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訳註ヘーリアント(救世主)
〈第11歌章一第14歌章〉

石川光庸

〈第11歌章洗礼者ヨハネ〉

その頃ヨハネは 少年期を過ぎて

ある荒野で大人となっていた。 そこに他にはだれも居ず、 860 

彼だけが隠者として 万物の主たる神に

従者として仕えていた。 彼は人々の群れを、

人キと共に居ることを避けていた。 その彼のもとに強力な

神の言葉が 天からこの荒野に降ったのだ、

神のこころよき声が。 そしてヨハネに命じた、 865 

キリストの到来と 彼の強大な力とを

この地上界にあまねく 知らせるようにと。

本当に言葉を用いて 語るようにと命じたのだ、

天の国が勇者の子たちのもとに、 現在この世に住んでいる

人々のところに 近づいたのだということを、 870 

あらゆる富の最も嬉しい富が。 そのような祝福を

告げることが許された 彼の喜びははなはだ大きかった。

そこで彼はヨルダンの、 かの河の堂々たる流れに沿って

かの地に歩み、 そしてその地の人身に 1日じゅう、

その国のいたるところにおいて 皆の者に告げたのだった、 875 

彼らが今や断食をもって 多くの悪行を、

みずからの罪を 償うべしと:

「皆が清らかになるためですJと彼は言った。 ["天国は

人の子らに近づきました。 心中i采くみずからの罪を

悔いるべきです、 そしてこの地上の光の中で犯してきた罪を 880 



訳註ヘーリアント (救世主)

悔いあらため、 私の教えに耳を傾けなさい、

私の言葉に従って改心しなさい。 私は皆さんを水によって

正しく洗礼をほどこすでしょう。 皆さんのこれまでの行為を、

皆さん自身が犯した罪を 私が許すことはできず、

私の手のわざによって 皆さんの悪行が 885 

清められることはないのですが。 しかしかの強力な御方が

この世に到来されて、 皆さんのまん中にすでに立っておられます

一 皆さんはその御方を 見ょうとはしないのですけれども一

この御方が皆さんに 主の御名と聖霊とにおいて

洗礼をさずけて下さるでしょう。 これこそ万物の主、 890 

全人類をひとり残さず 邪しまな思いと

罪から救ってくださる方なのです、 もし人聞がこの世においてすでに、

神の御子が 人々にお命じになるそのままに

すべてをこれからはおこなう という決意を固め、

それによってこの世においても 幸せになりたいと望みさえすれば。 895

私はこの御方の使者として この世に来ました。

彼の来るべき道を準備するために、 また人キに、

冥府へ、 あの炎熱の地獄へ落ちずにすむように

清らかな心で信仰を保つことを 教えるために。こうすれば

だれの心にも常に喜びが湧きます。 だれでも不義と

あの邪しまな者(悪魔)の命令を退けるなら、 かの善なる天帝の

恵みを得ることができるのです、 だ、れであれ清らかな信仰を

あの全能の神にささげる人は。」 これらの教えを聞いた勇士たちの多く は、

このつわものたちは、 この人こそが

支配者キリストではないかと、 そう考えたものだ、

というのもヨハネが かくも多くの真実を、

かくも多くの真の言葉を語ったから。

いたるところにあまねく知れわたった、

さてこれは約束の地の

国中のあらゆる人に、

その地に居を構えている武者たちの聞にh そこで彼を尋ねて

エルサレムから ユダヤ人たちの使者が

その城市からやってきて、 彼こそがあの神の御子ではないか、

「はるか昔から当地の人々 が、 もののふたちが真剣に、
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訳註へーリアント (救世主)

きっとこの世に来て下さると諮りついできたー」と問いかけた。

これに対しヨハネは 何のためらいもなく

その使者たちに答えた 「私は神の御子、 915 

真の支配者キリストではなく、 私の主であるその御方のために

道を準備しているにすぎません。」 するとつわものたちは、

使者として あの城市からつかわされた身分高い武士たちは

こう尋ねた r神の御子でないのでしたら、

ではあなたは はるかなる以前に私どもの国に居られたという 920 

あのエリアなのですか。 彼は必ずいつかまた

この中つ国に再来することになっています。 いかなる御方ですか。

かつてこの世に居られた 賢い預言者たちの

おひとりなのですか。 私たちはあなたについてどのような真実を

世の人々に伝えたらよいのですか。 いまだかつてこの中つ固に 925 

あなた以外のだれも、 そのように令名高いわざをなさる人が

来たことはありません。 もしあなたがあの預言者たちの

おひとりでないとしたら、 なぜあなたはこの地で

この民に洗礼を授けるのですか。J 良き人であるヨハネの

すばやく賢い答は こうであった 930 

「私はただ 私の仕える御方の、

情けある主君の先駆けにすぎません。 私はこの地と民とを

主の意志のままに整えるだけです。 主の言葉によって私は

力強い声をもってはいますが、 この荒野の人身の大部分は

私の声をわかろうとはしないのです。 いかなる点においても私は 935 

わが主君に似てなぞはおりません。 主のみわざはあまりに力強く、

あまりに気高く威厳に満ちているので これはこの世にあまねく

万人に知られることですが 私などは、主のしもべでありながら

かほど強大な主君であられるので、 その靴のひもを

解いてきしあげるほどの 価すらないのです。 940

主は私とは比べようもなく貴い御方です。 神がおっかわしのこの御方に

対等な人はこの地にはおらず、 また将来においてもこの世に

現れるはずがないのです。 その御方に対して、皆さんは、

皆さんの思いを、信仰を向けなさい。 そうすれば末長く皆さんの心は
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訳註ヘーリ アント(救世主)

喜びに満たされるでありましょう、 そして地獄の責め苦と 945 

悪魔の跳梁から逃れ、 神の光を、

天の財宝の住みかを、 永遠の国を

高貴な天の沃野を求めることができるのです。 心に疑いを抱いてはな りません。j

〔福音書その他との対応)859-863行は「ルカJ1章80節、 863-865行は同 3章2節、 873-882

行は同 3節および「マタイJ3章2節、 882-895行は「マタイJ3章11節と 「ヨハネJ1章

26節、およびHrabanus註解、 895-903行は「マタイJ3章 3節と Hrabanus、903・913行は

「ルカJ3章15節と 「ヨハネJ1章19節、 914-917行は同20節、 917-927行は同21節と 22節、

927-929行は同25節、 929-935行は同23節、 935-942行は「マタイJ3章11節と Hrabanus、

942・948行は897行以下の再説。

(Tatianとの対応) 4牽および13章A

第 11歌章註 解

860) auuahsan : stv. (VI) a-wachsan r成長するJ(独er-wachsen，英towax)の過去分詞。

与格再帰代名詞をともなうことが多い (859行のim)0 uuostunni stf. wostunnia r荒野J

(独Wuste，英waste)の単数与格，r欠乏」の意の印欧祖語eu・leua-に由来し、ラテ ン語vastus，

独wust，英waster荒れ果てたJと同系である。 th岨 mer:15行註を参照。

861)岳ncoraαdj.r唯一の、孤独の;隠者と して」の弱変化単数主格。「隠者」という名詞

とも考えられる(英anchoret)。ピザンツ教会用語の I1vaxω'PfltI1σ(anachoretes)r隠者」が、早

くから修道院制度を取り入れたアイルランド教会で頻用きれ、そこからまず英語圏に普及

(ancra)、次いで大陸のドイツ語圏にも広まったものと考えられている {古高独語einchoro)。そ

の際、「後へ」の意の前半のan-，en-， ein-は r1、ひと り、孤独」と、「退ヲIJの意の後半ーcra，

-kora， -choroは「選択者J(くceosan，kiosan)と結びつけられた (Volksetymologie)ことが想

像に難くない。ただし、アイル ランド色の強いこの語は後に、別系統のギリシ ャ・ラテン語

monachus r独住僧、隠者」に由来する英monk，独Monch，およびその直訳借用語Ein-siedlerに

よって駆逐された。

862) thegan :前行heの説明。単数主格。 thioda:単数属格。

863) gim岳ndon: swm. gi-mendo i共に居ること、共同 (体)J (独Ge-meinde，Ge-mein-

schaft)の単数対格。ラテ ン語COffi-ffiunlSと同恨で、印欧祖語釈mei-r交換、相互」に由来(英

community， communismなど)0 mahtig:次行のwordにかかる。

865) Johanne : Johannesの与格 gibod :くgibiodan。

866) cumi:複数名詞。キリストの到来についてのみ用いられる。復活を含めて複数にしてしB

るのであろう。(489行既出)。
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訳註ヘーリアント (救世主)

868) uuordun :複数与格(具格機能)。

869) uuari wesanの接続法過去。 hebanriki stn. heban-riki r天国J(独Himmels-

reich)。ラテン語regnumcaelorumの翻訳語で、 himil-rikiとしても霊場する。 (419行では複数

caelorumを直訳してhimilorikea) 0 heban-rikiは計31回見られるのに対し、 himil-rikiは24回

である。そもそもこの 「天の国」という表現は4福音書の中で「マタイJにのみ受場し、他の3

3ては「神の園Jregnum Deiである マテイが 「神j という I~'業を直接口にするのをはばかっ

たからと推測されている(Ilkow，180頁)。

870) landscepi :ここでは「この世、現世Jほどの意であろう。

871) uuelono : swm. welo r財産、富」の複数属絡。 αdv.wel， wela (英well，独wohl)， 

叫 m.willio (英will，独Wille)なとの近縁語で 「望ましいもの」が原義，398行註を参照。

uunsamostαの。 wun・samr喜ばしいJ(独wonmg，英win-some)の最上級男性単数主裕

wunーは印欧祖語*uen-r求めて歩きまわる;望む;愛好する」に由来し、 ラテン語venusr愛J

や独Wunsch，gewinnen，英wish，to win，更に独wohnenr望ましい状態にとどまる→居住するj、

gewohnen r望ましい状態に置く→ある状態に慣れさせる」などとも同系。-sa皿は印欧祖語

、em-/sam-rひとつの、まとまったJに由来し、 ギリシャ語。μdσ，ラテ ン語similisr同ーの、

似たJと同系(英same)。後に「ーのようなタイプの」の意の接尾辞とな り、 独-sam，英-some

に至る。 uuileo 単なる「意志」ではなく「喜ばしい望み」、あるいは「喜び」そのもの。

872) saldun : stf salda r至福」の複数与格。salig(独selig) と同根。ドイ ツ語では中高独

saldeまて残存した。 mosti r を許されている」というニュアンスが強い。 接続法。

873) giuuet im“.gangan: r歩いて行ったJo al so soは関係副詞、alは強め。 ・「ヨ

ルダン川が流れているそのままに→ヨルダンの流れに沿ってずっとJ。

874) uuatar : stn. r水;河)IIJ(英water，独Wasser10 an uuileon ヨハネの修飾句と

とれば「心のま まに、 望みどおりに、気持ちよく」、ヨルダン川にかかるとすれば「堂々とJくら

いの意であろうか? (しかし実は頭韻合わせの使用で、あまり強い意味はないJ

876) fastunniu : stf. fastunnia r断食J(独Fasten，英fast)の単数与格。(ただし福音書に

はヨハネが断食を説いたこ とは書いていない。)元来は r(禁欲・節制を)堅く 守る」意で、独

fest，英fastと同根であった。ゴート語に最古例が見られ、ゴート人布教団によって他のゲルマン

族に伝えられた語と思われる。ちなみに英breakfastも元は r(夜の)節制時聞が解けて綴る(朝

の)軽食」の意の修道院用語だった。

877) iro selboro : si孟 selbonr彼ら自身jの強変化属格 bottin : s山 v.botian r償う 、

あがなうJ(独busen)の接続法過去複数。原義は 「ょくする[なる]ことJで、英better，独

besserと同根。

878) uuerdan :接続法。 hrenea: adj. hreni r i青らかなJ(独rein)の複数(男・女)王

格。印欧但諮の原義は「ふるいにかけられた、きめの細かい」であったz

日



訳註ヘーリアント (救世主)

879) latad :命令形。 eu 写本にはないが、 Behaghelは与格代名詞が必要とみなして補っ

ている。M.Heyneは写本どおり。 hreuuan: stv. (11) hreuwan 1嘆く、いたましく思うJ

(tp独reuen，英ωrue)の不定形。現代のreuenやrueは「後悔するJこと に限定されているが、

まだこの頃は「心の中につらさを感じるJこと一般を表した。

881) ledas : hreuwanは対格目的語をとるから属格の使用は不思議で、 対格ledの誤記とする

説もある (Behaghel)。前行sundeaの同義反復表現と恩われる (Sievers)0 minun lerun 

複数与格。 horead: 1聞き従う」の意の自動詞horeanの命令形。

882) aftar: 1従って、応じてJo an uuatara watarの単数与格。次行の (gi)dopian 

「浸礼をほどこすJという原義から考えて、「水中で、水辺でJが本来の意味だったと思われる。

単なる「水でJではない。

883) gidope姐 sωv.(gi)・dopian1洗礼を授けるJ(独taufen，英todip) 0 Ii和、J(独tief，

英deep)と同系で、だから原義は「水中深〈浸す」であり、身を水に浸す 「浸礼」のことである。

「洗礼」は早くもゴート語でdaupianという鯛訳借用語として畳場し、ゴート人伝道団のカでド

ナウ河沿いにバイエルン地方に達して、そこから北方の各地に普及した。これに反しギリシャ系

ラテン誇のbaptizareはローマ教会の力で南から北上し、英仏語にはこの外来語が定着したわけ

である。中世初期までは身体を水に浸す「浸礼」が一般的で、従って前行のanwat訂 aも「水の

中でJと解すべきである。 diurlico: 255行に既出のdiurlikのαdv.1立派にJ。

884) a-latan : stv. (Vll-l) 1赦免するJ(独er・lassen)の不定形。

885) hluttra : hluttarの複数主格。属格とともに 1-を免れた」の意。 uuerdan 接続

法。

886) ledaro :くαdj.led 0 gil晶sto stn・gi-Iesti1行為J(< gi-lestian)の複数属格。

und町 eumiddiun middiunはαdj.middi 1まん中にいる」の複数与格。「まん中にいる汝ら

にまじって」が原義だが、実際は「汝らのまん中に」の意。 812行に既出。

総8)u凶lle阻:接続法。(c-写本ではuuelleat)

890) a且 tha且ahalagon g晶st: 1聖霊によってJanは手段を示す。helaggest 1聖霊」はも

っぱら英国伝道団によって普及した表現。 helagは最初はフランク族、次いで北独の諸ゲルマン

族の聞で用いられ、後には古来のαdj.wIhを駆逐して南独にも広まった。11行註を参照。

ober al: 1万物の上に立つJoalは代名詞的用法。

891) allaro manno gihuuena 1ありとあらゆる人間のどのひとりをも J。

mengithahteo : stf. men-githaht 1匁心、邪念」の複数属格。 m岳n1冒涜、不義J(英mean，

cp独ge-mein)は84行に既出。

892) sikoron : sωv. 1安全にする、免れさせるJ(独sichern，英tosecure)。人の対格と物の

属格をとるのが通例。西ゲルマン語においてきわめて古くラテン語のαdj.securus (原義は

Icura悩みをse-免れたJ)から借用された法律用語:古英語sicor，古高独語sihhur，古ザクセン語
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sikor i無罪のJ(独創cher，1A sure)にもとづく新進動詞。 sohuene so so :独jeden，der" 

に相当する関係詞対格。但し最後のめは副詞で次行のthatと結ぶ。 皿 ot:ほとんどwiJlianに

近い。

893) thes uuilleon : thesは指示代名詞thatの属格で、次行冒頭の接続詞that以下を先取り

する。willeonは単数対格 「 という願いをいだいている」。

894) that he …80 he :前のheはsohwene soの関係詞で語られる 「人」、後のheは次行

barn godesを先取りしたもの。 thesunliudiun 次のgibiodanと結ぶ綾数与格。

896) rumien : sωV. r白miani(道を)譲る、開ける;準備するJ(惣凶umen)の不定形。ゴ

ート語以降すべてのゲルマ ン語に登場する slm.rum i空間、ひろがり ;部屋J(独Raum，英

room)からの派生語。この箇所は「イザヤJ40-3に由来し、「マタイJ3 -3、「ヨハネJ1-23 

にも再引用されている「主の道を用意し、主の道をまっすぐにせよJParate viam domini， rectas 

facite semitas eiusのパラフレーズであるから i(道を)謙る」というより 「準備する」の意であ

る。

898) hellea : sl / sω'f hellia i地獄J(独H凸lle，英hell)の単数対格。ゴート語halja以来、全

ゲルマン共通であるこの語は印欧祖語k吾1-iかくす、おおう」に由来し、ラテン語celoiかくすJ、

独hehleniかくす」、 Helmeti兜(=頭をおおうもの)Jなどと同根。 したがってゲルマン語

、aljoは元来 「死体をおおいかくす墓、共同墓地Jを表したと考えられるが、古ノルド語には死

者の国の支配者としてHelとし寸女神も登場することから、「死体をおおいかくす女神」が原義だ

ったとする説もある。常に女性名詞であることはこれによって説明される。 thurbin:話法の

助動詞thurbani-の必要があるJ(169行に既出)の接続法現在復数。

899) fern : stn. i地獄j。ラテン語infernum(原義は「地下の存在J)をほぼそのまま借用し

たinfernは2例、簡略形fernは8f日l登場する。他のゲルマン諸語には見られず、また『へーリア

ントj以外の古ザクセン語文献にも登場しないことから、これは『へーリアントj作者の造語と

推定できる。 J.Grimm (Deutsche Mythologie， 2， 669頁[旧版762頁])はこれを、異教的響き

の強すぎる helliaを避けるためと説明しているが、helliaおよび"helは20例以上も使用されてお

り、むしろhelliaに対する同義語 (Variation)を使う詩型上の必要にせま られて借用形成された

ものと見られる(Ilkow，124頁)。実際、 helおよびhelliaのVariationとしてfernおよびinfern

が用いられている例は 7例もあり、この889行もその l例である。ただしfern，infernが、従来の

ゲルマン語hel，helliaではとらえきれない新しいキリスト教的概念を示す補足的機能をもってい

ることは明白であり、 J.Grimmの説も基本的には正しい。つまり『へーリア ントj作者にとっ

ては、“hellia"プラスそのVariation"fern"という組み合わせで、 はじめてキリスト教的

infernumの概念にほぼ近づけると感じられたのであろ う。他方、聴衆の大多数にとっても fern

や田島mは、少なくともはじめの内は、よく分からぬ単語であり、 2度、 3度と helliaまたはhel

のVariationとしての霊場を耳にした後、ラテン語を多少は解する人々を最初に して次第に理解
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訳註へーリアント(救世主)

するようになったものと想像される。これを逆に、 fヘーリアントjの聴衆はfernやinfernによ

って、ある程度は容易にラテン語infernumを想起できるほどの階層だったと言うこともできる

であろう。なおH.Eggersは、 fem，infernをFuldaの修道院内で通用していたジヤルゴンとみな

し、 fヘーリアントj作者がやや無頓着に持ち込んでこの箇所をunpoetischにしている と評して

いる。(Dt.Sprachgeschichte， Ahd， 131頁)， that h岳ta: 1かの熱き地獄に」。 αdj.h岳t(英

hot，独heis)は頭韻の合う hel，helliaと共に用いられることが多し、。 「炎熱の地獄」という概念

は、すでに「申命記J32-22に見え (1わたしの怒りで火は燃え上がり、黄泉の底にまで燃えて行

< J)、新約には数多い :たとえば「マタイ J5・22r燃えるゲヘナに投げ込まれる」。ゲヘナ

Gehenna は元来、エルサレム南方のヒノムの谷(ヘプライ語て，.ge hinnom)のことで、そこでユ

ダの民の最後の審判が行われるという「エレミア香J7 -31の記述に端を発する。これらは北方の

ゲルマン人には縁遠いイメージでありー北欧神話で死の女神Helの支配する死者の回はH音く 、冷

たい氷と霜におおわれた沈黙の世界である一、だからこそ fへーリアントjの詩人は、 helliaを

非常にしばしば「熱い地獄Jh岳tfern. 1地獄の炎Jhellifiur等のVariationで補わざるをえなか

ったのであろう。 faganαdj.r嬉しい、 喜んだJ(英fain)、fagar(200行)やfaganon(526 

11)と同根。

900) stundu : stf. stunda f時、時間J(独Stunde)の単数与格。temanagaro stunduで

「頻繁に;くりかえし」の意。ゲルマン語本standan(独stehen，::!Q: to stand)の派生語で、原み

は「立っていること、休止Jで、「休止している問、その時間Jを経て 「時間Jとなった 点、

weilen r滞在する」からWeile1しばらくの時間」ができたのと軌をーにする。

901) gra皿 on: swm. gramo 1悪魔jの単数属格。αdj.gram I務悪な、敵のJ(独gram)の

名詞化。「悪魔」の意のラテン語には、ヘプライ語系のSatanas(原義は 「敵J)と、ギリ シャ語

系のdiabolus，diabulus (原義は「中傷者J)がある。『へーリアントjではSatanasはそのまま

の形で11例見られるのに対し、 diabolusはゲルマン語化されたdiubal(英devil，独Teufel)とい

う形で4例見られる。さらにこの箇所のgramoと問機な言い換えとしてbaluwisol悪への誘惑者J、

gerfiund r衝をもった敵J、thehatula 1憎むべき者」、 wa皿 skadof悪行をなす者」、 widarsako

「敵対者Jなとが見られる。 Augustinusをはじめとして教父たちは悪魔のことを ini皿 lCUS，

hostis， hostis invidusなとと表現しており (すなわちへブライ語由来のSatanasやギリ シャ語系

のdiabolusの観訳語として)、ゲルマン諾はさらにこれらをさまざまに創訳借用 したわけである。

ゴート語ではunhultar不吉なる者J(独Unhold)があり、古高独語unholdo，古英語unholda

も頻用されているのを見ると、ゲルマンの民衆の問ではこの系統の言い換え表現がポピュラーだ

ったと考えられる。ただし『へーリアント』では 「悪'事」についてunholdewihtiという αのが

見られるのみ (3931行)で、名詞の例はないυ このように言い換え表現が多いのは、 悪魔の名を

直接呼Ii'ぬタブー意識による。しかし後に説教などを通じて、より直銭的なdiabolusやSatanas

も一般的になり、 Teufel，devil， Satanとなったと思われる。 anbusni stf. an-busan， am・
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訳註ヘーリアン ト (救世主)

busan i命令」の複数対格。同義のゴート語ana-busns，古英語bysenに対応し、 biodan(独

bieten，英tobid)のiJit生語。印欧祖語形は*bhudh-snio so mag im 主語は前行のめ hweSOo 

imは再起代名詞。 thesgodon 次行 hebencuningesにかかる。 huldiは単数対格で

giwirkeanの目的語。

906) sodes :αdj・sodr本当の、正しし、Jの名詞化、中性単数属絡。語1原については 183行

soo-likを参照。次行warorowordoとともに自luと結ふ〉

908) that forgebana land: r創世記J12-7、Seminituo dabo terram hanc rあなたの子

孫にわたしはこの地を与える」を踏まえた表現 。「約束の地」。この意のforgebanは245行に既

出。

909) seggiun : seggiの複数与格。語源については678行註を参照。 sokean 目的を示す

不定詞、

912) that :前行のbarnを先行詞とする関係代名詞だが、主格か対格か問題となる。Sehrtl主

主格としているが (VollstandigesWb， 584頁れするとherlango...liudi sagdunは挿入句となり、

不自然。 fanthemu (独vondem，英aboutwhom)の意味を内包する対格とするべきであろう。

915) baldlico : 599行baldの項参照。

917)仕ugnun:stv. (ill-2)企egnanの過去綾数。615行註で述べたよ うに、 古形であるこの

語は 3例しか用いられておらず、この動詞の過去形から新たに作られた弱変化動詞合agonの方が

圧倒的に多い。わずか6行前に仕agodunがあるのにここでfrugnunを用いているのは、リズム感

からだろうか?

920) Helias: rエリ ア」。前 9世紀頃のイ スラエル初期の預言者。救世主の先駆者として期

待を受けた (r列王記J)。この箇所以外ではElias。

921) u¥且iscumo sωm. wis-kumo r必ず来る(者)J.wis r確かなJ(独ge-wis;原義は 「知

られるJで独Wlssen，ラテン誇videoなどと同系)と、kumanの行為者名詞kumoの合成語。

αdj的に用いられるが、形式上は名詞である，rへー リアントjにのみ見られ、249行wis-bodoと

同じ語構成か?

922) huuat... manno : hwatと複数属格との結びつきは「どんな (種類の)Jを表す。

923)品nig:不定代名詞。 uuari 接続法過去。

925) te sodon: r①真実について;本当のことを ②誠実に、まことに(イエスがよく用いる

a皿enqUlppeやdicoenim， autem dicoなどの訳)J. stn. soa r真実J(語源は183行註を参照)の

複数与格z

926) odar : adj・「他のJ(英other，独ander}。

927) dadiun so皿 ari rその行為においてかくも令名の高いJ.dadiunは複数与格(具格機

能). dopisli stn. r洗礼J(q>独Taufe)の単数対格。『へーリア ントjにはdopiが 2例

(961，971行)、 接尾辞ーisliがついたdopisliが 2例 (927，1025行)霊場する。 -isliは独Rat-sel，英
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ridd-le，蘭raad-selなどに名残をとどめる。

929)畠nhuuilic 不定代名詞岳n-hwilikrだれかひと り(の者)J。複数属格名詞をともなう。

garoαdj. garu r用意できた」の中性単数対格形。次行のand-wordiと結ぶ。

930) anduuordi : stn. and-wordi r答えJ(独Ant-wort)の単数対格。ゴート語anda-

waurdi以来のゲルマン共通単語。 「対応する言語手Jが原義である。独Antwortが女性名詞となっ

たのは中高独語期から。古英語では対応形and-wyrdeよりも法律用語and-swaru(原義 「反対

の宣言、証言J swaru=独Schwur，Schwaren)の方が好まれ、 answerに至っている。

931) forabodo : swm. fora-bodo r先触れの使者、先駆けJ(独Vor-bote)。 金品on: sωm. 

仕ao，froho，仕oio，仕組。 「主君」の単数属格 (語源は109行註を参照)。次行のh岳町0より古雅な響

きがある。

合 forabodo f尚onminesに直接的に対応する表現は福音書には見られない。しかし「マタイJ

3 -2に対するHrabanusの註解にpraecursordomini r主の先駆けJがあ り、 おそら くこれを観

訳したのであろう。

932) recon : s山 v.rekon又はrekonr整理する、準備する」。英toreckon，独rechnenと同根

で、 ~n欧祖語 *reg- rまっす ぐの、正しし‘」に由来。

934) sie : = stemna，対格。

935) mid uuihti : 220行他に既出。

938) uuerun : < wero aftar r (この世の)いたるところでJ。この用法は頻出。

939) giscuoha : stn. gi-skohi r (一足の)靴類、はき物」の単数与格。stm.skoh (独Schuh，

英shoe)の集合名詞 おそら く印欧祖語*(s)keu-rおおう」に由来し、ラテン語ob-scurusrおお

われた、暗い」、英sky(655行註参照)などとも同系と恩われる。

940) reomon : sωm. riomo r皮ひもJ(独Riemen)の複数対格。おそらく独rupfen，raufen 

「引き抜く、 むしり取る」と同系で、「はいだ皮Jが原義。 antbindan: stv. (ill-l) r結びを

解く、ゆるめるJ(独ent-binden)。

941)皿 ikilu 比較級を強調するための固定的具格 (182行註を参照)0 thes bodo ここで

は神からの「全権大使、 総代官」のキリストを指す。159行註参照。 gimaco sωm伊-mako

「釣り合う人;仲間Joswv. makon (独machen，英tomake)の原義は r(土や油脂などを)こね

て塗り固める」で、 そこから 「ぴった り合う、親しくなる」 の意も生 じた。英(古語)make 

「対等者、釣り合う 入、 友人、 配偶者」や独gemachr快適な」、Gemachr(快適な)小部屋Jも

すべてここから由来している。

942) ne nu aftar ni: r今も、また後日にもー ない」。

944) liudi :呼格。

945) hromag :αdj. r誇らしい、喜ばしいJostm. hrom rr名声、誇り、喜びJ(独Ruhml

のαdj.で、も ともとは独Rufr叫び」と同系、「誇らかに声高< (自他を)称賛すること」を意味
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したらしい。 helligithuuing: stn. helli-gi-thwing r地獄の圧迫、強制的な堕地獄J(独

H凸Ilenzwang)の単数対格。helliはhelliaの属格。ここはc-写本ではhelleagithuingとなって

いる。 helliaの語i原、等については898行註を参照。gトthwing(独Zwang)はstv.thwingan (独

zwingen)の派生語で、語源不詳だが、I1kowは肉体的痛みのニュア ンスが濃いと言う(中高独

twanc r腹痛」、Ilkow，188頁)0 bi-thwinganは56行に既出。

946) 1岳daro: adj.lω「那惑な」の名詞化、男性複数属格「邪悪な者たちの、悪魔たちのJ。

drom : 578行既出。

947) upodes : stm. up・odr天の財宝;至福Jの属格。up-(英up，独auf)は 「天上の」の意。

od r財宝、宝J(独Klein-odr宝石類、装身具jに残る)は124行のadj.odan r与えられた、恵

まれた」の箇所で触れた。次のhemとともにupodeshemとして「天国Jを表す (2798行にもも

う1例霊場)0 r財宝Jという物質的概念を用いていることをI1kowは、「マタイJ13・44r天の御

園は畑に隠された宝のようなものです。」や同19-21rあなたは天に宝を積むことになります。Jの

影響を推測しているが(IIkow，387頁)、むしろ一般のゲルマン人に理解しやすいように物質的・

即物的なイメージの単語を選んだのではなかろうかごもちろんそれらマタ イ伝の箇所の影響は否

定できないけれども。密i酉と美女に恵まれ、武技の競い合いに明け暮れるゲルマン人の天上の楽

園ヴアルハラWalhallaのイメージが、先行していたとは考えられないだろうか。 品uuigαdj.

「永遠のJ(独ewig)。語源については586行ewandagの註を参照。

〈第12歌章 イエスの洗礼〉

このようにその若者は 神の教えを伝えるべく

人々に諮った。 多くの人々がそのベタリアの地へ、

イスラエルの子等がそこへと 集まってきた。

ヨハネのもとへ 諸王の家臣たちが、

人身が、教えを受けに来て、 彼らの信仰を授かった。

彼は連日この人身に洗礼をほどこし、 彼らの行為を谷めた、

邪しまな者たちの心を。 そして彼らに向かつて神の言葉を、

主なる御方の言葉をこう讃えた["天国はJと彼は言った、

「だれで、あれ神のことを思う人、 i青い心をもって救い主を信じ、

その教えをなそうとする者に すでに準備されて

いるのです。」 さてそれからほどなくして

ガリラヤの地から 神ご自身の御子がやって来られた、
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主の尊き御子息が、 洗礼を受けようとして。

すべてを支配される方の御子は すくすくと育ち、

この地の民の聞で、 この世において30回ほどの冬を

過ごしたのであったョ 彼はみずからの意志でやってきた、

ヨハネが ヨルダンという河のほとりで

日がな 1日じゅう 多くの人身に

心をこめて洗礼を授けているその所へ。 ヨハネが主を、

愛情深い主君を認めたとき、 彼の心は明るくなった。

自分の願いがかなったからである。 彼は次のように語りかけた、

かくも心正しき入、ヨハネは キリストに向かつて :

「わが主よ、 偉大な人キの中の最善の御方よ、

あなたが私の授ける洗礼に来られたとは l 私こそあなたのもとに

行くべきでした、 あなたがすべての王の最強の方なのですから。J

しかし支配者キリストご自身は、 それ以上語らないよう彼に命じた:

「あなたにはわかっているはずです、 正しきことのすべてを

神の意志のままに 押し進めることだけが私たちに

ふさわしいのだということを。」 かくしてヨハネはそこに立ち、

終日多くの人々に 水で洗礼を授けた。

支配者であるキリスト、 尊き天の王である御方にも

965 

970 

975 

みずからの手で あらゆる水浴の中の最善の水浴をもって 980 

洗礼をほどこし、 その後彼を拝礼せんとしてひざまずいたのである、

この力強き男は。 美しきキリストは

JIIから上がった、 平和の御子、

人身の慈悲深き守り手は。 彼が地に上がると

天の扉が開き、 そして聖なる霊が

全てを支配する御方のもとから キリストへと降った:

ー それは軽やかな鳥、 見事な鳩の似姿を

とっていたー そして我等の主の肩にとまり、

支配する御方の御子の上に留まった。 そしてその後天から、

天空の高処から大きな声が降り、 救世主その人に向かつて、

王者の中の最善の王キリストに向かつて、 天帝みずからが彼を

天国から選び出したこと、 わが子が、生をうけたすべての

-12-
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人、すべての子の中で最も気に入り、 最も好ましい者であると告げた。

これをヨハネは、 神がそう望まれたままに、

見て、そして間かねばならなかったのである。 彼はただちに 995 

人身に告げ知らせた、 自分たちのところに今や力強き主君が

来られたということを。 rこの御方こそJと彼は言った、

「天帝の御子、唯一の支配者であります。 私はこの事実の

この世における証人なのです。 というのは、私が神の命で人々に

水で洗礼をほどこしていた時、 神の言葉が、 1000 

主の声が私にこう告げたのですから: すなわち、もし私が本当に

天の沃野から 聖なる霊がこの中つ国に

ひとりの人を守らんとして 大いなるカをもって

降りて来るのを見たとしたら、 そうしたらその人こそがキリスト、

主の高貴なる子息であるのだと。 この方は聖なる本によって 1005 

洗礼をほどこし、 多くの人身の不義を

治癒することになっています。 この方は神の力により

あらゆる人身の 罪と不義とを

許して下さることができるのです。 この人こそキリストこ自身、

神みずからの御子、 人の中の最高の人、 1010 

邪悪な悪魔どもの防ぎ手です。 ああ、喜びなさか、皆さん、

今この世において 皆の願いがかなったのですから、

このようにこの地に生きつつも この地の守り手のお姿を

はっきり目にすることができたのですから。 ただちに罪を許されて

多くの者の霊は 神の恵みにあずかることができるのです、 1015 

不義から助け出されて、 誰であれ誠心誠意

友につくし、 支配者であられるキリストを

固く信じるならばc これを喜んでおこなう人は誰であれ

大きな利益を 授かることになっているのです。J
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[福音書その他との対応)949-959行は「ヨハネJ1章28節、「マタイJ3章5節と 6節、 「ル

カJ3章3節、 959-961行は「マタイJ3章13節およ びHrabanus、962-964行は「ルカJ3 

章23節、 969-972行は「マタイJ3章14節、 973-977行は同 15節、 977-989行は同16節と「ル

カJ3章16節と 22節、 989・993行は「マタイJ3章17節と「ルカJ3章22節、 994-1019行は

「ヨハネJ1寧32節-34節。

(Tatianとの対応〕第14章。

第12歌章註 解

9491 tho iung郡且皿。: rルカJ1・80にもとづいた859/860行の記述に対応。 bi:rにも

とづいて」。

950) te mardu: r告知のために、お告げとしてJmardu はstf.maridaの単数与格 269行

に既出のαdj.mari r名高し、J、539行のsωv.marian r告知する」の同系語。独Mar-chenや人名

Diet-marなどに残る。

951) Bethania :ヨルダン東岸の地名。 <fヨハネJ1 -28、3-26)。

952) cuningo gisidos: r諸王の家臣たちJofマタイJ3-5には 「エルサレム、ユダヤ全土、

ヨルダン川沿いの全地域の人々」とのみ。 押韻の必要もあるが、 やはり 『へー リアントj作者の

「武人」好みの表現でもある。

953) antfengun :く ant-fahan(独empfangen)。

954) gihuuilikes :副詞的属格。 601行に類例が既出。 log: stv. (VI) lahan r非難するJ

の過去3人称単数 語源不詳。 独Lasterr悪徳Jと同系と思われる。

955) uur岳darouuillion r邪悪なる者たちの心をJowredaroは318行既出のαdj.wred 

「都悪な、 (心の)ねじまがった」 の名詞化複数属格。willionはwillioの単数対格。

957) so huuem， so，_. :後のめは関係代名詞。 tigode thenkid :自動詞thenkianは前置

詞ぬ/tiっきの目的語 (235行既出)、または属格目的語 (314行既出)をとる。

958) uuili : willianの現在 3人称単数。 hluttro:αdv. gilobean: swv. gi-Iobian (独

glauben，英tobelievelの不定形。独lieb，Iieben，英ωloveなとと同系で、 原義は「好ましいこ

と、正しいことと思うJ。前置詞anやteをともなう。

9ω) im : giwitanと共に用いられる再帰代名詞。

961) dopi : f. r洗礼J(独Taufe)。接尾辞-isliのついたdopisliは927行に既出。dopisokean 

で「洗礼を求めて」という目的不定詞構文。

962) uuastme : stm. wastom r成長J(独Wachstum)の単数与格。印欧祖語*aug-r増加J

に由来し、ラテン語augere，独wachsen，auch，英ωwaxなどが同系語。

963) al so :接続法過去形 (habdi)をとも なって、「まるで ・のようにJ(独alsob，英国

的 rあたかも 30歳になったかのようにj。しかしここは従来説かれてきたような非現実表示と
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言うよりは (Behaghel，Syntax， 317貰;Sehrt， Wb， 483頁)、ラテン語原文中のquasiiおよそ、

ほほJを『ヘーリアントj作者が「あたかもjの意のquaslと誤読した可能性が高い。i)レカ」

3 -23ではEtipse Iesus erat incipiens quasi加 norumtriginta， ut putabatur filius Ioseph i教

えを始められたとき、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた」。

965) Iordana : Iordanの与格。 M-写本では Iordanesとなっている。 strome stm， 

stro皿「川、 i可J(独Strom，英streem)の単数与格。

966) allan langan dag :副詞的対格。

967) reht :αdv， r丁度まさにJr"するや即刻Jo409行に既出。M写本ではrehto。

969) thes :緩続詞 i"放にJ(独deshalb，weil ".) 0 the uuilleo gistod: i願いが実現す

るJという慣用的表現。471，484行に既出。gi-st釦lfgi-standanのgIーは完了相化の機能を持つ。

971) drohtin仕omin : froはこのよう にminとともに呼びかけのみに用いられる (490行に

既出)。

972) thiodgumono : sωm， thiod-思lmoi立派な男性、偉人」の複数属格。thiodi民衆Jが

「すべての民に関連する、 偉大な、非常な」の意の接頭語となることは、 285行thiod-godの項で

既述。c-写本ではthiod-gumoo scolde 直説法過去っ te thinero この後にdopiが略きれ

ている。 duan: =d旬。前行のkumanの代動詞。

975) uuest thu :非常に口語的な表現。「マタ イJ3 -15ではsinemodo i決してそんなことは

ないJとなっている。 girisid: 826行に既刷、「適合する、ふさわしいJ。ただしここでは次行

の不定句tegifuJJeanneを真の主語とする非人材、的用法。 問 ht: r法的に正 しいこと、正規の

手続きJoiマタイJ3 -15ではiustitia。

976) te gifulleanne : sωv， (gト)fuJJiani満たす、 成就するJ(独er-fuJJen，英tofulJ自11)の

te不定詞。 forduuardesαdυ。ford-wardesi前方へJ(独vor~wä此5， 英 for-ward[sJ)。

978) druhtfolk : stn， druht-folk r群衆、大衆」の単数対格。「集結、集合(体)Jを原義と

するdruhtは、「軍勢、家臣団:大衆、群衆jの意。 したがってdruht-folkは同義反復語。頭鎮の

ための合成語で、古英語folc-dryht，古ノルド語folk-drottのように順序が反対の例もある。

980) handun :具格(Instrumentalis)の機能を帯びた複数与格。

981) bado : stn. bad i水浴、泳浴J(独Bad，英bath)の複数属格。印欧祖語、he-i暖める、

焼くJに由来し、したがって本来は「温水浴、蒸気浴」のことだった。ゲルマン人の温浴好きは

タキトゥスも言及している (22章)0 bedu: sl[， beda r祈り 、礼拝J(独Ge-bet)の単数与格。

982) cneo : stn. knio iひざJ(独Knie，英knee)の複数対格。 anknio hniganで672行に既

出のknio-bedaiひざまずいての拝礼」をおこなうこと。 craftag:単数主格形であるから普

通にはこの文の主語Johannesを修飾すると考えられるが、 M，Heyneのよ うにこれを「力強き人j

すなわちキリストとして主語と解し、キリストがヨハネの前にひざまずいたとする説もある。 I走

者の方が iJレカJ3 -21 cum (baptizaretur omnis populus) et lesu baptizato et orante iイエ
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スもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると」により忠実と言えるだろう。

984) afstop: (C・写本はofstop)stv. (VI) af-(又はof-)steppian r踏みしめて歩くJ(独

stapfen，英tostep)の過去形c ただし『へーリア ンけには不定形は霊場せず、*stapanとする

意見もある，

985) anthlidun : slv. ant-hlidan (1) r開く 」の過去複数。hlidanr閉まる、閉めるJに

「反対」の意の接頭辞ant・(守ギリシャ語anti-}のついたもの。hlidanは主主lehnen，英tolean 

「よりかける、傾ける」と同系で、「よりかける→ふさぐ→閉じるjと発展した。英lidiふたj、

独Lidiまぶたjも関連語。 doru: stn. dor i扉、戸口J(独TOT，Tur，英door)の複数 E絡

両開きの形からゴート諾dauronsをはじめとして複数で用いられることが多いのは自然である。

しかし後には単数と感じられるようになった。

986) alouualdonαのの名詞化 obaneαdv. (obanaとも)i上方から」。分離・出発

点を示す接尾辞-an(e)， -an (a)については556行feπanの設を参照。

987) uuas im an gilicnisse... :主語は前行よのgest、1mはKrist:i霊笠はキリスト に

(対して)・・の形をとったJ。♂IicnisseはstnI f. gi-Iik-nessi r似姿、形態J(独Gleichnis，英like-

ness)の単数与格。語源は154行Iikの註に既述。 lungras: adj. lungar i迅速な、軽快な ;

強力なjの中性単数属格っ独leicht，英light，~虫 ge・lingen などと同系 ， i強力なJの意を帯びるこ

ともある。 fugles: stm. fugal i烏J(独Vogel，英fowl)の単数属絡。おそらくゲルマン語の

動詞吋lugi飛ぶJ(独自legen，英tofly)からの派生語。

988) dubun : swf. duba i鳩J(独Taube，英dove)の単数属格。語源ははっきりしないが、

'T鳩のdu，d白と聞こえる鳴き声から、あるいは ②煙ったようなその羽色 (印欧祖語*dheubh-

「煙J)から、と推測されている。 sat: i関心の与絡ーまたは「利害の与格」の再帰代名詞1m

をと もなっている。現代独語ならsetztesichとなるべきところ uppan : prap. i上に、上で」

(英up，独auf)。方向を示すには対格、位置を示すには与格支配。副詞でもありう るがここでは前

置詞。 ahslu: sllsω{. ahsla i肩J(独Achsel，cp英axle)の単級'HI¥ r力強く (腕を)動か

すー|意の印欧祖語*ag-に由来し、独Achse，英axis等と同根。

989) uuonoda 前行のsittianと同じ くしばしば与格再帰代名詞 (im)をともなう 。この

「関心の与格」はfaran，gangan， kuman， wendian， werdanなどの運動を示す動詞に多いが、

sittian， standan， wesan， wononなどの持続的状況を示す動詞にもよく見られる。 aft町 :αd.

「その後」。

990) radura : slm. radur r天、天球、 ~J の単数与格。 古英語rodor とともに語源未詳。 古

ノルド語にrodulli光輪、太陽」 があり、あるいは太陽の異名としての 「車輪、円盤J(印欧祖語

潟 ro1o-，ラテン語rota，独Radなど)に由来するかもしれない。

991) Crista : M-写本ではKnst gicoran姐 (gi-)kiosanの完了分詞、 男性単数対格。

992) sInun :所有代名詞が頭績を踏む少数例のひとつτ licodi : swv. likon r '.<¥に入る」
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(CP英tolike)の接続法過去単数 ゲルマン語では既にゴート請にleikanが受場。「身体、形態J

(ゴート語leik，古英語Iic，古ザクセン語lik，古高独語lih，現代独Leicheなど)に由来し、ゴート

語galeiks["同じような姿J(独gleich，~alikel → 「適合」→ 「好感J と し寸 意味推移を経て

「気に入る」となったc英tolikeも、もともとは比 likesmeのような非人称動詞であったが、近

代になって人称動詞に転じたもの。

993) bezt :αdv 

994)皿 oste ここではほとんど独konnte，英couldの意。 motanの原義は 「計って割り当て

られるJで、独messenと同線。したがって「能力、可能」の意味の方が 「義務、必然」よりも

本来は強かった。

995) gideda…mari ["人々に広〈告げ知らせたJ。αdj.mariははの対格補語。itは次行

that以下を先取りする形式目的語。

998)品目: ["唯一のj。単なる不定冠詞ではない。 urcundeo sωm. ur-kundeo r証人Jの

単数主格。 αdj‘kud(独kund)、swu.k白dian(独verkunden)の関連語で、 bodor使者J、

fora-sago r予言者」などと同じくーoによる行為者名詞 古ザクセン語らし くないkundeoという

語形は古高独語の影響かもしれない。

ω01) so huuar so: r…の時はいつでも、即刻」。元来場所のαdvだったhwarについては

45行註を参照。 gis針li:緩続法過去。

1002)後半行から 1006行前半まで、 M-写本には欠落。

ω03) enigen: rだれかある l人のJo uuaron sωv. waron r守る、保つJ(独wahrenl。

次行cumanとともに 1001行のgisahiと結んでいわゆる 「対格+不定法jの構文を作る。 waron

は850行のgi-war["気づく J(独ge-wahr，英a-ware)と同系で、原義は「守る、 保護するJ。更

に「見守る、観察する、注目するJ意や、 r(大切に)保持する」意にも転じたc だからこの箇所

でも「大切なものとして守るために来る」ほどの意味d 従来の諸家の「訪れる」という語釈には

賛同できない。

l∞4) that quad : thatを主格ととればthatは999行のwordgotesのこと、 thatを対格と と

ればwordgotesを主語として補い、「そのことをJの意となる。

1006) an thana ... gest :手段を表すanc890行に既出。 h畠lean (helian) sωv. r救
う;治療するJ(独helien，英toheaD。語源などについては50行および520行註を参照。

l∞7) m岳ndadi: stf. men-dad r不義、不正行為」の複数対格令84行註参照。

l∞8) alatan : 884行に既出["赦免するJ(独er-lassen)。ここでは人の与格 (gihuuilicun)

と物の対格 (sacaendi sundea)をともなっているが、 他に人の対格と物の属格、人の与格と物

の属格、などの用例が見られる。 gihwilikが複数にも用いられることについては342行註に既述。

1009) saca endi sundea : 85行註を参照。

10llJ uuala: (wela， wolaとも)間投詞 「ああJ(英weU，独wohD。喜び、悲嘆の双方に用
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いられる。 thes 次行のthesとともに 1013行の接続詞that以下を先取り し、理由づけする

αdu・1'"ということの故にJ(独des-halb)0 frah皿 od:αdj.frah-mod 1喜ばしい気分のj

(独froh-gemut)の男性単数主格。 αdj.frah (独froh)は独仕euen，Freundなとと同系で、原義

は f活発な、迅速のj。

1012) eu the uuilleo gistod: 1汝らの望みがかなった(故に)J。人の与俗と共に用いられ

るgi-standanは471.484，969行に既出。

1013) libbeanda: (Cー写本はlibbeandi)swu. libbian (独leben，英tolive)の現在分詞

libbiandiの複数主格。glの説明語。内容的にはwardの説明語とする方が好都合だが、男性単数

対格ならlibbiandan(-en，ーon) となるはずである。

1014) selbon : giにも wardにもつけて考えることが可能。 sundeonolos 87行註参照。

1016) tionon : 732行既出tiono1悪行」の単数腐格。 atomid: swu. a-tomian (入の対格

と物の属格と共に)1解放する、まぬがれさせるjの完了分詞。前行managgestの補語。同義の

S即 u.tomian，αdj. tom(υ ， to皿 ig1まぬがれたjなとが関連語にあるが語源不詳。 古英語tom，古

ノルド語tomr，古高独語zuomigなどが同系。

1017) uuid 1・に (友好的に)対して、 のことを思ってJ

1018)仕umun stf fruma 1利益」の後数与絡。 52行註参照。

1019)め huuilicun 単数与十件 so. .soは関係機文。

〈第13歌章サタンの誘惑〉

さて私が聞いたところでは、 かくしてヨハネはすべての男たちに、 1020 

人々に、彼の仕える主君キリストの 教えを営め称え、

そして天国も、 得られることを確約した、

富の中の最大のもの、 清らかな永遠の生命も

得られるのだと。 洗礼を受けた後

その善き主君は、 支配する御方の御子息は、 1025 

みずからある荒れ野におもむかれ、 その寂しい地に

高貴な者たちの中の 王である御方は、

長いこととどまったのであるり いまだ他の人身 を、

従者たちを連れてはいなかった; それが望みであったのだ。

彼はみずからを 強力な宿敵たちによって、その首領サタ ンによ って 1030 

試みさせようとした、 常に人命を罪の道に、不義に
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誘おうとするそのサタンによって。 彼はサタンの胸の内を、

郷悪な意図をよく知っていた。 サタンがこの世界をそのはじめにおいて

たぶらかし、罪悪でもって 人類をだましたことを、

あの夫婦、すなわち アダムとエヴ7を 1035 

不実と虚言とで 誘惑することによって、

人の子たる者はすべて この世を去った後は

霊魂となって 地獄を訪れなければならなくなったという

その事実をも。 そこで力強き支配者である神は

これをくつがえし、 この世界に高貴な天の国を与えようと 1040 

望まれた・ それゆえにこの地に聖なる御使いを、

御自身の子息をつかわされたのである。 これはサタンの胸の内に

非常な悩みを与えた : 人の子に天の国を認めて

やりたくなかったからだ。 そこでサタンは主の御子である

力強き御方を、 かつてアダムを陰険に、 1045 

さまざまな不正をもって ーサタンはそれゆえ神の不興を買ったのだがー

誘惑し、たぶらかした その同じ手段をもって、

救世主である キリスト御自身を、

同じ自に会わせんと企てたのだ。 しかるに彼、すなわち

支配者の御子は この悪行を企てる者に対して 1050 

思いと心をしっかり堅く保たれていた: 人身に天の国を

与えようと思っておられたのだから。 国の守護者である彼は

40夜のあいだ 断食をして過ごされた、

人々のこの主君は。 彼が飲食を絶っていた時、

その聞はあの絞滑な魔物たち、 邪悪な思いをいだいた仇敵も、 1055 

あえて彼に近つ'き、 面と向かつて言葉をかけようとは

しなかった: その御方が人間の性をいささかも持たない、

正真正銘の 力ある神、天の聖なる守護者であると

彼らも考えていたのだから。 それから主はみずからを飢えさせたので、

40日の後、 人間としての主は 1060 

食物を欲したのだ。 するとこの宿敵、

腹黒い悪の誘惑者は彼に近寄った・ 彼が正真正銘の人間であると

信じたからだ。 そしてこんな言葉をもって呼びかけた、
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「あなたが神の子息、だというなら、

パンになれと命じないのですか、

もしその力があるのなら、

あなたの飢えをいやすがいい。」 すると再び聖なるキリストが言った、

「人の子は」と彼は言った、 「人間というものは、ただパンのみで

生きられるものではなく、 神の教えの故にこの世に

居るべきなのだ、 そして聖なる神の舌によって

神の声によって 明らかに告げ知らされる仕事を

成し遂げるべきなのである。 これこそが人の生き方というもの、

だれであれ、 言葉をもって

命じられていることを 実現したいと望む人の。」

すると再び 不気味なる敵は

彼に近寄り、 あらためて自分の主君を

試みようとした。 平和の御子は邪悪なる者の

意図を許し、 サタンがキリストの偉大なるカを

試みんとするための 能力をさえ彼に与えた。

そしてみずからを この人類に害をなす者の導くままに

エルサレムの神殿の 最も高いところに

立たせたのだ、 あらゆる建物の中で最も高い建物の上に。

そして邪悪なる者は 明りの言葉をもって

このような高慢さで、語った["もしあなたが神の子ならば、

1065 

1070 

1075 

1080 

ここから大地へと急ぎ降りるがいい。 はるか以前の書にすでに 1085 

こう書かれているのですから: 全能の父が天使たちに

お命じになった、 いつどこであろうと彼らがあなたの守り手となり、

その手であなたを支えるようにと。 いやまことに、あなたは

決してあなたの足を 堅い岩や石に打ち当てることは

ないではあり ませぬかJ すると再び聖なるキリスト、

すべての人の子の最善の御方は言った・ 「書物にはこうも書いてある:

汝は汝の主、 汝の主君をあまりにひどく

試みてはならぬと。 こんなことはあなたに何の利益ももたらすまい。J

1070 

こうして彼は三度目の試みに会い、 かの人間の仇敵によって 1095 

ある高い山の上に連れて行かれた。 かの堕落への誘惑者はそこから

-20 



訳註ヘーリ アント (救世主)

国土のすべてを彼に見せた: 全世界の喜ばしい財物と、

この地上の国が所有している 優美かつ有益な

そんな財宝のすべてを。 それからこの仇なす者はこう言った .

自分はこのような良きもののすべてを、 また全世界に及ぶ 1100 

高い支配の機力を 授けようと思っている、

「もしもあなたが私の前に 身を屈し

私の足もとにひれ伏して、 私を主君とあがめ、

私の膝前で祈りを私に ささげるならば。 そうすればあなたは

今私が見せたあの財宝のすべてを わが物として所有できるのです。J 1105 

しかし聖なるキリストは もはやこれ以上

悪者の言葉を聞こうとはせず、 サタンを手きびしく追い払い、

退かせて、 そしてこう誇ったのだ、

人の子のうちの最善の御方は。 すなわち人は

全能の神に、 ただその御ひとりにのみ仕えるべきである、 1110 

多くのつわものは、 勇者たる者は、その御方の恩寵を願って

心からへりくだって rそうすればすべての人にと って

救いはもう手の届くところにあるのですJ するとこの不正なる者は、

すっかり意気消沈したサタンは、 人に仇なす者はそこを去って

地獄の谷間にもと'って行った。 すると神の天使の大軍勢が、 1115 

天上のすべてを支配する御方のもとから、 キリストのところに

降りて来た キリストにお仕えし、

うやうやしく かしずきもてなす

ためであった。 人はだれでも偉大なる万民の神には、

主なる神、天の王なる神には そうすべきなのである。 1120 

[福音書その他との対応)1024-1032行は「マタ イJ4章l節、 1032・1049行は同3節および9

節についてのHrabanus、1052・1061行は同 2節およびHrabanus、1062・1067行は同 3節。

1067-1072行は同4節およひ:'Hrabanus、1075-1083lTI;l:同 5節およびHrabanus、1083-1091

行は同 6節、 1091-1094行は同 7節、 1095・1100行は同 8節、 1100-1105行は同 9節、 1106-

1112行は同10節、 1113-1120行は同11節。

(Tati阻との対応〕第15章。
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第13歌章註 解

1020) SO ge仕agnic :口承文芸の名残りとしての慣用句c 288行註参照。 gihuuilicun

複数与格 (342行註参照)。

1021) loboda: r誉め称えて勧める」。単純な対格目的語leraと、対格不定句hebanrikite 

geuuinnanneの双方をともなっている。現代独語なら前者にはloben，後者にはgelobenなどを用

いるべきところ。

1023) uuelono : 871行既出のwelor財、富Jの複数属格。

1024) sinlif : stn. sin-lif r永遠の生命jの単数対格。 smはゲルマ ン祖語*sim-，印欧祖語

決 sem-rひとつの;いつも同じの」に由来し、ラテ ン語sim-plex，sin-pli， sem-perなどと同根。

日本語 「常世」の「常Jに類似する。キリストによって得られる「永遠の生命Jvita aeternaは

『へーリアントjではewiglifで表されることが多いが、頭績に好都合なこのsin-lifも愛好され、

6例も見られる独特な用語である。このSln-は後世にはあまり用いられなくなるが、現代独語で

はSint-flutr (ノアの)大洪水」に残る。 (r永遠に続く大洪水Jが原義だが、誤ってSunder罪
悪」と関連づけられて ιが入った。) he:キリ スト。1026行のwaldandessunuではじめて明

らかになる。

1027) im:与格再帰代名詞。 岳nodi: f/n. r荒れ野J(独Ein-ode)。原義は 「ひとりぼっち

の寂しいところ」で、数詞enにゲルマン祖語の接尾辞九odus，-otusのついたもの。Oder荒蕪

地」とは無関係であるが、盛期中世以降いわゆる VolksetymologieでOdeと関連づけて考えられ

ている。 erlodrohtin: r高貴な者たちの主君、玉の中の王者」。

1028) ne…liudeo than mer: rもはやだれも...ないJothanは「なお、その分だけさらに」

の意。 652，860， 974行に既出。 also…gicos 主君なのに家来がひと りも付いていないという

不自然さを説明するための挿入句。

1030) is :主語heの再帰代名詞属倍。次のkostonr試みる、 誘惑するJが属裕目的語をと る

ためっ koston sωu. r試みる、試練にあわせるJの不定形。kiosanやラテン誇gustareと同

系で、原義は「味わってみる」。現代独kostenr賞味する」に残る。ちなみに 「値段」に関する

独 kosten，英tocostは、ラテン語constarer確立 している」に由来し、別系統である。

craftiga uuihti 複数対格。 latanの目的語・「力強き悪者どもをしてJowiht rこと、ものJ

がタブーを避ける代名詞として「妖精、魔物Jを意味したことについてはお行註に既述。ただし

この意味では常に複数である。

1031) selbon Satanasan rサタンみずからをしてJ0 SatanasanはSatanasの単数対格形

(ただしc-写本ではSatanase)0 r仇敵、宿敵jを原義とするへプライ語のギリシャ・ラテン話主

格形がSatanasで、神の意図に逆らって人聞を堕落させようとする悪霊たちの首領とみなされる。

神の側に立って彼らと飼う天使たちの首領がMichaelである。 spenit(C-写本 spanitl

stv. (羽lspanan r誘引する，刺激する」の現在 3人称単数。印欧祖語*sp[hle-r引く、張るj
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に由来し、独spannen，英tospanに残る。独Gespenstr幽霊J(く 「悪へと誘惑するものJ)、

wider-spenstig r強情なJ(く「誘引に逆らう J)なども同系。

1032) m四:複数対格。 consta: < kunnan (独kennen，英toknow)の過去3人材、単数。

1033) erist :αdv. rその最初のときにJ。

1035) bisuec : stv. (1) bi-swikan rたぷらかす」の過去3人称単数。swikanr窮地に陥れ

るJとともに、「ぶらぶらする」という現代独schweifen，r掃く」の英ωsweepなどと問視。「不

安定な、正しくない状態に綴り動かすJが原義である。 sinhiun swm. pl. sin-hiwun r夫婦J

の対格 sin-は1024行既出のsin-lifr永速の生命Jのsin-と同じもの，hiwunは、 hIwar妻」

(302行)、 gi-hiwanr結婚するJ(308行)、 hiwiskir家族J(356行)と同根で、印欧祖語*I<eト

「機たわっている、宿営する、住むJに由来する (ラ テン語civisr市民Jも同系)。しかしs.n

hIwun r夫婦」を「永遠に共寝する者」のように詩的に、あるいは狭義に理解する必要はな く

(ゲルマン諸請の散文にこの表現は頻出する)、 「婚姻という法律を通じて恒常的に共同生活を営む

男女Jほどの意と恩われる。『へーリアントjに2例ある sin-hiwunは、と もにアダムとエヴァの

ことを指す。

1036) Adaman Adamの対格(ただしc-写本ではAdam) 企uan Evaの対格。

untreuua : stf. un-treuwa r不誠実さ、不正直さJ(独Untreue)の単数対格。 treuwaはゲル

マン語としては「約束厳守Jのような法律的響きの強い語であるが、キリスト教とともにより精

神的なニュアンスが濃くなった。

1037) forledda : s山 u.far-ledian r誘惑するJ(独ver・leiten)の過去 3人材、単数。

luginun : stf. lugina r嘘J(独Luge，英lie)の複数与格。 that:結果的従属接続詞。

1038) hinferdi : stf. hin-fard r死去J(独I雅lHin-fahrtJの単数与格。dodの詩的な言い換え。

現世の生命を終えて彼岸の世界に「渡る」概念は、 必ずしもキリスト教と ともに広まったわけで

はなむ~ 異教ゲルマン期にもこのイメージが定着 していたこ とは、 古英語に多く見られる同織の

表現 (hin-gang，hin-sid， ford -wegなどのケニング)で明らかである。 hellea: 898行註を参

照。

1041) bethiu : =bトthiuo575行に既出。 thiuはthatの具格。

1042) Satanase :単数与格。

1043) tulgo :αdu. r非常にJo849行に既出。 harmαdj.159行に既出。 afonsta 過

去現在動詞af-unnanr認め(与え)ょうとしない;ねたむJ(守独mis-g-onnen)の過去3人称

単数。人の与格と事物の属格をとる。『へーリアントjにはaf-unnanとgi-unnanr認める、与え

るJ(2556行)、 ab-unstrねたみJ(3273行)がそれぞれ 1例ずつ登場するが、独gonnen，Gunst 

に残るこのunnanの語源ははっきりしない。同 じタイ プの過去現在動詞 としては kunnan，

durran， thurbanがある。

1045) them selbon sacun =独denselbenSachen。このsacaは本来の法律的意味は薄れ、
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現代独Sacheにほぼ等しい (85行註参照)。

1046) them :前行themselbonと結んで「それでもってアダムをだました (のと同じ事柄で)J

の意の指示代名詞(女性)複数与格， c-写本では関係代名詞をともなってthemtheとなってい

る。

1047) darnungo : 53行既出のαdj.derniのαdv.rひそかに、かくれてJodarnoという形で

も現れるこの語は、独Tarn-kapper (民話の)隠れ蓑」、tarnenr隠蔽する、カムフラージュす

るjに残るが語源不詳。 bidrog: stv. (II) bトdrioganrだます、誘惑するJ(独be-trugen)

の過去3人称単数ュ 26.)行のdrugi-thingrごまかしJ、681行のgi-drogrまぼろし」と同系。おそ

らく dromr夢J(英dream，独Traum) も同根であろ う。 that…led:挿入句。thatは結果を

示す接続詞。

1048) selban :次ji Kristにつくので男性単数対格。 don: bidrogとbisuuecの双方を表す

代動詞。

1050) uuamscadon r悪魔」の言い換えとしてのwam-scadoについては742行註を参照。

1051) herte : C-写本ではhertao giherdid. s凹 v.herdian r堅くする、強化するJ(独

harten，英toharden)の過去分詞。

育 1032行から 1050行までのサタンの性他づけは福音書にはなく、 Hrabanusの註解に依存し

ていると思われる。

1053) fastunnea : M・写本ではfastun，語源は876行註を参照 ρ nahto 数詞を規定する

複数属格。日数を数えるのに ，-fLを単位にすることが多い点については、145行wintarの註を

参照。

1054) so :従属接続詞 r…の時Jo mates: stn. mat r食事jの単数属格。antbitanの屍

格目的語。 matおよびmeti(stm.)は、既にゴート諾にもmats，matjan r食事する」として登場

する古いゲルマン語だが語源ははっきりしな¥，，¥:印欧祖語*mad-r湿った、 肥えた」に由来する

か?英meatI食肉Jや独MesserrナイフJ(<古高独mezzi-sahsr食事用ナイフJ)、Mett-

wurst rメァトヴルスト(ベースト状のひき肉ソーセージ)Jなどに残る。 antbet く ant-

bitanc 126行註を参照。いわゆる「部分属格Jの目的語をとる。

1055) than langa :αdv. rその間は、その限り はJ。前行のめを補足するαdvで70行、 363

行に既出の従属接続詞ではない。 gidorstun: < gi・durrano derneaαdj. derni rかくれ

た、狭婚な」 の複数主硲。53行に既出。1047行にαdv.darnungoが主霊場。 uuihti 83行およ

び1030行註参照。

1057) geginuuardan inaの補語なので男性単数対格形二 enfald :αdj. en-fald r単純明

白な;本当のJ(独ein-ぬltig)の男性単数主格。「一重のJが原義。後半-faldは印欧祖語、el-

「折りたたむ」に由来 し、英tofold，独falten，Falteなとに残るヨゴート語に既に同義のain-falts

があり、同 し梼造のtwei-f1sr両義性→疑惑J(主主Zweifel;英doubtも数詞 2を核とする ラテン語
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借用語)と対になっているごen-faldはあるいは緩sim-plex(独simpel，英田皿ple)の翻訳借用語

かもしれない3 なお、 287行twifliの註も参照。

1058) forutar :対格支配のprap.far-utar fーなしのJ(独auser，英with-out)0 uuiht 

「いささかも…ない」意の強調。

1059) he ina : heはキリスト、 maは再帰代名詞対格。 gehung問 an sωv. ['空腹にさせ

るJ(独hungern，英tohunger)。

1060) menniski : f f人間であること、人悶と しての存在」の単数与的 man(n) ['人間Jに

接尾辞-isk(独ーisch，英ーish)のついたαdj.mennisklmannisk (ゴート語mannisks)から作られ

た抽象名詞ε 更に具象名詞menniskof人間Jも作られたが、これは独Mensch，蘭mensとして

残る。 moses stn. mos ['食物、食事jの単数属格。lustianの属格目的語。1054行の

皿atlmetiと同根で、原義!;l:f脂の したたる」 かと推測される。 独Musiムース、ピュ レーJ、

Ge-muse i野菜J(Musの集合名古~ o 原義は「野菜や穀物のごった煮、 おかゆJo i野菜Jに意味

が限定きれたのは18世紀頃から)、 Mast['肥育、l杷1fn，ロ]判、 masteni肥育する」などに残る 3

lustean 脚 U非人称動詞lustian[' (人の対格と物の属格とともに)・1こ・・をほしがらせるJ(独

ge-Iusten)の不定形。名詞lust(独Lust，:?A lust)の派生話。

1062) mirki :αdj. i暗い、腹黒いJ(英murky，mirky)。北欧、英、北独にのみ見られ、高

地独語にはない。 menscado swm. men-skado ['悪人;悪魔Jo742行のwam-skadoと同じ

く「悪魔、サタン jの言い替え。直訳すれば 「悪事の危害者Jとい う同義反復的表現。

岳Duald:αdj. =enfald (1057行)。

1063) uuissungo : adv. ['確かに、きっとJ(独ge-wis)。動詞witan(独wissen)の派生語

で、「知られるはずの」が原義ュ更にさかのぼればラテン誇videof見 {て知)る」などとも同根3

副詞は普通、形容認に-0の語尾をつけて作られるが、 -ungoの場合も少数例ある darnungo fひ

そかにJ(1047行)、 gegnungo['明らかにJ(188行)など。

食 1054行から 1063行までは作者の補足。Hrabanusのマタ イ註解を参照している様子が見受

けられる。断食を知らなかったゲルマン人に、キ リストの40日間の荒野の断食の意味を説明する

ことは困難だったに相違ない一進んで断食をして空腹と なることによってサタンに人間たること

を信じさせ、そしてその後はじめて誘惑を受ける、というキリストの 「作戦」の説明であるz

1064) g'岳r質問主d: stm. ger-fiund ['槍をもった宿敵」。これも fi悪魔、サタ ン」の言い答え。ラ

テン誇gaesu皿「投げ槍」と同i原のger(独Ger)ははじめは木製や石製であったが、製鉄技術に

長じたケルトのもとで鉄の徳先を得、それを学んだゲルマン人の間で剣とならぶ有力な武器とな

ったご このger-自undという表現にも、 gerに対する畏怖のニュアンスがこもっているように思う。

1066) brod : stn. fパンJ(独Brot，英bread)の単数対格。「発酵する、醸造するJの独

brauen，英tobrewと関係があるらしい 「パンJはゴート語ではhl剖色 (英loaf，独Laib)のみ v

ドイツにおいても 長いこと南独はLaib系であったが、 しだいに北独のBrotに統ーされたτ
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st品目un: stm. sten r石、岩石J(独Stein，英sωne)の複数与格。

1067) Geh岳li: sωv. gi-helian (独heilen，英toheallの命令法 2人称、単数。 hung剖・:

stm. (独Hunger，英hunger)。

1068) eldibarn : 408行にeldeobarnとして既出。 brodes..次行libbianの属格目的語。

摂食、飲食、 享受の動詞は属格目的語をとることが多い:waters drinkan (1965行)。

1069) thurh: r・・の故に、…のためを思ってJ(独wegen，um '''willen)。手段のthurl、では

ない (657行にthurhKristaが登場)。

1071) thea :前行thiuwercを受ける関係代名詞なので、 c-写本のごとく thiuが正しL、。

ahludid : sωv. a-hludian r告げ知らせるjの過去分詞。hludr声高のJ(独laut，英loud)の派

生語。当然ながら文書ではなく音声による告知のこと。 tungun: sω{. tunga (英tongue，独

Zunge)の単数与格。

1072) galme : stm. galm r声;物音」 の単数与格。 ~n~祖語*ghel- r叫A、」 に由来し、ゴー

ト語goljanr呼びかける、挨拶する」、独gellenr鋭く鳴りひびく」、英知 yellr叫ぶ、 声援するj

なとが同系。また、独Nachtトgall，英nightin-galeの後半も同系で「夜に鳴く者」が原義。

1073) so huilicon :関係代名詞sohwilik ..SOの属格なので、 M-写本のごとく 5Ohwilikesの

方が正しい。

1074) that :前行の指示代名詞thatを受ける関係代名詞、中性単数対格。 gebiudid: gi-

biodanの現在 3人称単数。 「命じられている」という意味の自動詞。529行に既出。

1075) niuson (=niusian) s山 v.r試みる」の不定形。ゴート語や古英語にも類語があるが、

語源未詳。

1076) unhiuri :αdj. r恐ろ しい、ものすごいJ(独un-geheuer)の男性単数主格。 hiuri(独

ge-heuer)は302，356， 1035行に既出の 「共寝をする、家庭を営む」の芳、の印欧祖語中止elーに由、主

「親しみのある、心を許すことのでき るJが原義。 odrusidu: rふたたびJ.sid I道、行程J

はこのように「…度目、 …回目」という時間的意味にも用いられる。

1077) fandoda : sωv_ fandon r試みに会わせる、わなにかけよ うとするJ( <p ~虫色hnden

「捕らえようとする、探索するJ)の過去 3人称単数。findanと同根。 isfrohan :サタ ンが神

ないしキリストに仕える存在であることがここではっきり表現されている。

1079) coston : 1030行に既出。

1080) ina : =Krist. liudscadon: s山 m.liud-skado r人を害する者、悪魔」の単数対格。

古英語にも l忌od-sceadaとして悪魔や怪物の代名詞に登場するが、『へーリ7ントjではこの 1例

のみ。5kado(古英語5ceadu)は独Schaden，笑5catheと同根で「害する者Jの意。

1081) that :独50das，英50that。

1082) alles :αdv. rまったく、完全にJ。もとはallの中性単数属格。 obanuuardan

aの.oban-ward r上方へのJ(独auf-wart5，英up-ward)の男性単数対格。前行inaを修飾し 「完
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全に高い位置へと彼を」の意。 しかしHeyneやPiperはαdvと解している。

1083) hohost : hohの最上級、中性単数対格(秒、hochst，英highest). hoscuuordun 

stn. hosk-word i明りの言葉Jの複数与格(具格機能).hosk i噸り」は古英語にも husc，hospと

いう形で見られ、おそらくは瑚笑の擬音に由来するだろう。

1084) gelp : stn. i大言壮語;侮蔑、瑚笑Jの単数対格。1072行のgalmi声、物音」と同じ

く印欧祖語*ghel-i叫ぶJに由来する。

1085) scrid : stv. (1) skndan iすばやく動く、移行するJ(独schreiten)の命令法2人称単

数。独schragiななめのj と同系で元来は弧状の運動を示したらしい。「マタ イJ4-6のMittete 

deorsum i下に身を投げてみなさい」とはかなり異なった表現となる: iここから大地へすばやく

歩き降りよ」。もちろん頭鎮の必要からskrItanを用いたのである。 Gescriban... an bocun 

geuu討ten:外来語skrib釦とその意味借用語wtitanが併記されている例は、 622行に既出。

1087) engilun :複数与格。

1088) at uuege gehuuem gi-hweをαdjと解して単数与格wegeにつ くとも、あるいは

wegeを複数属格 (c-写本はuuegoとなっている)、 gehwemを代名詞と解することも可能であるc

gトhweをαdjとして用いるこ とは稀ではあるが、 693行のmorgangihuuemや4208行のledes

gihuuesのような事例も見られる。 sindun sindの別形。 489行に既出 (全部で7例のみ)。

1089) huuat :関投詞、825行に既出。 huuargin hwar-gin， hwer-gin，αdu. iどこか

(へ)J。否定詞と結んで「どこでも ない」の意をもっ (25行)他に、この箇所のよ うに「決し

て・いなし、Jの意をも表す。場所の疑問副詞hwar，hwerに不特定性を示す接尾辞-gin(独ir-gen-d，

nir-gen-dに残る)のついたもの。 tharft: < thurban。

1090) fotun : stm.飴tr足J(英foot，独Fus)の複数与格。 felis: slm. i岩石、石J(独

Fels)の単数対格。古ノルド語 (fjall)と独語系にのみ残る。スコ ットラ ンドの丘陵を表す英fell

は北欧諸から。 bespurnan: slu. (m) bi-spurnan r衝突するJの不定形。単純動詞spurnan

は『踏みにじる」の意で、英tospurn r踏んづける」 に残る。

ゆ93)te hardo :いわゆる Litotesi緩叙法J.320行に既出。 herranthines'" thones 

仕ohan: (1077行に既出の)fandonは属格の目的語をとる。 frumono: slf. fruma r利益、
有用性Jの複数属格。語源は52行註参照。次の代名詞negenと結ぶ。

lω5) thridde阻:序数詞thriddio(独dritt，英third)の(弱変化)男性単数対格。

1096) gibrengen : C写 本ではgibrenge加。 何回 bergthe hohon :名詞に定冠詞つき

の形容詞が後続するのは、 drohtinthe godoのように人物名詞の場合が圧倒的に多いが、この箇

所のように事物名詞のこと も少数ながら見られる・ 1509行、 1647行なと。 baJouuiso sωm. 

balu-wIso r堕落に導く者;サタン、悪魔」の単数主格。stn.balu i破滅、罪悪J(英[雅語lbale

「禍、不幸J)とswm.wIso r導く人J(独Weiser)(く swv.wIsian r示す、教えるJ[独weisen])

との合成語。「サタンJの言い換え (Kenning)であるこの表現は古英語にはなく、『へーリ アン
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けのこの 1例しか霊場しない。おそらく『ヘーリアントj詩人の新造語であろう。

1097) al :代名詞、中性単数対格。次のirminthiode(単数属格)と結ぶ。 obarsehan

stv. obar-sehan 1見渡すJ(独uber-sehen)の不定形 irminthiode irmin-thiodaの単数属

格。c-写本てはirmin-theoda。

1098) uuonotsamanαdj. wonod-sam 1喜ばしい」の男性単数対格。 sωv.wonon 1住むJ

(独wohnen 原義は「快適に感じる、安楽に生活するJ)やstf.wunnia 1喜び、至祷J(独

Wonne)と同校。 871行のwunsamの註も参照。 uuelon• sωm. welo 1富、財産」の単数対

格。871行に既出。

1099) odes : stn. od 1財宝、富 J の単数属絡，all sulicと結ぶ。ゴー ト語をはじめとして全

ゲルマン語に見られるこの語の語源は未詳。 124行のαdj.odan 1 (財を)与えられた」、 947行の

up・od1天の財宝」の註を参照c 独Klein-od1装身具」に残るという説もある (Berr)が疑わし

い。 so:関係代名詞。 thius 指示形容詞thesaの女性単数主格。 bihabad: swυbi 

hebbian r包括するjの現在3人称単数。 c-写本はbirid(< beran)。

1100) fagaroro仕u皿 ono 複数属格。 soと結ぶ部分属格であり、 かつodesという先行属絡

に対する同格語でもある。

1101) al so godlic :名詞的な中性単数対格。

1102) herido皿 os: stm. heri-dom 1支配領域、領国;支配倦」の緩数対格。「箪勢、国民J

のheri(411行註参照)と「決定、判決;ほまれ」のdom(490行註参照)との合成語。結局「軍

勢・大衆への支配」ほどの意で、ラテン語原文 <1マタイJ4-8)のregnamundiの観訳。複数

domosもregna(複数)の直訳と思われる。

1103) mi for frohan habas : for ... hebbian=独fur..・halten，英take…for…3 

1104) bedos : < swv. bedon (独beten)c barma: stm. barm 1膝、ふところ」の単数与

格。語源は216行註を参照。 brucan: stv. (II) 1享受する、 楽しむJ(守独brauchen)。印

欧祖請もhr色gr実る、享受する」に由来し、ラテ ン語fruor1使う、享受する」や、その関連語

加 x，fJ百ictus(独Frucht，英仕uit)と同根。属格の目的語をとる。

1105) oduuelon : swm. od-welo r富、財産jの単数属倍。前行brucanの目的語。同義反復

的表現。 giogit: sωv. ogian r見せる」の完了分認。名詞oga1目jから作られた動詞で、「目

前に笹く」が原義。日本語の 「目」と「見る、見せる」の関連に類似。現代独語には存在せず、

ただsicher-eignen 1自分を見せる、生ずるJに残る (Tatianでは siher-ougan)。

1106) thes 1岳dan: 1この都悪なる者のj。αdj.l品dの名詞的用法。

1107) fordref : stu. < 1) far-driban 1追い払うJ(独ver-treiben)の過去3人称単数。

1108) forsuuep : stv. (刊)far-sw岳pan1追い払うJの過去 3人材、単数。swepanは英to

sweep r掃さのけるJ、swooprひったくるJ、独schwingen1振り動かすJ、schweifen1さまよ

うJなどと同系。
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1110) im岳num rただ彼(=神)おひとりにJo thionon 不定形‘skoldinが省略され

ている。

1111) thiolico : 99行に既出。独dienen，Dienstなどと同系。原義は 「使い走りをするしもベ

のように」。

1112) gelang :αdj. gi・langr手が届く 、到達可能の」。人の与絡をと もなう (manno

gehuuilicun)。長いHe般(空間・時間双方の)をへだてたある対象物を欲して手を差しのばす意

にlangllongは用いられ、英tolong，独ver-langenなどもその例である。

1113) gehuuilicun 複数与格 (342行註参照)。

1114)必ragmod: 822行に既出τ

1115) ferndalu : stn. *fern-dal r地獄の谷」の複数与倍。ラテン語infernusの借用語である

ぬrnについては899行註を参照。 dalr谷J(独Tal，英dale)は単独でも「地獄」を表す (2]49，

5170行)0r冥界」が地下にあるというイメージは、古典古代、ユダヤ ・キリス ト教、ゲルマン古

代に共通する。

合 サタンが意気消沈してすごすごと (seragmod)地獄の谷に帰っていく 描写は、福音書に

はない、Hrabanusは「マ タイJ4・]0についての註解で、 イエスがサタンに「永遠の灼熱の中に

去れ、 (vadein ignem aeternum) と声に出さずに言った (utsubaudiatur) Jと付け加えている

ので、 fへーリア ントj作者はこれにヒ ントを得て、 聴衆の耳を引きつけるヴイヴイ〆 ドな描写を

補足したのであろう。ただし地獄の劫火についてはゲルマン人は知らなかったので、単に「地獄

の谷」と訳したのだろう。

folc: r軍勢」というニュアンスの濃い単語である。

1117) iungardom : stm. jungar-dom r奉仕するこ と、仕えることJ(独Junger-schaft)。ほ

If同義のjungar-skepiは92，110行に既出。 jungar-skepiは聖職者として神に仕えるおもむきがあ

るのに対し、 jungar-domにはより世俗的な 「従士として主君に仕えるj響きがある。

1118) ambahtscepi : 284行に既出(独Amt・)。ゲルマン子音推移以前にゲルマン人が隣接

のケルト人から採り入れていた単語。世俗的奉仕にも宗教的奉仕にも用いられたご

1120) thiodgode : thiod-の意味については285行註を参照。

〈第14歌章最初の弟子を選ぶ〉

聖なる神の御子は 広大な原野に

長いこと留まっていたが、 ついにみずからの大きな力を

世の人身の幸福のために 示すことがより好ましいと
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考えたのである。 そこで原野という隠れ家を、

孤独の滞在の地を捨てて、 再びもののふたちの群を、 1125 

名高い多勢の民衆を、 人身のこの世の営みを求め、

ヨルダンの岸辺におもむいた。 するとそこでヨハネが彼を

神の平和の御子、 みずからの主なる御方、

聖なる天の王であることに 気づいたのであり、

弟子である勇者たちに こう言った: 1130 

「あれこそ正に神の子羊、 この広い世界から

悪しき罪とがを、 人類の邪悪さを

取り除いて くださる御方、 その名も高き主君、

王の中の最強の王。J キリストは歩みを続け、

ガリラヤに着いた、 神みずからの御子は。 1135 

彼は自分が生まれ、 立派に成長したその地の

親戚縁者のもとに行き、 次のような言葉で

キリストは、 王の中の最も力強き王は、

縁者たちに語ったのだ、 彼らがみずからの罪をつぐない、

多くの不義を 悔いるように、 1140 

悪行の数々をやめるようにと。 i昔の人々が

かつてこの地で語ったこと、 あなたたちを救おうと

天の国を約束されたこと、 これはすべて今や実現されましたっ

救い主の力によって天国は近づきました。 喜んで良いのです、

だれでも神に仕え、 神の御心にしたがって 1145 

生きょうとする人は。」 これを聞いた人キの多くは

嬉しく思った。 この人身にはキリストの教えは

たいそう甘美なものであった。 さてそれからキリストは

心正しき人々、 言葉に長じた人々の中から

弟子をとることを始めた。 ヨルダン川がガリラヤ人の土地に 1150 

境を接したところでひとつの湖を 形作っていたのだが、

彼はその湖水の岸辺に出かけたι そこにア ンデレとペトロという

2人の兄弟が 水辺に座しているのを

自にとめた。 2人はそこで広い水面に向かい、

きわめて熱心に 網を打ち、 1155 
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湖水の魚をとっていた。 神の平和の御子は

岸部に立って みずから 2人に声をかけ、

自分について来るようにと言い、 さらに、自分は 2人に同じほど

多くの神の図を与えようと言った rあなたたち 2人は

このヨルダン川でとる魚と 同じほどの数の人の子を 11印

手ずからとらえるべき人なのです。 彼らがあなたたちの教えによって

天の国に行けるように、 多くの人々がそこに達することが

できるように。」 これを聞いて兄弟の心は

喜び、に満たされた。 この人が神の御子、

愛すべき主とわかったのである。 そこでアンデレとペトロは 1165 

湖岸に持っていたもののすべて、 水から得た収穫のすべてを

そこに置き去りにした。 この神の御子とともに行き、

その従者となるという決意は 2人ともに大きなものであった。

そのようにして 至福なる報いを受けねばならないと

思ったのだ。 神の恩縄を得たいと思う人、 1170 

神の意志を実現しようと 望む人はだれでも

そのようにするものなのである。 ぞれから彼らが更に

水辺を歩いて行くと、 とある岸辺で l人の老人が

2人の息子、ヤコブとヨハネ、 とともにいるのを

見たのだった。 息子たちはまだ若者で、 1175 

父親ともども 砂浜に腰をおろし、

双手を巧みに使って、 前の晩に湖水で

裂いてしまったその網を とても熱心に

つくろい修理していた。 聖なる神の御子は

みずから彼らに声をかけ、 ヤコプとヨハネが、 1180 

若者2人がそろって 自分に従い、ともに行くようにと

命じたのである。 すると彼らにはキリストの言葉が

この世でたいそう重みをもつものとなり、 即刻その場で

年老いた父を ひとりそのままにして、

岸辺にこの老人を置き去り、 またそこにあったすべてのもの、 1185 

漁網も鋲打ち舟もそのまま打ち捨てた。 救世主キリストを、

聖なる御方を主君に選んだのだ。 彼に仕えて、その方による
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救いを得なければならぬと感じたから。 この世の勇者、もののふの

だれでもそうであるのだが。それから、世を支配する御方の子息キリストは

4人の者をつれて更に進み、第 5の者を選んだのである、 1190 

とある市場の収税所において。 天の王の弟子として

心の賢明なる男を。 彼はマタイという名で、

貴族たちの もとに雇われて

主人の手もとに 届くよう年貢や関税を

集める役についていた。 誠実な心と 1195 

高貴な容姿をそなえた人だ、った。 彼もただちにすべてを捨てた、

金貨銀貨も 物納品の数々も

高価な装身具の類も。 そして私たちの主君の家来となった。

王のしもべは、 キリストをみずからの主に選んだのだ、

いかなる人間の主君も いまだかつてなかったほど 12∞ 
寛大に宝を分かち与えて下さる御方を。 彼は何にもまして甘美なる ものを、

何よりも永らえる利得をつかんだのだ。 さてこうして、すべての人々が、

どんな町のだれでもが 知るようになった、

神の御子が弟子を集め、 かつみずからが

多くの賢い言葉と 真実とを語っているということを。 1205 

栄光のしるしを示し、 しかもそれらをこの世で実際に

実現しているということを。 彼はその言葉のわざのみでなく、

行為をもって同様に 明らかにしたのであった:

彼こそが救い主であるということを、 天の主でありながら、

この中つ国の人の子たちを、 この世の光の中に住む人々を 1210 

救わんとしてやってきたということを。

〔循音書その他との対応11121-1125行は「マルコJ1章13節、 1127・1134行は「ヨハネJ1 

章29節、 35節、 36節、 1134-1135行は「ルカJ4章24節。 1135-1137行は問16節、 1137-1146

行は 「マタイJ4章17節、 「マルコJ1章15節、 1146・1148行は「ルカJ4章22節、 1150-

1156行は「マタイJ4章18節、 1156-1163行は同19節、 1165-1169行は同20節、1172-1182行

は同21節、 1182-1187行は同22節、 1189-1199行は 「マタイJ9章9節と 「ルカJ5章28節、

1202・1217行は「マタイJ4章23節と24節。

(Tatianとの対応116章、 17章、 18章、 19章、 20章、 24li'l
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第14歌章註 解

1121) sinuueldi : stn. sin-weldi I (永遠に続くほど)大きな原野Jの単数与格一sin-は1024

lrsin-lif r永遠の生命Jの註に既述c stn. weldilistm. wald (独Wald，英wealdlから作られた

集合名詞，waldlweldiは今日言うところの f森jとはやや異なり、むしろ 「原野J(独Wildnis

英wilderness)に近し~この箇所に対応する「マルコJ1 -13ではindeserto。語源未詳であるが、

おそらく1/i;/独wildと同系であろう。蛇足ながら、このsin-weldiをgroserWaldと独訳するのは

不適切である。中位以降大々的に森林を切り聞いて国土造りをしてきたドイ ツでは、 Waldは人

の手によって保護された、なつかしし、緑の安息所になっているからである。むしろ Urwald"と

すべきである。

J l~~) uueroda te uuillion r人々の幸せのためにJo hleo: stm/n. I庇護するものJ

の単数対栴 ゴート語hlijar小屋、幕屋」、中高独lie，liewa Iあずまや;木陰j{L、現代独Lee

f風下、風の当たらぬ斜面J、英leeI同」、などが同線。

1125) ard : stm. I滞在の地」の単数対格るラテ ン語arare、ゴート語arjanI耕す」と同様で、

「耕してそこに住む土地Jが原義

1126) meginthiode : stf. megin-thioda (C-写本 theoda) I大群衆Jの単数対格。 megin-

については156，841行註を参照。 dr・om: stm. Iこの世の営みJo578行に初出。

1127) stade : stm. stad I岸辺J(敏Ge-stade，Staden)の単数与絡。印欧祖語、ta"i立つJ

に由来。

1129) them helidun :次行のiungurunに同じ。ヨハネの弟子たち (綾数与格)。

1131) lamb : stn. r子羊J(英lamb，独Lamm)0 losean sω.Iosian r解放する、取り去

るJ(独losen，erl凸sen，英toloosen)。既出のa-Iosian(2.{8行)、 bi-Iosian(173行)、 los18i行)

f.;.どの同系"告

1136)仕iundun r友人」ではなく 「親戚縁者J(800行に既出入「ルカJ4 -16には「それ

から自分の育ったナサF レに行きJEt venit Nazareth. ubi erat nuti口sとあるの λで「親戚縁者J

には触れていなし‘。頭韻の必要上使用されているわけで、作者の苦心がう かがわれる。

1137) tirlico :αdu. tir-Iiko I名誉あるやりかたで、立派にJotir r名誉」は独Zier，英tlreな

どに残る(131行)0 atogan: < a-tiohan。

1140) im :与格再帰代名詞。 hreuwanが与格目的語を必要とするため。 harmuuerc

stn. harm"werk I悪事、悪行Jの後数 (又は単数)対格。

1141) feldin : swu_ fellian (28行既出)の接続法過去 3人称複数。 firindadi: stf. firin-

dad r不義 の複数対格。同義のfirin-werkは頻出するが、firin-dadはこの l例のみo firinーの語

源などは28行註を参照。

1142) huuanna :αdu. hwanna Iし、っか、いつぞや」。

1143) geh岳tu且:♂-het田 「約束するJ(主l!ver-heisen)の過去3人称複数。目的語はheban-
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nlti、 eu te belpu: r汝らにとって救いとなるようにJ。

1144) it : =hebannlti。

1145) tbeonogean : =thionon (C写本はthionoian)。

1147) lustun : stf. lust r喜びJ(独Lust，英lust)の複数与格。主にanlustunという形で用

いられる。

1148) suotea :αdj. swoti r甘し、J(英sweet，独suβ)の複数主格。

1149)郡皿ono いわゆる部分属格。ただしC写本は伊monという複数対格。

1151)阻 eban: prap. an-eban r…のきわに、 iこ接してJ。対格支配。ebanr同じJはゴー

ト語ibnsをはじめすべてのゲルマン語に見られるが (独eben，独even)、語源ははっきりしない。

1152) geuuarhtan gi-wirkianの完了分詞gi-warhtの男性単数対格形。純粋な分詞という

よりは形容詞の色が濃い。

ll53) ahastrome : stm. aha-strom i水の流れJの単数与格。aha-については758行註参照c

ll54) gebrodar : m. pl. gi-brodar r兄弟J(独Ge-bruder)。

ll55) netti : stn. r漁網J(独Netz，英net)の単数対格。ゴート語natiをはじめとして共ゲ

ルマン的単語。 thenidun・S山 v.thennian r広げる; (漁網を)投けるJ(CP独dehnen)の

過去 3人称複数。ラテ ン諾tenderei広げのばすJ、tempusr (広がりのびた)時間」などと同

系。

1156) fiscodon : swu白skonr漁をするJ(独自schen，英to6sh)の過去3人弥彼数。

ll60) fahat : stu. (四ー 1)fahan rとらえるJ(独fangen)の現在 2人材、被数。合成動詞

ant-fahan， bi-f五hanは既出。ラテン語capereと同系。

1161) te incun handun: rあなたがたの手で;手ずからJ。

1163)仕omodαdj.fro-mod r心婚しいJ(独froh-gemut)0 frah-modという形で10ll行に

既出。

ll65) samanαdv. =samad (510行)。独zu-sammen。

1167) geuunstes stm. gi-wunst r収穫、獲物J(独Ge-winn)の単数属格。stu.winnan 

(独ge-winnen，英towin)の完了分詞から作られた名詞。 C・写本はgmunnanesで、完了分詞の

まま 腐絡はめ hwatsoにかかり、「 のすべて」の窓。

1170) lon : st凡「報い、報酬J(重量Lohn)の単数対格。ゴート語launをはじめとして全ての

ケルマン語に見られる。もともとは労カ奉仕に対する報酬であるが、この箇所では既にキリスト

教の、現世での普行に対する天国における永遠の生命という報酬の意に使われている。ただし、

キリストに家来として仕えることの報酬と、 当時の人々が理解した可能性はある。

1171) githionon : sωu. r奉仕の代償として得る」。自動詞thiononi奉仕する」にgi・がつく

ことによって、他動詞化と完了相化が同時に行われている。

J 174) suni 印刷の複数対格。
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1176) th晶:=thia (C-写本)、 theao gesunfader: pl. gi-sun-fader r父と息子たち」の主

格 集合を示す緩頭辞giーはsunfaderにつくのではな く、sunのみにつ く、すなわちgisun-fader

であって、 gi-sunfaderではないというのが近年の定説(Ilkow，148頁)。 したがってこのsunは

複数形suniの・i1)'落ちたものと考えられる。類似の親族集合名詞は、古高独語の『ヒルデプラン

トの歌JHildebrandsliedのsunu-fatarungoや、古美話『ベーオウルフ』のatum-swerianr義
理の父子Jにも見られる。

1177) brugdun : stv. (皿司 2)bregdan r結ぶ、編むJ(英tobraid r緩む、編むJ)の過去3

人称複数。 bottun: s山 v.botian r改善する、修理するJ(独aus-bessem)の過去 3人称複数。

「償う、あがなう」の意味 (独busen)では877行に既出。

1178) thea : thiu nettiを指すのだからここも thiuであるべきところ。C-写本はthiu。

1179) forsliten : stv. (1) far-slitan r裂し割るJ(独[verJschleisen，英ωslit)の過去 3

人称複数。独Schlitz，英slitも悶系で、印欧祖語、kel-r切るJに由来する。

1182) kindjunge : 167， 745，750行などの例とは異なり、このkindjungのkind-にはきしたる

意味はなし、。単に頭績の必要上用いたものである。

1184) enna: rひとりのままにJ(狙all-自民英al-one)。数詞仙の男性単数対格でfadarの補

語。

1185) fehas : fehuの部分属格 (390行既出)。

1186) neglitskipu : stn. neglid-skip r鋲付け舟J(独 genagelt-，英n副 led-)の複数対格。民

族大移動期以降のゲルマン人は、古来の舟板を級で結んだタイプの他に釘 (鋲)付けにしたタイ

プの船を知っていた。製作が容易な後者が多く作られたが、しかしこのタイプは外洋航海には弱

く、湖水や河川向きだった(Iikow，320頁)0 gecurun く (gi)kios回。

1187) tharf: stf r (どうしても)必要な事柄J(独Be-darf，Be-durfnis， Not-durft)の単歓主

格 wesan+属格目的語+te不定詞と共に用いて「 ・を・・することが絶対の必要事である」の意。

169行のthurban，529行のthurftigの項を参照。

1188) te githiononne: f(神に)仕えるためにはjとも、「神の思縦を得るためにはJとも

解釈できる。 (C-写本では1187行はishuldi helponoとなっている)。

1190) fiuuariun :基数詞直war焔 uwar/fiorの名詞的用法、与格。

1191) copstedi : stf. kop-stedi i(I)市場、商底、買い物をするところ ②収税所、税関J(独

Kauf-statte)の単数与絡。kop・は俗ラテン語caupoi酒屋、従軍小高人」を借用したもので、も

ともとは中・下部ライ ン地方駐留ローマ軍に付いていたcaupoたちとのゲルマン人の(127行註

のようなワインを中心とする)物々交換、更に商取り引きを意味し、現代独Kauf，kaufen，英

cheapなどにまで引きつづき用いられている重要なことばである。ラテン諾で一般的に商人を意

味する皿ercatorやnegotiatorは採用きれなかったことは、ゲルマン人とローマ人との具体的接触

の状況がどうであったかを示す面白い資料である。後半の-stedii場所J(独Statte，Statt， statt， 
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英stead)は印欧祖語、tar立っていることjに由来し、独stehen，英tostandとも同根。さて

kop-stediは、まだ一戸建ての庖舗を持たなかったゲルマン人の「屋台見世」、またその集合であ

る 「市場」を第一義とした。ところがフランク王国の市では領主によって商品税が課され、かっ

通交関税をとりたてる税関が置かれることも多かったので、kop-stediを「収税所、税関jの意味

で用いる用法も生じた。 1191行のこの箇所のもとになった「マタイJ9・9はvidithominem 

sedentem ad teloneum Matthaeum nomine r収税所にすわっているマタイという人を見てJで

あり、だからteloneumr収税所、税関」をkop-stedi1:訳していると判断できる(Ilkow，243頁)。

telone皿を古英語でceap四四tl，古高独語でzol-husと訳した例もあることが傍証となる。

1192) modspahana :αdj. mod-spahi r心の賢明な」の男性単数対格。

1193) ambahteo : sωm. r召使い、家来Joambaht-については284，1118行の註を参照。た

いていは主君に対する(不自由民の)隷属的奉仕を表す。

1194) te is heπonhandun: r彼の主君の手に届くように」。

1195) tins : stm. r年貢、利子J(独Zins)の対格。ラテン語c吾郎usr税額算定表」からの借

用語。 tolna: stf. r関税J(独Zoll，英toll)の対格。 M-写本はtol。ギリシャ系ラテン語

teloneum r収税所Jからの借用語。

1196) adalandbari : stn. adal-andbari r高貴な容姿」の対格。andbariの語源は155行註参

照。

合 収税人マタイが特に高貴な外見を備えていたとは、福音警には書かれていなし、。ここも高

貴好みのゲルマンの定型表現。

1197) silubar : stn. r銀、 銀貨J(独創lber，英silver)の対格。共ゲルマン語であるこの語の

由来は不詳。印欧祖語からのきわめて古い借用語かと推測される。 geba: r贈物」だが、こ

こでは物納税のことであろう。

1198) medmos : stm. medom r装身具、貴金属、宝石」 の複数対格。ゴート語maitmsr贈
物j、古英語madu皿「贈物、宝石」などからわかるように元来は「贈答用の宝石・ 貴金属類jの

意。印欧祖語ネmeith-['交換Jに由来し、ラテン語mutarer交換する」とも同系。

12∞) milderan 比較級。 次のthanと結ぶ。 皿岳domgebon s山 m.m岳dom-gibor宝石

を与える人、(気前の良い)主君」の単数対格 (ただしM-写本ではmぷigebo，1345行参照)。

medomは1198行に既出。ゲルマン社会では臣下は主君に忠誠を繕げ、主君は臣下に物質的庇議

を与えるという相互依存関係が重要であった。賞金属製の腕輪bog(<p独biegen，Bogen，英bowl

「金銀の曲げ細工品」や指輪hring(独Ring，英ringlを寛大に分かち与える人 (gibolが良き主

君であった。古英語詩 『ベーオウルフjにこの種のケニングが多出する。『へーリアントjにはこ

の他にはbog-giboが2738行に登場する。

合 王侯に対するこのようなケニングは、かつては作者がキリストをゲルマン武将として描写

したことの表れと見なされたが、現在はこの見解は否定されている。聖書や教会関係文献にも神
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を「寛大な与え手Jlargitor， datorとする表現は見られ、必ずしもゲルマン古詩固有のケニング

ではないからである。

mandrobtin : stm. man-drobtin r (人間である)主君」の主格。『へーリア ントjのdrohtin

はほとんどすべてが「神Jのことであり、世俗的な人間界の 「主君」 を表すのは3423行のerlo

drohtinと、この合成名詞man-drohtinのみ。古英語誇 『ベーオウルフjでも man-dryhtenは常

に世俗的主君を表すので、古英語と古ザクセン誇の詩文芸に共通の語葉のひとつであると考えら

れる(Ilkow，274頁)。

1201) uuodera :αdj. wodi r甘い、楽しい」の比較級、中性単数対絡今ゴート語にも woteis

があるが、語i原本謀。同義のswoti(独sus，英sweet，ゴート語印刷s)と同根という説もある。

1202) langsarnoronαdj. lang-sam r永続的な、永遠の」の比較級、男性単数対格。接尾

辞-sam(独占am，英・some)については871行註を参照 現代独langsamrゆっく りとした、遅いj

は中世に別語源のlang-s町田irためらった、のろのろした」 の意味を取りこんで、本来の 「永続

的なJという意味を失った。 rad: r熟慮、考慮J(独Rad)が原義だが (226行註参照)、こ

こでは「得策、利益」ほどの意。「よく考えた上での上々の策、配慮jが出発点であろう。

1208) same :αdv. sama， samo r同機にJ(英same)。いつもめと一緒に用いられる。 871行

註を参照

1211) te tbesu且Iiohta:rこの (世の)光にJ= rこの世に、 俗世にjo199行他に既出。
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