
古英詩『創世記B』

藤 原 保 明 訳

まえがき

旧約聖書の創世記を題材とした古英語『創世記』（Gβ乃β5ゐ）は、古英詩の写

本の一つ、「ユーニウス写本」（TbeJunius Manuscdpt）の冒頭の41節を構成

し、2936行から成る。この詩の235－851行は、言語、韻律、および構造上、

前後の部分とは際立った相違が認められ、後から書き込まれたことが歴然とし

ている。そこで、古英詩『創世記』は一般に二つの部分に分けられ、］い234行

と852－2396行はGβ乃β5ねAまたは励ガgβγGg乃gざゐ、2351851行はGβ乃βざねβま

たはエαおγ Gβ邦β5ねと呼ばれ、両者は区別されている。ドイツのゲルマン語学

者EduardSievers（1850－1932）ほββγjおg才α舶㍑如∂gβαタ酢ねおぉねcゐβGβ乃β5才ざ

（1875年）の中で、「Gg乃βSねβの語褒、統語、韻律構造の特徴は古英語という

より、むしろ古サクソン語に近いことから、Gβ乃どぶねβは古サクソン語版からの

翻訳である」という説を提案した。1894年、ドイツの文学研究家Karl

Zangemeister（1837－1902）がVatican Libra叩で古サクソン語の原典を発見し

たことから、Sieversの説が正しいことが立証された。もっとも、この原典ほ

断片がいくつか残されているのみであり、このうちの一つ（ト26a行）がGg乃βざね

β（790－817a行）に対応している。

Gβ乃βざねβの冒頭は消失しているが、現存する部分をま旧約聖書「創世記」の

悪魔によるアダムとイブの誘惑の話（2：16－17、3：1－7）に対応している。

天使の堕落を扱った部分は苗サクソン語の詩人が創作し、挿入したものである。

この挿入によって、古英詩『創世記』では、天使の堕落はGg乃βざねAの冒頭の

ごく短い話（15一朗行）とGβ乃β5妄ざ月の長くて印象的な話の2箇所で語られてい

ることになる。ちなみに、天使の堕落の話は古英詩αク滋gα批言おお乃において

もかなり詳しく語られている。Gβ乃βざねA は旧約聖書「創世記」のいくつかの

物語を大まかに要約し、古英語の頭韻詩の形式に整えられたものにすぎないが、

Gβ邦gぶゐ月は原作者の創作能力の高さが窺える評価の高い作品となっている。

とりわけ、サタンが堕落した天使たちに語る部分は、完成度はともかく、その
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迫力と活力においてJobnMilton（且608－1674）の劫和ゐβ£∂ぶ若に匹敵すると賞

賛されている（Malone1967：62）。付言すれば、Gβ乃♂ざね月と飽和ゐgエロざ才の

類似に驚いた学者の中には、嘗目になる以前のM如onが古英詩『創世記B』

の存在を知り、その内容や特徴から何らかの影響を受けたと説く者もいるが、

両作品を結ぶ糸は、天地創造の話に係る文学の伝統に天使たちの反乱と堕落、

人間の誘惑と堕落という二つの話が加わって一本化され、天国に係る三大テー

マが出来上がったことによるとみなす説もある（拡ennedy1947：162－4）。

『創世記B』は、アダムとイブが死の木の果実を除いて天国のすべての果物

を食べてよいとの神の命令から始まり、天使たちの反乱についての説明が続く。

地獄に落とされたサタンは復讐と人類の破滅の計画を実行するために、身動き

できない自分の代わりに手下を遣わす。この事下は地獄を抜け出し、アダムと

イブを見つけ、大蛇に姿を変えて二人のそばのりんごの木に巻きつき、アダム

を誘惑しようとするが失敗に終わる。そこで、神の天使に姿を変えて邪悪な心

と巧みな話術によってイブを誘惑し、りんごの実を食べさせることに成功する。

イブはこのりんごのおかげで世界がよく見えるようになったと信じ、アダムに

も食べるよう熱心に勧める。彼は彼女の説得に屈し、りんごを食べるが、自分

たちが罪を犯したことに気付き、後悔の気持ちと将来に対する不安と神の罰を

恐れながら、森に逃げ込む。木の葉を身にまとい、毎朝ひざまづいて神に祈り、

慈悲と指示を乞うところでこの詩は終わっている。

今回の邦訳にあたり、底本として馳app編の刊本を用いたが、Doaneや

Timmerも参照した。これらの刊本の句読点は日本語としてしっくりいくよう

工夫した。Gordon、Kennedy、羽染などの翻訳も適宜参照した。

苗英爵『戯懸記鼠』

「。…1しかし、外のものほ何でも食べてよいが、あの木には手を触れるな。

その果実には気をつけよ。おまえたちが欲しがるものが不足することはない。」

（235u236）

すると、彼らは天の王に向かって頭を下げ、主のすべての知恵と教えに感謝

した。聖なる主、弓削1心の神は彼らをその土地に住まわせた後、天国に戻られ

た。神に創造された二人は共に地上で暮らした。彼らが神の意志を永久に実行

するかぎり、受けねばならない苦痛は何一つなかった。聖なる言葉に従ってい

1古英詩数百行に相当する写本が2～3薬欠落（Doane1991：255）。
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るかぎり、彼らは神に愛された。（237－245）

万物の支配者、聖なる神は、芋の力によって十階級の天使を創造なされ、彼

らが忠誠を誓い、神の意志を実行してくれると心から信じておられたゆえに、

聖なる神は彼らに知性を与え、みずからの芋で彼らを創造なされたのである。

神は彼らを十分に祝福なされ、そのうちの一人をとても立派に創られ、心もと

ても強く創られ、そして、自分に次ぐ多くのものを天国で支配させられた。主

は彼をとても見事に創られたので、万軍の重から与えられた彼の姿は天国でと

ても輝かしく、また美しく、きらめく星のようであった。主は彼に天国を長い

間支配させられた。それゆえ、彼は主を賛美し、天国における主の萬びを称え、

天国で神から与えられた報いに対して、神に感謝すべきであった。ところが、

彼はその力を悪用し、神聖な玉座におられる天の至高の支配者に戦いを挑んだ。

この天使は主に愛されていたので、その彼が主に対して横柄になり、反抗し、

挑戦的な言葉や尊大な言葉を廃し、神に仕えようとしなかったことに主が気付

かないはずはなかった。彼は自分の体は美しく輝き、色は綺麗だと言った。主

である神に誠心誠意仕えようという気持ちはもはや彼の心の中にはなかった。

聖なる神より自分の方が力も技も武装した仲間の数も上回っていると彼は思っ

た。この天使は誇らしげにべらべら喋り、どうすればより強くてより高い自分

の玉座を独力で天国に築くことができるか思案した。彼は、西と北寄りに建物

を築くのが自分の意にかなっていると言い、その建物を立てた。彼は、自分が

神の従者になるのは疑問だと思うと言い、次のように語った。（246－277）

「なぜわしはあくせくせねばならないのか？」と彼は言った。「わしには主

人を持つ必要など全くない。奇跡は自分の芋で数多く起こせる。わしにはもっ

と立派で、もっと高い玉座を天国に築く強い力がある。なぜ恩寵を求めて主に

仕え、主の前で身を屈めて忠誠を誓わねばならないのだ？わしも主と同じよう

に神になれるのだ。戦いでわしを見捨てることのない強い仲間たち、勇敢な兵

士たちがわしの味方をしてくれる。勇ましい戦士たちほわしを主人に選んだ。

そのような武装した仲間と一緒なら、わしほ作戦を練り、事を構えることがで

きる。彼らはわしの熱心な支持者であり、心からわしに忠誠を誓っている。わ

しは彼らの主となり、この国で君臨することができる。それゆえ、このわしが

恩寵を求めて神にへつらわねばならないなんて、わしにほ正しいことだとをま思

えない。もうこれ以上神の手下にはなりたくない。」（278－291）

万物の支配者は、天使が主に対して謀反を起こし、愚かにも神に向かって挑

発的な言葉を発したことを残らずお聞きになられた。そこで、天使はその行為
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の償いをし、その戦の苦痛を忍び、すべての刑罰の中でをま最も重い懲罰を受け

ねばならなかった。支酉己者に対して、栄光の主に向かって悪意を抱いて挑もう

とする者はだれでもこうなる。力強いお方、天の最高の支配者は激怒なされ、

彼を高し）玉座から追放なされた。彼は主の恨みを買い、その恩寵を失った。正

義のお方は心の底から彼に怒られた。彼ほ天国の支配者に挑んだため、苦痛に

満ちた地獄の底を訪れねばならなかった。このように、主は彼を恩寵から追放

なされ、地獄へ、深い谷へと投げ込まれた。神の敵はそこで仲間と共に悪魔と

なった。上にいた天使たちが三日三晩かけて天国から地獄へと落ち、主が彼ら

をすべて悪魔に変えられたのはその時のことである。彼らは主の行為と言葉を

尊重しなかったため、全能の神は敗北者たちをより劣悪な場所ぺ、地の底へ、

暗い地獄へと置かれた。そ・こで悪魔たちが全員気付いたことは、夕方には火が

延々と燃え、明け方には東風が吹き、とても冷たい霜が降りることである。彼

らは火か寒さのいずれかと激しい苦痛をたえず受けねばならない。それは彼ら

に罰として与えられたものである。彼らの生活はすっかり変えられてしまった。

主はこの時に初めて地獄凌敵で満たされた。一方、かつて神の恩寵を得ていた

天使たちは、その後も天国の高い場所に住み続けた。（292－321）

さて、かつて支配者と何度も争った悪魔たちは火の上に横たわった。神に仕

えることを怠ったゆえに、彼らは罰を、きわめて熱い炎、火と揺らめく炎、息

苦しい煙、湯気と暗闇を地獄の真申で耐えねばならないのだ。天使たちの倣慢

さと愚かさがみずからを挫折させた。彼らは万物の支配者の言葉に従おうとは

しなかったので、厳しい罰を受けた。彼らは愚かな行為と横柄さゆえに灼熱地

獄の火の深みへと落ちた。彼らは、光がなく、炎で満ちた火の恐怖にあふれる

他の土地を訪れた。悪魔たちは自分たちの思い上がりと神の力、そして何より

も、倣慢さゆえに際限のない苦しみを受けたことに気付いた。（322】337）

その時、かつて天使の中で最も美しく、天において最も輝かしく、主に愛さ

れ、神に大切にされた倣慢な王は語った。彼は愚かさの度が過ぎたことから、

力強い神は彼の高慢さを心の底から怒られ、彼を苦痛の中へ、死の床へと投げ

込まれた後、彼に名前を授けられた。神は最も位の高かったその天使をそれ以

降サタンと呼ぶよう、また、暗い地獄の底を管理し、決して神に楯突かぬよう

命じられた。それ以後、地獄に住み、その底を管理せねばならなくなったサタ

ンは語った。彼は悲しげに言った。彼はかつては天上で光り輝く神の天使であ

つたが、やがて彼の心が、とりわけ倣慢さが彼を惑わせ、彼は万軍の王の言葉

を称えようとしなくなった。彼の胸の中では高慢な気持ちが高ぶり、激しい熱
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い苦痛が彼を外から取り巻いていた。彼は次の言葉を発した。（338【355）

「この狭い場所はわしらがかつて親しんでいた天国の高い所とはまったく違

う。その三国は主にもらったものだが、万物の支配者のせいで、わしほそこに

住むことも支配することもできなくなった。しかし、主が天国を奪われたわし

らを火の底へ、熱い地獄へと追いやり、人類は天国に住まわせるよう定めると

いうのは正しいやり方ではない。土から創られたテダムがわしのゆるぎない玉

座を占有し、主の祝福の中にあるというのに、わしらはこの地獄で罰と迫害に

耐えねばならない。これほどの苦痛ほ外にほない。両手が自由に使え、たとえ

一時間でも、一冬の間だけでも脱出できれば、わしはこの仲間と一緒に－いや、

わしは鉄の環ををまめられ、鎖のひもで縛られている。わしにほ力が使えない。

とても固い地獄の束縛がわしをきつく縛っている。ことでは上も下も激しい火

が燃えている。これほどいやな土地を見たことはない。熱い炎は地獄の至る所

で消えることはない。環状の締め金具、厳しい足伽がわしの歩行を妨げ、動き

を奪っている。わしの足は固定され、手は縛られている。地獄の門を抜ける道

は閉ざされている。それゆえ、これらの束縛からどうしても抜け出せない。熱

の中で鍛えられた硬く巨大な鉄の棒がわしの周囲に横たわっている。神をまそれ

をわしの首にはめた。神はわしの魂胆を知っていた。わしには分かる－わしの

辛が自由に使えれば、アダムがわしと一緒に天の王国のことでよからぬ合意を

するだろうと万軍の主が見通していたことが。」（356－388）

「しかし、わしらは今、地獄で苦しみにあえいでいる。ここには過酷で底な

しの暗闇と灼熱しかない。神みずからわしらをこの暗い闇の中へ追いやった。

神ほわしらがあの国で神に対して行ったいかなる罪も危害も許さない。それゆ

え、神はわしらから光を奪い、最もひどい苦痛の中へわしらを投げ込んだ。わ

しらは神から光を奪われても、復讐することも、敵意を抱いて神に仕返しをす

ることもできない。神は今度一つ世界を創り、そこに神に似せて創られた人間

を住まわせ、その純粋な魂を待った者に天の王国を再び築かせようとしている。

できることなら、アダムとその子孫たちにわしらの怒りの復讐をし、何とかし

て神にその考えを断念させるよう、真剣に計画を練らねばならない。神が天使

たちと長い間楽しもうと考えていたあの光、あの幸福は、わしにほもう望めな

い。力強い神の心を和ませることはわしらにはとうていできない。天の王国を

所有できなくなった以上、それを人の子から奪い、主の恩寵を捨てさせ、主が

言葉で命じたことを破らせるしかない。そうなれば、主は心の底から彼らに怒

り、彼らを恩寵から追い出すであろう。その結果、彼らは過酷な地獄の底を訪



216 藤 原 保 明 訳

れることになる。その時ほ、人の子に硬い足蜘をはめ、召使としてこき使うの

だ。さ臥 これから遠征について思いを巡らそう。その昔2、わしらが祝福さ

れてあの華せな王国に住み、居城を支配している間、わしは立派な宝物をすべ

ての手下に与えていた。わしらがこの深い谷底に投げ込まれている間に、手下

のだれかが事んで地獄の門をくぐり抜け、ここから上へ脱出し、アダムとイブ

が祝福されて創られた地上の王国まで翼で飛び、空を駆ける力があるのなら、

その時こそ、わしの贈り物に報いることができるのだ。今、二人は大きな主の

恩寵に包まれ、わしらの飯土であるはずの天の王国でわしらが味わうべき幸福

を享受できるのだ。その幸運は人類だけに割り当てられている。やつらが永遠

に天の王国を事にすることになると考えただけでも、わしの心をまうずき、心臓

がえぐられる思いがする。おまえたちのだれかが彼らに神の言葉と教えを捨て

させることができれば、彼らは直ちに神にとってより厭わしい存在となるであ

ろう。彼らが神の命令を破れば、神は激怒するに違いない。そうなれば、彼ら

の幸福は去り、彼らには苦痛と厳しい罰が用意されるであろう。どうすれば彼

らを騙せるかよく考えてくれ。彼らがあの王国を失いさえすれば、わしがこれ

から先この束縛の中にいても前より快適に過ごせるであろう。わしの思いをか

なえられる者には、わしらがこの火の中で手に入れることのできる利得を永久

に授けてやる。この熱い地獄に来て、彼らが言葉と行為の両面で天の王の教え

を価値のないものとして捨て去ったと言える者がいたら、だれであれ、わしと

一緒に座らせてやろう。」3（389一舶1）

すると、神の敵の一人が身支度を始め、武具を整えた。彼は胸に虚偽を秘め、

自分の姿を隠すことのできる兜をかぶり、きつく縛り、止め金で固定した。彼

は多くの話、邪悪な言葉を知っていた。心に敵意を抱いた者はその場から飛び

上り、地獄の扉を通り抜け、空を飛び、悪魔の技を用いて火を二手に分けた。

彼は邪悪な手段によって主の従者である人間を密かに騙し、唆し、道を誤らせ、

神にとって耐えがたい者にしようと思った。彼は悪魔の技を用いて旅を続けた

が、やがて神の創造物であるアダムか最も美しい女である妻と共に地上に立っ

ているのを見つけた。彼らは巧みに創られていたので、人類の創造主が召使た

ちに命じた多くの立派なことを実行する方法を知っていた。人の子のだれもが

r

以下の二文（409－421a行）を日本語でつじつまの合うよう訳出するのほむずかしいので、こ

こでは私なりの解釈を示した。
■

441行のl言re以降、写本2葉（250行分）欠落（Doane1991：277）。
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善と悪、幸福と不幸を選べるように、天の最高の王である強力な神がみずから

手で定められたとおり、彼らのそばには二本の木が立っていた。二本の木は外

側には果物をつけ、実で覆われていたが、果実ほ同じでほなかった。一本はと

ても気持ちよく、見事で美しく、穏やかで立派であった。それは生命の木であ

つた。その果実を食べた者はその後永久に生きてこの世にいることができ、老

いも重い病気もその人を苦しめることはなく、ずっと快適に過ごせ、生命を維

持し、この世で天の王の恩寵が得られた。また、その人がこの世から去った後、

高い天国で神の庇護が定められた。一方、もう一本の木は真っ黒で、陰気で暗

かった。それは多くの苦しみを担う死の木であった。その木に実るものを味わ

うと、その後だれでも善と悪、この世の終りを知らねばならなくなり、苦痛と

悲しみを抱き、悩みながら暮らさねばならない。老齢が確実にその人から活力、

喜び、威厳を奪い、その人に死が運命づけられる。その人はしばらく人生を楽

しんだ後、火の中の最も暗い国を訪れ、人間にとって最も危険な所で長く悪魔

に仕えねばならない。神に背き、敵意あふれる、扮装した使者はそのことをよ

く知っていた。」（舶2－490）

使者ほ大蛇へと姿を変え、悪魔の技によってその死の木に巻きつき、その実

をもぎ取り、その場から天の主によって創られた暑がいる所へと向かった。そ

して、悪魔は口を開くとすぐ、嘘を並べてアダムに尋ねた。「アダムよ、天上

の神に何か額いごとがあるか？私ほ神の命を受をナて遠くからここまでやってき

た。私が神のそばにいたのは遠い音のことではない。主は私にこの旅を命じら

れ、おまえがこの果実を食べるよう指示なされた。おまえの力と技と心はより

強く、体はいっそう黄しく、姿はいっそう綺凝になるだろう、さらに、おまえ

はこの世で衣服がなくて困ることはないと神は申された。今、おまえの鞍はか

ない、天の王の恩寵を饗得し、主に仕えて主を満足させ、禅に親しい者となっ

た。主が栄光に包まれておまえの言動を称え、おまえの命について語られるの

を私は問いた。それゆえ、おまえほ主の使者がこの国に伝える指示を実行に移

さねばならない。この世界では線の陸地が広がり、天上の万物の支配者であら

れる神は天の王国の最高位におられる。人類の主はみずからこの旅に出る労苦

を望まれず、その代わりとして、おまえと話ができる使者を遭わされた。この

たび、主は使者への指示を通しておまえにさまざまな技を教えよと命じられた。

ひたすら主に仕え、この果実を事に取り、噛み、そして味え。おまえの心はよ

り広くなり、体はより美しくなるであろう。支配者であられる神、おまえの主

は天国からおまえに援助を差し伸べられたのだ。」（491－52且）
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女から生まれなかった男アダムは地上に立ったまま答えた。「私はあの時、

勝利の主、力強い神が厳しい声で語られるのを聞いた。主をま、私にここに立ち、

主の命令を守り、私にこの女、この美しい棄を与えてくださり、また、私が死

の木に騙され、欺かれることのないよう注意せよと命じられた。主は心の中で

悪事を働く者は暗い地獄に住むことになると言われた。あなたは嘘と密かな企

てを抱いて来られたのか、それとも天国から神に遭わされたのか、私には分か

らない。私にはあなたの命令、言葉や態度、旅や諮は理解できない。この前、

私たちの救世主を見た時、主がみずから私に命じられたことほ私には理解でき

る。主は私に主の言葉に従い、慎重に守り、教えを実行するよう命じられた。

あなたは私がこれまで見た天使のだれとも似ておらず、わが主が慈悲と恩寵に

よって私に送られたいかなる印も私に示してはいない。それゆえ、私はあなた

に従うわ桝こはいかない。立ち去るがよい。私ほ、みずからの腕と手で私をこ

こで創造なされた全能の神に固い信仰心を抱いている。主は従者を遭わされな

かったが、高い王国からあらゆる祝福を私に授けてくださる。」（522】546）

悪魔は心の底から怒り、神に創られた美しい女、イブが地上に立っているの

を目撃した所へと向かった。悪魔は今後この世にいる彼らの子供たちに降りか

かる最も大きな災難について、次のように言った。「わしが遠い道のりを経て

この旅から戻り、主が今後東方からこちらに告げられるすべての指示をおまえ

たちが忠実に果たそうとしないと主に告げれば、支配者である神はおまえたち

に激怒なさるであろう。このことをまよく分かっている。主はみずからおまえた

ちに答えるためにこれから来られ息だろう。使者が主の使命を伝えることがで

きないからだ。それゆえ、心の強い主がおまえたちに立腹なさることははっき

りしている。しかし、女よ、おまえがわしの言葉に蕃んで耳を傾ければ、アダ

ムにどのような助言をすればよいか真剣に考えられるであろう。二人が罰から

逃れられるよう、わしの言うことを心の中で考えよ。この果物を食え！そうす

れば、おまえの目はとても澄み、それからはこの世の隅々まで、主の玉座まで

広く見渡せ、主の恩寵も得られるであろう。おまえが彼の気持ちを理解し、彼

がおまえの言葉を信じれば、それ以後、おまえは彼を支配できるであろう。神

の命令と教えを実行するために、おまえが心の申で抱いている勧告は真実であ

ると彼に告げ、そして、我々二人がうまく説得すれば、彼は心の中の敵意を、

惑い答えをすぐに捨てるであろう。おまえたちが支配者である神に嫌われない

ように、彼がおまえの助言に従うように、熱心に彼を説得せよ。最高の女よ、

おまえがこの企てを実行すれば、アダムがわしをひどく侮辱し、悪意に満ちた
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言葉を発したことはおまえの主には内緒にしておいてやる。彼はわしを不信心

者だと非難し、危害に熱心な使者で、神の天使ではないと言っている。しかし、

わしは天使の性質や天の高い覆いのことは十分知っている。わしはずいぶん長

い間、王であり主人である神に忠誠心から真面目に仕えていた。わしは悪魔な

どではない。」（547】587）

このように、悪魔は嘘をついて彼女を唆し、巧みに悪事へと誘った。やがて、

大蛇の思いは彼女の心の中に根付き始め一彼女には神によって弱い心が授けら

れていたのだ一ついに彼女は悪魔の誘惑に心を委ねた。そのため、彼女は神の

命令に背いて悪魔から死の木の破滅の果物を受け取った。これまでこれほど忌

まわしい行為が人間に定められたことはなかった。永遠の神である主が、教え

を求めてやってくる数多くの人間が嘘で騙されることを許されるとは、大変驚

くべきことである。さて、彼女はその果物を食べ、万物の支配者の命令と意志

に背いた。すると、彼女は、自分を嘘で欺き、密かに騙した悪魔の贈り物のお

かげで、遠くまで広々と見えるようになった。彼女は人間の指示ではなく、悪

魔の行為によって眺めたのであるが、彼女には天と地はとても美しく、この世

のすべてはより輝かしく、神の被造物は大きく力強く思えた。彼女に見る力を

授けた悪魔が彼女の魂を熱心に欺いた結果、彼女は天の王国を広く眺めること

ができた。そして、呪われた者は敵意を抱いて語った一恵魔は彼女のためにな

ることを数えはしなかった。「善良なイブよ、言うまでもないことだが、おま

えがわしの言葉を信じ、わしの助言に従ったおかげで、おまえは自分自身を見

ることができ、おまえの美しい姿がこれまでとほ異なるものとなった。わしが

天国から運んできた光が今おまえの前で美しく輝いている。おまえはそれに触

れることができる。わしが来たことによって、おまえの見る力がどのように変

わったかをアダムに話せ。彼がわしの教えに謙虚に従うというのであれば、わ

しがおまえを綺麗に飾ったように、彼には光をたっぷり与えよう。彼がわしに

ひどい暴言を吐いたことから、許すには値しないが、その悪口雑言のことで彼

を非難するつもりはない。」（588－622）

今後、彼の子供らは次のように生きることになろうー彼らが悪事をなす時に

は愛が得られ、神に対する不敬の償いをした後、主の恩寵が得られるであろう。

（623－625）

そこで、天の王の被造物としてこの世に生まれた最も美しい女、最も綺麗な

要はアダムのところに行った。彼女はその時すでに悪魔に密かに惑わされ、虚

偽によって欺かれていた。それゆえ、彼らは邪悪な者の計略によって神に憎ま



220 藤 原 保 明 訳

れ、悪魔の策動によって栄光を捨て、長い間、主の恩寵と天の王国から立ち去

ることになっていた。このように、力が満ちている時に馨戒を怠る者は深い悲

しみを味わうことになるであろう。彼女は諸王の王がかつて禁じた、呪われた

りんご、死の木の果実を一つほ片方の芋に持ち、もう一つは胸に置いていた一

党光の主は、自分の従者である人間が厳しい死の苦しみを受けることがないよ

うにその命令を下されたのだが。あの悪の木が枝につけた辛苦の実に人間が手

をつけなければ、聖なる神ほ天の王国と永遠の幸福をすべての人に与えられた

であろう。死の木こそ神が人間に禁じられたものであった。天の王を憎み、神

に敵対した者は嘘をついて彼女を騙し、イブの心を、か弱い女の気持ちを欺い

た。そのために、彼女は悪魔の言葉を信じ、その睾旨示に従い、悪魔がきわめて

慎重に言葉を選んで彼女に伝えた指示は神の命令であると信じた。悪魔をま彼女

に印を見せ、信仰と偽りのない気持ちを示した。そして、彼女は自分の主人に

次のように語った。（626－654）

「アダム、この果物はとても甘くて、食べると気持ちがすっきりします。そ

れに、神の良き天使であるこの使者はとても綺靂です。この方は、衣装を見れ

ば、私たちの主、天国の王の使者であることが分かります。彼の敵意を招くよ

り、好意を受け入れる方が私たちには望ましいと思われます。私たちが彼に忠

誠を誓えば、今日あなたが言った彼の気に触ることも許してくださるでしょう。

主の使者に恐ろしい戦いを挑んでどうなりますか？私たちには彼の庇護が必要

です。彼は天の王である万物の支配者に私たちの便りを伝えてくれます。この

世を創造なされた主が栄光に包まれて座っておられる所がここから眺められま

す叩それは南東の方角です。最も大きな集団、最も美しい群れである天使たち

が主の回りを糞で飛ぶのが見えます。天国の支配者であられる神の直接の指示

でなかったとしたら、だれが私にこのことを分からせてくださったのでしょう

か？私はこの世で広大な被造物のすべてを遠くまで眺め、四方八方を見渡し、

天の神々しい歓藩の声を聞くことができます。この果物を食べてから、私の心

はすっかり明るくなりました。私は今その果物を事に持っています。これをあ

なたに茜んでさしあげます。この使者が真実の言葉で語ったとおり、この果実

は神の命令によって神から届けられたものだと私は信じます。使者の言うとお

り、この果物は砕から直接送られたもので、この世のいかなる物とも異なって

います。」（655－683）

彼女は彼に何度も謡をし、二人が神の意志に背くという邪悪な行為を一日中

彼に勧めた。悪意を抱いた使者は立ったまま彼らの願いを刺激し、巧みに唆し、
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大胆に迫った。長い道のりを経て今回の危険な旅に出た悪魔はすぐ近くにいた。

彼は人間を大罪へと誘い、惑わせ、人間が砕から授かった物、全能の神の恩寵、

天の王国の所有権を捨てさせようと企んだ。見よ！地獄の敵はよく知っていた

一美しい女、最も綺麗な豪を嘘によって愚行へと走らせ、自分の思いどおりに

彼女にしやべらせ、彼らが神の命令に背き、その結果、神の怒りと地獄の責め

苦を受け、否応なしにひどい苦痛を味わわねばならないことを。悪魔にとって、

神の被造物である彼女は、騙して（…。）4助けとなった。最も美しい女が

何度もくり返しアダムに話をしたので、彼の心もついに揺れ始め、妻が言葉で

語った約束を信じるようになった。もっとも、彼女は信仰心からそうしたので

ある。彼女が邪悪な使者の指示を心の中に受け入れ、従った後に、人類に対す

るきわめて多くの苦痛、罪深い悲しみが生じてくるとは思ってもみないことで

あった。彼女は、使者に信仰の印を示し、信仰を約束したこれらの言葉によっ

て、自分は天の王の恩寵を受けているものと思った。やがて、アダムほ心の底

から自分の考えを変え、彼女の望みどおり、嚢から「地獄と死」を受け取った

－もっとも、それはそのような呼び名ではなく、後で「果物」という名前を付

けられることとなったが。しかし、彼らが食べ物として受け取った邪悪な果物

は、死の眠り、悪魔の誘惑、地獄と死、人間の死、人類の滅亡を意味した。そ

の果実が彼の体内に入り、心臓に達した時、その邪悪な心の使者は笑い、喜び、

そして二人のことで自分の主人に感謝した。「これで私は自分に定められたあ

なたの恩寵を手に入れました。あなたの意志を何日間も実行してきました。人

間は、アダムとイブは騙されました。彼らが主の命令と教えを捨てたことから、

彼らは主の不興を買いました。そのために、彼らはこれ以上天の王国を所有す

ることはなく、暗い旅をして地獄に行かねばなりません。それゆえ、あなたは

縛られて横たわうてはいますが、アダムのために心の中で辛い思いをする必要

はありません。我々ほ今、危害と苦痛と暗黒の地を耐え忍んでいます。また、

あなたの偉大な決心によって多くの者が天の王国の高い建物、壮麗な住居を捨

てました。しかし、人間があの高い天国に住んでいることをあなたが嘆くには

及びません。我々が主に頭を下げて天国の聖なる神に従うことを望まなかった

ことから、神は我々に腹を立てました。しかし、我々が忠誠心から主に仕える

というのは、そもそも我々にはふさわしくなかったのです。それゆえ、支配者

は心の底から我々に腹を立て、厳しい気持ちを抱き、我々を地獄へと追いやり、

4

703b欠落。
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ほとんどの人々を火の中に投げ込み、自分の手で再び天国に神々しい玉座を築

き、その王国を人類に与えました。これから二つのことが起こるでしょう…あ

なたほ心から幸せを感じることができ、人の子ら、人間は、天の王国を捨て、

必ずやあなたのいる燃え盛る火の中にやって来て、神には苦しみと悲しみが生

じることでしょう。我々はここで迫害ゆえに苦しんでいますが、これらはすべ

て主の憎しみと人間の破滅、死の苦しみによって、これからアダムに、人類に

仕返しされます。それゆえ、私の心は癒され、胸の思いはふくらみます。我々

の苦痛、長く耐えてきた憎しみはすべて復讐されます。私はこれからもう一度

火に近づき、サタンどのを訪ねます。あなたは鎖の足伽に固定されて、暗い地

獄におられます。」最も大きな悪意に満ちた使者ほ再び下へと急いだ。そして、

彼は遠く広がっている炎まで、自分の主人が鎖に縛られて横たわっている地獄

の扉まで行かねばならなかった。アダムとイブは共に嘆き、悲しい話が何度も

交わされた。彼らは主である神の敵意を恐れた。二人とも天の王の恨みをとて

も怖がった。彼らは主の命令が変わったことを悟った。女は嘆き悲しんだ。勧

告によって彼らに苦しみをもたらした者が虚偽によって神の印として彼女に示

した光、彼らがその結果として地獄の責め苦を、数限りない危害をこうむるこ

ととなった光が、どこかへ消え去るのを見た時、彼女は心から悲しみ、苦しん

だ。彼女は神の恩寵と教えを捨て去っていた。彼らの胸はそのために悲しみで

張り裂けそうであった。夫婦は時々ひざまづいて祈り、善良な勝利の主に話し

かけ、天国の支配者である神に呼びかけた一神の命令を破った以上、主から罰

を受けることになるが、その罰を甘んじて受けると告げた。彼らは自分たちの

体が裸であることに気付いた。その時、彼らはまだ定まった住居を地上で持た

ず、労働の苦しみも全く知らなかった。もっとも、今後、彼らが神の教えに喜

んで従うなら、地上で快適に暮らすことはできた。その時、夫婦になっていた

二人は悲しい言葉をたくさん交わした。（684－789）

アダムは口を閃き、イブに語った。「何ということか！イブよ、おまえは悪

事によって我々の運命を決めてしまったではないか。今、食欲で飢えた暗い地

獄がおまえにほ見える。おまえには地獄が怒り狂っているのがここから聞こえ

る。天の王国は地獄の火とは違う。我々にこの苦しみを教えた悪魔の言葉に従

わず、天の王である支配者の命令に背かなかったなら、この地は主の恩寵によ

って我々が所有できる最も素晴らしい国をとなっていたことだろう。今となって
は、我々は悲嘆にくれて主の到着を待つのみだ。それゆえ、苦悩から、最悪の

苦痛から身を守るよう、主はみずから我々に命じられた。今、空腹と喉の渇き
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が激しく胸を締めつける…これまで一度もいかなる苦しみにも襲わ申たことが

なかったのに。風が西から東から、南から北から吹いてきて、雪が立ち上り、

天からあられが降り注ぎ、とても冷たい霜が下りてきたら、そして、時おり天

から輝く太陽が熱く照りつけ、ぎらぎら輝き、衣服で守られないまま裸でここ

に立っていることになれば、これからどうしてこの地上に住み、暮らしていけ

ばよいのだろう？嵐から身を守るものほ我々の前には何もなく、食べ物の蓄え

もないというのに、支配者であられる力強い神は心の底から我々に怒っておら

れる。我々は一体どうなるのだろう？おまえに騙されて主の憎しみを招いた今

となってをま、ここで天の神に、尊い支配者に私の手足からおまえを創ってくだ

さいと祈願したことが悔やまれる。自分の目でおまえを見たことは私には永遠

の痛恨の種だ。」（790－820）

すると、最も美しい女、最も綺麗な妻イブは口を開いた。彼女をま悪魔の企み

によって騙されていたが、神の被造物であることに変わりがなかった。「私の

大切なアダム、そのことであなたに言葉で非難されても仕方がありません。で

も、私は心の中でそのことをあなたよりずっと深く後悔しています。」（821－

826）

すると、アダムをま彼女に答えて言った。「おまえには決して分からないであ

ろうが、支配者の意志が分かり、私が主からどのような罰を受けるかほっきり

すれば、天国の神が今ここから海の上へ行け、潮流の上を旅せよと命ぜられて

も、私に神の意志が実行できるのであれば、私は地の底へでも行く一触の人々

には海はそれほど深くも広くもないであろうが。私が主の恩寵を失ってしまい、

受けることができなくなった以上、この世で神に仕えるつもりはない。だから、

二人ともこのまま裸でいるわ桝こぼいかない。この森の中へ、この木々の覆い

の中へ入ろう。」二人ほ悲嘆にくれながら、別々に緑の森へと急いだ。二人は

離れて座り、天国の王の命令を待った。二人は、全能の神がかつて与えくれた

ものをこれ以上所有できなくなっていた。彼らは木の葉を身にまとい、体を葉

で覆った。彼らほ衣類を身につけてし1なかったのだ。彼らほ毎朝一緒にひざま

づいて祈った。全能の神が二人を見捨てられないよう、また、これから光の中

でどのように生きればよいのかを尊い支配者が示してくださるよう、彼らは力

強い神に祈った。（827－851）
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