
〈翻訳〉

スターティウス『テーバイス』第 1巻

長島 真以於 訳

凡例

1.　 スターティウス『テーバイス』の翻訳にあたってはHill, D. E. ed. 1983. P. 
Papini Stati Thebaidos Libri XII. Mnemosyne Supplement 79. Leiden: Brill. 
を、̒In principio’ accessusの翻訳にあたっては Anderson, H. ed. 1997. ʻ�e 
In principio accessusʼ. Medieval Accessus to Statius. PhD diss. Ohio State 
University. pp.70-79. を底本とした。参照した他の校訂本、註釈書、訳書、
研究書、論文は各翻訳後の参考文献表に記している。

2.　 訳文中の（ ）は訳者による補いを、［ ］は底本に於ける行番号を表す。
後者は、便宜的に 10行ごとに表示しているが、翻訳という性格上、原
文行との厳密な対応は期し難く、あくまでもこれは目安である。ダッシュ
は読みやすさを考慮して訳者が付した。

3.　 ラテン語固有名詞のカタカナ表記については次の原則に従った。① ph, 
th, ch, rhはそれぞれ p, t, c, rと同音に扱う。② cc, ll, pp, rr, ss, ttは「ッ」
で表す。③音引きは省略しない。④一般にはギリシア語形で広く知られ
ている固有名詞も、ラテン語形で表す。ただし慣例を考慮してこれに従
わない若干の例外がある。

4.　 『テーバイス』本編の翻訳に於いては、脚註は最小限に留め、代わりに高
津春繁『ギリシア・ローマ神話辞典』（1960）への参照指示を「→ *ポ
リュネイケース」の如く掲げた。なお、スターティウスによる神話の利
用および先行するラテン語叙事詩との間テクスト性に関して、訳者によ
る次の様な論文がある。Nagashima, M. 2019. ʻOn Statiusʼ Thebaid 1.314-
5 and Its Intertextsʼ. Bulletin of Classical Studies 28. pp.37-56.
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解題に代えて―〈翻訳〉ʻIn principioʼ accessus1

各々の歴
アウク ト ル ･ ヒ ス ト リ オ グ ラ フ ス

史著述家（作品）の初めに於いては、セルウィウスが示す様に、
以下の事柄が調べられ、入念に鑑定されなければならない。即ち、詩人の生涯、
作品の題、詩の性質、筆者の意図、（素材の）扱い方、素材、（作品の）目的、
いかなる文体を用いているか、いかなる著者を模しているか、いかなる哲学
分野に属しているか、である 2。これらの各々について、ここに示した順序
で述べていこう。
詩人の生涯に関しては、［10］探求に値する以下の事柄について述べる。

即ち、誰に出自が求められるか、どの様な性格だったか、どこで生まれた
か、いつ、どこで学んだかである。さて、この著者は、高名なパーピニウス
を父に、アギリーナを母に持ち、トローサ市民として生を受けたと書かれて
いる 3。ブルデガリスとナルボーで学び、ガッリアで著名な修辞学教師となっ
た 4。後にローマへと移り、そこでこの詩を作った。ウェスパシアーヌスと
その子ティトゥスの時代に学び、小ティトゥスと呼ばれたドミティアーヌス
の治世まで生きた 5。高潔な性格に恵まれ、［20］明敏な頭脳と確固たる記
憶力、また輝かしい才能を持ち、弁論術に熟達し、そして自由学芸の知識に
精通していた。こと雄弁さについては、ユウェナーリス（『風刺詩』7.82-4）
が彼のことをこう記憶するほどであった。

スターティウスが朗読会の日付を決め、都を喜ばせると、人々は彼の心
地よい声と愛すべき詩『テーバイス』を目当てに駆けつける。

「スールクルス」（Surculus）、即ち「高みから歌う人」（sursum canens）の如
き「スールスルス」（Sursulus）という名前を与えられたのは、［30］他の詩
人たちの中でウェルギリウスに次ぐ地位を獲得し、人々の好意を勝ち取った
が故に他ならない 6。
この本の題は以下の通り。「スールクルス・パーピニウス・スターティウ
スの『テーバイス』第一巻の始まり」（Surculi Papinii Stacii Thebaidos liber 
primus incipit）。上述の通り、彼は、まるで「高みから歌っている」かの様に、
「スールクルス」と呼ばれているが、それは添え名（agnomen）である。「パー
ピニウス」は父に由来する名で、それは家名（cognomen）である。そして、
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「スターティウス」は固有名（proprium nomen）で、［40］その生に対する
確たる信念（statu vite sue）からそう名付けられた。というのも、彼は悪
と、移ろいやすい偶運事とに断固として相対し、追

ついしょうもの

従者に心を奪われること
もなく、悲しみの衝撃にも屈しないと考えられていたからである。�ebais, 
�ebaidosという語は、「テーバエの物語」を指す女性形の父称名詞である 7。
第二巻が続くため、正しく「第一巻」と呼ばれており、全十二巻ある。「本」
（liber）は「気苦労から自由にする（liberans）もの」ないし「気苦労からの
解放と自由（liberum）を目指すもの」の如く、そう呼ばれる。ユウェナー
リス（『風刺詩』7.63-5）はこう歌っている。

もし彼が詩作のことのみで己を苛んだのではないならば、またもし我ら
の胸が二重の気苦労を抱えず、キッラとニューサの聖域を引きずり回さ
れるのでないならば、詩才はどこで活きるというのか 8。

ここから、哲学者たちは二柱の神々、即ちバックスとアポッローが詩神であ
ると考えてきた。［50］アポッローを通じては知性が、バックスを通じては
十分な私財が暗示されよう。「始まり」（incipit）は、先行するものがないた
めそう呼ばれる。「なぜこれほど多くの名詞が題に含まれるのか」という不
満の声には、「これらの言葉で以て著者を確立し、作品に真正性をもたらす
ため」と答えよう。
詩の種類は英雄詩形で、人間と同様に神々も（登場人物に）含み、（内容には）
真実と虚構が混ざっている。
この作品に於けるスターティウスの意図はテーバエの物語を記述すること
である。この意図については、多様な人々によって多様な理由が示されてい
る。ある人々はこう語る。「ウェスパシアーヌスの崩御後、彼の子ティトゥ
スとドミティアーヌスは支配欲に心を燃え上がらせ、兄弟の間に憎しみが生
じた。そこで、［60］彼らを諫止するために、この著者はテーバエの物語を
記すことに決めたのだ」。この要因に従うならば、彼の意図する有益性はこ
の様になる。王権への欲に心を燃やし、挙句の果てに、互いを傷つけ殺し合っ
た最悪の兄弟、即ちエテオクレースとポリュニーケースに起こった出来事を
知れば、彼らも同じ様な罪を差し控えるだろう、と。この様な意見を言う人々
は、間違いなく、スエートーニウスの以下の記述を踏まえているように思わ
れる。彼は『十二人のローマ皇帝伝』（「ティトゥス伝」9.3）に於いて、と
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りわけティトゥスに関してこう述べている。［70］ 

彼の弟ドミティアーヌスは、兄の命を密かに狙うことをやめようとせず、
彼の面前で軍隊を扇動しさえした。しかし、ティトゥスの方は、弟を殺
すこともできたにもかかわらず、彼を追放しようとも、それまでよりも
低い官職に就けようともせず、むしろ互いを愛し続けようとしばしば懇
願し、彼は帝位の後継者だと約束していた 9。

また、ある人々は、ティトゥスが崩御し、ドミティアーヌスが既に王権を
手にした後にスターティウスがこの作品に取り掛かったのだから、［80］諫
止の機会はないと考え、著者の意図の要因をこの様に述べている。「ドミティ
アーヌスの時代、スターティウスは、ローマには各地から詩人が集まり、そ
こでは最高の名誉が得られるということを聞いていた。そこでついに彼も
ローマに来たり、ローマの人々と皇帝の寵愛を得た後に、（詩について）長
くかけて構想した。やがて、非常に古く、ほとんど忘れられかけていたテー
バエの物語を呼び起こし、［90］記述して記憶に残そうと、またそうするこ
とで、皇帝とローマの人々を喜ばせようと考えたのだ」。（こちらの意見に従
うと、）著者の意図は、エテオクレースとポリュニーケース、および両者の
支持者たちの間の戦を記述することである。
（素材の）扱い方は三つに分かれている。というのも、時には歴史を扱い、
時には詩的虚構に携わり、時には寓話を用いているからである。
素材は、エテオクレースとポリュニーケース、および両者の集めた戦列で
ある。もしくは、著者の言葉を借りるならば、「オエディプース一家の混乱」
（1.17）、即ち、母イオカスタの姦通者にして、父ラーイウスの殺人者である
非道なオエディプースと、盲目の父を蔑み、王権への欲に目が眩んで、互い
を傷つけ、［100］殺し合ったエテオクレースとポリュニーケースである。
この作品が目指す目的は、各々の陣営の不運を知り、同様の危難を招きか
ねないほどの高位を、我々が目指すことのない様にすることである。
文体には、ウェルギリウスが全て用いたところの、平明体、中庸体、荘重
体の三種類があることが知られている。文体を作風（caracteres）と呼ぶ人
もいれば、筆致（stili）と呼ぶ人もいる。彼は、『牧歌』に於いて平明体を、『農
耕詩』に於いて中庸体を、『アエネーイス』に於いて荘重体を用いている。我々
の著者は荘重体を用いている。



スターティウス『テーバイス』第 1巻（長島真以於訳） 489

（いかなる哲学分野に属しているかについて、この作品は、）我々に道徳に
ついての教訓を与えるため、政治学を介して倫理学に属している。［110］倫
理学は二種類に、即ち、各家族を我々が差配する（dispensamus）際の経済
的な（economica）倫理学―というのも、経済（economicus）という語は
差配人（dispensator）という意味を持つからである―と、政治的な（politica）
倫理学に分けられる。政治的な倫理学は、市民共同体の統治に必要な知識で
ある―というのも、国家（polis）という語は市民共同体（civitas）という
意味を持つからである。
いかなる作家を模しているかということについては、彼自らが最後に教え
てくれる。そこで彼は、「どうか、生き存えよ。だが、聖なる『アエネーイ
ス』とは張り合わず、ただ遠く離れて後を追い、いつもその跡を崇めるのだ」
（12.816-7）と語り、彼が最高のラテン詩人ウェルギリウスを模しているこ
とを示している。
ところで、［120］彼はドミティアーヌス帝を讃えるために（この詩を）書

いているが、それはテーバエの物語が何らかの点で皇帝に関係しているから
ではない。むしろ、彼は「いつの日か彼の雄大な事績を語るにふさわしい能
力を育むため、この作品に於いて才能を磨いているのだ」と言っている。故
に、「やがて来よう、私が、桂冠戴

いただ

く詩神の霊感で高められ、貴方の事績を
歌いあげる時が」（1.32-3）と述べている 10。同様に、作品『アキッレーイス』
に於いても、皇帝にこう言って約束している。［130］「そして、偉大なアキッ
レースが貴方の前座を務めよう」（1.19）。だが、死に阻まれ、各所で約束し
た内容を披露することはできなかった。
この著者は、テーバエの物語を書き始めるにあたって、他の人々の方法に
正しく倣い、提題、祈願、陳述を行っている。提題に於いては彼は「同

はらから

胞の
戦を ...」（1.1）と言い、祈願に於いては「女神たちよ、どこから始めよと命
じるのか」（1.3-4）と天佑神助を請い、陳述に於いては「はやすでに、背徳
の眼
まなこ

を報いにふさわしい手で抉
えぐ

り取り ...」（1.46）と語り始めている。
これで、言及が必要な付帯的な事柄は概観した。さあ、歩を進めて、物語
を紐解こう。
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［訳注］

1　 ここに訳出された通称 ‘In principio’ accessusは ʻthe most widely transmitted ac-

cessus to the Thebaid in the thirteenth centuryʼ (Anderson [1997] p.63) で あ る。
本 accessusについては Anderson (1988) pp.226-9、Anderson (1997) pp.63-9を、
accessus ad Statium全般については de Angelis (1997)、Anderson (2009)、Parkes 

(2015) を参照。
2　 最初の 4項目は、本 accessus作者の言葉通り、セルウィウスが『アエネーイス』
注釈の冒頭で掲げる検討項目（circumstantiae）に含まれている。一方、最後の 3

項目は 12-13世紀の accessusに多く含まれ、聖書注解を中心課題とするスコラ学
の隆盛と、それと不可分な関係にあった古典学習の復興の影響が見受けられる。

3　 トローサは現在のトゥールーズ。実際はナポリの生まれだが、Silvaeの写本が
1417年に「発見」されるまで、しばしばトゥールーズ出身の著名な修辞学教師ス
ターティウス・ウルスルスと混同されていた。ボッカチオ『愛の幻想』34 Stazio 

di Tolosa、ダンテ『神曲』煉獄篇 21.89 Tolosano、チョーサー『名声の館』1460 

The Tholosan that highte Stace等はこの誤解に由来する。
4　 ブルデガリスは現在のボルドー、ナルボーは現在のナルボンヌ。
5　 各皇帝の在位は、後 69-79年、79-81年、81-96年。
6　 cf. ピサのフグッチオ『派生語辞典』s.v. sursum「sursumないし susumは場所を
表す副詞。ここから派生した語が surus, -riである。伐採後に残る切り株、もしく
は木から切り落とされた乾いた枝のことで、一般に ramusと言い換えられる。こ
れに指小辞をつけた派生語が surculus, -liである。スターティウスは、まるで「高
みから歌っている」（sursum canens）かの様に、Surculusと呼ばれた。これは、彼
が他の詩人たちの中でウェルギリウスに次ぐ地位を獲得したからである。そして、
この surculusから、surculo, -asが派生する。これは小枝を刈り取ること、耕す準
備をすることを意味する。ここから surculatorが派生する」。なお、この後に続く
4文（底本の 32-7行）については、Anderson (1997) pp.66-7の議論に従い、テク
ストが毀れていると見て、訳出しない。

7　 cf. ʻQuaeriturʼ accessus 15-6（底本 p.25）「（アエネーアースに由来する語）Aeneis

や（テーセウスに由来する語）�eseisと同様、（テーバエに由来する語）�ebais

は女性形の父称名詞である」；Købenltavm accessus（同 p.46）20-21「アエネーアー
スに由来する（語）Aeneisと同様、アキッレースに由来する（語）Achilleisは女
性形の父称名詞である」。
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8　 底本は、ユウェナーリスの主要な校訂本では報告されていない読み vexavit (7.64) 

および nostra (7.65) を印刷している。ここでは、敢えてそれらの読みに従い、訳
出を試みた。なお、前者については、本 accessusが残る全 6写本のうち、Ander-

son (1997) pp.68-9がα系統の唯一の子孫と見なす N写本のみが一般に正しい読
みとされる vexantを伝えている。後者については、6写本全てで vestraではなく
異読 nostraが伝えられている。

9　 引用は正確ではない。ここでも本 accessusの底本の通りに訳出する。
10　 ここに「桂冠戴く」と訳出した laurigeroは、一般に正しい読みとされる Pierio (1.32) 

の異読。ただし、上掲のピサのフグッチオ『派生語辞典』s.v. oestrumおよびペト
ラルカの桂冠記念演説（Collatio Laureationis 11.23）は laurigeroの方を含む本詩
行を引用している。
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同
はらから

胞の戦を、禍
まがまが

々しい憎しみ故に交
こもごも

々争われた王権を、罪深きテーバエを
紐解くよう、ピーエリアの火が我が魂を焚き付ける 1。女神たちよ、どこから
始めよと命じるのか。私は歌うべきか、忌

い

まわしき家の起こりを、シードー
ンからの略奪を、アゲーノールの命じた苛酷な誓約を、海駆け探すカドム
スを 2。遥か昔へ遡ることになろう、不浄な畝

うね

に兵乱の種を蒔き、埋められた
戦
マールス

に慄
おのの

く農夫について説き明かし 3、また、その顛末をも掘り下げるのなら
ば―如何なる歌を以てアンピーオーンは山塊をテュルス人の城壁に近づけ
たか 4、［10］何故バックスは血族住まう城市に大いなる怒りを抱いたか 5、非
情なユーノーは何を為したか 6、憐れなアタマースは誰に弓を引いたか 7、パラ
エモーンを連れ、イオーニアの大海に身を投げんとする母は、何故恐れを抱
かなかったかを 8。ならば今は、カドムスの悲喜は過ぎたものとし、語らずに
おこう。オエディプース一家の混乱よ、我が詩の限りなれ 9。私はまだ、敢え
て歌にはしないのだから、イタリアの軍旗も、大

アル ク ト ス

熊座輝く北方での勝利も、
二度軛

くびき

に繋がれたレーヌスも、二度我らの法に従ったヒステルも、頂
いただき

より
引き摺り下されたダーキア人の共謀も、［20］それら以前に、若くしてユッ
ピテルを守られた、かの戦をも 10。帝

てい

よ、おお、ラティウムの栄光の新たな
誉れよ、御父君が老いて興

おこ

された新政を継ぎ、ローマが永遠に我が物にと願

1　 → *ピーエリア。
2　 → *エウローペー、*アゲーノール、*カドモス。「シードーン」はここでは近隣の
都市「テュルス」を指す。

3　 → *スパルトイ。
4　 → *アムピーオーン。「テュルス人の城壁」はここでは「テーバエ」を指す。
5　 → *ペンテウス。
6　 → *セメレー。
7　 → *アタマース。
8　 → *メリケルテース、*レウコテアー。
9　 → *オイディプース、*テーバイ物語。
10　 ドミティアーヌス帝の事績が列挙されている。「若くして ... かの戦」は、ユッピテ

ル神殿の鎮座するカピトーリーヌスの丘に於けるウィテッリウス党とウェスパシ
アーヌス党の間の争い（69年）を指す。当時 17-8歳のドミティアーヌスがここで
実際にどの様な役割を果たしたのかは明らかではない。
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う陛下よ、たとえ全ての星々を導く路が狭くなり、天に輝ける、 昴
プレイアデス

も北
ボレアース

風
も物裂く雷をも知らぬ一帯が貴方を誘惑するにせよ、また、燃ゆる脚持つ駿
馬の御者が輝く光輪を貴方の頭上高くに自ら置きたまうにせよ 11、もしくは、
ユッピテルが広大な天空を貴方と等しく分かちたまうにせよ、どうか、人々
を御することで満足し、［30］海と陸の支配者であり続けたまえ。そして、星々
は容赦したまえ。やがて来よう、私が、ピーエリアの霊感で高められ、貴方
の事績を歌いあげる時が。だが今は、我がケリュスの調べにふさわしい語り
がある 12、アーオニアの戦が、二王にとって致命の王笏が、際限なく死後も
続く狂乱が、火

かそ う づ み

葬堆で反目し再び争う炎が、墓を欠く二王の亡骸が、両軍の
死で空となった二市が―その時、紺青のディルケーはレルナの血に染まり、
テティスは、普段は乾いた岸に触れるイスメーヌスが、塊を成して流れ来る
ことに驚いたのだ。［40］クリーオーよ、英雄たちの誰をまず私に委ねたま
うか 13。怒りの限度を知らぬテューデウスか、桂冠戴

いただ

く予言者を突如呑み込
む大地の裂け目か 14。ヒッポメドーンも、狂乱し、敵する河を屍

かばね

の山で押し
返しつつ、私を急かす 15。かの大胆不敵なアルカディア人の戦いには悼みが、
カパネウスには未曾有の恐怖をもたらす歌が求められている 16。
はやすでに、背徳の眼

まなこ

を報いにふさわしい手で抉
えぐ

り取ったオエディプース
は、咎

とが

ある恥を永遠の夜のうちに沈め、残る命を長い死に委ねていた。闇に
身を任せ、館の内

ないおう

奥、天にも陽にも知られぬ場所に潜んでいたが、［50］過
酷な光は衰えぬ羽で心内を飛び回って彼を苛み、胸の内には罪への返報を司
る復

デ ィ ー ラ エ

讐女神が取り憑いた 17。己が命の、おぞましくも哀れな報い、空の眼
が ん か

窩
を天に晒し、虚

うつ

ろな大地を血濡れた手で叩きつつ、彼は恐ろしい声でこう訴
えた。「禍

まがまが

々しき霊と咎
とがびと

人ひしめくタルタルスを治める神々よ、汝、我が眼

11　 → *ヘーリオス。
12　 以下、後の巻で語られる内容が目次の如く列挙されている。→ *アーオニオス人、

*ディルケー、*レルネー（ここでは「アルゴス人」の意）、*テティス（ここでは
「海」の意）、*イスメーノス 1。

13　 → *クレイオー。以下、本作に於ける所謂「テーバイ攻めの七将」のうち、*ポリュ
ネイーケース と *アドラストスを除いた 5人が列挙されている。

14　 → *テューデウス、*アムピアラーオス。
15　 → *ヒッポメドーン。
16　 → *パルテノパイオス、*カパネウス。
17　 → *エリーニュスたち。
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にも陰濃い底に映る蒼白なステュクスよ、そして、一度ならぬ我が祈請を聞
き慣れたティシポネーよ、非道な願いを是

ぜ

とし、嘉
よみ

したまえ 18。いやしくも、
私に何ほどかの価値があったのならば。いやしくも、汝らが、母より生まれ
し私を懐に抱き、［60］足裏に穿

うが

たれた傷を癒したのならば。ポリュブスを
偽りの親とし、甘んじて生を送ることが出来たであろうにもかかわらず、い
やしくも、実の父を求め、双の峰の間に広がるキッラの泉を目指し、ポーキ
スの三

さ ん さ

叉の隘
あ い ろ

路で高齢の王の髪を掴み、怯える老君の顔を切り裂いたのなら
ば 19。いやしくも、汝らの手引きの下で、邪険なスピンクスの謎掛けを巧み
に解いたのならば 20。いやしくも、甘美な狂気、母との悲しむべき交わりに
我が身をやつし、汝らもよく知る通り、悖

はいぎゃく

逆の夜を幾度も過ごして汝らの
ために子らをもうけ、［70］そして、すぐに己が罪の報いを切望し、物裂く
指に身を委ね、哀れな母の下に眼球を落として来たのならば 21。聞き届けよ、
いやしくも、この願いが私に相応しく、汝ら自身が狂者に吹き込むような類
のものであるならば。いかなる床で宿したにせよ、あの者たちは、眼

まなこ

を欠き、
玉座を失った私に手を差し伸べず、その悲しみを言葉で慰めようともしな
かった 22。それどころか、見よ、彼らは傲慢で―ああ、なんたる悲痛―
我が破滅以来長く王位にあり、父の盲目を蔑

さげす

み、父の悲嘆を厭
いと

っている。彼
らにとってすら私は忌

い

まわしい存在なのか。それを、神々の父はみそなわし
つつも、無視されるのか。我が正当な報復者よ、［80］少なくとも汝はここ
へ来れ。我が後

こうえい

裔に未来永劫罰を与えよ。戴
いただ

け、血濡れた爪で引き剥がした、
血糊に塗

まみ

れたこの王冠を。父親の祈請に駆り立てられ、同
はらから

胞の間へ行き、彼
らに立ち向かえ。剣をして、血の絆を断ち切らしめよ。与えよ、冥

タルタルス

府の洞の
女王よ、私が見たいと望む通りの非道を、さすれば若

わこうど

人らの心も遅滞なく従
おう。来れ、汝にふさわしく、さすれば彼らは我が子と自ずと知れよう」。
こう言う彼に、苛烈なティシポネーは冷酷な顔を向けた。たまさか女神
は、陰鬱なコーキュートゥスのそばに座り、髪をおろして、［90］蛇らに硫
黄の水を舐めさせていたところ 23。すぐに、暗然とした河岸から飛び上がっ

18　 → *タルタロス、*ステュクス、*ティーシポネー。
19　 → *ラーイオス。
20　 → *スピンクス。
21　 → *イオカステー。
22　 → *エテオクレース、*ポリュネイケース。
23　 → *コーキュートス。
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たが、その速さたるや、ユッピテルの雷火も流星も及ばぬ。死霊の群れは女
主人に見

まみ

えるのを恐れて道を譲り、彼女は霊たちの間を通り、魂
こんぱく

魄に満ちた
陰湿な大地を抜けて、一度またげば二度とは戻れぬタエナルスの門

もんいき

閾を目指
した 24。「日」は女神の到来に気づき、その輝く馬たちを「夜」は漆黒の雲を
以て遮り、怯えさせた 25。遠くでは聳

そび

え立つアトラースが震え、揺れる肩か
ら天を振り落とした 26。ティシポネーは、マレアの谷間より地上に飛び出し、
［100］馴染みの道をテーバエへと急いだ 27。彼女がこれより速く行き来する
道は他になく、また所縁の地タルタルスの方をここより好むこともなかっ
た。惨

さんたん

憺たる頭
こうべ

の上では、群れの一部を成す角
ケラスタエ

蛇百匹が逆立ち、女神の顔に
陰を落としていた。窪んだ目の奥深くには鉄色の光が宿っていたが、それは
ちょうど、苦悩するポエベーがアトラキアの魔術で雲間に赤く染まるときの
様 28。皮膚は毒に満たされて張り、膿

うみ

を孕
はら

んで膨れていた。暗鬱な口から吹
き出る熱気は、止まぬ乾き、病、飢餓、そして諸

もろたみ

民の死をもたらす。悍
おぞま

まし
い上衣は背面でこわばり、その鉄紺の結び目は胸元で結ばれていた。［110］
この装いはアートロポスとプローセルピナ自らが作り直した物だった 29。や
がて、怒りがティシポネーの両の手を震えさせた。一方は火葬の松

たいまつ

明で輝き、
他方は生ける蛟

みずち

を持ち、空を鞭打っていた。
キタエローンの険しい嶺の、その頂

いただき

が天にも届くかという地に立つと、女
神は緑色の髪から、おぞましいシュルシュルという摩擦音を、地上への警告
として響かせた。広く、アカエアのあらゆる海岸もペロプスの王国も共鳴し
た 30。天指すパルナーススはその山腹で、また厳格なエウロータースもそれ
を聞き、響きはオエータの山腹を打ってその嶺を揺らした 31。［120］イスト

24　 ペロポンネースス半島最南端のタエナルス岬には冥界への入口があるとされてい
た。

25　 → *ヘーリオス、*ノクス。
26　 → *アトラース。
27　 所謂 ʻpoetic licenseʼ により、ペロポンネースス半島南南東のマレア岬と前述のタ

エナルス岬が同一視されているが、厳密には両者は 60km程離れている。
28　 アトラキアはギリシア中部の地名テッサリアの別名。「ポエベー」（→ *ポイベー）

はここでは「月」の意。「（月の）苦悩」は「月食」を指す常套句。テッサリアの魔
女たちは秘術を以て月を天空から引き下ろすことが出来ると考えられていた。

29　 → *アトロポス、*プロ（ー）セルピナ。
30　 → *ペロプス。ここでは「ペロポンネースス半島」の意。
31　 「厳格な」は、エウロータース川がスパルタ付近を流れることにちなむ枕詞。
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ムスも、あわや両の海にのまれるところ。かの母は、海を彷
さ ま よ

徨うパラエモー
ンを体反るイルカの手綱から自ら奪い取り、その胸に押し抱いた 32。
さて、ティシポネーがカドムスの城砦へとまっしぐらに降り立ち、習いの
雲で館を汚すやいなや、胸の奥で同

はらから

胞の心は激しく揺さぶられた 33。一族ゆ
かりの狂気と、幸せな者に対する嫉

ねた

みという病、そして憎しみを生む恐怖
が、さらに、支配への狂える愛が、互恵の断裂が、次位に甘んじれぬ野心が、
絶
ぜってん

巓に一人立つという、何より甘美な欲望が、分かち合われた王権にはつき
ものの不和が、二人の心に忍び込んだ。［130］それはあたかも、猛る家畜
の群れから選び出した二頭の若い牡牛を、農夫がひとつの鋤に繋ごうと試み
る時の様。いまだ幾度も鋤を背負わされておらず、逞しい頭

こうべ

を剛健な肩へと
下げたことがない牛たちは、怒り、互いに別の方へと引っ張り合い、等しい
力で結びをほどいて、ばらばらな足跡で畝

うねみぞ

溝を蹂躙する。まさにそのように、
不和は御し難い同

はらから

胞をすぐさま激しく狂わせた。盟約により、統治と亡命の
隔年交代が定められた。この邪険な法

のり

を以て、彼らはフォルトゥーナに変節
を強

し

いたのである 34、王位を保持する者を、［140］期日の切迫と共に、請求
者が常に悩まし続ける様にと。これが同胞の愛、これが戦を遅らせる唯一の
障壁だった。だが、それも二人目の王まで続くまい。いまだ、金属で贅沢に
飾られた黄金色の天井の鏡板も、ギリシアの大理石が聳

そび

え立ち、来客が集ま
るのに十分な広間も、輝いてはいなかった。王の穏やかならぬ眠りを見守る
槍もなく、輪番を厭

いと

う帯剣の不寝番もおらず、宝石を葡萄酒と触れ合わせ、
食物で黄金を汚そうと腐心する者もいなかった。［150］同

はらから

胞を戦に向かわ
せたのは権力そのもの。その争いは貧しい王国を巡ってのものだった。どち
らが河幅狭いディルケーの荒野を耕し、どちらがテュルスの放浪者の高から
ぬ玉座に狂喜するかが定まらぬ間に、人の法も神の掟も、生死の徳性も方正
も、全てが滅んだ 35。ああ、哀れな男たちよ、お前たちの怒りはどこを目指
しているのか。これほどの大罪で、天の両極が目指されたらどうなるだろう
か、太陽神が 曙

エーオース

差す東の要
かなめ

から姿を現しつつ、またヒベーリアなる西の門
に沈みつつ眺める地が、彼が遠くから斜光を放ちつつ触れる地、即ち北

ボレアース

風

32　 → *レウコテアー、*メリケルテース。
33　 「カドムスの城砦」はここでは「テーバエ」の意。
34　 → *フォルトゥーナ。
35　 → *ディルケー。「ディルケーの荒野」と「テュルスの放浪者」はここではそれぞ

れ「テーバエ」と「カドムス」の意。
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が凍てつかせる地や、［160］湿った南
ノトゥス

風がその熱で温める地が。はたまた、
プリュギアやテュルスの富が一所に集められていたらどうなるだろうか。だ
が、お前たちの憎しみを満足させたのは呪われた地と悖

はいぎゃく

逆の館。恐ろしい狂
気で購

あがな

ったのは、オエディプースの座だったのだ。
はやすでに、籤

くじ

運を欠き、ポリュニーケースの登極は待たれることとなっ
た。苛酷な王よ 36、汝にとって、その時の何という日だったかことか、全て
の権力を我が物とし、全ての人々が隷従し、垂れぬ頭

こうべ

などどこにもない様を、
虚
むな

しい館で、一人眺めたあの日の。早くも、怨
え ん さ

嗟の声はエキーオーンの民
の間で密かに広がり、人心は黙

もだ

しつつも元首から離反する 37。大衆の習いで、
後から来る人の方が好まれたのだ。［170］そして、ある人は、押し付けら
れた支配者を卑しい毒舌で害し、頭

こうべ

を従順に垂らして堪え忍ばないことこそ
が最善と考え、こう呼ばわった。「オーギュグスの国に、非情な運命はこの
様な籤

くじ

を引き与えたのか、恐れるべき対象をしきりに変え、ためらう項
うなじ

を交
互の軛

くびき

で従えるという 38。彼らは人々の定めを交
こもごも

々転がし、運命を弄んでい
る。交代で亡命者となる者たちに、私は常に奴隷として与えられるというの
か。神々と大地の偉大なる父よ、盟主たちにこの様な発想を与えることにし
たのはあなたか。それとも、古

いにしえ

のテーバエの予兆が今なお続いているのか、
［180］その往

か み

時、カドムスが、シードーンの雄牛の甘美な積荷をカルパトゥ
スの海に甲斐なくも探すよう命じられ、放浪のうちにヒュアンテス人の地に
国を建て、大地の裂け目に孕ませた同

はらから

胞の戦列を、凶兆の種として、後の子
孫にまで遺した、あの時より 39。見えるだろう、同輩を欠くと、権力という
物が、いかに苛酷に増長し、屹

きつりつ

立して、狂暴な表情で我らを脅
おびや

かすかが。な
んと脅迫的な顔か、万物を圧する彼の、なんと傲慢なことか。やがて一市民
になることなど、彼にできようか。かたやあの方は、嘆願者に優しく、弁も
立ち、彼よりも公平を重んじる人だった。［190］何の驚きがあろう。あの
方は独りではなかったのだから。我々はといえば、宿命のあらゆる企てに曝
され、あらゆる君主に召し出される卑しい存在。こなたでは冷たい北

ボレアース

風が、
あなたでは雲運ぶ東

エウルス

風が帆を引っ張るとき、船の命運はそれらの間で揺れ動
く―ああ、定かならぬ恐怖で引き延ばされ、いかなる民にも耐え得ぬ仮借

36　 → *エテオクレース。
37　 → *エキーオーン。「エキーオーンの民」はここでは「テーバエ人」の意。
38　 → *オーギュゴス。「オーギュグスの国」はここでは「テーバエ」の意。
39　 → *エウローペー、*スパルトイ。
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なき運命よ―、まさにそのように、一方は支配し、他方は脅かすのだ」。
さて、選ばれし神々は、ユッピテルの大

たいめい

命により、急転する天の広間へと
召集され、天の内

ないおう

奥に集まっていた。ここからは、朝
ちょうせき

夕の宮居も、全天の下
に広がる陸海も、［200］万物が同じ隔たりのうちにある。ユッピテルは神々
の間を一際高く進み行く。面

おも

は穏やかながら、皆を震えさせつつ、星が煌
きら

め
く玉座に着く。天に住まう神々は、すぐに座ろうとはせず、父神が静かに手
を振り、許しを賜るのを待った。やがて、彷徨える半神の一団や 40、空高い
雲の親戚たる河神たちや、畏

かしこ

まり、轟音を抑えつけた風神たちが金
こんじき

色の宮殿
を満たすと、天堂は多様な神々の威厳に震憾し、屋根は一層の晴天に輝き、
門扉は神秘的な光で華やいだ。［210］沈黙を命じられ、世界が恐怖で黙

もだ

すと、
ユッピテルは高みから切り出した。その神聖な言葉には、重く、不変の威厳
が伴い、運命もその声に従う。「地上の罪と、復

デ ィ ー ラ エ

讐女神にも鎮められぬ、死
すべき人間の気性を、私は託

かこ

とう。いつまで、咎
とが

ある者たちへの懲らしめを
急かされねばならぬのか。煌

きら

めく雷電で打ち据えるのはもう御免だ。とうに、
働き者のキュクロープスたちの腕も弱々しく垂れ下がり、アエオリアエの
鉄
かなとこ

床の火も消えてしまっている 41。思えば、私は以前にも悩まされた、太陽
神の馬が偽りの御者に解き放たれ、日輪が軌道を逸れて暴走したために、天
空が焼かれ、［220］大地がパエトーンの灰で荒野と化したことに 42。だがそ
れも無益だった。兄よ、貴方が力強い鉾

ほこ

を以て、禁じられた陸地へと海をし
て広く進ましめたことも、無益だったのだ。さあ、私自らが血を分けた両の
家を罰しに降ろう。彼らの血統は、源より出でて、一方はアーオニアなるテー
バエを流れ、他方はペルセウスゆかりのアルゴスに分かたれる 43。皆に植え
付けられた性向は今なお変わらない。知らない者の誰がいよう、カドムスに
よる殺害を 44、地底の棲家より度々戦へと呼び起こされる復

エ ウ メ ニ デ ス

讐女神を、邪悪
な狂喜のうちに森を馳け廻る家婦たちを 45、神々に対する、黙すべき非道を。

40　 半神は、神々でも人間でもないため、天界よりは低い区域、星々と大気が接する
空間に住まうとされる。

41　 → *キュ（ー）クロープスたち。火山性のアエオリアエ群島には、彼らと *ウゥルカー
ヌス がユッピテルの雷電や他の武具等を作る鍛冶場があるとされた。

42　 → *パエトーン。
43　 → *ペルセウス。
44　 テーバエ建国時の *ア（ー）レース 神ゆかりの竜退治を指す（→ *カドモス）。
45　 → *バッカイ。
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［230］日中のうちに、また追い払われた夜を以てしても、彼らの行いや禍
まがまが

々
しい子孫たちを数え上げることは適うまい。なんと、この不敬の継嗣などは、
父の寝台に上がり、無

む こ

辜の母の子宮を穢
けが

すことを追い求め、―ああ、なん
たる非道―帰ったのだ、自らの出で来た場所へと。それでも彼は、神々に
対して永遠の贖罪を手

た む

向け、日の光を己から拭い去り、もはや我らの、天な
る空気を糧とはしなくなった。だが、―おお、常軌を逸した悪業よ―そ
の息子たちは、落ちた眼玉を踏み躙

にじ

ったのだ。忌
い

まわしい老人よ、今、今こ
そ、お前の誓願は叶えられよう。お前の目を蔽

おお

う闇は、［240］ユッピテル
を報復者と願うに相応しい。罪深い王国に新たな騒乱を投じ、この禍

まがまが

々しい
一家全体を根絶やしにしてくれよう。義父となるアドラストゥスと、神々の
加護なき婚姻よ、我がために戦乱の種となれ。私は、かの家をも、罰を以て
責めることと決めている。偽りを言うタンタルスとその残酷な宴席の無礼は、
我が胸底に秘められ、忘れられることはないからな 46」。
全能なる父神はそう語った。しかしユーノーは、彼の言葉に傷つけられ、
燃える心中に予期せぬ悲しみを抱きつつ、こう反論した。「ああ、比類なき
正義の神よ、［250］私に命じるのですか、この私に、戦に加われと。ご存
知のはずです、私が常に、力も富も尽くし、キュクロープスの建てた城と、
名にし負う偉大なポローネウスの王権を加護していることを 47。その地で、
不
ふ ら ち

埒な貴方はといえば、眠りと死を以てパルスの雌牛の見張りを屠
ほふ

り 48、塞
がれた塔にすら黄金と成って入り込んだ様ですが 49。いいえ、身を変じての
情事は大目に見ましょう。私が憎むのは、貴方が面

おも

を晒しながら向かった都
市、私たちの偉大な婚姻の保証人たる雷鳴を轟

とどろ

かせ、私のための稲妻を投じ
た地なのですから 50。贖罪はテーバエにさせればよいこと。なぜアルゴスを
その敵

かたき

に選ぶのでしょう。我らの神聖な愛の契りにそれほど不満があるのな
ら、やってみなさい、［260］武器を以て、サムスと古

いにしえ

のミュケーナエを滅ぼし、
スパルタを壊滅させればよい 51。貴方の妻の祭壇は、どこであれ、なぜ贄

にえ

の

46　 → *タンタロス。
47　 → *ポローネウス。「キュクロープスの建てた城」と「ポローネウスの王権」はこ

こでは「アルゴス」の意。
48　 → *イーオー、*アルゴス 2。
49　 → *ダナエー。
50　 → *セメレー。
51　 サモス島は *ヘーラー 信仰が特に盛んな地として知られる。また、アルゴス、ミュ
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血と東方の香を嘉納し、なぜ暖められるのでしょう。マレオーティスなるコ
プトスや、銅鑼を鳴らして嘆くニールスの流れの方が、祈りの際に良い煙を
立てるというのに 52。しかし、もし人々が父祖の罪を贖

あがな

わねばならず、また
もし星

せいそう

霜経る歳月の頽廃を吟味するという考えを、悩みの助けとして、今更
思いついたというのなら、どの時代まで遡り、大地の狂気を拭い、世紀を正
せば満足なのでしょう。真っ先に、［270］アルペーウスがシキリアの想い
人を追い、海彷

さ ま よ

徨う波となって通り過ぎる、あれらの町々から始めねばなり
ますまい 53。一方では、悖

はいぎゃく

逆の地に、―恥ずかしくないのですか―アル
カディア人たちが貴方の神殿を建てています。他方、オエノマウスのマーウォ
ルスゆかりの戦車と、ゲタエなるハエムスの麓にこそ相応しい馬の地では、
求婚者たちの首が、胴体から引き裂かれ、今なお埋葬されずに硬直している
というのに、そこでも貴方は神殿の誉れを享受しているのです 54。咎

とが

あるイー
ダと、貴方の死について嘘をついたクレータをも、貴方は嘉

よみ

しています。な
らば、なぜ私がタンタルスの地に宿ることを妬むのですか 55。戦乱を遠ざけ、
［280］貴方の後

こうえい

裔を憐れんでださい。数多あるではないですか、禍
まがまが

々しい
婿らを被るのにより適した、貴方を敬わない王国は」。
非難に嘆願を交えつつ、ユーノーは話し終えた。感情に突き動かされ、言
葉は苛烈だったが、ユッピテルは打ち拉がれることなく、こう返した。「な
んであれ、私がお前のアルゴスに対して決めたことを、たとえそれが理に適っ
ていようと、お前が素直に受け入れるだろうとは思っていなかった。いや、
彼らのことも忘れてはいない。機会さえ十分にあれば、バックスやディオー
ネが、長々とテーバエの弁護を試みるであろうことも 56。だが、我が貫禄に

ケーナエ、スパルタは女神が「特に寵愛する 3つの町」とされる（ホメーロス『イー
リアス』4.51-2）。

52　 → *イーシス（前述の *イーオー と同一視されていた）。マレオーティスはアレク
サンドリア近郊の汽水湖だが、ここでは「エジプトの」の意。

53　 → *アルペイオス。
54　 ピーサのこと。→ *オイノマーオス。ここでは彼の駆る馬が *ディオメーデース 1 

の飼う人食い馬になぞらえられている。
55　 → *タンタロス。「タンタルスの地」はここでは「アルゴス」のこと。
56　 → *ディオニューソス、*アプロディーテー（しばしば母親の名を取って *ディオー

ネー 1 と呼ばれる）。後者はテーバエの建国者カドムスの妻 *ハルモニアー の母。
両者のテーバエ弁護の演説はそれぞれ第 7巻と第 3巻で語られる。
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対する畏敬の念が彼らを阻んでいるのだ。実に、恐ろしい泉に、兄のステュ
クスの海にかけて、［290］永遠不変の誓いを立てよう 57、言葉によって私が
説得されるようなことは決してないと。さあ、キュッレーネー生まれの我が
子よ、翼を休ませず、追い風よりも速く飛び、澄んだ空を通って闇深い王国
へと降り立ち、汝の叔父に言うのだ 58、『老ラーイウスをして上空へと上がら
しめよ』と。彼は、我が子に殺されたが、深遠なるエレブスの法により、い
まだレーテーの彼岸に受け入れられてはいないからな 59。そして彼に、その
忌
い

まわしい孫に対して、我が命令を伝えさせるのだ―それは孫王自らの望
むところでもある―、『亡命の身上を恃

たの

み、アルゴスの厚遇に増長したお
前の同

はらから

胞を、不遜にも王宮から遠く締め出し、［300］交代で王になる栄誉
を拒絶すべし』と。ここから怒りの原

も と

因が生まれる。後のことは相応しい様
に私の方で進めておこう」。
アトラースの孫は父神の言葉に従った。こうして、すぐに翼の生えたサン
ダルを踵

かかと

に結わい付け、帽子で髪を覆って星々の火を遮ると、右手に杖を持っ
た。それは、甘美な眠りを追い払い、また再びもたらす際に、暗黒のタルタ
ルスに降り、血の気の失せた霊に生命を吹き込む際に用いる、習いの杖であっ
た。飛び降りると、柔らかな空気に迎えられ、彼は身震いした。時を置かず、
虚空の内を素早く、高く飛ぶことに決め、［310］雲に大きな弧を描いた。
オエディプースの子は、亡命者として、久しく祖国を離れて放浪していた
が、こうする間も、人目に触れず、アーオニアの荒野を彷

さ ま よ

徨っていた。まさ
に今も、得られぬ定めにありながら、王国への野望を心に孕

はら

み、長い一年が
ぐずつく星座ともども進まぬことを嘆いているところ。昼も夜も彼の心を奪
う懸念はただ一つ、いつの日か、同

はらから

胞が王位を退いて地に塗
まみ

れ、自らがテー
バエと権力を手にするのを目にできるかということのみで、その日のためな
ら、命を代価に払ってもよいとさえ思う。いま亡命という出費が嵩

かさ

んでいる
かの様に悲憤したかと思うと、［320］すぐに今度は支配者の気負いを高ぶ
らせ、尊大にも、同胞が追い落とされた玉座に己が座る様を想像する。心許
ない希望は彼の精神を引き摺り、喜びは願いが長引く間に底を突いた。それ
から彼は、イーナクスの都、ダナエーゆかりの地にして、太陽を払われ、暗

57　 → *ハーデース、*ステュクス。
58　 → *メルクリウス（*ヘルメース）。「汝の叔父」は前述の *ハーデース を指す。
59　 → *エレボス、*レーテー。彼岸に渡ることができないのは、死因が親殺しだから

ではなく、埋葬されないままになっているため。
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闇に包まれたミュケーナエへと恐れず旅することを決意したが 60、それを先
導したのは復

エリーニュー ス

讐女神か、道の偶然か、はたまたアートロポスの抗えぬ招きか。
オーギュグスの民の狂気に呻る林間の空地と、バックスに捧げられた血で肥
えた丘を去ると、キタエローンが緩やかに横たわり、［330］やつれた首

こうべ

を
海の中へと傾げる地を通り越した。それから、岩

がんりょう

稜にしかとしがみつき、悪
名高いスキーローンの懸崖と、紫髪の老王が治めたスキュッラの地、そして
平穏なコリントゥスを後にし、間

はざま

の地で二つの波音を聞いた 61。
はやすでに、ポエブスは去り、水平線上に姿を現したティーターニスは、
静寂する大空を駆け、露をもたらす二頭立ての馬車で冷たい大気を薄めてい
た 62。いまや、家畜も鳥も静まり返り、「眠り」は上天からひらひらと舞い降
り、飽くなき不安に忍び込んで、［340］辛い生に心地よい忘却を与える。だが、
緋
ひ

色の空に浮かぶ雲が陽の帰還を約束することもなく、またポエブスの反照
で陰が薄まり、長引く薄

は く ぼ

暮が輝くこともなかった。地表の側ほど濃く、光を
一切通さぬ闇夜が、天空を覆った。いまや、アエオリアの堅牢な閂は打ちつ
けられて音を立て、やがて来る嵐は喧騒を以て脅かしていた 63。吼

ほ え た

立つ風は、
交わって衝突し、蝶

ちょうつがい

番を外して天
てんきゅう

穹を引き落とすと、皆で天空を奪い合う。
しかし、南

アウステル

風が覇者となり、［350］暗い渦を作って闇夜を積み重ねると、降
らせた雨を今度は猛る北

ボレアース

風が冷たい息吹で凝固させた。さらに、物裂く霹
へきれき

靂
は鳴動し、空は擂

す

られて、突然の雷火に破れた。すでに、ネメアも、タエナ
ルスの森と境を接するアルカディアの高嶺も雨に濡れ 64、イーナクスは奔流
をなし、エラシーヌスも膨れあがって、冷たい波を立てていた。以前は砂塵
に覆われ、人が踏み歩いていたような河も、もはや壁なす土手に狭められる
ことはなく、レルナの沼

しょうたく

沢も底から再び湧き出し、古
いにしえ

の毒で泡立った 65。［360］
森はみな打ち砕かれ、老いた枝葉は嵐に一掃される。長年日の目を見ること

60　 → *イーナコス、*ダナエー、*アトレウス。ミュケーナエはここでは近隣の都市「ア
ルゴス」と同一視されている。

61　 → *スキーローン、*スキュラ。「間
はざま

の地」は「イストムス」を指す。
62　 → *ポイボス、*ティーターニス（*ポイベー）。ここではそれぞれ「太陽」と「月」

の意。
63　 → *アイオリア。
64　 所謂 ʻpoetic licenseʼ により「接する」と表現されているが、ペロポンネースス半

島最南端のタエナルスと中部のアルカディアは大きく離れている。
65　 → *レルナ。
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はなかった、陰深いリュカエウスにある家畜の夏営地でさえ、露わにされた。
彼は、山が裂け、岩が飛ぶ様を見ては驚き、雲から生まれた河が山を流れ降
り、また牧夫と家畜の棲家がいたる所で激しい旋風に奪い去られる様を聞い
ては震えした。気は動転し、道のりも不確かだったが、それでも歩みを緩めず、
静寂な闇に包まれた詫びしい道を、貪

むさぼ

るように進んでいった。四
よ も

方から恐怖
が、四方から同

はらから

胞が、彼に襲いかかった。それはあたかも、冬の海に捕らわ
れた水

か こ

夫のよう。［370］月も怠惰な北斗七星もその光で愛想よく道を示し
はせず、空と海の暴乱の間

はざま

でなす術
すぐ

なく立っているが、そうする間も、忌
い

ま
わしい波に隠された岩礁か、泡だつ鋭利な巌

いわお

が、屹
きつりつ

立する舳
へ さ き

先に衝突するの
を期待している。まさにそのように、カドムスの血を引く英雄も、漆黒の森
を急ぎ抜け、幅広の盾を構えて凶暴な獣たちの棲家を震わし、胸を押し出し
て藪を切り開いた―不安のもたらす陰鬱な力が彼の心を鼓舞したのだ。や
がて、闇はイーナクスゆかりの家々に破られ、［380］市壁に明かりを投げ
かけるラーリーサなる丘が姿を現した 66。あらゆる希望に急き立てられ、彼
はそこへと飛んで行く。此

こ な た

方には左手に高きプロシュムナのユーノー神殿が、
彼
あ な た

方にはヘルクレースの炎で知られるレルナの黒い淀みがあった 67。ついに
城門が開き、彼は都の中へ通された。すぐに王館の前庭を見つけ、ここに風
雨で悴

かじか

んだ四肢を投げ出すと、見知らぬ宮殿の門に寄りかかり、固い寝床に
浅い眠りを呼び込んだ。
その地では、平穏な人生の中ほどを過ぎ、［390］齢

よわい

を重ねて老境に入っ
た王アドラストゥスが民を治めていた。彼は父祖に恵まれ、両親の血から
ユッピテルに遡ることができた。優れた性別の子はいなかったが、女子に富
み 68、世話を誓う二人の娘に支えられていた。その彼に、ポエブスは予言し
ていた―ああ、なんと、言うに恐ろしい予言！だがその真意はすぐに明か
されたのだ―、『運命に導かれてやって来る剛毛の猪と黄金色の獅子こそ
が彼女らの婿となる』と。自ら考えを巡らせた父親も、また、汝、未来に精
通するアンピアラーウスも、どちらもこの予言を理解できなかった 69。なん
となれば、アポッロー自らがそれを阻んでいたのだ。父親の不安は心の内で

66　 → *ラーリッサ。
67　 → *プロシュムナ、*レルナ。
68　 原文の動詞 virebat（393）は vir「男」と語呂合わせになっている。「より丈夫な性

別の子はいないが、世話を誓う女子二人がいたので大丈夫」といったところか。
69　 → *アムピアラーオス。
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募るばかりだった。［400］
すると、見よ、運命によって古

いにしえ

のカリュドーンを離れ―同
はらから

胞の流血に対
する自責の念が、恐怖となって彼を駆り立てたのだった―、オーレノスゆ
かりのテューデウスが、眠気を誘う夜の下、同じ森を踏み越えてくる 70。同
じく南

ノトゥス

風と雨に打たれて憤り、背中には氷が貼り付き、顔と髪は雨で濡れて
いる。そして、先客が冷たい土の上に体を投げ出している、その同じ庇

ひさし

の下
へと、彼も入り込んだ。この二人に、運命は血生臭い狂気を吹き込んだ。二
人とも、一つ屋根の下で夜を追い払うことに我慢がならなかった。暫くの間、
互いに長々と脅し文句を並べ合っていたが、［410］放たれた謗

そし

りに怒りを
しかと募らせると、共にすっくと立ち上がり、肩を露わにして、拳闘に縺

もつ

れ
込む。一方は上背で上回り、四肢も長く、年も若い盛り。他方テューデウス
には、気合いが劣らぬ力をもたらし、四肢に漲

みなぎ

る尚武の気性は小さな体を従
えていた 71。組み合う二人は、まるで投槍かリーパエイーの雹

ひょう

のように、顔
や窪んだこめかみの辺りを続けざまに拳

こぶし

で打ち合い、膝を屈めては虚
うつ

ろな下
腹を殴り合った。［420］その様を喩えれば、四年の歳月が経ち、ピーサの
雷神の下に祭典が戻り、男たちの血と汗で砂塵が燃え上がるときのよう 72。
かたや観客間の競り合いは若者たちを焚き付け、かたや締め出された母親は
息子の入賞を期待して待っている。名誉への欲ではなく、ただ憎しみのみに
煽り立てられた二人は、まさにそのように相手に襲いかかった。鈎

かぎなり

状にした
手は、顔の内奥を弄

まさぐ

り、窪んだ眼球の奥深くへと入り込んだ。ことによる
と、二人は脇に佩

は

いた剣を抜き合い―怒りはそれほどにまで彼らを掻き立
てていた―、そして、テーバエの若

わこうど

人よ、汝は敵
かたき

の手にかかって倒れ―
その方が良かったのだ―、同

はらから

胞に悼まれていたやもしれぬ、［430］もし、
かの王が、常ならぬ闇夜の喧騒と、胸の奥で喘ぐ怨

え ん さ

嗟の声に驚き、彼らの方
へと歩んでこなかったならば。穏やかだが気苦労の多い老年は、十分な眠り
を与えず、王の重荷となっていたのだった。その時彼は、無数の松

たいまつ

明を従え

70　 → *カリュドーン、*テューデウス。「同
はら か ら

胞の流血」はテューデウスによる彼自身
の兄弟の殺害を指す。「オーレノス」はアエトーリア地方にあるカリュドーンの近
隣の都市で、「オーレノスゆかりの」はここでは「カリュドーンの」ないし「アエトー
リアの」の意。

71　 「テューデウスは、体こそ小さかったが、勇士であった」（ホメーロス『イリーアス』
5.801）。

72　 「ピーサの雷神」と「祭典」はそれぞれ「*ゼウス」と「*オリュムピア競技」を指す。
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て、天井高い広間を通り、閂
かんぬき

を開けさせると、眼前の閾
しきい

に、言うも恐ろしい
光景を目にした。二人の顔は引き裂かれ、頬は血の雨に塗れていた。「怒り
の原

も と

因は何だ、若い異国の方々よ―というのも、私の民はこれほどまでの
喧嘩に訴えようとはしないからだが。その抑え難い執念は何だ。［440］何
故憎しみを以て夜の静

し じ ま

寂を破ろうとする。昼はそれほどまで短いか。心の安
らぎと眠りを、ほんのわずかに受け入れることですら不満か。だが、まずは、
どうか教えてくれ、貴方たちはどこで生まれ、どこへ旅しており、この諍

いさか

い
は何なのかを。これほどの怒りが、貴方たちが卑賤な生まれではないことを
明かしている。流血は尊大な出自の明らかな印だからな」。
王がこう言い終えるや否や、二人は、互いを睨

ね

めつつ、怒りの声を交えて、
話し始めた。「ああ、仁慈溢れるアカーイア人の王よ、どうして言葉が必要
でしょう。血に塗

まみ

れた我らの顔を、自らご覧になっているではありません
か」。言葉の端々からは［450］苛立ちと苦味が感じられた。次いで、テュー
デウスが先に語り出した。「悲運の慰めを求め、怪物孕

はら

むカリュドーンの富
とアケローウスの地を後にしてきました 73。そして、ご覧の様に、貴方の領
内に居る間に、この巨大な夜の闇が私を覆ったのです。軒下で悪天を避けよ
うとする私を邪魔した此

こ や つ

奴は何者なのでしょう。よもや、たまさか自分が先
にこの門まで来たからとでもいうのでしょうか。半人半馬のケンタウルスど
もも一所に住まい、アエトナのキュクロープスたちも睦

むつ

まじく暮らすと聞き
ます 74。凶猛な怪物たちにすら、生得の法と固有の掟は存在するのです。私
たちの場合、大地を寝床にと分け合うことは―［460］ああ、だが、それ
が何だと言うのか 75。お前が誰であれ、今日私から戦利品を奪い、喜んでこ
こを離れることになるか、もしくは、湧き出る悲しみで困

こんぱい

憊していない限り、
私が、偉大なるオエネウスの家に生まれた、マールスの穢れなき末裔である
ということを、お前に見せつけてくれるか、そのどちらかだ 76」。「気骨と血
統なら私も欠いてはいないぞ―」。他方はそう返したが、心では運命を自
覚し、父の名を明かすことは躊

た め ら

躇われた。続いて、アドラストゥスが穏やか
に言った。「もうやめになさい。夜と思わぬ勇気か怒りかが駆り立てた脅し
文句は忘れて、館に入りなさい。さあ、互いの右手を重ね、心から誓うので

73　 → *カリュドーンの猪狩、*アケローオス。
74　 → *ケンタウロス、*キュ（ー）クロープスたち。
75　 突然テューデウスの話し相手がアドラストゥスからポリュニーケースに変わる。
76　 → *オイネウス、*テューデウス。
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す。［470］ここまでの出来事は無駄ではなく、神々もみそなわそう。蓋
けだ

し、
その怒りは、やがて心地よい思い出となる様、来

きた

るべき愛が先に送り込んだ
ものやもしれぬ」。たしかに老王の予言は、空言ではなかった。というのも、
彼らは、互いに手傷を負ったのち、信義の情で結ばれたと伝えられているか
らである。彼らの信頼関係は、無謀なピーリトウスと、その最大の危機に共
に立ち向かったテーセウスの、また正気を失ったオレステースと、彼を守り、
狂暴なメガエラの矢面に立ったピュラデースのそれにも比肩した 77。この時、
猛る彼らの心は王の言葉に従順に宥

なだ

められ―それはちょうど、風による奪
い合いが収まり、波を立てずに凪ぐ海原か、伸びきらせた帆の内で［480］
漸
ようや

く消えゆくそよ風のよう―、館の内
ないおう

奥へと入っていった。
ここに至って初めて、男たちの装いと立派な物の具を子細に眺める余裕が
王に生まれた。一方の背中には屠

ほふ

られた獅子が見えた。たてがみは撫でつけ
られず、彼の両肩で逆立っていたが、それはかの獅子に、アンピトリュオー
ンの子が若年ながらテウメーソスの谷で倒し、クレオーナエの怪物との戦い
以前から身に纏

まと

っていた獅子に似せられていた 78。他方では、剛毛で覆われ、
反り返った牙を持つ恐ろしい戦利品、カリュドーンの誉れが、テューデウス
の広い肩を辛うじて覆っていた 79。これら全てを目にした老王は、［490］ポ
エブスの神託を、即ち、言

こと

の葉
は

語る洞
ほら

が与えた忠告を理解し、呆然として釘
付けになった 80。眺めつつ、冷たい唇を閉じて押し黙っていたが、喜ばしい
震えは身体中に行き渡る。いまや彼は、見

み ま ご

紛うことのない神意によって導か
れたこの男たちこそが、予言者アポッローが謎々を織り交ぜて示した、獣の
姿に扮し、婿になると予告された者たちだと明らかになろうと感じていた。
そして、星々に向かって手を伸ばしつつ、こう言った。「ああ、天地の労苦
を包み込み、燃える星々を多様な軌道で送り出す「夜」よ、次の日の出が覚
醒させるまで、［500］困

こんぱい

憊した生き物たちに再び生気を与えることを是
ぜ

と
する「夜」よ、寛大なるかな、あなたは、思い迷いつつ探し求めていた確信
を私に与え、古

いにしえ

の宿命の興
おこ

りを明かしている 81。願わくは、その務めを推し
進め、あなたの予兆を確かなものとしたまえ。我が氏族は、星

せいそう

霜経る歳月の

77　 → *ペイリトオス、*メガイラ、*ピュラデース。
78　 → *ヘーラクレース（両所でのライオン退治については p.236bと p.237bを参照）。
79　 → *カリュドーンの猪狩。
80　 → *デルポイ。
81　 → *ノクス。
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巡りが計られる限り、いつまでもあなたを称え、敬おう。女神よ、あなたに、
選りすぐりの項

うなじ

もつ黒い牡牛を犠牲として捧げ、ウルカーヌスの炎には新鮮
な乳を振り撒き、供

く も つ

物の内臓を摂
と

らせよう。ご機嫌よう、鼎
かなえ

の古
いにしえ

の真理よ、
闇深い洞

ほら

よ。フォルトゥーナよ、私はついに悟ったのだ、神々を」。
こう語ると、［510］二人の手を取り、館の内

ないおう

奥にある部屋へと歩みを進
めた。灰白色の祭壇の上では、今もなお灰は静かに燻

くすぶ

り、その火は犠牲の贄
にえ

を生暖かくしていたが、王は、改めて炎を熾
おこ

し、中断したばかりの饗宴を再
開する様に命じた。その下

げ ち

知に従うため、従者たちは競って奔走した。どた
ばたと騒がしくなり、館中で様々な音が鳴り響いた。紫色の繊細な敷布とさ
らさらとした金色の刺繍で寝椅子を飾り始める者も、毛布を高く積み上げ始
める者も、机を滑らかに磨き上げ、配置し始める者もいた。また、ある者た
ちは、陰深い闇夜を追い払おうと、［520］金色のランプのついた鎖を伸ば
し始めた。獣を屠

ほふ

って血を抜き、その肉を鉄串で炙ることが仕事の者も、石
臼で挽いた穀物を籠に積み上げることが仕事の者もいた。アドラストゥスは、
皆が彼の命に従い、館中が慌しくなったことを喜んだ。いまや王自身も、象
牙の寝椅子に身を横たえ、上質な褥

しとね

の上で輝きを放っていた。別の所では、
若
わこうど

人たちが傷を洗い、乾かし終えて、横になる。その時二人は、傷つけ、汚
しあった顔を見合わせて、互いを許し合った。次いで、長

ちょうせい

生の王は、アカス
テーを呼ぶ様に命じ―娘たちの乳母である彼女は、道に適った初夜を迎え
るまで彼女たちの操

みさお

を神聖に保つ様、［530］最も信頼に足る目付役として
選ばれていた―、静かな彼女の耳もとで、なにやら囁いた。
時を置かず、命を受けてすぐに、二人の乙女が奥の寝室から現れた。見る
も不思議ながら、彼女たちの顔は、武具を鳴らすパッラスと矢筒を背負うディ
アーナから、ちょうど恐ろしさだけを取り除いたよう 82。乙女たちは男たち
の顔を見慣れていなかった。美しい頬は白むと同時に赤らみ、二人は、恥ず
かしがって、視線を敬愛する父に向けた。様々な料理で飲食の欲を追い払っ
た時、風習に従い、イーアシウスの後

こうえい

裔は、［540］浮き彫りが見事に施され、
金色に輝く盃を臣従に求めたが、それは、神

み き

酒を捧げる際に、ダナウスも
古
いにしえ

のポローネウスも習いとして用いていたものだった 83。そこには多くの事

82　 → *パラス、*ディ（ー）アーナ。
83　 → *イーアソス、*ダナオス、*ポローネウス。「イーアシウスの後裔」はここでは「ア

ドラストゥス」の意。
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績が絵柄として刻まれていた。黄金の飛雄は、断ち切った蛇髪のゴルゴーン
の首を持ち、今にも―そのように見えた―揺らめく風の中へと飛び上ろ
うとする 84。彼女の重い眼

まなこ

と虚
うつ

ろな顔は今にも動き出しそうで、眩
まばゆ

い金色の
内でさえ青ざめている。こちらでは、プリュギアの狩人が金色の翼に連れ去
られ、彼が上がり行くにつれて、ガルガラは小さくなり、トロイアは遠ざか
る 85。仲間は悲しげに立ち尽くし、猟犬たちは、主人の影を追い、［550］雲
に向かって吠え立て、虚

むな

しい悲鳴で口を疲弊させている。王は、この様な酒
杯を傾けて葡萄酒を注ぎ、何より先にポエブスに、次いで天なる神々に順に
祈願した。客人も家人も皆一つになり、貞淑な月桂冠を巻き 86、祭壇に向かっ
て、頌

しょうか

歌のうちにポエブスを呼び寄せる。この神の祭日には、火は豊かな香
で勢いを取り戻し、燻

くすぶ

る祭壇で輝くのだ。
「若

わこうど

人たちよ、おそらく、心の内で、この祭儀が何であるか、また何の目
的で我々が特にポエブスに恭

きょうけい

敬の意を表すのか、疑問に思っていることだろ
う」と王は言った。「無知ゆえの盲信ではない。かつて罹

かか

った大難ゆえに、
［560］アルゴスの民は贄

にえ

を捧げるのだ。さあ、心して聞きなさい、私が話
して進ぜよう。その往

か み

時、うねうねととぐろを巻く青黒い怪物、大地から生
まれたピュートーンが、デルピーを暗黒なとぐろで九

ここのえ

重に囲み、樫の古木
をその鱗

うろこ

で擦り潰していた 87。その怪物が、カスタリアの泉に身を投げ出し、
邪悪な毒気に養分を与えんと三

さ ん さ

叉の舌持つ口を開いていたとき、それを討
ち倒したのがこの神だった 88。使い果たされた矢は無数の傷口へと姿を変え、
怪物は、もはやまともにとぐろを巻くこともできず、キッラの平地に百ユー
ゲルムに渡って横たえられた 89。その後、殺生に対する贖罪をすぐに求めて、
この神は我らがクロトープスの質素な館へとやってきたのだった 90。［570］

84　 → *ペルセウス、*ゴルゴー（ン）1。
85　 → *ガニュメーデース。「ガルガラ」は小アジア北西部プリュギア地方の *イーデー 

の山頂の 1つ。
86　 「貞淑な」は、ポエブスから逃れ、操を立てたまま月桂樹に変身した *ダプネー の

神話にちなむ枕詞。
87　 → *ピュートーン。
88　 → *カスタリア。
89　 敢えて額面通りにとるならば、これは本学の駒場 Iキャンパスの面積とほぼ完全

に一致する。
90　 → *クロトーポス。
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王の敬虔な家には、驚くほど美しく、いまだ閨
ねや

の穢れも知らない、思春期に
入って間もない娘がいた 91。ああ、デーロスの秘事に、ポエブスとの情事に
預からなければ、きっと幸せだったろう 92。何となれば、彼女はネメアの川
のほとりで神を受け入れ、キュンティアが五を二つ重ねる回数その面

おもて

を満た
した時、ラートーナの孫なる、星の様に美しい子を産んだからだ 93。彼女は
罰を恐れ―たとえ望まぬ同

どうきん

衾だったとしても、父王は容赦しないように思
われた―、道なき田野を選んで歩き、羊の群れの中で、［580］山を駆け
る牧夫に我が子の養育を密かに委ねた。幼

おさなご

子よ、これほどの家柄には不釣り
合いな揺り籠ながら、植物は汝に草の寝台を与え、その家は樫の木の小枝で
編まれたのであったな。四肢は木苺の樹皮に包まれて暖かく、虚

うつ

ろな笛が穏
やかな眠りをもたらし、汝は地面を羊たちと分かち合った。だが運命は、こ
の様な住まいですら是

ぜ

としなかった。大地の緑の芝生の上に無頓着に身を横
たえ、大きな口で空を吸い込んでいた少年を、怒

いか

れる犬の群れが喰い散らか
し、残虐な顎で食べ尽くしたのだ。この一報を耳にした母は驚愕し、［590］
己が父のことも、己が恥じらいも、恐怖も、全てを忘れてしまった。そし
て、自ずと取り乱し、館を慟

どうこく

哭で満たすと、胸を露
あら

わにして父の下へと走り
寄り、白状した。彼は、心を動かされることもなく命じた―ああ、言うも
恐ろしい！―、彼女の望み通り、暗黒の死を。ポエブスよ、その時漸

ようや

く同
衾を偲

しの

んだあなたは、アケローンの奥底なる、復
エ ウ メ ニ デ ス

讐女神のおぞましい閨
ねや

で育
まれた怪物を、哀れな死への慰めとして連れてきたのだったな 94。それは乙
女の顔と胸をしていたが、頭からはシュルシュルという摩擦音を絶えず鳴ら
す蛇が立ち上がり、それが鉄錆色の額を二つに分けていた。［600］薄汚く、
夜道に溶け込んだこの邪悪な疫

え き き

鬼は、家々の閨に忍び込み、生後まもない命
を乳母の胸から奪い取って、残虐な顎で彼らを喰らっては、親たちの嘆きを
糧に、より凶猛になっていった。勇猛無比のコロエブスは、この事態に我慢
がならず、若者たちの精鋭部隊に身を投じた 95。彼らは皆、武勇に秀

ひい

で、名

91　 → *プサマテー 2。
92　 → *デーロス。
93　 → *キュンティアー、*ラートーナ、*リノス。「キュンティア」は *アルテミス 

の別名で、ここでは「月」の意。「キュンティアが五を二つ重ねる回数 ...」は「十
月十日」に相当する表現。

94　 → *アケローン、*ポイネー 2。
95　 → *コロイボス 1。
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声を推し広めるためには命を惜しまぬ者たちだった。さて、かの女
じょかい

怪は、新
たに家を荒らし終え、二

ふたみち

道に面する都門の辺りを進んでいた。脇には赤子の
骸
むくろ

を二つぶら下げ、いまや鈎
かぎなり

状にした手で内臓を掴
つか

みとると、［610］鉄
てっそう

爪
は幼い心臓に食い込み、温まる。その周囲に勇士たちが輪をなすと、かの若
武者は怪物に向かい合う形となった。大剣を冷酷な胸に突き刺し、輝く剣先
で命の秘所を見出して、ついに冥府のユッピテルの下へと彼の怪物を送り返
す 96。近づいて、死で青黒くなった眼

まなこ

や、胃の忌
い

まわしい排泄物、また厚い
血糊で硬直した胸―我が民の命はそこで失われたのだ―を見ることは喜
ばしい。イーナクスの血を引く若者たちは茫然とし、涙を流した後、大いに
喜んだが、その面

おも

はなおも青ざめていた。［620］彼らは、血の気の失せた
怪物の四肢を頑強な木材で砕き―そうすることで、彼らは悲しみを空しく
慰めた―、頬の内なる荒々しい臼歯を踏みしだいたが、そうは出来ても、
鬱憤は晴れなかった。汝ら、鳥たちでさえ、夜鳴きしつつ、女怪を避けて飛
び回り、餌を口にすることはなかった。狂暴な犬たちと、恐怖で震える狼た
ちの口も、あんぐりと開き、乾いていたそうだ。
黄泉へと連れ去られた報復者の悲運ゆえ、デーロスの神は、哀れな民に対
していっそう冷酷になった 97。双の峰もつパルナーソスの陰濃い頂

いただき

に腰を据
えると、悪疫をもたらす矢を無慈悲に弓で射かけ、大地と、［630］聳

そび

え立
つ、キュクロープスゆかりの館を燃やし尽くして、煙で覆った 98。愛

いと

しい生
は儚く消え、「死」は捕らえた城市を離さず、三姉妹の糸を剣で裁ち切って
は、冥府へと運んで行った 99。この原

も と

因は何か、上天から来る致命の炎は何か、
シーリウスは何故一年中鎮座しているのか、そう尋ねる王に、変わらず無慈
悲なパエアーンは、殺害に与

くみ

した若者たちを残虐な怪物へと捧げる贖罪の
手
た む

向けとせよ、と命じた 100。おお、勇気に恵まれ、久
く お ん

遠の誉れに相応しい者よ。
汝は、救国の勲

いさおし

を卑しく隠しもせず、確かな死に向き合うことを恐れもしな
かったのだ。［640］キッラの御

みやしろ

社の閾
しきい

にしかと立ち、顔を指
し こ

呼の間まで近
付けると、コロエブスはこの様な言葉を以て神の怒りを煽り立てた。

96　 「冥府のユッピテル」はここでは「*ハーデース」の意。
97　 → *デーロス。「デーロスの神」はここでは「ポエブス」の意。
98　 → *パルナッソス。「キュクロープスゆかりの館」はここでは *キュ（ー）クロープ

スたち が建てたと考えられていた「アルゴスの館」の意。
99　 → *パルカたち。
100　 → *パイエーオーン。ここでは「ポエブス」の意。
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『テュンブラの神よ、あなたの宮居へと参ったのは、遣わされたからでは
なく、また嘆願のためでもない 101。忠義の心と武勇の自負が、私をここへと
導いたのだ。ポエブスよ、あなたの、死すべき疫

え き き

鬼を打ち倒したのはこの私だ。
苛烈な神よ、あなたが、黒

くろくも

雲と穢
けが

れた陽を以て、また禍
まがまが

々しい天空の暗黒の
膿
うみ

を以て探し求めたのはこの私だ。だがもし狂暴な怪物が天上の神々にとっ
てそれほど愛

いと

おしく、もし人々の死がこの世界にとって取るに足らない損失
であり、もし天がそれほど冷酷で無慈悲なのだとしても、［650］アルゴス
の民が何をしたと言う。至高の神よ、私が、そう、私一人のみが、運命にこ
の首を差し出せば良かったのだ。それとも、あなたの心にとっては、こちら
の方が穏やかだとでも言うのだろうか、家無き町を眺めることの方が、農民
たちが炎に委ねられ、あらゆる田地が嘆くことの方が。だが、私は、何故言
葉を続け、あなたの弓矢の術

わざ

を引き留めているのだろうか。母親たちが待っ
ている。我がための最後の祈りも済んでいる。もう十分だ。私は、あなたが
慈悲を拒むにふさわしい。然

しか

らば、さあ、矢筒を取り、音鳴らす弓を引き絞り、
この気高い魂を黄泉へ送るが良い。だが、あれは、［660］イーナクスゆか
りのアルゴスを覆うあの仄暗い気塊は、私が死に行く間にも、どうか、追い
散らしたまえ』。
公正なる運命は然るべき人物を尊ぶものだ。殺戮に対する羞恥が猛るレー
トーの子を諌

いさ

め、神は誉れ高き勇士に屈して、生という不幸な恩恵を授けた。
我らの空からは悪

あ っ き

気が消散し、かたや汝は、願いを聞き届けられ、驚嘆する
ポエブスの宮

み や い

居を後にしたのだったな。爾来、我々は厳粛な宴を毎年催し、
変わらず儀式を営んでいる。畏敬の念を改め、ポエブスの神

し ん し

祠を宥
なだ

めている
のだ。
この様な祭壇の下へと、貴方たちは偶然やって来たというわけだが、お二
人はいかなる血筋のお生まれか。とは言え、そなたの方は、先ほどこの耳
に届いた叫声が確かなら、［670］カリュドーンの王オエネウスの子にして、
ポルターオーンの眷

けんぞく

属であったな 102。それでは、同じくアルゴスへとやって
来たわけだが、貴方の方も、己が何者であるかを明かしてはくれぬか。そろ
そろ、別の話をするのに良い頃合いだろう」。

101　 テュンブラはアポッロー神殿で有名なトロイアの町。「テュンブラの神」はここ
では「ポエブス」の意。

102　 → *オイネウス 2、*ポルターオーン。
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イスメーヌスゆかりの英雄は、たちまち、悲しげな面持ちで大地に俯
うつむ

き、
黙
もだ

しつつ、怪我を負ったテューデウスの方へと目を逸らした。やがて、長い
沈黙を破った。「この様な神聖な儀式の折には、私にお尋ねになるべきでは
ありません、いかなる氏族に生まれ、祖国はどこで、古のどの血統が私に流
れ込んでいるかなどと。祭祀の間にそれらを明かすことは恥ずかしいことで
す。しかし、この哀れな男のことを知ろうと気が急いておられるのなら、我
が父祖はカドムス、我が祖国はマーウォルスゆかりのテーバエ 103、［680］我
が母はイオカスタです」。するとアドラストゥスは、彼が誰かを悟り、賓

ひんきゃく

客
を思う心に突き動かされて、こう言った。「周知のことを何故隠すのか。私
たちは知っている。噂はミュケーナエからそう遠くを旅するわけではないか
らな 104。かの王国と、かの狂気と、かの恥を知る眼

まなこ

のことは、大
アル ク ト ス

熊座輝く北
の太陽の下で震える民も、ガンゲースの水を飲む民も、日の沈む方

かた

で暗いオー
ケアヌスに漕ぎ出す民も、シュルティスが海陸不確かな岸辺に置き去りにす
る民も、皆が知っている。嘆き続けることも、父祖の悲運の数々を自ら数え
上げることも、もうおやめなさい。我が血統とて、道に悖

もと

る多くの過ちを犯
してきたが、その咎

とが

が子孫に立ちはだかることはない。［690］せめて貴方
だけは、父祖に似ず、好運に恵まれ、彼らの不運を埋め合わせるのにふさわ
しかろう。だが、いまや、大

ウ ル サ

熊座輝く極北の凍てつく御者が、轅
ながえ

を傾け、薄
れゆく頃合い 105。さあ、竃

かまど

に葡萄酒を注ぎ、我らが父祖の救い主なるレートー
の子に、何度も何度も、祈りの歌を捧げるとしよう。
父なるポエブスよ、パタラの藪がリュキアの雪深い山嶺であなたを駆り
立てるにせよ 106、黄金色の毛髪をカスタリアの貞淑な露に浸すことがあなた
の喜びであるにせよ 107、テュンブラエウスの名でトロイアに住まうにせよ 108

103　 → *マーウォルス（テーバエの建国者カドムスの妻ハルモニアの父）。
104　 「ミュケーナエ」はここでは近隣の都市「アルゴス」を指す。
105　 「御者」は、所謂トレミーの 48星座の御者座ではなく、古来の「熊の番人座」

（Ἀρκτοφύλαξ）のこと。トレミーの 48星座では牛飼座にあたる。古来、大熊座や
小熊座は、牛が牽く荷車にも見立てられていた。

106　 → *イーカディオス。「藪が ... 駆り立てる」は「狩に没頭させる」の意。
107　 → *カスタリア。「貞淑な」は、ポエブスから逃れた彼女が操を立てたままこの

泉に身を投げたという神話にちなむ枕詞。
108　 脚注 95を参照。
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―そこであなたは報われぬ肩でプリュギアの巨石を進んで運んだと言う 109

―、［700］はたまた、山影でアエガエウスを打つ、ラートーナゆかりの
キュントゥス、固定され、海に探し求めずともよいデーロスを嘉

よみ

するにせよ、
矢と、遠くから凶猛な敵に向けて引きしぼる弓と、いつまでも華やかなその
頬は、上天の父神があなたに賜ったもの 110。あなたは、パルカたちの苛酷な
手
て わ ざ

業も、待ち受ける運命も、至高のユッピテルが嘉しようことをも知る術を
心得、どの民を疫病の年が襲うか、どの民が戦火を交えるか、どの王位を
彗星が覆すかを予見する 111。あなたは、かのプリュギア人を竪琴の下に従え、
また母の名誉のために、大地から生まれたティテュオスをステュクスの河原
に討ち倒した 112。［710］緑色のピュートーンと、かのテーバエの母親は矢筒
を誇るあなたを見て震えた 113。あなたの復讐者、狂暴なメガエラは、空

うつろ

に窪
む巌
いわお

の下で飢えるプレギュアースを、無限に続く宴席で苛
さいな

み、不敬の饗膳で
苦しめたが、綯

な

い交ぜになった嫌悪が飢餓を凌いだのだった 114。おお、どうか、
我らの篤信を思い起こし、側

そば

へ来たまえ。ユーノーゆかりの地を愛し、慈し
みたまえ。あなたが嘉

よみ

する名が、アカエメネースの民の呼ぶ薔薇色のティー
ターンであるにせよ、実りをもたらすオシーリスであるにせよ、はたまた、
ペルセウスゆかりの巌窟で、抗う角を捻じ伏せる神、ミトラースであるにせ
よ 115」。［720］

109　 → *アポローン（第 4段落）。「プリュギア」はここでは「トロイア」の意。
110　 → *キュンティオス、*デーロス島。
111　 → *パルカたち。
112　 → *マルシュアース、*ティテュオス。
113　 → *ピュートーン、*ニオベー。
114　 → *メガイラ、*プレギュアース。
115　 ポエブスと同一視し得る異国の太陽神が列挙されている。「薔薇色のティーター

ン」は *ティーターン 神族の子孫たる *ヘーリオス を指す。エジプトの *オシー
リス は太陽神ではなく、ここではその子 *ホーロス と混同されている。ミトラー
スは、インド・イランに由来し、後にローマ帝国領内でも広く崇拝されるように
なった神で、しばしば牡牛を犠牲獣として屠

ほふ

る姿で描かれた。「ペルセウスゆか
りの」は、彼の子 *ペルセース がペルシア人の名祖であることを踏まえての表現
で、ここでは「ペルシアの」の意。
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