にどのような教えを説いていたのかは不明である。そのため、エイレナイオスの報
告する「ユダの福音書」と今回発見された『ユダの福音書』を同一視することが妥当なの
かに関しては、ユダとイエスについての考察が不可避であるため、終章の結論部で再び考
察することとしたい。
思想的には、カイン派の思想が再構成できない点を差し引いても、今回発見された『ユ
ダの福音書』の大部分を占めるグノーシス主義思想が、セツ派の思想と非常に近い親近性
を持つことは否定できない。しかし『ユダの福音書』の中で提示されているセツ派グノー
シス主義思想は、
『ヨハネのアポクリュフォン』や『エジプト人の福音書』などの他のセツ
派文書では詳細に示されているものとは異なり、簡潔に提示されている。
この『ユダの福音書』におけるいくつかのテーマの省略について、Turner はこの福音書
の主眼が救済論にはないために、救済論に関係する部分が簡略化されているのだと主張す
る92。しかし、『ユダの福音書』で簡略化が行われているのは Turner の主張する理由から
ではなく、むしろこの福音書が、この簡略化された部分の知識を読者が持っていることを
前提として書かれているからだと考えるべきであろう。
Turner の主張は、『ユダの福音書』が奥義として語っている内容が救済論に関わること
であること、福音書全体がこれからまさにイエスが刑に処されて救済を完成させようとし
ている場面を主としていることなどから否定されるだろう。こうした『ユダの福音書』の
論点は、明らかに救済論を自身の射程に収めていることを示している。

『ユダの福音書』が収録されている「チャコス写本」内の『アロゲネース』と呼称され
る写本とは内容が異なる。
91 類似の報告は、偽テルトゥリアヌス『全異端反駁』Ⅱ.5-6、エピファニオス『薬籠』
（『パ
ナリオン』
）38.1.2-5、38.3.3-5 にもある。
92 J. D. Turner 2008 pp.223-229。
90

また『新約聖書』の記事のみならず、
『旧約聖書』の『創世記』の知識があることを前提
にしたような記事があることや、ソフィアという神格を登場させてながらも、いわゆる「ソ
フィア神話」を省略していることなどから見ると、この省略はこの福音書の読者として想
定されている集団が省略された箇所の知識を有していると著者が考えているが故の故意の
省略であると考えた方が、筋が通るように思われる。
なおエイレナイオスの報告93からは、本当にユダによるイエスの引き渡し抜きにしては、
イエスは人間の救済という事業を成し遂げられなかったのかどうかが重要な問題点として
浮かんでくる。言い換えるならば、イエスは他者の介在がなければ救済が出来ないような
人物像として描かれているのかということである。またそうした『ユダの福音書』のイエ
ス像が、他のグノーシス主義文書にも見出されるものなのかどうかが、後半の章でのもう
一つの問題点となるだろう。
早速イエスとユダというこの福音書の中心事物たちの考察に入りたいところではあるが、
その前にもう一つ考察しておきたいことがある。それはイエス、ユダというこの福音書の
二大主人公ではない、もう一つの中心であるユダ以外のイエスの弟子たちについての考察
である。ユダを除く他の弟子たちは『ユダの福音書』の中では無知、無理解の徒として登
場しているが、この弟子たちに向けられている非難としか取れないような言動の源泉はど
こから来ているのかを考えることで、この福音書の性格をより正確に知ることが出来ると
思われる。またこの分析は、
『ユダの福音書』の著作目的を考察する上でも非常に有用であ
る。
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『異端反駁』Ⅰ.31.1 には「ユダの福音書」に関して、ユダは真理を知っていたため｢裏
切りの奥義｣を行い、それによって救済が達成された、との趣旨の記述がある。『異端反
駁』Ⅰ.31.1 に関しては、終章に翻訳引用文を記載してある。

2 章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』における弟子
における弟子たちの
弟子たちの人物像
たちの人物像――
人物像――ユダ
――ユダと
ユダと他の弟子たちの
弟子たちの対比
たちの対比から
対比から―
から―
―

1. 本章のねらい
本章のねらい
『ユダの福音書』は、キリスト教内でイエス・キリストの直弟子たちとして最も尊敬を集
め、彼の教えの受け取り手と看做されている十二人の弟子たちを貶め、否定・拒絶するこ
とに特徴があると言える。
『ユダの福音書』には、弟子たちに関して次のような記述がある。

彼ら(弟子たち)は言った。
「師よ、あなた[…]は我々の神の息子ではないですか」。
イエスは彼らに言った。
「どうやってあなた方は私を知るのか。あなた方に言う、あな
た方の中のどの人間の世代も私を知ることはないだろう」。
（『ユダの福音書』34.12‐17）

ここでは弟子たちがイエスのことを真に理解していないことが、はっきりとイエスの口
から述べられている。さらにこの引用文の直前では「あなた方の神（'

）」
（34.10）

との発言もあり、その発言からは弟子たちが信奉している神とイエスを遣わした神が異な
っていることも指摘されている。
福音書の他の箇所でも、弟子たちの無知と無理解は繰り返し強調され、彼らの権威は否
定されている。弟子たちが見たおぞましい幻の解釈（39.5-40.26）においても、弟子たち
を非難するような立場が見られる。弟子たちは幻の中で、子殺し、姦淫、動物犠牲を捧げ
る人々と、彼らをまとめる祭司たちの姿を見る（37.20‐39.5）。以下はその幻に対するイ
エスの説明である。

イエスは彼ら(弟子たち)に言った。
「あなた方が見た祭壇に仕えている人々はあなた方
である。それ（祭壇）があなた方の仕えている神である。あなた方が見た十二人の人間
はあなた方である。そして彼らが運んでいる雄牛は、あなた方の見た犠牲である。それ
はあなた方が祭壇の前で惑わせた人々である」。
（『ユダの福音書』39.18‐40.1）

ここでも弟子たちが信奉している神はイエスの神とは別であり、さらには彼らがその誤
った理解とそれに基づいた教えによって人々を惑わせていると言われている。
こうしたイエスの直弟子であり、彼の教えの受け取り手としてキリスト教の基礎を築い
たとされる十二人の弟子たち、
ひいては十二人の弟子たちの権威を継承したと主張する
「正
統派」への批判は、
『ユダの福音書』だけに見られるものではなく、他のグノーシス主義文
書一般にも見られる。
それでは、このような『ユダの福音書』の「正統派」への拒絶はどこから来ているので
あろうか。もちろんそれはこの福音書が前提とするグノーシス主義思想である。
しかし先に 1 章で考察した『ユダの福音書』がグノーシス主義を持つという論点だけで
は、この弟子たちへの強い拒絶と批判の根を明らかにすることはできないように思われる。
この『ユダの福音書』はグノーシス主義思想を有するという論点では、キリスト教の教義
自体を批判出来たとしても、それを教える人間の無知・無理解の理由の説明にはならない
からである。
何に対して無知であるために、
『ユダの福音書』では弟子たちは批判されているのか。
『ユ
ダの福音書』が前提としているグノーシス主義思想のどの様な思想を以て、弟子たちは非
難されているのか。これを明らかにすることが、本章での目的となる。そしてこれらを明
らかにすることが、この福音書の二大主人公であるイエスとユダの人物像の理解に資する
ことにもなる。
なおこうした否定的な弟子像は『マルコによる福音書』、
『ルカによる福音書』にも見ら
れるが、
『ユダの福音書』の否定的な弟子像は性質が異なっているように思われるため、こ
の点についての考察も行うこととしたい。

2. 十二人の
十二人の祭司たちとしての
祭司たちとしての弟子
たちとしての弟子たち
弟子たち
『ユダの福音書』の中でイエスの弟子たち、特にユダを除いた他の弟子たちは非常に否
定的なイメージを以て描かれている。彼らの福音書内でのイメージは、無知・無理解であ
るとまとめることが出来るだろう。
少し長いが、弟子たちの無知・無理解を示す場面の一例を引用する。

そしてある日、彼が弟子たちとユダヤにいると、弟子たちが座って集まり、神のため

に鍛練しているのを見つけた。彼（イエス）は、弟子たちが集まって座り、パンの上に
感謝の祈りを捧げているのに出会った時、笑った。
[そして]弟子たちはイエスに言った。
「師よ、なぜ私たちの感謝の祈りを笑うのですか。
それとも私たちがしたこと（を笑うの）ですか。これは正しいことでしょう」。
イエスは彼らに答えて言った、
「私はあなた方を笑ったのではない。あなた方は、自分
の意志で行っているのでもない。しかし、これによってあなた方の神が祝福を受けるだ
ろう」
。
彼ら(弟子たち)は言った、
「師よ、あなた[…]は我々の神の息子ではないですか」
。
イエスは彼らに言った、
「どうやってあなた方は私を知るのか？あなた方に言う、あな
た方の中のどの人間の世代も私を知ることはないだろう」。
弟子たちはこれを聞くと怒り、心の中で彼(イエス)を罵り始めた。
（『ユダの福音書』33.22‐34.21）

上記の引用文中では、弟子たちはユダヤの地でパンの上に「感謝の祈り」
（ευκαριστια）
を捧げているが、その行いは通りかかったイエスに笑われる。その理由はイエスが語って
いるように、弟子たちはパンに捧げた自らの感謝の祈りによって誰が祝福を受けるのかと
いう点からすでに理解していないからである。
また引用文中「感謝の祈り」と訳した部分の原語「eu"aristi」および「eu"aristia」は、
ギ リ シ ア 語 ευκαριστια か ら の 借 用 語 で あ り 、 恐 ら く キ リ ス ト 教 に お け る 聖 餐 式
（ευκαριστια）を意識しているものと推測される94。
「感謝の祈り」ευκαριστια の本当の意
味、つまり何のために行われる儀式なのかなどを真に理解せず、ただ漫然と形式的にのみ
この儀式を行っている人々への非難を『ユダの福音書』の著者は訴えようとしていると考
えられる。
また彼ら弟子たちの無知・無理解を一番象徴しているのは、引用文中の弟子たちによる
イエスに対しての発言――「師よ、あなた[…]は我々の神の息子ではないですか」
（34.13‐14）――である。
先立って 1 章で考察してきたことを思い出してもらいたいが、『ユダの福音書』がその

94

34.1-2 では eu"aristi と表記。34.5 では eu"aristia と表記。いずれの場合もギリシア
語女性名詞 ευχαριστία（感謝の念、感謝の言葉）の借用語である。Critical Edition p.343
参照。

思想の基本においているグノーシス思想ではこの世界を創造した存在の他に、すべての始
まりの存在がいる。人間と世界の創造神は、
『ユダの福音書』を含むグノーシス主義思想に
おける真の神ではない。むしろこの創造神は、人間を縛り付ける支配者としてネガティブ
に位置付けられている。故に救世主と看做されるべきイエスがこの人間を支配する創造神
の息子というのは完全な誤りであり、さらにその神へ「感謝の祈り」を捧げることもまた
誤りである。そのために弟子たちはイエスに笑われている。
弟子たちの多くが無知をさらけ出す一方で、イエスの弟子たちの内でユダだけがイエス
の出自についての正しい認識を持ち、それをイエスに示す。

ユダは彼(イエス)に言った。
「私はあなたが誰で、どこから来たか知っています。あな
たはバルベーローの不死のアイオーンから来ました。そして私は、あなたを送った方の
名を口に出すのに相応しくありません」
。
（『ユダの福音書』35.14-20）

イエスを唯一正しく認識していたのはユダであると、
『ユダの福音書』は語る。この引用
文は、誤った認識を示す何人かの弟子たちのうちで、一人が正しい認識を示すと言ういわ
ゆる「ペテロの信仰告白」の形式に従っていると考えられる。しかしこの場面では正典福
音書におけるペテロの告白「あなたはメシア、生ける神の子です」
（『マタイによる福音書』
16.1695）が、反対にユダの告白により否定されているのである。上記引用文においてユダ
が告白するように、イエスは弟子たちが言ういわゆる我々もよく知るところの「神の子」
ではない。
この引用文に見られる様に、正しい認識を示すユダと誤った認識しか持たない他の弟子
たち、こうした二者の対比は『ユダの福音書』を通して強調されている。このように書く
と『ユダの福音書』でのユダは高く評価されているような印象を受けるかもしれないが、
実際はそのようなことは無く、無条件に評価されている訳ではない。詳細は後の 4 章、ユ
ダの人物像に関する箇所で検討する。
さて弟子たちの方に視点を戻せば、彼らは明らかにイエスを正しく理解しているとは言
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『マルコによる福音書』8.27-30、
『ルカによる福音書』9.18-21 に並行。
『マルコによる
福音書』では「あなたはメシアです」
（8.29）。
『ルカによる福音書』では「神からのメシ
アです」（9.20）
。

い難い。そしてこの弟子たちの無知・無理解は、彼らだけに留まらずに他の人間たちにも
拡散し、人々の上に無知と虚無をもたらす。
イエスはこうした弟子たちの無理解を知ると、一旦彼らから離れる。その後に再び姿を
現したイエスに対して、弟子たちは自分たちが前日の夜に見た恐ろしい幻を語る。

彼ら（弟子たち）は[言った]。
「私たちは大きな家とその中の祭壇を[見ました]。そし
て、十二人の男――(彼らは)祭司だとあなたに言うことができます――、それと名
[…

]。そして群衆が、祭司たちが奉仕を遂げるまで祭壇のところで待っています。

我々もまた待ち続けています」
。
イエスは言った。「彼らは[…]どのような様子か」。
彼ら(弟子たち)は言った。
「いくつか[…

]二週[間]。自身の息子を犠牲に捧げる者

ども、或いは妻を捧げる者どもがあり、
（彼らは）互いに謙遜、祝福しています。また男
と寝る者ども、殺人をなす者ども、多くの罪、不法に関することを行う者どもがいます。
そして祭壇の前に立っている者はあなたの名を呼んでいます。そして彼らは全員、自分
たちの犠牲に参加し、その祭壇は燃えています」
。
そして、そう言うと彼らは黙った。動揺したからである。
（『ユダの福音書』38.1‐39.5）

この弟子たちの見た幻に対してのイエスの解釈は次に示す通りである。こちらも少々長
いが、該当箇所を引用する。この箇所でのイエスの応答を見るに、明らかに弟子たちを非
難していることがうかがえる。

イエスは彼ら(弟子たち)に言った。
「なぜ動揺するのか。あなた方に言う。祭壇の前に
立っているすべての祭司は私の名を呼んでいるのだ。またあなた方に言う、
私の名が星々
の世代の[…

]に書かれているのは、人間の世代によってなのだ。[そして]彼らは、

実のならない木を私の名で恥ずべき方法で植えたのだ」
。
イエスは彼ら(弟子たち)に言った。
「あなた方が見た、祭壇に仕えている人々はあなた
方である。それ（祭壇）があなた方の仕えている神である。あなた方が見た十二人の人
間はあなた方である。そして彼らが運んでいる雄牛は、あなた方の見た犠牲である。そ
れはあなた方が祭壇の前で惑わせた人々である。[…

]は立つだろう。かくして私の

名を使うだろう。そして慈悲深い世代は、彼のもとに留まるだろう。その後、別の人間
が[姦淫]をたてるだろう。そして別の者は、子殺しをたてるだろう。そして別の者は男
と寝ることを、残りの者どもは穢れ、不法、過ちをたてるだろう。そして彼らは言うだ
ろう、
『我々は天使に等しい』と。彼らはすべての物事を完成させる星々である。という
のも、人間の世代は次のように言われたからである。
『見よ、神は祭司たちの手からあな
た方の犠牲を受け取った』
。これ（神）は欺瞞の支配者である。しかし主――命じる者―
―は、万物の支配者である。最後の日に、彼らは非難されるだろう」
。
（『ユダの福音書』39.6-40.26）

以上の弟子たちの見た幻に関する『ユダの福音書』の話は、長く複雑であるが、最初か
ら順を追って見ていきたい。
まずは「十二人の祭司たち」についての考察から始める。
この十二人の祭司たちは大きな建物の中にある祭壇の前で、群衆を率いて犠牲を捧げて
いると言われている。そして最も重要な点は、この群衆を率いて犠牲を捧げている十二人
の祭司たちは、イエスの十二人の弟子たち自身であるという点である（39.18-20）
。
ただし注意すべきなのは、この「十二人」の括りの中にユダは含まれていないことであ
る。ユダはこの弟子たちの幻の報告の場面の後で、ユダ単独でイエスに対して別の幻の報
告をしている（44.15-46.4）。仮にユダも他の弟子たちと同じ幻を見ていたのだとしたら、
他の弟子たちとは別に幻の報告をしているのは不自然である。またこの弟子たちの幻の中
の十二人の祭司たちと彼らに率いられた群衆は、以降に示す理由から「正統派」とその教
会組織を示していると考えられ、この「正統派」の枠組みの中にユダが含まれるのはおか
しい。故にこの「十二人」とは、イエスの死の時点で彼に従っていた十二人からユダを除
き、後にユダの穴を埋めるために選出されたマティアを含めたものだと考えるべきであろ
う。
この十二人の祭司たちは、
「［そして]彼らは実のならない木を、私の名で、恥ずべき方法
で植えたのだ」
（39.16-17）と言われ、また「そして彼らが運んでいる雄牛は、あなた方の
見た犠牲である。それはあなた方が祭壇の前で惑わせた人々である」
（39.25-40.1）とも言
われている。祭司たちはイエスの名を使って、彼らに従う人々を惑わせ、人々の間に無知
と虚無を蔓延させたばかりで、何ら実のあることを行っていないという非難がここには見
られる。そして惑わせた人々を犠牲に捧げているとまで言われている。

十二人の祭司たちに対する批判のもう一つの、そして最大の理由は、彼らが犠牲 θυσια
を捧げていることである。
「というのも、人間の世代は次のように言われたからである。
『見
よ、神は祭司たちの手からあなた方の犠牲を受け取った』。これ（神）は欺瞞の支配者であ
る。しかし主――命じる者――は、万物の支配者である。最後の日に、彼らは非難される
だろう」
（40.19-26）とイエスが言っているように、
『ユダの福音書』では犠牲を捧げる行
為は非難されるべきものとして捉えられている。さらにこの引用文に直接続く文では、よ
り明確に「犠牲を捧げるのを止めなさい96」
（ ［  '3］q) )''s je 'x'w erwt'n 'ncusiase
nx'n［t］e［bno］oue）
（41.1-2）とイエスが言っている。
ここでイエスが止めるように勧告している犠牲とは、人々を誤った教えによって惑わせ、
誤った神に仕えさせることであり、またさらに進んだ「正統派」の犠牲としての理解のも
とでの聖餐式である。この聖餐を一種の犠牲として理解する形式は、紀元後一世紀から三
世紀に聖餐に関する資料に見られる97。この中で、聖餐は一種の θυςία（犠牲）,προσφορά
（贈物）と表現される98。それは「キリストの我々に与えた犠牲の回顧、教会の精神的犠
牲、キリストの体(肉)の実現である」99とされ、また「教会共同体によるキリストの犠牲の
追憶の中で、新たな犠牲の奉献によって、その犠牲は現在化し、再現するのである」100。
『ユダの福音書』は、イエス本人の口を通してこの犠牲の聖餐論を否定し、拒絶する。
次に考察するのは、この十二人の祭司たちに惑わされた群衆である。
「弟子たちに惑わされた人々である」という点から見ると、具体的にはこの人々は｢正統
派｣に属する一般的なキリスト教の信徒たちだと推定できる。そしてキリスト教信徒の中で
も｢正統派｣の信者であると推測できる。｢正統派｣の人々は、いわばイエスの直弟子たちの

『ユダの福音書』41.1-2 の Gregor Wurst による欠損の新たな復元によれば、この箇所
は「[動物]犠[牲]を捧げるのを止めなさい」
（'動物犠牲：ncusiase nx'n［t］e［bno］oue）
と訳される。ただし、直前のイエスのセリフの中で「そして彼らが運んでいる雄牛は、
あなた方の見た犠牲である。それはあなた方が祭壇の前で惑わせた人々である」
（39.25-40.1）とされていることから、
「動物犠牲＝雄牛の犠牲＝人々をサクラス達に捧
げること」だと考えられる。
97 例えば、ローマのクレメンス『コリントのキリスト者への手紙』40:2,44:4、
『ディダケ
ー』14、アンティオキアのイグナティオス『エフェソのキリスト者への手紙』5:2、同『ト
ラレスのキリスト者への手紙』7:2、
『フィラデルフィアのキリスト者への手紙』4、エイ
レナイオス『異端反駁』Ⅳ.17:5,18:1,18:2,18:6、キプリアヌス『書簡』
63:1,63:4,63:9,63:13,63:14,63:17 など。打樋啓史 1996 p.74 より。
98 打樋啓史 1999 p.83。
99 佐藤吉昭 1992 p.63。
100 佐藤吉昭 1992 p.63。
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伝統を受け継ぐ者であり、弟子たちが伝えるイエスの名による教えを信じる人々であると
言えるからである。
一方で『ユダの福音書』の読者たちは、弟子たちによるイエスの教えを否定する人々で
あるから、この｢惑わされた人々｣と言うのは福音書が想定する論争相手と言うことにもな
るだろう。また上記引用文に「[…

]は立つだろう。かくして私の名を使うだろう。そ

して慈悲深い世代は、彼のもとに留まるだろう」（40.2-6）とあること、「私の名を使い」
（40.5）
、
「あなたの名を呼ぶ101」
（38.25-26）などの記述がある。これら悪行を行う人々、
ならびに十二弟子に同定される祭司たちがイエスの名を唱え、不法行為をしているとの記
述から、一連のイエスによる人々の不法行為の指摘は『ユダの福音書』が書かれた当時の
教会批判と考えられるだろう102。
以上見てきたように、弟子たちと彼らが惑わせた人々は総体として｢正統派｣と同一視さ
れ、
『ユダの福音書』の中では否定的に描き出される。しかしこの否定的な弟子像は、例え
ば『マルコによる福音書』や『ルカによる福音書』の特徴としてあげられる否定的な弟子
像とは、否定的に描き出すことの目的が異なる。
『マルコによる福音書』では、弟子たちを否定的に描くことによって、恐らくは種々の
問題を抱えていただろう当時の教会を正しい方向に導こうとする意図のもとで書かれたと
考えられる。実際『マルコによる福音書』では、弟子たちは、イエスに最後まで付き従え
なかったにもかかわらず、復活のイエスとの再会を約束されていて、彼らの信仰の躓きは
許されている103。
しかし『ユダの福音書』では、弟子たちを否定的に描き出す目的は異なる。先に見たと
おり総体としてキリスト教教会を代表する弟子たちは、その儀礼･信仰をイエスから否定さ
れている。その上『マルコによる福音書』とは異なり、彼らには最後の許しは与えられな
い。『ユダの福音書』において、弟子たちは人間の世代に属する104。他方弟子たちの神、
[8u'r e]~pikalei epe~kr~ [an>>>]。
E. Pagels 2007、J. D. Turner 2007、Lance Jenott 2011 など。
103 荒井献 2007 p.51。
104 37.10
a[lla．
．]s．[．
．tge]nea n
~ n
~ rwm[e et~]n~xht [thut'n] ouebol x'n t[ge]~nea
~'n[tm'nt] r~wme te0 。
「し[かし･･･][あなた方の]間にいる人間の種族は、人類の世代に
由来している」
。ここでは ge~nea を、
「種族」と「世代」に訳し分けた。:enea 自体はこ
の両者の意味を持っているが、この部分では最初の genea が一般的な「人間」rwme を
受けるのに対し、後者は「人間の総体、人間と言う存在」'ntm'nt r~wme を受けると解釈
されるので、前者を「人間の種族」
、後者を「人類の世代」とした。
101

102

つまり創造神の創造物である人間の世代を含めた「これらすべては、彼らの被造物ととも
に滅ぼされるだろう」(55.19-20)と言われる。イエスを理解しない、もしくはできない人々
には救済は無いと『ユダの福音書』は主張する。つまり『ユダの福音書』における弟子を
否定的に描き出すことの目的は、否定することそのものが目的であり、否定による弟子た
ちと彼らに代表されている「正統派」の拒絶と排除が目的である。
弟子たち――イエスの名を騙り誤った教えにより人々を惑わせる者たち――は、無知・
無理解の象徴として『ユダの福音書』の中では語られている。そしてその無知・無理解は、
彼ら弟子たちが選ばれた存在ではなく、他の一般的な人間たち同様の存在でしかないため
に起こる悲劇である。『ユダの福音書』には次のような記述がある。

イエスは彼らに言った。
「どうやってあなた方は私を知るのか。あなた方に言う、あな
た方の中のどの人間の世代も私を知ることはないだろう」。
(『ユダの福音書』34.14 -17)

ユダを除くイエスの弟子たちは、人間の世代に属する存在である。そしてこの人間の世
代に属する人間は、救世主であるイエスを真に知ることが出来ないのである。すでに 1 章
2-2.で論じたように、
『ユダの福音書』において人間は二種類に分けられている。一方は聖
なる別の世代に属する人間であり、この福音書の読者であるグノーシス主義者が自己の理
想形として想定すべきものである。もう一方は人間の世代に属する人間であり、非グノー
シス主義者たちのことである。
このようにユダを除く弟子たちを人間の世代に属し、救済に与れず、最終的に滅びる運
命にあるとしている点は、
『ユダの福音書』の「正統派」教会に対する論争姿勢を示すもの
と考えられる。この非難は弟子たちだけではなく、十二弟子たちや使徒の権威の継承者で
ある後の教会の指導者たちにも向けられたものである。現在も誤ったイエス理解に基づく
誤った教えにより人々を惑わせ、さらにはこれからもさらに惑わせ続けようとしている
「正
統派」教会に対する『ユダの福音書』の著者による痛烈な非難である。またさらには、自
身の主張の正当性や優位性と｢正統派｣を自認している人々の主張に見られる無理解を対置
して示そうとするものだろう。
さらに『ユダの福音書』41.9-42.7 では救済を求める弟子たちに対して、イエスは彼らを
惑いから救い出すことが不可能であることを告げている。

彼の弟子たちは言った。「主よ、(私たちを)[…
たちの過ちによって[…

]から清めてください。私たちは天使

]してしまったのです」
。

イエスは彼らに言った。
「[…

]することは不可能である。またこの人間世界の全体

についている火を泉[の水]で消すことはできない。また[都市の]内の井戸では、すべての
世代を満足させることはできない。
（それはまるで、）その運命[と同じように]偉大な[世
代]を除いて（不可能である）。そして第二の世代を除いては、たった一つのランプで全
てのアイオーンを照らすことはできず、パン焼き職人がすべての創造物を養うこともま
た不可能である」。
弟子たちはこれらのことを聞くと、彼(イエス)に言った。
「主よ、私たちを助け、お救
い下さい」
。
イエスは彼らに言った。「私に抗うのは止めなさい(中略)」。
（『ユダの福音書』41.9-42.7105）

このイエスと弟子たちとの対話からは、弟子たちがイエスから拒絶、もしくは見放され
ていることがうかがえる。汚れている自分たちを清めて欲しいという弟子たちの願いに対
して、イエスは譬を用いてその不可能性を説く。ここからはイエスからの弟子たちに対す
る親愛のようなものは感じられず、むしろ拒絶の意志がうかがえる。
イエスはさらに、弟子たちの属する人間の世代と偉大な世代とも呼ばれるセツの朽ちな
い世代との違いを弟子たちに告げる。

イエスは彼らに言った。
「私に抗うのは止めなさい。あなた方はそれぞれ自身の星を持
っている。そして星々は[…

]するだろう。[…

]彼のものであるもの。[…]

41.9-26 の日本語訳については Critical Edition ではなく、Gregor Wurst によって修復、
追加されたコプト語原文に基づいている。具体的には引用文の冒頭から「不可能である」
まで。
p '3q)    'j's      ［ ］ ＞-     
'3'
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    '
     ' ：    '
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        '3 '3 
  ' c
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（41.9-42.1）。
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私は朽ちる世代へと遣わされたのではなく、強く、そして朽ちない世代へと遣わされた
のである。というのも、いかなる軍勢も、星々でさえその世代の上に支配することはな
いのだから。真に私はお前たちに言う。火の柱はすぐに崩れ落ちるだろう。そしてその
世代は移動しないだろう。[…]星[もまた移動しないだろう]」
。
そしてこれらのことを言うと、イエスはイスカリオテのユダを伴って去った。
（『ユダの福音書』42.7-24106）

このイエスのセリフからは、彼が弟子たち人間の世代を救うためにこの世界に遣わされ
て来た訳ではないことが明言されている。
イエスが地上へと派遣されて来た理由は、あくまで至高神、大いなる見えざる霊に由来
する存在であるセツの朽ちない世代の人間、つまりグノーシス主義者を救うためである。
そのため、
人間の世代に属する弟子たちの救って欲しいという嘆願は拒絶されるのである。
このイエスによる救済の拒絶は、弟子たちばかりではなく他のすべての人間の世代に属す
る人類に当てはまる。
『ユダの福音書』の福音はグノーシス主義者たちに向けられたもので
あり、人間の世代に属する人間、つまり非グノーシス主義者たちはその射程には入ってい
ない。
『ユダの福音書』でのイエスの弟子たちは、ずっとイエスの身近にいて教えを受けてい
たにもかかわらず、イエスのことを何も理解していない、理解できていない無知蒙昧の輩
として位置付けられている。さらに彼らは今日にも連綿と続くキリスト教というイエスの
教えに基づく宗教の礎でありながら、その無知蒙昧さによって人々を惑いの中に閉じ込め
ている主犯である。弟子たちの無知とは｢正統派｣の無知であり、彼らの教えは無理解と虚
無に満ちている。
この弟子たち正統派を貶める『ユダの福音書』の態度の背景には、ある主張が隠されて
いる。それは弟子たち｢正統派｣が隠したイエスの教え、つまり『ユダの福音書』の中で語

「彼のものである」以下「ユダを伴って去った」まで、Wurst による追加断片を基に
した Critical Edition の追加修正分である。
p   ［ ］ 
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られているイエスの教えこそが正しく、その教えは自分たちグノーシス主義者しか知らな
いと言う主張である。故に「正統派」の教義は間違っており、信じるに値しないと繰り返
し主張している。
このような｢正統派｣の代表である弟子たちと『ユダの福音書』のグノーシス主義集団と
の対置にみられる対立の構図は、この福音書の中の他の箇所にも見出される。それは弟子
たちとユダの間での対立構造である。

3. ユダとの
ユダとの対立
との対立の
対立の構図から
構図から見
から見る弟子たちの
弟子たちの人物像
たちの人物像
以上で見てきたように否定的に描写され、非難されている弟子たちに対して、肯定的に
評価されている人物が一人いる。それはユダである。
ユダの他の弟子たちに対する優越は、明確な形で『ユダの福音書』の中に現れている。
ユダの優越は何よりもまずイエスの理解に見ることが出来る。先に本章の 2.で考察したよ
うに、弟子たちはイエスに関して無知・無理解を示す。それに対してユダは、イエスの出
自について正確に認識している（35.14-20）
。これは明らかに弟子たちに対するユダの優越
である。さらに、このユダの弟子たちに勝る認識を認めたイエスは「
「彼ら(弟子たち)から
離れなさい。お前に王国の奥義を話そう」
（35.24-25）とまで言っている。この発言の裏を
見てみれば、弟子たちには「奥義」は教えられないということである。他の兄弟弟子たち
を卓越する認識を示したため、ユダはイエスに認められ特別にイエスから教えを受け取る
ことになる。
もう一つの弟子たちとユダとの比較点は、彼らの見た幻の内容に関することである。ユ
ダも弟子たち同様に幻を見る（44.15-45.12）。その幻は弟子たちのものとは異なり、悪行
を行う祭司や人々の幻ではなく、聖なる者たちの憩う場所の幻である。

ユダは彼に言った。「私は見ました。幻の中で

十二弟子たちが私を石で打ち、[私を

激しく]迫害するのです。また私は[…の]所に来ました。私は[…の家]を見ました。私の
目はその大きさを[測ることが]できませんでした。そして偉大な人々がそれを囲み、そ
の家は光の屋根107で覆われていました。そして家の中央に[大衆が…]」
。

Critical Edition p.209 では、「｛緑の｝屋根」（a roof of greenry）となっている。ここ
では、
Lance Jenott 2011 の解釈に従い「光の屋根 that house was roofed with lightning」

107

[…

(ユダは)]（言った）
。「師よ、私もその人々に加えて下さい」
。

[イエスは]答えて言った。
「ユダよ、お前の星はお前を惑わせてしまった。生まれなが
らの死すべき人間の誰もお前の見た家に入ることは出来ない。と言うのも、その場所は
聖なる者たちのために保たれているからである。そこでは太陽も月も、日さえも支配す
ることがない。しかし彼ら(聖なる者たち)は、常にそのアイオーンの中で聖なる天使た
ちとともに立つであろう」
。
（『ユダの福音書』45.15-19108）

一方、弟子たちが見た幻の内容はおぞましいものである。その幻の中では、十二人の祭
司たちが集った人々を惑わせ、
無理解の内に捕らえているうえ、祭司たちのその行為は人々
を犠牲に捧げているのと同義であるとさえ言われている。この十二人の祭司たちは弟子た
ち自身であり、幻の中で彼らが行っている犠牲は、
『ユダの福音書』が再三にわたってイエ
スの口を通して否定している行為である。
ここで指摘したいことは弟子たちの見た幻とユダの見た幻の両者が対置され、前者は否
定的に、後者はそれに比べて肯定的に描き出されている点である。
ユダの見た幻に登場する建物と人々とは、グノーシス主義者が、より具体的に言えばこ
の福音書の読者が、こうありたいと望む理想像である。この幻の光景は、グノーシス主義
者たちの魂の最終的な行方と、救済による彼らの魂の永遠の安寧の様子を示していると考
えられる。
ユダが見た幻の内容を聞いたイエスが言っている「そこでは、太陽も月も、日さえも支
配することがない」とは、この場所ではもはや彼らの魂はサクラスやネブローなどのアル
コーンたちの影響を受けることなく、苦しみを受けることはないということである。彼ら
この世を支配するアルコーンたちは、太陽や月などの星を通して人間に影響を及ぼし、支
配する星辰と看做されているからである。
『ヨハネのアポクリュフォン』では、アルコーン

とした(Lance Jenott 2011 p.207 の『ユダの福音書』45.6-7 の解説参照)。
「｛緑の｝屋
根」では意味が通らないが、「光の屋根」であれば Lance Jenott が主張するように他の
キリスト教文書などとの繋がりも見えてくる。
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について次のように言われている。

彼（第一のアルコーン＝ヤルダバオート）は彼の諸力たちと協議した。彼らは宿命を
生み出し、度量と時間と時点によって天の神々と天使たちと諸々の悪霊と人間たちを拘
束して、これらすべてがその(宿命の)鎖に服し、宿命がすべてのものの上に君臨するよ
うにした。――悪意に満ちて歪んだ計略である。
（『ヨハネのアポクリュフォン』§77109）

グノーシス主義思想の教義では、これらアルコーンたちの支配により、地上における人
間は苦しみを受けるとされている。
ユダが見た幻の中の場所は、こうしたアルコーンの支配の及ばない楽園である。それに
比べ、弟子たちの見た幻はこのユダの幻とは正反対のイメージを持っている。弟子たちの
幻では、人々惑わせ犠牲に捧げる祭司たち、子殺し・姦淫など犯罪に走る者たちなどの悪
行を悪行と思わず行っている人々が登場している。
このユダの見る幻と弟子たちの見る幻は、明らかに対比されている。ユダの幻を聖とす
るならば、弟子たちの幻は邪であり、ユダの幻は地上を超越した上部世界に関する幻であ
るが、弟子たちの幻は地上に関する幻である。
もう一点、ユダと弟子たちの対比を物語る箇所がある。それはユダと「十三番目」との
関係である。ユダに関してイエスは次のような予言をする。

イエスは答えて言った。「お前は十三番目になり、他の世代によって呪われるだろう。
そしてお前は彼らの上に支配するだろう」。
（『ユダの福音書』46.19-23110）

この引用文では、ユダはイエスから十二弟子の枠からはずされた十三番目になり、最後
にイエスを「引き渡す」ことで他の世代、つまり弟子たちの属す人間の世代から裏切り者
として非難されることが示されている。

引用文はベルリン写本 72.2-12 から。Ⅲ写本では 37.6-14。Ⅱ写本では 28.11-32。
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pkesepe 'ngenea auw kna.wpe ekarji ejw ou
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ユダは｢正統派｣の誤った信仰を可能にしている原因を生み出した者として「正統派」の
人々の信仰を支配する。つまり「正統派」からは裏切り者として非難されながらも、その
実「犠牲のための死」という｢正統派｣が主張するイエスの死の解釈を可能にする原因をも
たらした者としてユダは位置付けられる。このことは裏を返せば、ユダがいなかった、も
しくは裏切らなければイエスの死は引き起こされることはなかったのだから、イエスの死
へのユダの貢献は絶大である。故にユダを抜きにしては「正統派」の信仰――人間の原罪
を贖うためのイエスの犠牲としての死の信仰――は生まれ得ず、
『ユダの福音書』が言うよ
うに彼ら｢正統派｣の人々の信仰はユダに支配されているのである。
ここにはユダを裏切り者と看做して拒絶し、自らの集団から排除しながらも、ユダの「功
績」無くしては自分たちの信仰が成立しないという「正統派」が持つ大きなジレンマへの
皮肉交じりの批判を見ることが出来る。故にユダは、十二弟子たちが教えるキリスト教「正
統派」の教義・信仰を支配する「十二」の枠を超越した十三番目の弟子になるのである。
以上の考察からわかることは、
『ユダの福音書』でのユダと弟子たちの対立構造において、
ユダは｢正統派｣教会の無知を明らかにするために弟子たちより上位に置かれているという
点である。

4. 小括――
小括――『
――『ユダの
ユダの福音書』
福音書』に見る｢正統派｣
正統派｣像――
『ユダの福音書』ではユダと彼以外の弟子たちの間にはその評価に差があり、明確に対
置されている。彼らの内、評価されている方はユダである。
正典福音書では、ユダは｢裏切り者｣の代名詞として描かれており、他の兄弟弟子たちと
ともにイエスの教えを受けたにもかかわらず、最後にはイエスをユダヤ教の祭司長たちに
引き渡す人物として描かれている。
他方ユダ以外の弟子たちは、イエスの教えを受け継ぎ、
人々に広めたイエスの教えの正当な継承者として評価されている。正典福音書におけるユ
ダと他の弟子たちとの間での評価は、明らかに弟子たちの方がユダより上である。
しかし『ユダの福音書』での両者の評価は、本章の 3.でも確認したようにユダの方が他
の弟子たちより評価されており、明らかに逆転現象が起こっている。
ただしここには注意しなければならないことがある。それは『ユダの福音書』でも、ユ
ダは最終的にユダヤ人祭司長たちへとイエスの身柄を引き渡している点である。ユダはイ
エスを引き渡していることから、ユダの評価を下すにはこの行為が『ユダの福音書』内で

どう評価されているかを評価しなければならない。それによってユダと弟子たちの間の、
正確な評価の差を得ることが出来るはずである。
『ユダの福音書』には、次のようにイエスの引き渡しの場面が描かれている。

そしてユダはイエスを見るのを止めた。すると直ちにユダヤ人たちの上に混乱が生じ
た111。[… ]より以上の[…

が]。[そして]彼らの大祭司たちはつぶやいた。と言うの

も、［彼(イエス)は］彼の祈りの場所である宿に入ったからである。
しかし幾人かの律法学者たちがおり、彼を祈りの時間中に捕えようと見張っていた。
それは彼らが民衆を恐れていたからで、すべての人々によって彼(イエス)は預言者とさ
れていたからである。
そして彼らはユダのところへ行き、ユダに言った。
「お前はここで何をしているのか。
お前はイエスの弟子だろう」。
彼は彼らの望むとおりに彼らに答えた。そしてユダは金銭を受け取ると、彼(イエス)
を彼らに引き渡した。
（『ユダの福音書』58.5-26）

ここでは、正典福音書のユダの裏切りの記事の中でも『マルコによる福音書』
14.1-2,10-11 が前提されているように思われる。
『ユダの福音書』では、上記のようにユダ
は「引き渡し」の代価として金銭――『マタイによる福音書』26.15 のように「銀貨三十
枚」との具体的な記述はない――を貰っている。
なお『ユダの福音書』では、ユダの裏切りの動機は明示されていない。
『マタイによる福
音書』では金銭欲、
『ルカによる福音書』、
『ヨハネによる福音書』では悪魔の業と動機が書
かれているのとは異なる。その上イエスの引き渡しの場面において、ユダは受動的な行動
しかしていない。ユダは、
「彼らの望むとおりに彼らに答えた。そしてユダは金を受け取る
と、彼(イエス)を彼らに引き渡した」だけであり、正典福音書のように自分から祭司長た
ちのもとへ赴きイエスの引き渡しを打診したりはしていない。
ちなみに、上記引用文で「引き渡す」と訳したコプト語 paradidou（paradidou）は、ギ

「そしてユダは～混乱が生じた」までは、Wurst によって出された新しい復元を基に
している日本語訳であり、Critical Edition にはない。Wurst, Neue Fragmente Ⅳ p.6
より。
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リ シ ア 語 παραδίδωμι （ 引 き 渡 す 、 委 ね る ） か ら の 借 用 語 で あ る 。 こ の
παραδίδωμι（またはその受動相･単数･三人称型 παραδίδοται）は、正
典福音書の中でも用いられていて、ユダに関する記事の中で定型的に用いられており、
「裏
切る」
「売り渡す」と訳されている112。
しかし『ユダの福音書』の私訳においては、ユダの行為に正典福音書が伝えるようなユ
ダの利己的な意志が見いだせないことから言葉の原義のまま「引き渡す」と訳した。なお
『ユダの福音書』におけるユダによるイエス引渡しの動機については 4 章で考察する。い
ずれにせよ、
『ユダの福音書』はユダがイエスをユダヤ教の祭司長たちに引き渡すという正
典福音書に見られるユダ像を踏襲しているという点は重要であろう。
ユダ以外の弟子たちは、正典福音書の記述とは正反対に、イエスを正しく認識していな
い不出来な弟子たちとして登場している。『ユダの福音書』は弟子たちを、人々を惑わせ、
イエスの名によって様々な悪行をなす人々であると非難している（39.18-40.41）。これら
の非難は弟子たちのみに向けられたものではなく、
「使徒の権威の継承者」である後世の教
会指導者達にも向けられたものである。そればかりではなく、
『ユダの福音書』は、弟子た
ちの信仰する神はイエスの神ではなく、真の神ではない誤った神であると主張し、弟子た
ちのイエスに対しての無知・無理解を強調する。またユダを除く弟子たちを人間の世代に
属し、救済に与れず、最終的に滅びる運命にあるとする。
ここで『ユダの福音書』の特徴を捉えるために注目するべきは、これらの弟子たちを否
定し、拒絶し、貶めているこの福音書の観点は何に依拠したものであるのかということで
ある。
この『ユダの福音書』の弟子たちに代表されている｢正統派｣キリスト教徒たちへの非難
は、これまで考察してきたように彼らの無知・無理解に由来する。そして福音書内で再三
指摘されている弟子たちの無知・無理解の対象は、イエスについての無知・無理解、その
中でも特にイエスの死についての無知である。
『ユダの福音書』は、この弟子たちのイエス
の死への無知・無理解を拒絶・否定する。より具体的には、彼ら｢正統派｣のイエスの死を
犠牲と見る教義であり、それに基づく聖餐式を否定するのである。
そしてこの福音書の中で、ユダを通じて我々読者に伝えられている奥義とは、イエスの

112なお、
『ルカによる福音書』6.16

では「それに後に裏切り者となったイエスカリオテの
ユダである」とし、
「裏切り者」という語に「売り渡す者」を意味する αποδότης を当て、
ユダの行為の否定的面を強調している。荒井献 2007 p.40。

死についての正しい認識に他ならない。イエスの死に関する正しい認識は、弟子たちの無
知・無理解により隠され、歪められている。故にその無知のベールを取り除き、真実を明
らかにし、人々の上に無知を広める｢正統派｣の誤った信仰に拒絶の言葉を突きつけなけれ
ばならない。そしてこの正しい認識を持つことによって、人々――グノーシス主義者――
は救済されることが出来る。これが『ユダの福音書』の基本的な主張である。イエスの死
に関する正しい認識、これこそがこの文書が伝える福音、善き知らせであると思われる。
次章では、
『ユダの福音書』が告げるイエスの死に関する正しい認識とは何かを、イエス
その人に関する福音書本文の分析から考察することとしたい。

3 章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の救世主像

1. 本章のねらい
本章のねらい
この章での目的は、
『ユダの福音書』における救世主像を福音書本文に沿って従来の諸研
究とは異なる観点から考察し、従来の救世主像を修正・再構成することである。これによ
って、『ユダの福音書』が弟子たち及び｢正統派｣を非難する際の根拠となっているイエス
像・救世主像をより明確に理解することが出来る。
『ユダの福音書』のクライマックスでユダにすべての「奥義」が語られた後、イエスが
ユダに向かってその運命に関して次のように述べる。

しかし、あなたは彼ら（弟子たち）すべてを超えるであろう。なぜならあなたは
（真の）私を担
担っている人間を犠牲にするであろうから。
っている
（『ユダの福音書』56.18-22 荒井献訳113）

この後ユダによるイエスの「引き渡し」の場面が描かれ、正典福音書から推測されるイ
エスの裁判と十字架上での死の場面をうかがわせて終了する114。なおこの引用文に関して
は、先行研究の救世主像理解を示すために例として荒井献による訳文を提示してある。
この先行研究の救世主像を出発点としてこの福音書の救世主像の修正と再構成をするが、
その際に重要なカギとなるのが上記引用部のうち特に後半の「なぜならあなたは（真の）
私を担
担っている人間を犠牲にするであろうから」56.19-22
の解釈である。この箇所から救
っている
世主像を考察しようとする理由は次の点にある。まずは、この『ユダの福音書』56.19-22
が救世主に関して特に言及している部分であること。また救世主像理解のために重要な語
と考えるコプト語 orei が本文中この箇所だけに含まれており――引用文中ゴシック
ゴシック体
ゴシック体で
示した部分が orei の日本語訳に相当――、ここを抜きにしては『ユダの福音書』の救世
主像を正確に理解することは難しいからである115。

113

荒井献 2010 p.52。引用文中のゴシック体の部分は著者。

114

ただし『ユダの福音書』は「そしてユダは金を受け取ると、イエスを律法学者たちに

引き渡した」（58.25-26）で終了しており、イエス刑死の場面の記述はない。
115

Critical Edition では 56.19‐20 にしか orei は見られないが、後に Gregor Wurst が

発表した復元分では 56.7 にも同じ語が見られる。この 56.7 での orei の用法も「私を

先行研究では主に「人間（肉体）を着た救世主」像というものが提案されている。これ
らの説では『ユダの福音書』中で人間の救済を行う救世主が、地上で救済という行為を実
行するにあたり地上の人間（特にイエス）の中に入ることで救済を成す。このような、人
間の中に入る救世主、
「人間を着た救世主」といった構成を有する救世主像として説明がさ
れている。
しかしこのような先行研究の『ユダの福音書』の救世主像の解釈には、以下の点から疑
問を呈さざるを得ない。
先の引用文中にゴシック体で示した「担っている」にあたる原文のコプト語 orei に着
目すると、先行研究が提示する「人間（肉体）を着た救世主」というイメージに疑問が生
じる。このコプト語 orei の基になっているギリシア語 φορει の意味は「①繰り返し（い
つも、慣習的に）運ぶ、②身に着ける、③（心身の特徴等を）持つ」である116。そして『ユ
ダの福音書』において「②身に着ける」の意味で用いられているとすれば、救世主像のパ
ターン類型の点でも大きな差異が生じる。救世主像のパターン類型とは次のようなもので
ある。具体的には本章 2.を見てもらいたいが、この類型ではグノーシス主義思想の救世主
（霊）と人間（肉体）の関連性は次のように分けられる。

・パターンⅠ …救世主の存在の構成において「霊（内部） ― 肉（外部）
」となるもの
・パターンⅡ …救世主の存在の構成において「霊（外部） ― 肉（内部）
」となるもの

この二種の類型のうち、多くのグノーシス主義文書ではパターンⅠに該当する救世主像
を示していて、先行研究でも『ユダの福音書』の救世主像をパターンⅠに類するものと捉
えている。
本題に戻すが、56.19-22 を次のように言い換えてみると『ユダの福音書』56.19-20 の
orei という一語の解釈の違いによって救世主像がどれほど異なってくるのかが分かりや
すい。

orei しているところの人」であり、56.19-20 と同じ語形である。p': v  '
"
   ' ~  ~ 
(56.6-8)。訳は「彼らは明日、私を着ている人 p':
v  '
" を拷問にかけるだろう」。p は「～する人、者」の意。
116 大学書林『ギリシア語辞典』第 1 版 1992。 p.1177 の「φορεω」の項より。

というのも私を身
身に着けている人間を犠牲に捧げるだろうからである。
（試訳）
けている

こう仮定すると「私」と「人間」の関係は、「「私」＝霊（外部） ― 「人間」＝肉（内
部）
」と考えられ、上記の類型ではパターンⅡに合致する。つまり先行研究の提示するパタ
ーンⅠの「人間（肉体）を着た救世主」像という救世主理解には疑問が生じる（なおこの
点は本章 2.で詳述する）。そしてこの考察から次の推測が成り立つ。つまり『ユダの福音
書』の救世主は先行研究が提示する「人間（肉体）を着た救世主」ではなく、反対に「人
間（肉体）に着
着られた救世主」として現れているのではないかという推測である（この点
られた
は本章 3.で検討する）
。
本章の考察の主眼は、まさにこの点を明らかにすることにある。そのために他のグノー
シス主義文書の提示する救世主像の類型と『ユダの福音書』との比較検討、先行研究によ
る「人間（肉体）を着た救世主」像との比較検討を通した救世主像の再検討により、先行
研究とは異なる観点からの新たな救世主像の提示を行いたい。そしてこの考察を通して、
『ユダの福音書』が「正統派」を否定する根拠とし、主張しているイエスの死の正しい認
識とは何かを明らかにすることを目的とする。

2. グノーシス主義文書
グノーシス主義文書における
主義文書における救世主像類型
における救世主像類型
まずはグノーシス主義思想に共通して見られるような救世主像に関しての霊と肉の位置
付けの傾向、モチーフのようなものが抽出できないか、筒井の霊肉論の類型117に沿ってグ
ノーシス主義文書を考察する。そしてこの作業によって、グノーシス主義思想の救世主像
について類型化することを目標としたい。これはまたこの後に続く『ユダの福音書』の救
世主、人間の存在の構成（霊と肉の位置付け）との比較に際して問題の所在を明らかにす
ることにもつながる。
筒井の霊肉論についての類型は、グノーシス主義思想における霊と肉の関係性、その意
味付けについて一定の指針を示してくれる。それは筒井の類型が主として救世主の存在の
構成における霊と肉の関係性の上になされていること。またグノーシス主義の救済が、
「人
間の魂・霊が肉体に捕らえられている」という状態の解消として理解されており、その解
消の助け手として救世主が要請されているからである。つまりこの霊肉論類型は、グノー
117

筒井 2007。

シス主義文書における救済とそれにおける救世主の役割の在り様を考察する上での視点を
提供してくれる。
筒井による霊肉論の類型は以下の二つである。

（1）様態論的理解
実存的レベルとの相性が良いとされる。これは「霊」と「肉」を様態論 modalismus 的
に人間の在り方として理解する方法であり、パウロ的な理解の方法に近い。例えば『ペト
ロの黙示録』NHCⅦ.3§26118では、
「釘づけにされたイエス」と「傍らで喜んで笑ってい
るイエス」の二人が存在する。これはイエスが分割・分解されたのではなく、異なるモー
ド modus のイエスが二人いると解される。

（2）要素論的理解
こちらは救済神話との相性が良いとされている。これは「霊」と「肉」を、人間を構成
する二つの要素として解し、人間の内に｢霊｣の部分と「肉」の部分があると考える。例え
ば『ペトロの黙示録』§26,31119では、§31 に「解放する」とあることから十字架刑によ
ってイエスが中身と容器の二つに分割されたと解釈できる。その際の容器とは§26 の「肉
的なもの」であり、中身の方はそれに対比する「霊的なもの」と言うことができる。

2-1. グノーシス主義
グノーシス主義の
主義の霊肉論類型
グノーシス主義の救世主観、人間観について筒井の霊肉論の二類型の観点をもとに分析

118

救い主は私に言った、「あなたが見ている、十字架の傍らで喜んで笑っている人物は、

活けるイエスである。しかし両手と両足を釘で打たれているのは、彼の肉的なもの、す
なわち『代価』である。彼（活けるイエス）の模倣物としてなったものを彼らは辱めて
いるのである。しかし、彼と私を見なさい」
。
筒井賢治訳 『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』§26 pp.211-212。
「だから、苦しみを受けるものが残るのである。身体が『代価』なのだから。解放さ
れたのは、私の非身体的な身体である。しかし私（自信）は、輝く光で満たされている
叡智的な霊である。私のもとに来るのをあなたが見たのは、我々の叡知的な完成（プレ
ーローマ）であり、完全な光と私の聖なる霊との結合である」。筒井賢治訳『ナグ・ハマ
ディ文書Ⅳ 黙示録』§31 p.213。
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した結果を以下に示す。なお個々のグノーシス主義文書についての考察はここには掲載せ
ず、個別の文書の考察を通じて得られたパターン類型のみ記載する。また個別のグノーシ
ス主義文書の考察は、本稿末に参考資料 1 として記載する。存在の主体については救世主
の場合記載する。人間一般については救済に際しての各思想集団における差異は見られる
が、概して肉体の内に閉じ込められている「霊」
（グノーシス主義研究上の用語で言えば「本
来的自己」
）に主体性を認めているため記載しない。

パターンⅠ
パターンⅠ …霊（内部）‐肉（外部）
文書名

霊肉論の
霊肉論の観点

存在の
存在の主体・
主体・本質の
本質の観点

要素論的理解

「キリスト」

2.『ヤコブの黙示録一』

要素論的理解

「主」

4.『大いなるセツの第二の教

要素論的理解

「私」

5.『フィリポによる福音書』

要素論的理解

霊と肉を合わせた総体

7.『三部の教え』

要素論的理解

「キリスト」、「救い主」

1.『フィリポに送ったペトロ
の手紙』

え』

「キリスト」

8.『ヨハネのアポクリュフォ

要素論的理解

ン』

（元来は「ソフィア」）
要素論的理解

9.『エジプト人の福音書』

「セツ」
「ロゴス」

10.『三体のプローテンノイ

様態論的理解

（プローテンノイアの顕現

ア』
様態の一つとしてのロゴス）
11.『ペトロの黙示録』

要素論的理解・様態論的理解

「イエス」

パターンⅡ
パターンⅡ …霊（外部）‐肉（内部）
文書名

霊肉論の
霊肉論の観点

a.

3.『救い主の対話』

要素論的理解

b.

6.『真理の福音』

要素論的理解

存在の
存在の主体・
主体・本質の
本質の観点

「イエス」

ここで取り上げたグノーシス主義文書は、まず大きく二つのパターンに分類できる。そ
れが上記の表に示したパターンⅠ、パターンⅡであり、救世主という存在の構成における
霊と肉の位置付けによる分類である。またパターンⅡの方はさらに二つに分類できる（パ
ターンⅡa、パターンⅡb）。こちらは霊的なもの、高次のものを受け取る対象による分類
である。パターンⅡa ではその対象は人間（グノーシス主義者）であり、パターンⅡb で
は対象はイエスである。
パターンⅠとしてまとめたものは、
『フィリポによる福音書』がイエスの霊と肉の両方に
価値を見いだしていることを除けば、他の文書の中では救世主存在のうちの高次のものに
存在の本質・重要性を認めている。例えば『フィリポに送ったペトロの手紙』では、キリ
ストは「こしらえ物（肉体）の中に降った」
（§6）と言われており、この世界（物質的世
界）からは隔絶された至高神の世界からやって来たことがうかがえる。また『エジプト人
の福音書』の救世主的存在である「セツ」は至高神の世界で生み出された者であり（§23）
、
「大いなる不滅の種族」を救うために遣わされた者である（§46）。
『三体のプローテンノ
イア』における啓示者「ロゴス」は、父なる至高神の女性的属性が独立して生まれた者で
ある（§1）。
パターンⅡにまとめた『救い主の対話』、『真理の福音』は、パターンⅠのものとは異な
っている。人間一般の存在の在り方についてはパターンⅠと同じく、肉体のうちに霊が囚
われているという理解を前提にしている。救済に際してパターンⅠでは本質である霊の上
に肉体が存在していて、そのために肉体を放棄することが求められる。一方パターンⅡで
は実体である霊の上に新しく高次の存在をまとうことで救済される、と言えるだろう。パ
ターンⅡでは古い肉体である物質を脱ぎ、新しい高次のものからなる肉体を霊の上にまと
うことで、本来の自己の居場所である至高神のもとに帰昇することができる。
ここで注目したいのはパターンⅠ,Ⅱに分類されるグノーシス主義思想において、救世主
の存在の構成（霊と肉の位置付け）にどのような意味付けがなされているのか、救世主の
救済における役割がどの様に理解されているのかということである。
パターンⅠの救済論では啓示者・救世主は、地上において救済を完成させるために人間
に（キリスト教の要素が強い場合は特にイエスに）降り、啓示者・救世主として存在する
ようになる。そして啓示者・救世主の内には人間としての肉体と至高神により遣わされた
啓示者・救世主としての本質たる霊の二つの要素で構成されることになる。しかし啓示者・
救世主存在をその内に宿すことになる「器」は、いくつかの例外を除いて否定的な評価を

与えられる。救世主は救済において自身を手本として、救済の在り様として自らの本質を
肉体から解放すること、人間の内に在る霊と肉という要素の分離が必要であることを人々
に示す。
パターンⅡ、特に『真理の福音』の場合、他でもないイエスが十字架での死に際して高
次のもの（「永遠の命」
、
「不滅性」§11）を身に付けることで完全なる救世主となって、
「父
の指令」（§11）である人間の救済につながる真の認識を掲げる。また『救い主の対話』
のヴァレンティノス派による「新婦の部屋」の表象の場合、人間の本質である霊の上に「光
を着る」ことが「新婦の部屋」に入ることつまり救済と結び付けられる。実体（霊）の上
に高次のものを身につける、まとうことによって実体が変化し、救済される（
『救い主の対
話』などに見られるヴァレンティノス派の「新婦の部屋」の場合）、または救世主として完
成し、救済の業を実行する（『真理の福音』の場合）といった前の状態からの変化がともな
う。つまり実体の上に高次のものを身に纏うことが、救済においての転換点として考えら
れる。
以上を表に整理すれば次のようになる。

主体

主体が
主体が獲得するもの
獲得するもの

身に付けるもの

救済における
救済における霊
における霊と

の文書内での
文書内での評
での評

肉の構造

価

パターンⅠ
パターンⅠ
存在 のののの構成

・「キリスト」、「セ

・人間の身体・肉体

ツ」、
「イエス」、
「本

・人間イエス

主体である部分と、
身に付けた物質的
否定的

来的自己」などの至

（キリスト教の要

部分の分離が要請

高 神 に 由 来 す る遣

素が強い場合）

される

わされた存在

パターンⅡ
パターンⅡ
・グノーシス主義者

・「光」

（a）

・「永遠の命」

主体である部分と、
身に付けるものと
肯定的

・イエス(b)

・「不滅性」

至 高 神 に 由 来 する

の合一が要請され
る

が、地上に在る存在
以上の分析から見て、グノーシス主義一般の霊肉論では霊と肉を人間の構成要素として
理解する要素論が広くみられることは明らかであろう。
しかしその霊と肉の関係性は、二つのパターンに分けることができる。一つは霊を肉体
の内に在るものと位置づけるものであり
（パターンⅠ）、もう一つは存在の本質の外に霊
（高
次のもの）を位置づけるものである（パターンⅡ）
。この両者はまた人間の地上での生にお
いての霊と肉の関係性の違いから、地上の生を終える時――普通の人間では死後救済され
る時、救世主の場合は刑死の時・死に臨む時――に要請されるものが異なる。パターンⅠ
の場合は、霊と肉の関係性の分離・解消が要求され、パターンⅡでは霊と肉の新しい関係
性の構築と合一が要請される。
グノーシス主義の霊肉論では、霊と肉の関係性は存在の在り様ばかりか救世主の場合は
救済の意味をも規定する。パターンⅠでの救世主の救済とは、自己の存在も含めた人間の
霊と肉の関係性の分離・解消を促すことであり、パターンⅡでは新しい霊と肉の関係性の
構築と両者の合一を促すことである。ただしどちらの場合も、救世主の果たす役割は人間
の霊・本質を至高神の下に回収するというグノーシス主義の神話レベルから要請される。
また救世主の在り方は、グノーシス主義者が見習うべき範型となっているという点では共
通している。この二種の類型の内、多くのグノーシス主義文書ではパターンⅠに該当する
救世主像を示す。
そしてこのパターンⅠの「人間（肉体）を着た救世主」像は、先行研究が『ユダの福音
書』の救世主像として見いだしているものである。しかし『ユダの福音書』の救世主像を
考えると、先に本章 1.で触れたように、この福音書の救世主像は先行研究が示すパターン
Ⅰの救世主像には該当せず、パターンⅡの救世主像に該当すると考えられる。
そこで以降は『ユダの福音書』の救世主像に焦点を当て、他のグノーシス主義文書と比
較検討することで他のグノーシス主義文書が示すパターンⅠとは異なっているのかを確認
していく。その際に中心となるのは、『ユダの福音書』56.19-22 である。

3. 「人間に
人間に着られる」
られる」救世主 ― 56.19‐
56.19‐22 を中心に
中心に ―
3-1. 先行研究における
先行研究における orei の解釈
『ユダの福音書』56.19‐22 のコプト語からの翻訳において各研究者の差異が大きいも
のは、ギリシア語 φορει からの借用語であるコプト語の   である。以下にこの箇所の
代表的な翻訳を示し、特に   の訳語部分を太字
太字で示す。ただし表内の翻訳部分は
太字
56.18-22 である120。

『ユダの福音書』

  !  

（原文）

  q   !

Meyer121
『原典 『ユダの
福音書』』122
DeConick123
Karen L.
King124



 H        !



（56.18-22）

But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man who
bears me.
だがお前は真の私を包
包むこの肉体を犠牲とし、すべての弟子たちを超え
る存在になるだろう。
Yet you will do worth than all of them. For the man that clothes me,
you will sacrifice him.
As for you, you will surpass them all. For you will sacrifice the
human being who bears me.
しかしあなたは彼らすべてより大いなるものとなるでしょう。というの

戸田聡125
は、私を担
担っているこの人をあなたは犠牲として捧げるだろうからで
っている

120この

121

122
123
124
125

3.での主眼は 56.19-22 であるが、表中の『原典『ユダの福音書』の訳文が少し前
の 56.18 を含んでいるため、表内では他の訳文も 56.18-22 を範囲として訳文を掲載し
た。
R. Kasser, G. Wurst 2007 p.231。
『ユダの福音書』
の英訳者は M. Meyer と F. Gaudard。
なお同様の編著者による The Gospel of Judas: Second Edition 2006, 2008 でもこの箇
所の英訳文は同じく「bears」である。
ロドルフ・カッセル、グレゴール・ウルスト他編 2006 p.69。
A. D. DeConick 2007 p.89。
E. Pagels, K. King 2007 p.121。
『ユダの福音書』の英訳は K. King。
J. ファン・デル・フリート 2007 p.99。ただし『ユダの福音書』の日本語訳は本書の
訳者である戸田聡がコプト語から直接訳出したもの。同書 p.85 の戸田による訳者註参
照。

す。
しかし、あなたは彼ら（弟子たち）すべてを超えるであろう。なぜなら
荒井献126
あなたは（真の）私を担
担っている人間を犠牲にするであろうから。
っている
そしてお前はそれらすべてより悪しき事をなすだろう。というのもお前
著者による試訳
は、私を着
着ている人間を犠牲に捧げるだろうからである。
ている

このようにコプト語   の訳に関しては未だ統一されていない。そこで、まずは『ユ
ダの福音書』以外のグノーシス主義文書、特に NHC 諸文書中での   の用語例の考察
を通してグノーシス主義思想の中での   の用法を確認し、『ユダの福音書』における
  の用語法を確認したい。

3-2.『
2.『ナグ・
ナグ・ハマディ文書
ハマディ文書』
文書』（NHC
（NHC）
NHC）での vorei の用例
NHC 諸文書での "  の具体的な例文は本章末の資料 2 に別に整理してあるが、ここ
では分析の結果をまとめたものを以下に掲載する。なお以下の表では、" 、" 、!
" 、! "  をすべて "  として扱う127。また「着る」、「まとう」、
「身に帯びる」
と、
「担う」、
「負う」をそれぞれ同種の意味内容を示すものとしてまとめる。1 例文中に 2
回以上 "  に当たる語がある時は各々を 1 回として数える。同一写本が複数存在する場
合は、異本中の並行記事に出てきた各々の "  を 1 回として数えてある。

訳

数

「着る」

3回

『三部の教え』
（NHCⅠ.5）

「まとう」

3回

『ヤコブのアポクリュフォン』(NHCⅠ.2)

「身に帯びる

5回

『シェームの釈義』
（NHCⅦ.2）

・付ける」

使用されて
使用されている
されている文書
いる文書

『三体のプローテンノイア』（NHCⅩⅢ.1）

荒井献、大貫隆編訳『ナグ・ハマディ文書 チャコス写本 グノーシスの変容』2010 p.52。
『ユダの福音書』の日本語訳者は荒井献。
127
"  は「φορει」をそのままコプト語に置き換えた形であり、"  はそこから「」
が脱落したものである。また、! " 、! "  はともに、" 、"  にコプト語で
「～をする、行う」を意味する「!」が加わったものであり、意味内容としては同じであ
る。
126

『救い主の対話』（NHCⅢ.5）
『ペテロと十二使徒の行伝』（NHCⅥ.1）
計 11 回
「担う」

3回

『エジプト人の福音書』
（NHCⅢ.2、Ⅳ.2）

「負う」

5回

『救い主の対話』（NHCⅢ.5）
『復活に関する教え』（NHCⅠ.4）
『ヨハネのアポクリュフォン』（NHCⅡ.1,Ⅲ.1,Ⅳ.1,
BG8502.2）
『シェームの釈義』
（NHCⅦ.2）
『知識の解明』
（NHCⅪ.1）

計8回
「もらう」

2回

『ヨハネのアポクリュフォン』
（NHCⅡ.1,Ⅲ.1,Ⅳ.1, BG8502.2）

「運ぶ」

1回

合計

22 回

『アスクレピオス』
（NHCⅥ.8）
11 文書

コプト語 "  の由来元であるギリシア語 φορει の意味は、
「①繰り返し（いつも、習
慣的に）運ぶ、②身に着ける、③（心身の特徴等を）持つ」である。NHC 諸文書での " 
の使用回数は合計 22 回、内訳は上記の表の通りである。"  の意味内容と用例の対応
関係は①の意味での使用が 1 回、②の意味での使用が 19 回、③の意味での使用が 2 回と
大きく分けられる。
②「身に着ける」の意味での使用例が多い理由は、NHC で "  の目的語としては「肉
体」、「身体」が 22 回中 7 回と最も多いことから次のように考えられる。「肉体」、「身体」
がグノーシス主義思想一般において、この世の支配者であるアルコーンによって我々人間
に押し着せられたものであり、人間がその存在の内に保持している・身に着けているもの
と理解される128からである。そのため、肉体・身体と「身に着ける」という動作が強く結

128『ヨハネのアポクリュフォン』NHCⅡ.1,Ⅲ.1,Ⅳ.1,

BG8502.2 では、肉体・身体につい
て「これこそ身体のこしらえ物の洞窟であり、人間
人間の
人間の上に強盗たちが
強盗たちが着
たちが着せ付けたもの、
けたもの
忘却の鎖である」と言われる。NHCⅡ.1『ナグ･ハマディ文書 1 救済神話』§58 p.92。
太字は著者。

び付けられ、②「身に着ける」の意味での使用が最も多いのだと推測される。また英語訳
としても②の意味内容である「wear」の選択が 10 回と最も多いのも、こうした理由によ
るものと推測される。
以上 NHC における "  の用法、使用回数からすると、『ユダの福音書』での " 
の用語法も他のグノーシス主義文書に倣って②の意味内容での使用だと考えることは妨げ
られないだろう。さらに進んでの日本語訳の考察は以下で行いたい。

3-3.『
3.『ユダの
ユダの福音書』
福音書』における vorei の用語法考察
"  をコプト語原文のままに、
『ユダの福音書』56.19-22 全体を訳出すると以下のよ
うに書くことが出来る。

というのもお前は、私を "  している人間を犠牲に捧げるだろうからである。

この文章のコプト語原文は、文法的には次のように解される。
『ユダの福音書』56.19-22 のコプト語原文は「      !
  q   !

」である。この内主文は「    q   !


」であり、

「お前はその人間   を犠牲に捧げるだろう   q  」と訳される;<9（'



は男性・単数・三人称の代名詞、ここでは人間   のこと）
。一方   を修飾する
関係詞節が、   !

 である。ここでは動詞   が!

ている（ は関係詞）
。そして!

 は、前置詞!

 をその目的語とし

が単数・一人称の代名詞  を伴っ

て目的語となり、「私を」を意味する。
ここで明らかなことは、
「   !

」の部分において!

 は、｢私を｣を意味

する目的語であってこの文章の主語ではないこと、動詞   の主語は関係詞で結ばれた
 （人間）だということである。故に「私が   している」のような訳文は文法
上不適当である。よって「   !

」は、
「私を   するところの～」と訳す

べきであり、全体としては上記のように「というのもお前は、私を "  している人間を

  の部分は、/ / と分解できる。 は男性単数三人称の代名詞、  は未来を示
す助詞、 は「する（英語の Do）」を意味する動詞である。故に   は、
「お前は～す
るだろう」と訳される。動作の内容はq  （名詞「犠牲」）であり、
「犠牲に捧げる
だろう」とした。
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犠牲に捧げるだろうからである」となる。
さて、先に行った 3-2.での他のグノーシス主義文書における用法の分析結果と合わせて
考察すると、"  は②「身に着ける」の意味内容として訳出することが NHC の使用例
に合致する。少なくとも「①運ぶ」、｢③持つ｣はこの文章の内容からして不自然である。よ
って、
『ユダの福音書』56.19-22 の "  は②の意味である「着る」、
「まとう」、
「身に帯
びる・付ける」という意味で訳出することが妥当だろう。
また同様の意味合いを持つ「負う」、
「担う」も候補ではあるが以下の理由でそれぞれ妥
当しがたい。
『ユダの福音書』において動詞 "  の目的語は「私」である。他方この「私」
とは、以下のユダの発言などから救世主であると考えられる。

ユダは彼(イエス)に言った。
「私はあなたが誰で、どこから来たか知っています。あな
たはバルベーローの不死のアイオーンから来ました。そして私は、あなたを送った方の
名を口に出すのに相応しくありません」
。
（『ユダの福音書』35.14-20）

このユダの発言から、イエスは至高の領域（バルベーローのアイオーン）から遣わされ
た存在であることが推測できる。またこのイエスは、他のグノーシス主義文書で同じく至
高の領域から遣わされた救世主と同様の働き（知識【ギリシア語 γνωσις グノーシス】の
啓示）をしている130ことから、イエスは救世主だと考えられる。しかしイエスには上記
56.19-22 から「私」と「人間」の二つの部分が存在していることがうかがえ、43.14-44.7
からは「人間」＝肉体とは死ぬべきもの、否定されるものであることもうかがえる（詳細
は本章 3 で議論する）。
これらの事柄から、
『ユダの福音書』内ではイエスは直接「救世主」と呼ばれていない131
が、救世主として活動しており、その内でも「私」の部分こそが至高の領域から遣わされ
た救世主だと考えられる。これらの理由から『ユダの福音書』が救世主としての本質であ

『エジプト人の福音書』でのセツ、
『三体のプローテンノイア』でのロゴスは、地上へ
と遣わされ、人々に真の智慧を与えて人間の救済を行っている。
131 『ユダの福音書』52.4-6 に「[五人の]天使の最初は（キリスト）と呼ばれるセツである」
との記述はあるが、
「キリスト」という尊称とイエスないし「私」との関連性は不明であ
る。弟子たちからは「我々の神の息子」34.13 などとは呼ばれている。救世主としての
セツは、『エジプト人の福音書』に登場する。
130

る「私」を批判的に捉えて、負担・負債としてその身に「負う」と認識しているとは考え
難い。また「担う」の場合、NHC での 3 回の使用例のうち 2 回の目的語は「栄光」であ
る132。使用例から見ると、
「担う」という訳語はそぐわないだろう。よって NHC の用語法
からは 56.19-22 は次のように訳出することが妥当であると思われる。

というのもお前は、私を着
着ている人間を犠牲に捧げるだろうからである。
いる

もちろん vorei は NHC での使用例から見ると、他に「まとう」、
「身に帯びる・付ける」
とも訳出可能ではあるが、先行研究の「イエスを着る救世主」というモチーフとの対照性
を明確にするため、ここでは vorei を「着る」と訳出したい133。
続く 4.で救世主像について具体的な考察を進める前に、救世主を構成する二つの要素に
ついて明確にしておく。霊肉論から見た救世主を構成する二要素とは、基本的には霊的本
質と物質的身体である。すでにはじめにで触れたパターン類型の「霊」に該当するものが、
霊的本質である。『ユダの福音書』では、救世主つまりは「私」、さらには人間の霊や魂が
ここに含まれる。また「肉」に該当するものが、物質的身体である。こちらには人間の肉
体が含まれ、
『ユダの福音書』での救世主を着ている人間や、肉体・身体そのものが該当す
る。
そして本節での考察から得られた『ユダの福音書』の救世主を構成する「私」と「人間」
との関係は、パターンⅡのように「霊」が「肉」の外部にある、
「「私」＝霊（外部） ― 「人
間」＝肉（内部）」となっている「人間に着られる救世主」像であることが確認できるだろ
う。

4. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の救済

2 回の用例は共に『エジプト人の福音書』NHCⅢ.2，Ⅳ.2 での使用である。残りの 1
回の使用例での目的語は「身体」である。『救い主の対話』NHCⅢ.5 134.11-14 での用
例。資料 2 も参照。
133 例えば『エジプト人の福音書』では、
「聖なる者、不滅の者、活ける言葉によって生ま
れたイエス、すなわち大いなるセツが着た者を通して」
（第Ⅳ写本『ナグ･ハマディ文書
1 救済神話』§49 p.162）との記述がある。また『三体のプローテンノイア』NHCⅩⅢ.1
では「私（ロゴス）はイエスを着た」
（『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』§33 p.205）
と言われている。
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4-1.「
1.「人間を
人間を着る救世主」
救世主」と「人間に
人間に着られる救世主
られる救世主」
救世主」
先行研究が提示する「人間を着る救世主」像とは、パターンⅠ「霊（救世主）
：内部 ― 人
間＝肉：外部」という構成の救世主像である。そして『ユダの福音書』にも見られるユダ
によるイエスの「引き渡し」
（58.9-26）は、
「人間を着る救世主」像との関わりから以下の
ように説明される。
「人間を着る救世主」とは、翻って「人間という檻に閉じ込められた虜
囚状態にある救世主」である。救世主が救済を行うには「虜囚状態からの本質の解放」が
要請される。ユダの行為とは畢竟、イエスの内に在る救世主の「虜囚状態からの本質の解
放」であり、救済のはじまりに他ならない134。そしてこの死に際しての救世主の「虜囚状
態からの本質の解放」は、グノーシス主義者たちが倣うべき手本でもある。つまり「人間
を着る救世主」像とは、救済の手順を自ら実践して見せる救世主像でもある。
しかしながら先に考察したように、『ユダの福音書』の救世主像は「人間を着た救世主」
像ではなく「人間に着られる救世主」像と考えられる。この「人間に着られる救世主」と
ははじめにで触れた、パターンⅡ「霊：外部 ― 人間＝肉：内部」の救世主であり、救世
主の本質（霊）は外部に在り、
「虜囚状態」として肉体内部に存在していないため「虜囚状
態からの本質の解放」という救済への条件が必要ではないという大きな差異がある。
それではこの『ユダの福音書』のパターンⅡに類似する救世主像をどのように考えるべ
きだろうか。パターンⅡに該当する他のグノーシス主義文書には、
『真理の福音』NHCⅠ.3
と『救い主の対話』NHCⅢ.5 の二つがある135。
『真理の福音』では、イエスが十字架上での死に際して「朽つべき襤褸を脱ぎ捨て、不
滅性を着た」、
「永遠の命が着せられる」と言われる136。一方『救い主の対話』では救世主
に関する言及ではなく、
「新婦の部屋」と呼ばれるヴァレンティノス派というグノーシス主
義一派の秘儀についての文脈で「霊（外部） ― 肉（内部）
」という構成が見られる137。
『真
理の福音』と『救い主の対話』の二つの福音書は、ともに主役級の人物が本質の上にさら
荒井献 2007、J. ファン・デル・フリート 2007、ロドルフ・カッセル,グレゴール・ウ
ルスト 2006、B. D. Ehrman 2006、K. L. King, E. Pagels 2007、S. E. Porter ,Gordon
L. Heath 2007、S. Gathercole 2007 などの著作、論文がこの解釈に沿ったユダ像を提
案している。一方このユダの行為を否定的に捉えるのが、A. D. Deconick 2007、André
Gagné 2007、E. Thomassen2006 、J. D. Turner 2006、Louis Painchaud 2006 などの
著作、論文である。
135 青木 2012 pp.53-57。
136 引用文は共に荒井献訳。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』§11 p.184。
137 「その時、あなたがたは自分の上に光を着、新婦の部屋へと入って行くであろう」
。
小林稔訳『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡集』§50 p.236。
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に高貴なものを着るという点、またその人物が、グノーシス主義者たちが倣うべき理想像
として登場している点で共通している。この理想像は『真理の福音』では救世主であり救
済を示すイエスであり、
『救い主の対話』では救済へと至った完全なるグノーシス主義者で
ある。
『真理の福音』と『救い主の対話』の共通点は、理想とすべき人物像が霊的なものを着
るということである。そこで、
『ユダの福音書』の救世主である「私」を着ている人間の価
値付けに注目してみたい。以下は『ユダの福音書』で人間（肉体）について言及されてい
る部分である。

イエスは言った。
「すべての人間の世代の魂は死ぬだろう。しかしこれらが王国の時を
満たす時、彼ら（グノーシス主義者）の霊は彼らから離れる。彼らの肉体は死ぬが、彼
らの魂は生かされ、上方へと運ばれる」
。
ユダは言った。
「残りの人間の世代は何をするのでしょうか」
。
イエスは言った。「[岩]の上に種を蒔いて、果[実]を得ることはできない。かくしてま
たこの方法で[…][汚れた]種族と堕落したソフィア[…]死すべき人間を作り出した手、彼
らの魂は上方のアイオーンへと上昇[しない]」。
（『ユダの福音書』43.14-44.7）

このイエスの発言から人間の肉体部分は死ぬ＝滅びること、グノーシス主義者たちの魂
は救済を受けるが、それ以外の人間たちの魂は救済されないことが分かる。この肉体＝物
質的身体の価値付けの低さはグノーシス主義思想に広く見出される138。このことから『ユ
ダの福音書』56.19-22「私を着ている人間」の「人間」とは、否定されるべきただの物質
的な存在と判断できる。なお『真理の福音』と『救い主の対話』では、イエスとグノーシ
ス主義者の霊・本質（霊的身体） が「永遠の命」、
「光」を身に着けるが、
『ユダの福音書』
で救世主を身に着けるのは人間（物質的身体）である。さらに『真理の福音』では、救世
主をその身に受ける人間イエスは「肉体のかたちを持って出てきた」者とされ、肉体自体

例えば『ヨハネのアポクリュフォン』§58 の記事、『フィリポに送ったペトロの手紙』
「私は死ぬべき彼らのこしらえ物の中に降った」§9、
『フィリポによる福音書』
「それ
（魂）は無価値な肉体の中に陥ってしまった」§22 など。

138

にも一定の評価がされているが139、『ユダの福音書』の人間イエスにはそうした言及はな
い。
つまり『ユダの福音書』の救世主を着る「人間」は何ら特別な存在ではなく、他の人間
（肉体）と同等の価値付けしかされていない。故に『ユダの福音書』の救世主像は、理想
的な人物が霊を身に着けるという『真理の福音』と『救い主の対話』が示すパターンⅡと
は異なると言える。
先の本章の 2.や 3.での考察も踏まえると、『ユダの福音書』はパターンⅠの救世主像と
もパターンⅡの救世主像とも異なる独特な救世主像を持つと考えられる。それではこの
『ユ
ダの福音書』の救世主像を、以下では救済方法、十字架と「光の雲」の役割という観点か
らさらなる先行研究の批判的検討によって考察したい。

4-2. 救済方法
まずは『ユダの福音書』の救世主による人間の救済方法について検討したい。3-1.で触
れたように、先行研究の提示する「人間を着る救世主」像の救済は自身の「虜囚状態から
の本質の解放」が要請され、また救済の手順を自ら実践して見せる救世主像である。
しかしながら「人間に着られる救世主」像を有する『ユダの福音書』では、その存在の
構成の違いから救世主は救済の方法を実践して見せることはないと考えられる。
そこで類似する構成の救世主像を有する『真理の福音』と『ユダの福音書』を比較する
ことで、
『ユダの福音書』の救世主による救済の方法に迫ってみたい。
『真理の福音』と『ユ
ダの福音書』の間には前提とする思想が異なること140や、先に触れた救世主を構成する人
間部分の価値付けの違いなども存在しているため、この二つの福音書の救世主像をそのま
ま同一視することは出来ない。しかし両福音書の救世主像の構成の類似性から、
『ユダの福
音書』の救世主像理解のために『真理の福音』の救世主像を援用することは有用だろう。
『真理の福音』では次のようにイエスの十字架上での死が説明されている141。

万物は、その父が見えないので、隠されている。彼（父）は自らに由来し、あらゆる
139荒井献訳『真理の福音書』§24

p.195。他にも荒井 1997 pp.304-310 を参照。

140『ユダの福音書』はセツ派に、
『真理の福音』はウァレンティノス派に近しい人々によ

り作成されたと考えられている。
荒井献訳『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.184、§11。

141

場所は彼に由来する。それゆえに、イエスが現れた。彼はあの書を身にまとった。彼は
木に釘づけにされた。彼は父の指令を十字架に掲げた。おお、なんと言う偉大な教えで
あろう。彼が自らを死に至るまで低めるとき、彼に永遠の命が着せられるとは。彼は朽
つべき襤褸を脱ぎ捨て、不滅性を着た。それを誰も彼から取り去ることができない。彼
は恐怖の虚しい場所に入って行った後、忘却によって裸にされた人々のそばを通り過ぎ
た。彼は知識と完成となり、
［父の］心の中にあることを告知した。教えを受けるであろ
う人々に［・・・・・］教えるために。
（『真理の福音』§11 p.184）

この引用部分から『真理の福音』におけるイエスの刑死とは、
「父の指令を十字架に掲げ
る」ことであり、
「[父の]心の中にあることを告知した。教えを受けるであろう人々に[・・・・・]
教えるため」であること、そして救世主の役割とは、救済とは何か、自身を遣わせた存在
の意志は何かを人々に啓示することだと言えるだろう。そしてそこに実践は含まれない。
『ユダの福音書』も『真理の福音』と同じく、パターンⅡの救世主像との共通点を持つ
ことから、同様に人間にとって救済につながる知識を啓示する救世主像を持つと考えられ
る。そして救世主による知識の啓示によりグノーシス主義者は自己の本来の帰属先を想起
し、自身の死に際して魂は肉体から解き放たれ、救済を得る（43.14-44.7）。このような救
済の方法を持つのではないかと考えられる。
一方で『ユダの福音書』が「人間を着る救世主」像との類似点を持つことも指摘してお
きたい。
『ユダの福音書』では磔刑に際して肉体の部分は死ぬ・滅びるが、その肉体に着ら
れている救世主自身（「私」の部分）は受難による何らの影響を受けないと考えられる。こ
の点は「人間を着る救世主」像との共通点である。1 章で考察したように、
『ユダの福音書』
がイエスの犠牲のための死を想起する「聖体拝領」
（ευκαριστια）を否定し、犠牲（θυσια）
を否定しているのは明らかであり、この福音書の主眼の一つが｢正統派｣のイエスの死を贖
罪のための犠牲と見る向きへの反対・拒絶にあることがうかがえる。故に『ユダの福音書』
が、救世主の十字架上での一連の出来事に｢正統派｣が主張するような実際性と救済論的な
意味付けを見いだすとは考え難い。つまり『ユダの福音書』は、救世主の受難とその犠牲
的性格を否定した救世主像を持つと考えるのが妥当である。
救世主の受難を否定する点では「人間を着る救世主」像と共通している。しかし死に際
して二存在に分離し、救世主は受難しなかったとする点では同じでも、分離の様相は「人

間を着る救世主」と「人間に着られる救世主」では異なる。
『ユダの福音書』の救世主の分
離には、
「虜囚状態からの本質の解放」という要素がなく、普通の人間と霊と肉の構成が異
なるために142、救済方法――いかにして肉の内に閉じ込められた霊を解放するのか――を
実践して見せることはできない。
「人間を着る救世主」では、霊は肉の内側から出て行くの
ではなく、着られている肉から離れるだけである。
このように救済方法は救世主の構成の違いから「人間を着る救世主」と「人間に着られ
る救世主」では異なるが、受難を否定するという目的では一致している。

4-3. 十字架と
十字架と「光の雲」の役割
もう一点議論すべき点は、福音書の最後部分で登場する「光の雲」の役割に関する問題
である。この光の雲はユダにすべての奥義が語られた直後イエスとユダの頭上に現れる。

[…

]アル[コーン]、破壊されるだろう。[そして]その後、アダムの偉大な世代の型

は高くされるだろう。というのも天と地の前に、あの世代はアイオーンを通して天使と
ともに在るからである。見よ！お前にはすでにすべてのことが語られた。眼をあげて雲
とその中の光とそれを囲む星々とを見よ。そして道を指し示す星、それがお前の星であ
る」。
そしてユダは目を上げ、光の雲を見た。そしてイエスはその中へと入った。地上に立
っている人々はその雲から聞こえてくる声を聞いた。曰く、
「[…
…

]像[…

そ]して[…

][…

][…

偉]大な世[代
][…

][…

]」。

（『ユダの福音書』57.8-24）

この光の雲は、救世主像との関わりの上でも重要である。先行研究では、イエスがこの

142

『ユダの福音書』では、43.14-44.7 の記事、52.14-19 の人間創造の記事、53.26-54.7

「ゆえに残りの魂は、[…

][…

]光[…

][…

]周囲[…

]あなた方の中の霊、

肉体の中、天使たちの世代の中にそれを住まわせている」とあることや、他のグノーシ
ス主義文書における人間に関する記事との比較考察から、人間の構成はパターンⅠ「霊
（内部）― 肉（外部）」となっていると考えられる。

光の雲の中での変容により人間(肉体)とその内にある救世主（「私」）とに分離し、この分
離において救済への道は整えられる。その後地上に残る人間部分は磔刑に処せられるが、
その人間の内に在る救世主は受難しないと説明される143。
だがこの解釈は以下の点で若干問題があるように思われる。一点目は、｢光の雲｣によっ
て人間と救世主との分離がなされるのかという点。二点目は、磔刑の意味付けの問題であ
る。
光の雲というモチーフは、イエスの姿の変容についての記事に見いだされる（『マルコに
よる福音書』9.2-8）144。また同様に引き合いに出されるのが、
『アロゲネース』62.9 以降
の記事である145。しかしイエスの存在の分離といった記事は正典福音書の中には見当たら
ず、『アロゲネース』にもそのような記事は見受けられない。
一方救世主の肉体部分と霊的部分の分離が見いだされるのは、実はむしろ磔刑の場面で
あるということが注目される。例えば『ペトロの黙示録』NHCⅦ.3§26146では、十字架に
釘打ちされている場面で、十字架に架けられている人物とその傍らで喜んで笑っている人
物とへの分離が見られる。また『大いなるセツの第二の教え』NHCⅦ.2§20‐23147では、
「十字架を肩にかついだのは別の者、シモンであった。彼らが茨の冠をかぶせたのは別の
者だった」とあり、磔刑に際して自身の姿を変えている。また人間――特にグノーシス主
義者――の場合も死に際してその魂が肉体から分離し、魂が救済されることが『ユダの福
音書』でも言及されている。

イエスは言った。
「すべての人間の世代の魂は死ぬだろう。しかしこれらが王国の時を
満たす時、彼らの霊は彼らから離れる。彼らの肉体は死ぬが、彼らの魂は生かされ、上
方へと運ばれる」。
(『ユダの福音書』43.14‐22)

荒井 2007 p.155、筒井 2009 pp.12-13 での変容の主体についての議論、
および荒井 2007
pp.152-153、J・ファン・デル・フリート 2007 pp.241-245 などの箇所を参照。
144 『マタイ』17.5、
『ルカ』9.34-35 に並行記事がある。
145 この文書は、
NHCⅪ.3 に収められている同名の文書とは内容的に無関係。またこの『ア
ロゲネース』と呼ばれている文書は、
『ユダの福音書』が収められている冊子内に『ユダ
の福音書』の直後に第四文書として収められている。
146 筒井賢治訳『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.211-212。
147 筒井賢治訳『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.184-185。
143

以上から、グノーシス主義において救世主も含む或る存在内のその存在を構成する要素
（肉体、魂、霊）が結び付きを解かれ、分離・離脱するのはその存在の死の時であると考
えられる。故に『ユダの福音書』において光の雲の中でイエスが人間部分と救世主部分と
に分離する、との先行研究の解釈は不自然であると言わざるを得ない。
『ユダの福音書』で
も救世主の死の時は、ユダによる祭司長たちへの「引き渡し」（58.9-26）の後に暗示され
る十字架刑に処される時であることに異論はないだろう148。
さらに、光の雲の中で人間（肉体）と救世主(「私」)とに分離したとするならば、磔刑
の場面の重要性は希薄化する。それでは、繰り返しイエスの犠牲のための死を想起する「聖
体拝領」
（ευκαριστια）を否定し、犠牲（θυσια）を否定する『ユダの福音書』の姿勢にそ
ぐわない。
『ユダの福音書』のねらいは、
「正統派」とは異なる「正しい」救世主の最期に
ついての知識を提示することだからである。
以上の二点から、
『ユダの福音書』における救世主の二存在（救世主としての本質（「私」
）
と人間の部分）への分離の時は磔刑時でなければ不自然であり、光の雲の中での分離とい
う解釈は成立しない。
『ユダの福音書』の光の雲の役割について一番無理のない解釈は、正
典福音書のイエスの変容物語のように、彼を地上に遣わせた存在によるイエスの救世主と
しての正当性・権威の宣言と考えることだろう149。つまり光の雲の中に入ったイエスは、
彼を遣わせた神（キリスト教的神ではなく、グノーシス主義における真の神）によりその
正統性・権威を保証され、人々を救済する準備の整った真の救世主へと変容を遂げる。そ
して変容し完成した救世主は、ユダによってユダヤ教のラビたちへと｢引き渡され｣、磔刑
へと望む。そして十字架の上で人々――特にグノーシス主義者――に奥義を開示し、彼ら
を救済へと導く。しかし「イエス」という存在のうち、救世主としての本質である「私」
を着る人間には光の雲での保証は妥当せず十字架の上で滅びるが、救世主的本質の部分
（｢私｣＝霊）は影響を受けずに自身を地上へと遣わせた真の神の元へと帰昇する。そして
この二存在への分離によって、救世主の受難は否定される。

『ユダの福音書』は、
「そしてユダは金を受け取ると、イエスを律法学者たちに引き渡
した」
（58.25-26）との記述で終わり、磔刑についての直接的な記述はない。
149 『マルコによる福音書』9.7「すると、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。｢こ
れは私の愛する子。これに聞け。｣」。
『マタイによる福音書』17.5、
『ルカによる福音書』
9.34-35 の並行箇所も参照のこと。
『ユダの福音書』の雲の中から声が聞こえてくる場面
57.24-58.8 は欠損がひどく、声が何を語ったのかは不明。しかしこの箇所は共観福音書
の「イエスの変容物語」を意識している思われることから、少なくとも雲の声は救世主
ないしグノーシス主義者について言及していると推測される。
148

『ユダの福音書』の救世主像の特徴からこの福音書が「人間に着られる救世主」像を持
つ理由を考察してみたい。その理由はこの福音書内のユダの役割ないし価値付けを、一定
の範囲内に留めるためだということではないかと推測される。
「人間に着られる救世主」像
では、救世主の「虜囚状態からの本質の解放」を果たす英雄――先行研究ではユダの立場
とされる150――は要請されず、ユダは英雄とはならない。故にユダの価値付けを限定的に
するために新しい救世主どうとして「人間に着られる救世主」像が導入された結果、
『ユダ
の福音書』は他のグノーシス主義には見られない特徴的な「人間に着られる救世主」像を
持つことになったと考えられる。実際福音書内でのユダの価値付けは相対的・両義的なも
のに留まり、英雄のような絶対的に肯定的な評価を与えられていない151。

5. 小括 ――「
――「人間に
人間に着られる」
られる」救世主像の
救世主像の位置付けと
位置付けと機能
けと機能 ――
『ユダの福音書』の救世主像は、他のグノーシス主義文書には見られない「人間に着ら
れる救世主」像である。この救世主は人間の救済を自ら実演してみせる救世主ではなく、
グノーシス主義の教えを説く人・啓示する人という救世主である。
『ユダの福音書』の救世主は、「不死のバルベーローのアイオーン」（35.17-18）にいる
真の神「大いなる見えざる霊」
（47.8）により人間（グノーシス主義者）の魂を救済するた
めに遣わされた存在であり、地上において「大いなる見えざる霊」の意志を伝える行動を
行うため、人間（イエス）の上に降りた。その活動の途上で十二人の弟子を召命し（33.6-14）、
そしてその果てで、弟子の中から選び出したユダにすべてを語った後「光の雲」の中で変
容を遂げる（57.21-23）。この「光の雲」の中で、救世主はその権威と正統性についての保
証を、自身を遣わした「大いなる見えざる霊」から受け、地上の人々は雲から聞こえてく
る声により彼の権威と正統性を確認する（57.24-58.8）。そして救世主自身が死へと引き渡
される時、すなわちユダによって律法学者たちへ「引き渡さ」れる時（58.9-26）、十字架
に架けられる時に真の神である「大いなる見えざる霊」の意志と人間の魂が本来あるべき
場所を啓示し、肉体に囚われている人間の魂の解放を促す。視点を変えて救済を受ける側、
グノーシス主義者の側から見てみると、救世主が十字架に架けられることにより、救済に
至る方法を知ることが出来る。そしてこの救世主が啓示した知識を持つことで、肉体の死
150

例えば荒井献 2007、J. ファン・デル・フリート 2007 など。
2009。およびこの後の 4 章でのユダ像の考察を参照。

151筒井

後、魂の救済を得ることが出来るようになる（43.14-44.7）
。
しかしこの救世主の十字架上の死は、
「大いなる見えざる霊」に遣わされた救世主として
の本質には何ら影響を与えない。十字架刑によって死んだのは、これまで救世主を着てい
た人間の部分だけである。人間の部分は滅びるべくして滅び、十字架の死の際に分かたれ
た救世主は最初にいた場所である「不死のバルベーローのアイオーン」へと戻る152。つま
り「正統派」が教える救世主による人間の原罪を贖うための「犠牲」の死は、
『ユダの福音
書』には存在しない。また救世主の受難の死も存在しない。
『ユダの福音書』の救世主は、
磔刑に際して苦しむことなく肉体を離れ、大いなる見えざる霊のもとに帰昇する。
この二つの論点 ―― 救世主の非受難性、救世主の犠牲の死の否定の主張 ―― は、｢正
統派｣が主張する救世主イエスの受難とその犠牲の聖餐論への拒絶と批判を目的としてい
ることは明らかであろう。

ユダは彼(イエス)に言った。「私はあなたが誰で、どこから来たか知っています。あな
たはバルベーローの不死のアイオーンから来ました。そして私は、あなたを送った方の
名を口に出すのに相応しくありません」。
（『ユダの福音書』35.14-20）
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4 章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』のユダ像
ユダ像

1. 本章のねらい
本章のねらい
『ユダの福音書』では「過越し祭を祝う三日前、八日間に、イエスがイスカリオテのユ
ダと語った拒絶の隠された言葉」
（33.1-6）と冒頭にあり、ユダはイエスから特別に教えを
受ける。この点だけに注目してみれば、ユダは正典聖書の提示する「裏切り者」とは異な
る特別な弟子に見える。しかし『ユダの福音書』の最後(58.9-26)において、新約聖書の四
福音書が伝えるようにユダはイエスをユダヤ人祭司長たちに引き渡す。
既に序章でも触れたように、ユダに関しては現在大きく分けて二通りの解釈が提案され
ている。
一方は、Meyer や K. King, E. Pagels らが提案する解釈案である153。この案では、ユダ
はイエスの真の出自を知る優れたグノーシス主義者であるとされる。その優れた認識によ
り、彼はイエスから特別に教えを与えられる。このイエスの教示は、ユダに本来の自分に
目覚めるように与えられるものであり、この教えによってユダは真の自己に目覚め、
「裏切
り者」と言う批判から自己の尊厳を回復する。と言うのも、ユダによるイエスの引き渡し
は、肉体と言う牢獄に閉じ込められている「真のイエス」を解放するよう依頼されたユダ
によるイエスへの忠実さの現われと説明されるからである。イエスに依頼された救済のた
めの手助けであり、これによりユダは裏切り者ではなく救済を助けた「英雄」になったと
説明される。
もう一方は、A. D. DeConick、 J. D. Turner らが提案する解釈案である154。こちらの
案は Meyer らの解釈案と真っ向から対立する。この解釈案によれば、ユダはこの世界を支
配するアルコーンたちの頭ヤルダバオート155と同一視され、「悪霊」であるとされる。ユ
ダがイエスから「彼らから分かれなさい。お前に王国の奥義を話そう」(35.23-25)と言わ
れたのは、ユダに悪霊としての本性を認識させるためであり、決して特別な認識を有して
いる優れたグノーシス主義者だからではない。悪霊とユダの強い結びつきは、
『ヨハネによ
荒井献 2007、大貫隆 2007、J. ファン・デル・フリート 2007、B. D. Ehrman 2006、
K. L. King, E. Pagels 2007、S. E. Porter, Gordon L. Heath 2007、S. Gathercole 2007
などの著作、論文がこの解釈に沿ったユダ像を提案している。
154 A. D. Deconick 2007、
André Gagné 2007、E. Thomassen 2006 、J. D. Turner 2006、
Louis Painchaud 2006 などがこちらの解釈に沿った著作、論文である。
155 『ユダの福音書』では、
「ネブロー」と「サクラス」と言う天使の対が「ヤルダバオー
ト」にあたる。
『ヨハネのアポクリュフォン』NHCⅢ.1、Ⅳ.1 では「ヤルダバオート」。
153

る福音書』にみられる悪魔としてのユダ像の流れを推し進めたものであり156、ユダの尊厳
は回復されない。ユダによるイエスの引渡しは、悪霊・悪魔であるユダによる救世主イエ
スの救済の行為を妨げる最悪の行為であると説明される。
しかしながら、現状提案されているこの二つの解釈案にはそれぞれ問題がある。ユダを
肯定的に捉える前者の解釈案では、イエスをユダヤ人祭司たちに「引き渡す」ことがイエ
スからの依頼であるように説明されるが、
『ユダの福音書』本文からはそのようには読み取
れない。該当箇所は次のようにある。

そしてお前はそれらすべてより悪しき事をなすだろう。というのもお前は、私を着てい
る人間を犠牲に捧げるだろうからである。
(『ユダの福音書』56.17-20)

この文をイエスからの依頼と採る案は不自然である。
「悪しきことをなす」と言われてい
るのだから、この文はイエスからユダへの非難の文と見る方が自然である。またユダを評
価する立場の研究者による『ユダの福音書』の著作目的がユダの尊厳回復にあるという点
にも疑問が残る。ユダは確かに 2 章で確認したように、他の弟子たちに比べて肯定的に描
かれているが、ユダの尊厳が回復されているとは思えない。ユダの尊厳が回復されている
のであれば、ユダによるイエスの引き渡しはもっと違った形で評価されているべきであり、
決して「悪しき行為」などと言われるはずはない。
ユダを否定的に解釈する後者の解釈案に関しては、ユダを悪霊・悪魔と同一視する点で
疑問が残る。イエスがユダを本当に悪霊と見做しているならば、ユダはイエスの敵であっ
て、イエスがユダを「十三番目の悪霊（ダイモーン）」(44.20)と非難したその後で、
「お前
を支えよう」
（44.22-23）と続け、ユダに教え続けているのは不自然である。ユダと悪霊・
悪魔との直接のつながりは福音書本文中から直接うかがうことはできない。またユダは福
音書の中で非難しかされず全く評価されていない人物ではなく、他の兄弟弟子たちよりも
評価されている。
このように両方の立場からの研究は、
『ユダの福音書』本文から再考察した時主張内容に
疑問符を付けざるを得ない。そこで本章では、それぞれの研究が主張の根拠としている福
音書本文を取り上げて考察することにより、両者の主張を再考察する。この『ユダの福音
156

Louis Painchaud 2006 pp.184-185。

書』本文に即した先行研究の再考察により、従来の諸研究の問題点を解決するとともに、
先行研究とは異なる新しいユダの人物像が浮かび上がってくることと思われる。

2. 本文解釈上の
本文解釈上の問題
まずは、ユダを肯定的に評価する立場からの研究とユダを否定的に評価する立場からの
研究が解釈をめぐって対立している『ユダの福音書』本文の検討から始める。この考察に
よって、ユダの人物像に関する二つの解釈の対立軸を明らかにし、またテキスト分析から
どの様に解釈することが適当であるのかを考察する。
以下具体的に解釈が対立している箇所を取り上げて考察していくが、その際の表記方法
として『ユダの福音書』コプト語原文、ユダを肯定的に評価する解釈に基づく翻訳、ユダ
を否定的に評価する解釈に基づく翻訳、著者による日本語翻訳の順に記載することとする。
なおユダの肯定的に評価する解釈の翻訳の例として M. Meyer による Critical Edition に
収 録されて いる英訳 を、 ユダを否 定的に評 価す る解釈に 基づく翻 訳の 例として A.
DeConick による英訳を掲載する157。

2-1. 44.1844.18-23
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Meyer 訳：And when Jesus heard this, he laughed and said to him, ‘You thirteenth daimon, why you
try so hard? But speak up, I shall bear with you.’
DeConick 訳：When Jesus hard (this), he laughed. He said to him, ‘Why you compete (with them),
O Thirteenth Demon? But speak up for yourself. I shall bear with you.’
私訳：イエスはこれを聞くと笑って言った。
「なぜ鍛錬するのか、十三番目のダイモーンよ。
しかしお前も話しなさい、お前を支えよう」
。

『ユダの福音書』ではユダ以外の弟子たちが幻を見ており、それをイエスに報告し、イ
エスがその幻についての講釈をしている。そこで、自分も幻を見たのでその幻がどういっ
た内容なのかを教えて欲しいと希望したユダへのイエスの返事である。
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Deconick 2007 pp.66-91。

ここには「ダイモーン

  （Daim'on）」という語が現われる。そしてこの箇所で問

題となるのは、まさにこの

  の解釈である。この語はギリシア語 δαίµων158からコプ

ト語への借用語である。ギリシア語におけるこの語は、神よりは下位であるが、死ぬ運命
にある人間より上位の両者の中間に位置する存在に用いられた語である。そしてこの語の
使用者の見方などによって、善･悪どちらのものとしても用いられた。しかしこの δαίµων
という語は時代が下りキリスト教の中にその概念が取り込まれると、神に敵対する悪の側
面が強調され、
「悪霊」を意味する語として用いられるようになる159。
DeConick は特にこの δαίµων という語の悪霊化の過程を重要視し、この語のコプト語形
  を「悪霊 Demon」と解釈する。つまりこのイエスの発言は、イエスがユダの本
性を悪霊であると見抜いていたため発せられたもののであり、イエスによる悪霊ユダに対
する否定･拒否の姿勢を示すものであるという。また DeConick 同様にユダを悪霊とする研
究者は、この

  の他にユダが「十三番目」と呼ばれていることに注目する。この十

三という数字は、グノーシス主義文書ではこの世を支配する存在、悪霊の頭ヤルダバオー
トが存在する領域に対して用いられている160。よって「十三番目のダイモーン」とイエス
がユダに対して言う時、それはユダを「悪霊」と非難しているのだと解釈する。
これに対し、Meyer らはこの

  を「神霊」と捉える。これは彼らがユダは最後に

は救済され、その尊厳を回復すると解釈する際の根拠の一つとなっている。この解釈を採
るにあたり、彼らが根拠としているのはプラトン『饗宴』202e-203a にあるダイモーンに
ついてのソクラテスとディオマの対話である。そこでは、エロスとは何かと言うソクラテ
スの質問に対し、
「偉大なる神霊ですよ、ソクラテス。そして神霊的なものはすべて神と死
すべきものの中間にあるからです161」とディオマが答えている。このプラトンの用語法が、
『ユダの福音書』44.20 にも用いられていると主張する。
しかし、Deconick は『ユダの福音書』の成立はキリスト教成立後であり、先に触れたよ
うなキリスト教の影響下での δαίµων の用法の変遷過程を考慮に入れていないこと、プラ
トンが『饗宴』を記した時から『ユダの福音書』までの時間が空いていること等からこの
アクセント記号は省略してある。
δαιµων の語意の変遷について、鈴木順 2007 pp.44-45、村松一男 2004 pp.21-23。
160 『エジプト人の福音書』では、十二のアルコーンが支配する十二のアイオーンとその
上のヤルダバオート領域を含め十三のアイオーンがあると言われる。
『アダムの黙示録』
では、一から十三番目の王国は不完全な認識しか持っていないものとされる。
『ゾストゥ
リアヌス』では、十三番目の領域は悪霊の住む場所であると言われる。
161 鈴木照雄訳『プラトン全集』5 巻 pp.78-79。
158

159

主張を否定する162。だが多くのグノーシス主義文書中にもプラトニズムの要素が見られる
ことから、DeConick の後半部の主張は否定される。また「悪霊」としての本性を持つユ
ダへのイエスからの非難という解釈は、その後の文脈から否定される。ここで対象として
いる『ユダの福音書』本文はユダを｢支えよう｣と続いており、ユダの本性が悪霊であるこ
とを非難し、咎めた直後に「支える」との言葉が来ることは不自然であると言わざるを得
ない。
この「十三番目のダイモーン」は、ユダの本性を直接指して否定しているものではない
と考えるべきである。しかし全体として否定的性格を持っていることは、イエスが嘲笑し
ていることからすると確かである。とすれば誤った考えに陥っているペテロをサタンとし
て叱責したように、
『ユダの福音書』でも誤って拙速な理解に走ろうとするユダを「ダイモ
ーン（悪霊）」として叱責していると考えるべきだろう。つまりこのイエスの発言は、
『マ
ルコによる福音書』8.33 の「サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のこ
とを思っている」とペテロを叱ったイエスの発言に近いと考えられる。
本福音書内でのユダと十三との結びつきは、弟子たちとの関係の中でのユダの立場を示
すものと考えられる。ユダは後に考察する 46.14-47.1 におけるイエスとの会話の中で、弟
子たちから分けられ、十三番目になることが示されているからである。つまりこのイエス
の発言は、他の弟子たちに勝る認識を有し十二という枠組を離れたユダが、他の弟子たち
を同じように無知・無理解から拙速に答えに飛びつこうとしているその態度を戒めている
ものと解されるだろう。

2-2. 46.546.5-7
〔〕

ci :ioudas je ps!a mHpote !!w pasperma !upotasse nnarCwn

Meyer 訳：Judas said, ‘ Mastar, could it be that my seed is under the control of the rulers?’
DeConick 訳：Judas said, ‘ Teacher, enough! At no time may my seed control (be controlled by)
the Archons!’
私訳：ユダは彼〈イエス〉に言った。
「師よ、私の種子もアルコーンどもの支配下にあるの
でしょうか」。

162

DeConick 2007 pp.48-49。

これはイエスがユダの幻についての解釈を述べた後、ユダが言った言葉である。ユダが
見た幻とは、完全なるグノーシス主義者である「聖なる世代」についての幻である。この
聖なる世代は、
「太陽も、月も、日でさえ支配することはない」人々で、星辰的アルコーン
による支配から自由であると言われている（
『ユダの福音書』45.14-46.4）
。
DeConick はこの文を疑問文ではなく、イエスの教えに対する拒否の姿勢を示す文だと
する。その根拠として、1）疑問文でないこと、2）原文中のコプト語'x'% は強調語である
ことをあげる。そしてこの文は、ユダによる自身が望まないことが実現しないようにとの
願いの文であり、イエスへの挑戦であるとする。ユダは自身がアルコーンの頭になり死ぬ
という運命を受け入れたくないため、それを否定しているのだと言う;6>。
確かにこの文は形式としては疑問文の形をしていないが、文の内容からは疑問文と解す
る方が理に適っているように思われる。
この『ユダの福音書』46.5-7 と類似した文章が、他のグノーシス主義文書である『アル
コーンの本質』§32 に見られる。そこではアダムとイヴの娘ノーレアが登場し、
『ユダの
福音書』46.5-7 におけるユダと似た質問を天使エーレレートに提起している。

そこで、私(ノーレア)は言った、
「主よ、私自身も物質に属する者ではないでしょうか」
。
（『アルコーンの本質』§32164）

このノーレアの発言は、天使エーレレートにより支配者であるアルコーンたちと物質に
ついて教えられた後にされている。ここには自分の魂もアルコーンや物質のような悪しき
ものたちに属しているのではないかという、ノーレアの不安が見てとれる。
『アルコーンの本質』§32 の類似文から推測すると、当該個所でのユダの発言は聖なる
世代がアルコーンたちの支配下にはないことを知ったことによる、自分はどうなのかとい
う趣旨の質問であると考えられる。アルコーンたちの支配下に種子、つまり魂があるとい
うことは救済されないことと同義である。故にユダのこの発言は、自身も救済されるのか
どうかという不安に基づく発言と捉えた方が、無理がない。また文法的な点からは次の点
があげられる。!!w には同様の綴りで「～もまた」を意味する  がある。この'!w の後に

Deconick 2007 pp.52-53。
『アルコーンの本質』NHC.Ⅱ.4。
『ナグ･ハマディ文書Ⅰ 救済神話』p.148。
引用文中の括弧内は著者による補い。

163
164

pa・sperma（
「私の・種子」）と続いており、'!w をこのように採っても「私の種子も」
になり自然な文章になる。また『アルコーンの本質』の類似文から見ても文意が通る。
つまりこの文は、イエスから｢王国の奥義｣と星々の誤りとアルコーンについて教示され
たユダによる、自身の魂もアルコーンたちの支配下にあり、救済されないのではないかと
いう不安をイエスに確認していることを示す文であると解すべきである。
しかしこのユダの願いも空しく、続く 46.14-47.1 のイエスからの回答からは、ユダは救
済されることがないことがうかがえる。

2-3. 46.1446.14-47.1
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Meyer 訳：When Judas heard this, he said to him, ‘What is the advantage that I have received? For
you have set me apart for that generation?’ Jesus answered and said, ‘You will become
the thirteenth, and you will be cursed by the other generations, and you will come to rule
over them. In the last days they 〈will- 〉 to you, and （that?） you will not ascend
on high to the holy ［generation］.’
DeConick 訳：When Judas heard this, he said to him, ‘What is the advantage I received, since you
have separated me from that generation?’ Jesus answered, saying, ‘You will become
the Thirteenth, and you will be cursed by the other generations and will rule over
them. And in the last days, they [missing line] to you. And you will not ascend to the
holy [generation].’
私訳：これを聞くとユダは彼〈イエス〉に言った。
「私の受け取ったより多くのものとはな
んでしょうか。というのもあなたは私をあの世代から分けたのですから」
。
イエスは答えて言った。
「お前は十三番目になり、他の世代によって呪われる。そし
てお前は彼らの上に支配するだろう。最後の日々に彼らはお前に［･･･］だろう。そ
してお前は上へ、聖なる世代へと上昇しないだろう」。

最初のユダの疑問文は、ユダ自身と｢あの世代｣との関係をイエスに聞いているものであ
るが、この部分の解釈については二つの異なる解釈がなされている。
Meyer らはこの文章を、
「あなたはあの世代のために私を特別な存在にしたのですから
165」と解釈する。この解釈では｢あの世代｣は「聖なる世代」と捉えられ、ユダはイエスに

より「聖なる世代」へと選び出されているので、最終的にユダは救済されるとされる。
一方 DeConick らの解釈では、
「というのも、あなたは私をあの世代から分けたのですか
ら since you have separated me from that generation」とする。こちらの解釈でも｢あの世代｣は
「聖なる世代」ではあるが、ユダは悪霊であり、イエスによって「聖なる世代」から分離
されており、それ故にユダに救済はないとする166。
この違いは、 !t   
･ !t ･  

 の部分の解釈の違いによる。この文は、｢･

･」と分解できるが、その内の  !t  の部分が問題の核

「分ける：divide, separate」を意味する語である。
心である。コプト語の動詞  !t;67は、
よって文法的に見れば、
「set apart for~」
（「特別にする」
）とする Meyer らの翻訳は不自然で
ある。この点を DeConick は指摘しており、この部分は｢あの世代から分けた｣もしくは｢あ
の世代へと分けた｣とするべきであるとする。この DeConick の指摘には、異論を挟む余地
はないだろう。なおこの箇所の翻訳に関しては The Gospel of Judas Second Edition p.41
では「set apart from～」とあり、ユダは聖なる世代の一員だが、現在は地上において為
すべき事をするために聖なる世代から分けられ地上に留められているのだと説明されてい
る168。
しかし DeConick が主張する「あなたは私をあの世代から分けたのですから」との文法
的解釈は妥当であっても、｢あの世代   

｣は Meyer、DeConick らが主張する

聖なる世代ではなく、弟子たちに代表される人間の世代と考えなければ文意が通らない。
「あの世代」を聖なる世代と採った場合、ユダの発言にある「より大きなものを受け取っ
た」との発言が不自然になる。聖なる世代から分けられることはすなわち救済されないこ

『原典 ユダの福音書』pp.49。同様の解釈を採る J.ファン･デル･フリート 2007 p.94 で
は、「あなたは私をその世代へと分かたれたのですが」。
166 DeConick 2007 pp.51-52。
167 pwrj が元々の形。
168 The Gospel of Judas Second Edition p.41 並びに、M. Meyer, 2006, p.46 同頁注 12
も参照。
165

とであり、救済されること以上の大きなものがグノーシス主義者たちの中にあるとは考え
にくい。またユダが彼らから分けられた理由を彼が悪魔だからとする DeConick の主張は、
ユダが悪霊・悪魔と直接結びつけられていないことから否定するべきである。
この文は先立つ 35.23-27 でイエスが「彼らから分かれなさい。お前に王国の奥義を話そ
う」とユダに指示している箇所を受けていると考えるべきである。また聖なる世代の幻を
見たユダがその輪の中に入ることをイエスに願い、イエスから拒絶されている
（44.15-46.4）という前後の文脈から見て、このユダの質問は「弟子たち(人間の世代)から
あなたが私を分けたのに、聖なる世代の輪にも入れないならば、そこ（彼らから分けられ
たこと）から私は何を得ることが出来るのか」との趣旨の質問であると解した方が、自然
であると思われる。
また後半部は、ユダの疑問に対するイエスの答えである。最後の文「最後の日々に彼ら
はお前に［･･･］
。そしてお前は上へ、聖なる世代へと上昇することはないであろう」は、
ユダの上昇について触れた文である。この文は最初の校定本では、
「最後の日々には、聖な
る［世代］のもとに引き上げられるお前を彼らは罵ることだろう;69」となっていたが、The

Gospel of Judas Critical Edition では「and （that?） you will not ascend on high to the holy
［generation］
」
（そしてお前は上なる聖なる世代へと上昇しないだろう）へと変更されてい
る170。しかし、同書 p.211 の注では〈 - 〉から続く欠文;7;に他の世代がユダに対し妨害
行為を働くことを想定し、それ故にユダが「聖なる世代」のもとへと上昇できないのだろ
うとしている;7<。
だがユダはイエスから「お前がそこ(王国:｢聖なる世代｣の領域)に行かないように、そし
てお前は大いに嘆くだろう。」(35.26-27)と言われている。さらには、聖なる世代の家へと
入れるよう願うユダに対して、イエスは｢ユダよ、お前の星はお前を惑わせてしまった｣
(45.13-14)としてその願いを拒絶している。この「聖なる世代の家」とは、救済されたグ

カッセル他編『原典 ユダの福音書』2006 p.49 の訳文および p.50 の注 5 参照。
Critical Edition p.211。
171 コプト語が書かれているパピルスではこの箇所に物理的欠損はないが、そのまま復元
すると文章が壊れてしまい文意が通らない。よって、ここに本文の欠落を想定する（数
語～数行）
。The Gospel of Judas Critical Edition p.211『ユダの福音書』p.46 の 25 行
目に関しての註を参照。Deconick 2007 pp.54-57。
172 “We imagine that the text originally may have meant that those from the other
enerations will perform an act with the intention of causing something negative to
happen to Judas and thus preventing him from ascending to the holy generation.”
The Gospel of Judas Critical Edition p.211 25 行目以降の注。
169

170

ノーシス主義者たちの魂が最終的に辿りつく場所であり、この場所に辿りつくことをイエ
スに否定されている。これらの点から、ユダもまた他の弟子たちと同じく救済されること
はないと考えるべきであろう。そしてユダが救済されない理由は、ユダが聖なる世代に属
する人間ではないからだと考えるべきである。
また「ユダが十三番目になる」とは、ユダが他の弟子たちに優越することを指している
と考えるべきである。「他の世代によって呪われる」とは、「正統派」キリスト教徒たちか
らの「裏切り者」との非難、
「正統派」からの排斥を示すと考えられる。ユダは十二人の弟
子たちの枠組みから排除された十三番目の弟子になり、
「正統派」から排除されながらも彼
らの教義を成立させる要として在り続けることになるという予言である。

2-4. 55.2155.21-56.24
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Meyer 訳：And Judas said to Jesus, ‘What will those who have been baptized in your name do?’
Jesus said, ‘Truly I say ［to you］, this baptism ［･･･
missing］ ［･･･

in］ my name. ［about 5lines

］to me. Truly ［I］ say to you, Judas, those who offer sacrifices

to Saklas［･･･］divine［･･･］everything that is evil. But you will exceed all of them.
For you will sacrifice the man who bears me. Already your horn has been raised, and
your wrath has been kindled, and your star has passed by, and your heart has [become
strong.]
DeConick 訳：Then Judas said to Jesus, ‘So what will those do who have been baptized in your
Name?’ Jesus said, ‘Truly, I say ［to you］, this baptism［

in］ my Name.

［about 5line missing］［･･･］ to me. Truly, I say to you, Judas, those who offer

sacrifices to Saklas［･･･］ God ［･･･］

everything that is evil. Yet you will do

worse than all of them. For the man that clothes me, you will sacrifice him. Already
your horn has been raised, and your wrath kindled, and your star ascended, and your
hart has […].
私訳：ユダはイエスに言った。
「あなたの名において洗礼された人々は何をするのでしょう
か」。
イエスは言った。
「本当にお前に言う、この洗礼[…
目から 8 行目まで欠損）[…

]私に[…

サクラスに犠牲を捧げるところの者、[…

]私の名[において]（4 行

]。
「本当にユダよ、お前に言う、
神]性[…

]（14 行目から 16 行目まで

欠損）悪しくあるすべてのもの。そしてお前はそれらすべてより悪しき事をなすだ
ろう。というのもお前は、私を着ている人間を犠牲に捧げるだろうからである。す
でにお前の角は高く。お前の怒りは燃え盛り。お前の星は通り過ぎている。そして
お前の心は[留められている]。本当に[お前に言う、] お前の最後は[…

][…

に]なる」。

このイエスとユダとの対話は、世界の運命についてのイエスの教示の後に置かれている。
前半部では、イエスの名によって洗礼を受けた人々がどうなるのかをユダが聞いている。
イエスの名によって洗礼を受けた人々 ―― つまり「正統派」のキリスト教徒――の最終
的な運命を聞いているものと考えられる。このユダの質問に対するイエスの回答は、本文
の欠損がひどく正確には復元することは難しいが、洗礼とサクラスへの犠牲が等置されて
いるようである。この洗礼はイエスの名によるものであり、そのイエスの名が「星々の世
代のこの［･･･］に書かれ173」ていることから「イエスの名」は星――星辰的アルコーン
――に関係していると思われる。
3 章で考察したように『ユダの福音書』の救世主像は、
「人間に着られる救世主像」であ
る。そしてこの救世主は、霊である「私：キリスト」と肉である「人間：イエス」の二要
素から構成されている。この霊である「私」を人間イエスが着て、地上で活動を行ってい
る。人間イエスに着られている存在こそが救世主としての本質であり、ユダや弟子たちに
教えを説いている存在である。しかし救世主を着ている人間イエスは、普通の人間となん
39.11。3taus［x］a"i 'mparan pe~ei~ ［･･･］") 'nngenea 'nnsiou ebol ［
'x 'i］t'n ngenea nnrwme0
「私の名が星々の世代のこの［･･･］に書かれたのは人間の世代によってなのだ」
。
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ら変わらない存在である。そのために彼の名は、
「星々の世代のこの［･･･］に書かれ」て
いると考えるべきである。
それ故にアルコーンの支配の影響を受ける人間「イエス」の名による洗礼は誤ったもの
であり、サクラスらアルコーンへと人々を差し出す行為であるとされるのである
（38.1-40.26）
。これは弟子たちがイエスを正しく理解していないことが原因であり、この
指摘が「正統派」教会の洗礼に対する批判であることは確かだろう。なお DeConick はこ
の批判の背後に、「正統派」の洗礼に対するセツ派の洗礼「五つの封印174」の優位を示そ
うとする本福音書の著者の意図を指摘する175。しかし、『ユダの福音書』のこの洗礼に関
する箇所は損傷が激しく、他のセツ派文書のように「五つの封印」の伝承を持っているか
は不明である。
なお DeConick は、救世主像に関する『ユダの福音書』56.19-21 について、上記引用文
にあるように「私を着ているところの人間、彼をお前は犠牲に捧げるだろうからだ For the
man that clothes me, you will sacrifice him176.」と英訳している。この英訳分だけを見れ
ば、DeConick の救世主理解は先に 3 章で考察した「人間に着られる救世主」像と同じよ
うにも見える。しかし DeConick は、
『ユダの福音書』の救世主像をいわゆる仮現論的救世
主像であり「人間を着る救世主」像として理解しており、
「人間に着られる救世主像」とし
ては理解していない177。
『ユダの福音書』では、例えば『ペトロの黙示録』NHCⅦ.3 に見
られる仮現論的救世主像は現れていないことに注意すべきである。
後半部はユダの将来に関するイエスの予言である。この後半部は、ユダの人物像に関す
る二つの立場からそれぞれ大きく異なる解釈がなされている。ユダを肯定的に捉える立場
は、このイエスの発言はユダへの依頼であり、ユダの将来の行動は否定的な行為ではない
とする。一方この解釈に反対する立場は、この発言は「悪霊」たるユダが人間の救済を妨
げるためにする最悪の行為の予言であるとする。
このように二通りの解釈がなされる理由は、この引用部分の直前にある文章のコプト語
 !   

 H  がそれ自体では両義的に取れる文だからである。この文の直訳

『三体のプローテンノイア』NHC.ⅩⅢ.1§33、
『エジプト人の福音書』NHC.Ⅲ.2、Ⅳ.2
§51（『ナグ･ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.165）
。
175 DeConick 2007 pp.121-124。
176 DeConick 2007 p.86。
『ユダの福音書』56.19-21 の英訳。
177 DeConick 2007 pp.127-133 のイエスの受難と贖罪についての議論を参照。
174

は「お前は彼らすべてより～なことをするだろう」となる;7'が、その比較対象、肯定･否定
の判断は文脈によることとなる。そして続く文では｢より大きなことをする｣理由は、｢私を
着 て い る 人 間 を 犠 牲 に 捧 げ る だ ろ う か ら で あ る       !
  q   !



｣と述べられている。つまり「私」を着ている人間（イエス）を犠牲

に捧げることで、ユダは「より～なことをする」
。
よって犠牲がどのように『ユダの福音書』の中で捉えられているかが問題となる。
『ユダ
の福音書』において犠牲（動物犠牲）は否定的に捉えられている（『ユダの福音書』
39.18-41.2）。また、その犠牲を受け取る神はサクラスであるとも言われている(『ユダの
福音書』56.12-13)。この箇所には、イエスの十字架上での死を贖罪のための犠牲的な死と
捉え、その回顧としての聖餐式を執り行っている「正統派」に対する強烈な拒絶が示され
ている179。
続く「すでにお前の角は高く。お前の怒りは燃え盛り。お前の星は通り過ぎている。そして
お前の心は[留められている]]」の部分は、
『詩篇』からの部分引用180であり、勝利を意味す

るものであり、ユダについて述べられているとされる181。
しかしこれはイエスが自分の口で語った、自分のアルコーンたちに対する最終的勝利を
述べたものとしたほうが自然だと思われる。このアルコーンに勝利する救世主像は、
『大い
なるセツの第二の教え』NHCⅦ.2、
『ペトロの黙示録』NHCⅦ.3 などに見られる。

§20 なぜなら、彼らが(本当に)起こったと考えた私の死は、彼らにとって、彼らの迷い
と盲目において起こった(に過ぎない)のである。彼らは、彼らの人間を釘付けにした。
彼ら(自身)の死のために。なぜなら、彼らの思い(エンノイア)は私を見なかったからで
ある。彼らは耳が聞こえず、目が見えなかったからである。しかし彼らは、これらの
ことを行なうことによって、自分たちに裁きを下している。
§21(確かに)彼らは私を見、私に懲罰を加えた。(しかし)胆汁と酢を飲んだのは別の者、
彼らの父であった。私ではなかったのである。彼らは葦で私を打っていた。十字架を

「k･na･'r（二人称・男性・単数･未来･する）xouo（より以上）eroou（彼ら）trou
（彼ら全て）」。
179 3 章でのイエス像・救世主像の考察を参照のこと。
180 『詩篇』89.25,92.11,112.8,9。
181 『原典 ユダの福音書』p69 および p.71 におけるこの箇所に関する註を参照。 J.ファ
ン･デル･フリート 2007 pp.245-247、Deconick 2007 pp.125-126。
178

肩に担いだのは別の者、シモンであった。彼らが茨の冠をかぶせたのは別のものであ
った。
§22 私は喜んでいた－上から、アルコーンたちのすべての富を、そして彼らの虚しい思
い込みの迷いから出た子孫とを見下ろしながら。そして、彼らの無知を私は笑ってい
た。彼らの力すべてを私は奴隷にした。
（『大いなるセツの第二の教え』§20-21182）

§25 彼がこのように言ったとき、私には彼が捕えられたように見えた。そこで私は言っ
た、
「私は何を見ているのでしょうか、主よ。捕まえられているのは、あなた自身なの
ですか。あなたが私にすがり付いているのですか。また、十字架の傍らで喜んで笑っ
ているのは誰ですか。
彼らが両手と両手を釘で打っているのは、別の誰かなのですか」
。
§26 救い主は私に言った、「あなたが見ている、十字架の傍らで喜んで笑っている人物
は、
活けるイエスである。しかし両手と両足を釘で打たれているのは、彼の肉的な部分、
すなわち『代価』である。彼(活けるイエス)の模倣物としてなったものを彼らは辱め
ているのである。しかし、彼と私を見なさい。
§29「(中略)次のことをあなたがたが知るように－釘付けにされたのは悪霊(ダイモーン)
たちの長子であり、彼らの家であり、彼らが住む土の容器であり、エロヒームに属す
るもの、立法のもとにある十字架に属するもの出るものであること、そして、彼の傍
らに立っているのが活ける救い主、捕らえられた者の中の第一の部分である。
(『ペトロの黙示録』§25-26、29183)

これらの記事の中では、磔刑に処せられたのはアルコーンたちの創造物でもあるイエス
の肉体的な部分だけであり、真のイエスとも言うべき霊的な部分は苦しみを受けない。そ
してこのイエスの肉体を磔刑に処すという行為は、
「自分達に裁きを下している」
（
『大いな
るセツの第二の教え』§20）、
「なぜなら彼らは、私の僕ではなく、彼ら自身の栄光の子を
辱めたのだから」
（『ペトロの黙示録』§27）と言われている184。つまり救世主イエスの肉

182
183
184

『ナグ･ハマディ文書Ⅳ 黙示録』p.184 筒井賢治訳
『ナグ･ハマディ文書Ⅳ 黙示録』p.211-212 筒井賢治訳。
引用文は、
『ナグ･ハマディ文書Ⅳ 黙示録』内の『大いなるセツの第二の教え』p.184,

体部分が磔刑に架けられることは、アルコーンたちの自滅と彼らの支配に対するイエスの
勝利を意味するのである。なぜならアルコーンたちは、自分たちの創造物である物質（＝
イエスの肉体や人間）を自らの手で滅ぼす、いわば自滅的な行為を行っているのと同義だ
からである。そしてこの自滅により、アルコーンたちの人間に対する支配は弱まり、救済
への道のりが整えられるのである。
故にこの『詩篇』を用いた勝利の歌は、救世主のアルコーン達に対する勝利を歌ったも
のでると考えるべきであり、
「正統派」によって不当にも貶められているユダが尊厳を回復
するといった、ユダにとっての「正統派」に対する勝利の宣言といった性質は見出せない。
なおユダによるイエスの｢引渡し｣の動機については、
『ユダの福音書』では明示されてい
ないが、金銭欲などの自発的なものではなく、既に定められたことであり、星つまりアル
コーンたちの支配によってイエスを「引き渡した」と考えられる。

2-5. 57.2157.21-58.1
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Meyer 訳：So Judas lifted up his eyes and saw the luminous cloud, and he entered it.
Those standing on the ground heard a voice coming from the cloud, saying,
‘［…the］ great gene［ration…］image［…］and ［･･･

］

DeConick 訳：Judas lifted up his eyes. He saw the luminous cloud and he entered it.
Those people on the ground heard a voice coming from the cloud saying,
‘［･･･］ great generation ［･･･］ image ［･･･

］’

私訳：そしてユダは目を上げ、光の雲を見た。彼（イエス）はその中へと入っていった。
地上に立っていた人々は雲からの声を聞いた。曰く、
「［…］偉大な種族 ［…］像
［･･･］そして［…

］」。

すべての教えをユダに与えた後、イエスは雲を見るようにユダに指示する。上記引用文
では、
『マタイによる福音書』9.7 に見られるイエスの変容記事同様に雲の中から声が聞こ
『ペトロの黙示録』p.212 より。

えてくる。
光の雲の中に入っていく人物がイエスなのかユダなのか、また雲の中に入った人物が何
に変容するのかが、この 57.21-58.1 の解釈における問題である。
文法上の問題は、雲の中に入っていく人物がイエスなのかユダなのかという点である。
問題となる文 :  
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の動詞が、すべて男性・単数･三人称･過去形で並んでいるため、この文章の

個々の動詞の動作主体が特定し難い。最初の動詞 !（「（目を）上げる」）は、ユダ
:   の直後にあるため動作主体はユダである。そして二番目の動詞  （「見る」
）
は、その直前にユダが目を上げていることから考えても、その動作主体はユダで間違いな
いであろう。
この文章を理解する上で重要な点は、三番目の動詞 （
「行く」）である。この動
詞は前の二つの動詞とは接続詞  で結ばれている。そのことによって、この動詞の動
作主体が不明確となっており、動作主体はユダともイエスとも解釈することが出来る。素
直に読むならば、この  の動作主体もユダとなる;'#。
しかしながら雲の中で変容する人物をユダと考えた場合、彼が雲の中で何に変容するの
かが問題になるうえ、変容し地上を離れるはずのユダが、直後に置かれているユダがイエ
スの居場所をユダヤ人祭司長たちに尋ねられる場面（58.9-26）で再びユダが登場すること
になり、場面のつながりが不自然になるという問題が生じる。ユダが雲の中で変容し悪霊
であるアルコーンとなる場合、ユダは地上を離れて十三番目の天に昇ると説明されており、
英雄となった場合でも、救済されたユダの魂は本来在るべき大いなる見えざる霊が存在す
るこの世界より上部の領域へと昇るはずだからである。
また DeConick は、ユダが雲の中で自己の本来の姿であるアルコーンになり、イエスが
述べたようにアルコーンとして人々を支配すると説明する;'6。しかしユダと悪霊を結びつ
けるこの説は説得力に乏しい。
『ユダの福音書』中では、ユダが悪霊であるアルコーンと直
接結びつけられている箇所はなく、またユダがこの福音書の中で悪霊・悪魔として拒絶さ
れ、排除されているといったこともまた確認できないからである。

実際 Meyer らはこの様に解釈しており、ユダは雲の中で変容し、自己の尊厳を回復す
るとしている。 なお、Meyer らは The Gospel of Judas Critical Edition p.233 の注に
おいて、動作・変容主体はユダであろうとしつつも、イエスを動作・変容主体と捉える
荒井献、G. S. Robinson の解釈も有り得るとしている。
186 DeConick 2007 pp.109-124。
185

上記の点から、光の雲の中で変容する人物がユダではないとなると、この場面で変容す
るのはイエスであるということになる。例えば、荒井献は同じくイエスの変容の立場をと
るが、その根拠として同じ「チャコス写本」に含まれている『アロゲネース』の類似記事
62.9-18、
『マルコ』9.7 に見られるイエス変容の記事をあげる187。
『アロゲネース』でも同
様に、光の雲の中に入ったアロゲネース（イエス）に、雲から神の声が聞こえてくる188。
このように変容主体をイエスと考えた場合、続くユダによるイエスのユダヤ人祭司たちへ
の引渡しの場面とのつながりも自然である。
また荒井などによると、イエスはこの光の雲の中で変容し、救世主の本質と人間イエス
に分かれると説明される189。救世主の本質は霊であり、イエスと言う人間（器・肉体）の
内に存在している。霊である救世主の本質と器としての人間イエスは分かれ、救世主の本
質は自己の本来の場所、大いなる見えざる霊のいる場所へと帰昇し、物質・肉体である人
間イエスが地上に残る。そしてこの残された人間イエスを、予言された通りにユダが祭司
たちに引き渡す。このように光の雲の中での変容譚は説明されている。
しかし仮に荒井たちに従って、この光の雲の中でイエスが救世主の本質と人間の部分と
に分離したとすると、これに続くイエスの十字架上での死の場面の重要性が失われてしま
う。なぜならこの光の雲の中での分離によって、救済は終了してしまうからである。故に
荒井献 2007 p.153-155。『マルコによる福音書』9.7「すると、雲の中から声がした。
「これは私の愛する子。これに聞け」。
『マタイによる福音書』17.5、
『ルカによる福音書』
9.34-35 の記事に並行。
188 62.9-63.1。xoso~n d
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「そして私がこれらのことを話していると、見よ、光の雲が私を取り囲んだ。私は雲の(周
りを)回っている光と、その輝く様とを見つめることが出来なかった。そして光の雲から
の言葉を聞いた。それ（光）は私の上で光り輝いていた。曰く、
『アロゲネースよ、お前
の祈りの声は聞き届けられた。私は、お前が[この場所]を離れる前に、お前によき知ら
せを伝えるためにお前のもとに遣わされたのだ。お前が[聞くだろうために･･･ ]』
」
（以
上私訳。原文および英訳は Critical Edition pp.268-269）
。
「チャコス写本」の『アロゲネース』における、光の雲からの言葉は 63.2 以降も続い
ていると思われるが、写本の破損がひどく、その範囲、詳細は不明である。ただし、ア
ロゲネースが下位の諸アイオーンを含むこの世界を越えて上昇することが伺える
(63.15-21)。なおアロゲネースは、この世界とは異なる出自を持ち、この世界に対して｢異
邦人｣(アロゲネース’αλλογενής 異なって・生まれた者)たるイエス･キリストのこと。
189 荒井 2007 p.156、Einer Tohmassen 2008 p.166-167、 Luis Painchaud 2008
pp.180-181、 J. D. Turner 2008 pp.220-223。

この光の雲な中でイエスに起こる出来事は変容のみであって、救世主としての本質と人間
の部分の分離が起こるとは考えられない。詳細は 3 章 4.での考察を見て欲しいが、この光
の雲の中でのイエスの変容は、イエスを地上に派遣した大いなる見えざる霊による救世主
であることの宣言と、それを受けて救済を開始するための救世主としての真の姿への変容
であると考えるべきである。

なおこの 57.21-58.1 部分の解釈について、Gregor Wurst が後に示したこの部分の新し
い追加修復分では、以下のように修復されている190。この追加修復分は刊行されている校
訂本である Critical Edition には含まれていないため、本章のもとになった拙稿「『ユダの
福音書』が提示するユダ像の問題」及び本章では考察の対象に含んでいないことを記して
おく191。
Wurst による 58.1 以降の追加修復分は以下のとおりである。

[…

偉]大な世代。[…

像]。[…

]。そして[…

]。[… ]上方の[…

]。

そしてユダはイエスを見るのを止めた。すると直ちにユダヤ人たちの上に混乱が生じた。
[…

]以上の[…

]。
［そして］彼らの大祭司たちは呟いた。

（『ユダの福音書』58.1-10）

この Wurst の追加修復分を採用するならば、ユダはイエスを見ていることになる。つま
り光の雲に入ったのはイエスであり、ユダはその様子を地上から見ていたと考えるべきで
ある。つまり福音書本文から判断する限り、ユダが光の雲の中に入り、尊厳を回復すると
言う解釈は本文が意図するところには合致してはいないということになる。

3. 先行研究再考――
先行研究再考――ユダ
――ユダは
ユダは英雄か
英雄か悪魔か
悪魔か――
Gregor Wurst による追加復元分は、2007 年から順に公開されており、この部分の公
開は 2009 年。以下にコプト語原文を示す。j［ ］ c ［ 
］ ' ci
［
］  ［．
．． ］
［&］ "  "      ［］ "'' 7
'      ' ci    ' ［' " ］ "   ［．．． ］
［］ (' (' ［ ］ ci  （58.1-10）
191 青木 2009。
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『ユダの福音書』において、ユダはイエスの教えの特別な受け取り手である。そして 2
章で確認したように、ユダは他の兄弟弟子たちよりも肯定的に評価されている人物である。
しかしユダの本福音書内での評価は、弟子たちに比べてという前置きの付く肯定的評価で
ある。
『ユダの福音書』において、ユダは絶対的に肯定的な人物像として登場しているので
はなく、相対的に肯定的評価を与えられているに過ぎない。
『ユダの福音書』が弟子たちに代表される「正統派」教会に対して論争的な性格を持っ
ていることは、これまでに 2 章で指摘した通りである。
「正統派」教会は、
『ユダの福音書』
では弟子たちに代表され、否定的評価を与えられている。『ユダの福音書』における｢正統
派｣教会批判は、39.18-40.26 にあるイエスの言葉の中に集約されている。この中で弟子た
ちの信奉する神の真の性格は、万物を支配する主であること、弟子たちは誤った神への信
仰により信者達を誤らせ、不法に導いていることが示されている。この弟子たちの誤った
信仰は、他の箇所でも示されている。
『ユダの福音書』は弟子たちを、人々を惑わせ、イエスの名によって様々な悪行を行う
人々だと非難する（39.18-40.41）。またそればかりではなく『ユダの福音書』は、弟子た
ちの信仰する神は誤った神であると断罪し、弟子たちのイエスへの無理解を強調する
（34.11-12192）。この弟子たちの質問に対し、イエスは「あなたたちの間の人間のどの世
代も私を知ることはないだろう。」
（34.15-17）と答える。このイエスと弟子たちのやり取
りは、いわゆる「ペトロの信仰告白」193の否定であると考えられる。また弟子たちの神は、
祭壇における礼拝と犠牲を弟子たちに求める神である（39.18-40.26）。そしてこの要求を
する神は「万物を支配する主である」(40.24-25)と言われ、
「終わりの日には彼らは恥を蒙
るだろう」と言われる（40.23-26）
。つまり弟子たちの神とは、この世と人間を創造し、ア
ルコーンとしてそれらを支配するサクラスである。
このように『ユダの福音書』では、ユダを除く弟子たちは誤った神を信仰しているだけ
ではなく、救世主であるイエスのことも完全には理解できていない人物として描かれる。
弟子たちはイエスを「我々の神の息子」と告白するが、それは的外れであることがイエス
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彼ら(弟子たち)は言った。
「師よ、あなた[…]は我々の神の息子ではないですか」。

p's'a'x ntokÈ．．
［･･］
．．~pe
~ p.re 'mpenn~ou~ te0 。
（p・sah「師よ」 ntok「あなたは」
［･･･］
pe「～である」 p・s''ere「息子、子」 em・pen・noute「我々の・神」）
。
193 『マタイによる福音書』16.16「あなたはメシア、生ける神の子です」
。
『マルコによる
福音書』8.27-30、
『ルカによる福音書』9.18-21 に並行。
『マルコによる福音書』では「あ
なたはメシアです」
（8.29）。『ルカによる福音書』では「神からのメシアです」（9.20）。

の口から語られる（34.11-17）
。その一方でこの誤った告白に対して、ユダが正しい告白を
提示する（35.14-20）
。2 章で確認したように、否定される弟子たちに対置され、高く評価
されているのがユダである。
他にも弟子たちに対してユダがその優位を示す箇所がある。それは弟子たちとユダ、そ
れぞれが見た幻の話である。弟子たちは、自身の写し身とでも言うべき人物郡の幻を見る
（ 38.1-39.3 ）。 否 定 的 な 弟 子 た ち の 幻 に 対 し て 、 ユ ダ は 聖 な る 世 代 の 幻 を 見 る
（44.23-45.12）。この弟子たちの見た幻とユダの見た幻は、明らかに対比されている。弟
子たちの幻は、彼ら自身の姿の否定的な写し身である一方、ユダの幻は『ユダの福音書』
の中で高く評価されている聖なる者たちの幻である。
しかしユダは「聖なる者たち」と結び付けられ、彼ら同様に絶対的な肯定的評価をされ
ている訳ではなく、そこには留保が為されていることもまた確かである。例えば、ユダは
幻の中で見た聖なる者たち（聖なる世代）の家に入ることを望むが、イエスから星によっ
て惑わされており、誤った認識をしていると言われる（45.13-14）。ユダの幻の中の家は、
聖なる者たちの場所であり、死すべき人間はそこに入れないとされている（45.14-19）
。ユ
ダはこの聖なる世代の家の中に入ることは出来ず、聖なる者たちの一員ではない。ユダの
聖なる者たち･聖なる世代への上昇はイエスから否定されている（35.21-27、46.18-25）。
ユダが「聖なる世代」のもとへ上昇することが不可能なのは、彼がイエスの肉体を犠牲に
捧げるからである。ユダはこの最悪の行為をすることによって、聖なる世代へと上昇する
ことが不可能になる。
『ユダの福音書』でも、ユダはイエスをユダヤ人祭司長たちに｢引き渡す｣。しかし、
『ユ
ダの福音書』の伝えるイエスの受難物語は、新約聖書の伝えるものとは異なる。新約聖書
の伝えるイエスの受難物語は、イエスは人間の罪の贖いのために十字架に架けられて死ぬ。
そしてイエスの贖罪としての死により、人間の罪は許され救済への約束が成されるという
ものである。
3 章で確認したように、
『ユダの福音書』ではイエスを二重の存在、霊と肉によって構成
される存在として理解している。つまりユダがユダヤ人祭司長たちに「引き渡した」のは
イエスの肉体であって、新約聖書の伝えるようにはイエスは苦しみを受けなかったという
ことである。イエスはユダによってユダヤ人祭司長たちに引き渡される前に光の雲の中で
変容を遂げ、その後十字架の上で肉体の内にある霊的な部分と肉的な部分に分かれる。結
果として、ユダはイエスの肉的な部分のみを引き渡し、救世主は苦しみを受けなかった。

ここには、｢正統派｣教会のイエスの刑死に対する無理解さへの批判であると同時に、自分
たちの認識の優位性が示されている。
『ユダの福音書』は、救世主の非受難性を強調するだ
けではなく、そこからさらに踏み込んで、｢正統派｣教会の聖餐式、洗礼に対しても異議を
述べている。｢正統派｣教会の聖餐式は、イエスの贖罪の犠牲としての死を回顧する。しか
し『ユダの福音書』では、イエスの刑死に際しての受難、その犠牲的性格を否定するので、
｢［動物犠］牲を捧げるのをやめなさい｣(41.1-2)と言われる。そしてこれはイエスの死の真
の意味を知らず、受難・贖罪の犠牲としての死と考えている｢正統派｣への強烈な批判でも
ある。他方この『ユダの福音書』の救世主像からは、3 章で考察したようにイエスは救済
を行うに際して他者の介在を必要としないということがわかる。つまり、救済を手助けす
る英雄としてのユダの人物像は否定される。
ユダと悪霊の関係性を考察してみると、次のようにまとめることが出来るだろう。
確かにユダはイエスから「十三番目のダイモーン  

!!! 〈! 〉   」（44.20）

と呼びかけられているが、この台詞はユダの本性を指してイエスが拒絶のために述べてい
るのではない。イエスのこの台詞の意図は、ユダの拙速な行動･理解を諌めるための台詞と
解すべきものである。またユダは「十三番目のダイモーン」も含めたびたび十三と言う数
字と結び付けられて語られている。この十三と言う数字は、アルコーンとの関係の枠組み
の中でではなく、ユダと弟子たちの関係の枠組みの中で考えるべきである。弟子たちとの
関係性の中でユダを考えた時、ユダと十三という数字の関係も明らかになって来る。ユダ
は他の十二人の兄弟弟子たちが唱える「正統派」信仰を支配する、十二を超えた十三番目
になるのである。ユダと十三という数字は、このように弟子たちとの関係性の中で考える
べき数字であり、悪霊であるアルコーンたちとの直接の繋がりはユダにはない。
結論として、
『ユダの福音書』には英雄としてのユダ像も、悪魔・悪霊としてのユダ像も
確認することはできないと言わなければならない。本節の最初に述べたように、ユダは絶
対的に評価される人物像ではなく、弟子たちや完全なグノーシス主義者たちとの関係性の
中に置かれている、相対的な人物像である。ユダは彼らとの比較抜きにしては、その人物
評価を定めることが難しいのである。
それでは最後に、このようなユダの人物像がどの様な特徴と意義を持っているのかを考
察することとしたい。

4. 小括 ――『
――『ユダの
ユダの福音書』
福音書』のユダの
ユダの人物像の
人物像の特質――
特質――
ユダとイエスの関係性の内、最も大きなウェイトを占めるだろうユダのイエスの刑死へ
の関わりを考察してみると、ユダはイエス受難に際して特別な役割を果たしているとは言
いがたい。
『ユダの福音書』におけるユダの役割は、概して正典福音書の伝えるものと一致してい
る。つまりイエスの近しい弟子たちの集団の一人でありながら彼を引き渡す、そういう人
物像として描かれている。そしてこのユダの人物像には、イエスの願いを受け入れ、彼の
霊を肉体から解放した人物、救済の業を助けた英雄と言う人物像は立ち現われてこない。
また同様に、｢悪霊｣としてイエスによる救済の業を妨げるよう行動したとの人物像も登場
しない。
ユダの裏切りの動機については、
『ユダの福音書』では明示されていない。ユダは正典福
音書のように金を受け取るものの、その場面においてユダは受動的である。彼の行動は金
銭欲によるものではなく、以下の『ユダの福音書』の記事から見て原因は星による誤った
導きであろう。

・星々の天使のいかなる軍勢もその世代を支配することはないだろう(37.3)
・私の名が星々の世代の[･･･]に書かれたのは、人間の世代によってである(39.11)
・彼らはすべての物事を完成する星々である(40.17)
・祭壇の上、あなた方の星々とあなた方の天使たちの上にあり、それらはそこで既に完
成している(41.4-6)
・あなた方の各々は、自分の星を持っている(42.7-8)
・ユダ、お前の星はお前を誤らせている(45.12)
・私は星々の誤りについて教えた(46.1-2)
・それらすべての上に星々が完成する(54.17-18)
・お前の星は十三番目のアイオーンを支配するだろう(55.10-11)
・私はお前を笑っているのではなく、星々の誤りを笑っているのだ。と言うのも、これ
ら六つの星々は五人の戦士とともに惑っており、これら全ては彼らの被造物とともに
滅びるだろう。(55.15-20)
・お前の星は通り過ぎている。 (56.23)
・目を上げ、雲とその中にある光、そしてその周りの星を見よ。

先導する星がお前の星だ。(57.16-20)

このように『ユダの福音書』の中で星が言及される場合、否定的な言及がされている194。
しかしながら Meyer らは「先導する星がお前の星だ」（57.19-20）との台詞を強調し、プ
ラトン『ティマイオス』41d-42b をあげ、ユダに割り振られた星は肯定的なものであると
説明している195。しかしこの Meyer の解釈を採用すると、
『ユダの福音書』における星・
星辰全体の位置づけが首尾一貫しなくなるという問題が生じる。よってこの問題を回避す
るためには、ユダの星も他の人間のものと同様に人を惑わせ、その支配下に置くものと解
す方が自然である。
そしてこの星の誤った導きにより、ユダはイエスを引き渡す。星によって惑わされ、あ
らかじめ定められた通りにイエスをユダヤ人祭司長たちに引き渡す。この一連の流れの中
に、ユダ自身の意志、意図といったものを感じることは難しい。また引き渡しに際しても、
ユダは自分から祭司長たちに金銭を要求することはなく、淡々とイエスの居場所を答えて
いるだけである（58.9-26）。
『ユダの福音書』の中でイエスを死に追いやり、人類の救済を妨げようとする意志を持
つ存在は星、星辰的アルコーンに他ならない。彼らは人間を惑いと忘却の中に留め、自身
の支配下に置くことで救済を妨げる存在とされている196。グノーシス主義思想では、古代
世界で一般的に神的な世界と考えられていた星辰界からその神性を剥ぎ取り、創造神同様

『ユダの福音書』だけではなく、グノーシス主義一般において星または彼らに比定さ
れる星辰の位置付けは低い。星辰として人間を支配する星に関して、
『ヨハネのアポクリ
ュフォン』§77 に詳しい。
195 ｢(中略)そして、全体を構成してしまうと、それを星と同じだけの魂に分割し、それぞ
れの魂をそれぞれの星に割り当て、ちょうど馬車にでも乗せるようにして乗せると、こ
すがた
の万有の本来の 相 を示して、彼らに運命として定められた掟を告げたのです。(中略)そ
して、魂はそれぞれにとってしかるべき、各々の時間表示の機関(惑星)へと蒔かれ、生
けるもののうちでも、敬神の念最も篤きもの(人間)に生まれなければならない。(中略)
そして、しかるべき時間を立派に生きたものは、自分の伴侶なる星の住処に帰って、幸
福な、生来の生にあった生活をすることになるであろう｣。『プラトン全集』12 巻 種山
恭子訳 岩波書店 1975 pp.57-58。
196 例えば『ヨハネのアポクリュフォン』§56、§58、§63 など。アルコーンたちは人間
の原型アダムが自分たちより優れていることに気付き、それを妬む（§56）
。そして人
間の上に肉体という鎖を付け、自由を奪う（§58）
。さらに人間が正しい認識を得ない
ように、人間を忘却の中に閉じ込めている（§63）と説明されている。また支配のため
に宿命を生み出し、人間を支配している。この宿命論は「悪意に満ちて歪んだ計略であ
る」（§77）と言われている。『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.89-98。
194

に悪と見做すばかりではなく、星辰が持つと考えられていたこの世界の調和を保つ働きさ
えも、人間をこの世に隷属させるための仕組みであると説明する。この星辰が持つとされ
ていた機構を用い、人間を隷属させる存在がアルコーンである。例えば『シェームの釈義』
NHCⅦ.1 では、世界が「子宮」もしくは生殖器全体として否定的に描かれていて、ここに
は元来の星辰たちの持つ世界の運行を調和させる働きとしての宿命はもはや見られない。
だとすればイエスを殺害し、救済を妨害しようと意図する動機を持つ存在は、星によっ
てユダを惑わせた存在、つまり星辰の機能を奪ったアルコーンたちであると考えられる。
『ヨハネのアポクリュフォン』は、アルコーンたちの悪意について次のように語ってい
る。

このようにして全被造物が盲目とされた。それは彼ら（=全被造物）は彼らの上にい
る神をするに至ることがないためであった。また、忘却の鎖のゆえに彼らの罪は彼らに
隠されたままだった197。
（『ヨハネのアポクリュフォン』§77）

上記引用文にある「彼ら（=全被造物）は彼らの上にいる神をするに至ることがないた
め」とは、言い換えれば「被造物が救済されることがないように」ということである。グ
ノーシス主義思想では、上なる神、つまり真の神を知り、自己の出自を知ることが救済と
されているからである。このようにアルコーンは人間を宿命で縛り、救済を妨げる最大の
存在である。故に『ユダの福音書』においても、救済を妨げようとする動機を持つ存在は
アルコーンであると言える。
ユダは星辰的アルコーンたちにより惑わされ、実際にイエスを死へと引き渡すが、この
福音書の中では動機無き者である。
『ユダの福音書』におけるユダによるイエスの引き渡し
の場面（58.9-26）では、ユダによるユダヤ人祭司長たちへの能動的な働きかけを見ること
はできない。この点は例えば、
『マタイによる福音書』26.14-16「そのとき、十二人の一人
で、イスカリオテのユダという者が、祭司長たちのところへ行き、
『あの男をあなたたちに
引き渡せば、幾らくれますか』と言った。そこで、彼らは銀貨三十枚を支払うことにした。

この引用文は『ヨハネのアポクリュフォン』のⅡ写本のもの（
『ナグ・ハマディ文書Ⅰ
救済神話』p.116）。なお上記引用文は、他の写本であるⅢ写本、ベルリン写本には見ら
れない、Ⅱ写本独自の記事である。
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そのときから、ユダはイエスを引き渡そうと、良い機会をねらっていた」に見られるよう
な、積極的なユダの行動とは対照的である198。
『ユダの福音書』において、実際に救済を妨害しようとする動機を持つ存在はアルコー
ンたちであって、ユダではないことは重要である。DeConick らのユダを悪霊と見る先行
研究は、ユダとアルコーン（特にヤルダバオート）を同一視することで、動機の有無まで
も同一視するという過ちを犯している。なお何故ユダがアルコーンたちに選ばれたのかと
いう理由は、本文からは判断が出来ない199。
『ユダの福音書』の提示するユダ像は、イエスの弟子でありながら彼を引き渡すという
新約聖書の伝えるユダ像となんら異なることのないものであり、従来の研究が提案してい
た特別なユダ像を提示してはいない。
『ユダの福音書』のユダ像が従来知られていたものと
異なって見えていたのは、この福音書がグノーシス主義思想という我々がよく知るキリス
ト教とは異なった教えに立脚してイエス、弟子たち、そしてユダを再解釈しているからで
ある。しかしそのユダ像も、福音書本文に即して考察してみれば、特別にイエスから教え
を受けているという相違点はあるものの、全体としては正典福音書に見られるものと変わ
りのないものである。
このユダ像は、イエスとユダ、弟子たち(そして彼らに代表される｢正統派｣教会)とユダ、
というユダを取り巻く関係性の中において問題を提起する機能を持つ。イエスとユダの関
係性の中では、グノーシス主義的関心による問題を提起する。それは例えば、どの様な人
間が救済されるのかといった救済に関する問題であり、何故救済されるのかといった問題
である。ユダと弟子たちの関係性の中では、｢正統派｣教義に対する種々の問題が提起され
る。そこでは、｢正統派｣教会の無知が明らかにされ、否定・拒絶されている。つまりユダ
は、この『ユダの福音書』が提示する問題の中心に存在していると言えるだろう。そして
このことが、この福音書のユダ像を特別なものに見せかけている要因である。
『マタイによる福音書』26.14-16 は、
『マルコによる福音書』14.10-11、『ルカによる
福音書』22.3-6 の記事に並行。
『新共同訳聖書』日本聖書協会 1987。
199 『ユダの福音書』58.9-26 の記事も、正典福音書のイエスの刑死の記事を踏襲している
ことからユダが選択された。またはこの福音書の初期の形が、エイレナイオス『異端反
駁』Ⅰ.31.1 で報告されているようにユダの評価の逆転を意図していたためにユダが選ば
れた。
『ユダの福音書』がイエスの死についての正しい認識の啓示を目的としていること
から、
イエス刑死の場面を取り上げようとし、より効果的に正統派を批判しようとして、
イエスの刑死に最も影響が強いユダを選出した。
このような推測はできるが、いずれの説も跡付けることが出来ないため仮説の域を出
ない。
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ユダは弟子たち「正統派」の人間たちよりは上位に、しかし聖なる世代と呼ばれる完全
なグノーシス主義者たちよりは下位に置かれている。ユダの評価、人物像は、このように
他者との関係の中で意味を持つものになっていると言える。このユダの人物像の両義性・
相対性は、この『ユダの福音書』自体が複数の編纂過程を経ていることに由来するものと
推測される。つまりユダを評価する立場の集団と、ユダを否定する立場の集団の両者の手
が加えられたことにより、このような統合されていない両義的・相対的な立ち位置を持つ
本福音書のユダ像が成立したと考えることが出来るだろう。

終章 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の著作目的と
著作目的と今後の
今後の展望

この終章では、最初にこれまでの四つの章で考察してきたことを再度簡潔にまとめ、序
章で提起した課題「
『ユダの福音書』とは誰が、どのような目的を持って、誰に向けて制作
した文書であるのかといった文書の素状を明らかにすること」に著者なりの解答を示すこ
ととしたい。

1.総括
1.総括
1 章で確認したように『ユダの福音書』が前提としているグノーシス主義思想は、セツ
派と呼ばれている思想集団の思想に近いと考えられる。セツ派とは、アダムとイヴの三番
目の息子セツに神話論的、救済論的に重要な役割を負わせるとともに、自らをそのセツの
子孫と看做したグノーシス主義思想内の一集団のことである。このセツ派の具体的な歴史
的実体は不明ではあるが、彼らの手によるものと考えられている文書は現在でも見ること
が出来る。
しかし『ユダの福音書』の思想のすべてが、このセツ派の思想と一致するという訳では
ない。例えば、同じセツ派文書である『ヨハネのアポクリュフォン』に見られる人間の像
の上方からの開示が見られない。また他文書では明確に結びついている救世主とイエスの
関係性が明示されていない。セツ派グノーシス主義思想の特徴とされている「五つの封印」
と呼ばれる秘儀の言及がない。人間創造に関係する｢ソフィア神話｣が抜けていることなど
が挙げられる。ただしこれらいくつかの要素の不在を以て、この福音書をセツ派の括りか
ら除外するのは不適当である。神話の基本構造と展開など、思想の背骨を果たす部分での
共通性は十分すぎるほど有る。この点から見ると『ユダの福音書』にこれらのセツ派思想
の要素の不在が見られるのは、セツ派思想を有しないからではなく、むしろ反対にこの福
音書の読者と想定されるグノーシス主義集団には基本事項であり、知っていることが当然
であるために省略されたものと推測される。
また 2 章で指摘したとおり、
『ユダの福音書』の特徴としてもう一つ挙げられることは、
イエスの弟子たちの内ユダを除く弟子たちを低く位置づけ非難する点である。弟子たちは
師であるイエスのことを正しく認識できない。そればかりか、誤った認識に基づく誤った
信仰により人々を惑わせてさえる。
『ユダの福音書』はイエスの弟子たちを否定・非難する
ことで、彼らの広めた教えである｢正統派｣のキリスト教をも非難する。この福音書はこう

した教えを否定し、正しい認識を持つように勧める。
イエスの死は受難ではなく、まして犠牲としての死でもないというのがこの福音書が教
えるイエスの死についての正しい認識である。この点に関しては、3 章で確認することが
出来た。救世主の本質の肉体からの離脱と肉体の死は、人間の救済の完成を告げる。救世
主の十字架上の死は、真の神である大いなる見えざる霊に遣わされた救世主としての本質
には何ら影響を与えない。ここには、救世主による人間の原罪を贖うための「犠牲」の死
は存在しせず、また救世主の受難の死も存在しない。この『ユダの福音書』に見られる救
世主像は、他のグノーシス主義文書のものとは異なる。救世主として果たす役割・機能は
他のグノーシス主義文書と同じではあるが、救済の方法は異なる。
『ユダの福音書』の救世
主は、グノーシス主義の教えを説く人・啓示する人である。
『ユダの福音書』は、こうした
イエスについての正しい認識を有しない弟子たちを痛烈に批判する。
4 章で確認した『ユダの福音書』の最大の特徴とも言えるユダの人物像は、次のとおり
である。福音書本文中で、ユダは一定の評価を得ている。ユダは他の兄弟弟子たちに勝る
知識も持つ者としてイエスに認められ、特別な教えを受け取る。この教えの核心はユダに
のみ開示され、ユダと同じイエスの弟子である他の弟子たちには開示されない。ユダは他
の兄弟弟子たちに優越した立場を保持している。
しかしこのユダの評価は、絶対的な評価ではない。確かにユダは他の弟子たちから離さ
れ、イエスの直弟子たちの中では特別な地位を占めている。しかしそのユダの地位は、
「上
なる聖なる世代」と呼ばれる人々（完全なグノーシス主義者たち）の地位には及ばない。
『ユダの福音書』におけるユダの評価は、非常に相対的である。ここには英雄として褒め
称えられるような人物像も、悪魔・悪霊の手先として非難されるような人物像も、つまり
は先行研究が提示する特別な人物としてのユダを見ることはできない。

2.『
2.『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の著作目的・
著作目的・対象
それでは本稿の最大の目的である『ユダの福音書』の著作目的・対象の考察に移りたい
と思う。まず『ユダの福音書』の素情を考察する上で手がかりとなるのは、序章で紹介し
たエイレナイオスによる報告である。このエイレナイオスの報告には、どのような思想を
持つ人々が「ユダの福音書」と呼ばれる書物を作成したのか、この人々の思想とはどのよ
うなものであったのかに関する記述がなされている。この報告にある「ユダの福音書」と

本稿で対象にした『ユダの福音書』の思想や登場人物の位置付けなどを比較考察すること
は、『ユダの福音書』の著作目的・対象などを考察する上で非常に有用である。

2-1. エイレナイオス『
エイレナイオス『異端反駁』
異端反駁』Ⅰ.31.1 の報告との
報告との比較
との比較
エイレナイオスの報告には「ユダの福音書」という書物について次のように書かれてい
る。

また別の者たちは、カインは上の世界からやって来たのだと主張する。彼らは自分た
ちをエサウ、コラ、ソドム人、その他その種類のすべての者たちの親類だと言う。それ
ゆえ彼らは創造主から敵視されている。しかし、そのために彼らに何の損害も生じては
いないと言う。彼らはソフィアに属するものたちであって、ソフィアは彼らから何人か
を自分のところへ引き寄せたのだと言う。そして彼らがさらに言うには、裏切り者ユダ
もこのことを正確に知っていた。ユダこそがすべての弟子たちの中でただ一人真理を知
っていた。だからこそ彼は裏切りの奥義を実行した。彼こそはすべての地上的なもの、
天的なものが解消することになる原因であった。彼らはこのような内容の際物を造り出
し、それを『ユダの福音書』と呼んでいる。
（エイレナイオス『異端反駁』Ⅰ.31.1200）

このエイレナイオスが報告する文書と本稿で考察した
『ユダの福音書』とを比較すると、
以下に示したいくつかの点が指摘できる。
まずカイン、コラ、エサウ、ソドム人とユダの繋がりを示すような記述が、本稿で対象
とした『ユダの福音書』にはない。そして『ユダの福音書』には、エイレナイオスが報告
するようないわゆる「ソフィア神話」が欠如しているといった、神話の構造にかかわる部
分での差異が見受けられる。ただし「ソフィア神話」については、1 章で考察したように
『ユダの福音書』には直接の記述はないが、人間創造神話に関わる部分は「ソフィア神話」
を前提とした話の組み立て方をしていることが窺えるため、まったく無関係であると断言
することはできない。
またエイレナイオスは「ユダこそがすべての弟子たちの中でただ一人真理を知っていた。
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大貫 2007 p.54。

だからこそ彼は裏切りの奥義を実行した」と報告しているが、
『ユダの福音書』のユダの知
識は不完全な知識であり、救済に与ることのできない知識である（ユダの救済の不可能性
について 46.14-47.7）。さらには、ユダによるイエスの引き渡しが彼の自発的な行動であ
るとは考えられない。
『ユダの福音書』でのイエスの引き渡しにおけるユダの関与の度合い
は、正典福音書が伝えるどの話よりも消極的である。ユダは祭司長たちに質問されたこと
に答えただけであって、報酬としての金銭もユダの側から提示したものではなく、祭司長
たちの側から一方的に渡されたものである（58.9-26）。また『ユダの福音書』の救世主像
は、救済を行うために他者の介在を必要とするタイプの救世主像ではないことから、ユダ
が救済の手助けをした英雄として描かれているとは考えられない。またユダによるイエス
の引き渡しは、アルコーンへの犠牲とされ、非難されるべきもの（犠牲の禁止 41.2、ユダ
によるイエスの犠牲 56.19-20）であって、決して素晴らしい功績として評価されるべき性
質のものではない。つまりエイレナイオスが報告する、救済の手助けを行うユダ像といっ
たものを見いだすことは難しい。
これらの点から、エイレナイオスが著書『異端反駁』Ⅰ.31.1 で報告しているユダを高く
評価する「ユダの福音書」と本稿の対象である『ユダの福音書』を同一のものと看做すこ
とは難しいと言わざるを得ない。
しかしながら、以下の理由から単純に同一性を主張することや否定することも躊躇われ
る。それは、本稿の対象である『ユダの福音書』が複数の編集段階を経ていると推測され
るからである。
まずは、福音書本文の序数詞の書き方が異なっていることがあげられるだろう。福音書
本文では「十三番目」という序数詞が二回ほど登場するが、ギリシア語文法に合わせて書
かれたものと、コプト語文法に合わせて書かれたものの二種類が併存している201。また、
本文にはギリシア語由来のコプト語単語が多数散見されることから、元来はギリシア語で
書かれたものがコプト語に翻訳され、現在我々が見ている形になったと考えられている。
また福音書内のアルコーンのリスト、救世主像、ユダの人物像などからも編集段階が存
在したことを示唆するものが見られる。例えばこの『ユダの福音書』に保存されているア
ルコーンのリスト（52.4-13）は、他の文書に保存されている元来の形とは異なっている。
他の文書に保存されているリストにあるアルコーンの名前とは異なって、
『ユダの福音書』
『ユダの福音書』46.20 では「! ! ! !」となっているが、55.11 になると
「 ! !  」と変更されている。この点について、p.32 註 63 の考察を参照。

201

のリストに挿入されているのは、本来このリストにあるべきではない名前である。このい
わば「異物」の挿入は、後代の挿入であると考えられる。またユダの人物像は弟子たちよ
り評価されるが、完全なグノーシス主義者たちからは評価が下がると言う相対的、両義的
な人物像である。このユダの人物評価のブレは、異なる思想の方向性を持った二つ以上の
集団による変更を受けた結果であると推測できる202。そして『ユダの福音書』の救世主像
は、他のグノーシス主義文書の救世主像とは異なる特殊な救世主像を持つ。これも異なる
思想の方向性を持つ集団による変更を受けた結果だと推測される。
こうしたことから、
『ユダの福音書』には複数の編集段階が存在したことが推測されるの
である。そして『ユダの福音書』におけるユダの人物評価のブレと特異な救世主像は、次
のように推測できる。最初期にユダを積極的に評価しようとした集団が、ユダを救済の助
け手、英雄にするために他者の介在を要請する救世主像を必要とし、それに基づく文書を
作成した。しかしその後、ユダを低く評価する集団によって、ユダを英雄としないために
救済の助け手を要請しない救世主像に変更された。その結果ユダの評価は元来のものに比
べて低く、ユダの人物評価にはブレが生じることになり、救世主像も合わせて変更された
ために特異なものになった。このように推測することが出来る。
そしてこの推測が正しいのであれば、この『ユダの福音書』の初期の編集段階にあるも
のはユダが高く評価され、彼の行為は救済の手助けとされていた可能性が高いと推測する
ことができることとなり、エイレナイオスが報告する「ユダの福音書」のユダ像に近いと
いうことになる。だとすれば、一概にエイレナイオスの報告する「ユダの福音書」と全く
の別物であると断定することは難しくなる。
だが、現状ではこの推測を裏付けることが出来る資料などがないため、エイレナイオス
の報告とこの『ユダの福音書』の同一性の問題についての正確な答えを得ることはできな
い。ただし、現在我々が見ることのできる『ユダの福音書』は（その元来の内容がどの様
なものであるは不明ではあるが）、ユダの評価・位置付け、思想などの違いから、エイレナ
イオスが報告する福音書とは異なる文書であると言える。
他方で、エイレナイオスが報告する「ユダの福音書」とこの『ユダの福音書』の同一性
は否定されるとしても、少なくともエイレナイオスが著書『異端反駁』を記した紀元 180
年頃には、
「ユダの福音書」という書名を持つ文書が存在していたとは考えられる。この推
測が成り立つとすれば、このエイレナイオスの報告は『ユダの福音書』の成立年代を推定
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筒井 2009。特に「5.『ユダの福音書』におけるユダ評価のベクトル」pp.18-20 を参照。

する手掛かりにすることはできるだろう。

2-2. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の作成年代
『ユダの福音書』内で展開されているグノーシス主義思想の内には、キリスト教の教義
はほとんど取り込まれていない。むしろ『ユダの福音書』は、
「正統派」が説く教義を批判
するために書かれていると考えられる。こうした文書の性質もあって、
「正統派」の説く教
義は自身の内に取り込まれていないと考えられる。
一方でキリスト教の伝承は、この福音書に取り込んでいるということはできる。例えば
枠物語の部分にはイエスの奇跡譚（33.6-9）、十二使徒の招命（33.10-24）、イエスと弟子
たちのイエスの刑死前のユダヤ入り（33.22-26）、ユダによるイエスの引き渡しの場面
（58.9-26）など正典福音書にも見られる記事がある。また「と言うのも、彼らの神におい
て十二[弟子]が再び完成するため、別の誰かがお前の場所を占めるからだ」
（36.1-4）とい
うイエスの発言を『ユダの福音書』内に見ることが出来る。この記事は、籤によりマティ
アが十二人の一人に選出されたことによってユダの抜けた穴が埋められ、再び十二人が回
復するという『使徒言行録』（1.12-26）記事を『ユダの福音書』の著者が知っていたこと
をうかがわせる。
この部分（36.1-4）を『使徒言行録』の記事に基づくものだとするならば、
『ユダの福音
書』は少なくとも『使徒言行録』が作成された紀元 90 年代以降制作されたものであると
推測できる。それ以前に成立したとしたら、
『使徒言行録』を基にして書いたと思われる記
事を導入することが出来ないからである。
作成年代のもう一つの手掛かりとなるのは、先に考察したエイレナイオスによる「ユダ
の福音書」という書物についての報告である。この報告が記載されているエイレナイオス
の『異端反駁』は、紀元後 180 年頃に記述されたと考えられている。よって少なくとも「ユ
ダの福音書」と呼ばれる書物は二世紀後半までには成立していたと考えられる。
「ユダの福
音書」という書物が 180 年代までには存在しており、エイレナイオスがそれを報告してい
ることから、この『ユダの福音書』の作成年代の下限を 180 年以前の二世紀半ば頃と推測
することは可能であろう。
ただしこの『ユダの福音書』に用いられているパピルス紙は、放射性炭素による年代測
定法によると紀元後 280±60 年頃作られたものであることが確認されていることから、こ

の福音書の原型が成立した年代の下限が二世紀半ばであると言うことになる。
以上から、この『ユダの福音書』は紀元 90 年代から 180 年頃までに原型が成立し、そ
の後二世紀から三世紀にかけて異なる思想傾向を持ついくつかの集団の手による編集を受
け、四世紀頃には現在の形になったものと推測することが可能である。そしてこの四世紀
頃に完成したものを、今我々が見ているということになるだろう。

2-3. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の著作目的
制作年代について幾ばくかの手掛かりが得られたところで、
『ユダの福音書』の素状を明
らかにする上で避けては通れない問題である、この文書がどの様な目的を持って書かれた
のかという点について考察を進めたい。著作目的の考察には、この福音書の冒頭に書かれ
ている一文を考察することが近道になると思われる。序章で冒頭の一文を「長いタイトル」
と紹介したように、この冒頭の一文にはこの福音書の性格が凝縮されているからである。
『ユダの福音書』冒頭は次のように書かれている。

過越し祭を祝う三日前、八日間に、イエスがイスカリオテのユダと語った拒絶
拒絶の
拒絶の隠さ
れた言葉。
（『ユダの福音書』33.1‐6）

この箇所には、この福音書がイエスとユダの対話をまとめたものであることが示されて
いる。そしてその対話の内容は「拒絶の隠された言葉」であると書かれている。
しかしこの冒頭部分に関しては先行研究での解釈が分かれていることから、この部分の
考察も合わせてこの福音書の著作目的を考察していくこととしたい。この冒頭部分を考察
する上で、この文中に太線で示した箇所に現れる ΆΠΟΦΑCIC と言う語に注目して考察す
る。上記引用文では ΆΠΟΦΑCIC を「拒絶」と訳してあるが、この語の解釈は現在のとこ
ろ一致した見解を示していない。

ユダ像
ユダ像
マイヤー, 荒井献

ΆΠΟΦΑCI
ΆΠΟΦΑCIC
CIC の訳

対象

啓示（マイヤー）

ユダの肯定的運命に

肯定的
告知(荒井)

他203
A.D.DeConick,

否定的

J.D.Turner 他204
André Gagné205

否定的

J.M.ロビンソン206

肯定的

対しての啓示

revelatory（啓示）

ユダの否定的運命に

revelation（啓示）

対しての啓示

denial（拒絶）

ユダに対しての拒

exclusion（排除）

絶・排除
弟子たち（正統派）

否定の[？]
に対する否定
弟子たち（正統派）

J.ファン・デル・

肯定的

裁きの

フリート207

に対する裁き
弟子たち＜ユダ＜

筒井賢治208

「偉大で聖なる世

啓示

読者に対しての啓示

代」

現状のこの語の訳はユダ像に対する解釈によって異なる。そしてその多くは、
ΆΠΟΦΑCIC の語の対象をユダに求め、ロビンソンや筒井のようにユダ以外に対象を求め
ているものは少ない。そこでまずは、ΆΠΟΦΑCIC を啓示、拒絶の異なる二つの訳の場合
に分け、それぞれの場合における ΆΠΟΦΑCIC の内容とその対象について考察していく。

啓示の
啓示の場合
ΆΠΟΦΑCIC を啓示として見た場合、上記の Meyer、荒井、DeConick、Turner、André
Gagné らのように啓示の対象をユダと考えることは難しい。『ユダの福音書』の主眼はユ
ダに関する新しい評価を示すことではない。よって福音書内のイエスとユダの対話中に、
彼らの主張するようなユダに向けられた、ユダにとっての啓示という性質を見いだすこと

203
204

205
206
207
208

マービン・マイヤー他編『原典 ユダの福音書』2006 p.21-22。 荒井献 2007 p.115。
DeConick, 2007 p.66。Turner, 2008 p.229。
André Gagné, 2007 pp.377-383。
J.M.ロビンソン 2007 p.321。
J.ファン・デル・フリート 2007 p.87。
筒井賢治 2009 p.14。

は難しい。
ユダに向けての啓示ではなければ、その啓示の対象はユダ以外の者たち、すなわち弟子
たちまたは読者に求められる。しかし『ユダの福音書』では、1）ユダ以外の弟子たちは
非常に否定的に描かれていること、2）
「王国の奥義」がユダにのみ語られていること、か
ら弟子たちはその対象に含まれない。さらには、この福音書の読者と想定される人々には
この弟子たちに連なる「正統派」の人間は含まれない。
よって ΆΠΟΦΑCIC が啓示と解される場合、その対象は『ユダの福音書』を作成したグ
ノーシス主義グループないしそれに近しい人々と考えるべきである。彼らに対して、イエ
スとユダの対話を通して「隠された啓示の言葉」が語られる。
そして啓示される内容とは、世界と人間の起源であり、その運命についての真の認識で
ある。世界と人間についての真の認識、いわばこの世の真理を知ることは、グノーシス主
義における救済につながる重要な要素である。
つまり啓示と考える場合には、
『ユダの福音書』の読者に向けられた救済につながる真理
の啓示であると考えるべきである。
この様に啓示と採った場合、言葉を補って冒頭部分を訳せば以下のようになるだろう。

過越し祭の三日前、八日間にイエスがイスカリオテのユダと語った（読者に向けられ
た真理の）隠された啓示
啓示の
啓示の言葉。

「拒絶」
拒絶」の場合
しかし ΆΠΟΦΑCIC の由来であるギリシア語名詞 άποφασις は、
二つの動詞 άποφηµι
（否
定する、拒絶する）、άποφαινω（明らかにする、暴露する）の名詞形である209。「啓示」
と訳する場合は άποφαινω の方を採っているが、άποφηµι と採ることも可能であろう。
άποφηµι の名詞形が元にあるとすれば、ロビンソンや André Gagné のように「否定」、
「拒
絶」と採ることも可能であり、著者はこちらの立場を採る210。なお荒井はこの語を「告知」
と訳しており、その根拠にヒッポリュトス『全異端反駁』Ⅲ．9.3-10 でシモン・マゴスに
『ギリシア語辞典』古川春風編 大学書林 1988。 本文中のギリシア語単語には、アク
セント記号が抜けていることを断わっておく。
210 J.ファン・デル・フリート 2007 p.87 の「裁き」
（日本語訳は戸田聡）と言う訳語は、
文法的に不可能であると思われる。
209

―

帰されている『大いなる宣教』
（Apophasis Magale）という書の書名に同じく ΆΠΟΦΑCIC
（Apophasis）が用いられていることをあげている211。しかし 2 章で確認したように『ユ
ダの福音書』自体には真の信仰を広く述べ伝えるといった「告知」的性質よりも、
「正統派」
教義への「否定」、「拒絶」の意志の方が強く見られることから、著者は「告知」という訳
を採らない。
ΆΠΟΦΑCIC の訳として「否定」、「拒絶」の方が妥当だとする根拠としては、『ユダの
福音書』が「正統派」に対して論争的・否定的であるというこの文書の性格が挙げられる。
この福音書が主張する論点が、当時の「正統派」教会の信仰のありようや儀礼に対するグ
ノーシス主義の立場からの反駁と拒絶であることは明らかである。
『ユダの福音書』は隠さ
れた真実をユダとイエスとの対話を通して読者に啓示することで、間接的に真実を知らな
い「正統派」の教義を否定、拒絶するものであると言える。
この場合否定、拒絶の対象は弟子たち、または「正統派」教会の人々と解するべきであ
り、André Gagné のように拒絶の対象をユダと解すことは難しい212。それはユダを悪霊と
して拒絶しているとは『ユダの福音書』本文からでは窺えず、ユダは偉大にして聖なる世
代程ではないにしろ一定の評価はされているからである。
以上の考察を基に、言葉を補って訳せば次のようになるだろう。

過越し祭の三日前、八日間にイエスがイスカリオテのユダと語った（真実を啓示する
ことによる誤った「正統派」の信仰に対する）拒絶
拒絶の
拒絶の隠された言葉。

以上のように『ユダの福音書』が持つ「正統派」への強い拒絶・非難という性質を考慮
した場合、
「拒絶」の意味として ΆΠΟΦΑCIC を捉えた方が本文内容により一層合致する。
『ユダの福音書』においてイエスが語る啓示の受け取り手は読者であり、その啓示を通し
た拒絶は弟子たち及び「正統派」キリスト教会に向けられている。
図示すれば次のようになる。
―

荒井 2007b p.250 注（7）の解説。
「宣教」に当たるギリシア語は、kerygma であるが、
同著者『原始キリスト教とグノーシス主義』1971 では αποφασις を「宣教」と訳してい
る。ただし、
『ユダの福音書』の訳文では「告知」と訳している（荒井・大貫『グノーシ
スの変容』p.36）。
212 André Gagné 2007。
211

ユダ像
ユダ像
弟子たち（ユダを除

ΆΠΟΦΑCIC
ΆΠΟΦΑCIC の訳

ΆΠΟΦΑCIC
ΆΠΟΦΑCIC の対象

啓示

読者

く）<ユダ<「偉大に
して聖なる世代」
=読者

弟子たち及び、彼らに
拒絶

代表される「正統派」

（点線で示した部分は、
『ユダの福音書』では両立している（重なっている））

『ユダの福音書』の著作目的は、第一に読者へ真の認識を啓示することである。この真
の認識とは、福音書全体を通してユダとイエスの対話の中で語られる「王国の奥義」であ
り、具体的にはこの世界と人間の起源とその運命についての教えである。
これらのイエスが十字架の上で啓示した真の認識をグノーシス主義者たちに広く伝える
こと、それによって彼らの魂を救済へと促すことが『ユダの福音書』の著作目的である。
グノーシス主義者たちの魂は、この真の認識を得ることによって自己の本来在るべき場所
を想起し、肉体の死に際して魂が肉体を離れて救済されることが可能になるのである。故
に救世主であるイエスにより真の認識が啓示されたということは、グノーシス主義者にと
っては自分たちの救済が為されることの確約であり、この啓示は善き知らせ、つまりは福
音となるのである。
他方、
『ユダの福音書』にはもう一つの著作目的を見いだすことが可能である。それは、
真の認識の啓示を通じた「正統派」の信仰に対する否定・拒絶である。
「正統派」の人々は
正しい認識を有していない、これが『ユダの福音書』の主張である。
「正統派」の無知・無
理解とは、救世主であるイエスの死に関する無知・無理解である。
『ユダの福音書』は、
「正
統派」におけるイエスの死を贖罪の犠牲と見る教義と犠牲の聖餐論を否定する。
『ユダの福
音書』の救世主像には、犠牲としての性格も受難の救世主像も見出すことはできない。こ
うした「正統派」信仰・教義に対する否定と、自派の信仰・教義の正当性の主張が意図さ
れている。
『ユダの福音書』の著作目的とは、このようにイエスの死に関する正しい知識の啓示を
通じたグノーシス主義者である読者を救済へと促すことであり、
「正統派」が教えている教
義が持つ欺瞞と虚偽を明らかにすることで、彼らの教えを否定し、自派の教義の正当性を
主張することであると言える。そしてこの目的のためにイエスやユダ、弟子たちが効果的
に配置され、中でも特徴的なイエスとユダの人物像が『ユダの福音書』の主張を伝える上

で大きな役割を果たしているのである。

2-4. 『ユダの
ユダの福音書』
福音書』の教えの対象
えの対象
最後にこの福音書が読者として想定している人々、つまりこの福音書の教えの受け取り
手について考察したい。
『ユダの福音書』は、キリスト教を十分に知りながらも自らの思想の内に取り込んで融
合させてはおらず、キリスト教の影響は表層的に留まっている。枠物語や本文のいくつか
に見られるキリスト教要素からすると、少なくとも『使徒行伝』や正典福音書のいくつか
の記事、聖餐式などの典礼を知っているなどキリスト教についての知識は深い。それにも
関わらず、それらを自身の思想の中に取り込んでいない。
『ユダの福音書』がキリスト教を
取り込んでいない理由は、この福音書がキリスト教、とりわけ「正統派」を自認し、他の
思想を否定する人々たちへの拒絶と非難を企図したものだからだと考えられる。
「正統派」
批判が目的であり、そのために思想の核であるグノーシス主義思想にキリスト教的要素を
積極的に取り込む必要性を持たなかったからだと考えられる。つまりグノーシス主義的な
知見に基づいて「正統派」を批判することが主眼だからだと考えられるだろう。
ただしここには注意すべき点がある。それは『ユダの福音書』を含め、グノーシス主義
者――特にキリスト教の影響を受けたキリスト教グノーシス主義者――は、自身をキリス
ト教徒と自認していたと言うことである。故に『ユダの福音書』に見られるキリスト教批
判は、キリスト教の外から向けられた非難ではなく、キリスト教徒としての内部批判であ
る。そしてその批判はユダを除くイエスの直弟子たちに代表される「正統派」
、ひいては司
教制度へと向けられている。
また、
『ユダの福音書』ではセツ派グノーシス主義思想のいくつかの要素が省略されてい
ることは既に触れた。この省略は、恐らくこの福音書の推定される読者がこの省略された
部分の知識を基礎知識として既に有していることによるものだと推測される。つまりこの
福音書の読者として推測される人々は、セツ派グノーシス主義思想に精通とまではいかず
とも、ある程度まで触れている人々であると考えられる。
これらの考察から、
『ユダの福音書』の読者は福音書の思想の中核を形成するセツ派グノ
ーシス主義思想に通じ、キリスト教の素養も有する人々であると推定される。

2-5. 結論
『ユダの福音書』とは、ユダと人間に着られる救世主を中心に据えた、救世主の受難を
唱え、その死を犠牲と見る「正統派」への強烈な反論を意図した文書である。まさしく福
音書冒頭にあるように、
『ユダの福音書』とは「過越し祭を祝う三日前、八日間に、イエス
がイスカリオテのユダと語った（「正統派」への）拒絶の隠された言葉」（33.1-6）をまと
めて読者に伝えるものなのである。
そしてこの福音書は、キリスト教とセツ派グノーシス主義思想に通じた人々をその対象
としている。この人々に「正統派」教義の誤りと、イエスの刑死に伴う真理の啓示を伝え
ることが著作目的である。真理の啓示とそれを知ること（グノーシス）による人々の救済
への促し、これこそが『ユダの福音書』の福音である。
この「正統派」への拒絶・非難と、読者であるグノーシス主義者たちへの真理の啓示と
いう異なる方向性を持った目的は、
『ユダの福音書』の中ではユダの内に統合されている。
この福音書のユダ像は、問題を提起する機能を持たされていると考えることが出来る。イ
エスとユダの関係性の中では、グノーシス主義的関心による問題を提起する。それは例え
ば 1 章で確認したように、どの様な人間が救済されるのかといった救済に関する問題であ
り、何故救済されるのかといった問題である。ユダと弟子たちの関係性の中では、2 章で
確認したように｢正統派｣教義に対する種々の問題が提起される。そこでは、｢正統派｣教会
の無知が明らかにされ、否定・拒絶されている。
そしてこの問題を提起する働き、裏を返せば『ユダの福音書』が提起する種々の問題の
中心に置かれることによって、ユダがこの福音書の中心に位置しているように見えている。
しかし実際のところ、ユダはこの福音書の中心に位置しているとは言い難い。
『ユダの福音
書』は、
「福音書」の名前の通り、救済へとつながる善き知らせである真理の啓示をその著
作目的にしている。しかしこの真理の啓示にユダが関与する余地はない。この啓示は福音
書の読者に向けられていて、ユダを対象とはしていない。
『ユダの福音書』は、第一に読者への真理の啓示を意図した福音書である。その一方で、
真理の啓示を通した「正統派」への批判をも意図した論争の書でもある。そしてその論争
的性格と、主張する内容――救世主イエスの非受難性、犠牲神学の否定など――により、
「正統派」からは異端とされ、排除されていったキリスト教文書である。
故に『ユダの福音書』を紐解くことは、当時のキリスト教教会内における神学論争を明
らかにすることと同義である。ファン・デル・フリートが指摘しているように、
「本来の場

所は、キリスト教を形作ることとなった論争［史］の中に在る213」のであり、キリスト教
思想史の文脈を離れては『ユダの福音書』を理解することはできない。

3. 今後の
今後の展望
本稿の研究は、
『ユダの福音書』には他のグノーシス主義文書には見られない救世主像が
見られること、また先行研究とは異なるユダの人物像が見られることを確認したことに意
義がある。またこのイエス像・救世主像とユダ像によって『ユダの福音書』の著作目的、
対象を考察し、この福音書が第一に読者に対する啓示の書であり、啓示によって「正統派」
の誤りを指摘・非難する論争の書であることを確認したことも同様である。
以上の本稿で確認することができた点を基に『ユダの福音書』が、キリスト教との関係、
グノーシス主義思想との関係の中でどのような意義を持つのかを考察することとしたい。
まずキリスト教との関連においては、救世主論ならびに救世主論を基にした犠牲神学論
争の論争の一端をうかがわせる資料として重要である。キリストの本性と父なる神の同質
性を確認したニケーア信条（325 年）、その後のキリストの人性と神性の両性が「混同され
得ず、変えられず、分けられず、隔てられないもの」を宣言するカルケドン信条214（451
年）へと向かうこととなる「正統」的教会の大きな流れ以前の、揺籃期の救世主論争の姿
を現代に伝えるものであると言うことが出来るだろう。
グノーシス主義思想との関連では、救世主論、セツ派グノーシス主義思想、仮現論研究
などの点で非常に重要な文書であろう。救世主論については、3 章で考察したように『ユ
ダの福音書』の救世主論は他のグノーシス主義思想文書には見られない独特な救世主論で
ある。これは他の文書の救世主論や仮現論的な救世主論研究に、新しい方向性を提示する
ものであろう。
先行研究では救世主像は、他のグノーシス主義文書に見られる救世主像と本質的には同
一であるとされていた。しかしながら、福音書本文からの考察では先行研究の捉え方は誤
っていること、そして『ユダの福音書』の救世主像は「人間に着られる救世主」像という
独特のものであるということを示すことが出来た。ただし本稿での救世主像の考察は以下
に示す点で未だ不十分であり、この『ユダの福音書』の救世主像をグノーシス主義思想に
213
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J.ファン・デル・フリート 2007 p.271。なお引用に際し、原文を一部変更してある。
大貫隆「解説：三部の教え」『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』p.396。

おける救世主論ばかりではなく、キリスト教の救世主論研究にも関連付けて研究していく
ことが必要である。それによってこの『ユダの福音書』の救世主像の特異性が確認され、
より詳細に福音書内での役割が明らかになって行くと思われる。
救世主論との関わりで言えば、上記の点以外にも救世主の霊肉論や仮現論的救世主論に
新しい視座を提供する。他方救世主論の論争を追うことで、キリスト教が如何にして現在
まで続く「正統派」の神学・教義を形成していったのか、その形成過程を追う一助にもな
るだろう。
先行研究では『ユダの福音書』の救世主像を「人間を着る救世主」像としていわゆる仮
現論的救世主論として理解している。裏を返せば、仮現論的救世主論は「人間を着る救世
主」像を前提としていると主張しているように思われる。しかし 3 章で確認したように、
「人間に着られる救世主」像でも救世主の非受難性を主張することは可能であり、仮現論
の概念の定義を考える上での新しい資料になることが期待される。また「人間に着られる
救世主」像は、新しい型の霊肉論を有する救世主像として霊肉論からのアプローチによる
グノーシス主義思想における救世主像研究、さらにはグノーシス主義思想の本質の定義に
関わる研究の面にも資するものであり、これらの方向の研究を進めていく必要があるだろ
う。
もう一点、
『ユダの福音書』は二世紀当時に既にユダに対する「正統派」が主張する「裏
切り者」以外の見解があったことを伝える資料としても重要であろう。ただしそれは、荒
井が指摘するような「正当的教会が自らの罪を負わせ、
「スケープゴート」として教会から
追放しようとしたユダを、イエスの「愛弟子」として取り戻したという一点にあるのでは
なかろうか215」という点ではない。これまでに確認してきたように、『ユダの福音書』は
ユダの復権を意図した文書ではなく、ユダはこの福音書の救済の射程に入っていないから
である。ここにはイエスの「愛弟子」としてのユダ像も見られない。しかし他方で、ユダ
に対する「正統派」とは異なる見解を示すという点においては、
『ユダの福音書』はユダを
キリスト教の内に取り戻したということはできるかもしれない。
またセツ派グノーシス主義思想研究にとっては、第一に新資料としての価値があること
は言うまでもないだろう。セツ派とされる思想集団に属する人々、または彼らが信奉した
教えについての新しい情報を提供してくれるはずである。
以上のように、今後の研究の展開としては今回提起した新しいイエス像・救世主像とユ
215

荒井 2007 p.162。

ダ像のさらなる分析と考察の進展が期待される。本稿で確認した『ユダの福音書』のイエ
ス像・救世主像は固有の特殊な形の救世主像であると考えられることから、他のグノーシ
ス主義文書の救世主像とのさらなる比較検討、周辺思想との比較検討なども必要になると
思われる。またこうしたイエス像、ユダ像の再確認と、それらを通じた『ユダの福音書』
自体の再考察も必要である。
またこの『ユダの福音書』の原本が依然修復中であることを踏まえれば、原本の修復の
進展も望まれる。さらに大きな古代キリスト教思想史という括りからも、この『ユダの福
音書』というキリスト教揺籃期に作成された複数の文書群の内の一つの分析を通して、当
時のキリスト教思想の一端を明らかにしていくことが今後求められるだろう。

資料 1

グノーシス主義文書
グノーシス主義文書の
主義文書の霊肉論類型

この資料 1 ではそれぞれの文書を次の観点からまとめてある。

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

例：霊（内）‐肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

例：「中に降る」
、「着る」

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

例：霊‐救済される、肉‐滅びる

け
④霊肉論の
霊肉論の類型

例：要素論的理解、様態論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

例：霊（「こしらえ物の中に降った」者）

以下で引用するグノーシス主義文書の日本語訳は、岩波書店より刊行されている『ナグ・
ハマディ文書Ⅰ－Ⅳ』に所収の日本語訳を用いる。また、各文書についての個別具体的な
議論には立ち入らない。なお各引用本文の後にはその文書内での場所を§番号で示し、そ
の後日本語訳が収められている『ナグ・ハマディ文書Ⅰ－Ⅳ』のページ番号を付す。
なお各文書の本稿での順序は『フィリポに送ったペトロの手紙』、『ヤコブの黙示録一』
が『ユダの福音書』と同じ写本に収められていることから先に、他のものは日本語訳の収
録順ではなく、グノーシス主義思想内で近しい思想のものを近くにまとめてある。

1 『フィリポに
フィリポに送ったペトロ
ったペトロの
ペトロの手紙』
手紙』NHCⅧ
NHCⅧ.2216
（荒井献訳『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』pp.347-359 所収）

・キリストが身体にあった時 (§3 p.349)
・私は失われた種子のゆえに身体の中に遣わされたものなのだ。
そして、私は彼らの死ぬべきこしらえ物の中に降った。 （§9 p.352-353）
・私がかつて、身体にあった時 （§12 p.355）

『フィリポに送ったペトロの手紙』は他にも、
『ユダの福音書』を含むチャコス写本の
第一文書としても存在している。

216

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「キリストが身体にあった時」
（§3）
「身体の中に遣わされた」
（§9）
「こしらえ物の中に降った」（§9）

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びる、
「死ぬべきこしらえ物」（§9）

け
④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

キリスト（霊）

この『フィリポに送ったペトロの手紙』は、セツ派グノーシス主義に分類される。内容
としてはペトロの手紙がフィリポに送られ、使徒がオリーブ山に集合する。その後はイエ
スと使徒たちとの間での対話形式で行われる啓示、新たな教えの提示がなされるというも
のである。
本文書でペトロを始めとする使徒に啓示者として現れたイエスの存在は、肉体とその中
に降って来た者の 2 者に分割できる。使徒たちもまた「
（朽ち行くものの中に）留められ
ている」
（§10 p.354）と言われており、彼ら（そして彼らに代表されていると思われるセ
ツ派グノーシス主義者）もイエスと同じく、肉体の内に本質（霊）が捕らえられていると
いう構造をとっていると考えられる。筒井の類型に依れば、要素論的理解を示す文書と言
える。また啓示者として使徒たちに語りかける「私」は、「身体の中に遣わされた者」
（§
9 p.353）であり、こちらに意思の主体が存在している。
なお本文書中に仮現論をうかがわせる表現がある（§16 pp.356-357）が、これは「正統
派」教義を否定しグノーシス主義的理解を提示するものであり、受難そのものの否定では
ない217。

本文書については、荒井献「解説 『フィリポに送ったペトロの手紙』」
『ナグ・ハマデ
ィ文書Ⅲ 説教・書簡』pp.512-519 を参照のこと。本文書の仮現論のような表現につい
ては、なかでも pp.517-518 を参照のこと。
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2 『ヤコブの
ヤコブの黙示録一』
黙示録一』NHCⅤ
NHCⅤ.3218
（荒井献訳『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.31-60 所収）

・あなたを取り囲む肉体の絆を棄て去る時であろう。
そして、その時にあなたは存在する者に達するであろう。（§12 p.40）
・あなたは大いなる無知の中に降って来た。（§15 p.42）
・私は彼らと同じではなかったのですが、彼らのすべてを着ました。（§16 p.43）
・私はいかなる仕方でも苦しまなかったし、苦しみを受けたこともなかった。
（§26 p.48）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「あなたを取り囲む肉体の絆」
（§12）

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：棄てられるもの（§12）

け
④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

主（霊）

『ヤコブの黙示録一』は思想的には、ユダヤ人キリスト教の伝承とウァレンティノス派
の教理体系を知っていた集団によるものとされている219。内容的には二つの部分に分けら
れ、ヤコブに秘儀が啓示される部分、そしてその後、受難後のイエスとヤコブによる対話、
ヤコブの運命の提示とヤコブの殉教の場面が続く。
本文書には、啓示者である主イエスの存在の在り様に関する直接の言及は見当たらない。
しかし§26 で「私はいかなる仕方でも苦しまなかったし、苦しみを受けることもなかった」
と語り受難の仮象性を主張している。また受難後に再びヤコブのもとに現れ、啓示の続き
を語ってもいる（§23 以降）。この二点からイエスを「受難した部分」、
「受難しなかった
部分」の二つに分かれたと考えることができるのであれば、要素論的理解を示していると

『ヤコブの黙示録一』もまた、
『ユダの福音書』、
『フィリポに送ったペトロの手紙』と
共にチャコス写本に第二文書として収められている。
219 荒井献
「解説 ヤコブの黙示録一」
『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.280-290 を参照。
218

考えられる220。イエスの主体は一貫して啓示をしている「受難しなかった者」の側にあり、
受難した肉体の方にはない。
人間（ヤコブ）については、
「あなたを取り囲む肉体の絆」§12 とあることから、
「あな
た」と呼びかけられている存在の本質は肉体に囲まれている、つまり霊（本質）の部分が
肉体囲まれている。そしてこの肉体は「無知」
、
「泥」、
「汚物」§15 と呼ばれるものであり、
イエスやヤコブらに敵対する勢力に属する物であるので、救済にはそれを「棄て去る」こ
とが要請される（§12）
。

3 『救い主の対話』
対話』NHCⅢ
NHCⅢ.5
（小林稔訳『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』pp.207-251 所収）

・
［私が］嘆い［ているとき］、［ ］どこから身体を身に帯び［

］のでしょうか。

（§13 p.218）
・主［が］言った、
「兄弟マタイよ、
［あなたが］肉体を身に帯び［ている限り］、
あなたはそれを見ることが出来ないであろう」と。（§28 p.226）
・
「その時、あなたがたは自分の上に光を着、新婦の部屋へと入って行くであろう」と。
（§50 p.236）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（外）― 肉（内）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「肉体を身に帯びて」（§28）
「自分の上に光を着（る）
」（§50）

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：消滅する（§84）― 霊：救済される

け
④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解（人間の場合）

日本語訳中の便宜的章節だてでは、§23 以降は「復活後におけるヤコブと主の対話」
p.46 となっている。しかし肉体を否定的に捉えている（§12 など）と思われる本福音
書では、復活後のイエスが肉体を伴って（「正統派」の教義のように）復活したとは考え
にくい。つまり§23 以降のイエスは、イエスの啓示者としての本質の顕現と考えるべき
であろう。
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⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

本文書は思想的には、ウァレンティノス派グノーシス主義に分類される。内容は、生前
のイエスと弟子たち――主にユダ、マタイ、マリヤの三人――との対話で語られる教えが
中心となっている。上述の引用本文は、創世神話と「新婦の部屋」と呼ばれる秘儀につい
ての話である。
まずは本文書の霊と肉の関係であるが、
「身体を身に帯びて」
（§13）、
「肉体を身に帯び
て」（§28）とあることから、霊であり存在の本質が身体ないし肉体を帯びていると言え
る。つまり、霊的な部分を肉が覆っているという構造である。そして肉体は、［あなたが］
肉体を身に帯び［ている限り］
、あなたはそれを見ることが出来ないであろう」
（§28）と
あることから、肉体を身にまとったままでは天国221を見ることができない、救済されるこ
とができないと考えられる。肉体は消滅するものであるが、霊は「光を着、新婦の部屋に
入っていく」（§50）ことで救済に至ることが可能であると説明されている。
なお「新婦の部屋」と言う秘儀については、以下のように説明がなされる222。「ヴァレ
ンティノス派に特有の神話論的表象および儀礼。ヴァレ・エイⅠ,７,１によれば、プレー
ローマの内部で「キリスト」
（第一のキリスト）と聖霊、アカモートとソーテール（＝救い
主、プレーローマの星、第二のキリスト、イエスに同じ）がそれぞれ「対」関係を構成す
るのに倣って地上の霊的なものたちもやがて来るべき終末において、ソーテールの従者た
る天使たち（花婿）に花嫁として結ばれる。ヴァレンティノス派はこの結婚を「新婦の部
屋」と呼び、その地上的な「模像」として一つの儀礼（サクラメント）行為を実践した。
（中略）最近の歴史的・批判的研究では「聖なる接吻」説と「臨終儀礼」説が有力である。
」
本文書で啓示者として現れているイエスの存在様態についての直接の言及はないため、
それについての考察は避けることにする。

本文の指示後「それ」は、前文にある「あの生命の場、悪がなく、純粋な[光]（がある）
[ ]を[見]たいです。」とあるところを指す（
『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』p.226）
。
ここでは天国と書いたが、正確には霊が本来あるべきところの至高神の存在する世界で
ある。
222 『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』
「補注 用語解説」p.8。
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4 『大いなるセツ
いなるセツの
セツの第二の
第二の教え』NHCⅦ
NHCⅦ.2
（筒井賢治訳『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 救済神話』pp.175-200 所収）

・私は身体的な家を訪問した。私はその中にすでに入っていた者を追い出し、
そして私自身がその中に入った。
（§7 p.178）
・それはアダムの破壊のために彼らが創造した燃焼と容器であり、 彼らが同じく彼ら
に属する者たちに着せるために生み出したものである。
（§12 p.180）
・～十字架を肩にかついだのは別の者、シモンであった。彼らが茨の冠をかぶせたの
は別の者だった。
～私は私の形を変え続け、次から次へと姿を変化させていたからである。
（§20‐23 pp.184-185）
・無知と愚かさゆえの妬みを死んだ墓の脇に棄て、新しい人間を着、永遠であり、
把握され得ない父に(属する)、そして無限の光に属するあの至福で完全な者、
すなわちこの私を知ったことによって。
（§29 p.187）
・私たちが自分の家から出た時、私たちがこの世へと降り、
この世において身体をまとった時、私たちは憎まれ迫害された。
（§31 p.188）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「私は身体的な家を訪問した」§7
「この世において身体をまとった時」§31

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びる ― 霊：復活、救済される

け
④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

霊（「身体的な家」を訪問した「私」
）

様々な思想集団の要素が混じっており、本福音書を特定の思想集団に同定することは難
しい223。内容としては救済神話と旧約聖書・
「正統派」教会批判や説教で構成されている。
223

筒井賢治「解説 大いなるセツの第二の教え」『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 救済神話』
pp.343-357 を参照。

本文書の霊と肉の関係は、肉体の内に霊が囚われているというグノーシス主義一般に見
られる構造をしている。これは「それはアダムの破壊のために彼らが創造した燃焼と容器
であり、彼らが同じく彼らに属する者たちに着せるために生み出したものである。」
（§12
p.180）からうかがうことができる224。人間の身体が、「彼らに属する者たち」（グノーシ
ス主義者）の魂の上に着せつけられたものであり、また救済にあって魂は復活し、
「新しい
人間を着る」§29 と述べられていることから、古い人間＝肉体は破棄されるものと考えら
れるだろう。
そして啓示者・救世主イエスは、上述の人間のように肉体の内にその本質を持っている
（§7,31）。その点で、本文書のイエスは要素論的理解を基にしていると言える。その主体
は、本文書に手一貫して啓示をする｢私｣であり、
「身体的な家」を訪問した存在である。そ
して本文書のイエス論の特徴は仮現論であるという点である225。
ただ一点触れておく箇所がある。それは本文書§20 にて新約聖書にあるイエスの受難の
場面において、受難の行為（胆汁・酢を飲む、十字架を担ぐ、茨の冠をかぶる）をしたも
のが「別の者であった」と言われていることである。しかしここに同じく仮現論的理解を
示す『ペトロの黙示録』のように、様態論的理解をも見ることは難しい226。この箇所はイ
エスの存在についてのものではなく、イエスの本質の非受難性を強調したものと考えるべ
きであろう。本文中には、
『ペトロの黙示録』のようなイエスが二人いると解されるような
言及がなく227、また「その模倣物を彼らはつくり、死んだ人間の教えと(数々の)虚偽とを
告げ知らせた」（§33 p.188）のような、イエスの死に救済論的意義を見いだす｢正統派｣
教義への批判が本文書には見出されるからである。

5 『フィリポによる
フィリポによる福音書
NHC.Ⅱ.3
による福音書』
福音書』NHC.Ⅱ
（大貫隆訳『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.53-115 所収）
文頭の「それ」が何を指すのかは不明。
「文の内容から見れば人間の身体を指している
はずである」（『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 救済神話』p.181 註(8)）
。
225 §18 に「私は全く苦しめられなかった。あの者たちは私に懲罰を加えたが、私は現実
に懲罰を加えたが、私は現実に死んだのではなく、見かけにおいてのみ(死んだの)であ
る。」p.183 との直接的な言及がある。仮現論 docetism は、ギリシア語 doceo「見かけ
の」に由来する言葉である。
226 筒井は『ペトロの黙示録』中に、要素論的理解と様態論的理解がともに見られるとし
ている。筒井賢治 2007
227 『ペトロの黙示録』§29。
224

・（中略）このことは魂についても言える。それ（魂）は価値のあるものである。
それは無価値な肉体の中に陥ってしまった。
（§22 p.63）
・血［と肉は］神［の国］を継ぐことが［できないだろう］
。
継ぐことがないであろうもの（肉）とは何であろうか。
それはわれわれの上にある。しかし、継ぐことになるであろうそれ(肉)とは
何であろうか。イエスのそれ(肉)と彼の血のことである。
（§23b p.64）
・(前略)（だが）この別なるものは肉の内なることば(ロゴス)のことなのである。
なぜなら、君は何を語るのであれ、肉を離れては何一つ語れないからである。
この肉にあって甦ることが必要である。
なぜなら、あらゆるものがその(肉)内にあるのだから。（§23c p.64）
・[主は]死者たちの中から[甦っ]た。[彼は以前]そうであ[ったようになった]。
しかし、[彼の身体は全く]完全なもので[あった。彼は]肉[を持っていた]。
しかし、この[肉]は真なる肉である。[だが、我々の肉は]真なるものではなく、
むし[ろ]、真なるそれの模像としての[肉]である。
（§72c p.86）
・諸力たちには、完全なる光を着た者たちを見ることが出来ない。
また、彼らを捕らえることもできない。
その光を各人は合一の秘儀において着ることになるであろう。（§77 p.88）
・活ける水とは身体である。われわれが活ける人間を着ることは適切なことである。
（§101 p.98）
・アブラハムは彼の見るべき事柄を見ようと[ ±4 文字 ]したとき、
前の皮の肉を切り[取ってしまった]。
そのとき彼は[われ]われに対して教[え]たのである、
肉を滅ぼすことが必要であることを。（§123a p.110）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「それ(魂)は無価値な肉体の中に陥ってしまった」§22

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びるもの（人間）― 復活・肯定的(イエス)

け

霊：復活、救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

肉体を肯定的に評価しているため、霊・肉体を含めた
総体を救世主と見なしていると言える

『フィリポの福音書』は、抜粋集の形式をとっている文書である。その内容はウァレン
ティノス派の思弁に準じたと思われるものが多くを占めているものの、ウァレンティノス
派に属さない他派の思弁を前提とするものもあり、統一的にどのグノーシス主義集団に属
する文書なのかを確定することはできない228。
霊と肉の関係性は、§22「それ(魂)は価値あるものである。それは無価値な肉体の中に
陥ってしまった」とあることから、魂(霊)は肉体の内に囚われているという構造を持って
いる。そして肉の滅びの必要性が§123a で語られている。しかし§23b では人間の肉体も
肯定的に評価されており、論理的な矛盾が見られる。なおこの矛盾は本文中では解消され
ていない。ここでは人間の肉体の位置づけに関して、§72c でイエスの肉体が真であり、
人間の肉体はその模像としていること、§22 で肉体の価値を否定していること、§123a
で肉の滅びの必要性を説いていること、以上の三点から人間の肉体は『フィリポの福音書』
の中では否定的に評価されていると考える。一方でイエスの肉体については、§23b、23c、
72c を見てみればうかがえるように、滅びるべき通常の人間の肉体とは区別され、甦るも
のとされている229。また「完全なる光を着る」§77、「活ける人間を着る」§101 と言っ
た「新婦の部屋」に関する言及が多くみられることから、救済に関しては肉体ではない別
の身体を身につけることによって救済される。
救世主としてのイエスの捉え方としては、§23b、23c、72c などで彼の存在を肉と霊に
分けて議論がなされていることから要素論的理解がそこには見られる。そして、イエスの
肉体にも肯定的な評価が下されていることからイエスの存在は全体で「救世主」として見
られていると言える。これは、先に取り上げた 2『ヤコブの黙示録一』や仮現論によるイ

大貫隆「解説 フィリポの福音書」
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.330-337。ただ
しヴァレンティノス派の思弁が多くを占めることから、同派の周辺に居た人物によるも
のと考えられる。
229 イエスの肉体の復活を認める教えは、ヴァレンティノス派の中でも西方派に属する。
本福音書の著者の立場はこのヴァレンティノス派の西方派に属している。
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』p.65 の註（7）における§23c についての解説を参照。
228

エス論を持つ 4『大いなるセツの第二の教え』などのような分離・分割可能なものとして
の要素論的理解ではない。存在の構造として、その要素として霊と肉と言うものを前提と
してイエスは捉えられているものの、その両者は分離不能のものとして考えられている。

6 『真理の
真理の福音』
福音』NHCⅠ
NHCⅠ.3
（荒井献訳『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.173-209 所収）

・
（前略）万物は、その父が見えないので、隠されている。彼（父）は自らに由来し、
あらゆる場所は彼に由来する。それゆえに、イエスが現れた。彼はあの書を身にま
とった。彼は木に釘づけにされた。彼は父の指令を十字架に掲げた。おお、なんと
言う偉大な教えであろう。彼が自らを死に至るまで低めるとき、彼に永遠の命が着
せられるとは。彼は朽つべき襤褸を脱ぎ捨て、不滅性を着た。それを誰も彼から取
り去ることができない。彼は恐怖の虚しい場所に入って行った後、忘却によって裸
にされた人々のそばを通り過ぎた。彼は知識と完成となり、
［父の］心の中にあるこ
とを告知した。教えを受けるであろう人々に［ ±5 文字 ］教えるために。（§11
p.184）
・
（前略）なぜなら、物質（の人々）は他所者で、彼の姿を見なかったし、
彼を知らなかったからである。彼は肉体のかたちを持って出てきたのだから。
（しかし）何ものも彼の歩みを妨げなかった。朽ちざるものは捕らえ得ないものだ
から。彼は父の心の中にあることについて語って以来、再び新しい事柄を語る。彼
は欠乏のない言葉をもたらしたのである。（§24 p.195）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）
（人間の場合）

け）

霊（外）― 肉（内）
（イエスの場合）

②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「永遠の命を着せられる」§11
「不滅性を着た」§11

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ
け

肉体：滅びる ― 霊：救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

イエス（「肉体のかたちを持って出てきた」者§24）

この『真理の福音』は思想的にはウァレンティノス派の思想に近しいものである。内容
的にはウァレンティノス派の神話論などを前提とした「説教」、「講和」のかたちをとって
いる230。
霊と肉の関係について考察すると次のようになる。人間一般についての直接的な言及は
ないが、本書がウァレンティノス派の思想を前提としたものであることから、前述した『ヤ
コブの黙示録一』、『救い主の対話』に見られるような肉体の内に霊が捕らえられていると
いう構造を持つ存在として人間が考えられていると言えるだろう。だがその人間には線引
きがなされているようである。
「活ける者たちの書」
（§12）に記されている人間は救済さ
れるが、
「最後まで無知である人は、忘却のつくり物であり、それ（忘却）とともに解体さ
れるであろうから。」（§13）とあり、それ以外の「物質の人々」（§24）は救済されず、
解体される。
一方でイエスの霊と肉の関係性は異なる。イエスはこの世にあらわれるときに「肉体の
かたちを持って出てきた」
（§24）が、彼の「肉体のかたち」は「彼が仕えた世界」
（§17）
のかたちであり、最後には解消されてしまう（§17）。しかしこのことは彼の肉体の仮象
性を示すものではなく、反対にその肉体の特殊性・事実性を語る231。『真理の福音』は、
イエスの死に事実性と救済論的意義を認めている（§11）。この『真理の福音』の立場は、
イエスの死の事実性を認めない仮現論とは異なる232。イエスは十字架刑に際し「永遠の命」
、
「不滅性」を着ること（§11）で、
「迷い出た者たちの道」
（§25）になり、
「父の指令」
（§
11）である救済を完成させる。そこにはイエスと言う「存在」が、
「永遠の命」、
「不滅性」
を着る、つまり霊（
「永遠の命」
）が肉体（「存在」
）の外側にあるという構造を持っている。
そしてこのイエスが「永遠の命」を着ることが、救済における重要な意味合いを持つこと

荒井献「解説 真理の福音」『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.372-373 を参照。
『真理の福音』の受難の前におけるイエスの肉体の特殊性については、荒井献「『真理
の福音』におけるキリスト論」
『原始キリスト教とグノーシス主義』pp.304-310 の議論
を参照。
232 『真理の福音』のイエス表象と仮現論についての議論は、荒井献「解説 真理の福音」
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.367-381(なかでも「四.思想とその系譜」pp.373-377)
ならびに、
「『真理の福音』におけるキリスト論」
『原始キリスト教とグノーシス主義』
pp.299-317 を参照。
230
231

として位置づけられている。
この『真理の福音』のイエスの霊と肉の関係性は、彼の肉体が特殊なものである点を考
慮しても、
「永遠の命」
（§11）という高次のもの（霊）を着ることから、イエスを要素論
的に理解していると言える。また「永遠の命」を着たイエスと、それ以前のイエスとが区
別されてはいないことから様態論的理解は見られない。なお救済の主体は救世主であるイ
エスそのものに属す。

7 『三部の
三部の教え』NHCⅠ
NHCⅠ.5
（大貫隆訳『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.211-312 所収）

・
（中略）むしろ、彼らが語るに値する唯一のことは、彼が生まれるであろうということ、
そして、苦難を受けるであろうということ、このことである。彼が先住していたこと、
また、彼が永遠であって、ロゴスに由来する生まれざる者、苦難を受けることのない
者として、肉の内に在るようになったこと、これらのことが彼ら（預言者たち）の考
えに浮かんだことはなかった。(後略) （§60 p.287）
・(中略)彼は救おうと考えた者たちのために彼らの死を身に引き受けたばかりではなく、
彼らが体と心魂を備えて生まれた時に陥った卑小さをも受け[入れ]たのである。それ
は、彼自身が、からだと心魂を持った幼子として孕まれ、生まれることに自分を委ね
たものであるからである。
（後略） （§61 pp.288-289）
・
（中略）それでは一体なにゆえ、彼らも受苦‐受難から生み出された者たちが共有する
受苦‐を事実ともにしたのだろうか、もし仮に彼らがからだにおいて救い主と共に
生まれてきたのは、経綸によるのだとすれば。しかも、その救い主は受難を経験し
たことがないのだとすれば。 （§62 p.290）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「肉の内に在るようになった」§60

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：救済される（霊的種族）― 滅びる（物質的種族）

け

霊：救済される§65

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

「キリスト」ないし「救い主」
（霊）

『三部の教え』はウァレンティノス派に属するグノーシス主義文書である。内容として
は、表題のごとく三部に分かれている。第一部では始原論として至高神の存在する世界の
生成を、第二部では人間論として人間の創造を、第三部では終末論として三つに分けられ
る人間の種族それぞれの運命を語っている。
霊と肉の関係性をまとめると次のようになる。イエスについては、
「肉の内に在るように
なった」(§60)と言われていることから明らかなように、イエス（「キリスト」、｢救い主｣）
の本質は肉体の中に存在している。また『三部の教え』では、
「彼(イエス)自身が、からだ
と心魂を持った幼子として孕まれ」(§61)、生まれたことを明言する。しかし一方で「受
難を受けることのない者」(§60)、
「受難を経験したことのない者だとすれば」(§61)や「受
難不可避性」（§62）といった、受難を否定する言葉を繰り返してもいる。これはイエス
の中に｢受難した部分｣(肉体)と「受難しなかった部分」
（霊・本質）とがあるという要素論
的理解に『三部の教え』が立っているからだと考えられる233。
人間については、第 2 部(§50‐54)にてその創造の次第が語られているが、非常に抽象
的である。
「模造と似像と模写を美しく飾るもののあらゆる準備」
（§50）を持って造物神
が人間を創っていること(§51)、そして造られた人間が「活ける霊」、「いと高きアイオー
ンの[気]息」、
「見られざるもの」(§52)と呼ばれる霊的なものを持っていることから、他の
ウァレンティノス派の（先に触れた 2『ヤコブの黙示録一』
、3『救い主の対話』のような）
人間論と同様に霊的なものが肉体の中に存在していると考えられる。
また『三部の教え』では人間は三つの種族に分けられ、それぞれの運命も異なった三通
りに分けられることが語られる（§64‐67）。人間の三つの種族は、霊的種族、心魂的種
族、物質的種族である。霊的種族は「あらゆる点で完全な救いを受ける」(§65)が、物質
的種族は「あらゆる仕方で滅びる」(§65)。心魂的種族の終末には留保がなされていて、
救済の方か滅びの方かに分岐する（§65）。以上の点から霊的種族はその肉体も含めた救

『三部の教え』の中のキリスト論とウァレンティノス派の派閥との関係について、大
貫隆「解説 三部の教え」
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.382-399(なかでも特に
pp.392-379)を参照。

233

済がなされ、物質的種族はその存在全てが滅びに委ねられると考えられる。

8 『ヨハネの
ヨハネのアポクリュフォン』
アポクリュフォン』NHC.Ⅱ
NHC.Ⅱ.1、
.1、Ⅲ.1、
.1、Ⅳ.1、
.1、ベルリン写本
ベルリン写本
（大貫隆訳『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.11-125 所収）

・彼らは互いに言った、『われわれは神の像と外見に従って人間を造ろう』。
彼らはお互いの間から、また彼らのあらゆる勢力と一緒に（それを）創造した。
（中略）彼女らはそれ（心魂）を、彼らが見た像に従い、太初から存在する者、
すなわち、完全な人間を模倣しつつ造った。
彼女らは言った、
『彼をアダムと名付けよう。彼の名前と力とがわれわれにとって光
となるように。
』 （ベルリン写本 §47 p.72-73）
・
（すなわち）彼らは彼にこう言ったのである、
『あなたの中にある息（霊）を
彼（アダム）の顔に吹き込みなさい。そうすれば、この者は立ち上がるでしょう。
』
そこで彼（ヤルダバオート234）は彼（アダム）に自分の気息‐これは母親から（由
来する）あの力のことである‐をその体の中に吹き込んだ。すると［その瞬間に］
彼は動いた。（ベルリン写本 §55 p.88）
・とはすなわち、物質、暗闇、欲望、および反逆の霊から。
これこそ、鎖、身体のこしらえ物（にとって）の墓であり、人間の上に着せ付けら
れて、物質への鎖となったものである。これこそ最初に下降してきたものであり、
最初の分裂である。しかし、第一の光の「思考」が彼（人間235）の中に在って、彼
の思考を呼びさます。（ベルリン写本 §58 p.92-93）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「（肉体とは236）人間の上に着せ付けられて、物質への

括弧内は本稿の著者の付加。「彼」は「第一のアルコーン」を指し、『ヨハネのアポク
リュフォン』ではヤルダバオートが「第一のアルコーン」と言われている§29
235 括弧内は本稿の著者による付加。
236括弧内は本稿の著者による付加。
234

鎖となったもの」§49
③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びるもの

け

霊：救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

「キリスト」（元来はソフィア237）

『ヨハネのアポクリュフォン』は、思想的にセツ派グノーシス主義に分類される。本書
は長大な神話論を中心として構成されており、宇宙論、人間論、終末論、救済論が語られ
ている。その著作目的は、
「私が君にこれらのことを話すのは、君がそれを書き留めて、君
と同じ霊の者たちにひそかに伝えるためである。なぜならこの奥義は揺らぐことのない種
族のものだからである」（§81）と言われ、この世と自己に関する正しい認識を伝えるた
めである。
人間の霊と肉の関係性は次のようにまとめられる。人間は劣った造物主「ヤルダバオー
ト」によって造られているが、その内部には至高神に属するソフィアの「息（霊）
」が吹き
込まれている（§55）。しかしソフィアの霊に満たされた人間を「ヤルダバオート」は妬
み（§56）、「鎖、身体のこしらえ物（にとって）の墓」、「物質への鎖」（§58）と呼ばれ
ている肉体を人間に着せる。つまり人間の内には善なるものに由来する「息（霊）」が存在
するが、その外側には「ヤルダバオート」の創造物である肉体と言う鎖が着せられている
のである。
一方、本文書の中でヤコブに正しい知識を与えるイエスの存在についての言及は見られ
ない。イエスはヤコブに対して認識を啓示する存在として描かれている。これは『ヨハネ
のアポクリュフォン』の救済論が主として神話論の視点から語られており、地上のイエス
の存在はその視野に入っていないことによると思われる。人間の存在理由、存在の在り方
の理由は、至高神の存在する世界「プレーローマ」の中でのソフィアと呼ばれる神格の過
失から説明され、その過失を回復するために人間にとっての「救済」が行われるという筋
書きを持つ。そのため地上における救済の実行者・啓示者であるイエスの存在については
その射程外にあると思われる。
『ヨハネのアポクリュフォン』の救世主像とその伝承史について、詳しくは荒井献「
『ヨ
ハネのアポクリュフォン』におけるソフィア・キリスト論」
『原始キリスト教とグノーシ
ス主義』pp.196-211、ならびに大貫隆「解説 ヨハネのアポクリュフォン」
『ナグ・ハマ
ディ文書Ⅰ 救済神話』pp.290-293 を参照のこと。

237

なお『ヨハネのアポクリュフォン』での救済行為の実質的な行為者は、
「独り子」とも呼
ばれる「アウトゲネース」と言う神格であり、彼が「キリスト」と呼ばれている。また元
来救世主的役割を担っていたのはソフィアと呼ばれる神格と至高神であったと考えられて
いて、その役割が『ヨハネのアポクリュフォン』のキリスト教化の過程で「キリスト」と
「アウトゲネース」に吸収されていったと考えられている238。

9 『エジプト人
エジプト人の福音書』
福音書』NHC.Ⅲ
NHC.Ⅲ.2、
.2、Ⅳ.2
（筒井賢治訳 『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.127-172 所収）

・不滅の、ロゴスから生まれた者、活けるイエス、大いなるセツが着た者を通して。
（第Ⅲ写本）
・聖なる者、不滅の者、活ける言葉によって生まれたイエス、すなわち大いなるセツ
が着た者を通して。 （第Ⅳ写本）
（§49 p.162）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「大いなるセツが着た者」§49

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びる

け

霊：救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

セツ

『エジプト人の福音書』は、いわゆる『ナグ・ハマディ文書』の中に二つの異なる写本
が収められている。この文書は思想的には、セツ派に属するものとされている。本文書で
はキリスト教の要素が非常に希薄であり、
「イエス」や「キリスト」への言及も少ない。こ
『ヨハネのアポクリュフォン』のキリスト教化の過程と、救世主像についての細かな
議論は荒井献「
『ヨハネのアポクリュフォン』におけるソフィア・キリスト論」『原始キ
リスト教とグノーシス主義』pp.196-211、ならびに大貫隆「解説 ヨハネのアポクリュ
フォン」『ナグ・ハマディ文書Ⅰ 救済神話』pp.290-293 を参照のこと。

238

の文書の目的は「時間と時代の終わりに、
（中略）大いなる救い主のこの不滅の聖なる種族
を、
（中略）永遠の内にあるプレーローマ全体を啓示する」
（§58 第Ⅲ写本）ことであり、
この世界と自身の由来についての正しい認識を読者に啓示することである。内容は天の世
界の成立を扱う部分（§2‐30）と、セツの種族の誕生と彼の救済活動を述べる部分（§
31‐51）とに大きく二分される239。
ここでは明らかに救世主と呼ばれ得る存在が、セツとイエスの二つに分けられている。
『エジプト人の福音書』の救済行為の主体は明らかにセツの方にあり、イエスはそのセツ
に着られた者として説明されている（§49）。つまり「大いなる不滅の種族」、「大いなる
セツに属する大いなる人間たち」を救済するために地上に顕現したセツが、地上での活動
のために利用した「器」がイエスと言うことになるだろう。ここでは霊（セツ）が肉（イ
エス）の中に存在するという構造をとっている。
他の人間に関してはイエスについてのように直接の言及はないが、他のセツ派文書から
類推すると霊が肉体の内に囚われているという構造を持つと思われる。例えば先に例示し
た 8『ヨハネのアポクリュフォン』もセツ派に属する文書の一つと考えられているが、
『ヨ
ハネのアポクリュフォン』の中では至高神に由来する人間の本質の部分が、ヤルダバオー
トと言う劣った神が創りだした肉体の中に囚われていると説明されている。
そしてまた
『エ
ジプト人の福音書』も『ヨハネのアポクリュフォン』と同じく、肉体は滅びるものとして
位置付けていると考えられる。

10 『三体の
三体のプローテンノイア』
プローテンノイア』NHCⅩⅢ
NHCⅩⅢ.1
ⅩⅢ.1
（荒井献訳『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』pp.179-206 所収）

・これらの名の五つの封印を持つ者は、無知の衣を脱ぎ、輝く衣を着た。
そしてアルコーンたちの力に属する物は、何ものも彼に現れることはないであろう。
この種類のものの中で闇は解消され、無知は死ぬであろう。そして、蒔か［れた］
創造の思いは、一つのかたちを［とるであろう］。そして［闇の混沌は］解消するで
あろう。（§32 p.205）
以上の『エジプト人の福音書』についての概略に関して、筒井賢治「解説 エジプト人
の福音書」
『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福音書』pp.355-366 を参照。
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・私（ロゴス）はイエスを着た。（§33 p.205）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「私（ロゴス）はイエスを着た」§33

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びる

け

霊：救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

様態論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

ロゴス（「ロゴス」として自己啓示したプローテンノイア）

『三体のプローテンノイア』はセツ派に属すると考えられているグノーシス主義文書で
あり、同じくセツ派の『A.J.』、『エジプト人の福音書』との思想的近接性が指摘されてい
る。内容的には三部構成となっており、プローテンノイアと呼ばれる「父」
（至高神）から
生じた神的存在が三つのかたちで自己を啓示するという形式になっている。一部はプロー
テンノイアの「声」
（もしくは「父」
）としての自己啓示、二部はプローテンノイアの「言
述」
（もしくは「母」
）としての自己啓示、三部はプローテンノイアの「ロゴス」
（もしくは
「子」
）としての自己啓示になっている240。
霊と肉の関係を見れば、イエスについては「私（ロゴス）はイエスを着た」（§33）と
端的に言われている。これは『エジプト人の福音書』§49 で「不滅の、ロゴスから生まれ
た者、活けるイエス、大いなるセツが着た者」と言われていることと同じである。しかし
その直後「私（ロゴス）は呪われた木から彼（イエス）を運び、私は彼を父の居場所に移
した。」
（§33）と言われていることから、ロゴスとイエスは別々の「個人」として認識さ
れていると思われる。イエスはロゴスの地上での顕現形態であったが、
「呪われた木」つま
り十字架によって地上でのロゴスの「かたち」としてのイエスと本来のロゴスに分離した
と考えられる。これは様態論的理解に基づくものと言える。
人間存在については、グノーシス主義に広く見られる人間論を前提としていると考えら
れる。例えば§32 冒頭にて「これらの名の五つの封印を持つ者は、無知の衣を脱ぎ、輝く
衣を着た。」とあり、
「五つの封印」を得た者は救済されて、
「無知の衣」つまり肉体を脱ぎ
荒井献「解説 三体のプローテンノイア」
『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説教・書簡』pp.432-443
を参照。

240

241、
「輝く衣242」を着せられると考えられる。そして無知は死に、無知の産物である「闇

の混沌」は解消される（§32）ので、
「無知の衣」である肉体も解消されると考えられる。

11 『ペトロの
ペトロの黙示録』
黙示録』NHCⅦ
NHCⅦ.3
（筒井賢治訳『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.201-214 所収）

・彼があなたがたを呼び寄せたのは、あなたが彼を正しく認識するためである。
それによってあなたが彼を、彼の両手と両足の捕縛を、中間界に属する者たちによ
る戴冠を、そして名誉ある報酬に仕えることを目当てに捕らえられる彼の見せかけ
の肉体を、区別して斥けるために。このために彼はあなたを今夜のうちに三度戒め
るであろう。（§4 p.202）
・救い主は私に言った、
「あなたが見ている、十字架の傍らで喜んで笑っている人物は、
活けるイエスである。しかし両手と両足を釘で打たれているのは、彼の肉的なもの、
すなわち『代価』である。彼（活けるイエス）の模倣物としてなったものを彼らは
辱めているのである。しかし、彼と私を見なさい」
（§26 pp.211-212）
・しかし彼は私に言った、
「強くありなさい。あなたにこれらの秘儀が啓示として
与えられたのだから。次のことをあなたが知るように―釘づけにされているのは悪
霊（ダイモーン）たちの長子であり、彼らの家であり、彼らが住む土の容器であり、
エロヒームに属するもの、
律法の下にある十字架に属するものであること、そして、
彼らの傍らに立っているのが活ける救い主、捕らえられた者の中の第一の部分であ
る。（§29 p.212）
・彼は解放され、彼を迫害した者たちがな構われるす様子を喜んで眺めているのであ

「無知の衣」は肉体を指すと考えられる。と言うのも、
「アルキゲネートル」（＝ヤル
ダバオート）が「私（プローテンノイア）の像に従って人間を形成した」
（§11）と語
られていることと、セツ派神話において造物主であるヤルダバオートは無知なる者とさ
れているからである。以上ヤルダバオートと世界・人間の創造について『ヨハネのアポ
クリュフォン』§41‐47 を参照のこと。
242 他のグノーシス主義文書、例えば『真理の福音』では十字架上の死に際しイエスが「永
遠の命」を着せられている（§11）
。また『ペトロの黙示録』では、救済に際してグノ
ーシス主義者と光との合一があることが語られている（§31）。
241

る。彼は彼らの鈍さを笑っているのである。彼は、彼らが生まれつき目が見えない
ということを知っているからである。（§30 p.213）
・だから、苦しみを受けるものが残るのである。身体が『代価』なのだから。解放さ
れたのは、私の非身体的な身体である。しかし私（自信）は、輝く光で満たされて
いる叡智的な霊である。私のもとに来るのをあなたが見たのは、我々の叡知的な完
成（プレーローマ）であり、完全な光と私の聖なる霊との結合である。（§31 p.213）

① 存在の
存在 の 構成（
構成 （ 霊 と 肉 の 位置付

霊（内）― 肉（外）

け）
②構成のあり
構成のあり方
のあり方を表す言葉

「彼の見せかけの肉体243」§4
「彼の肉的なもの、すなわち『代価』である」§26
「私の非身体的な身体」§31

③ 救済における
救済 における霊
における 霊 と 肉 の 位置づ
位置 づ

肉体：滅びる

け

霊：救済される

④霊肉論の
霊肉論の類型

要素論的理解、様態論的理解

⑤存在の
存在の主体・
主体・本質

イエス（「活ける救い主」§29）

『ペトロの黙示録』は思想的には、どのグノーシス主義集団に属するものなのかは一義
的には決められない。しかし『大いなるセツの第二の教え』のように仮現論による受難理
解を示している。また本文書は「模倣」という考えが見られ、また「模倣物」を否定的に
評価してもいる。この点でウァレンティノス派の「似像」の概念との関係性も指摘される244。
イエスについては、
「肉的なもの」
（§26）、
「土の容器」、
「活けるイエス」、
「第一の部分」
（§29）と言われていることから、2 つの部分があることが想定されていると考えられる。
これは要素論的な理解である。一方で「活ける救い主」は「非身体的な身体」（§31）で
あり、釘づけにされている「土の容器」と呼ばれる方とは別の存在として捉えられている。

§4 のこの「彼の見せかけの肉体」は直訳ではないようである。
『ナグ・ハマディ文書
Ⅳ』p.203 のこの箇所についての註では、訳者である筒井は次のように説明している。
「訳文の「見せかけの肉体」は、直訳すれば「光の肉体」となりイエスの変容物語を連
想させるが、この文脈でなぜ変容物語が出てくるのか分からないので、ギリシア語原文
に phan-あるいは dok-語根の二義的な語があったと想定して訳文のように解釈した。
」
244 筒井賢治
「解説 ペトロの黙示録」
『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙示録』pp.369-370 を参照。
243

イエスと言う存在が「霊」としての存在と、
「肉」としての存在の二つに分かれていると考
えられている。こちらは様態論的な理解である。
また「（新しい光が）私のもとに来るのをあなたが見たのは、われわれの叡知的な完成（プ
レーローマ）であり、完全な光と私の聖なる霊との結合である245」（§31）とあり、イエ
スに起こったことが「われわれ」――読者であるグノーシス主義者―― にも起こると考え
られる。そのことから、他の人間についてもイエスと同様の霊と肉の関係性が前提とされ
ていると考えなければならないであろう。しかし他の人間も様態論的理解のもとにあるの
ではなく、要素論的理解にあるという点でイエスと同じである。イエスと同様に肉体から
本質である霊が解放されて（§30）、光と合一し救済されるという理解である。一方肉体
の部分は「非存在へと解消される」
（§14）
。

引用文中の「（新しい光が）」は、本稿の著者による付加。§6 p.204 に「なぜなら、星
の光よりも明るい、新しい光が見えたからである。それは救い主の上に降りた」とある。
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資料 2

『ナグ・
ナグ・ハマディ文書
ハマディ文書』
文書』（NHC
（NHC）
NHC）における "  の用例

下記表中に日本語訳として示したものは荒井献、大貫隆他編訳『ナグ・ハマディ文書』
各巻所収の当該文書の日本語訳である246。各タイトル後の数字は NHC 中の巻数・文書番
号、原文の後の数字は当該文書が収録されている巻中のページ・段落数。英訳の後の頁数
は、各原文掲載書における英訳の掲載ページ数。
各文書の底本に使用したものは資料 3 に記した。

文書

原文・
原文・用語法・
用語法・英訳

1.

!     

『ヤコブのアポク

! 

リュフォン』

  !

日本語訳

 ! TC

  !  B

!

! "  !  B

   （12.13-14）

(NHCⅠ.2)

「彼は魂の罪を決して赦さ
ず、肉の罪過をも決して赦さ
ないであろう。なぜなら、肉
をまとった
まとった者は誰も救われ
まとった
ないからである」

用語法【! " 】
英訳 【have worn
2.

e ! 

『復活に関する教

 !

え』

 !


6 

(『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説
(wear)】p.47
 S

「とは言え、もし私たちが

 ! " 

(現に)この世界の中に現れて

 

 (45.29-31)
!

教・書簡』 p.288)

おり、彼を私たちの身に負
負っ

（NHCⅠ.4）

ているのだとすれば」
ている
用語法【! " 】

(『ナグ・ハマディ文書Ⅲ 説

英訳【wearing (wear)】p.151

教・書簡』 p.298)

3.

A&

A.

『三部の教え』

! " 

（NHCⅠ.5）

（63.12-13）

ン)は彼(御子)を着
着、彼は彼ら

用語法【! " 】

を着
着ているからである」
ている

英訳 【wear, wears】p.211

（『ナグ・ハマディ文書Ⅱ 福

 ! "  !



「なぜなら、彼ら(アイオー

音書』p.229）

246『ペテロと十二使徒の行伝』
（NHCⅥ.1）、『アスクレピオス』（NHCⅥ.8）、『知識の解

明』（NHCⅪ.1）は著者がコプト語から日本語訳したものである。

B.

B.

 !

 !

 '

   

 

  

  

 



! "  !

 (128.22-24)

「なぜなら、それを着た者た
ち、救いを得た者たちが、そ
れを身
身に帯びるからである」
びる
（同書 p.303）

用語法【! " 】
英訳 【wear】p.323
C.

C.



 

!  +
! "  !
!


"  !



「なぜなら、それは光を発す



るのではなく、それを身
身に帯

! !









びた者たちを光にしてしま
びた

  !

うからである。すなわち、そ

  !
 

(129.3-5)



れ(光)がこの者たちを着
着たの

用語法【! " 】

である」(同書 p.303-304)

英訳 【have worn, wore】p.323
4.

A.

A.

『ヨハネのアポク

e 



リュフォン』

!  B

"

（ NHC Ⅱ .1, Ⅲ .1,

c  !

Ⅳ.1, BG8502.2）

用語法【v 】

であろう」

英訳 【bear】p.69

（『ナグ･ハマディ文書 1 救

 

「そして彼らが身
身 に 負 って

!

 v
v 

いる肉の実体以外には何一
いる
!

 （Ⅱ25.35-36） つ彼らを捉えるものはない

済神話』pp.107-108）

B.

B.

 

 

  !

" 

!

! B  

   

「彼らがその人間(アダム)に

2C



彼らの力を［与えていたので

!

あり］
、彼は彼らの心魂、[す



    （Ⅲ24.16-17）
用語法【v 】

なわち]、七つの諸力［の心
魂］と［彼ら］の力をもらっ
もらっ

英訳 【possessed （possess）】p.53

て い た の で あ る 」（ 同 上 書
p.89）

C.

C.
! c

 

「彼らがその人間(アダム)



" 

に、彼らに由来する諸々の力

  !  
 
!

 

2C

 

B  

!

（BG52.4-8）

c

を与えていたのであり、彼は
七つの諸力の心魂と彼らの

用語法【v 】

（その）力をもらっていた
もらっていたの
もらっていた

英訳 【possessed （possess）】p.53

である」
（同上書 p.89）

5.

A.

『エジプト人の福

! + !

音書』
!

（NHCⅢ.2、Ⅳ.2） !

A.
"



Ci !



+


 

「幾万もを所有する五つの



封印、諸アイオーンを支配す



る者たち、将軍たちの栄光を

 

担うものたち、
〈彼らへ、
〉ふ

"  ! 

 

!  



!    （Ⅲ&2 55.11-16） さわしい者たちに啓示を与
!

用語法【" 】

える命令が下された。アーメ

英訳 【bear】p.112

ン」
（『 ナ グ ･ ハ マ デ ィ 文 書 Ⅱ
福音書』p.151）

B.

B.

［ ++e 'n " ］

 "

「[幾万もを]司る[五つの封

［!

 ［!Ci

印]、[諸アイ]オーン[を支配

 ［］+

する]者たち、栄光を[担
担う]

 ］

" !
［

］

!
!

 !" ］ ! 

 +

将軍たち、
〈彼らへ〉
、ふさわ

［  ! ］    ［  !］ しい者たちに[啓示を与える]
(EF)   !

 ! ［］ ［  ］ 命令が下された。ア[ーメン]」

（Ⅳ&2 66.25-67.1）

（『 ナ グ ･ ハ マ デ ィ 文 書 Ⅱ

用語法【" 】

福音書』p.151）

英訳 【bear】p.113
A.

6.

A.

『救い主の対話』

p

 

「［マリ］ヤが言った、
「主よ

（NHCⅢ.5）

  "  !      

ご覧下［さい］
。
［私が］嘆い

cY 

［ているとき］、
［ ］どこか

! c 

（NHCⅢ.5

ら体を身
身に帯びて［
］ので
びて

126. 17-20）

用語法【" 】

しょうか。
」

英訳 【bear or have borne】p.53

（『 ナ グ ･ ハ マ デ ィ 文 書 Ⅲ
説教･書簡』 p.218）

B.

B.

p

! c 


"



  



 

タイよ、［あなたが］肉体を
身に帯び［ている限り］
、あ
ている

"  !  B

（NHCⅢ.5

「主［が］言った、「兄弟マ

なたはそれを見ることが出

132. 9-12）

用語法【" 】

来ないであろう」と。」（『ナ

英訳 【carring flesh around】p.65

グ･ハマディ文書Ⅲ

説教･

書簡』 p.226

C.

C.

e!  

e 

!" 

!

  
（NHCⅢ.5

  

「誰かが自分が自らのうち



に担
担っている身体を、
それが
っている


!



134. 11-14）

どのように生じたのか知ら
ないなら、彼はその(身体の)
うちに［消滅する］であろう」

用語法【!" 】

（『 ナ グ ･ ハ マ デ ィ 文 書 Ⅲ

英訳 【bears （bear）
】p.69

説教･書簡』 p.230）

7.

a ［ ］ ! ci   " 

『ペテロと十二使
!

［］ ［］

徒の行伝』

+!

（NHCⅥ.1）
!

  !



! !

 !

「腰の周りに布を身
身に付け、
（その上に）黄金のベルトを

   締めた人間が現われた」

 （2.10-13）
用語法【" 】
英訳 【wearing （wear）】p.207

8.

a

!   " !

『アスクレピオス』  
（NHCⅥ.8）

9.

 ! ! G

!  

 

!"  ! 



（75.19-22）

「コラがその実を運
運 んだの
んだ
で、彼(プルートニウス･ゼウ
ス)はすべての死すべき生き

用語法【!" 】

物たちにとって生存に必要

英訳 【bears （bear）
】p.437

なものを持たなかった」

A.

A.

『シェームの釈義』     !    ! 

「すでに言及した光の星と

（NHCⅦ.2）

  !!     

は、私が陰府(ハデス)でまと
まと

" ! "  !

った不敗の衣のことである」
った

!!

 ! 

(33.17-20)

（『ナグ・ハマディ文書Ⅳ 黙

用語法【" 】

示録』 p.157）

英訳 【wore （wear）
】p.95

B.

B.
! !

 !" 

「シェームよ、肉体を負
負って

  

"   ! 

いる者には、誰であれ、[こ
いる

 ! !!!
!

! "

 (34.31-34)

れらのこ]とを仕上げるの

用語法【! " 】

は、[すでに]お前に言った[通

英訳 【wearing （wear）】p.97

り]、困難なのである」
（同書 p.159）

C.


C.
 

!





「迷わす肉体を負
負 っている

!
!

 

!
"

!  

!" 

!

!
B

多くの者たちは、風と悪霊た
ちの手によって、害する水へ

! 

と降りてゆくだろう」

(36.25-28)

(同書 p.161)

用語法【! " 】
英訳 【wear】p.101
10.

p"  

『知識の解明』
!

（NHCⅪ.1）

 +

［  ］ ! " 

 !  

「現在あなたが負
負 っている

［］ ［］ 重荷はあなたの物ではない」

（10.37-38）
用語法【" 】
英訳 【bear】p.53

11.
『三体のプローテ

a !"  !    !


  



 "

「私は彼らすべての衣をま
ま
とった。
とった そして私は自らを彼

ンノイア』

!  （47.16-18）

らの中に隠した。（『ナグ･ハ

（NHCⅩⅢ.1）

用語法【" 】

マディ文書Ⅲ 説教･書簡』

英訳 【wore（wear）】p.427

p.201）

資料 3

NHC コプト語原文底本
コプト語原文底本リスト
語原文底本リスト

文書

底本

1.

Attridge, Herold W. ed.【1985】

『ヤコブのアポクリュフォ

Nag Hammadi Codex Ⅰ(The Jung Codex). Introductions,

ン』

Texts,

(NHCⅠ.2)

Translations, Indices (NHMS12)

2.

Attridge, Herold W. ed.【1985】

『復活に関する教え』

Nag Hammadi Codex Ⅰ(The Jung Codex). Introductions,

（NHCⅠ.4）

Texts,
Translations, Indices (NHMS12)

3.

Attridge, Herold W. ed.【1985】

『三部の教え』
（NHCⅠ.5）

Nag Hammadi Codex Ⅰ(The Jung Codex). Introductions,
Texts,
Translations, Indices (NHMS12)

4.

Waldstein, Michael, Wisse, Frederik ed.【1995】

『ヨハネのアポクリュフォ

The Apocryphon of John : synopsis of Nag Hammadi

ン』

codices II,1, III,1, and IV,1 with BG 8502,2

（ NHC Ⅱ .1, Ⅲ .1, Ⅳ .1,
BG8502.2）
5.

Böhlig, Alexander, Labib, Pahor, Wisse, Frederik ed.

『エジプト人の福音書』

【1975】

（NHCⅢ.2、Ⅳ.2）

Nag Hammadi codices III, 2 and IV, 2 : the Gospel of the
Egyptians (the Holy book of the great invisible spirit)

6.
『救い主の対話』
（NHCⅢ.5） The Coptic gnostic library : a complete edition of the Nag

Hammadi codices 【2000】
6.
『ペテロと十二使徒の行伝』

The Coptic gnostic library : a complete edition of the Nag

（NHCⅥ.1）

Hammadi codices 【2000】

7.
『 ア ス ク レ ピ オ ス 』（ NHC

The Coptic gnostic library : a complete edition of the Nag

Ⅵ.8）

Hammadi codices 【2000】

8.

Pearson, Birger A., Wisse, Frederik ed.【1996】

『 シ ェ ー ム の 釈 義 』（ NHC

Nag Hammadi Codex VII

Ⅶ.2）
9.

Hedrick, Charles W., Pagels, Elaine H. ed.【1990】

『知識の解明』
（NHCⅪ.1）

Nag Hammadi codices, XI, XII, XIII

10.

Hedrick, Charles W., Pagels, Elaine H. ed.【1990】

『三体のプローテンノイア』

Nag Hammadi codices, XI, XII, XIII

（NHCⅩⅢ.1）
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