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抄録 

ユダの手紙は，新約聖書に収納された巻の一つである．本稿では，ユダの手紙の構造を，裏返し

構造をあてはめる観点から分析した．本稿の分析により，ユダの手紙は，合計5対の対応を持つ裏

返し構造であることがわかった． 

 

１． はじめに 

ユダの手紙は，新約聖書に収納された巻の一つ

である．本稿は，ユダの手紙の構造を，裏返し構

造の観点から分析した知見を，資料として提示す

ることを目的としている． 

裏返し構造とは，異郷訪問譚の形式による物語

に，特徴的にみいだされる構造であるとされてき

た(1)．従前の研究では，日本の異郷訪問譚(2)や韓国

の異郷訪問譚(3)などにおける裏返し構造が報告さ

れている．一方，近年では，異郷訪問譚とはいえ

ない形式の物語にも，当該裏返し構造がみいださ

れた事例が報告された．具体的には，いくつかの

アイヌ口承テキスト(4)やいくつかの聖書テキスト
(5)において，当該事例がみいだされた． 

本稿は，聖書テキストでありながらも，いまま

で裏返し構造の観点から分析された報告がなかっ

たユダの手紙をとりあげ，かかる観点からの構造

分析をおこなうことにする． 

 

２． 裏返し構造 

大林論文では，以下の 2 点双方の特徴を持つ構

造を「裏返し構造」と呼んだ． 

 

A：物語の「前半」部分に配置された要素に対し

て，物語の「後半」に相当する要素が，「前半」

の「否定」・「対立」もしくは「対照」として

の関連性を持って出現する(6)． 

B：物語の「後半」に配置された要素は，「前半」

の対応する要素の配列順序とは逆の順番で出

現する(7)． 

 

本稿では，かかる呼称を継承し，特徴 A および特

徴 B の双方の特徴を有する構造を「裏返し構造」

と呼ぶことにする． 

 

３． 聖書テキストを題材とした先行研究 

聖書は，旧約聖書 39 巻，新約聖書 27 巻により

構成されている．本稿で検証するユダの手紙は新

約聖書に収納されている．以下，新約聖書のすべ

ての巻の名称と，かかる巻が裏返し構造の観点か

らの検証がおこなわれたか，また，かかる巻が裏

返し構造であるかを対照した表を示す．なお，検

証がおこなわれ，かつ，裏返し構造がみいだされ

た巻については，「検証」欄に「○」を付し，「論

文」欄にはかかる検証がおこなわれた論文を示す

こととする． 

 

巻の名称           検証  論文 

マタイによる福音書       ○   (8) 

マルコによる福音書 

ルカによる福音書        ○      (9) 

ヨハネによる福音書       ○     (10) 

使徒行伝 

ローマ人への手紙 
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コリント人への第一の手紙 

コリント人への第二の手紙 

ガラテヤ人への手紙 

エペソ人への手紙 

ピリピ人への手紙 

コロサイ人への手紙  

テサロニケ人への第一の手紙 

テサロニケ人への第二の手紙 

テモテへの第一の手紙 

テモテへの第二の手紙 

テトスへの手紙 

ピレモンへの手紙        ○     (11) 

ヘブル人への手紙 

ヤコブの手紙 

ペテロの第一の手紙 

ペテロの第二の手紙 

ヨハネの第一の手紙 

ヨハネの第二の手紙       ○     (12) 

ヨハネの第三の手紙       ○     (13) 

ユダの手紙 

ヨハネの黙示録 

 

以上のように，裏返し構造に基づいて検証された

巻は，新約聖書全体が 27 巻であるのに対し 6 巻で

ある．そのうち，巻全体の構造を分析したものは，

(9),(11),(12),(13)である．なお，(8)は，巻全体では

なく，巻の冒頭に収納された 5 つの物語について

の検証がおこなわれたものであり，(10)は，当該巻

の特徴である 7 つの「しるし」について検証され

たものである．また，裏返し構造をあてはめる観

点からの検証がおこなわれていない巻は，本稿で

検証するユダの手紙を含めて 21 巻である．一方，

現時点では，裏返し構造がみいだされないことが

明らかになった巻に関する報告はない． 

 かかる先行研究では，まず，テキストをいくつ

かの断章に区分したうえで，区分に応じた図表を

作成した．そのうえで，区分どうしがどのような

関係性を持つかの検討をおこなった．さらに，か

かる検討を踏まえ，特徴 A および特徴 B と照合す

ることにより，各テキストが裏返し構造といえる

かの検証をおこなった． 

 

４． テキスト 

 本節では，口語訳聖書(14)におけるユダの手紙の

全文を引用し，これを示す．本稿ではこれをテキ

ストとする．なお，引用文中の記号およびアルフ

ァベットは，筆者によるものである． 

 

テキスト 

〔A/〕イエス・キリストの僕またヤコブの兄弟

であるユダから，父なる神に愛され，イエス・

キリスト(15)に守られている召された人々へ．

〔/A〕〔B/〕あわれみと平安と愛とが，あなたが

たに豊かに加わるように．〔/B〕〔C/〕愛する者

たちよ．わたしたちが共にあずかっている救に

ついて，あなたがたに書きおくりたいと心から

願っていたので，聖徒たちによって，ひとたび

伝えられた信仰のために戦うことを勧めるよう

に，手紙をおくる必要を感じるに至った．その

わけは，不信仰な人々がしのび込んできて，わ

たしたちの神の恵みを放縦な生活に変え，唯一

の君であり，わたしたちの主であるイエス・キ

リストを否定しているからである．〔/C〕〔D/〕

彼らは，このようなさばきを受けることに，昔

から予告されているのである．あなたがたはみ

な，じゅうぶんに知っていることではあるが，

主が民をエジプトの地から救い出して後，不信

仰な者を滅ぼされたことを，思い起してもらい

たい．主は，自分たちの地位を守ろうとはせず，

そのおるべき所を捨て去った御使たちを，大い

なる日のさばきのために，永久にしばりつけた

まま，暗やみの中に閉じ込めておかれた．ソド

ム，ゴモラも，まわりの町々も，同様であって，

同じように淫行にふけり，不自然な肉欲に走っ

たので，遠の火の刑罰を受け，人々の見せしめ

にされている．しかし，これと同じように，こ

れらの人々は，夢に迷わされて肉を汚し，権威

ある者たちを軽んじ，栄光ある者たちをそしっ

ている．〔/D〕〔E/〕御使のかしらミカエルは，

モーセの死体について悪魔と論じ争った時，相

手をののしりさばくことはあえてせず，ただ，

「主がおまえを戒めて下さるように」と言った

だけであった．しかし，この人々は自分が知り

もしないことをそしり，また，分別のない動物

のように，ただ本能的な知識にあやまられて，

自らの滅亡を招いている．彼らはわざわいであ

る．彼らはカインの道を行き，利のためにバラ

ムの惑わしに迷い入り，コラのような反逆をし

て滅んでしまうのである．彼らは，あなたがた

の愛餐に加わるが，それを汚し，無遠慮に宴会
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に同席して，自分の腹を肥やしている．彼らは，

いわば，風に吹きまわされる水なき雲，実らな

い枯れ果てて，抜き捨てられた秋の木，自分の

恥をあわにして出す海の荒波，さまよう星であ

る．彼らには，まっくらなやみが永久に用意さ

れている．〔/E〕〔F/〕アダムから七代目にあた

るエノクも彼らについて預言して言った，「見よ，

主は無数の聖徒たちを率いてこられた．それは，

すべての者にさばきを行うためであり，また，

不信心な者が，信仰を無視して犯したすべての

不信心なしわざと，さらに，不信心な罪人が主

にそむいて語ったすべての暴言とを責めるため

である」．彼らは不平をならべ，不満を鳴らす者

であり，自分の欲のままに生活し，その口は大

言を吐き，利のために人にへつらう者である．

〔/F〕〔G/〕愛する者たちよ．わたしたちの主イ

エス・キリストの使徒たちが予告した言葉を思

い出しなさい．彼らはあなたがたにこう言った，

「終りの時に，あざける者たちがあらわれて，

自分の不信心な欲のままに生活するであろう」．

彼らは分派をつくる者，肉に属する者，御霊を

持たない者たちである．〔/G〕〔H/〕しかし，愛

する者たちよ．あなたがたは，最も神聖な信仰

の上に自らを築き上げ，聖霊によって祈り，神

の愛の中に自らを保ち，永遠のいのちを目あて

として，わたしたちの主イエス・キリストのあ

われみを待ち望みなさい．〔/H〕〔I/〕疑いをいだ

く人々があれば，彼らをあわれみ，火の中から

引き出して救ってやりなさい．また，そのほか

の人たちを，おそれの心をもってあわれみなさ

い．しかし，肉に汚れた者に対しては，その下

着さえも忌みきらいなさい．〔/I〕〔J/〕あなたが

たを守ってつまずかない者とし，また，その栄

光のまえに傷なき者として，喜びのうちに立た

せて下さるかた，すなわち，わたしたちの救主

なる唯一の神に，栄光，大能，力，権威が，わ

たしたちの主イエス・キリストによって，世々

の初めにも，今も，また，世々限りなく，ある

ように，アァメン．〔/J〕 

 

５． 構造分析 

 本節では，まず，テキストに付された記号・ア

ルファベットに基づいた区分にしたがって作成し

た図表を示す． 

 

A.挨拶       ⇔ J.挨拶 

人々         イエス 

 ↓          ↑ 

B.あわれみ     ⇔ I.あわれみ 

 対象         主体 

 ↓          ↑ 

C.信仰       ⇔ H.信仰 

 目的         手段・前提 

 ↓          ↑ 

D.予告       ⇔ G.予告 

 昔          現在 

 ↓          ↑ 

E.不信仰者への対処 ⇔ F.不信仰者への対処 

 ミカエル（御使）   エノク（人間） 

 戒めの要請      裁きの宣告 

          → 

 

上述の図式では，A～J の断章が，A→B→C→D→

E→F→G→H→I→J という順序で配列している．ま

た，A と J，B と I，C と H，D と G，E と F で示

した断章どうしが対応関係にある． 

 続いて，図式で示されたそれぞれの対応につい

ての説明をする． 

 

◆A と J の対応 

 A と J は，双方とも，「挨拶」がテーマである．

ここで，A では，当該手紙の著者であるユダによ

り，当該手紙の宛先にあたる人たちが，「イエス」

により守られた「人々」であることが述べられて

いる．対し，J では，当該手紙を閉じるうえでの挨

拶として，ユダによる，「イエス」への賛美の言葉

が述べられている．その際，「イエス」が，「人々」

を守る立場にあることが書かれている．つまり，

A は，ユダによる，守られる側である「人々」（対

象）への挨拶であるのに対し，J は，ユダによる，

守る側である「イエス」（主体）への挨拶であり，

こうした点は対照的である． 

 

         挨拶            

A ユダから守られる側（対象としての人々）へ 

J  ユダから守る側（主体としてのイエス）へ 

 

◆B と I の対応 

 B と I のテーマは，共に，「あわれみ」である．

ここで，B では，あわれみは「あなたがた」に向



 
人間生活文化研究 Int J Hum Cult Stud. No. 30 2020 

 

新約聖書「ユダの手紙」にみとめられる裏返し構造 356 
 

けられている．一方，I では，ユダが，「あなたが

た」に対し，たとえば「疑いをいだく人々」のよ

うな他者へのあわれみを持つことを要請している．

つまり，B は，「あなたがた」を対象としたあわれ

みであるのだが，I では，逆に，「あなたがた」が

あわれむ側（主体）になっている．かかる点は対

照的である． 

 

        あわれみ         

B    ユダからあなたがた（対象）へ 

I     あなたがた（主体）から他者へ 

 

◆C と H の対応 

 続いて，C と H についてである．ここでの双方

は，「信仰」をテーマとしている．C では，試練の

最中にある「あなたがた」の「信仰」が強くなる

ことをユダが要請している．また，かかる要請の

手段は「手紙」である．換言すれば，ユダは「あ

なたがた」に，「信仰」を要請している．それに対

して，H では，ユダは「あなたがた」に対し，か

かる「信仰」を前提に，新たに，イエスによるあ

われみを自ら求めるようになること（「信仰」に基

づいた自己の確立）を要請している．換言すれば，

C では，ユダは「あなたがた」に「信仰」を要請

しているが，H では，ユダは「あなたがた」に対

して，「信仰」に基づいた自己の確立を要請してい

る．つまり，C における「信仰」は「あなたがた」

にとっての「目的」であるのに対し，H における

「信仰」は「あなたがた」にとっての「手段」あ

るいは「前提」である．かかる「信仰」に対する

位置付けは対照的である． 

 

        信仰          

C     あなたがたの目的 

H  あなたがたにとっての手段・前提 

 

◆D と G の対応 

 D と G のテーマは，「予告」である．D には，不

信仰な人々が「このようなさばきを受ける」こと

が「昔から予告されている」と書かれている．そ

れに続き，かかる「昔から」の「予告」の事例が

紹介されている．それに対し，G では，「わたした

ちの主イエス・キリストの使徒たちが予告した言

葉」に，不信仰な人々の出現が「予告」されてい

ることが述べられている．ここで，このユダの手

紙の著者ユダは，当該手紙の冒頭に「イエス・キ

リストの僕またヤコブの兄弟であるユダ」と書い

てあるように，イエスや「使徒たち」と同時代の

人物であるといえる．つまり，「使徒たち」の「予

告」は，ユダにとっての「現在」のものである．

以上より，D の「予告」が「昔」のものであるの

に対し，G の「予告」は，ユダにとっての「現在」

である点が対照的である． 

 

      予告      

D      昔 

G      現在 

 

◆E と F の対応 

 Eと Fは，「不信仰者への対処」がテーマである．

E では，まず，「御使のかしら」である「ミカエル」

による，「モーセの死体について悪魔と論じ争っ

た時，相手をののしりさばくことはあえてせず，

ただ，「主がおまえを戒めて下さるように」と言っ

ただけであった」という出来事を引用している．

これは，「ミカエル」は，「不信仰者」への対処に

ついて，「主」に「戒め」を要請したことを示して

いる．そのうえで，E には，「不信仰者」の行く末

が述べられている．それに対し，F では，「不信仰

者」が，「主」によって裁かれるという「エノク」

の預言が述べられている．以上のように，E と F

には，「不信仰者」への対処としてユダが示した事

例が示されているものの，E には「ミカエル」と

いう名前の御使（人間ではない）によるものが，F

には「エノク」という名前の人物によるものがと

りあげられているという点が対照的である．また，

E では，「戒め」が要請されているのみなのだが，

F では，「裁き」が宣告されているという点も対照

的である． 

 

    事例       内容    

E  人間ではない   戒めの要請 

F  人間による    裁きの宣告 

 

６． 特徴 A および特徴 B との照合 

 本節では，5 節で示したテキストにみとめられ

る特徴を，特徴 A および特徴 B と照合することに

より，テキストが裏返し構造といえるかの確認を

おこなう． 

はじめに，特徴 A との照合をおこなう．テキス
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トは，A と J，B と I，C と H，D と G，E と F が

対応関係にあり，かつ，そのすべてが対照的であ

る．かかる点は，特徴 A と合致している．続いて，

特徴 B との照合をおこなう．テキストの前半の要

素は，A→B→C→D→E という順序で配列している．

それに対し，後半の要素は，F→G→H→I→J とい

う配列順序である．つまり，前半と後半は逆転し

ており，この点は特徴 B と合致している．以上よ

り，テキストは特徴 A，ならびに，特徴 B の双方

の特徴に合致するので，テキストは裏返し構造で

ある． 

 

７． おわりに 

 本稿では，新約聖書に収納されたユダの手紙の

構造を，裏返し構造をあてはめる観点から分析し

た．本稿の分析によれば，合計 5 対の対応を持つ

裏返し構造であることが確認できた．筆者として

は，新約聖書の残りの 20 巻についても同様の検討

をおこなうつもりである． 
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