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マリアの福音書をめぐって 

 

Ⅰ マグダラのマリア 

 

１ マグダラのマリアとは 

 マグダラのマリア（マリヤ・マグダレナとも）と称される女性は、新約聖書中の福音書

（以下、単に「福音書」ということがある。）に登場するイエスに従った女性である。カト

リック教会・正教会・聖公会いずれでもで聖人とされている。 

  聖人とされる女性の中でも、イエスの母であるマリアに次いで（クリスチャンに限らず

一般の人の間にも）、知られた人である。 

 

２ 福音書中のマグダラのマリア 

 福音書中に現れるマグダラのマリアとは、どんな人か。 

 福音書中には、同じマリアという名を持った人を含め、何人かの女性が登場するが（資

料「福音書に出てくるマリアたち」参照）、マグダラは、「マグダラのマリア」または「マ

グダラと呼ばれるマリア」として次のような場面に登場する。福音書の著者別に記載する

と； 

 

イエスの旅の同行者 

ルカ 

    「イエスは・・・福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。・・・悪霊

を追い出して病気をいやしていただいた何人かの婦人たち、すなわち、七つの悪霊を追い

出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、そのほか・・・も一緒であった。」 

 

イエスの磔刑の場面 

マタイ 

「・・・大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに

従って来て世話をしていた人々である。その中には、マグダラのマリア・・・がいた。 

マルコ 

「また、婦人たちも遠くから見守っていた。その中には、マグダラのマリア・・・がいた。」 

ルカ                     

「イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従って来た婦人たちとは遠くに立

って、これらのことを見ていた。」 

ヨハネ 

「イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロバの妻マリアとマグダラのマリア

とが立っていた。 
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イエスの埋葬の場面： 

マタイ 

  「マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。」 

マルコ 

 「マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの遺体を納めた場所を見つめてい

た。」  

 

ルカ 

  「イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後について行き、墓と、イエ

スの遺体が納められている有様とを見届け、家に帰って、香料と香油を準備した。」 

 

ヨハネ 

  

復活の場面： 

    マタイ 

 「さて、安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人の

マリアが、墓を見に行った。すると、大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近

寄り、石をわきへ転がし、その上に座ったのである。・・・天使は婦人たちに言った。『恐

れることはない。あの方は、ここにはおられない。かねて言われていたとおり、復活なさ

ったのだ。・・・急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。【あの方は死者の中から復活

された。そして、あなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。】と』 

 婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるため

に走って行った。すると、イエスが行く手に立っていて、「おはよう」と言われたので、婦

人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。「恐れるこ

とはない。行って、わたしの兄弟たちにガリラヤヘ行くように言いなさい。そこでわたし

に会うことになる。」 

 

 マルコ   

 安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは、イエスに油を塗

りに行くために香料を買った。そして、週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に

行った。彼女たちは、「だれが墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうか」と話し

合っていた。ところが、目を上げて見ると、石は既にわきへ転がしてあった。石は非常に

大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見

えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。「驚くことはない。あなたがたは十字

架につけられたナザレのイエスを捜しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられ

ない。御覧なさい。お納めした場所である。さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさ

い。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤヘ行かれる。かねて言われたとおり、そこで

お目にかかれる』と。」- 

 婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして、だれにも何
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も言わなかった。恐ろしかったからである」。 

 

「 イエスは週の初めの日の朝早く、復活して、まずマグダラのマリアに御自身を現され

た。このマリアは、以前イエスに七つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリア

は、イエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行って、このことを知らせた。

しかし彼らは、イエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞

いても、信じなかった。 

 その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いて行く途中、イエスが別の姿で御自身を現

された。この二人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなか

った。」 

 

ルカ 

「 婦人たちは、安息日には掟に従って休んだ。 

 そして、週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると、

石が墓のわきに転がしてあり、中に入っても、主イエスの遺体が見当たらなかった。その

ため途方に暮れていると、輝く衣を着た二人の人がそぱに現れた。婦人たちが恐れて地に

顔を伏せると、二人は言った。「なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。あの方は、

ここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたころ、お話しになった

ことを思い出しなさい。人の子は必ず、罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に

復活することになっている、と言われたではないか。」そこで、婦人たちはイエスの言葉を

思い出した。 そして、墓から帰って、十一人とほかの人皆に一部始終を知らせた。それ

は、マグダラのマリァ、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであ

った。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちは、この話がたわ言のよ

うに思われたので、婦人たちを信じなかった。しかし、ペトロは立ち上がって墓へ走り、

身をかがめて中をのぞくと、亜麻布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰っ

た」。 

 

ヨハネ 

「 週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、

墓から石が取りのけてあるのを見た。そこで、シモン・ぺトロのところへ、また、イエス

が愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。 

 「主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、わたしたちには分かりませ

ん。」そこで、ペト口とそのもう一人の弟子は、外に出て墓へ行った。 

 二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が、ぺトロより速く走って、先に墓に着い

た。身をかがめて中をのぞくと、亜麻布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかっ

た。続いて、シモン・ペトロも着いた。彼は墓に入り、亜麻布が置いてあるのを見た。 

 イエスの頭を包んでいた覆いは、亜麻布と同じ所には置いてなく、離れた所に丸めてあ

った。それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も入って来て、見て、信じた。イエスは

必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解して

いなかったのである。それから、この弟子たちは家に帰って行った。 
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 マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエス

の遺体の置いてあった所に、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一

人は足の方に座っていた。天使たちが、『婦人よ、なぜ泣いているのか』と言うと、マリア

は言った。「わたしの主が取り去られました。どこに置かれているのか、わたしには分かり

ません。」 

 こういながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかし、それが

イエスだとは分からなかった。イエスは言われた。「婦人よ、なぜ泣いているのか。だれを

捜しているのか。」マリアは、園丁だと思って言った。「あなたがあの方を運び去ったので

したら、どこに置いたのか教えてください。わたしが、あの方を引き取ります。イエスが、

「マリア」と言われると、彼女は振り向いて、ヘプライ語で、「ラボニ」と言った。「先生」

という意味である。イエスは言われた。「わたしにすがりつくのはよしなさい。まだ父のも

とへ上っていないのだから。わたしの兄弟たちのところへ行って、こう言いなさい。『わた

しの父であり、あなたがたの父である方、また、わたしの神であり、あなたがたの神であ

る方のところへわたしは上る』と。」マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、「私

は主を見ました」と告げ、また、主から言われたことを伝えた。」 

 

 以上が、新約聖書の福音書中にマグダラのマリアが登場するすべてである。 

 ここに見られるとおり、マグダラのマリアについて四福音書が相互に矛盾することなく

記述しているのは、 

 ① 七つの悪霊をイエスに追い出してもらい、 

 ② 磔にされたイエスを遠くから見守り、 

 ③ その埋葬を見届けたこと。 

 ④  復活したイエスに最初に立ち会い、「すがりつくのはよしなさい。      

まだ父のもとへ上っていないのだから」とイエスに窘められる。 

の４点である。 

 

３ カトリックにおけるマグダラのマリアの変容 

   上記のとおり、福音書の記述によれば、つねにイエスの身辺に仕える忠実な弟子であり、

中でも、復活に最初に立ち会った証人であり、かつ復活を他の弟子（使徒）たちに告げる

ため遣わされるという大任を授かっている。このため彼女は初期キリスト教父た 

復活の訪れを弟子（使徒）たちに告げるため遣わされた。このため彼女は初期キリストち

から「使徒たちへの使徒」 (the Apostle to the Apostles) と呼ばれていた。 

 ところが、４世紀以降、カトリック社会においては、これと異なったマリア像が形作ら

れるようになった。 

 変容したマリア像は、カトリック教会自体が構築したもので、それは、マグダラのマリ

アを福音書中の他の女性と同一視することによってであった。 

   香油を注ぐという行為による連想が、同一視を促進する一層の要因となったと考えられ

る。 
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ａ イエスの喪葬には、マグダラのマリアが香油を用意した － マルコ 16:1, ルカ 24:1 

  

ｂ 「この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席

に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足も

とに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に

接吻して香油を塗った。」  ルカ 7:37-38 

  

ｃ 「さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、-一人の女が、

極めて高価な香油の入った石膏の壷を持って近寄り、食事の席に着いておられるイエスの

頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て、憤慨して言った。「なぜ、こんな無駄遣い

をするのか。高く売って、貧しい人々に施すことができたのに。」 

イエスはこれを知って言われた。 

「なぜ、この人を困らせるのか。わたしに良いことをし 'てくれたのだ。貧しい人々はいつ

もあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわけではない。この人はわたし

の体に香油を注いで、わたしを葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこ

でも・この福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられる

だろう。」」 マタイ２６－６－１３（マルコ１４－３－９も同様） 

 

 マグダラのマリアのこの変容は、６世紀末の教皇グレゴリウス一世（大グレゴリウス）

の説教によって確認されるに至る。 

 

 『 ルカが罪ある女と呼び、ヨハネがマリアと呼んだ彼女こそは、マルコによれば、七つ

の悪霊から解放されたあのマリアであることをわれわれは確信する。 

 そして、これらの七つの悪霊が、すべて悪徳であったわけではないとしても、それは何

を表していたか。 

 …-兄弟たちよ、この女性は以前、不品行をおこない、香油を使って、白分の肉体を香り

で満たした。それ故、彼女は、以前には恥ずべき仕方で演じたことを今度は神にたいして、

より賞賛に値する態度で演じようとするのである。 

 以前は現世的な羨望の眼で貧欲に欲しがった。今は悔俊がこれらのものを涙で消滅させ

ている。 

 以前は顔を引き立たせるために髪を見せたが、今やその髪は彼女の涙を拭い去る。 

 彼女の口は高慢を語ったが、今や主の足に口づけし、彼女の口をあがない主の足につけ

る。 

 彼女は今や、自分のありとあらゆる楽しみに代えて、自分自身をいけにえとして捧げる。

彼女は白分のもろもろの罪を美徳に変え、神を侮った分だけ悔俊しひたすら神に仕える。』 

 

  このような身元確認がいったん固定化すると、マグダラのマリアは、福音書における無

名のすべての罪あるる女と結びつけられていくことになる。『ヨハネ』8・1.１１の姦淫の

女、および『ヨハネ』4.７－30 の五人の夫あるいはそれ以上の「夫たち」をもつシリア・
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フェニキアの女の物語がそれである。使徒であり教師でもあるマリアは、悔い改めた売春

婦となってしまった。ーーーーー（カレン・キング著「マグダラのマリアによる福音書」

山形孝夫・新免 貢訳、河出書房新社刊による。） 

 

ｄ  「 そこへ、律法学者たちやファリサイ派の人々が、姦通の現場で捕らえられた女を

連れて来て、真ん中に立たせ、イエスに言った。「先生、この女は姦通をしているときに捕

まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、

あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して、訴える口実を得るために、こう言っ

たのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし、彼らがしつ

こく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。「あなたたちの中で罪を犯したこと

のない者が、まず、この女に石を投げなさい。」そしてまた、身をかがめて地面に書き続け

られた。これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と、立ち去ってしまい、

イエスひとりと、真ん中にいた女が残った。イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、

あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。女が、「主よ、だれ

も」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これか

らは、もう罪を犯してはならない。」ヨハネ 8－1－１１ 

 

ｅ  「イエスが「行って、あなたの夫をここに呼んで来なさい」と言われると、女は答え

て、「わたしには夫はいません」と言った。イエスは言われた。「『夫はいません』とは、ま

さにそのとおりだ。あなたには五人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あ

なたは、ありのままを言ったわけだ。」ヨハネ 4－７－30 

 

 悔い改めた娼婦というマリア像は、確固としたものとなり、中世になると娼婦や性的ト

ラブルに遭った女性の保護または厚生施設として、マグダラのマリア（英語名：メアリー・

マグダレン）の名を付した女子修道院が各地に設立される。 

 

４ カトリック教会によるマリア像の修正 

 カトリック教会は、第 2 バチカン公会議を受けて 1969 年にマグダラのマリアを「罪深

い女」と結びつけることを止めた。 

  

５ カトリック教会が認める以外のマグダラのマリアの伝承 

 ３で述べたマリア像は、カトリック教会が正式に認めたものであるが、キリスト教初期

以来その他にいくつかの伝承が傍流として伝わってきた。 

 その一つにイエスの愛人であった、もしくは妻であった、というものがある。 

 この伝承は、ナグハマディ写本の「フィリポによる福音書」中に、「マグダラのマリアは

イエスがすべての弟子たちの中でもっとも愛した者である。イエスはしばしば彼女の口に

接吻した。」という叙述があったことから、現代でも登場する。 

   映画『最後の誘惑』（１９８８）、ノンフィクション書『レンヌ＝ル＝シャトーの謎』（１
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９８２）、小説・映画『ダ・ヴィンチ・コード』（２００３）など。 

 

 

Ⅱ マリア福音書（マグダラのマリアによる福音書） 

１ 発見の経緯  

 １８９６年、一人のドイツ人研究者（カール・ラインハルト）がいくつかのコプト語*1の

写本*2をカイロで入手してベルリンへ持ち帰った。これが、「マリアの福音書」が初めて現

代に知られた発端である。その後、２０世紀に入ってギリシャ語の断片*3が発見されたが、

最初の資料（ベルリン写本）に新たな内容を付け加えるようなものではなかった。 

 さらに、２０世紀半ばに、多種、多量の資料を含むナグハマディ写本が発見されるが、

この中には、「マリアの福音書」は含まれていなかった。*4 

  ５世紀に書かれたもので、全部で１８ページを占めるものであったらしいが、半分以上

が失われている。（表紙と７ページ分が残っているのみ。）大きさは、１２．７センチ×１

０．５センチ。１９５５年にいたって、はじめて本文とドイツ語訳が出版された。 

 

２ なぜ、これまでマリアの福音書は知られていなかったのか。 

 ４世紀以降の、キリスト教の正典宗教化に伴う、徹底した異端排斥。 

 再生手段が人の手による写字しかなかったこと。 

 わずかに、教父による著作中に、排斥すべき教義として記述されるのみ。  

 

３ マリア福音書の内容 

 最初の６ページが失われているので、その部分については分からない。残存する最初の

ページは、救済者と弟子たちの議論の途中から始まる。その内容から、これは、すでに救

済者が復活した後の場面であることが分かる。 

                       

①  救済者は、いくつかの教訓を弟子たちに与えた後、福音を伝道するよう指 示して去

                                                 

*1 コプト語：エジプトのキリスト教徒によって使用されていたエジプト語の１種。 

*2 ベルリン写本：この中には、「マリアの福音書」のほか、「ヨハネのアポクリュフォン」、

「イエス・キリストの知恵」、「ペトロ行伝」が含まれていた。 

*3 ライランズ・パピルスおよびオクシリンコス・パピルスと呼ばれるもの。いずれもエ

ジプトのオクシリンコスで発見されたギリシャ語の写本。ベルリン写本と対応（一致）し

ていたが、新しい部分はなかった。 

*4 ナグハマディ写本中には、ベルリン写本にもあった「ヨハネのアポクリュフォン」、「イ

エス・キリストの知恵」も含まれていた。、 
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っていく。 

②  残された弟子たちは、救済者の被った災厄から自分たちの運命を予想して、 恐れ、

悲嘆にくれる。 

③ そのとき、マリアが立ち上がって、弟子たちを激励する。 

④ ペトロは、マリアに対し、自分たちがまだ聞いていない救済者の言葉を話し てくれ

るよう頼む。 

⑤ マリアが、彼女だけに救済者が示した秘密の教えを述べる。 

⑥ 弟子のアンデレとペトロが、マリアの話した救済者の教えを理解できず反発する。 

⑦ 弟子のレビがマリアを援護し、弟子たちに、教えを守って伝道に出かけるべきことを

説く。 

 

４ マリアの福音書に含まれる思想 

 物質の本性 

 物質界は、解体すべき運命にある。それは過ぎゆくものであり、この世と肉体には究極

的な価値は全くない。 

 罪 

  罪は、物質的本性の欲求に従うことから生じる。霊的本性にに立ち返ることによって罪

と決別できる。 

人の子 

 まことの人間の子、すなわち、すべての人のうちにある神の王国のに姿を指している。 

 なぜ、それを見つけることができないのか。「ほらここに！」とか「ほらあそこに！」と

か自己の外側を探し求めるからである。*5 

 

肉体、魂、心 

 心はもっとも神的な部分、心は魂を支配し、導く。魂が肉体に縛られると病的な状態と

なる。 

 

魂の永遠への上昇 

 魂は死に際して肉体を離れ、天の諸領域を通過して平安な永遠の命に上昇する 

 

 

 

（文中、新約聖書の引用は、日本聖書協会刊の「新約聖書」新共同訳による。） 

                                                 

*5  人の子： 新約の福音書では、人の子は、終末時に到来するメシアというふうに使

われている。 



 

 

マリアの福音書（ベルリン写本）の日本語訳 

               〔 〕は、原文では欠落していて、学者が補ったもの。 

   

1 (１～６頁は欠落) 

 

2 .物質の本性 

 「……それなら[物質]はまったく破壊されるのでしょうか、されないのでしょうか」。 

救済者が答えた、「一切の本性、すべての形ある物、すべての被造物は相互に関連して存在する。そし

て再びそれらはそれ自身のあるべき根源へと解体していく。物質の本性は、その本性に属するところ

のものへと解体されるからである。聞く耳のある者は聞くべし!」。 

 

3. 罪の本性と善き方 

 それからペトロが彼に言った、「あなたはすべての問題を説明してこられました。もう一つわたした

ちに教えてください。世の罪とは何でしょうか」 

 救済者が答えた、「罪といったようなものは存在しない。むしろ、あなたがた白身が罪を生み出して

いるのである。それは、罪と呼ばれる姦淫の本性と一致した行動をとるときに生じる。このような理

由により善なる方があなたがたの中に、あらゆる本性に属する(善なるもの)を求めて来たのである。

それはその根源にそれを据えるであろう」。 

それから続けて、彼は言った、「なぜ、あなたがたは病気になり、そして死ぬのか。それは、[自分]

を[惑わす]ものを[あなたがたが愛しているからである]。考える[者は誰でも][これらの事柄]を熟考

するがよい! 

 物質が情念を生んだ。情念には似姿がない。それは本性に反するものに由来しているからである。

それによって、心をかき乱す錯乱が体全体に生じたのである。このようなわけで、わたしはあなたが

たに言ったのである。『心満ち足りているがよい。たとえ不満や反感が残っても、本性のもう一方の似

姿の前(だけ)でも満足と恭順を示すがよい』と。聞く耳のある者は聞くべし!」。 

 

4 .教済著の別れの言葉 

 祝福された方はこれらのことを一言ってから、彼らすべてに別れの言葉を告げた。「あなたがたに平

安があるように! わたしの平安をあなたがた白身のうちに得るように！ 

『ほらここに！』『ほらあそこに!』と言ってあなたがたを惑わすもののために警戒しなさい。まこと

の人の子は、あなたがたの内側に存在するのだから。それに従いなさい！ 

求める者は見出すであろう。 

 それだから、行って、王国の福音を宣べ伝えなさい。わたしがあなたがたのために定めたもの以外

にいかなる規則も定めることを[する]な。法制定者のように法を発布することもするな。さもなけれ

ば、あなたがたはその法によって支配されることになる」。 

これらのことを語り終えてから、彼は彼らから離れた。 

 

5. マリア、他の弟子たちを慰める。 

 しかし、彼らは心を痛め、激しく泣いた。彼らは言った、「わたしたちは、よその土地 

へ行ってまことの人の子の王国の福音をどんな仕方で宣べ伝えることができるだろう。彼らはあの方



 

 

を容赦しなかった。どうして、わたしたちを容赦するなどということがあるだろう」。 

 そのときマリアが立ち上がった。彼女は彼ら全員に挨拶して、彼女の兄弟・姉妹たちに言った 5「泣

くのはよしなさい。めそめそしないで心を強くもちなさい!  あの方の恵みがあなたがたすべてにあり、

あなたがたをかばってくださるのですから。 むしろ、わたしたちはあの方の偉大さをほめたたえるべ

きなのです。 あの方はわたしたちのために道を備え、わたしたちをまことの人間にしてくださったの

です 

から」。 

 マリアはこれらのことを言ってから、彼らの心を善なる方へむけさせた。 すると、 

彼らは救済者の言葉について論じ始めた。 

 

6  ペトロ、マリアに教えるように頼む。 

 ペトロがマリアに言った、「姉妹よ、救済者が他のすべての女性たちよりもあなたを深く愛しておら

れたことをわたしたちは知っています。あなたが覚えている救済者の多くの言葉、あなたが知ってい

て、わたしたちの聞かなかった言葉をわたしたちに話してください」。 

 マリアが答えた、「あなたがたには隠されている言葉を教えましょう」。4 そして、彼女は彼らに語

り始めた。 

 

7 .幻視と知性 

 彼女は言った、「わたしは主を幻の中に見たのです。そしてわたしはあの方に言いました、『主よ、

わたしは今日あなたを幻の中に見ました』。 

 あの方はわたしに答えました、『わたしを見て動揺しないとは、あなたは何とすばらし 

い! 心のあるところには、宝があるのです』。 

 わたしはあの方に言いました、『それでは主よ、幻を見る者は魂〈によって〉見るのでしょうか、〈そ

れとも〉霊によって見るのでしょうか』。 

 救済者が答えた、『人が幻を見るのは魂によってでもなく霊によってでもない。むしろ、 

その二つの間にある知性によって見るので、[そして、]それが[……』]。 

 

8 （11～14頁は欠落) 

 

9. 魂の上昇 

 「それを……」。 

 「すると、欲望が言った、『わたしはお前が下降するのを見なかった。でも今わたしは、お前が上昇

するのを見る。いったい、お前はわたしに属しているのに、なぜ偽りを言うのか』。 

 魂が答えた、『わたしはあなたを見た。あなたはわたしを見たこともなければ、わたしを知りもしな

い。あなたは、(わたしが身につけていた)着物をわたしの(真の)自己と(とり違えて)しまった。そし

て、あなたはわたしを認識しなかった』」。 

 「これらのことを言ったあと、魂は大いに喜んで去って行った」。 

 「さらにまた、それは、無知と呼ばれる第三の勢力のところにやって来た。[それは]魂に注意深く

問いただして言った、『こへ向かってお前は行こうとしているのか。お前は邪悪によって拘束されてい

る。いかにもお前は拘束されている! 人を裁いてはいけない！』」。 



 

 

 「それで、魂は言った、『わたしは人を裁くなどしたことがないので言うが、あなたはなぜわたしを

裁いているのか。わたしは(いかなるものも)拘束したことはないのに、拘束されてきた。わたしは知

られてこなかったのに、わたしは、地上のものであれ天上のものであれ、すべては解体されることを

認識してきた』」。 

 「魂は第三の勢力を打ち破って、上昇し、第四の勢力と出会った。それには七つの姿があった。第

一の姿は暗闇。第二は欲望。第三は無知。第四は死への熱望。第五は肉の王国。第六は肉の愚かな知

恵。第七は怒れる者の知恵。これらが怒りの七つの勢力たちである」。 

 「それらが魂を審問した、『お前がやって来たのは、どこからか、殺人者よ。そして、お前が向かっ

ているのはどこなのか、空間の征服者よ』」。 

 「魂は言い返した、『わたしを拘束するものは根絶された。わたしを包囲するものは撲滅された。そ

して、わたしの欲望は終わりとなった。無知は死んだ。世界にあって、わたしが拘束から解かれたの

は、世界からであり、[そして]範型の中にあって、上なる範型からであり、また、時間の中にある忘

却の鎖(から)である。これから先、アイオーンのしかるべき時のために、わたしは沈黙のうちに休息

を受けよう』」。 

 マリアはこれらのことを言ってから、沈黙した。救済者が彼女に語ったのはここまでであったから。 

 

10. マリアの教えをめぐる弟子たちの論争 

 

 アンデレが答えて兄弟たちと姉妹たちに話しかけた、「彼女が語った事柄について、あなたがたに言

いたいことがあれば、言うがよい。わたしに関する限り、救済者がこのようなことを言ったとは信じ

られない。これらの教えはなじみのない考え方である」。 

 ペトロが答えて、同じような懸念を持ち出した。彼は救済者について彼らに尋ねた、「あの方がわた

したちには隠れて内密に女と話したのか。わたしたちのほうが向きを変えて、彼女に聴くことになる

のか。あの方は、わたしたちをとびこえて彼女を選んだのか」。 

 そのとき、[マ]リアが泣き、そして、ペトロに言った、「わたしの兄弟ペトロよ、あなたは何を想像

しているのですか。わたしがこのようなことを自分一人で勝手に考えたり、あるいは、救済者につい

てわたしが虚偽を語っているとでも思っているのですか」。 

 レビが答えて、ペトロに言った、「ペトロよ、あなたは前々から怒りっぽい人だ。いまわたしには、

あなたはまるで敵対者にたいするようにこの女性に議論をしかけている。もし救済者が彼女を価値あ

る人としたのであれば、彼女を拒否するあなたはいったい何者なのか。 

 たしかに、救済者の彼女に関する知識は完全に信用に値する。あの方がわたしたちより彼女の方を

愛したのはもっともである。 

 むしろ、わたしたちは恥じ入るべきなのだ。 わたしたちは完全な人間を身に纏い、あの方がわた

したちに命じたように、わたしたち白身まことの人間を身につけ、福音の告知に向かうべきなのだ。

救済者が語ったこととは違う規則や法は、一切定めないで」。 

 [彼はこれらの]こと[を言った]後、彼らは教える[ために]、そして宣教するために出て行った。 

 

マリアによる[福]音書 

 



初期キリスト教文書 

       名称 発見時期 発見場所 形態 言語 成立年代 原文公刊時期 翻訳公刊時期 

                

マリアの福音書      

ベルリン写本 1896 カイロ骨董品市場 

パピルス・コ

ーデックス    

８ページ コプト語 

内容：１～２世紀写本：

５世紀     １９５５年公刊 同左 

                

ナグハマディ写本 1945 

エジプト南部（洞窟内

の土中） 

パピルス・コ

ーデックス    

１０００ペー

ジあまり コプト語 

内容：１～２世紀写本：

３～４世紀     

１９４８年に一部公

刊、１９７０年代ま

でに全文公刊 １９９８年岩波より 

                

死海写本 1947 

死海北西部クムラン

の洞窟内 

羊皮紙・巻

物 約８００

点 ヘブル語 写本：２～３世紀 １９９１年に公開。   

 


