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  『新英訳聖書』『新英訳聖書』（（The New English Bible,The New English Bible, Oxford and Cambridge, Oxford and Cambridge,

19701970））のの「外典」「外典」（“（“ApocryphaApocrypha”）”）の中に収録されているの中に収録されている「ダニエルとス「ダニエルとス

ザンナ」ザンナ」（“（“Daniel and SusannaDaniel and Susanna”）”）という物語は、という物語は、カドンカドン（（J. A CuddonJ. A Cuddon））

のの『文学用語辞典』『文学用語辞典』（（A Dictionary of Literary Terms,A Dictionary of Literary Terms, Andre Deutsch, Andre Deutsch,

19771977））のの「短編小説」「短編小説」（“（“Short StoryShort Story”）”）という項目の中では、という項目の中では、＜短編小＜短編小

説の祖先＞説の祖先＞（“（“the forefathers of the short storythe forefathers of the short story”）”）の一つであるとの一つであると

書かれている。書かれている。従って、従って、私は、私は、この物語に対する私自身の作品解釈というこの物語に対する私自身の作品解釈という

ものを基盤として、ものを基盤として、特に、特に、この物語の中で暴露されている、この物語の中で暴露されている、人間の真実と人間の真実と

生き方の文化という点に焦点を絞って、生き方の文化という点に焦点を絞って、検証してみたいと思うのである。検証してみたいと思うのである。

(1) (1) ヨアキムとスザンナの結婚ヨアキムとスザンナの結婚

　かつて、　かつて、バビロニアに住んでいたヨアキムバビロニアに住んでいたヨアキム（（JoakimJoakim））という男が、という男が、ケルケル

キアキア（（HilkiahHilkiah））の娘スザンナの娘スザンナ（（SusannaSusanna））と結婚した。と結婚した。このスザンナといこのスザンナとい

う女性は、う女性は、大変美貌の持ち主であると同時に、大変美貌の持ち主であると同時に、実に敬虔な女性でもあっ実に敬虔な女性でもあっ

た。た。それもその筈、それもその筈、彼女の両親は非常に＜信仰心が厚かった＞彼女の両親は非常に＜信仰心が厚かった＞

（“（“religiousreligious””p.204p.204））ので、ので、娘の養育にかけては、娘の養育にかけては、あくまでも、あくまでも、＜モー＜モー

ゼの立法＞ゼの立法＞（“（“the laws of Mosesthe laws of Moses””p.204p.204））通りに行ったからであった。通りに行ったからであった。

　　ところで、ところで、ヨアキムは大変なお金持ちで、ヨアキムは大変なお金持ちで、彼の豪邸のすぐ隣りには、彼の豪邸のすぐ隣りには、実実

にりっぱな庭園があった。にりっぱな庭園があった。この庭園は、この庭園は、ユダヤ人達が定期的に集る集会所ユダヤ人達が定期的に集る集会所

ともなっていた。ともなっていた。というのは、というのは、ヨアキムは、ヨアキムは、＜偉大なる功績をあげた、＜偉大なる功績をあげた、非非

凡の人物＞凡の人物＞（“（“the man of greatest distinctionthe man of greatest distinction””p.204p.204））であったかであったか

らである。らである。従って、従って、現在の状況から判断する限りにおいては、現在の状況から判断する限りにおいては、ヨアキムとヨアキムと
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スザンナとは、スザンナとは、今後共、今後共、何一つ不自由のない、何一つ不自由のない、裕福で、裕福で、幸福な家庭生活を幸福な家庭生活を

享受するであらうということは、享受するであらうということは、ほぼ間違いあるまいと、ほぼ間違いあるまいと、誰の目にも想像誰の目にも想像

できたことであらう。できたことであらう。ところが、ところが、ここで、ここで、まさに青天の霹靂とも言うべきまさに青天の霹靂とも言うべき

事件が起こる。事件が起こる。この事件は果たして、この事件は果たして、単なる偶発的要因によるものである単なる偶発的要因によるものである

のか、のか、それとも、それとも、２人の長老の邪恋による、２人の長老の邪恋による、狂った欲情によって誘発され狂った欲情によって誘発され
かすかす

た必然によるものなのかという疑問が、た必然によるものなのかという疑問が、読者の脳裡を掠めることであら読者の脳裡を掠めることであら

う。う。が、が、私には、私には、これは、これは、丁度丁度「ヨブ記」「ヨブ記」に登場する、に登場する、敬虔この上ないヨ敬虔この上ないヨ

ブに起きた奇怪な事件と同様に、ブに起きた奇怪な事件と同様に、神の配慮による事件であるように思われ神の配慮による事件であるように思われ

る。る。というのは、というのは、ヨアキムがスザンナと結婚した年に、ヨアキムがスザンナと結婚した年に、その共同体の２人その共同体の２人

の長老が裁判官の長老が裁判官（“（“judgesjudges”）”）に選ばれたのであるが、に選ばれたのであるが、この長老に関して、この長老に関して、

神は意外なことを予言しているからである。神は意外なことを予言しているからである。これは、これは、次の引用でわかる。次の引用でわかる。

　　It was of them that the Lord had said,It was of them that the Lord had said,‘‘Wickedness came forthWickedness came forth

from Babylon from elders who were judges and were supposed tofrom Babylon from elders who were judges and were supposed to

govern my peoplegovern my people’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.204p.204））

　　「＜裁判官となり、「＜裁判官となり、私の民をりっぱに治めるものと考えられているバビ私の民をりっぱに治めるものと考えられているバビ

ロニアの長老から、ロニアの長老から、邪悪な事件が起きる＞と、邪悪な事件が起きる＞と、神は言われたが、神は言われたが、それは、それは、

外ならぬ、外ならぬ、この２人の長老のことについてであった。」この２人の長老のことについてであった。」

(2) (2) スザンナに対する邪欲の発端スザンナに対する邪欲の発端

　裁判官に選ばれた２　裁判官に選ばれた２人の長老は、人の長老は、しょっちゅうヨアキムの家にやって来しょっちゅうヨアキムの家にやって来

ていた。ていた。そのために、そのために、裁判にかけてもらいたい訴訟事件をかかえた人達裁判にかけてもらいたい訴訟事件をかかえた人達

は、は、みな、みな、ヨアキムの家を頻繁に訪れる長老達のところにやって来た。ヨアキムの家を頻繁に訪れる長老達のところにやって来た。ここ

のように、のように、多くの人達が彼らを頼ってやって来るということで、多くの人達が彼らを頼ってやって来るということで、長老達の長老達の
すきすき

心につい慢心が生じ、心につい慢心が生じ、心に隙ができてしまった。心に隙ができてしまった。このために、このために、スザンナにスザンナに

対する邪恋が嵩じて、対する邪恋が嵩じて、きわめて極悪と言うか、きわめて極悪と言うか、醜悪な事件に発展して行っ醜悪な事件に発展して行っ

たものと考えられる。たものと考えられる。して、して、この事件の模様この事件の模様（経過）（経過）を具体的に説明するを具体的に説明する

と次の通りである。と次の通りである。

　　正午になって、正午になって、人々がいなくなってしまった時には、人々がいなくなってしまった時には、スザンナはきまっスザンナはきまっ



- 71 -- 71 -

「ダニエルとスザンナ」「ダニエルとスザンナ」にみる人間の真実と生き方の文化にみる人間の真実と生き方の文化

て、て、夫の美しい庭を散歩した。夫の美しい庭を散歩した。そこで、そこで、２人の長老は、２人の長老は、毎日、毎日、スザンナがスザンナが

庭に入って行って、庭に入って行って、散歩する姿を目撃することになった。散歩する姿を目撃することになった。ところで、ところで、彼ら彼ら
まま

は美しいスザンナの姿を目のあたりに眺めている中に、は美しいスザンナの姿を目のあたりに眺めている中に、ついつい彼女に対ついつい彼女に対

する＜邪欲＞する＜邪欲＞（“（“lustlust””p.204p.204））に取り憑かれることになってしまった。に取り憑かれることになってしまった。そそ

のために、のために、２人の長老はもはや神への敬虔な祈りを捧げるのを忘れてしま２人の長老はもはや神への敬虔な祈りを捧げるのを忘れてしま

い、い、もっぱらスザンナへの欲情の虜になり、もっぱらスザンナへの欲情の虜になり、遂には、遂には、道徳律などすっかり道徳律などすっかり

忘れてしまった。忘れてしまった。しかし、しかし、２人の長老は我が胸の思いをお互いに打ち明け２人の長老は我が胸の思いをお互いに打ち明け
かんいんかんいん

ることは思い止まった。ることは思い止まった。というのは、、というのは、、２人の長老はスザンナを姦淫した２人の長老はスザンナを姦淫した

いと思っていることを告白するなんて、いと思っていることを告白するなんて、到底恥ずかしくてできることでは到底恥ずかしくてできることでは

ないと思っていたからである。ないと思っていたからである。こういう訳で、こういう訳で、２人の長老は何もできず、２人の長老は何もできず、
くわくわ

唯、唯、指を銜えてスザンナを観察する日々が続いて行ったのである。指を銜えてスザンナを観察する日々が続いて行ったのである。

(3) (3) 事件の展開事件の展開

　ある日のこと、　ある日のこと、＜そろそろ昼食の時間だから、＜そろそろ昼食の時間だから、家に帰らうじゃないか＞家に帰らうじゃないか＞

（“（“Let us go home; it is time for lunch.Let us go home; it is time for lunch.””p.204p.204））と言って、と言って、２人の２人の

長老はそれぞれ別々の方角に歩いて行ったが、長老はそれぞれ別々の方角に歩いて行ったが、22人共すぐに引き返してき人共すぐに引き返してき
はちあはちあ

たために、たために、お互いに鉢合わせということになってしまった。お互いに鉢合わせということになってしまった。その時、その時、とうとう

とう２人の長老はスザンナに対する＜情欲＞とう２人の長老はスザンナに対する＜情欲＞（“（“passionpassion””p.204p.204））を告白を告白

し合うことになってしまった。し合うことになってしまった。そこで、そこで、２人の長老は、２人の長老は、スザンナが独りでスザンナが独りで

いる時を狙って、いる時を狙って、事を行うということに決定した。事を行うということに決定した。このようにして、このようにして、２人２人

の長老が好機が到来するのを待ち構えていた時、の長老が好機が到来するのを待ち構えていた時、折しもスザンナがいつも折しもスザンナがいつも

のように２人の侍女を連れて、のように２人の侍女を連れて、庭の中に入って行くのを見た。庭の中に入って行くのを見た。しかも、しかも、そそ

の日はとても暑かったので、の日はとても暑かったので、スザンナはそこで水浴びをしたいと思った。スザンナはそこで水浴びをしたいと思った。

彼女は周囲を見渡しても、彼女は周囲を見渡しても、誰もいないことを知ると、誰もいないことを知ると、２人の侍女に向かっ２人の侍女に向かっ

て、て、＜私のところに石けんとオリーブオイルを持ってきておくれ。＜私のところに石けんとオリーブオイルを持ってきておくれ。それかそれか

ら私が水浴びできるように、ら私が水浴びできるように、庭の戸をきちんと閉めといておくれ＞庭の戸をきちんと閉めといておくれ＞

（‘（‘Bring me soap olive oil and shut the garden doors so that I canBring me soap olive oil and shut the garden doors so that I can

bathe.bathe.’’p.204p.204））と言った。と言った。そこで、そこで、２人の侍女も、２人の侍女も、スザンナと同様、スザンナと同様、邪邪

欲に狂った２人の長老が隠れてスザンナに対する攻撃の機を伺っているな欲に狂った２人の長老が隠れてスザンナに対する攻撃の機を伺っているな

んていうことは、んていうことは、つゆ知らなかったので、つゆ知らなかったので、言われるまま庭の戸を閉め、言われるまま庭の戸を閉め、
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持ってくるようにと指示されたものを取りに、持ってくるようにと指示されたものを取りに、裏木戸から出て行った。裏木戸から出て行った。２２

人の侍女が行ってしまうと、人の侍女が行ってしまうと、２人の長老は好機到来とばかりに、２人の長老は好機到来とばかりに、隠れ場か隠れ場か

らつくっと立ち上がり、らつくっと立ち上がり、スザンナのところにすっとんで行って、スザンナのところにすっとんで行って、次のよう次のよう

に脅迫する。に脅迫する。

　　‘‘LookLook’’they said,they said,‘‘the garden doors are shut and no one canthe garden doors are shut and no one can

see us. We are burning with desire for you, so consent and yieldsee us. We are burning with desire for you, so consent and yield

to us. If you refuse, we shall give evidence against you thatto us. If you refuse, we shall give evidence against you that

there was a young man with you and that was why you sent yourthere was a young man with you and that was why you sent your

maids away.maids away.’’        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.205p.205

　「＜見てごらんなさい。　「＜見てごらんなさい。庭園の戸は、庭園の戸は、ちゃんと閉まっているし、ちゃんと閉まっているし、今私達今私達

を見ている者は誰１人いません。を見ている者は誰１人いません。私達は、私達は、いま、いま、あなたに対する欲情で燃あなたに対する欲情で燃

えさかっているんです。えさかっているんです。だから、だから、もしもあなたが、もしもあなたが、私達のこの激しい欲情私達のこの激しい欲情

を満足させることを拒絶するならばですよ、を満足させることを拒絶するならばですよ、若い男がついさっきまで、若い男がついさっきまで、ここ

こであなたと一緒にいたこと、こであなたと一緒にいたこと、それに、それに、あなたが２人の侍女をこの庭園かあなたが２人の侍女をこの庭園か

ら出て行かせたのは、ら出て行かせたのは、（ほかならぬ不倫のためであったという）（ほかならぬ不倫のためであったという）あなたにあなたに

とって極めて不利になる証言をしますよ＞と、とって極めて不利になる証言をしますよ＞と、２人の長老は言って脅迫し２人の長老は言って脅迫し

た。」た。」

※上記の訳文中、※上記の訳文中、（　）（　）内のことばは、内のことばは、筆者が明確を期する意味で付け筆者が明確を期する意味で付け

加えたものである。加えたものである。

　　しかし、しかし、スザンナは、スザンナは、このように２人の長老から脅迫されて、このように２人の長老から脅迫されて、もちろんもちろん

苦悶の余り、苦悶の余り、呻き声をあげたことはあげたが、呻き声をあげたことはあげたが、かかる危機的瞬間においてかかる危機的瞬間において

も神に対する敬虔なる信仰および、も神に対する敬虔なる信仰および、それに基づく道徳的信念と言うか、それに基づく道徳的信念と言うか、倫倫

理を堅持していたために、理を堅持していたために、いささかの迷いを見せずに、いささかの迷いを見せずに、次のような、次のような、苦渋苦渋

の決断をするのである。の決断をするのである。

　　Susanna... said:Susanna... said:‘‘I see no way out.If I do this thing, theI see no way out.If I do this thing, the

penalty is death; if I do not, you will have me at your mercy.penalty is death; if I do not, you will have me at your mercy.
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My choice is made: I will not do it. It is better to be at yourMy choice is made: I will not do it. It is better to be at your

mercy than to sin against the Lord.mercy than to sin against the Lord.’　　　　　　　　　　　　（’　　　　　　　　　　　　（p.205p.205））

　　「＜いまや、「＜いまや、私には逃げ道というものがありません。私には逃げ道というものがありません。まさに、まさに、袋の鼠で袋の鼠で

す。す。もしも私が、もしも私が、あなたがたが要求することをすれば、あなたがたが要求することをすれば、死刑という処罰を死刑という処罰を

免れることはできません。免れることはできません。逆に、逆に、もしも、もしも、私があなたがたの要求に応じな私があなたがたの要求に応じな
もてあそもてあそ

ければ、ければ、あなた方の思い通りに弄ばれることになるでしょう。あなた方の思い通りに弄ばれることになるでしょう。でも、でも、このこの

際は思い切って、際は思い切って、断じて応じないという選択をすることにします。断じて応じないという選択をすることにします。というという

のは、のは、神に対して不敬極まる冒涜罪という大罪を犯すよりは、神に対して不敬極まる冒涜罪という大罪を犯すよりは、いっそのこいっそのこ
えじきえじき

と、と、あなたがたの餌食になったほうが、あなたがたの餌食になったほうが、ずっとましだからです＞とスザンずっとましだからです＞とスザン

ナは言った。」ナは言った。」

きぜんきぜん

　　スザンナは、スザンナは、このように自分の確固たる決断を毅然たる態度で言うや否このように自分の確固たる決断を毅然たる態度で言うや否

や、や、大きな叫び声を張り上げた。大きな叫び声を張り上げた。すると、すると、２人の長老も負けず劣らずの大２人の長老も負けず劣らずの大

きな叫び声を張り上げて、きな叫び声を張り上げて、彼女を黙らせてしまった。彼女を黙らせてしまった。しかし、しかし、２人の長老２人の長老

の中の１人は、の中の１人は、スザンナの物凄い叫び声によって、スザンナの物凄い叫び声によって、もはや宿念を敢行するもはや宿念を敢行する

望みは完全に絶たれたと速断したので、望みは完全に絶たれたと速断したので、駆けて行って、駆けて行って、庭園の戸を開け庭園の戸を開け

た。た。すると、すると、庭園での大騒ぎを聞きつけた家中の者が、庭園での大騒ぎを聞きつけた家中の者が、一体全体スザンナ一体全体スザンナ
なだれなだれ

に何事が起きたのかを知るために、に何事が起きたのかを知るために、裏木戸から雪崩をうって、裏木戸から雪崩をうって、どっと駆けどっと駆け
てんまつてんまつ

込んできたのである。込んできたのである。その時、その時、２人の長老は事件の顛末を彼らに、２人の長老は事件の顛末を彼らに、こと細こと細

かに説明した。かに説明した。すると。すると。召使い達は、召使い達は、一同、一同、大変なショックを受けた。大変なショックを受けた。とと

いうのは、いうのは、彼らは、彼らは、いままでに、いままでに、スザンナに対する、スザンナに対する、そのような悪い申しそのような悪い申し

立てがなされたことは、立てがなされたことは、一度たりとも耳にしたことがなかったからであ一度たりとも耳にしたことがなかったからであ

る。る。

(4) (4) ２人の長老のスザンナに対する逆恨み２人の長老のスザンナに対する逆恨み

　翌日、　翌日、人々がスザンナの夫であるヨアキムの家に集ってきた時、人々がスザンナの夫であるヨアキムの家に集ってきた時、２人の２人の

長老はスザンナを死刑に処するといった＜刑事事件にもってゆくための悪長老はスザンナを死刑に処するといった＜刑事事件にもってゆくための悪

巧み＞巧み＞（“（“criminal designcriminal design””p.205p.205））を抱き、を抱き、いきり立ってやって来て、いきり立ってやって来て、

大勢の人の前で＜ヒルキアの娘であり、大勢の人の前で＜ヒルキアの娘であり、ヨアキムの妻であるスザンナを、ヨアキムの妻であるスザンナを、
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ここに呼んできてくれませんか＞ここに呼んできてくれませんか＞（‘（‘Send for Susanna daughter ofSend for Susanna daughter of

Hilkiah,Joakim's wifeHilkiah,Joakim's wife’’p.205p.205））と言うと、と言うと、みんなはスザンナを呼びにみんなはスザンナを呼びに

行った。行った。すると、すると、彼女は両親と子供、彼女は両親と子供、ならびに、ならびに、親戚の者達全員を引き連親戚の者達全員を引き連

れてやって来た。れてやって来た。そこに現れたスザンナは、そこに現れたスザンナは、取り乱した表情はいっさいな取り乱した表情はいっさいな

く、く、敢然と事の成り行きに従う様子敢然と事の成り行きに従う様子（態度）（態度）であった。であった。このようなスザンこのようなスザン

ナの落ち着いた態度の裏には、ナの落ち着いた態度の裏には、彼女の神に対する絶対的信仰心と絶大なる彼女の神に対する絶対的信仰心と絶大なる

信頼があったればこそと思われる。信頼があったればこそと思われる。

　　スザンナは大変な美貌の女性であり、スザンナは大変な美貌の女性であり、かつまた、かつまた、繊細な感受性の持ち主繊細な感受性の持ち主

であったので、であったので、顔は＜ベールでしっかりと蔽っていた＞顔は＜ベールでしっかりと蔽っていた＞（“（“s h e  w a ss h e  w a s

closely veiledclosely veiled””p.205p.205））のである。のである。ところが、ところが、２人の長老、２人の長老、つまり悪漢つまり悪漢

どもはスザンナの美貌を楽しまんがために、どもはスザンナの美貌を楽しまんがために、彼女に顔のベールをとるよう彼女に顔のベールをとるよう

に命じた。に命じた。その時、その時、彼女の両親や、彼女の両親や、その他の者達は、その他の者達は、涙を流して悲しんだ。涙を流して悲しんだ。

すると、すると、２人の長老は人々の前に立ち、２人の長老は人々の前に立ち、スザンナの頭の上に手を置いた。スザンナの頭の上に手を置いた。

スザンナは涙を流しながらも、スザンナは涙を流しながらも、天を仰ぎ見た。天を仰ぎ見た。というのは、というのは、彼女は神を絶彼女は神を絶

対的に信頼していたからである。対的に信頼していたからである。この時、この時、２人の長老は臆面もなく、２人の長老は臆面もなく、スザスザ

ンナの不倫現場の状況について、ンナの不倫現場の状況について、次のように説明した。次のように説明した。

　　‘‘As we were walking alone in the garden, this woman came inAs we were walking alone in the garden, this woman came in

with two maids. She shut the garden doors and dismissed herwith two maids. She shut the garden doors and dismissed her

maids. Then a young man who had been in hiding came and lay downmaids. Then a young man who had been in hiding came and lay down

with her. We were in a corner of the garden, and when we saw thiswith her. We were in a corner of the garden, and when we saw this

wickedness we ran up to them. Though we saw them in the act, wewickedness we ran up to them. Though we saw them in the act, we

could not hold the man, he was too strong for us,and he openedcould not hold the man, he was too strong for us,and he opened

the door and forced his way out. We seized the woman and askedthe door and forced his way out. We seized the woman and asked

who the young man was, but she would not tell us. That is ourwho the young man was, but she would not tell us. That is our

evidence.evidence.’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.205)p.205)

　　「私達２人だけで、「私達２人だけで、庭園を散歩していました時、庭園を散歩していました時、この女性が２人の侍女この女性が２人の侍女

を連れて入って来ました。を連れて入って来ました。彼女は庭園の戸を閉めて、彼女は庭園の戸を閉めて、侍女達を下がらせま侍女達を下がらせま

した。した。すると、すると、陰に隠れていた若者がさっとやって来て、陰に隠れていた若者がさっとやって来て、彼女と一緒に草彼女と一緒に草
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の上に身を横たえたのです。の上に身を横たえたのです。私達は庭園の隅にいましたが、私達は庭園の隅にいましたが、このような邪このような邪

悪なる不倫行為を見た途端、悪なる不倫行為を見た途端、これはいかんと思い、これはいかんと思い、２人のもとに駆け寄っ２人のもとに駆け寄っ

て行きました。て行きました。そして、そして、私達は２人が事を行っている現場を見たのですけ私達は２人が事を行っている現場を見たのですけ

れども、れども、肝心のその男を捕まえることはできませんでした。肝心のその男を捕まえることはできませんでした。といいますのといいますの
しろものしろもの

は、は、その男はなにしろ強くて、その男はなにしろ強くて、到底、到底、私達の手におえる代物ではなかった私達の手におえる代物ではなかった
ちからちから

からです。からです。その男は力まかせに戸を押し開けて、その男は力まかせに戸を押し開けて、逃げ出して行ってしまっ逃げ出して行ってしまっ

たのです。たのです。そこで、そこで、私達はこの女性を捕まえて、私達はこの女性を捕まえて、いま逃げて行った若者はいま逃げて行った若者は
ただただ

一体誰なのかを厳しく問い質しましたが，一体誰なのかを厳しく問い質しましたが，彼女は頑として口を割らうとは彼女は頑として口を割らうとは

しませんでした。」しませんでした。」

(5) (5) スザンナの嘆きスザンナの嘆き

　２人の長老は、　２人の長老は、ただ単に人々の長老であるだけでなく、ただ単に人々の長老であるだけでなく、裁判官でもあっ裁判官でもあっ

たので、たので、居合わせた人達は、居合わせた人達は、２人の長老の言うことを信じ、２人の長老の言うことを信じ、スザンナに死スザンナに死

刑を宣告した、刑を宣告した、その時、その時、スザンナは大声を上げて嘆き悲しみ、スザンナは大声を上げて嘆き悲しみ、２人の長老２人の長老

の言っていることは偽りであり、の言っていることは偽りであり、しかも、しかも、この偽証のために、この偽証のために、彼女は死な彼女は死な

ねばならぬことを深く悲しんで、ねばならぬことを深く悲しんで、神に向かって、神に向かって、次のように訴えたのであ次のように訴えたのであ

る。る。

　　‘‘Eternal God, who dost know all secrets and foresee all things,Eternal God, who dost know all secrets and foresee all things,

thou knowest that their evidence against me was false. And nowthou knowest that their evidence against me was false. And now

I am to die, guiltless though I am of all the wicked things theseI am to die, guiltless though I am of all the wicked things these

men have said against me.men have said against me.’　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　(p.205)(p.205)

　　「すべての秘密の真偽に関してご存知であり、「すべての秘密の真偽に関してご存知であり、かつまた、かつまた、あらゆることあらゆること

を、を、起こる前に予言なされることができる永遠の神よ、起こる前に予言なされることができる永遠の神よ、あなたは、あなたは、今回、今回、

私に対する長老達の悪意による証言が偽証であることは、私に対する長老達の悪意による証言が偽証であることは、当然ご存知の筈当然ご存知の筈

だと、だと、私は思っています。私は思っています。だのに、だのに、この邪悪な男共が、この邪悪な男共が、私が犯したと言っ私が犯したと言っ

て誹謗する悪事のすべてに関して、て誹謗する悪事のすべてに関して、本当は私自身はまったく身に覚えがな本当は私自身はまったく身に覚えがな

いにもかかわらず、いにもかかわらず、無理矢理、無理矢理、無実の罪を着せられて、無実の罪を着せられて、私はこれから死刑私はこれから死刑

に処せられることになるのです。」に処せられることになるのです。」
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(6) (6) 恵み深き神の配慮恵み深き神の配慮

　神はスザンナが泣き叫ぶのをお聞きになられた。　神はスザンナが泣き叫ぶのをお聞きになられた。スザンナが処刑場に連スザンナが処刑場に連

行されようとした時、行されようとした時、神は敬虔なるダニエル神は敬虔なるダニエル（（DanielDaniel））という青年に対しという青年に対し

て、て、スザンナの処刑に対する抗議活動を直ちに開始するようにと指示されスザンナの処刑に対する抗議活動を直ちに開始するようにと指示され

た。た。そこで、そこで、ダニエルは、ダニエルは、＜私はこの女性の血が、＜私はこの女性の血が、私の頭の上に降りかか私の頭の上に降りかか

るようなことは絶対にさせない＞るようなことは絶対にさせない＞（‘（‘I will not have this woman'sI will not have this woman's

blood on my head.blood on my head.’’p.205p.205））と大声で叫んだ。と大声で叫んだ。すると、すると、すべての人々はすべての人々は

振り向いてダニエルに＜それは、振り向いてダニエルに＜それは、いったい、いったい、どういう意味なんだね＞どういう意味なんだね＞

（‘（‘What do you mean by that?What do you mean by that?’’p.205p.205））と尋ねた。と尋ねた。すると、すると、ダニエルはダニエルは

敢然と前に進み出て、敢然と前に進み出て、次のように言ったのである。次のように言ったのである。

　　‘‘Are you such fools, you Israelites,as to condemn a woman ofAre you such fools, you Israelites,as to condemn a woman of

Israel, without making careful inquiry and finding out the truth?Israel, without making careful inquiry and finding out the truth?

Reopen the trial; the evidence these men have brought againstReopen the trial; the evidence these men have brought against

her is false.her is false.’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.205p.205））

　　「イスラエルの人達よ、「イスラエルの人達よ、あなた方は、あなた方は、綿密な調査もせず、綿密な調査もせず、また、また、本当の本当の

真実を究明することすらせずに、真実を究明することすらせずに、イスラエルの女性に死刑の宣告をするよイスラエルの女性に死刑の宣告をするよ

うな、うな、そんな愚か者なのですか。」そんな愚か者なのですか。」

　　そこで、そこで、人々はみんな帰って行ってしまったが、人々はみんな帰って行ってしまったが、他の長老達はダニエル他の長老達はダニエル

に＜さあ、に＜さあ、私達の中に坐って、私達の中に坐って、正確な事実、正確な事実、つまり、つまり、真相を話して下さい真相を話して下さい

ませんか。ませんか。というのは、というのは、神はあなたに長老の地位を与えられたからです＞神はあなたに長老の地位を与えられたからです＞

（‘（‘Come, take your place among us and state your case, for God hasCome, take your place among us and state your case, for God has

given you the standing of an elder.given you the standing of an elder.’’ p.205 p.205））と言ったのである。と言ったのである。そそ

こで、こで、ダニエルは、ダニエルは、これら２人の長老を調べるための方法を、これら２人の長老を調べるための方法を、次のように、次のように、

具体的に提案した。具体的に提案した。

　　‘‘Separate these men and keep them at a distance from eachSeparate these men and keep them at a distance from each

other, and I will examine them.other, and I will examine them.’’                          　　　　  　　      （（p.205p.205））
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　　「これら２人の者を別々にして、「これら２人の者を別々にして、お互いからぐっと離れたところに置いお互いからぐっと離れたところに置い

てくれませんか。てくれませんか。そうしたら、そうしたら、私が、私が、これらこれら２人を尋問することにします。」２人を尋問することにします。」

　　このダイニエルの提案に基づき、このダイニエルの提案に基づき、２人の長老が別々の所に移動させられ２人の長老が別々の所に移動させられ

た時、た時、ダニエルは２人の長老の中の１人を呼んで、ダニエルは２人の長老の中の１人を呼んで、＜冷酷無比なる罪人＜冷酷無比なる罪人

よ。よ。あなたが過去に犯した罪の数々が、あなたが過去に犯した罪の数々が、いまや、いまや、あなたの胸にしみじみとあなたの胸にしみじみと

こたえてきたでしょう。こたえてきたでしょう。あなたは、あなたは、いままでに、いままでに、神が罪を犯していない、神が罪を犯していない、

無実の者を死刑に処することは絶対にしてはならないと言っておられたに無実の者を死刑に処することは絶対にしてはならないと言っておられたに
おとしいおとしい

もかかわらず、もかかわらず、有罪の判決を下し、有罪の判決を下し、無実の者を罪に陥れ、無実の者を罪に陥れ、いっぽう、いっぽう、本当本当

に罪を犯した者を、に罪を犯した者を、無罪放免とした＞無罪放免とした＞（‘（‘You hardened sinner,You hardened sinner,’’ he said, he said,

‘‘the sins of your past have now come home to you. You gave unjustthe sins of your past have now come home to you. You gave unjust

decisions, condemning the innocent, and acquitting the guilty,decisions, condemning the innocent, and acquitting the guilty,

although the Lord had said,although the Lord had said,““You shall not put to death anYou shall not put to death an

innocent and guiltless man.innocent and guiltless man.””p.206p.206））と言うのである。と言うのである。
いっせきいっせき

　　ダニエルはこのように、ダニエルはこのように、神の正義ということに関して、神の正義ということに関して、一席ぶった後、一席ぶった後、

長老の１人に＜ところで、長老の１人に＜ところで、あなたは２人が一緒にいるのを見たのは、あなたは２人が一緒にいるのを見たのは、もっもっ

とも、とも、これは、これは、もしかりにあなたが、もしかりにあなたが、この婦人を見たと想定してのことでこの婦人を見たと想定してのことで

ありますが、ありますが、何という木の下でしたか＞何という木の下でしたか＞（（Now then, if you saw thisNow then, if you saw this

woman, tell us under what tree did you see them together?woman, tell us under what tree did you see them together?’’
ちょうじちょうじ

p.206p.206））と尋ねると、と尋ねると、その長老は、その長老は、＜丁字の木の下でした＞＜丁字の木の下でした＞（‘（‘under aunder a

clovetreeclovetree’’p.206p.206））と答えた。と答えた。すると、すると、ダニエルは、ダニエルは、次のように鋭く言い次のように鋭く言い

返すのである。返すのである。

　　‘‘Very good: this lie has cost you your life, for already God'sVery good: this lie has cost you your life, for already God's

angel has received your sentence from God and he will cleave youangel has received your sentence from God and he will cleave you

in two!in two!’’      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （（p.206p.206））

　　「はい分かりました。「はい分かりました。あなたは、あなたは、このような嘘、このような嘘、つまり、つまり、偽証の罪によっ偽証の罪によっ

て、て、自らの生命を失うことになったのです。自らの生命を失うことになったのです。といいますのは、といいますのは、神に仕える神に仕える
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天使が、天使が、すでに、すでに、あなたに下すことになっている判決を、あなたに下すことになっている判決を、神から直接に受神から直接に受

け取っているからです。け取っているからです。従いまして、従いまして、あなたは、あなたは、その判決文通りに、その判決文通りに、いずいず

れ真っ二つに引き裂かれることになります。」れ真っ二つに引き裂かれることになります。」

　　して、して、ダニエルは、ダニエルは、この長老にひとまず、この長老にひとまず、脇に立っているように命じ、脇に立っているように命じ、

こんどは、こんどは、もう１人の長老を連行するように命じた。もう１人の長老を連行するように命じた。そして、そして、ダニエルはダニエルは

その長老に＜いま、その長老に＜いま、ここに、ここに、あなたの卑劣な行為、あなたの卑劣な行為、つまり、つまり、脅迫に屈従す脅迫に屈従す

ることを、ることを、断固として拒絶したユダの女性が１人まいっております＞断固として拒絶したユダの女性が１人まいっております＞

（“（“...here is a womam of Judah who would not submit to your...here is a womam of Judah who would not submit to your

villanyvillany．”．”p.206p.206））と言った言葉からも察知することができるように、と言った言葉からも察知することができるように、ここ

の長老の偽証を確信しているので、の長老の偽証を確信しているので、長老が今までに犯した、長老が今までに犯した、数々の悪業数々の悪業

を、を、次のように非難攻撃するのである。次のように非難攻撃するのである。

　　‘‘Spawn of Cannan,no son of Judah, beauty has been your undoingSpawn of Cannan,no son of Judah, beauty has been your undoing

and lust has corrupted your heart! Now we know how you have beenand lust has corrupted your heart! Now we know how you have been

treating  the women of Israel,frightening them into consentingtreating  the women of Israel,frightening them into consenting

with you; ...with you; ...’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（p.206p.206））

くらくら みずかみずか

　　「ユダ族の子孫ならざる、「ユダ族の子孫ならざる、カナンの末裔よ、カナンの末裔よ、美貌に目が眩んだために、美貌に目が眩んだために、自自

らの身の破滅を招くことになった。らの身の破滅を招くことになった。すなわち、すなわち、あなたの心はすっかり腐敗あなたの心はすっかり腐敗

（堕落）（堕落）して、して、燃えさかる欲情の虜になってしまった。燃えさかる欲情の虜になってしまった。いまや、いまや、私達には、私達には、

あなたがいままでに、あなたがいままでに、いくたのイスラエルの女性に、いくたのイスラエルの女性に、どんなにかひどいこどんなにかひどいこ
おどおど

とをしてきたか、とをしてきたか、つまり、つまり、いかに多くのイスラエルの女性達を脅して、いかに多くのイスラエルの女性達を脅して、ああ

なたの言うなりにさせてきたかということが、なたの言うなりにさせてきたかということが、ちゃんと分かってしまってちゃんと分かってしまって

いるんです。」いるんです。」

　　このように、このように、ダニエルは長老の偽証を確信していたが、ダニエルは長老の偽証を確信していたが、一応、一応、念のため、念のため、
くく

あなたが一緒にいる２人とやらに、あなたが一緒にいる２人とやらに、不意打ちを食らわせたのは、不意打ちを食らわせたのは、いかなるいかなる

木の下でしたか＞木の下でしたか＞（‘（‘...under what tree did you suprise them...under what tree did you suprise them

together?together?’’p.206p.206））と尋ねる。と尋ねる。すると。すると。彼は＜いちいの木の下でした＞彼は＜いちいの木の下でした＞
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（‘（‘Under a yew treeUnder a yew tree’’p.206p.206））と答えた。と答えた。これで、これで、ダニエルは２人の長ダニエルは２人の長

老が証言した事実が食い違っていることによって、老が証言した事実が食い違っていることによって、偽証であることを確信偽証であることを確信

したことになる。したことになる。従って、従って、ダニエルは先の長老に対してと同様、ダニエルは先の長老に対してと同様、実に厳し実に厳し

い判決を、い判決を、次のように言い渡すのである。次のように言い渡すのである。

　　Very good: this lie has cost your life, for the angel of GodVery good: this lie has cost your life, for the angel of God

is waiting with his sword to hew you down and destroy you both.is waiting with his sword to hew you down and destroy you both.’’

（（p.206p.206））

　　「はい、「はい、分かりました。分かりました。あなたは、あなたは、このような偽証の罪によって、このような偽証の罪によって、自ら自ら

の生命を犠牲にしたことになります。の生命を犠牲にしたことになります。といいますのは、といいますのは、神に仕える天使神に仕える天使

が、が、いまや、いまや、剣を手に持って、剣を手に持って、あなたを斬り殺し、あなたを斬り殺し、あなた方２人を抹殺しあなた方２人を抹殺し

ようと、ようと、待ち構えているからです。」待ち構えているからです。」

(7) (7) 神への賛美と処刑神への賛美と処刑

　ダニエルが２人の長老に対する判決を言い渡した時、　ダニエルが２人の長老に対する判決を言い渡した時、その場に居合わせその場に居合わせ

た人達は、た人達は、スザンナの無実と救済を知って歓喜し、スザンナの無実と救済を知って歓喜し、一斉に大きな叫び声を一斉に大きな叫び声を

張り上げ、張り上げ、＜神を信じる者の救済者＞＜神を信じる者の救済者＞（“（“the saviour of those whothe saviour of those who

trust in him.trust in him.””p.206p.206））である神を賛美したのである。である神を賛美したのである。同時に、同時に、皆の者皆の者

は、は、一斉に、一斉に、２人の長老を非難攻撃した。２人の長老を非難攻撃した。というのは、というのは、ダニエルは自らのダニエルは自らの
かどかど

口から偽証した廉で、口から偽証した廉で、２人の長老の有罪を宣告したからである。２人の長老の有罪を宣告したからである。また、また、皆皆
かか

の者は、の者は、２人の長老が邪欲に駆られて２人の長老が邪欲に駆られて､､彼らの隣人であるスザンナにしよ彼らの隣人であるスザンナにしよ

うとしたように、うとしたように、＜モーゼの立法＞＜モーゼの立法＞（“（“the laws of Mosesthe laws of Moses””p.206p.206））にに

従って、従って、２人の長老を裁判にかけた後、２人の長老を裁判にかけた後、死刑に処した。死刑に処した。かくして、かくして、その日その日

に、に、神に対する敬虔な心と信頼を堅持したスザンナの無実の生命は救われ神に対する敬虔な心と信頼を堅持したスザンナの無実の生命は救われ
おのおの

たのである。たのである。それで、それで、ヒルキヤと彼の妻は、ヒルキヤと彼の妻は、己が娘スザンナに対し賞賛の己が娘スザンナに対し賞賛の

言葉を送った。言葉を送った。というのは、というのは、スザンナは恥ずべき行為からは無実であるとスザンナは恥ずべき行為からは無実であると

いうことが判明したからである。いうことが判明したからである。また、また、スザンナの夫ヨワキムと親戚一同スザンナの夫ヨワキムと親戚一同

も、も、スザンナの潔白と毅然たる態度を賛美したのである。スザンナの潔白と毅然たる態度を賛美したのである。
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　　ところで、ところで、｢｢外典」外典」に収録されているに収録されている「ダニエルとスザンナ」「ダニエルとスザンナ」は、は、＜短編＜短編

小説の祖先＞であると、小説の祖先＞であると、カドンが指摘したことに関連したことについて、カドンが指摘したことに関連したことについて、

土岐健治氏は土岐健治氏は『聖書の世界『聖書の世界・・總解説』總解説』（自由国民社）（自由国民社）のの「旧約聖書の外典「旧約聖書の外典･･

偽典」偽典」（（p.228p.228））の中で、の中で、「外典」「外典」のもつ文化遺産としてののもつ文化遺産としての､､現代における意現代における意

義について、義について、次のように書いている。次のように書いている。

　　「外典偽典というのは、「外典偽典というのは、だいたい紀元前三ないし二世紀頃から紀元後一だいたい紀元前三ないし二世紀頃から紀元後一

世紀頃のヘレニズム時代に記されたユダヤ教文書の中で世紀頃のヘレニズム時代に記されたユダヤ教文書の中で､､旧約聖書正典に旧約聖書正典に

入れられなかったもののことである。入れられなかったもののことである。それらは、それらは、歴史記述や歴史的な物歴史記述や歴史的な物

語、語、民間説話、民間説話、哲学的論述、哲学的論述、智恵文学、智恵文学、黙示文学など、黙示文学など、多彩な様式で記さ多彩な様式で記さ

れており、れており、その分量は、その分量は、旧約聖書正典を陵駕するほどである。旧約聖書正典を陵駕するほどである。それらは読それらは読

み物としておもしろいものも多く、み物としておもしろいものも多く、かつ現代に生きるわれわれにとってもかつ現代に生きるわれわれにとっても

示唆するところが多く、示唆するところが多く、人類の貴重な遺産である。」人類の貴重な遺産である。」


