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はじめに

　本作は、『帝京大学外国語外国文学論集』第 16号（2010年）掲載の「ダ

ンテ『神曲』地獄篇対訳（上）」の続編である。

　ダンテの『神曲』は、一般に考えられているような《翻訳》できる詩で

はない。確かにイタリア語を日本語に適当に訳すだけであれば、誰でもで

きる。しかし、『神曲』は大雑把に訳して了とするほど簡単なテクストでは

ない。近年目覚ましい発展を遂げたダンテ研究は、かつて想像し得なかっ

たほど新しい、真の『神曲』像を描きつつある。古色蒼然とした《誤った

解釈》は一掃され、ダンテの真の意図が浮かび上がって来ている。それゆえ、

『神曲』を正しく訳すためには、研究能力が何よりも必要とされる。端的に

言えば、日進月歩に進む最新の研究成果を取り入れ、従来の誤った註釈を

排しながら訳さなければならない。本作の特徴はまさにここにある。ダン

テの意図を可能な限り反映した真訳である。

　今回、両号に共通する凡例として長音の付加を挙げておきたい。古代

リシャ・ローマの人名、固有名詞、単語には、できるだけ原音に近づくよ

う長音を付してある。同様に、イタリアの人名や固有名詞も、できるだけ

実際の発音に沿うよう、必要あるものには長音を付している。これまで日

本語の翻訳では、『神曲』訳に限らず、ある名詞には長音を付しておきな

がら、別な名詞には付さないといった、極めて恣意的な取り扱いがなされ

てきた。日本語訳における誤ったカタカナ名を一掃する意味でも本作では

原音主義を採っている。例えば、ダンテの天敵であった悪徳教皇「ボニフ

ァーティウス」8世は、時折、イタリア語読みで「ボニファーチョ」と訳

されることがあるが、これは誤ったラテン語名である「ボニファキウス」

ダンテ『神曲』地獄篇対訳（下）

藤　谷　道　夫
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を誘発してきた（cf. Karl Ernst Georges, Ausführliches Lateinish-Deutsches 

Handwörterbuch, p. 847）。こうした誤解を避けるため、教皇はラテン語名

で統一し、長音を付している。また、すべてをイタリア語名で訳すと、日

本人にも馴染み深い地名や人名も一般の読者には判らなくなってしまうこ

とがある。このような場合は、一般によく知られている日本語名に置き換

えている。（例：ブリュッゲ → ブリュージュ）ただし、「ルチーフェロ」は

そのままイタリア語読みを採った。「ルシファー」はあまりに英語的な響き

を持ち、ラテン語名の「ルーキフェル」はあまり知られていないためである。

　なお、訳文中に見られる（　　）は訳者による補足説明であり、［　　］

は訳註である。
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CANTO XVIII

1 　Luogo è in inferno detto Malebolge,

2 tutto di pietra di color ferrigno,

3 come la cerchia che dintorno il volge.

4 　Nel dritto mezzo del campo maligno

5 vaneggia un pozzo assai largo e profondo,

6 di cui suo loco dicerò l’ordigno.

7  　Quel cinghio che rimane adunque è tondo

8  tra ’l pozzo e ’l piè de l’alta ripa dura,

9 e ha distinto in dieci valli il fondo.

10  　Quale, dove per guardia de le mura

11 più e più fossi cingon li castelli,

12 la parte dove son rende figura,

13  　tale imagine quivi facean quelli;

14 e come a tai fortezze da’ lor sogli

15 a la ripa di fuor son ponticelli,

16 　così da imo de la roccia scogli

17  movíen che ricidíen li argini e ’ fossi

18  infino al pozzo che i tronca e raccogli.

19 　In questo luogo, de la schiena scossi

20 di Gerïon, trovammoci; e ’l poeta

21 tenne a sinistra, e io dietro mi mossi.

22  　A la man destra vidi nova pièta,

23  novo tormento e novi frustatori,

24 di che la prima bolgia era repleta.

25 　Nel fondo erano ignudi i peccatori;
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地獄篇第 18 歌

1 　地獄には、悪
マレボルジェ
嚢と呼ばれる場所がある。

2 そこを取り巻く絶壁同様、

3 ことごとく鉄の如き色をした石でできている。

4 　この邪悪の野のまさに中心に

5 深い井戸が大きく口を開けているが、

6 その構造については、その場に来たとき、説明しよう。

8 　次に、峨
が　が
峨とした岩壁の麓からその井戸まで

7 ぐるりと広がるその円
マレボルジェ
冠は

9 その底が、さらに 10の濠［嚢
ボルジャ
］に分かれている。

10  　城壁を守るべく、幾重にも

11 濠が城を取り巻く

12 景観さながらに、

13  　ここでも、（10の）濠が順繰りに城壁を取り巻いていた。

14 この種の城塞にはその門扉
ぴ
から一番最後の

15 城壁まで小さな橋が幾つも架かっているが、

　それと同様、絶壁の根元から岩の橋が発し、11 

17  堤と濠を次々と跨
また
いで、まっすぐ井戸まで続くが、

18  そこで橋は断ち切られ、飲み込まれている。

19 　私たちがゲーリュオーンの背から厄介払いされ、

20 降り立った場所はこのような所だった。次に、詩人は

21 左に道を取り、私はその後に付き従った。

22  　右手に見えたのは、かつてなき悲惨な光景、

23  かつてなき呵責、かつてなき異形の拷問者たちだった。

24 第一の濠
ボルジャ
はこうしたもので埋め尽くされ、

25 　その底には、裸
ら
形
ぎょう
の罪人たちが蠢

うごめ
いていた。
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26 dal mezzo in qua ci veníen verso ’l volto,

27 di là con noi, ma con passi maggiori,

28 　come i Roman per l’essercito molto,

29 l’anno del giubileo, su per lo ponte

30 hanno a passar la gente modo colto,

31 　che da l’un lato tutti hanno la fronte 

32 verso ’l castello e vanno a Santo Pietro,

33 da l’altra sponda vanno verso ’l monte. 

34 　Di qua, di là, su per lo sasso tetro 

35 vidi demon cornuti con gran ferze,

36 che li battíen crudelmente di retro.

37 　Ahi com facean lor levar le berze

38 a le prime percosse! già nessuno

39 le seconde aspettava né le terze.

40 　Mentr’ io andava, li occhi miei in uno

41 furo scontrati; e io sì tosto dissi:

42 “Già di veder costui non son digiuno”.

43  　Per ch’ ïo a figurarlo i piedi affissi;

44 e ’l dolce duca meco si ristette,

45 e assentìo ch’alquanto in dietro gissi.

46 　E quel frustato celar si credette

47 bassando ’l viso; ma poco li valse,

48 ch’io dissi: “O tu che l’occhio a terra gette,

49 　se le fazion che porti non son false,

50 Venèdico se’ tu Caccianemico.

51 Ma che ti mena a sì pungenti salse?”.

52 　Ed elli a me: “Mal volentier lo dico;

53 ma sforzami la tua chiara favella,
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26 （濠の）中央からこちら側の者たちは、私たちに向けて進み、

27 （中央から）向こう側の者たちは、私たちの進む方向に

28 　向かっていたが、その足取りは（私たちよりも）ずっと速かった。

29 ちょうど、大赦の年、あふれる群衆に対し、ローマ人が

30 （サンタンジェロ）橋を渡らせるために一計を講じ、

31 　すべての面
おもて
を（サンタンジェロ）城に向けて

32 サン・ピエトロ聖堂へ赴く者と、反対に、（ジョルダーノの）

33 丘へ向かう者とに二分したのと同じ具合だ。

34 　（濠の底の）黒ずんだ岩肌の上の、あちらこちらに

35 角
つの
を生やした悪魔たちが大きな鞭を手に

36 罪人を後ろから容赦なく鞭打つのが見えた。

37 　おお、その凄まじきこと！たったの一撃で彼らの踵
きびす
を

38 挙げ［遁走］させていた。はや、

39 第二、第三の鞭をおとなしく待つ者など誰もいなかった。

40 　歩いていくうち、私の眼はとある男にぶつかった。

41 私はすぐさまこうつぶやいた、

42 ｢この男を見るのは初めてではないぞ。｣

43 　それで、その男を確かめようと、足を留めた。

44 すると師は、優しくも、私とともに立ち止まり、

45 私がいくらか後戻りするのを許してくれた。

46 　引き返すと、その鞭打たれる男は面
おもて
を伏せて、正体を

47 匿
かく
したつもりでいたが、無駄だった。私が、告げて

48 やったからだ。「おい、地面に目を投げかけているおまえ、

49 　おまえの、その顔つきが偽物でないなら、

50 おまえは、あのヴェネーディコ・カッチャネミーコだ。

51 一体なぜ、こんな激辛の調
ソ ー ス
味料を味わっている？」

52 　すると、彼は私に答えた。「それを話すのは気が進まぬが、

53 そのあからさまな言葉に触れては、
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54 che mi fa sovvenir del mondo antico.

55 　I’ fui colui che la Ghisolabella

56 condussi a far la voglia del marchese,

57 come che suoni la sconcia novella.

58 　E non pur io qui piango bolognese;

59 anzi n’è questo loco tanto pieno,

60 che tante lingue non son ora apprese

61 　a dicer ‘sipa’ tra Sàvena e Reno;

62 e se di ciò vuoi fede o testimonio,

63 rècati a mente il nostro avaro seno”.

64 　Così parlando il percosse un demonio

65 de la sua scurïada, e disse : “Via,

66 ruffian! qui non son femmine da conio”.

67 　I’ mi raggiunsi con la scorta mia;

68 poscia con pochi passi divenimmo

69 là ’v’ uno scoglio de la ripa uscia.

70 　Assai leggeramente quel salimmo;

71 e vòlti a destra su per la sua scheggia,

72 da quelle cerchie etterne ci partimmo.

73 　Quando noi fummo là dov’ el vaneggia

74 di sotto per dar passo a li sferzati,

75 lo duca disse: “Attienti, e fa che feggia

76 　lo viso in te di quest’ altri mal nati,

77 ai quali ancor non vedesti la faccia

78 però che son con noi insieme andati”.

79 　Del vecchio ponte guardavam la traccia

80 che venìa verso noi da l’altra banda,

81 e che la ferza similmente scaccia.
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54 古
いにしえ
の世を思い出さずにはいられぬ。

57 （地上で）この恥ずべき話がいかように響いていようとも、

55 　（妹の）ギーゾラベッラを、侯爵［エステ家のオビッツォ2世］の

56 欲求に応えるよう（巧みに）仕向けた張本人が、このわしだ。

58 　なにもここで泣いているボローニャ人は、わしだけではない。

60 それどころか、ここはボローニャ人で一杯だ。あまりに

59 大勢いるため、今や、サーヴェナ川とレーノ川の間［ボローニャ地方］で

61 　生粋のボ
ス ィ ー パ
ローニャ方言を話せる者の方が少ないほどだ。

62 これについて確かな証拠が欲しいなら、

63 わしらの貪
どんらん
婪な性

さが
を想い起こすだけで、事足りよう。」

64 　このように話している彼を、一匹の悪魔が

65 鞭で打ち懲
こ
らして、叫んだ。「とっとと行け！

66 女
ぜ
衒
げん
め！ここには金

かね
になる女はいないぞ。」

67 　私は、ふたたび、わが導者の許
もと
に戻った。

68 それから、少し歩くと、私たちは

69 崖から岩橋が伸び出ている場所に着いた。

70 　私たちは、楽々とその上に登ると、

71 ゴツゴツとしたその岩を右に曲がり、

72 あの永遠の円の巡りから遠ざかった。

74 　苔
ち けい
刑者たちを通すために、岩橋の下が

73 空洞となっている地点にやって来たとき、

75 師は言った。「止まれ。もう一方の、この悪生どもの

76 　視線がおまえに当たるように向くがよい。

78 この者らは、私たちと同じ方向に進んでいたため、

77 おまえはまだその顔を目にしていない。」

79 　太古の岩橋の上から私たちは、もう一方の側から

81 同じように鞭で追い払われ続けながら、

80 こちらへ列をなしてやって来る群れを眺めた。
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82 　E ’l buon maestro, sanza mia dimanda,

83 mi disse: “Guarda quel grande che vene,

84 e per dolor non par lagrime spanda:

85 　quanto aspetto reale ancor ritene!

86 Quelli è Iasón, che per cuore e per senno

87 li Colchi del monton privati féne.

88 　Ello passò per l’isola di Lenno

89 poi che l’ardite femmine spietate

90 tutti li maschi loro a morte dienno.

91 　Ivi con segni e con parole ornate

92 Isifile ingannò, la giovinetta

93 che prima avea tutte l’altre ingannate.

94 　Lasciolla quivi, gravida, soletta;

95 tal colpa a tal martiro lui condanna;

96 e anche di Medea si fa vendetta.

97 　Con lui sen va chi da tal parte inganna;

98 e questo basti de la prima valle

99 sapere e di color che ’n sé assanna”.

100 　Già eravam là ’ve lo stretto calle

101 con l’argine secondo s’incrocicchia,

102 e fa di quello ad un altr’ arco spalle.

103 　Quindi sentimmo gente che si nicchia

104 ne l’altra bolgia e che col muso scuffa,

105 e sé medesma con le palme picchia.

106 　Le ripe eran grommate d’una muffa,

107 per l’alito di giù che vi s’appasta,

108 che con li occhi e col naso facea zuffa.

109 　Lo fondo è cupo sì, che non ci basta
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82 　すると師は、私が尋ねる前に、察しよく、

83 私に告げた。「やって来る、あの偉大な男に眼を留めよ。

84 痛みに涙一つ流す様子もなく、

85 　王者の風格を今なお保っている！

86 かの者がイアーソーンだ。勇気と才気で

87 コルキス人から羊［金羊毛］を奪った。

88 　彼はレームノス島に立ち寄ったが、

89 その前に、無謀極まる女たちが、無慈悲にも

90 島の男という男を一人残らず、殺害していた。

91 　この島で、イアーソーンは、愛の印と巧言で

92 うら若い乙女、ヒュプシピュレーを誑
たぶら
かした。

93 彼女は、以前、島の女みなの眼を欺いていたが。

94 　イアーソーンは、身重の彼女を独り残して島を去った。

95 こうした罪により、彼は、かくの如き呵責に遭っている。

96 またここで、メーデイアの復讐もなされている。

97 　彼と一緒に逃げていくのは、このように女性を誑かした者どもだ。

99 第一の濠と、その中で（鞭の）牙に苛
さいな
まれている者たちについては、

98 これだけ知っておけば、十分であろう。」

100 　今や、私たちは、狭い小径［岩橋］が

101 第二の堤と十字に交差するところへとやって来た。

102 堤は橋脚となって、そこからさらに次の橋が弧を描いていた。

103 　次の濠の中で、人々が息苦しそうに

104 喘ぎ声を挙げ、騒々しく鼻を鳴らし、われとわが身を

105 手で打
ちょう
擲
ちゃく
しているのが、ここまで聞こえていた。

106 　下から立ちのぼる濃密な汚臭は、（堤の）岩肌にネバネバと

107 へばりつき、一面、黴
かび
のように覆い尽くして、

108 目と鼻を衝
つ
き、吐き気を催させた。

109 　底は深く狭く、ここからでは下まで覗き見ることが
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110 loco a veder sanza montare al dosso

111 de l’arco, ove lo scoglio più sovrasta.

112 　Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso

113 vidi gente attuffata in uno sterco

114 che da li uman privadi parea mosso.

115 　E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco,

116 vidi un col capo sì di merda lordo,

117 che non parëa s’era laico o cherco.

118 　Quei mi sgridò: “Perché se’ tu sì gordo

119 di riguardar più me che li altri brutti?”. 

120 E io a lui: “Perché, se ben ricordo,

121 　già t’ho veduto coi capelli asciutti,

122 e se’ Alessio Interminei da Lucca:

123 però t’adocchio più che li altri tutti”.

124 　Ed elli allor, battendosi la zucca:

125 “Qua giù m’hanno sommerso le lusinghe

126 ond’io non ebbi mai la lingua stucca”.

127 　Appresso ciò lo duca “Fa che pinghe”,

128 mi disse, “il viso un poco più avante, 

129 sì che la faccia ben con l’occhio attinghe

130 　di quella sozza e scapigliata fante

131 che là si graffia con l’unghie merdose,

132 e or s’accoscia e ora è in piedi stante.

133 　Taïde è, la puttana che rispuose

134 al drudo suo quando disse «Ho io grazie

135 grandi apo te?» :  «Anzi maravigliose!».

136 　E quinci sian le nostre viste sazie”.
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111 できなかったため、弧を描く岩橋が最も高く聳える

110 頂まで登らなくてはならなかった。

112 　その尾根にやって来て、そこから濠の中を見下ろすと、

114 人間の厠
かわや
から発するように思える

113 糞尿の中に人々が深々と漬けられているのが見えた。

115 　私が、下の方を、眼で探っているうち

116 一人の男が眼に止まったが、頭が糞まみれのため、

117 聖職の者か世俗の者か、見分けがつかなかった。

118 　突然、その男は私に怒鳴った。「貴様、他の汚い奴らを

119 差しおいて、なぜ俺ばかり貪り見つめる？」

120 私は彼に答えた。「教えてやろう、記憶に間違いなければ、

121 　おまえの髪がまだ乾いていた頃、見た覚えがあるからだ。

122 おまえはルッカのアレッシオ・インテルミネッリだ。

123 だから、他の誰をも差しおいて、おまえに目を付けている。」

124 　すると、男は己
おのれ
の空
から
頭
あたま
を叩
たた
き、（言った。）

125 ｢俺がここへ沈められたのは、お世辞に

126 ついぞ飽き足ることのなかった舌のせいだ。」

127 　この（やりとりの）後、師は私に言った、

128 ｢視線をもう少し先に遣
や
ってみよ、

130 そうすれば、あの汚らわしい、髪をくしゃくしゃにした

129 　婢
はしため
女の顔を、その眼でよく捉えられよう。

132 向こうで、ある時はしゃがみ、ある時は立ち上がり、

131 その糞まみれの爪で、わが身を掻いている。

133 　あれがターイス、馴
な じみ
染から『私は、君に

134 大いに気に入られたかな？』と訊
き
かれて、

135 『それどころか、その百倍もよ！』と答えた売
ばいた
女だ。

136 　ここでは、もう十分、われらの眼は満たされただろう。」
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CANTO XIX

1 　O Simon mago, o miseri seguaci

2 che le cose di Dio, che di bontate

3 deon essere spose, e voi rapaci

4 　per oro e per argento avolterate,

5 or convien che per voi suoni la tromba,

6 però che ne la terza bolgia state.

7  　Già eravamo, a la seguente tomba,

8  montati de lo scoglio in quella parte

9 ch’a punto sovra mezzo ’l fosso piomba.

10  　O somma sapïenza, quanta è l’arte

11 che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,

12 e quanto giusto tua virtù comparte!

13  　Io vidi per le coste e per lo fondo 

14 piena la pietra livida di fóri,

15 d’un largo tutti e ciascun era tondo.

16 　Non mi parean men ampi né maggiori

17  che que’ che son nel mio bel San Giovanni,

18  fatti per loco d’i battezzatori;

19 　l’un de li quali, ancor non è molt’ anni,

20 rupp’ io per un che dentro v’annegava:

21 e questo sia suggel ch’ogn’ omo sganni.

22  　Fuor de la bocca a ciascun soperchiava

23  d’un peccator li piedi e de le gambe 
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地獄篇第 19 歌

1 　おお、魔術師シモンよ、おお、嘆かわしいその追随者どもよ、

2 忠実な花嫁であるべき聖職［神のもの］を、

3 強欲にも、金や銀のために

4 　売春させる汝らに向け、

5 今こそラッパが響き渡らねばならぬ、

6 汝らが第 3のボルジャにいるからには。

7 　私たちはすでに次の墓
ボルジャ
にやって来ていた、

8 岩橋を登りつめ、ちょうど

9 濠の中央を真上から臨む地点に。

10  　おお、至高の叡智よ、いかに大いなる御業を

11 天に、地に、悪しき世界にあなたはお示しになることか、

12 また、あなたの力がいかに公正に配されていることか！

13  　（濠の）壁面にも底にも

14 鈍
にび
色
いろ
の岩に無数の穴が空いているのが見えた。

15 穴は、どれも同じ大きさで、円
まる
かった。

　わがうるわしのサン・ジョヴァンニ洗礼堂にある11 

17  洗礼の水瓶用に穿
うが
たれた穴よりも、

18  狭くもなければ、大きくもないように見えた。

19 　それほど昔のことではないが、私はその水瓶の一つを

20 壊したことがある。幼児がその中で溺れかけていたからだが、

21 これだけ言えば、万人の誤解を解くに十分な証となろう。

22  　それぞれの穴の口からは、罪人の脚が

23  腿まで外へと突き出し、
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24 infino al grosso, e l’altro dentro stava.

25 　Le piante erano a tutti accese intrambe;

26 per che sì forte guizzavan le giunte,

27 che spezzate averien ritorte e strambe.

28 　Qual suole il fiammeggiar de le cose unte

29 muoversi pur su per la strema buccia,

30 tal era lì dai calcagni a le punte.

31 　“Chi è colui, maestro, che si cruccia

32 guizzando più che li altri suoi consorti”,

33 diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”

34 　Ed elli a me: “Se tu vuo’ ch’i’ ti porti

35 là giù per quella ripa che più giace,

36 da lui saprai di sé e de’ suoi torti”.

37 　E io: “Tanto m’è bel, quanto a te piace:

38 tu se’ segnore, e sai ch’i’ non mi parto

39 dal tuo volere, e sai quel che si tace”.

40 　Allor venimmo in su l’argine quarto;

41 velgemmo e discendemmo a mano stanca

42 là giù nel fondo forachiato e arto.

43  　Lo buon maestro ancor de la sua anca

44 non mi dipuose, sì mi giunse al rotto

45 di quel che si piangeva con la zanca.

46 　“O qual che se’ che ’l di sù tien di sotto,

47 anima trista come pal commessa”,

48 comincia’ io a dir, “se puoi, fa motto”.

49 　Io stava come ’l frate che confessa

50 lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto,

51 richiama lui per che la morte cessa.
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24 残りは穴の中に入っていた。

25 　全員の足の裏は、両方とも、燃えていた。

26 このため、膝の関節は、丈夫な枝紐や草縄も引きちぎって

27 しまうほどの勢いで、激しく踊りくねっていた。

28 　油の染みたものに炎が点じると、

29 その表面だけを走っていくものだが、

30 まさにそれと同じく、炎が踵
かかと
から指先までを舐

な
めていた。

32 　｢師よ、運命をともにする他の者たちよりも、せわしくのたうって

31 苦しんでいるあの者は誰ですか？

33 しかも、ひときわ赤い炎に吸われています」と、私は言った。

34 　すると師は私に言った。「お前が望むなら、あの傾斜の

35 なだらかな方の岸を伝って、おまえを下へと運んでやろう。

36 かの者が何者で、どんな罪を犯したのか直接聞けばよい。」

37 　私は答えた。「先生のお気に召すものは何でも私に喜ばしいもの。

38 あなたこそわが主、どこまでもあなたの意志に付き従って

39 参ります。私が口にせぬことも、先生はよくご存じです。」

40 　それから私たちは第 4の堤の上にやって来ると、

41 左に向きを変えて、

42 穴で立
りっすい
錐の余地もない底へと降りていった。

43 　師は、心優しくも、その脇腹から私を

45 降ろさぬまま、あの脚
ザンカ
で泣いている者［ニコラウス 3世］の

44 穴まで運んでいった。

47 　｢おお、棒杭のように打ち込まれた哀れな魂よ、

46 上のものを下にしているおまえが誰であれ」と、私は

48 話しかけた。「口が利けるものなら、言葉を発してみよ。」

51 　逆
さか
埋
う
めにされた後、なおも死を先延ばしにしようとする

50 背信の殺し屋に呼び戻された聴罪司祭のように

49 私は身体を傾け、その告白を待っていた。
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52 　Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto,

53 se’ tu già costì ritto, Bonifazio?

54 Di parecchi anni mi mentì lo scritto.

55 　Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio

56 per lo qual non temesti tòrre a ’nganno

57 la bella donna, e poi di farne strazio?”.

58 　Tal mi fec’ io, quai son color che stanno,

59 per non intender ciò ch’è lor risposto,

60 quasi scornati, e risponder non sanno.

61 　Allor Virgilio disse: “Dilli tosto:

62 «Non son colui, non son colui che credi»”;

63 e io rispuosi come a me fu imposto.

64 　Per che lo spirto tutti storse i piedi;

65 poi, sospirando e con voce di pianto,

66 mi disse: “Dunque che a me richiedi?

67 　Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto,

68 che tu abbi però la ripa corsa,

69 sappi ch’i’ fui vestito del gran manto;

70 　e veramente fui figliuol de l’orsa,

71 cupido sì per avanzar li orsatti,

72 che sù l’avere e qui me misi in borsa.

73 　Di sotto al capo mio son li altri tratti

74 che precedetter me simoneggiando,

75 per le fessure de la pietra piatti.

76 　Là giù cascherò io altresì quando

77 verrà colui ch’i’ credea che tu fossi,

78 allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando.

79 　Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi
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52 　すると、男は喚
わめ
いた。「おまえはもうそこに立っているのか。

53 おまえは、もうそこに立っているのか。ボニファーティウスよ。

54 わしは（未来の）書に数年も欺かれたぞ。

55 　おまえはこんなにも早くあの（富と権力の）所有に満腹したのか、

56 それが欲しくて、何のためらいもなく、うるわしい女性を

57 騙
だま
し娶
めと
っては、身を売らせたくせに。」

58 　返事を聞きはしたものの、意味が理解できないために、

59 私は何と答えてよいか解らず、呆気にとられた

60 者のように、茫然と立ちつくしていた。

61 　すると、ウェルギリウスが言った。「さあ言ってやれ。

62 『人違いだ、私はおまえが思っている者ではない』と。」

63 それで私は命じられた通りに答えた。

64 　私の言葉を聞くと、その霊は足を歪めて激しく悶えた。

65 やがてため息混じりの悲憤に満ちた声で

66 私に言った。「それなら、このわしに何の用だ？

67 　わざわざ岸を降りてきてまで

68 わしが誰か気に掛かるというなら、

69 教えてやろう。私は大いなる（教皇）マントを着る者だった。

70 　わしは、この名前［オルスィーニ］の通り、雌熊の倅
せがれ
だったが、

71 仔熊たちを推し挙げようと富を貪るあまり、

72 上では金
かね
を、ここでは自身を財嚢［穴］に突っ込んだ。

74 　わしの頭の下には、わしより前に聖職を汚
けが
した

73 他の教皇たちが引きずり込まれ、

75 岩の裂け目［穴］（深く）に押し潰されておる。

76 　わしが出し抜けに問いを発したとき、

77 おまえと勘違いした者［教皇ボニファーティウス 8世］がやって来る暁には、

78 わしもまたこの下に堕ち行くことになる。

79 　だが、わしがすでに足を焦がし、
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80 e ch’i’ son stato così sottosopra,

81 ch’el non starà piantato coi piè rossi:

82 　ché dopo lui verrà di più laida opra,

83 di ver’ ponente, un pastor sanza legge,

84 tal che convien che lui e me ricuopra.

85 　Nuovo Iasón sarà, di cui si legge

86 ne’ Maccabei; e come a quel fu molle

87 suo re, così fia lui chi Francia regge”.

88 　Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle,

89 ch’i’ pur rispuosi lui a questo metro:

90 “Deh, or mi dì: quanto tesoro volle

91 　Nostro Segnore in prima da san Pietro

92 ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa?

93 Certo non chiese se non «Viemmi retro».

94 　Né Pier né li altri tolsero a Matia

95 oro od argento, quando fu sortito

96 al loco che perdé l’anima ria.

97 　Però ti sta, ché tu se’ ben punito;

98 E guarda ben la mal tolta moneta

99 ch’esser ti fece contra Carlo ardito.

100 　E se non fosse ch’ancor lo mi vieta

101 la reverenza de le somme chiavi

102 che tu tenesti ne la vita lieta,

103 　io userei parole ancor più gravi;

104 ché la vostra avarizia il mondo attrista,

105 calcando i buoni e sollevando i pravi.

106 　Di voi pastor s’accorse il Vangelista,

107 quando colei che siede sopra l’acque
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80 こうやって逆立ちを続けてきた期間［23年］よりも

81 その男が真っ赤な足で植え込まれている方が短かろう。

82 　というのも、奴の後、もっとおぞましい悪行を働く無法の牧者

83 ［クレーメーンス 5世］が西の方角からやって来るだろうからだ。

84 その底なしの腐敗ぶりに、奴もわしも覆い隠されてしまうほどだ。

85 　この者は『マカバイ記』に描かれるヤソンの再来となろう。

86 ヤソンに（シリアの）王が容易になびいたように、フランスを

87 治める者［フィリップ 4世美王］もこの者に同じ態度を採ろう。」

88 　この時、（憤慨の余り）我を忘れすぎたか、今も定かではないが、

89 私はまさに次のような調子で彼に答えた。

90 ｢そうか、それでは、言ってもらおう。われらの主［キリスト］は

91 　聖ペテロに（天国の）鍵をお託しになる前、一体どれほどの

92 財宝を要求されたか。もちろん、何もお求めにならず、

93 『私に付いて来なさい』と仰せになっただけだ。

96 　極悪の魂［ユダ］によって失われた（使徒の）席が

95 神
しんせん
籤を通してマッティアに降ったとき、金や銀を

94 ペテロも他の使徒たちも彼に求めはしなかった。

97 　だから、そのままそこにいろ、おまえにふさわしい罰だ。

98 悪く手に入れた金だ、善く番をしろ。シャルル

99 （ダンジュー1世）に対しておまえを不敵にさせたのがこの金だった。

100 　喜ばしい現世でおまえが手にしていた

101 至高の鍵に対する敬意から

102 なおも控えているが、もしそうでなければ、

103 　もっと手厳しい言葉を連ねるところだ。おまえらの貪欲によって

105 善人は踏みにじられ、悪人が引き上げられるという

104 悲しむべき世になったのだから。

107 　諸々の水の流れ［民］の上に座る女性が、王たちを

108 相手に売淫するのを福音史家（聖ヨハネ）が目にした時、
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108 puttaneggiar coi regi a lui fu vista;

109 　quella che con le sette teste nacque,

110 e da le diece corna ebbe argomento, 

111 fin che virtute al suo marito piacque.

112 　Fatto v’avete dio d’oro e d’argento;

113 e che altro è da voi a l’idolatre,

114 se non ch’elli uno, e voi ne orate cento?

115 　Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre,

116 non la tua conversion, ma quella dote

117 che da te prese il primo ricco patre!”.

118 　E mentr’ io li cantava cotai note,

119 o ira o coscïenza che ’l mordesse,

120 forte spingava con ambo le piote.

121 　I’ credo ben ch’al mio duca piacesse,

122 con sì contenta labbia sempre attese

123 lo suon de le parole vere espresse.

124 　Però con ambo le braccia mi prese;

125 e poi che tutto su mi s’ebbe al petto,

126 rimontò per la via onde discese.

127 　Né si stancò d’avermi a sé distretto,

128 sì men portò sovra ’l colmo de l’arco

129 che dal quarto al quinto argine è tragetto.

130 　Quivi soavemente spuose il carco,

131 soave per lo scoglio sconcio ed erto

132 che sarebbe a le capre duro varco.

133 　Indi un altro vallon mi fu scoperto.
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106 彼はまさにおまえら羊飼いに気づいていたのだ。

109 　7つの頭をもって生まれたその女性［ローマ教会］は、

111 夫［教皇］が徳を好んでいた間は、

110 その 10の角
つの
から活力を得ていた。

112 　おまえらは手前勝手に金や銀の神々を作り上げたが、

113 おまえらと偶像崇拝者と、どこが違うというのだ？

114 （偶像を）一つ拝むか、百拝むかの違いだけだ。

115 　ああ、コーンスタンティーヌス皇帝よ、汝の改宗ではなく、

116 あの寄進がいかに大きな悪の母となったことか、最初の父

117 ［教皇シルウェストリス 1世］がそれを汝から受け取り、金持ちとなった！」

118 　私がこのような旋律を奏で、あからさまに彼を罵っている間、

119 憤怒のためか、それとも良心の呵責のためか、

120 彼は両の足の裏で跳ね回っていた。

121 　わが導師は、お喜びになったと信じている。

122 私の発する真実の言葉の響きに

123 終始、ご満悦の表情で、耳を傾けておられたからだ。

124 　それから、師は私を両腕で抱き締めると、

125 私の身体すべてを胸の高さにまで持ち上げ、

126 先ほど降りてきた道を引き返して、登っていった。

127 　疲れを知ることなく、私をぴったりと胸に抱きかかえ、

128 第 4の堤から第 5の堤への橋渡しをしている

129 弧［岩橋］の頂の上へと運び、

132 　山
ヤ ギ
羊も通るに難

かた
い

131 峨
が　が
々とした険しい岩橋を通って、そっと

130 愛おしい荷［私］をそこに降ろした。

133 　その頂からは、もう一つの谷が私の前に開けていた。
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CANTO XX

1 　Di nova pena mi conven far versi

2 e dar matera al ventesimo canto

3 de la prima canzon, ch’è d’i sommersi.

4 　Io era già disposto tutto quanto

5 a riguardar ne lo scoperto fondo,

6 che si bagnava d’angoscioso pianto;

7  　e vidi gente per lo vallon tondo

8  venir, tacendo e lagrimando, al passo

9 che fanno le letane in questo mondo.

10  　Come ’l viso mi scese in lor più basso, 

11 mirabilmente apparve esser travolto

12 ciascun tra ’l mento e ’l principio del casso,

13  　ché da le reni era tornato ’l volto,

14 e in dietro venir li convenia,

15 perché ’l veder dinanzi era lor tolto.

16 　Forse per forza già di parlasìa

17  si travolse così alcun del tutto;

18  ma io nol vidi, né credo che sia.

19 　Se Dio ti lasci, lettor, prender frutto

20 di tua lezione, or pensa per te stesso

21 com’ io potea tener lo viso asciutto,

22  　quando la nostra imagine di presso

23  vidi sì torta, che ’l pianto di li occhi

24 le natiche bagnava per lo fesso.

25 　Certo io piangea, poggiato a un de’ rocchi
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地獄篇第 20 歌

1 　新たな呵責を詩にしなければならない。

3 地下深く沈んだ者たちを扱う第 1篇の

2 第 20歌に詩の題材を与えねばならない。

5 　すでに私は、露わな谷底を見つめる

4 心づもりがしっかりとできていた。

6 谷底は、苦
く
患
げん
の絞り出す涙で濡れていた。

7 　そこで私が眼にしたのは、その環状の谷底を、押し黙ったまま

8 涙しながら、進み来る人々であった。その歩きぶりは

9 この世の連
れんとう
禱行列さながらにゆっくりとしていた。

10  　視線を彼らの（身体の）もっと下へ降ろすや、

11 おぞましくも異様な姿が見えた。彼らは皆、顎と胸の

12 付け根の間で、ねじ曲げられ、

13  　顔が背中を向いていた。

15 彼らは前を見ることが禁じられているため、

14 後ろ向きに進まざるを得なかったのだ。

17 　かつて、激しい麻痺のために、これほど完全に

17 身がよじられた者がいたかも知れないが、

18 私は見たこともなければ、あり得ようとも思わない。

19 　読者よ、神が、この詩から果実をあなたに

20 掴み取らせ給わんことを。そして自身に置き換えて考えて頂きたい、

24  眼から溢れ出る涙が、割れ目を伝って臀部を

22 　濡らすほどまでにねじ曲げられた

23  われわれ人間の似姿を間近に見たとき、いかにして

21 私が眼を潤ませずにいられることができたかを。

25 　事実、硬く険しい岩橋から突き出た岩にもたれ、
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26 del duro scoglio, sì che la mia scorta

27 mi disse: “Ancor se’ tu de li altri siocchi?

28 　Qui vive la pietà quand’ è ben morta;

29 chi è più scellerato che colui

30 che al giudicio divin passion comporta?

31 　Drizza la testa, drizza, e vedi a cui

32 s’aperse a li occhi d’i Teban la terra;

33 per ch’ei gridavan tutti: “Dove rui,

34 　Anfïarao? perché lasci la guerra?”.

35 E non restò di ruinare a valle

36 fino a Minòs che ciascheduno afferra.

37 　Mira c’ha fatto petto de le spalle;

38 perché volse veder troppo davante,

39 di retro guarda e fa retroso calle.

40 　Vedi Tiresia, che mutò sembiante

41 quando di maschio femmina divenne,

42 cangiandosi le membra tutte quante;

43  　e prima, poi, ribatter li convenne

44 li duo serpenti avvolti, con la verga,

45 che rïavesse le maschili penne.

46 　Aronta è quel ch’al ventre li s’atterga,

47 che ne’ monti di Luni, dove ronca

48 lo Carrarese che di sotto alberga,

49 　ebbe tra ’ bianchi marmi la spelonca

50 per sua dimora; onde a guardar le stelle

51 e ’l mar non li era la veduta tronca.

52 　E quella che ricuopre le mammelle,

53 che tu non vedi, con le trecce sciolte,
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26 私は泣いていた。それを見て、わが導者は私に言った。

27 ｢おまえは未だ他の智慧なき者たちと変わらないのか？

28 　ここでは、憐
ピエター
憫が完全に死んでこそ、敬

ピエター
虔が生きるのだ。

29 神判に情意をあてがう者以上に

30 非道な瀆
とくしん
神者がいようか？

31 　さあ、頭を上げて、見るがよい、あの男を。その足下で

32 大地が大きく口を開けたため、目の前で見ていた

33 テーバイ人たちは『どこへ急ぐ、アムピアラーオス、

34 　なぜ戦場を捨てる？』と一斉に叫んだが、この者はそのまま

35 留まることなく地
た に
獄へ、ミーノースの処まで堕ちた。

36 ミーノースは誰一人逃さず、審判するからだ。

37 　肩を胸に変えたその様をとくと見ておくがよい。

38 前を余りに見ようとしたために、

39 後ろを眺め、後ろ向きの道を進んでいる。

40 　姿を変えたテイレシアースを見よ。

42 全身一つ残らず変じて、

41 男から女になったが、

45 　その後、再び男の羽毛［体毛］を取り戻す前に

44 絡みあった二匹の蛇を杖で

43 打たねばならなかった。

46 　テイレシアースの腹に、自身の背を近づけるはアッルンス。

48 ルニジャーナの山麓に住むカッラーラ人は

47 鎌を手に開墾するが、アッルンスはその山の中、

49 　白大理石に囲まれた洞窟を

50 住まいとしていた。そこからでも、星や海を

51 見つめるに、その眺望が断たれることはなかった。

52 　おまえからは見えないが、振りほどいた髪で

53 乳房を覆い、毛の生えた肌［恥部：身体の前側］をみな
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54 e ha di là ogne pilosa pelle,

55 　Manto fu, che cercò per terre molte;

56 poscia si puose là dove nacqu’ io;

57 onde un poco mi piace che m’ascolte.

58 　Poscia che ’l padre suo di vita uscìo,

59 e venne serva la città di Baco,

60 questa gran tempo per lo mondo gio.

61 　Suso in Italia bella giace un laco,

62 a piè de l’Alpe che serra Lamagna

63 sovra Tiralli, c’ha nome Banaco.

64 　Per mille fonti, credo, e più si bagna

65 tra Garda e Val Camonica e Pennino

66 de l’acqua che nel detto laco stagna.

67 　Loco è nel mezzo là dove ’l trentino

68 pastore e quel di Brescia e ’l veronese

69 segnar porìa, s’e’ fesse quel cammino.

70 　Siede Peschiera, bello e forte arnese

71 da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi,

72 ove la riva ’ntorno più discese.

73 　Ivi convien che tutto quanto caschi

74 ciò che ’n grembo a Benaco star non può,

75 e fassi fiume giù per verdi paschi.

76 　Tosto che l’acqua a correr mette co,

77 non più Benaco, ma Mencio si chiama

78 fino a Governol, dove cade in Po.

79 　Non molto ha corso, ch’el trova una lama,

80 ne la qual si distende e la ’mpaluda;

81 e suol di state talor esser grama.
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54 反対側に向けているあの女は、

55 　生前、マントーだった者だ。多くの地を歩き回った末に

56 身を落ち着けた先が、私の生まれ故郷［マントヴァ］だった。

57 それで、今少し私の話を聞いてもらえると嬉しいが。

58 　彼女の父［テイレシアース］が人生を去って、

59 バッコスの市
まち
［テーバイ］が隷属の身に落ちた後、

60 マントーは久しく世界を巡り歩いた。

61 　上界の美しきイタリアに、ベナーコ［ガルダ湖の古名］という名で

62 呼ばれる湖が、ゲルマーニアとの境界を画する

63 山脈の麓、チロルの近くに横たわっている。

65 　ガルダの町とカモニカ谷とその間の山々を

64 潤す千の～私が思うにそれ以上の～水源は、

66 このベナーコ湖でその流れを止める。

67 　湖の中央には、トレントの司教でも、ブレッシャの司教や

68 ヴェローナの司教でも、そこへ赴けば、

69 三人とも祝福を授けることのできる地点がある。

72 　標高が一段低くなった（南の）湖岸には、

71 ブレッシャ人やベルガモ人に対抗すべく

70 強く美しい城塞ペスキエーラが座している。

73 　ベナーコ湖の懐に収まりきらぬ水は、

74 必然的にその（南の）岸へあふれ落ちて

75 川となり、緑
りょく
野
や
を降
くだ
ってゆく。

76 　水はひとたび流れ始めると、

77 もはやベナーコではなく、ミンチョ川と呼ばれるが、

78 ゴヴェルノロに達すると、そこでポー川に落下する。

79 　湖を出て長く走らぬうちに窪地に出くわすと、

80 そこで伸び広がり、沼
しょう
沢
たく
地へと姿を変えるが、

81 いつも、夏のある時期、渇水に見舞われる。
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82 　Quindi passando la vergine cruda

83 vide terra, nel mezzo del pantano,

84 sanza coltura e d’abitanti nuda.

85 　Lì, per fuggire ogne consorzio umano,

86 ristette con suoi servi a far sue arti,

87 e visse, e vi lasciò suo corpo vano.

88 　Li uomini poi che ’ntorno erano sparti

89 s’accolsero a quel loco, ch’era forte

90 per lo pantan ch’avea da tutte parti.

91 　Fer la città sovra quell’ ossa morte;

92 e per colei che ’l loco prima elesse,

93 Mantüa l’appellar sanz’ altra sorte.

94 　Già fuor le genti sue dentro più spesse,

95 prima che la mattia da Casalodi

96 da Pinamonte inganno ricevesse.

97 　Però t’assenno che, se tu mai odi

98 originar la mia terra altrimenti,

99 la verità nulla menzogna frodi”.

100 　E io: “Maestro, i tuoi ragionamenti

101 mi son sì certi e prendon sì mia fede,

102 che li altri mi sarien carboni spenti.

103 　Ma dimmi, de la gente che procede,

104 se tu ne vedi alcun degno di nota;

105 ché solo a ciò la mia mente rifiede”.

106 　Allor mi disse: “Quel che da la gota

107 porge la barba in su le spalle brune,

108 fu – quando Grecia fu di maschi vòta,

109 　sì ch’a pena rimaser per le cune –
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82 　この地を通りすがったとき、人嫌いの乙女［マントー］は

83 沼地の真ん中に、耕作もされず、

84 誰一人住んでいない土地を目にした。

85 　人間社会と一切の交わりを避けるために、その地に

86 僕
しもべ
たちとともに留まり、自身の技［占い］を行なって

87 生涯を過ごし、そこに虚ろの骸
むくろ
を遺
のこ
した。

88 　その後、周囲に散在していた人々が

89 その地に集まってきた。というのも、その地は周囲を

90 沼
しょう
沢
たく
に囲まれ、天然の要害をなしていたからである。

91 　人々が、あの（マントーの）死んだ骨の上に都
ま ち
市を建設し、そこを

92 最初に選んだマントーに因
ちな
んで、その都

ま ち
市をマントゥアと

93 呼んだのであり、いかなる占いにも頼ることはなかった。

95 　その昔、愚
ぐ
昧
まい
なるカサローディが

96 ピナモンテの奸
かん
策にかかる前、

94 市の人口は今よりも多かった。

97 　それゆえ、よく心得ておくのだ、わが故郷について

98 これ以外の起源を耳にすることがあったとしても、

99 真実はいかなる偽りにも欺かれぬことを。」

100 　私は言った。「師よ、非の打ち所のない先生のご説明に

101 私の信頼が揺らぐことはありません。

102 異説は、私には（光も熱もない）消し炭と同じです。

103 　ところで、進んでくる者たちの内
なか
で

104	 誰か注目に値する者がいれば、教えて下さい。

105 再び、そちらにばかり気が取られているのです。」

106 　すると師は答えて言った。「赤
しゃく
銅
どう
の背中の上に、

107 顎髭を伸ばしているあの男は、

108 占い師だった。ギリシャから男たちが姿を消し、かろうじて

109 　揺り籠の中の者たちだけが残った時［トロイ戦争時］のことだが、
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110 augure, e diede ’l punto con Calcanta

111 in Àulide a tagliar la prima fune.

112 　Eurìpilo ebbe nome, e così ’l canta

113 l’alta mia tragedìa in alcun loco:

114 ben lo sai tu che la sai tutta quanta.

115 　Quell’ altro che ne’ fianchi è così poco, 

116 Michele Scotto fu, che veramente

117 de le magiche frode seppe ’l gioco.

118 　Vedi Guido Bonatti; vedi Asdente,

119 ch’avere inteso al cuoio e a lo spago

120 ora vorrebbe, ma tardi si pente.

121 　Vedi le triste che lasciaron l’ago,

122 la spuola e ’l fuso, e fecersi ’ndivine;

123 facer malìe con erbe e con imago.

124 　Ma vienne omai, ché già tiene ’l confine 

125 d’amendue li emisperi e tocca l’onda

126 sotto Sobilia Caino e le spine;

127 　e già iernotte fu la luna tonda:

128 ben ten de’ ricordar, ché non ti nocque

129 alcuna volta per la selva fonda”.

130 　Sì mi parlava, e andavamo introcque.
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110 アウリスでカルカースとともに

111 最初の舫
もやい
綱
づな
を断つための好機を進言した男だ。

112 　名をエウリュピュロスと言った。わが高貴な悲劇

113 ［『アエネーイス』］は、ある箇所で彼をそのように歌っているが、

114 この悲劇を知
ち
悉
しつ
するおまえには、それがどこか、よく解っていよう。

115 　身体のかくも痩せ細ったあの男は、

116 ミカエル・スコトゥスだった者だ。

117 人を欺く呪
じゅ
術の実践と作用に精通していた。

118 　見よ、グイード・ボナッティを。見よ、アスデンテを、

119 この者が、今になって、革と紐に打ち込んでおけば

120 よかったと後悔しても、後の祭りだ。

121 　見よ、惨めな女たちを、針や杼
ひ
や

122 紡
つ む
錘を棄てて魔女となり、

123 草や似姿を使って妖術を行なった。

124 　だが、もう立ち去るときだ。茨を負うたカイン［月］が

125 すでに両半球の境界線を掴
つか
み、

126 セヴィーリャの彼
かなた
方の波に触れている。

127 　もう昨日になったが、昨夜は満月だった。

128 深い森の中で一度助けられたのだから、

129 おまえもそれをよく覚えているはずだ。」

130 　このように師が話している間も、私たちは歩き続けた。
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CANTO XXI

1 　Così di ponte in ponte, altro parlando

2 che la mia comedìa cantar non cura,

3 venimmo; e tenavamo ’l colmo, quando

4 　restammo per veder l’altra fessura

5 di Malebolge e li altri pianti vani;

6 e vidila mirabilmente oscura.

7  　Quale ne l’arzanà de’ Viniziani

8  bolle l’inverno la tenace pece

9 a rimpalmare i legni lor non sani,

10  　ché navicar non ponno – in quella vece

11 chi fa suo legno novo e chi ristoppa

12 le coste a quel che più vïaggi fece;

13  　chi ribatte da proda e chi da poppa;

14 altri fa remi e altri volge sarte;

15 chi terzeruolo e artimon rintoppa –:

16 　tal, non per foco ma per divin’ arte,

17  bollia là giuso una pegola spessa,

18  che ’nviscava la ripa d’ogne parte.

19 　I’ vedea lei, ma non vedëa in essa

20 mai che le bolle che ’l bollor levava,

21 e gonfiar tutta, e riseder compressa.

22  　Mentr’ io là giù fisamente mirava,

23  lo duca mio, dicendo “Guarda, guarda!”,

24 mi trasse a sé del loco dov’ io stava.

25 　Allor mi volsi come l’uom cui tarda
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地獄篇 21 歌

2 　こうして、わが喜劇が敢えて歌うには及ばぬ余
よ そ
所事を

1 話しながら、（今までいた）橋から（次の）橋へと

3 私たちは進んでいった。橋の頂きにたどり着くと、

4 　マレボルジャの次なる裂け目［濠］を見るために立ち止まった。

5 漏れくる空しい歎きを覗き込んだが、

6 そこに見えたのは、異様な暗さだった。

7 　ヴェネツィア人の造船所では、

9 冬の間、傷んだ船体を塗り直すために

8 ネバネバとした瀝青が煮え立ち、

10  　航海に適さぬその時期、代わりに、

11 ある者は自分の船を新しく建造し、ある者は

12 幾度もの航海を経た船の舷
げんそく
側を（トウで）塞ぐ。

13  　ある者は舳
へ
先
さき
で、ある者は艫

とも
で、金

かなづち
槌をふるい、釘を打ち直す。

15 櫂
かい
を拵
こしら
える者もいれば、（麻で）横

よこせいさく
静索を撚

よ
る者もいる。

14 ある者は船首の小
しょう
帆
ほ
や前
ぜん
檣
しょう
帆
ほ
に継ぎを当てて修繕するが、

　ちょうどその光景さながらに、火もなく、神の御業によって11 

17  あの谷の底で、濃密な瀝
れきせい
青が煮えたぎり、

18  岩壁の至る所を（鳥もちを塗ったように）粘つかせていた。

19 　その瀝青を覗いたが、そこには、沸騰して

20 浮き上がる泡
あぶく
のほか何も見えなかった。

21  瀝青は、一面、膨れあがっては潰れ、沈み込んでいた。

22 　私が下をじっと眺め入っていると、

23  わが導師は「危ない、気をつけろ！」と言いながら、

24 私を自分のもとに私の居た所から引き寄せた。

27 　それで私は、思わず振り向いた。突然の恐怖に
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26 di veder quel che li convien fuggire

27 e cui paura sùbita sgagliarda,

28 　che, per veder, non indugia ’l partire:

29 e vidi dietro a noi un diavol nero

30 correndo su per lo scaglio venire.

31 　Ahi quant’ elli era ne l’aspetto fero!

32 e quanto mi parea ne l’atto acerbo, 

33 con l’ali aperte e sovra i piè leggero!

34 　L’òmero suo, ch’era aguto e superbo,

35 carcava un peccator con ambo l’anche,

36 e quei tenea de’ piè ghermito ’l nerbo.

37 　Del nostro ponte disse: “O Malebranche,

38 ecco un de li anzïan di Santa Zita!

39 Mettetel sotto, ch’i’ torno per anche

40 　a quella terra, che n’è ben fornita:

41 ogn’ uom v’è barattier, fuor che Bonturo;

42 del no, per li denar, vi si fa ita”.

43  　Là giù ’l buttò, e per lo scoglio duro

44 si volse; e mai non fu mastino sciolto

45 con tutta fretta a seguitar lo furo.

46 　Quel s’attuffò, e tornò sù convolto;

47 ma i demòn che del ponte avean coperchio,

48 gridar: “Qui non ha loco il Santo Volto!

49 　qui si nuota altrimenti che nel Serchio!

50 Però, se tu non vuo’ di nostri graffi,

51 non far sopra la pegola soverchio”.

52 　Poi l’addentar con più di cento raffi,

53 disser: “Coverto convien che qui balli,
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26 怖じ気づきながらも、何から逃げねばならないのか、

25 その正体が知りたくて

28 　後ろを見ながらも、すばやく遠ざかっていく者のように。

29 すると、岩橋の上を、私たち目がけて

30 真っ黒な悪魔が一匹、駆けて来るのが見えた。

31 　ああ、何と獰猛な形
ぎょう
相
そう
をしていたことか。

32 その動きが何と恐ろしげに見えたことか。

34 高く突き出る骨張ったその肩を

35 　罪人の両腿が重く圧していたが、

33 翼を広げ、足取りは（飛ぶように）軽い。

36 悪魔は、その両踝
くるぶし
を鉤爪でしっかりと掴みながら

37 　私たちのいる橋の上から言った。「おーい、邪
マレブランケ
爪衆［皆ども］よ、

38 聖ツィータ［ルッカ］の《お
アンツィアーニ
偉い役人》が一人ここにいるぞ！

39 こいつを沈めといてくれ。俺はあの市
まち
に他の奴らを捕りに

40 　引き返す。なにせ、あの市
まち
は品揃えが最高だからな。そこじゃ、

41 ボントゥーロは別格として、どいつもこいつも収賄汚職の徒、

42 ｢ 駄
いいえ
目」も金

きん
子
す
次第で「左

は い
様」に変わるときた。」

43 　獲物を下の底へ抛
ほう
り込むと、踵

きびす
を返して、岩橋の上を

44 戻っていったが、枷
かせ
を解かれた番犬さえ、

45 これほど素速く泥棒を追いかけたことはなかった。

46 　飛び込んだ例の罪人が、瀝青まみれの顔を浮かび上がらせると、

47 岩橋の下に身を隠していた悪魔たちが叫んだ。

48 ｢ここじゃ、（ルッカの）聖願［キリスト磔刑像］はお門違いだ！

49 　ここじゃ、セルキオ川で泳ぐのとは、わけが違うぞ！

50 それで、俺たちの鉤爪を喰らいたくなけりゃ、

51 面
つら
を瀝青の上に出すな。」

52 　百余の鉄
てっ
叉
さ
でその男を突き刺すと、悪魔たちは

53 言った。「ここじゃ、潜って踊るのが決まりだ。
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54 sì che, se puoi, nascosamente sccaffi”.

55 　Non altrimenti i cuoci a’ lor vassalli

56 fanno attuffare in mezzo la caldaia

57 la carne con li uncin, perché non galli.

58 　Lo buon maestro “Acciò che non si paia

59 che tu ci sia”, mi disse, “giù t’acquatta

60 dopo uno scheggio, ch’alcun schermo t’aia;

61 　e per nulla offension che mi sia fatta,

62 non temer tu, ch’i’ ho le cose conte,

63 perch’ altra volta fui a tal baratta”.

64 　Poscia passò di là dal co del ponte;

65 e com’ el giunse in su la ripa sesta,

66 mestier li fu d’aver sicura fronte.

67 　Con quel furore e con quella tempesta

68 ch’escono i cani a dosso al poverello

69 che di sùbito chiede ove s’arresta,

70 　usciron quei di sotto al ponticello,

71 e volser contra lui tutt’ i runcigli;

72 ma el gridò : “Nessun di voi sia fello!

73 　Innanzi che l’uncin vostro mi pigli,

74 traggasi avante l’un di voi che m’oda,

75 e poi d’arruncigliarmi si consigli”.

76 　Tutti gridaron : “Vada Malacoda!”;

77 per ch’un si mosse – e li altri stetter fermi –

78 e venne a lui dicendo : “Che li approda?”.

79 　“Credi tu, Malacoda, qui vedermi

80 esser venuto”, disse ’l mio maestro,

81 “sicuro già da tutti vostri schermi,
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54 解ったか。できるものなら、隠れて、くすねてみろ。」

57 　その様は、肉が浮かんで来ぬよう、

55 料理人たちが下働きたちに命じて、肉を大鍋の中へ

56 肉刺しで沈めさせる光景にそっくりだった。

58 　明敏な師は「ここにいることが悟られぬよう、

60 衝
ついたて
立となる岩陰に

59 身を低くして隠れろ」と私に命じた。

61 　｢私にいかなる危害も加えられはしない。だから、恐れるな。

62 このような時、どうすればよいかよく心得ている。

63 前回もこのような面倒に出くわしたことがあるからだ。」

64 　こう言うと、師は、岩橋の先端を渡り終え、

65 第 6の堤に達するや、

66 ものに動ぜぬ態度を示す必要に迫られた。

69 　その場に立ちつくし、慌てて物乞いする

68 哀れな乞食めがけ、けたたましく吠えながら

69 猛然と襲いかかる群
むら
犬さながら、

70 　例の悪魔たちが、岩橋の下から飛び出し、

71 いっせいに鉄鉤棒を師に向けたが、師は声を荒げて、

72 ｢おまえたちの誰一人として手出しは許されん！」と叫んだ。

73 　｢おまえたちの鉤が私を捕える前に、

74 私の話を聞く者をおまえたちの中から一人、前に出させよ。

75 私を鉤掛けにするかどうか、その後、決めよ。」

76 　悪魔たちは一斉に叫んだ。「邪
マラコーダ
掉尾に行かせろ！」

77 これに、一人が進み出て～他の者たちはじっとしていた～、

78 ｢奴に何の得になる？」と言いながら、師のもとにやって来た。

82 　｢邪
マラコーダ
掉尾よ、神の思

おぼ
し召

め
しと運命の恵みなしに｣ と、

80 わが師は言った。「おまえたちの繰り出す

81 すべての妨害から護られて、ここまで無事に
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82 　sanza voler divino e fato destro?

83 Lascian’ andar, ché nel cielo è voluto

84 ch’i’ mostri altrui questo cammin silvestro”.

85 　Allor li fu l’orgoglio sì caduto,

86 ch’e’ si lasciò cascar l’uncino a’ piedi,

87 e disse a li altri : “Omai non sia feruto”.

88 　E ’l duca mio a me : “O tu che siedi

89 tra li scheggion del ponte quatto quatto,

90 sicuramente omai a me ti riedi”.

91 　Per ch’io mi mossi e a lui venni ratto;

92 e i diavoli si fecer tutti avanti,

93 sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto;

94 　così vid’ ïo già temer li fanti

95 ch’uscivan patteggiati di Caprona,

96 veggendo sé tra nemici cotanti.

97 　I’ m’accostai con tutta la persona

98 lungo ’l mio duca, e non torceva li occhi

99 da la sembianza lor ch’era non buona.

100 　Ei chinavan li raffi e “Vuo’ che ’l tocchi”,

101 diceva l’un con l’altro, “mi sul groppone?”.

102 E rispondien : “Sì, fa che gliel’ accocchi”.

103 　Ma quel demonio che tenea sermone

104 col duca mio, si volse tutto presto

105 e disse : “Posa, posa, Scarmiglione!”.

106 　Poi disse a noi : “Più oltre andar per questo

107 iscoglio non si può, però che giace

108 tutto spezzato al fondo l’arco sesto.

109 　E se l’andare avante pur vi piace,
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79 　私がやって来られた思うのか？

83 邪魔だてするな。天は、私がこの辛酸極める道を

84 他の者［ダンテ］に見せることをお望みなのだ。」

85 　するとたちまちその鼻っ柱はポキンと折れ、（手にしていた）

86 鉤棒をカランと足下に落とすと、仲間に向かって

87 告げた。「こいつにもう手出しはできねぇ。」

88 　そこで、わが師は私を呼んだ。「おーい、もう橋の岩陰に

89 うずくまって隠れている必要はないぞ。

90 安心して私のところに戻ってくるがいい。」

91 　それで、私は立ち上がり、師のもとに急いで駆けつけたが、

92 すると、悪魔たちが揃
そろ
って進み出てきた。

94 （降伏）協定を結んだ後、カプローナの城から出てくる（ピサの）

95 　歩兵たちが、群
むら
雲のような敵を前に恐怖にかられているのを

96 かつて目にしたことがあるが、それと同じように

93 私も、悪魔たちが約束を反
ほ
古
ご
にしないかと、青くなった。

97 　私は、身体全体をわが師にぴったりと近づけ、

98 友好的でない彼らの様子から

99 一瞬たりとも目を離さなかった。

100 　悪魔たちは鉄
てっ
叉
さ
を下にして私に向けながら、一人が「こいつの

101 背中を（これで）撫でてやろうか？」と仲間に言うと、他の者たちは

102 ｢一発かまして、冷やかしてやれ」と答えた。

103 　しかし、そのとき、わが師と話を交わしていた

104 例の悪魔［マラコーダ］が目にも留まらぬ速さで振り向き、

105 「やめろ、梳
スカルミリオーネ
き鬼、降ろせ！」と叫んだ。

106 　それから私たちに告げた。「この岩橋を通っては、

107 これ以上先には進めやしねぇ。（ここの）第 6の弧［岩橋］は

108 ことごとく砕け散って谷底に横たわっているからな。

109 　それでも、先に進みたいと思んなら、この懸
けんがい
崖［堤］の上を
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110 andatevene su per questa grotta;

111 presso è un altro scoglio che via face.

112 　Ier, più oltre cinqu’ ore che quest’ otta,

113 mille dugento con sessanta sei

114 anni compié che qui la via fu rotta.

115 　Io mando verso là di questi miei

116 a riguardar s’alcun se ne sciorina;

117 gite con lor, che non saranno rei”.

118 　“Tra’ti avante, Alchino, e Calcabrina”,

119 cominciò elli a dire, “e tu, Cagnazzo;

120 e Barbariccia guidi la decina.

121 　Libicocco vegn’ oltre e Draghignazzo,

122 Cirïatto sannuto e Graffiacane 

123 e Farfarello e Rubicante pazzo.

124 　Cercate ’ntorno le boglienti pane;

125 costor sian salvi infino a l’altro scheggio 

126 che tutto intero va sovra le tane”.

127 　“Omè, maestro, che è quel ch’i’ veggio?”.

128 diss’ io, “deh, sanza scorta andianci soli,

129 se tu sa’ ir ; ch’i’ per me non la cheggio.

130 　Se tu se’ sì accorto come suoli,

131 non vedi tu ch’e’ digrignan li denti

132 e con le ciglia ne minaccian duoli?”.

133 　Ed elli a me : “Non vo’ che tu paventi;

134 lasciali digrignar pur a lor senno,

135 ch’e’ fanno ciò per li lessi dolenti”.

136 　Per l’argine sinistro volta dienno;

137 ma prima avea ciascun la lingua stretta
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110 通って行けばいい。ここから遠からぬところにある

111 もう一つの岩橋を渡ることができる。

112 　今の時刻［午前 7時］から 5時間後の昨日、

114 ここの（第 6の）岩橋が崩れてから、

113 1200と 66年が経った。

116 　瀝青から出て、甲
こう
羅
ら
干
ぼし
しする不届き者がいないか

115 見張りに俺の衆をちょうどそっちへ遣
や
るところだ。

117 そいつらと行けばいい。なーに、悪い者たちではない。」

118 　｢前に出ろ、は
アリキーノ
や丸に、霜

カルカブリーナ
踏み ｣ と、

119 邪
マラコーダ
掉尾は呼び出しを始めた。「狆

カニャッツォ
くしゃ、おまえもだ。

120 そして、髭
バルバリッチャ
太夫、おまえがこの十人小隊の指揮を執れ。

121 　それから渇
リビコッコ
煮鬼と嘲

ドラギニャッツォ
笑龍、

122 牙剥
む
きの豚

チリアット
公、引

グラッフィアカーネ
っ掻き犬、

123 極
ファルファレッロ
楽とんぼ、いかれた怒

ルビカンテ
れ鬼も出て来い。

124 　煮えたぎる鳥もちの周りをしっかり見回れ、

126 巣穴［第 6ボルジャ］の上に途切れず架かる

125 もう一つの岩橋までこの方たちを無事にお届けしろ。」

127 　｢ああ、師よ、私が眼にするこの有り様は何でしょう？」と

129 私は言った。｢お願いです、道をご存じなら、

128 こんな連れはご勘弁下さい。私たちだけで行きましょう。

130 　いつも慧
けい
眼でいらっしゃる先生がお気づきにならないのですか？

131 奴らは歯を剥
む
いて、嫌な目つきで脅しています。

132 私たちに危害を加える魂胆です。」

133 　すると師は私に言った。「そう怖じ気づくことはない。

134 好きなだけ歯を剥
む
かせておけ。奴らが

135 危害を加えるのは、呻
うめ
く茹で肉［罪人］に対してだけだ。」

136 　悪魔たちは堤の上で左に向きを変えたが、出発する前、

138 各自は、分
バルバリッチャ
隊長に向かい、合図に呼応して、
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138 coi denti, verso lor duca, per cenno;

139 　ed elli avea del cul fatto trombetta.
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137 舌を歯に挟み、《ヴーッ》と音を出した。

139 　分
バルバリッチャ
隊長が尻（の穴）で喇

らっぱ
叭を吹いたからだ。
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CANTO XXII

1 　Io vidi già cavalier muover campo,

2 e cominciare stormo e far lor mostra,

3 e talvota partir per loro scampo;

4 　corridor vidi per la terra vostra,

5 o Aretini, e vidi gir gualdane,

6 fedir torneamenti e correr giostra;

7  　quando con trombe, e quando con campane,

8  con tamburi e con cenni di castella,

9 e con cose nostrali e con istrane;

10  　né già con sì diversa cennamella

11 cavalier vidi muover né pedoni,

12 né nave a segno di terra o di stella.

13  　Noi andavam con li diece demoni.

14 Ahi fiera compagnia! ma ne la chiesa

15 coi santi, e in taverna coi ghiottoni.

16 　Pur a la pegola era la mia ’ntesa,

17  per veder de la bolgia ogne contegno

18  e de la gente ch’entro v’era incesa.

19 　Come i dalfini, quando fanno segno

20 a’ marinar con l’arco de la schiena

21 che s’argomentin di campar lor legno,

22  　talor così, ad alleggiar la pena,

23  mostrav’ alcun de’ peccatori ’l dosso

24 e nascondea in men che non balena.

25 　E come a l’orlo de l’acqua d’un fosso
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地獄篇第 22 歌

1 　かつて私は見たことがある、騎士たちが陣営をたたみ

2 進軍するのを、突撃を開始したり、閲兵の隊列を

3 組むのを、時に、身を守るために撤退するのを。

4 　おお、アレッツォ人よ、私は見たことがある、

5 汝の領地を行き交う馬上の斥候隊を。また、数々の急襲を、

6 模擬戦や馬上槍試合を、目にしてきた。

7 　ある時は喇
らっぱ
叭で、またある時は半鐘や

8 太鼓で、城塞の狼
のろし
煙や火焔で合図し、

9 内外様々な方式が用いられるが、

10  　未だかつて、かくも奇態な管楽器［おなら］で

11 進む騎兵も歩兵も、陸や星から合図を受けて

12 出帆する船も、目にしたことはなかった。

13  　私たちは十匹の悪魔たちと一緒に進んだ。

15 ああ、何と恐ろしい連れだことか！だが、

14 『教会には聖人と、飲み屋には飲んべえと（行け）』だ。

　その間も、私は絶えず瀝青に注意を向け、11 

17  このボルジャのあらゆる様を、瀝青の中で

18  煮炊きされている連中を見ようとした。

19 　ちょうど、（迫り来る嵐から）懸命に船を救おうと

20 背中を弓なりにして、船乗りたちに

21  合図を送る海
イルカ
豚たちのように、

22 　時折、罪人たちのある者は、

23  苦痛を和らげようと、背中を見せては、

24 瞬くうちに隠していた。

27 　また、脚や胴体を潜めて、
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26 stanno i ranocchi pur col muso fuori,

27 sì che celano i piedi e l’altro grosso,

28 　sì stavan d’ogne parte i peccatori;

29 ma come s’appressava Barbariccia,

30 così si ritraén sotto i bollori.

31 　I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,

32 uno aspettar così, com’ elli ’ncontra

33 ch’una rana rimane e l’altra spiccia;

34 　e Graffiacan, che li era più di contra,

35 li arruncigliò le ’mpegolate chiome

36 e trassel sù, che mi parve una lontra.

37 　I’ sapea già di tutti quanti ’l nome,

38 sì li notai quando fuorono eletti,

39 e poi ch’e’ si chiamaro, attesi come.

40 　“O Rubicante, fa che tu li metti

41 li unghioni a dosso, sì che tu lo scuoi!”,

42 gridavan tutti insieme i maladetti.

43  　E io: “Maestro mio, fa, se tu puoi,

44 che tu sappi chi è lo sciagurato

45 venuto a man de li avversari suoi”.

46 　Lo duca mio li s’accostò allato;

47 domandollo ond’ ei fosse, e quei rispuose:

48 “I’ fui del regno di Navarra nato.

49 　Mia madre a servo d’un segnor mi puose,

50 che m’avea generato d’un ribaldo,

51 distruggitor di sé e di sue cose.

52 　Poi fui famiglia del buon re Tebaldo;

53 quivi mi misi a far baratteria,
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26 溝の水
みずべり
縁で鼻面だけを外に出す

25 蛙のように、（ボルジャの）

28 　両岸くまなく、罪人たちが鼻面を出していたが、

29 髭
バルバリッチャ
太夫が近づくや、

30 一瞬のうちに、たぎる瀝青の下へ引っ込んだ。

33 　仲間の蛙がすばやく逃げるなか、一匹だけ居残っていることが

32 あるが、私は愚図ついている男を目にした。

31 思い出すだに、今なお、身の毛がよだつ。

34 　誰よりもちょうど近くにいた引
グラッフィアカーネ
っ掻き犬が

35 瀝青に濡れそぼった男の髪に鉤を引っ掛け、

36 上へと吊し上げたが、（その姿は）まるで川
かわうそ
獺みたいだった。

37 　私はすでに悪魔たち全員の名前を覚えていた。というのも、

38 彼らが呼び出されたとき、よく注意し、しかも連中が

39 呼び合うとき、しっかり心に明記していたからだ。

40 　｢おい、怒
ルビカンテ
れ鬼、奴に鉤爪掛けて、

41 皮をひんむいてやれ！」と、

42 畜生［悪魔］どもが、一斉に叫んでいた。

43 　そこで私は言った。「師よ、もしできれば

45 訊
き
いてもらえませんか、敵の手中に落ちた

44 あの、つきのない男がいったい誰なのか。」

46 　わが導師は、その男の脇に近づき、

47 彼がどこの出身なのか尋ねた。すると、男は答えた。

48 ｢私［チャンポーロ］は、ナヴァラ王国の生まれだ。

49 　母は、私をさる貴族に仕えさせた。

50 母が私を生んだ相手は、道楽者の宮廷人で

51 自らの財も命も滅ぼしたからだ。

52 　そのあと、私は善王ティボー2世の廷臣となった。

53 そこ［宮廷］で汚職に手を染めたため、
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54 di ch’io rendo ragione in questo caldo”.

55 　E Cirïatto, a cui di bocca uscìa

56 d’ogne parte una sanna come a porco,

57 li fé sentir come l’una sdruscìa.

58 　Tra male gatte era venuto ’l sorco;

59 ma Barbariccia il chiuse con le braccia

60 e disse: “State in là, mentr’ io lo ’nforco”.

61 　E al maestro mio volse la faccia;

62 “Domanda”, disse, “ancor, se più disii

63 saper da lui, prima ch’altri ’l disfaccia”.

64 　Lo duca dunque: “Or dì: de li altri rii

65 conosci tu alcun che sia latino

66 sotto la pece?”. E quelli: “I’ mi partii,

67 　poco è, da un che fu di là vicino.

68 Così foss’ io ancor con lui coperto,

69 ch’i’ non temerei unghia né uncino!”.

70 　E Libicocco “Troppo avem sofferto”,

71 disse; e preseli ’l braccio col runciglio,

72 sì che, stracciando, ne portò un lacerto.

73 　Draghignazzo anco i volle dar di piglio

74 giuso a le gambe; onde ’l decurio loro

75 si volse intorno intorno con mal piglio.

76 　Quand’ elli un poco rappaciati fuoro,

77 a lui, ch’ancor mirava sua ferita,

78 domandò ’l duca mio sanza dimoro:

79 　“Chi fu colui da cui mala partita

80 di’ che facesti per venire a proda?”.

81 Ed ei rispuose: “Fu frate Gomita,
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54 今こうして熱湯の中で決算している。」

55 　そのとき、野豚のように、口の左右から牙の出ている

56 豚
チリアット
公が、一本の牙だけでいかに切れ味鋭く

57 肉を裂けるか、その男に味わせた。

58 　まさに、性
しょう
悪
わる
の猫たちの間に、転がり込んできた鼠だった。

59 だが、髭
バルバリッチャ
太夫が両腕で男を取り囲んで言った。

60 ｢俺が捕えている間、おまえらはそこでじっとしていろ。｣

61 　そしてわが師に顔を向けて言った。

62 ｢こいつからもっと知りたいことがあるなら、訊
き
け、

63 他の者たちがこいつをボロ雑巾にしないうちにな。」

64 　それで、導師は尋ねた。「さあ、教えてくれ。瀝青の中にいる

65 他の罪人のうち、誰かイタリア人を

66 知っているか？」すると、男
チャンポーロ
は答えた。「あの近くの

67 　出身の者とは、ついさっき別れたばかりだ。

68 そいつと一緒に今も瀝青を被っていたなら、

69 鉤爪や鉄鉤に震えずにすんだものを！」

70 　そのとき、渇
リビコッコ
煮鬼が「おらぁ、もう我慢できねぇ」

71 と言いざま、その男の片腕を肉刺しで突き刺して

72 引き裂き、前腕の肉片を奪い盗った。

73 　嘲
ドラギニャッツォ
笑龍は、下を狙って、男の脚を分捕ろうと

74 うずうずしていた。このため、十
バ ル バ リ ッ チ ャ
人隊の隊長は、眼を

75 ひん剥いて、悪魔たちの周りをぐるりと睨
にら
み渡した。

76 　悪魔たちの餓
かつ
えが少しおさまると、

77 まだ自身の傷を眺めていた男［チャンポーロ］に

78 すかさずわが師は尋ねた。

79 　｢岸にやって来るために、不運にも別れてしまったと

80 言う相手とは何者だ？」

81 すると、男は答えた。「それは修道士ゴミータだった者だ。
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82 　quel di Gallura, vasel d’ogne froda,

83 ch’ebbe i nemici di suo donno in mano,

84 e fé sì lor, che ciascun se ne loda.

85 　Danar si tolse e lasciolli di piano,

86 sì com’ e’ dice; e ne li altri offici anche

87 barattier fu non picciol, ma sovrano.

88 　Usa con esso donno Michel Zanche

89 di Logodoro; e a dir di Sardigna

90 le lingue lor non si sentono stanche.

91 　Omè, vedete l’altro che digrigna;

92 i’ direi anche, ma i’ temo ch’ello

93 non s’apparecchi a grattarmi la tigna”.

94 　E ’l gran proposto, vòlto a Farfarello

95 che stralunava li occhi per fedire,

96 disse: “Fatti ’n costà, malvagio uccello!”.

97 　“Se voi volete vedere o udire”,

98 ricominciò lo spaürato appresso,

99 “Toschi o Lombardi, io ne farò venire;

100 　ma stieno i Malebranche un poco in cesso,

101 sì ch’ei non teman de le lor vendette;

102 e io, seggendo in questo loco stesso,

103 　per un ch’io son, ne farò venir sette

104 quand’ io suffolerò, com’ è nostro uso

105 di fare allor che fori alcun si mette”.

106 　Cagnazzo a cotal motto levò ’l muso

107 crollando ’l capo, e disse: “Odi malizia

108 ch’elli ha pensata per gittarsi giuso!”.

109 　Ond’ ei, ch’avea lacciuoli a gran divizia,
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82 　（サルデーニャの）ガッルーラ国出身の、あらゆる欺瞞の詰まった

83 この小
ごみため
壺は、主君の敵どもを手中にしながら、

84 双方みなが喜ぶように取り計らった。

85 　つまり、己が懐には金子を、敵どもには～奴の言葉を使えば～

86 『略
ディ・ピアーノ
式放免』というわけだ。他の職責に就いたときも、

87 その汚職ぶりは君主顔負けで、並ぶ者はなかった。

88 　いつも彼とつるんでいるのが、（サルデーニャの）ログドーロ国の

89 ミケーレ・ザンケ殿
ドンノ
だ。サルデーニャのことになると、

90 二人の舌はいっかな倦
う
むことがない。

91 　ああ、あいつを見てくれ。歯を剥
む
き出して、脅している。

92 できればまだ話したいところだが、私を引っ掻こうと

93 身構えているのが、心配で堪
たま
らぬ。」

94 　すると、偉大な監
バルバリッチャ
督官は、今にも突き刺そうと、

95 眼
がん
を飛ばしていた極

ファルファレッロ
楽とんぼの方を向き、

96 言った。「あっちへ退
さが

ってろ、悪党鳥め！」

97 　｢もしトスカーナ人やロンバルディア人に会って、

98 話を聞きたいなら」と、脅えながら男は

99 続きを話し始めた。「私が何人か来させよう。

101 　だが、そのためには、彼らが報復［罰］を恐れなくてすむよう

100 悪
マレブランケ
魔たちにはほんの少しばかり退

さが
っておいてもらいたい。

102 私は、今いるここの場所にじっとしながら、

103 　口笛を吹いて、私一人で、七人を来させよう。

105 誰かが（瀝青の）外に顔を出したら、［安全の合図に］

104 口笛を吹くというが、われらの慣わしなのだ。」

106 　狆
カニャッツォ
くしゃは、かかる言葉に（クンクンと）鼻面を向け、

107 頭を横に振りながら言った。「へっ！聞いたか。

108 俺たちを騙して、下に飛び込もうという魂胆だ。」

109 　これを聞いて、騙しの手口を売るほど備えていた男は、
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110 rispuose: “Malizioso son io troppo,

111 quand’ io procuro a’ mia maggior trestizia”.

112 　Alichin non si tenne e, di rintoppo

113 a li altri, disse a lui: “Se tu ti cali,

114 io non ti verrò dietro di gualoppo,

115 　ma batterò sovra la pece l’ali.

116 Lascisi ’l collo, e sia la ripa scudo,

117 a veder se tu sol più di noi vali”.

118 　O tu che leggi, udirai nuovo ludo:

119 ciascun da l’altra costa li occhi volse,

120 quel prima, ch’a ciò fare era più crudo

121 　Lo Navarrese ben suo tempo colse;

122 fermò le piante a terra, e in un punto

123 saltò e dal proposto lor si sciolse.

124 　Di che ciascun di colpa fu compunto,

125 ma quei più che cagion fu del difetto.

126 Però si mosse e gridò: “Tu se’ giunto!”.

127 　Ma poco i valse: ché l’ali al sospetto

128 non potero avanzar: quelli andò sotto,

129 e quei drizzò volando suso il petto:

130 　non altrimenti l’anitra di botto,

131 quando ’l falcon s’appressa, giù s’attuffa,

132 ed ei ritorna sù cruciato e rotto.

133 　Irato Calcabrina de la buffa;

134 volando dietro li tenne, invaghito

135 che quei campasse per aver la zuffa;

136 　e come ’l barattier fu disparito,

137 così volse li artigli al suo compagno,
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110 答えた。「確かに、私は余りにずる過ぎる。

111 仲間をもっと酷い目に遇わせようというのだから。」

112 　は
アリキーノ
や丸は、他の悪魔たち（の思い）とは裏腹に、（その甘い提案

113 に）堪
こら
えきれなくなって、言った。「たとえおまえが

114 下に飛び込もうとも、こっちは脚じゃなく、翼を使って

115 　瀝青の上まで追いかけるぞ。俺たちは堤の峰から退
ひ
き下がる

116 としよう、堤の傾斜が俺たちを隠してくれるように。

117 俺たち全員に、おまえ一人で勝てるか見
み
物
もの
だぜ。」

118 　ああ、読者よ、世にも珍妙な競争を聞き給え。

119 悪魔たちは皆、後ろを向いたが、なかでも（この提案に）

120 誰よりも気乗り薄だった者［狆
カニャッツォ
くしゃ］が最初に振り向いた。

121 　ナ
チ ャ ン ポ ー ロ
ヴァラ人はこの一瞬の好機をすかさず捉え、

122 地面に足を踏ん張るが速いか、（瀝青の中へと）

123 ひとっ跳びして、悪魔たちの目論見から逃れた。

124 　この出来事に（悪魔たちは）皆、罪の意識に苛
さいな
まれたが、その過失

125 の原因となった者［は
アリキーノ
や丸］が、誰よりも臍

ほぞ
を噛んでいた。

126 あわてて後を追いざま、「掴まえたぞ！」と怒鳴って

127 　みたものの、所詮、無駄だった。恐怖が翼に打ち勝ったからだ。

128 男
チャンポーロ

 は瀝青の下へ潜ると、

129 は
アリキーノ
や丸は（そこで）胸を起こし、舞い上がったが、

130 　その様は、舞い降りると、

131 野鴨に、瞬時に、水中に潜られ、

132 徒労に憤然として上へ引き返す鷹そっくりだった。

133 　この茶番劇に怒り心頭に発した霜
カルカブリーナ
踏みは、

134 は
アリキーノ
や丸の後に続いて飛び立っていたが、男が逃げおおせればいいと

135 願っていた、（は
ア リ キ ー ノ
や丸を）懲らしめようと思っていたからだ。

136 　収
チャンポーロ
賄の徒が姿をくらますや、

137 霜
カルカブリーナ
踏みは、鉤爪を仲間のは

アリキーノ
や丸に向け、
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138 e fu con lui sopra ’l fosso ghermito.

139 　Ma l’altro fu bene sparvier grifagno

140 ad artigliar ben lui, e amendue

141 cadder nel mezzo del bogliente stagno.

142 　Lo caldo sghemitor sùbito fue;

143 ma però di levarsi era neente,

144 sì avieno inviscate l’ali sue.

145 　Barbariccia, con li altri suoi dolente,

146 quattro ne fé volar da l’altra costa

147 con tutt’ i raffi, e assai prestamente

148 　di qua, di là discesero a la posta;

149 porser li uncini verso li ’mpaniati,

150 ch’eran già cotti dentro da la crosta.

151 　E noi lasciammo lor così ’mpacciati.
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138 濠の上で組んずほぐれつの喧嘩を始めた。

139 　だが、相
アリキーノ

手もさる者、最
グリファッニョ
も獰猛なハイタカだった。

140 同じく 敵
カルカブリーナ

に鉤爪掛けて、両者ともども

141 煮えたぎる（瀝青の）沼の真っ只中に落ちた。

142 　熱さが、すぐに両者の鉤爪を引っ込ませたが、

143 それでも、もはや舞い上がることは叶わなかった。

144 翼に瀝青がべとべとにくっついていたからだ。

145 　髭
バルバリッチ
太夫は、手下たちとともに苦

にがにが
々しい思いで、

146 対岸の堤に鉄叉
さ
を携えた 4匹を飛ばした。

147 悪魔たちはすばやく

148 　岸を降りて、あちらとこちらで待ち伏せた。

149 鳥もちに引っ掛かった二匹に鉄鉤棒を差し伸べたが、

150 二匹ともすでに堅い皮の中まで茹
ゆだ
っていた。

151 　私たちはごたごたに忙殺されている彼らを尻目に去っていった。
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CANTO XXIII

1 　Taciti, soli, sanza compagnia

2 n’andavam l’un dinanzi e l’altro dopo,

3 come frati minor vanno per via.

4 　Vòlt’ era in su la favola d’Isopo

5 lo mio pensier per la presente rissa,

6 dov’ el parlò de la rana e del topo;

7  　ché più non si pareggia ‘mo’ e ‘issa’

8  che l’un con l’altro fa, se ben s’accoppia

9 principio e fine con la mente fissa.

10  　E come l’un pensier de l’altro scoppia,

11 così nacque di quello un altro poi,

12 che la prima paura mi fé doppia.

13  　Io pensava così: ‘Questi per noi 

14 sono scherniti con danno e con beffa

15 sì fatta, ch’assai credo che lor nòi.

16 　Se l’ira sovra ’l mal voler s’aggueffa,

17  ei ne verranno dietro più crudeli

18  che ’l cane a quella lievre ch’elli acceffa’.

19 　Già mi sentìa tutti arricciar li peli

20 de la paura e stava in dietro intento,

21 quand’ io dissi: “Maestro, se non celi

22  　te e me tostamente, i’ ho pavento

23  d’i Malebranche. Noi li avem già dietro;

24 io li ’magino sì, che già li sento”.

25 　E quei: “S’i’ fossi di piombato vetro,
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地獄篇第 23 歌

1 　黙ったまま、連れもなく、私たちだけで、

3 《小
フランチェスコ
さな兄弟会》修道士たちが道を歩むときのように、

2 一方が前を、他方が後ろから進んでいた。

5 　今の諍いをきっかけに、私は

6 イソップが物語った『カエルとネズミ』の寓話に

4 思いを巡らしていた。

9 　よくよく注意して、事の始まりと終わりとを

8 明晰に対比するならば、両者［諍いと寓話］の間に

7 『今
モ
』と『現

イッサ
在』ほどの違いもないからである。

10 　ちょうどある考えから連想が湧き上がるように、

11 例の事から別の事を次々に思いつき、

12 最初の恐怖は倍に膨れあがった。

13  　私はこう思った。「悪魔たちは、私たちが原
も と
因で、

14 騙され、虚
こ け
仮にされ、散々な目にあったから、

15 私たちのことをひどく恨んでいるはずだ。

17 　もしその悪意の上に怒りが注がれたなら、

17 ひとたび歯に掛けた兎を追う犬よりも

18  遙かに狂暴に私たちを追いかけてくるに違いない。」

19 　そう考えると、はや全身の毛が逆立つのを感じた。

20 後ろが気になって、振り返りながら

21  言った。「先生、すぐに隠れましょう。

22 　悪魔たちが怖くてなりません。

23  もう近くまで来ているに違いありません。

24 もう足音が聞こえるほど、その姿がありありと浮かびます。」

25 　すると、師は（言った。）「私が鉛引きのガラス［鏡］だとすれば、
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26 l’imagine di fuor tua non trarrei

27 più tosto a me, che quella dentro ’mpetro.

28 　Pur mo venieno i tuo’ pensier tra ’ miei,

29 con simile atto e con simile faccia,

30 sì che d’intrambi un sol cosiglio fei.

31 　S’elli è che sì la destra costa giaccia,

32 che noi possiam ne l’altra bolgia scendere,

33 noi fuggirem l’imaginata caccia”.

34 　Già non compié di tal consiglio rendere,

35 ch’io li vidi venir con l’ali tese

36 non molto lungi, per volerne prendere.

37 　Lo duca mio di sùbito mi prese,

38 come la madre ch’al romore è desta

39 e vede presso a sé le fiamme accese,

40 　che prende il figlio e fugge e non s’arresta,

41 avendo più di lui che di sé cura,

42 tanto che solo una camiscia vesta;

43  　e giù dal collo de la ripa dura

44 supin si diede a la pendente roccia,

45 che l’un de’ lati a l’altra bolgia tura.

46 　Non corse mai sì tosto acqua per doccia

47 a volger ruota di molin terragno,

48 quand’ ella più verso le pale approccia,

49 　come ’l maestro mio per quel vivagno,

50 portandosene me sovra ’l suo petto,

51 come suo figlio, non come compagno.

52 　A pena fuoro i piè suoi giunti al letto

53 del fondo giù, ch’e’ furon in sul colle
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26 おまえの外なる姿を映すよりも速く、

27 （すでに）おまえの内なる姿を映し出している。

28 　まさに今、おまえの思いは、私の思いの中へ入ってきた。

29 その所作も表情も同じだ。

30 それで、二人の思いから生まれる結論は一つしかない。

31 　右手の斜面が緩やかで

32 次の（第 6）ボルジャに降りゆくことができれば、

33 気になる（悪魔の）追跡から逃げおおすことができよう。」

34 　師がこのような提案を終えないうちに、

35 悪魔たちが私たちを捕えようと、翼を広げ、

36 さほど遠からぬ所までやって来るのが見えた。

37 　わが師は、やにわに私をかき抱くと、

38 異様な物音に目覚めた母親が

39 間近に迫る火の手を目にするや、

41 　自身のことよりも息子を心配して、

42 肌着の一枚も身に纏う暇
いとま
を惜しみ、

40 息子を抱えて一目散に逃げるように、

43 　峨峨とした堤の先端から下に向かって、

45 次のボルジャの両側の片側を塞ぐ

44 岩の斜面に、仰向けのまま、身を委ねた。

47 　上掛水車の水輪を回す（傾斜した）

48 樋の水が、水受け板に最も近づいたときでさえも、

46 かくも素速く流れたことはなかった、

50 　わが師が、私をその胸の上に

51 旅の連れではなく、わが子のように抱きかかえて

49 その斜面を滑り降りるほどには。

52 　師の両足が谷底の岩床に触れるや、

53 悪魔たちが、私たちのちょうど真上の堤の突端に
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54 sovresso noi; ma non lì era sospetto:

55 　ché l’alta provedenza che lor volle

56 porre ministri de la fossa quinta,

57 poder di partirs’ indi a tutti tolle.

58 　Là giù trovammo una gente dipinta

59 che giva intorno assai con lenti passi,

60 piangendo e nel sembiante stanca e vinta.

61 　Elli avean cappe con cappucci bassi

62 dinanzi a li occhi, fatte de la taglia

63 che in Clugnì per li monaci fassi.

64 　Di fuor dorate son, sì ch’elli abbaglia;

65 ma dentro tutte piombo, e gravi tanto,

66 che Federigo le mettea di paglia.

67 　Oh in etterno faticoso manto! 

68 Noi ci volgemmo ancor pur a man manca

69 con loro insieme, intenti al tristo pianto;

70 　ma per lo peso quella gente stanca

71 venìa sì pian, che noi eravam nuovi

72 di compagnia ad ogne mover d’anca.

73 　Per ch’io al duca mio: “Fa che tu trovi

74 alcun ch’al fatto o al nome si conosca,

75 e li occhi, sì andando, intorno movi”.

76 　E un che ’ntese la parola tosca,

77 di retro a noi gridò: “Tenete i piedi,

78 voi che correte sì per l’aura fosca!

79 　Forse ch’avrai da me quel che tu chiedi”.

80 onde ’l duca si volse e disse: “Aspetta,

81 e poi secondo il suo passo procedi”.
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54 姿を見せたが、もはや怖れる理由はなかった。

55 　というのも、神の至高の摂理は、彼らを

56 第 5の濠
ボルジャ
の下

しもべ
僕として据

す
え、そこから

57 離れる力を彼ら全員から取り去っているからである。

58 　その谷底には、きらびやかな色をした者たちが

59 非常にゆっくりとした足取りで、咽
むせ
びながら、

60 疲れ、打ちひしがれた様子で、ボルジャを廻っていた。

63 　彼らはみな、クリュニー（修道院）の修道士に誂
あつら
えられる

62 ものと同じ型の長い外
カッパ
套をまとい、

61 その頭
カップッチョ
巾は目

まぶか
深に垂れていた。

64 　外
マント
套の外側は、まばゆいばかりに金

こんじき
色に輝いていたが、

65 内側はどれも鉛で、恐ろしく重く、（これに比べれば）

66 フェデリーゴ 2世が着せていた外套は藁も同然だった。

67 　おお、永遠にわたって重くのしかかる外
マント
套よ！

68 私たちは、陰鬱な悲泣にじっと眼を凝らしながら、

69 彼らと一緒に、いつもの如く、左に曲がった。

70 　だが、重荷でくたびれた彼らの足取りは

71 極めて遅々としていた。このため、私たちは

72 歩を繰り出すたびに、新しい連れと一緒になった。

73 　それで私は師に言った。「こうして歩きながら、

75 周りに目を遣
や
って、事績や名前が

74 知られている者を誰か見つけてもらえませんか。」

76 　すると、（私の）トスカーナ訛
なまり
を聞きつけた一人の男が

77 私たちの背後で叫んだ。「足を引き留め給え。

78 暗い大気の中を早足で駆けゆく者たちよ！

79 　君の求めるものは、私から得られるかも知れぬ。」

80 これを聞いて、師は私に振り向き、言った。「待て！

81 あの男の歩調に合わせて進んでやるがいい。」
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82 　Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta

83 de l’animo, col viso, d’esser meco;

84 ma tardavali ’l carco e la via stretta.

85 　Quando fuor giunti, assai con l’occhio bieco

86 mi rimiraron sanza far parola;

87 poi si volsero in sé, e dicean seco:

88 　“Costui par vivo a l’atto de la gola;

89 e s’e’ son morti, per qual privilegio

90 vanno scoperti de la grave stola?”.

91 　Poi disser me: “O Tosco, ch’al collegio

92 de l’ipocriti tristi se’ venuto,

93 dir chi tu se’ non avere in dispregio”.

94 　E io a loro: “I’ fui nato e cresciuto

95 sovra ’l bel fiume d’Arno a la gran villa,

96 e son col corpo ch’i’ ho sempre avuto.

97 　Ma voi chi siete, a cui tanto distilla

98 quant’ i’ veggio dolor giù per le guance?

99 e che pena è in voi che sì sfavilla?”.

100 　E l’un rispuose a me: “Le cappe rance

101 son di piombo sì grosse, che li pesi

102 fan così cigolar le lor bilance.

103 　Frati godenti fummo, e bolognesi;

104 io Catalano e questi Loderingo

105  nomati, e da tua terra insieme presi

106 　come suole esser tolto un uom solingo,

107 per conservar sua pace; e fummo tali,

108 ch’ancor si pare intorno dal Gardingo”.

109 　Io cominciai: “O frati, i vostri mali...”;



─ 126 ─ ─ 127 ─

ダンテ『神曲』地獄篇対訳（第 23歌）

82 　立ち止まって見ると、二人の男が大急ぎで私に追いつこうと、

83 気ぜわしげな表情を浮かべていたが、なにしろ荷は重く

84 狭い道は込み合っているため、のろのろとしていた。

85 　やっと追いつくも、横から流し目で、さも不思議そうに私を

86 じろじろと眺めやるばかりで、言葉を発さなかった。

87 二人はやがて互いの顔を見合わせ、内輪で言い合った。

88 　｢この者は、喉元が動くところを見ると、生きているらしい。

89 もし両人とも死んでいるなら、いかなる特権によって

90 重々しい僧衣を免れているのだろう？」

91 　次いで、二人は私に言った。「おお、惨めな偽善者の

92 群れにやって来たトスカーナの方よ、

93 あなたが誰なのか、蔑まずに教えてくれまいか。」

94 　それで、私は答えた。「私が生まれ育ったのは、

95 アルノの美しい川が流れる大きな都
ま ち
市だ。

96 そして生まれながらの身体を携えている［私は魂ではない］。

97 　ところで、君たちは誰だ。私に見えるほど多くの苦しみが

98 その頬を滴り落ちているが。かくもキラキラと煌めく

99 外観とは裏腹に、いかなる罰が君らの中にあるのか？」

100 　すると、一人が私に答えた。｢黄
こがねいろ
金色に輝くこの外

マント
套は、

101 恐ろしく分厚い鉛でできているため、

102 あまりの重みが、このように天秤を軋
きし
ませる。

103 　われわれはボローニャ人の《喜
フラーテ・ゴデンテ
悦修道士》だった。

104 私はカタラーノ、この者はロデリンゴという名で

105 呼ばれていた。君の郷
く に
里の平和を保つために、

106 　いつもは一人だけが（ポデスターに）選ばれるところを

107 二人して招聘された。われわれがそのように勤めた

108 結果は、今なおガルディンゴ界隈に見てとれる。」

109 　｢おお、修道士たちよ、あなた方の過ちが」と言いかけて、
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110 ma più non dissi, ch’a l’occhio mi corse

111 un, crucifisso in terra con tre pali.

112 　Quando mi vide, tutto si distorse,

113 soffiando ne la barba con sospiri;

114 e ’l frate Catalan, ch’a ciò s’accorse,

115 　mi disse: “Quel confitto che tu miri,

116 consigliò i Farisèi che convenìa

117 porre un uom per lo popolo a’ martìri.

118 　Attraversato è, nudo, ne la via,

119 come tu vedi, ed è mestier ch’el senta

120 qualunque passa, come pesa, pria.

121 　E a tal modo il socero si stenta

122 in questa fossa, e li altri dal concilio

123 che fu per li Giudei mala sementa”.

124 　Allor vid’ io maravigliar Virgilio

125 sovra colui ch’era disteso in croce

126 tanto vilmente ne l’etterno essilio.

127 　Poscia drizzò al frate cotal voce:

128 “Non vi dispiaccia, se vi lece, dirci

129 s’a la man destra giace alcuna foce

130 　onde noi amendue possiamo uscirci,

131 sanza costrigner de li angeli neri

132 che vegnan d’esto fondo a dipartirci”.

133 　Rispuose adunque: “Più che tu non speri

134 s’appressa un sasso che da la gran cerchia

135 si move e varca tutt’ i vallon feri,

136 　salvo che ’n questo è rotto e nol coperchia;

137 montar potrete su per la ruina,
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110 私は話を中断した。というのも 3本の杭で地面に

111 十字状に磔にされた男［大祭司カヤファ］が目に入ったからである。

112 　その男は私を目にすると、全身で身をよじり、

113 髭に嘆息を吹きつけていた。

114 それに気づいた修道士カタラーノは

115 　私に言った。「君が驚きを以って見つめる杭打ちされた男は、

117 民のために一人の人間を殉難にかける方が得策と、

116 ファリサイ派に勧めた。（それで今は）

118 　ご覧の通り、真っ裸で、われわれの通り道となっている。

119 上を踏みつけてく皆が、いかに重いか、（各自が）

120 渡るあいだ、ずっと身を以って知らされている。

121 　同じように、この男の舅
しゅうと

［ハンナス］も、大衆議会に

122 列席していた他の連中も、この谷底でもがいている。

123 この議会こそがユダヤ人にとって災いの種
みなもと
となった。」

126 　そのとき、永遠の流刑地［地獄］で、かくも恥辱にまみれ

125 十字に横たわる者［大祭司カヤファ］に、

124 ウェルギリウスが驚嘆しているのを私は目にした。

127 　やがて師は、修道士［カタラーノ］に向けてこう言った。

128 ｢もし解るものなら、どうか教えもらえまいか、

130 ここからわれわれ二人が（次のボルジャに）出て行けるような

129 　出口が右手に通じていないか。

132 もしあれば、この谷底からわれわれを運び出すよう

131 黒
あ く ま
天使たちの何人かをわざわざ呼び出さずにすむのだが。」

133 　これに対して修道士が答えた。「君が思っている以上に

134 岩橋は近くにある。外周の岩壁から発して、

135 邪悪な峡谷すべてに跨
またが
っているが、

136 　この（ボルジャの）上だけは、壊れて、架かっていない。

137 だが、崩
ルイーナ
落地を登って行けるだろう。崩れた岩石が（堤の斜面
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138 che giace in costa e nel fondo soperchia”.

139 　Lo duca stette un poco a testa china;

140 poi disse: “Mal contava la bisogna

141 colui che i peccator di qua uncina”.

142 　E ’l frate: “Io udi’ già dire a Bologna

143 del diavol vizi assai, tra ’ quali udi’

144 ch’elli è bugiardo e padre di menzogna”.

145 　Appresso il duca a gran passi sen gì,

146 turbato un poco d’ira nel sembiante;

147 ond’ io da li ’ncarcati mi parti’

148 　dietro a le poste de le care piante.
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138 に）寄りかかるよう、うず高く谷底に積もっているからだ。」

139 　導師はしばし頭
こうべ
を垂れていたが、

141 やがて言った。「こちら側［左側］で罪人を鉤に掛けていた

140 奴［マラコーダ］め、嘘の報告をしていたな。」

142 　すると、修
カタラーノ
道士は（言った。）「私は以前（学問の都）ボローニャ

143 （の神学校）で、悪魔の悪徳を沢山聴いたことがあるが、なかでも、

144 とりわけ耳にしたのは《悪魔は嘘つきで、嘘の生みの親》というものだ。」

145 　これを聞いて導師は、怒気をわずかに含んだ顔つきで

146 （その場を）大股で立ち去っていった。

147 それで、私も重荷を科された者たちから離れ、

148 　（師の）愛
いと
しい足跡に付き従った。
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CANTO XXIV

1 　In quella parte del giovanetto anno

2 che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra

3 e già le notti al mezzo dì sen vanno,

4 　quando la brina in su la terra assempra

5 l’imagine di sua sorella bianca,

6 ma poco dura a la sua penna tempra,

7  　lo villanello a cui la roba manca,

8  si leva, e guarda, e vede la campagna

9 biancheggiar tutta; ond’ ei batte l’anca,

10  　ritorna in casa, e qua là si lagna,

11 come ’l tapin che non sa che si faccia;

12 poi riede, e la speranza ringavagna,

13  　veggendo ’l mondo aver cangiata faccia

14 in poco d’ora, e prende suo vincastro

15 e fuor le pecorelle a pascer caccia.

16 　Così mi fece sbigottir lo mastro

17  quand’ io li vidi sì turbar la fronte,

18  e così tosto al mal giunse lo ’mpiastro;

19 　ché, come noi venimmo al guasto ponte,

20 lo duca a me si volse con quel piglio

21 dolce ch’io vidi prima a piè del monte.

22  　Le braccia aperse, dopo alcun consiglio

23  eletto seco riguardando prima

24 ben la ruina, e diedemi di piglio.

25 　E come quei ch’adopera ed estima,



─ 132 ─ ─ 133 ─

ダンテ『神曲』地獄篇対訳（第 24歌）

地獄篇第 24 歌

1 　一年が芽吹いて間もない時期、

2 太陽は、水瓶座の中で、その光芒を日ごとに増し、

3 夜は昼夜平分点へとすでに向かっている。

5 　その季節、白い姉［雪］の面影を

4 霜が大地の上に写そうとも、

6 その筆が描く輪郭は束の間に消えていく。

7 　飼
かい
葉
ば
の蓄えが底をついた哀れな農夫が

8 （朝）起きて、外に出て見ると、野原は一面

9 真っ白になっている。悔しがって腰を叩き、

10 　家に引き返しては、途方に暮れる困窮者のように、

11 どうしたものかと、あちこち落ちつきなく嘆き回るが、

12 しばらくして再び外に戻ると、希望を胸一杯に取り戻す。

13 　わずかの間に、世界がその相貌を変えているのを

14 目にした農夫は、杖を掴み、

15 草を食ませに子羊たちを追い立てる。

17 　ちょうどそのように、師が険しく眉を顰
ひそ
めるのを目にしたとき、

16  私も同じように心配したが、

18  また同じように、私の危惧はすぐに癒された。

19 　というのも、私たちが崩落した岩橋にやって来たとき、

20 導師は、山の麓で初めて会ったときに見せた

21  あの優しい顔を浮かべて私に振り向いたからだ。

23 　まず崩落の様子を丹念に眺め渡し、心中にて

22  最善の道筋を決定すると、

24 両腕を開いて、私をしっかりと掴んだ。

25 行動すると同時に一歩先を考え、
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26 che sempre par che ’nnanzi si proveggia,

27 così, levando me sù ver’ la cima

28 　d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia

29 dicendo: “Sovra quella poi t’aggrappa;

30 ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia”.

31 　Non era via da vestito di cappa,

32 ché noi a pena, ei lieve e io sospinto,

33 potavam sù montar di chiappa in chiappa.

34 　E se non fosse che da quel precinto

35 più che da l’altro era la costa corta,

36 non so di lui, ma io sarei ben vinto.

37 　Ma perché Malebolge inver’ la porta

38 del bassissimo pozzo tutta pende,

39 lo sito di ciascuna valle porta

40 　che l’una costa surge e l’altra scende;

41 noi pur venimmo al fine in su la punta

42 onde l’ultima pietra si scoscende.

43  　La lena m’era del polmon sì munta

44 quand’ io fui sù, ch’i’ non potea più oltre,

45 anzi m’assisi ne la prima giunta.

46 　“Omai convien che tu così ti spoltre”,

47 disse ’l maestro; “ché, seggendo in piuma,

48 in fama non si vien, né sotto coltre;

49 　sanza la qual chi sua vita consuma,

50 cotal vestigio in terra di sé lascia,

51 qual fummo in aere e in acqua la schiuma.

52 　E però leva sù; vinci l’ambascia

53 con l’animo che vince ogne battaglia,
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25 　次になす事を常に見越している人のように、

27 突き出た岩の先端へ私を押し上げながらも、

28 　その眼は次に目指すべき岩を狙い、言った。

29 ｢さあ、次に、あの岩によじ登れ。

30 だが先に、おまえを支えられるか、手で確かめてみよ。」

31 　外套を着る者にはとても通れる道ではなかった。

32 私たちでさえ～師は軽やかで、私は押し上げてもらったが～

33 　岩角を伝い、辛うじて上に登ることができたのだから。

35 加えて、もし堤の内回りの斜面が外回りの斜面よりも

34 低くなっていなかったならば、師はいざ知らず、

36 私にはとても登り切ることはできなかっただろう。

37 　だが、マレボルジャは、地獄の底で口を開ける

38 井戸に向かって全体が傾斜しているため、

39 どのボルジャも、堤の外回りの斜面の方が高く、

40 　内回りの斜面が低くなる構造となっている。

41 かくして、私たちは、崩落から残った最後の岩が

42 突き出る先端の上にようやくたどり着いた。

43 　頂上に達した時点で、息はことごとく肺から搾り取られ、

44 これ以上耐え切れず、

45 その場にへたりこんでしまった。

46 　｢今こそ、おまえはその怠け癖を取り去らねばならぬ｣

47 と師は言った。「安楽椅子に腰掛け、

48 暖かな毛布にくるまれて、名声の得られたためしはない。

49 　名声もなく、生涯を空しく終える者が、

50 地上に残す（生きた）証は、

51 大気に消える煙、水に消える泡沫に過ぎぬ。

54 　だから、立ち上がれ。もし肉体の重みにひれ伏していないなら、

53 いかなる戦いにも打ち勝つ決意を以って
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54 se col suo grave corpo non s’accascia.

55 　Più lunga scala convien che si saglia;

56 non basta da costoro esser partito.

57 Se tu mi ’ntendi, or fa sì che ti vaglia”.

58 　Leva’mi allor, mostrandomi fornito

59 meglio di lena ch’i’ non mi sentia,

60 e dissi: “Va, ch’i’ son forte e ardito”.

61 　Su per lo scoglio prendemmo la via,

62 ch’era ronchioso, stretto e malagevole,

63 ed erto più assai che quel di pria.

64 　Parlando andava per non parer fievole;

65 onde una voce uscì de l’altro fosso,

66 a parole formar disconvenevole.

67 　Non so che disse, ancor che sovra ’l dosso

68 fossi de l’arco già che varca quivi;

69 ma chi parlava ad ire parea mosso.

70 　Io era vòlto in giù, ma li occhi vivi

71 non poteano ire al fondo per lo scuro;

72 per ch’io: “Maestro, fa che tu arrivi

73 　da l’altro cinghio e dismontiam lo muro;

74 ché, com’ i’ odo quinci e non intendo,

75 così giù veggio e neente affiguro”.

76 　“Altra risposta”, disse, “non ti rendo

77 se non lo far; ché la dimanda onesta

78 si de’ seguir con l’opera tacendo”.

79 　Noi discendemmo il ponte da la testa

80 dove s’aggiugne con l’ottava ripa,

81 e poi mi fu la bolgia manifesta:
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52 この重圧に打ち勝て。

55 　まだ登らねばならぬ、もっと長い階段が待っている。

56 この者たちから離れるだけでは十分ではない。

57 私の言うことが解ったなら、さあ、それが意味を持つよう、行動せよ。」

58 　それで、私は立ち上がり、実際に感じていた以上に

59 息が整っている様子を見せて、

60 言った。｢行きましょう。私は負けてはいません、覚悟はできています。｣

61 　私たちは、岩橋の上に沿って道を取ったが、

62 道は狭く、ゴツゴツとして歩きづらく、前の

63 （第 5ボルジャの）岩橋よりもずっと急であった。

64 　私は弱みを見せまいと、話しながら歩いていると、

66 私の言葉を聞きつけてか、言葉ともならぬ

65 ある声が次の濠［第 7ボルジャ］から上ってきた。

68 　私はすでに、濠の上で弧を描く岩橋の頂きにいたにもかかわらず、

67 何と言っているのか判らなかった。

69 ただ、声の主は、明らかに動いているようだった。

70 　屈
かが
んで下を向いたが、暗闇のために

71 眼を凝らしても、底まで視力は届かなかった。

72 それで、私は言った。「師よ、向こうの堤まで

73 　行って下さい。この岩壁を降りましょう。

75 ここでは声は聞こえど、意味は判らず、

74 下を覗けど、何一つ見分けられないからです。」

76 　｢おまえに言葉で返事を返したりはしない」

77 と師は言った。「正当な要求には、

78 不言実行あるのみだからだ。」

80 　私たちは、第 8の岸［堤］と交わる

79 岩橋の袂
たもと
まで降りた。

81 すると、ボルジャの様子がはっきりとしてきた。
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82 　e vidivi entro terribile stipa

83 di serpenti, e di sì diversa mena 

84 che la memoria il sangue ancor mi scipa.

85 　Più non si vanti Libia con sua rena;

86 ché se chelidri, iaculi e faree

87 produce, e cencri con anfisibena,

88 　né tante pestilenzie né sì ree

89 mostrò già mai con tutta l’Etïopia

90 né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.

91 　Tra questa cruda e tristissima copia

92 corrëan genti nude e spaventate,

93 sanza sperar pertugio o elitropia:

94 　con serpi le man dietro avean legate;

95 quelle ficcavan per le ren la coda 

96 e ’l capo, ed eran dinanzi aggroppate.

97 　Ed ecco a un ch’era da nostra proda,

98 s’avventò un serpente che ’l trafisse

99 là dove ’l collo a le spalle s’annoda.

100 　Né O sì tosto mai né I si scrisse,

101 com’ el s’accese e arse, e cener tutto

102 convenne che cascando divenisse;

103 　E poi che fu a terra sì distrutto,

104 la polver si raccolse per sé stessa

105 e ’n quel medesmo ritornò di butto.

106 　Così per li gran savi si confessa

107 che la fenice more e poi rinasce,

108 quando al cinquecentesimo anno appressa;

109 　erba né biado in sua vita non pasce,
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82 　その中には、足の踏み場もないほど、蛇の凄まじき蝟
い
集
しゅう
が見えたが、

83 そのあまりの数と多様さゆえに、

84 今もなお、思い出すだに、血が逆流する。

86 　リビアは、煙
ケリュドゥルス

蛇や槍
ヤクルス
蛇、溝

パリーアース
蛇、さらには

87 斑
ケンクリス
毒蛇や双

アンフィスバエナ
頭の蛇を産するといえども、

85 もはやその砂漠で誇ることはできぬ。

88 　これに、エチオピア全土と、紅海の上にある地域すべてを

89 加えようとも、かくも 猖
ペスティレンツィエ

獗 を極める毒蛇が

90 かくも数多く見られたことはなかった。

91 　身の毛のよだつ、この恐るべき蛇の巣
そうくつ
窟の中を

93 裸の人々が、身を潜める穴蔵や隠
へーリオトロピオン
れ石を

92 望むべくもなく、ただ怯えながら走り回っていた。

94 　彼らは両手を蛇によって後ろ手に縛られていた。

95 蛇は、両脇づたいに頭と尾を伸ばし、

96 腹の前で絡みついていた。

97 　そのとき、突然、私たちの堤のそばにいた男に

98 一匹の蛇が躍りかかり、

99 肩と首の付け根あたりを突き刺した。

100 　Oや Iを書く間もないうちに

101 男は火を発して燃え上がり、

102 くずおれて、全身ことごとく灰と化した。

103 　こうして地面に塵となったあと、

104 灰はひとりでに集まり、

105 たちまちのうちに、以前の姿に戻った。

106 　それは～偉大な賢者たちによって公言されているが～、

107 500年目が近づくと

108 いったん死んで、再び生まれる不死鳥のようであった。

109 　不死鳥は、生涯を通じて、草も燕
えんばく
麦もついばまず、
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110 ma sol d’incenso lagrime e d’amomo,

111 e nardo e mirra son l’ultime fasce.

112 　E qual è quel che cade, e non sa como,

113 per forza di demon ch’a terra il tira,

114 o d’altra oppilazion che lega l’omo,

115 　quando si leva, che ’ntorno si mira

116 tutto smarrito de la grande angoscia

117 ch’elli ha sofferta, e guardando sospira:

118 　tal era ’l peccator levato poscia.

119 Oh potenza di Dio, quant’ è severa,

120 che cotai colpi per vendetta croscia!

121 　Lo duca il domandò poi chi ello era;

122 per ch’ei rispuose: “Io piovvi di Toscana,

123 poco tempo è, in questa gola fiera.

124 　Vita bestial mi piacque e non umana,

125 sì come a mul ch’i’ fui; son Vanni Fucci

126 bestia, e Pistoia mi fu degna tana”.

127 　E ïo al duca: “Dilli che non mucci,

128 e domanda che colpa qua giù ’l pinse;

129 ch’io ’l vidi omo di sangue e di crucci”.

130 　E ’l peccator, che ’ntese, non s’infinse,

131 ma drizzò verso me l’animo e ’l volto,

132 e di trista vergogna si dipinse;

133 　poi disse: “Più mi duol che tu m’hai colto

134 ne la miseria dove tu mi vedi,

135 che quando fui de l’altra vita tolto.



─ 140 ─ ─ 141 ─

ダンテ『神曲』地獄篇対訳（第 24歌）

110 乳香とカルダモンの雫だけで命を繋ぎ、

111 甘
かん
松
しょう
と没
ミュッラ
薬を末期の敷

しき
布
ふ
にするという。

118 　その罪人は立ち上がったあと、

113 悪魔の仕業によって地面に引き倒されたためか

114 それとも何か、人の自由を縛る閉塞によってか、

112 　どうして転んだか解らないまま

115 起き上がって、あたりを見まわし、

117 味わったばかりのひどい苦痛に

116 　まったく茫然と、溜息ついて眺める人のようになっていた。

119 おお、神の力の何と峻厳なことか！

120 かくのごとき鉄
てっつい
槌を報復に浴びせらるるとは。

121 　それから、導師はその男に生前は誰だったのか尋ねた。

122 これに対して、男はこう答えた。「俺は少し前

123 トスカーナから雨のようにこの残忍な喉の中に落ちてきた。

124 　俺には獣の生活が性
しょう
に合っていた。ラバと同じで、

125 人間的なのは駄目だ。実際、俺は庶
ラ バ
子だった。名はケダモノ

126 ヴァンニ・フッチ。ピストイアは俺様に似合いの巣だった。」

127 　それで私は導師に言った。「逃げ隠れしないよう言って下さい。

128 どんな罪でこの下へと追いやられたのか訊
き
いてもらえますか。

129 この、血と暴力の男に見覚えがあるからです。

130 　するとこの話を聞いた罪人は、悪びれもせず、

131 私の方に心と顔を向けたが、

132 その顔は不面目な恥辱で朱に染まっていた。

135 　次いで言った。「現世で命を奪われたときよりも

134 おまえの前に惨めな姿を曝して、

133 おまえに見つかったことの方が、よっぽど口惜しい。
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136 　Io non posso negar quel che tu chiedi;

137 in giù son messo tanto perch’ io fui

138 ladro a la sagrestia d’i belli arredi,

139 　e falsamente già fu apposto altrui.

140 Ma perché di tal vista tu non godi,

141 se mai sarai di fuor da’ luoghi bui,

142 　apri li orecchi al mio annunzio, e odi.

143 Pistoia in pria d’i Neri si dimagra;

144 poi Fiorenza rinova gente e modi.

145 　Tragge Marte vapor di Val di Magra

146 ch’è di torbidi nuvoli involuto;

147 e con tempesta impetüosa e agra

148 　sovra Campo Picen fia combattuto;

149 ond’ ei repente spezzerà la nebbia,

150 sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto.

151 　E detto l’ho perché doler ti debbia!”.
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136 　だが、おまえの所
しょもう
望するものを今更拒んでも仕方ない。

137 これほど下へと落とされたのは、俺が泥棒で、

138 美しい宝物を聖具室から盗み出したからだ。その罪は

139 　不当にも間違って他人に着せられてしまったが。

141 だが万一、おまえがこの暗闇から出られることがあったとしても、

140 俺のこんな様を見たことが、おまえの歓びとならぬよう、

142 　耳をかっぽじって、俺のお告げを聞け。

143 まず最初に、ピストイアでは黒派が痩せさらばえる。

144 次に、フィレンツェでは人身と政体が一新される。

145 　火星［軍神マールス］は、マーグラ川の渓谷から火
モロエッロ・マラス  ピーナ
性の蒸発物を

146 取り出す。それが、ぶ厚い暗雲に包まれるや

147 激しく渦巻く嵐とともに

148 　ピ
カ ン ポ ・ ピ チ ェ ー ノ
ストイア領内の上空で戦いが繰り広げられる。

149 だが、突如、その蒸発物が稲妻となって暗雲を引き裂く。

150 それによって、白派はことごとく打ち砕かれることになる。

151 　俺がこれを告げたのは、おまえに苦しんでもらうためだ！」
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CANTO XXV

1 　Al fine de le sue parole il ladro

2 le mani alzò con amendue le fiche,

3 gridando: “Togli, Dio, ch’a te le squadro!”.

4 　Da indi in qua mi fuor le serpi amiche,

5 perch’ una li s’avvolse allora al collo,

6 come dicesse «Non vo’ che più diche»;

7  　e un’altra a le braccia, e rilegollo,

8  ribadendo sé stessa sì dinanzi,

9 che non potea con esse dare un crollo.

10  　Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi

11 d’incenerarti sì che più non duri,

12 poi che ’n mal fare il seme tuo avanzi?

13  　Per tutt’ i cerchi de lo ’nferno scuri

14　 non vidi spirto in Dio tanto superbo,

15 non quel che cadde a Tebe giù da’ muri.

16 　El si fuggì che non parlò più verbo;

17  e io vidi un centauro pien di rabbia

18  venir chiamando: “Ov’ è, ov’ è l’acerbo?”.

19 　Maremma non cred’ io che tante n’abbia,

20 quante bisce elli avea su per la groppa

21 infin ove comincia nostra labbia.

22  　Sovra le spalle, dietro da la coppa,

23  con l’ali aperte li giacea un draco;
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地獄篇第 25 歌

1 　こう話し終えると、その盗人は両の手を振り上げ、

2 双方の拳を女
め
握
にぎ
りして、叫んだ。

3 ｢受け取れ、神よ、おまえにぴったり象
かたど
ってやったぞ！」

4 　この時からというもの、蛇は私にとって愛しい友となった。

6 『これ以上、口を利くことは許さぬ』とばかりに、

5 その瞬間、一匹の蛇が泥棒の首に巻き付いたからである。

7 　続いて、もう一匹の蛇が両腕に巻き付き、後ろ手に捕縛すると

8 頭と尾を前に回して結び目を作り、

9 一寸たりとも両腕を動かせぬよう、きつく締め上げた。

12  　ああピストイアよ、悪事にかけて、汝の祖先を遙かに凌ぐ

10 ピストイアよ、なぜ汝は宣言しないのか？

11 これ以上、生き長らえぬよう、灰燼に帰すと。

13 　地獄のあらゆる暗き圏を通して

14 これほど神に刃向かう傲慢な霊を見たことはなかった。

15 テーバイの城壁から撃
カ パ ネ ウ ス
ち落とされた者さえ及ばぬ。

16 　泥棒は、一言も口を利けぬまま、慌てて逃げ出した。と、見る

17  間に、怒気に溢れたケンタウロスが大声で呼ばわりながら

18  駆けて来た。「どこだ、どこにいる、懲
こ
りぬ不

ふ
逞
てい
の輩は？」

19 　マレンマの沼地でさえ、かくも多くの蛇を宿してはいまい、

20 ケンタウロスがその臀部から人間の姿が始まる所まで

21  背の上に沿って宿していた蛇の数ほどには。

22 　両肩の上、首の後ろには

23  一匹のドラゴンが翼を広げて留まり、
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24 e quello affuoca qualunque s’intoppa.

25 　Lo mio maestro disse: “Questi è Caco,

26 che, sotto ’l sasso di monte Aventino,

27 di sangue fece spesse volte laco.

28 　Non va co’ suoi fratei per un cammino,

29 per lo furto che frodolente fece

30 del grande armento ch’elli ebbe a vicino;

31 　onde cessar le sue opere biece

32 sotto la mazza d’Ercule, che forse

33 gliene diè cento, e non sentì le diece”.

34 　Mentre che sì parlava, ed el trascorse,

35 e tre spiriti venner sotto noi,

36 de’ quai né io né ’l duca mio s’accorse,

37 　se non quando gridar: “Chi siete voi?”;

38 per che nostra novella si ristette,

39 e intendemmo pur ad essi poi.

40 　Io non li conoscea; ma ei seguette,

41 come suol seguitar per alcun caso,

42 che l’un nomar un altro convenette,

43  　dicendo: “Cianfa dove fia rimaso?”;

44 per ch’io, acciò che ’l duca stesse attento,

45 mi puosi ’l dito su dal mento al naso.

46 　Se tu se’ or, lettore, a creder lento 

47 ciò ch’io dirò, non sarà maraviglia,

48 ché io che ’l vidi, a pena il mi consento.

49 　Com’ io tenea levate in lor le ciglia,
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24 出くわす者に、誰かれ構わず、火を吐いていた。

27 　わが師は言った。「こいつがカークスだ。

26 アウェンティーヌスの丘の岩窟を

25 幾度ともなく血の海にした奴だ。

28 　この者は、自
ケ ン タ ウ ロ ス
分の兄弟たちと同じ道を駆けることはない。

30 近くにいた（ヘーラクレースの）牛の大群から

29 狡猾に牛を盗み取ったからだ。

31 　そのため、カークスの悪業は、ヘーラクレースの

32 棍棒の下で終わりを告げることになった。

33 百も棍棒を喰らっただろうが、十も感じなかったはずだ。」

34 　このように師が話している間に、カークスは走り去った。

35 代わりに、3人の霊が私たちの下にやって来ていたが、

37 ｢おまえらは誰だ？」と呼び掛けられるまで、

36 　私もわが師も彼らに気づかなかった。

38 それで私たちは話を中断し、

39 以後、彼らだけに注意を向けた。

40 　3人が誰だか判らなかったが、

41 よくあることに、たまたま

42 相手の名前を呼ぶ必要が生じて、一人が

43 　｢チャンファはどこで道草くってんだ？」と言った。

44 これを聞いて、私は、師に黙って見ていてもらおうと、

45 顎から鼻の上へと人差し指を立てた。

46 　読者よ、これから私の語ることが

47 俄
にわか
に信じられぬとしても、何も驚くことはない。

48 それを目撃したこの私でさえ、認めるのがやっとなのだ。

49 　私が目を見開いて 3人を注視していると、
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50 e un serpente con sei piè si lancia

51 dinanzi a l’uno, e tutto a lui s’appiglia.

52 　Co’ piè di mezzo li avvinse la pancia

53 e con li anterïor le braccia prese;

54 poi li addentò e l’una e l’altra guancia;

55 　li diretani a le cosce distese,

56 e miseli la coda tra ’mbedue

57 e dietro per le ren sù la ritese.

58 　Ellera abbarbicata mai non fue

59 ad alber sì, come l’orribil fiera

60 per l’altrui membra avviticchiò le sue.

61 　Poi s’appiccar, come di calda cera

62 fossero stati, e mischiar lor colore,

63 né l’un né l’altro già parea quel ch’era:

64 　come procede innanzi da l’ardore,

65 per lo papiro suso, un color bruno

66 che non è nero ancora e ’l bianco more.

67 　Li altri due ’l riguardavano, e ciascuno

68 gridava: “Omè, Agnel, come ti muti!

69 Vedi che già non se’ né due né uno”.

70 　Già eran li due capi un divenuti,

71 quando n’apparver due figure miste

72 in una faccia, ov’ eran due perduti.

73 　Fersi le braccia due di quattro liste;

74 le cosce con le gambe e ’l ventre e ’l casso

75 divenner membra che non fuor mai viste.

76 　Ogne primaio aspetto ivi era casso:

77 due e nessun l’imagine perversa
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50 突然、六
むつあし
肢の蛇が一匹、その一人［アニェッロ］に正面から

51 躍りかかり、六
むつあし

肢で全身に絡みついた。

52 　すなわち、二本の中
なかあし
肢で腹に巻き付き、

53 （二本の）前
まえあし
肢で両腕を掴み、

54 次いで（大口を開けて）両頬に噛みついた。

55 　（二本の）後肢を両腿に沿って這わせ、

56 その尾を股間に差し込んで

57 背後に送り、再び上へと背骨に沿って伸ばした。

60 　このおぞましい化け物が、自身の肢体を他者の体にくまなく

59 まとわりつかせたほど、蔦
つた
が樹にぴったりと

58 這いついたことはなかった。

61 　すると、両者は、とろけた蠟
ろう
のようにくっつき、

62 両者の色が溶け混じって、

63 もはや互いに元の姿が判らなくなった。

64 　あたかも炎が紙の上を伝うとき、炎の手前を

66 まだ黒でもなければ、もはや白でもない

65 焦げた褐色が進んでいくようであった。

67 　残りの二人は、彼を見つめながら、口々に叫んだ。

68 ｢ああ、アニェッロよ、何という変わりようだ！

69 見てみろ、おまえはもう二つとも、一つともつかないぞ。」

70 　すでに二つの頭は一つに融合し、

71 二つの顔が混じり合って、一つの顔となり、

72 両者の面影は消え去っていた。

73 　かつての 4本の手
てあし
肢からは 2本の腕ができあがり、

74 （人の）両腿は（蛇の）肢と、（人の）腹は（蛇の）胸と

75 癒合し、かつて誰も見たことのない肢体に変じた。

76 　元の姿はことごとく消し去られ、邪悪に変形を遂げたその姿は

77 人のようでも蛇のようでもあり、どちらともつかなかった。
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78 parea; e tal sen gio con lento passo.

79 　Come ’l ramarro sotto la gran fersa

80 dei dì canicular, cangiando sepe,

81 folgore par se la via attraversa,

82 　sì pareva, venendo verso l’epe

83 de li altri due, un serpentello acceso,

84 livido e nero come gran di pepe;

85 　e quella parte onde prima è preso

86 nostro alimento, a l’un di lor trafisse;

87 poi cadde giuso innanzi lui disteso.

88 　Lo trafitto ’l mirò, ma nulla disse;

89 anzi, co’ piè fermati, sbadigliava

90 pur come sonno o febbre l’assalisse.

91 　Elli ’l serpente e quei lui riguardava;

92 l’un per la piaga, e l’altro per la bocca

93 fummavan forte, e ’l fummo si scontrava.

94 　Taccia Lucano omai là dov’ e’ tocca

95 del misero Sabello e di Nasidio,

96 e attenda a udir quel ch’or si scocca.

97 　Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio,

98 ché se quello in serpente e quella in fonte

99 converte poetando, io non lo ’nvidio;

100 　ché due nature mai a fronte a fronte

101 non trasmutò sì ch’amendue le forme

102 a cambiar lor matera fosser pronte.

103 　Insieme si rispuosero a tai norme,

104 che ’l serpente la coda in forca fesse,

105 e ’l feruto ristrinse insieme l’orme.
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78 やがて、その異形のものはのろりのろり立ち去っていった。

79 　鞭の如く降り注ぐ真夏の陽射しの下、

81 稲妻と見まごうばかりに、

80 生け垣から生け垣へ道をよぎる蜥
とかげ
蜴のように、

83 　キラリと煌めくと、（四つ肢の）燃え立つ小蛇が、

82 残った二人の腹に向かって、躍りかかった。

84 そして、この胡椒粒のような黒と褐色の小蛇は、

86 　一人の男［ブオーゾ］の、人間が最初に栄養を

85 摂取する箇所［臍］を突き刺すと、

87 やがて、地面にぽとりと落ちて、男の前に横たわった。

88 　咬まれた男は、言葉も発せず、小蛇を眺めて、

89 棒立ちのまま、睡魔や高熱に

90 襲われたかのように、欠
あくび
伸をするばかりだった。

91 　男は蛇を、蛇は男をじっと見つめていたが、

92 男は傷口から、蛇は口からモクモクと煙を吐き出すと、

93 両者の煙はぶつかり、混じり合った。

94 　今や、ルーカーヌスを黙させよ、その詩
くだり
行で

95 哀れなサベッルスやナシディウスを変容させようとも、

96 これから放たれる言葉に耳傾けさせよ。

97 　カドモスやアレトゥーサを語るオウィディウスを黙させよ。

98 カドモスを蛇に変え、アレトゥーサを泉に変える詩を

99 作ったとしても、私が羨望を覚えることはない。

102 　二つの形相［魂］が互いの質料［肉体］を変えうるように、

101 二つの本性［人間と蛇］を、双方向（同時に）

100 取り替えさせたことは一度もなかったからだ。

103 　蛇と男は、次の如き定めに従って、互いに呼応した。

104	 蛇が尾を二股に裂けば、

105 咬まれた男は、二本の足を一つにぴったりと合わせた。
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106 　Le gambe con le cosce seco stesse

107 s’appiccar sì, che ’n poco la giuntura

108 non facea segno alcun che si paresse.

109 　Togliea la coda fessa la figura

110 che si perdeva là, e la sua pelle

111 si facea molle, e quella di là dura.

112 　Io vidi intrar le braccia per l’ascelle,

113 e i due piè de la fiera, ch’eran corti,

114 tanto allungar quanto accorciavan quelle.

115 　Poscia li piè di retro, insieme attorti,

116 diventaron lo membro che l’uom cela,

117 e ’l misero del suo n’avea due porti.

118 　Mentre che ’l fummo l’uno e l’altro vela

119 di color novo, e genera ’l pel suso

120 per l’una parte e da l’altra il dipela,

121 　l’un si levò e l’altro cadde giuso,

122 non torcendo però le lucerne empie,

123 sotto le quai ciascun cambiava muso.

124 　Quel ch’era dritto, il trasse ver’ le tempie,

125　e di troppa matera ch’in là venne

126 uscir li orecchi de le gote scempie;

127 　ciò che non corse in dietro e si ritenne

128 di quel soverchio, fé naso a la faccia

129 e le labbra ingrossò quanto convenne.

130 　Quel che giacëa, il muso innanzi caccia,

131 e li orecchi ritira per la testa

132 come face le corna la lumaccia;

133 　e la lingua, ch’ avëa unita e presta 
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106 　両の脚と腿は、ともに一つに癒着し、

107 瞬く間に、そのつなぎ目は跡形もなく

108 見えなくなっていった。

109 　蛇の二つに分かれた尾は、男の失われゆく（脚の）形を取り、

110 その皮膚がみるみる柔らかくなる一方で、

111 男の肌は（鱗で）硬くなった。

113 　蛇の短かった二本の前肢が、

114 長く伸び出ていくにつれ、男の両腕が

112 脇の下へと縮み込み、短くなっていくのが見えた。

115 　次に、蛇の二本の後肢が一つに撚
よ
り合わさって、

116 男の隠す性器となったが、見ると、哀れ、男は

117 すでに自身の一
いちもつ
物から二本の後肢を出していた。

118 　互いの煙が、新しい色合いで相手を覆うと、

119 蛇の皮膚の上に毛が生じ、

120 男の肌からは毛が失せた。

121 　蛇は立ち上がり、男は地に倒れ伏したが、

122 双方とも不敬な眼光を互いから逸らすことなく

123 見つめ合いながら、互いの顔を交換し合った。

124 　直立している方は、左右のこめかみへ向けて獣面を引っ張ると、

125 こめかみに寄った余分な肉から

126 今まで何もなかった両頬に耳ができた。

127 　余った肉のうち、こめかみに向かわず

128 そのまま留まった肉は、顔に鼻を作り、

129 唇は（人間に）見合った大きさに膨らんだ。

130 　地面に横たわっている方は、蛇面を前へと長く伸ばし、

131 蝸
かたつむり
牛が角

つの
を引っ込めるように、

132 両耳を頭の中へ引っ込めた。

133 　以前は話すのに適していた（人間の）舌が
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134 prima a parlar, si fende, e la forcuta

135 ne l’altro si richiude; e ’l fummo resta.

136 　L’anima ch’era fiera divenuta,

137 suffolando si fugge per la valle,

138 e l’altro dietro a lui parlando sputa.

139 　Poscia li volse le novelle spalle,

140 e disse a l’altro: “I’ vo’ che Buoso corra,

141 com’ ho fatt’ io, carpon per questo calle”.

142 　Così vid’ io la settima zavorra

143 mutare e trasmutare; e qui mi scusi

144 la novità se fior la penna abborra.

145 　E avvegna che li occhi miei confusi

146 fossero alquanto e l’animo smagato,

147 non poter quei fuggirsi tanto chiusi,

148 　ch’i’ non scorgessi ben Puccio Sciancato;

149 ed era quel che sol, di tre conpagni

150 che venner prima, non era mutato;

151 　l’altr’ era quel che tu, Gaville, piagni.
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134 二つに裂けると、他方［蛇］の二叉の舌は

135 ぴったりと閉じて一枚に合わさった。ここで煙は止んだ。

136 　蛇となった魂［ブオーゾ］が、

137 シューシューと音を発しながら、谷間へと逃げていくと、

138 他方［人間となった蛇］は、喋りながら蛇［ブオーゾ］の後に唾を吐いた。

139 　次いで、できたばかりの肩を蛇［ブオーゾ］から背けると、

140 残った男に向かって言った。「俺が今まで這ってきたように

141 ブオーゾにも、四つ這いでこの小道を駆けさせてやる。」

142 　かくの如く、私は第 7の底
バラスト
荷［第 7ボルジャ］が絶え間なく変容し、

143 元に戻るさまを目撃したが、もし私の筆がいささかでも

144 濁っていたなら、それはあまりの新奇さゆえと、ご寛恕頂きたい。

145 　眼は驚きに満たされ、我を忘れてはいたものの、

146 あの者たちが私の目を盗んで

147 逃げおおすことはできなかった。

148 　私にははっきりと判った。一人は、プッチョ・シャンカート。

149 さっきやって来た 3人連れの中で、唯一

150 変身を被らなかった男だ。ガヴィッレ村よ、汝は（蛇から人間になった）

151 　もう一人の男［フランチェスコ・デイ・カヴァルカンティ］のために泣いている。
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CANTO XXVI

1 　Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande

2 che per mare e per terra batti l’ali,

3 e per lo ’nferno tuo nome si spande!

4 　Tra li ladron trovai cinque cotali

5 tuoi cittadini onde mi ven vergogna,

6 e tu in grande orranza non ne sali.

7  　Ma se presso al mattin del ver si sogna,

8  tu sentirai, di qua da picciol tempo

9 di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.

10  　E se già fosse, non saria per tempo.

11 Così foss’ ei, da che pur esser dee!

12 ché più mi graverà, com’ più m’attempo.

13  　Noi ci partimmo, e su per le scalee

14　 che n’avean fatto i borni a scender pria,

15 rimontò ’l duca mio e trasse mee;

16 　e proseguendo la solinga via,

17  tra le schegge e tra ’ rocchi de lo scoglio

18  lo piè sanza la man non si spedia.

19 　Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio

20 quando drizzo la mente a ciò ch’io vidi,

21 e più lo ’ngegno affreno ch’i’ non soglio,

22  　perché non corra che virtù nol guidi;

23  sì che, se stella bona o miglior cosa
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地獄篇第 26 歌

1 　喜べ、フィレンツェよ！　汝は偉大なあまり、

2 陸海を両翼に収め、沖
ちゅう
天
てん
の勢い留まるを知らず、

3 その名声は地獄全土に鳴り響いているのだから。

4 　盗人どもの間に 5人も汝の市民を目にした。しかも皆が皆

5 名家の出とあっては、羞恥に堪えぬ。

6 これを以って、汝は大いなる誉れに就
つ
こうというのか。

7 　だが、明け方近くに見る夢が正夢というなら、

9 他の都
ま ち
市はもとより、プラートまでも汝に焦がれてやまぬ禍を

8 汝は近いうちに味わうことになろう。

10  　すでに起こっていたとしても、早すぎはしなかったろう。

11 起こるのが必定である以上、すぐにでも起こらんことを！

12 齢
よわい
を重ねれば重ねるほど、わが心痛が増すだろうからだ。

13 　私たちはその場を離れた。わが先達は、先ほど私たちが

14 降りるのに階段として使った岩の出っ張りに

15 登ると、私を引き上げた。

19 　荒涼とした道を進んだが、

17  岩橋のゴツゴツとした石や大岩に阻まれ、

18  手を使わずには、足は前に進むことさえできなかった。

19 　当時、私の心は痛んだが、私が目にしたものを

20 思い出すだに、今もなお心が痛む。

21  徳に導かれることなく、才走ることのないよう

22 　いつも以上に詩才の手綱を引き締めよう。

23  恵みの星、あるいは更に高きもの［神の恩寵］が、私に賜物を
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24 m’ha dato ’l ben, ch’io stessi nol m’invidi.

25 　Quante ’l villan ch’al poggio si riposa,

26 nel tempo che colui che ’l mondo schiara

27 la faccia sua a noi tien meno ascosa,

28 　come la mosca cede a la zanzara,

29 vede lucciole giù per la vallea,

30 forse colà dov’ e’ vendemmia e ara:

31 　di tante fiamme tutta risplendea

32 l’ottava bolgia, sì com’ io m’accorsi

33 tosto che fui là ’ve ’l fondo parea.

34 　E qual colui che si vengiò con li orsi

35 vide ’l carro d’Elia al dipartire,

36 quando i cavalli al cielo erti levorsi,

37 　che nol potea sì con li occhi seguire,

38 ch’el vedesse altro che la fiamma sola,

39 sì come nuovoletta, in sù salire:

40 　tal si move ciascuna per la gola

41 del fosso, ché nessuna mostra ’l furto,

42 e ogne fiamma un peccatore invola.

43  　Io stava sopra ’l ponte a vedere surto,

44 sì che s’io non avessi un ronchion preso,

45 caduto sarei giù sanz’ esser urto.

46 　E ’l duca, che mi vide tanto atteso,

47 disse: “Dentro dai fuochi son li spirti;

48 catun si fascia di quel ch’elli è inceso”.

49 　“Maestro mio”, rispuos’ io, “per udirti

50 son io più certo; ma già m’era avviso
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24 授けたもうたならば、わが落ち度でそれを損なうまい。

26 　世界を明るくする太陽が、その顔を

27 より長く私たちに見せる（夏の）時期、

28 蚊が蠅に取って代わる黄昏時、

25 　丘の上に憩う農夫が、

30 自分が葡萄を摘み、耕すあたりを眺めやり、

29 谷底に蛍の群れを目にするように、

33 　（第 8ボルジャの）谷底が見える場所に来てみると、

32 第 8ボルジャ全体が、その蛍さながらに

31 無数の焔でキラキラと輝いているのが見えた。

34 　また、二頭の熊に仕返しをしてもらった者［預言者エリシャ］は

35 （師である預言者）エリアの戦車が地面を離れ、

36 馬たちが天を目指して真一文字に駆けていくのを見たが、

37 　彼が目で追うことができたのは

39 一点の小雲となって天高く昇っていく

38 炎だけであった。ちょうど

40 　その一点の炎さながらに、炎が銘々濠の底をあちらこちらへ

41 動いていた。どの炎も、中に奪い閉じ込めたものを見せては

42 いなかったが、それぞれが一人の罪人を包み隠していた。

43 　私は橋の上で立ち上がり、ボルジャの中を懸命に覗こうとした。

44 もし突き出た岩角に掴まっていなかったなら、

45 押されなくとも、下へ落ちていたことだろう。

46 　すると、導師は私をじっと見つめて

47 言った。「それぞれの炎の中に霊がいる。

48 各自、自分を焼くもの［炎］にくるまれているのだ。」

49 　｢わが師よ」と私は答えた。「その言葉を聞いて、いっそう

50 確信しました。そうだろと思って、
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51 che così fosse, e già voleva dirti:

52 　chi è ’n quel foco che vien sì diviso

53 di sopra, che par surger de la pira

54 dov’ Eteòcle col fratel fu miso?”.

55 　Rispuose a me: “Là dentro si martira

56 Ulisse e Dïomede, e così insieme

57 a la vendetta vanno come a l’ira;

58 　e dentro da la lor fiamma si geme

59 l’agguato del caval che fé la porta

60 onde uscì de’ Romani il gentil seme.

61 　Piangevisi entro l’arte per che, morta,

62 Deïdamìa ancor si duol d’Achille,

63 e del Palladio pena vi si porta”.

64 　“S’ei posson dentro da quelle faville

65 parlar”, diss’ io, “maestro, assai ten priego

66 e ripriego, che ’l priego vaglia mille,

67 　che non mi facci de l’attender niego

68 fin che la fiamma cornuta qua vegna;

69 vedi che del disio ver’ lei mi piego!”.

70 　Ed elli a me : “La tua preghiera è degna

71 di molta loda, e io però l’accetto;

72 ma fa che la tua lingua si sostegna.

73 　Lascia parlare a me, ch’i’ ho concetto

74 ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi,

75 perch’ e’ fuor greci, forse del tuo detto”.

76 　Poi che la fiamma fu venuta quivi

77 dove parve al mio duca tempo e loco,

78 in questa forma lui parlare audivi:



─ 160 ─ ─ 161 ─

ダンテ『神曲』地獄篇対訳（第 26歌）

51 訊きたいと願っていたところでした。

52 　こちらに向かって来るあの炎の中にいるのは誰ですか？

54 その先端は二つに分かれ、まるでエテオクレースが 弟
ポリュネイケース

と一緒に

53 焼かれたときに、積み薪から立ち昇った炎のようです。

55 　師は私に答えた。「あの中で苛
さいな
まれているのは、

56 オデュッセウスとディオメーデース。二人がこのように共に

57 神罰へ向かうのは、生前も神の怒りを共に招いていたからだ。

58 　その炎の中で、二人は木馬の計略の報いを受けている。

59 その計略によって扉が開かれ、そこから

60 ローマ人の高貴な種［始祖アエネーアース］が出た。

61 　また、その炎の中で奸策に泣いている。その 謀
はかりごと

が元で、

62 デーイダメイアは死してなおアキレウスを思って心痛めている。

63 同じく、その中で神像を盗んだ罰が下されている。」

64 　｢もし二人が、あの炎の中から話しができるのなら」と、

65 私は言った。｢どうか、先生、お願いです。この懇願が千の願いに

66 匹敵しますよう、重ねて、切にお願い致します。

67 　角
つの
を生やした炎がこちらにやって来るまで、

68 私が待つのをどうかお許し下さい。その願いのあまり、

69 炎にこれほど身を乗り出しているのです！」

70 　すると師は私に言った。「その願いは、大いに

71 褒められてしかるべきだ。それゆえ、願いを聞き届けよう。

72 だが、おまえは口を慎んでおくがよい。

73 　私が代わりに話そう。おまえの知りたいことは解っている。

74 それに、二人はギリシャ人だから、おまえの話を

75 まともに取り合ってくれぬかも知れぬ。」

76 　炎が、われわれのいる岩橋の近く、わが師に

77 最適と思われた場所までやって来ると、

78 師が次のように話すのを聞いた。
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79 　“O voi che siete due dentro ad un foco,

80 s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,

81 s’io meritai di voi assai o poco

82 　quando nel mondo li alti versi scrissi,

83 non vi movete; ma l’un di voi dica

84 dove, per lui, perduto a morir gissi”.

85 　Lo maggior corno de la fiamma antica

86 cominciò a crollarsi mormorando,

87 pur come quella cui vento affatica;

88 　indi la cima qua e là menando,

89 come fosse la lingua che parlasse,

90 gittò voce di fuori, e disse: “Quando

91 　mi diparti’ da Circe, che sottrasse

92 me più d’un anno là presso a Gaeta,

93 prima che sì Enëa la nomasse,

94 　né dolcezza di figlio, né la pièta

95 del vecchio padre, né ’l debito amore

96 lo qual dovea Penelopè far lieta,

97 　vincer potero dentro a me l’ardore

98 ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto

99 e de li vizi umani e del valore;

100 　ma misi me per l’alto mare aperto

101 sol con un legno e con quella compagna

102 picciola da la qual non fui diserto.

103 　L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,

104 fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,

105 e l’altre che quel mare intorno bagna.

106 　Io e ’ compagni eravamo vecchi e tardi 
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79 　｢おお、あなた方、一つの炎の中に二人でいる者よ。

80 生前、私があなた方に対して功績があったなら、

82 現世で高き詩を記したとき、私があなた方から

81 　多少なりとも報いを受けるに足る者であったなら、

83 動くのを止めて、どちらか一人が教えてくれまいか、

84 行方知らずとなった後、どこで彼が帰らぬ人となったかを。」

85 　古代の炎の、大きい方の火
ほ
先が、

87 ちょうど風に煽
あお
られた炎のように、声ともならぬ

86 ざわめきを立てながら波打ち、ゆらめき始めた。

88 　それから、炎の先端を、まるで言葉を操る舌のように、

89 あちらこちらへと揺り動かしながら、

90 声を炎の外へと迸らせて言った。「まだ

93 　アエネーアースがガエータと名づける前のこと、

92 その近くに 1年以上もキルケーに籠
ろう
絡
らく
された後、

91 私が彼女の許
もと
を去ったとき、

94 　かわいい息子を思う気持ちも、老いた

95 父に対する孝心の情も、夫として

96 ペーネロペイアを幸せにしてやる愛情も

97 　わが内なる熱情に、打ち勝つことはできなかった、

98 この世界を知り尽くし、

99 人間の持つ徳と悪徳を極めたいという欲求には。

100 　それで、目の前に広がる深淵な大海原へと私は乗り出した、

102 たった一隻の竜骨［船］に、私を見捨てず付き従ってくれた

101 わずかの仲間を引き連れて。

103 　地中海の北岸もスペインまで、南岸も

104 モロッコに至るまで目にした、サルデーニャ島を始め、

105 その海に周囲を浸
ひた
される他の島々も。

109 　人間がこれ以上先へ進んではならぬと、
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107 quando venimmo a quella foce stretta

108 dov’ Ercule segnò li suoi riguardi

109 　acciò che l’uom più oltre non si metta;

110 da la man destra mi lasciai Sibilia,

111 da l’altra già m’avea lasciata Setta.

112 　«O frati», dissi, «che per cento milia

113 perigli siete giunti a l’occidente,

114 a questa tanto picciola vigilia

115 　d’i nostri sensi ch’è del rimanente

116 non vogliate negar l’esperïenza,

117 di retro al sol, del mondo sanza gente.

118 　Considerate la vostra semenza:

119 fatti non foste a viver come bruti,

120 ma per seguir virtute e canoscenza».

121 　Li miei compagni fec’ io sì aguti,

122 con questa orazion picciola, al cammino,

123 che a pena poscia li avrei ritenuti;

124 　e volta nostra poppa nel mattino,

125　de’ remi facemmo ali al folle volo,

126 sempre acquistando dal lato mancino.

127 　Tutte le stelle già de l’altro polo

128 vedea la notte, e ’l nostro tanto basso,

129 che non surgëa fuor del marin suolo.

130 　Cinque volte racceso e tante casso

131 lo lume era di sotto da la luna,

132 poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,

133 　quando n’apparve una montagna, bruna

134 per la distanza, e parvemi alta tanto 
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108 ヘーラクレースが警告を印した

107 かの狭い（ジブラルタル）海峡にやって来たとき、

106 　私も仲間もすでに齢
よわい
を重ね、動きも鈍くなっていた。

110 私は、右手にセヴィーリャを後にし、

111 左には、すでにセウタ［北アフリカ北端の町］を後にしていた。

112 　『おお、兄弟たちよ』と、私は言った。『幾万の危険を越え、

113 諸君は西の最果てへとたどり着いた。

114 今や、われらの五感が起きていられる

115 　残りわずかとなった人生の黄昏時に、

117 太陽を背に、人なき世界を知ろうとする

116 この経験を拒もうとは思うまい。

118 　諸君の生まれを考えてみよ。

119 諸君は、獣のように生きるべく生まれついてはいない。

120 徳と知を求めるべく生を授かったのだ。』

121 　このささやかな演説でわが仲間を奮い立たせたはよいが、

122 その後、先へ先へと、はやり立つ彼らを

123 制止するのに、かえって苦労するほどだった。

124 　艫
とも
を、日出ずる朝［東］へ向けると、

125 われわれは櫂を翼に変貌させ、常軌を超えて翔
と
ぶように

126 左向きにひたすら南下して行った。

127 　はや、南の極［南半球］のすべての星々が

128 満天の夜空に輝き、われわれの極［北半球］は低く没し、

129 もはや海面から外へは昇らなかった。

132 　われわれが険しい旅路に歩み入ってから、

130 月の下で明かりは、

131 5度灯
とも
り、5度消えた。

133 　その時、一つの山が姿を現した。遙か遠くにあったため、

135 暗く霞んでいたが、かつて目にしたこともないほど
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135 quanto veduta non avëa alcuna.

136 　Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

137 ché de la nova terra un turbo nacque

138 e percosse del legno il primo canto.

139 　Tre volte il fé girar con tutte l’acque;

140 a la quarta levar la poppa in suso

141 e la prora ire in giù, com’ altrui piacque,

142 　infin che ’l mar fu sovra noi richiuso”.
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134 高い山に見えた。

136 　われわれは喜びに湧いたが、それも忽ち、歎きに変わった。

137 未知の陸地［山］から旋風が生じ、

138 船首に激しく打ちつけてきたからだ。

139 　船を、周りの水ともども、3度旋回させ、

140 4度目に、艫
とも
を海面高く持ち上げるや、

141 かの方［神］の御意のまま、舳
へ
先
さき
を深淵へと沈めていった、

142 　海が、われわれの上で、ふたたび閉じられるまで。」
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CANTO XXVII

1 　Già era dritta in sù la fiamma e queta 

2 per non dir più, e già da noi sen gia 

3 con la licenza del dolce poeta, 

4 　quand’ un’altra, che dietro a lei venìa, 

5 ne fece volger li occhi a la sua cima 

6 per un confuso suon che fuor n’uscia. 

7 　Come ’l bue cicilian che mugghiò prima 

8 col pianto di colui, e ciò fu dritto, 

9 che l’avea temperato con sua lima, 

10 　mugghiava con la voce de l’afflitto, 

11 sì che, con tutto che fosse di rame, 

12 pur el pareva dal dolor trafitto; 

13 　così, per non aver via né forame 

14 dal principio nel foco, in suo linguaggio 

15 si convertïan le parole grame. 

16 　Ma poscia ch’ebber colto lor vïaggio 

17 su per la punta, dandole quel guizzo 

18 che dato avea la lingua in lor passaggio, 

19 　udimmo dire: “O tu a cu’ io drizzo 

20 la voce e che parlavi mo lombardo, 

21 dicendo «Istra ten va, più non t’adizzo», 

22 　perch’ io sia giunto forse alquanto tardo, 

23 non t’incresca restare a parlar meco; 

24 vedi che non incresce a me, e ardo! 

25 　Se tu pur mo in questo mondo cieco 
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地獄篇第 27 歌

1 　すでに炎は話し終え、まっすぐ、静かに立ち昇っていた。

3 そして優しき詩人［ウェルギリウス］の許しを得て、

2 はや私たちの許
もと
から立ち去っていく

4 　そのとき、その背後から別の炎がやって来た。

6 その中から混濁した音が外へ発せられていたため、

5 私たちはその火
ほさき
先へと目を転じた。

7 　シチリアの《パラリスの牛》が初めて悲嘆の声で啼
な
いたのは、

8 ～それは正当な報いであったが～これを 鑢
やすり
で象
かたど
った者

9 ［製作者ペリッロス］を腹中に収めたときであった。

10  　以来、この牛は、拷問に苛
さいな
まれる者の声で啼

な
き続けたが、

11 銅製にもかかわず、牛の声さながらゆえに、

12 本物の牛が苦しみに貫かれているかのようだった。

13 　ちょうどその声の変容と同じように、最初、火の中に

14 出口も通り道も見出せぬため、その言葉は

15 哀れにも、火の発する言語に変じていた。

16  　しかし、言葉は、舌を通過する際、舌の発する

17  顫
ふる
えを火

ほさき
先に伝え、火先を通して

18  自身の通路を見つけるや、

19 　こう言うのが聞こえた。「おお、わしが声をかけているのは君だ。

21  『も
イストラ
う行くがよい。これ以上（話すよう）促しはせぬ』と、

20 今し方、ロンバルディーアの言葉で話をしていた君よ、

22 　来るのが遅きに失したかもしれぬが、

23  差し支えなければ、留まってわしと話をしてくれまいか。

24 このように（炎で）燃えているが、わしの方は構わぬ。

26 　あの甘美なイタリアの地から
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26 caduto se’ di quella dolce terra 

27 latina ond’ io mia colpa tutta reco, 

28 　dimmi se Romagnuoli han pace o guerra; 

29 ch’io fui d’i monti là intra Orbino 

30 e ’l giogo di che Tever si diserra”. 

31 　Io era in giuso ancora attento e chino, 

32 quando il mio duca mi tentò di costa, 

33 dicendo: “Parla tu; questi è latino”. 

34 　E io, ch’avea già pronta la risposta, 

35 sanza indugio a parlare incominciai: 

36 “O anima che se’ là giù nascosta, 

37 　Romagna tua non è, e non fu mai, 

38 sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni; 

39 ma ’n palese nessuna or vi lasciai. 

40 　Ravenna sta come stata è molt’ anni: 

41 l’aguglia da Polenta la si cova, 

42 sì che Cervia ricuopre co’ suoi vanni. 

43 　La terra che fé già la lunga prova 

44 e di Franceschi sanguinoso mucchio, 

45 sotto le branche verdi si ritrova. 

46 　E ’l mastin vecchio e ’l nuovo da Verrucchio, 

47 che fecer di Montagna il mal governo, 

48 là dove soglion fan d’i denti succhio. 

49 　Le città di Lamone e di Santerno 

50 conduce il lïoncel dal nido bianco, 

51 che muta parte da la state al verno. 

52 　E quella cu’ il Savio bagna il fianco, 

53 così com’ ella sie’ tra ’l piano e ’l monte, 
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25 この無
む
明
みょう
の世界に堕ちてきたばかりなら、

27 教えてくれ、わしはその地から罪の一切を背負うてきたが、

28 　ロマーニャの民は平和なのか、それとも戦
いくさ
をしているのか。

30 わしの故郷は、テーヴェレ川が迸り出る山脈［フマヨーロ山］と

29 ウルビーノの間の、あの山岳地［モンテフェルトロ］だったのだ。」

31 　私がなおも身を屈
かが
めて、憑

つ
かれたように下を見つめていていると、

32 わが師は、私の脇を肘でつついて、言った。

33 ｢おまえが話すがよい。この者はイタリア人だ。」

34 　私は、即答できる用意ができていたので、

35 それですぐに話し始めた。

36 ｢おお、下にいる（炎に）隠された魂よ、

37 　汝のロマーニャでは、今も昔も、そこに巣くう

38 僭主どもの心中に戦
いくさ
がなかったためしはない。

39 しかし、私がそこを去ったとき、公然たる戦
いくさ
はなかった。

40 　ラヴェンナは、昔のまま変わりない。

41 ダ・ポレンタの鷲がその雛［ラヴェンナ］を抱き、

42 更には、チェルヴィアをその翼で覆っている。

43 　かつて長期の抵抗を行ない、フランス兵の血生臭い

44 死体の山を築いたことがあるフォルリーは、今、

45 緑の（獅子の）鉤爪［オルデラッフィ家］の下に庇護されている。

47 　また、モンターニャ［・デイ・パルチターティ］を虐げた

46 ヴェッルッキョ産の新旧二匹の猛犬［マラテスタとマラテスティーノ］は

48 リーミニで、以前と同様、その牙で政敵を八つ裂きにしている。

49 　ラモーネ川とサンテルノ川が流れる街［ファエンツァとイーモラ］は、

51 夏［トスカーナ（教皇派）］から冬［ロマーニャ（皇帝派）］へと党派を変える

50 白地の（青い）仔獅子［ムギナルド・パガーニ・ディ・スシナーラ］が率いている。

52 　また、サーヴィオ川がその側壁を洗う街［チェゼーナ］は、

53 平野と山の間に位置しているが、それと同様、
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54 tra tirannia si vive e stato franco. 

55 　Ora chi se’, ti priego che ne conte; 

56 non esser duro più ch’altri sia stato, 

57 se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte”. 

58 　Poscia che ’l foco alquanto ebbe rugghiato 

59 al modo suo, l’aguta punta mosse 

60 di qua, di là, e poi diè cotal fiato: 

61 　“S’i’ credesse che mia risposta fosse 

62 a persona che mai tornasse al mondo, 

63 questa fiamma starìa sanza più scosse; 

64 　ma però che già mai di questo fondo 

65 non tornò vivo alcun, s’i’ odo il vero, 

66 sanza tema d’infamia ti rispondo. 

67 　Io fui uom d’arme, e poi fui cordigliero, 

68 credendomi, sì cinto, fare ammenda; 

69 e certo il creder mio venìa intero, 

70 　se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!,

71 che mi rimise ne le prime colpe;

72 e come e quārē, voglio che m’intenda. 

73 　Mentre ch’io forma fui d’ossa e di polpe 

74 che la madre mi diè, l’opere mie 

75 non furon leonine, ma di volpe. 

76 　Li accorgimenti e le coperte vie 

77 io seppi tutte, e sì menai lor arte, 

78 ch’al fine de la terra il suono uscie. 

79 　Quando mi vidi giunto in quella parte 

80 di mia etade ove ciascun dovrebbe 

81 calar le vele e raccoglier le sarte, 
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54 人々は僭主制と自治制の間に暮らしている。

55 　さあ、どうか汝が誰なのか教えてくれないか。

56 こちらと同じように、胸襟を開いてくれるならば、

57 その名は現世で朽ちずにいられよう。」

58 　炎は、例の如く独特の唸
うな

りをいくらか発すると、

59 その尖端をあちらこちらへと揺り動かし、

60 おもむろに次のような喘ぎを洩らした。

62 　｢再び地上に戻ることのできる人間に

61 返事を返すことになるなら、

63 この炎は、もはや揺らめきはせぬだろう。

65 　しかし、わしが耳にしたことが真実ならば、この深淵から

64 生きたまま地上に帰り着いた者がいない以上、

66 不名誉の懸念は何もない。汝に答えよう。

67 　かつてわしは軍人だった。次いでフランチェスコ会修道士となった。

68 こうして腰に縄を巻けば、罪滅ぼしができると思ったのだ。

69 実際、わが意図は完全に叶えられたはずだった、

70 　あの大司祭［教皇ボニファーティウス 8世］さえいなかったならば。呪われよ！

71 あいつが、わしを再び元の罪へ陥れたのだ。

72 何
なにゆえ
故、いかにしてか、私の話を聞いてもらいたい。

74 　わし（の魂）が、母から授かった

73 肉と骨の形
けいそう
相であった［生きていた］とき、わが所業は、

75 獅子には似つかぬ、狐同然のものであった。

76 　あらゆる抜け道、獣
けもの
道にも

77 通暁し、巧みに駆使したことから

78 名声は地の果てにまで及んだ。

81 　だが、人生で、誰もが帆を降ろし、

80 帆綱をたたむべき時期［老衰期］を

79 迎えたことに気づいたとき、
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82 　ciò che pria mi piacëa, allor m’increbbe, 

83 e pentuto e confesso mi rendei; 

84 ahi miser lasso! e giovato sarebbe. 

85 　Lo principe d’i novi Farisei, 

86 avendo guerra presso a Laterano, 

87 e non con Saracin né con Giudei, 

88 　ché ciascun suo nimico era cristiano, 

89 e nessun era stato a vincer Acri 

90 né mercatante in terra di Soldano, 

91 　né sommo officio né ordini sacri 

92 guardò in sé, né in me quel capestro 

93 che solea fare i suoi cinti più macri. 

94 　Ma come Costantin chiese Silvestro 

95 d’entro Siratti a guerir de la lebbre, 

96 così mi chiese questi per maestro 

97 　a guerir de la sua superba febbre; 

98 domandommi consiglio, e io tacetti 

99 perché le sue parole parver ebbre. 

100 　E’ poi ridisse: «Tuo cuor non sospetti; 

101 finor t’assolvo, e tu m’insegna fare 

102 sì come Penestrino in terra getti. 

103 　Lo ciel poss’ io serrare e diserrare,

104 come tu sai; però son due le chiavi

105 che ’l mio antecessor non ebbe care». 

106 　Allor mi pinser li argomenti gravi 

107 là ’ve ’l tacer mi fu avviso ’l peggio, 

108 e dissi: «Padre, da che tu mi lavi 

109 　di quel peccato ov’ io mo cader deggio, 
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82 　以前は楽しく思えたことが、不快となっていた。

83 それで、悔い改め、告解をして修道士となったが、

84 ああ、哀れにも徒
あだ
となった！救いの望みはあったのに。

85 　現代のファリサイ派の君主［教皇ボニファーティウス 8世］は

86 ラテラーノ近くで戦争を行なっていたが、

87 相手はアラブ人でもなければ、ユダヤ人でもない、

88 　敵はみな、キリスト教徒だった。

89 誰一人、アッコ陥落に赴いた者もいなければ、

90 スルタンの地で商売をした者もいなかった。

91 　（教皇としての）自己の至高の職務も（司祭としての）聖なる職権も

92 わしの腰紐も、顧みることはなかった。かつてこの腰紐は、

93 それを巻く者を（禁欲で）痩せさせていたものだが。

94 　コーンスタンティーヌス皇帝が、ソラッテ山（の洞窟）の中から

95 シルウェステル 1世を呼び出し、癩病の治癒を乞うたように、

96 この男はわしを先生［医者］と恃
たの
んで、

97 　自身の高慢の熱病を癒してくれるよう、

98 助言を求めてきた。だが、わしは口をつぐんでいた。

99 その言葉は、酔狂沙汰としか思えなかったからだ。

100 　すると、彼は執拗に続けた。『心配無用じゃ。前もって

101 そちの罪を赦してやる。代わりに、そちはパレストリーナ

102 （の城塞）を叩き潰す方法を教えてくれるだけでよい。

103 　そちも知っての通り、わしは天（国の扉）を開け閉めできる。

104	 鍵が二つあるのはこのためじゃ。

105 わしの前任者［ケレスティーヌス 5世］は、この鍵を大切にしなかったがな。』

106 　この重大な話に行き場を失ったわしは、

107 黙り通せば、最悪の事態を招くと思い、言った。

109 『尊父［法王］様、これから堕ちねばならぬ罪から

108 　あなたが私を洗い浄めて下さるというのであれば、申しましょう。
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110 lunga promessa con l’attender corto 

111 ti farà trïunfar ne l’alto seggio». 

112 　Francesco venne poi, com’ io fu’ morto, 

113 per me; ma un d’i neri cherubini 

114 li disse: «Non portar: non mi far torto. 

115 　Venir se ne dèe giù tra ’ miei meschini 

116 perché diede ’l consiglio frodolente, 

117 dal quale in qua stato li sono a’ crini; 

118 　ch’assolver non si può chi non si pente, 

119 né pentère e volere insieme puossi 

120 per la contradizion che nol consente». 

121 　Oh me dolente! come mi riscossi 

122 quando mi prese dicendomi: “Forse 

123 tu non pensavi ch’io löico fossi!”. 

124 　A Minòs mi portò; e quelli attorse 

125 otto volte la coda al dosso duro; 

126 e poi che per gran rabbia la si morse, 

127 　disse: «Questi è d’i rei del foco furo»; 

128 per ch’io là dove vedi son perduto, 

129 e sì vestito, andando, mi rancuro”. 

130 　Quand’ elli ebbe ’l suo dir così compiuto, 

131 la fiamma dolorando si partìo, 

132 torcendo e dibattendo ’l corno aguto. 

133 　Noi passamm’ oltre, e io e ’l duca mio, 

134 su per lo scoglio infino in su l’altr’ arco 

135 che cuopre ’l fosso in che si paga il fio 

136 　a quei che scommettendo acquistan carco.
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110 多くを約束し、僅かしか守らねば、

111 高き玉座で勝利の美酒を味わえましょう。』

112 　わしが死ぬと、フランチェスコ［聖フランチェスコ］がわしのために

113 やって来てくれたが、黒天使［悪魔］の一人が彼に言った。

114 『連れて行くな。不正な振る舞いはさせぬぞ。

116 　ペテンの助言を行なった以上、

115 こいつは下界に堕ちて、俺の奴隷に伍する定めだ。

117 あの助言以来、俺はずっと奴の後に張りついていた。

118 　悔悛してない奴が贖
しょく
宥
ゆう
だと、笑わせるな。

119 罪を悔悟しながら、同時に（罪を）望むなぞあり得ぬ。

120 相矛盾するものが、同時に並び立つ道理などありはせん。』

121 　おお、何たる不運！ 黒天使がわしを掴んで、こう言ったとき、

123 わしははっと目覚めた。『きっと、おまえは俺が

122 こうも論理に長
た
けているとは、思いもよらなかったろう！』

124 　わしはミーノースの許
もと
へ連れ去られた。ミーノースは

125 硬い背に尾を 8度捲きつけると、

126 憤怒のあまり、自らの尾に噛みついて、

127 　言った。『こいつは、火に奪われるべき罪人だ。』

128 かくてわしは、ご覧の場所で永遠の破滅を味わい、

129 このように炎を纏
まと
い、無念の思いで進むのだ。」

130 　こう言い終えると、

131 炎は苦悶に身をよじり、

132 火
ほ
先を激しく打ち振りながら、立ち去っていった。

133 　私たちは、私もわが師も、先へと進み（第 8ボルジャの）

134 岩橋の上を伝って、次の（第 9ボルジャの）濠に架かる

135 弧の上へとやって来た。この濠の中では、分離を引き起こした罪で

136 　重荷を負うた者たちが、しかるべき報いを払わされていた。
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CANTO XXVIII

1 　Chi poria mai pur con parole sciolte 

2 dicer del sangue e de le piaghe a pieno 

3 ch’i’ ora vidi, per narrar più volte? 

4 　Ogne lingua per certo verria meno 

5 per lo nostro sermone e per la mente 

6 c’hanno a tanto comprender poco seno. 

7 　S’el s’aunasse ancor tutta la gente 

8 che già, in su la fortunata terra 

9 di Puglia, fu del suo sangue dolente 

10 　per li Troiani e per la lunga guerra 

11 che de l’anella fé sì alte spoglie, 

12 come Livïo scrive, che non erra, 

13 　con quella che sentìo di colpi doglie 

14 per contastare a Ruberto Guiscardo; 

15 e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie 

16 　a Ceperan, là dove fu bugiardo 

17 ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, 

18 dove sanz’ arme vinse il vecchio Alardo; 

19 　e qual forato suo membro e qual mozzo 

20 mostrasse, d’aequar sarebbe nulla 

21 il modo de la nona bolgia sozzo. 

22 　Già vèggia, per mezzul perdere o lulla, 

23 com’ io vidi un, così non si pertùgia, 

24 rotto dal mento infin dove si trulla. 

25 　Tra le gambe pendevan le minùgia; 
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地獄篇第 28 歌

2 　散文であれ、私がそのとき目にした

3 血と裂傷を、幾度語ろうとも、

1 いったい誰が余すことなく伝え得よう。

4 　いかなる詩人も、必ずや、舌足らずとなろう。

5 われわれの言語も、われわれの知性も、

6 多くを容れるには余りに小さすぎる。

8 　古来、宿命の地プーリア［南イタリア］では

7 多くが血を流し、苦しみ果てた。

10 トロイアの後
こうえい
裔と長き戦

いくさ
のために斃

たお
れた者たち、

12  　～過つことなきリーウィウスが記しているように、

11 その戦いで戦利品の金の指輪がうずたかく積もった～

14 また、ルベール・ギスカールに抗
あらが
って、

13 　刀
かたな
傷
きず
の苦悶の中に斃

たお
れた者たち、

16 また、チェプラーノの近辺ではプーリア［南イタリア］の

17 全諸侯が背信したために、タリアコッツォの近くでは

18 　エラールの老獪な戦術が勝利を収めたために、

15  今なお、その地に髑
しゃれこうべ
髏が折り重なっている者たち、

9  たとえ、そうした戦死者たちがみな寄り集まって、

19 　各自、切り裂かれた身体や斬り落とされた手足を

20 指し示したとしても、第 9ボルジャの

21  おぞましき惨状には、到底、及びもつかぬだろう。

22 　樽底の中板や半月板を無くした樽でさえ、

23  私が眼にした、顎
おとがい
から屁をひる所まで引き裂かれた

24 男のように、ぱっくりと二つに割れはしない。

25 　両脚の間には腸
はらわた
がぶら下がり、
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26 la corata pareva e ’l tristo sacco 

27 che merda fa di quel che si trangùgia. 

28 　Mentre che tutto in lui veder m’attàcco, 

29 guardommi e con le man s’aperse il petto, 

30 dicendo: “Or vedi com’ io mi dilàcco! 

31 　vedi come storpiato è Mäometto! 

32 Dinanzi a me sen va piangendo Alì, 

33 fesso nel volto dal mento al ciuffetto. 

34 　E tutti li altri che tu vedi qui,

35 seminator di scandalo e di scisma 

36 fuor vivi, e però son fessi così. 

37 　Un diavolo è qua dietro che n’accisma 

38 sì crudelmente, al taglio de la spada 

39 rimettendo ciascun di questa risma, 

40 　quand’ avem volta la dolente strada; 

41 però che le ferite son richiuse 

42 prima ch’altri dinanzi li rivada. 

43 　Ma tu chi se’ che ’n su lo scoglio muse, 

44 forse per indugiar d’ire a la pena 

45 ch’è giudicata in su le tue accuse?”. 

46 　“Né morte ’l giunse ancor, né colpa ’l mena”, 

47 rispuose ’l mio maestro, “a tormentarlo; 

48 ma per dar lui esperïenza piena, 

49 　a me, che morto son, convien menarlo 

50 per lo ’nferno qua giù di giro in giro; 

51 e quest’ è ver così com’ io ti parlo”. 

52 　Più fuor di cento che, quando l’udiro, 

53 s’arrestaron nel fosso a riguardarmi 
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27 内臓や嚥
の
み込んだものを糞にする

26 穢
けが
らわしい袋が丸見えとなっていた。

28 　我を忘れて、食い入るように彼を見つめていると、

29 男は私を睨み返し、両手で自分の胸をかき開いて

30 言った。「さあ、見ろ、わしが尻まできっ裂く様を！

31 　マホメットが毀損される様をとくと見ておけ！

32 わしの前を泣きながら歩くは、アリーだ。

33 顎
あぎと
から前髪［額］（の生え際）まで顔を割られている。

34 　ここでおまえが目にする者は皆、

35 生前、不和と分裂の種を蒔いた者たちだ。

36 そのため、このように切り裂かれている。

37 　悪魔が一匹、この後ろに控え、

40 わしらがこの苦患の道を一回りするたび、

39 この群れの一人一人を剣の刃
やいば
の下に置き、

38 　かくも残忍に飾り直す。

41 それというのも、悪魔の前を再び通るまでに

42 傷口が閉じてしまうからだ。

43 　ところで、誰だ、岩から鼻面突き出していつまでも飽きぬ

44 おまえは？さては、白状して判決を受けたものの

45 刑罰へ赴くのを渋っているのか？」

46 　｢未だこの者に死が追いついてもいなければ、罪がこの者を

47 苦患へ連れゆくのでもない」と、わが師は答えた。

48 ｢この者に十全な体験を積ませるため

50 　圏から圏へと、地獄を巡ってこの下へ案内するのが

49 死者である私の務めなのだ。これは、今おまえに

51 私がこうやって話しているのと同じほど、真実だ。」

52 　師の言葉を耳にして、百を超える者たちが

53 濠の中で一斉に立ち止まり、驚嘆のあまり
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54 per maraviglia, oblïando il martiro. 

55 　“Or dì a fra Dolcin dunque che s’armi, 

56 tu che forse vedra’ il sole in breve, 

57 s’ello non vuol qui tosto seguitarmi, 

58 　sì di vivanda, che stretta di neve 

59 non rechi la vittoria al Noarese, 

60 ch’altrimenti acquistar non sarìa leve”. 

61 　Poi che l’un piè per girsene sospese, 

62 Mäometto mi disse esta parola;

63 indi a partirsi in terra lo distese. 

64 　Un altro, che forata avea la gola 

65 e tronco ’l naso infin sotto le ciglia, 

66 e non avea mai ch’una orecchia sola, 

67 　ristato a riguardar per maraviglia 

68 con li altri, innanzi a li altri aprì la canna, 

69 ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia, 

70 　e disse: “O tu cui colpa non condanna

71 e cu’ io vidi su in terra latina, 

72 se troppa simiglianza non m’inganna, 

73 　rimembriti di Pier da Medicina, 

74 se mai torni a veder lo dolce piano 

75 che da Vercelli a Marcabò dichina. 

76 　E fa saper a’ due miglior da Fano, 

77 a messer Guido e anco ad Angiolello, 

78 che, se l’antiveder qui non è vano, 

79 　gittati saran fuor di lor vasello 

80 e mazzerati presso a la Cattolica 

81 per tradimento d’un tiranno fello. 
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54 苦しみも忘れ果てて私を眺めた。

56 　｢おまえが近いうちに陽を仰ぎ見るだろうというなら、

55 是非ともドルチーノ修道士に伝えてやれ、

57 間もなくここでわしの後塵を拝したくなければ、

59 　雪に阻まれてノヴァーラ軍に勝利させてやることがないよう

58 糧
りょう
秣
まつ
をしっかり用意しておけ、と。

60 他の方法［武力］では、奴らの勝ち目は薄いだろうからな。」

61 　立ち去ろうと、片足を浮かせていたマホメットは、

62 このような言葉を私に言い放つと、

63 その足を地面に降ろし、遠ざかって行った。

64 　喉に穴を穿
うが
たれ、

65 眉の付け根まで鼻を切り削
そ
がれ、

66 耳が一つしかない別の男が

67 　驚きのあまり立ち止まって、他の者たちとともに

68 見つめていたが、他の誰よりも先に、自身の喉を開いて言った。

69 剥
む
き出しとなったその喉は、一面（血で）真っ赤だった。

70 　｢おお、罪によって堕罪していない君よ、

72 酷
こく
似
じ
しているため、私が欺かれていなければ、

71 上の、イタリアの地で君を見たことがある。

74 　もしも君が戻って、ヴェルチェッリからマルカボー城へとなだらかに

75 傾斜する、うるわしの（ポー）平野を目にすることになれば、

73 ピエル・ダ・メディチーナのことを思い出してくれ。

76 　そしてファーノの二人の名士、グイード［デル・カッセロ］殿と

77 アンジョレッロ［ダ・カリニャーノ］殿に知らせてくれ。

78 ここでの先見の明
めい
が徒
あだ
でない以上、

81 　二人は、残忍非道の僭主［マラテスティーノ］の裏切りにより

80 簀
す ま
巻きにされて、重

おも
しもろとも小船から

79 カットーリカの沖に投げ出されることになろうと。



─ 184 ─

帝京大学外国語外国文学論集　第 17号

─ 185 ─

82 　Tra l’isola di Cipri e di Maiolica 

83 non vide mai sì gran fallo Nettuno, 

84 non da pirate, non da gente argolica. 

85 　Quel traditor che vede pur con l’uno, 

86 e tien la terra che tale qui meco 

87 vorrebbe di vedere esser digiuno, 

88 　farà venirli a parlamento seco; 

89 poi farà sì, ch’al vento di Focara 

90 non sarà lor mestier voto né preco”. 

91 　E io a lui: “Dimostrami e dichiara, 

92 se vuo’ ch’i’ porti sù di te novella, 

93 chi è colui da la veduta amara”. 

94 　Allor puose la mano a la mascella 

95 d’un suo compagno e la bocca li aperse, 

96 gridando: “Questi è desso, e non favella. 

97 　Questi, scacciato, il dubitar sommerse 

98 in Cesare, affermando che ’l fornito 

99 sempre con danno l’attender sofferse”. 

100 　Oh quanto mi pareva sbigottito 

101 con la lingua tagliata ne la strozza 

102 Curïo, ch’a dir fu così ardito! 

103 　E un ch’avea l’una e l’altra man mozza, 

104 levando i moncherin per l’aura fosca, 

105 sì che ’l sangue facea la faccia sozza, 

106 　gridò: “Ricorderà’ti anche del Mosca,

107 che disse, lasso!, «Capo ha cosa fatta”, 

108 che fu mal seme per la gente tosca». 

109 　E io li aggiunsi: “E morte di tua schiatta”; 
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82 　キプロス島からマヨルカ島に至るまで［全地中海で］

83 （サラセンの）海賊によっても、（古代）ギリシャ人によっても、

84 これほどの大罪が犯されるのを、海
ネプトゥーヌス

神が目にしたことはない。

87 　その都
ま ち
市［リーミニ］を見なければ善かったと思っている者が

86 ここで私のそばにいるが、今その都
ま ち
市を領有している

85 片目しか見えぬあの裏切り者［マラテスティーノ］は、

88 　この二人を自分との会談に誘い出すだろう。

89 その後、二人には、フォカーラ岬の飄
ひょう
風
ふう
に対して

90 加護を願う誓願も祈願も必要なくなろう。」

91 　それで私は彼に言った。「はっきりと教えてくれ、

92 地上に君の消息を私に伝えてほしいなら、

93 その都
ま ち
市を目にして苦い思いをしているのは誰なのか。」

94 　すると、仲間の一人に手を伸ばして

95 下顎を掴むと、その口を開いて見せながら

96 叫んだ。「こいつがまさにそいつだ。口は利けぬ。

97 　こいつは（ローマから）追われた後、『準備が整った者は、

99 待てば待つほど、必ず（相手よりも）不利になる』と

98 進言し、カエサルからためらいを消し去った。」

100 　おお、何と卑しむべき姿に変わり果てたことか！

102 生前、あれほど不敵な言辞を弄していた

101 クーリオーは、その舌を喉元から切り取られていた。

103 　すると、両の手を切り取られた男が

104     暗黒の大気の中に二本の切り株［手首のない腕］を掲げ、

105 滴り落ちる血によって顔を汚しながら

106 　叫んだ。「モスカのことも忘れはせぬだろう。

107 吾
われ
が不覚にも『一事が成れば、万事けりがつく』と進言した

108 ために、トスカーナの民に禍の種を蒔くこととなった。」

109 　これに、「加えて、汝の子孫の破滅の種も」と、私は言い添えた。
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110 per ch’elli, accumulando duol con duolo, 

111 sen gìo come persona trista e matta. 

112 　Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, 

113 e vidi cosa ch’io avrei paura, 

114 sanza più prova, di contarla solo; 

115 　se non che coscïenza m’assicura, 

116 la buona compagnia che l’uom francheggia 

117 sotto l’asbergo del sentirsi pura. 

118 　Io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia, 

119 un busto sanza capo andar sì come 

120 andavan li altri de la trista greggia; 

121 　e ’l capo tronco tenea per le chiome, 

122 pesol con mano a guisa di lanterna: 

123 e quel mirava noi e dicea: “Oh me!”. 

124 　Di sé facea a sé stesso lucerna, 

125 ed eran due in uno e uno in due; 

126 com’ esser può, quei sa che sì governa. 

127 　Quando diritto al piè del ponte fue, 

128 levò ’l braccio alto con tutta la testa 

129 per appressarne le parole sue, 

130 　che fuoro: “Or vedi la pena molesta, 

131 tu che, spirando, vai veggendo i morti: 

132 vedi s’alcuna è grande come questa. 

133 　E perché tu di me novella porti, 

134 sappi ch’i’ son Bertram dal Bornio, quelli 

135 che diedi al re giovane i ma’ conforti. 

136 　Io feci il padre e ’l figlio in sé ribelli; 

137 Achitofèl non fé più d’Absalone 
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110 これを聞くと、彼は狂おしく懊
おうのう
悩する人のように

111 悲嘆の上に悲嘆を重ねながら立ち去っていった。

112 　私の方はそこに留まって、群衆を見つめていた。

113 すると、私一人が語っても、他に証拠がないため、（信じて

114 もらえないかも知れぬ）懸念を覚えるものを目にした。

115 　唯一（真実を語る）良心だけが、わが支え、

116 この優れし伴侶［良心］は、自身を潔白と感じる鎧の下
もと
、

117 人に（語る）勇気を与えてくれる。

118 　私はこの目でしかと見た。今もなお、眼の前に浮かぶようだ。

119 頭のない胴体が一つ、他の惨めな群れの者たちと

120 変わらぬ歩きぶりで進んでいた。

121 　切り取られた頭の髪を掴み、

122 提
ちょう
灯
ちん
のように手からぶら下げていたが、

123 生首は私たちを見つめると、「あー！」と発した。

124 　自分（の体の一部）を自身のための灯りとしていたのだ。

125 2つが 1つで、1つが 2つであったが、どうしてこのような

126 ことがあり得るのか、かく処遇される方［神］だけが知り給う。

127 　その胴体は、岩橋のちょうど真下にさしかかると、

129 私たちにその声がよく聞こえるように

128 頭もろとも腕を高く掲げた。

130 　生首は言葉を発した。「さあ、見よ、苛烈な懲罰を。

131 息をしながら、死者たちを見て回っている汝よ、

132 これを凌ぐ劫罰が他にあるか、しかと見よ。

133 　吾についての消息を持ち帰ることができるよう、

134 汝に教えよう。吾はベルトラン・デ・ボルンである。

135 若き王［ヘンリー王子］に悪しき励ましを与えた者だ。

136 　父と子を敵
かたき
同士にさせたが、

137 その邪悪な拍車で、ダヴィデ王と（その息子）アブサロムの
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138 e di Davìd coi malvagi punzelli. 

139 　Perch’ io parti’ così giunte persone, 

140 partito porto il mio cerebro, lasso!, 

141 dal suo principio ch’è in questo troncone. 

142 　Così s’osserva in me lo contrapasso”. 
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138 仲を裂いたアヒトフェルも、吾には及ばぬ。

139 　一つに結ばれていた人々をこのように切り裂いたために、

141 この切り株［胴体］に宿る命の源から、

140 惨めにも、脳を切り離され、持ち歩く羽目になった。

142 　応報の理は、吾にて、このように果たされている。」
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CANTO XXIX

1 　La molta gente e le diverse piaghe

2 avean le luci mie sì inebrïate,

3 che de lo stare a piangere eran vaghe.

4 　Ma Virgilio mi disse: “Che pur guate?

5 perché la vista tua pur si soffolge

6 là giù tra l’ombre triste smozzicate? 

7 　Tu non hai fatto sì a l’altre bolge;

8 pensa, se tu annoverar le credi,

9 che miglia ventidue la valle volge. 

10 　E già la luna è sotto i nostri piedi;

11 lo tempo è poco omai che n’è concesso,

12 e altro è da veder che tu non vedi”.

13 　“Se tu avessi”, rispuos’ io appresso,

14 “atteso a la cagion per ch’io guardava,

15 forse m’avresti ancor lo star dimesso”.

16 　Parte sen giva, e io retro li andava,

17 lo duca, già faccendo la risposta,

18 e soggiugnendo: “Dentro a quella cava

19 　dov’ io tenea or li occhi sì a posta,

20 credo ch’un spirto del mio sangue pianga

21 la colpa che là giù cotanto costa”.

22 　Allor disse ’l maestro: “Non si franga

23 lo tuo pensier da qui innanzi sovr’ ello.

24 Attendi ad altro, ed ei là si rimanga;

25 　ch’io vidi lui a piè del ponticello
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地獄篇第 29 歌

1 　様々な異形の裂傷者の、夥しい群れに

2 わが眼は酩酊のあまり、

3 泣き出したい気持に駆られていた。

4 　すると、ウェルギリウスが私に言った。「何をそんなに見つめている。

6 なぜいつまでも、惨めに斬り刻まれた

5 あの谷
ボルジャ
底の者たちに眼差しを留めている？

7 　ほかの谷
ボルジャ
では、おまえはそんなではなかったぞ。

8 よもやこの亡者たちを数えようという気を起こしたのでは

9 あるまいな、考えてもみよ、この谷の周囲は 22里［約 36km］もある。

10 　それに、月はすでにわれわれの足下に来ている。

11  われらに許されている時間はもうわずかだ。

12 お前の目にしていない見るべきものが他にある。」

13 　それに答えて私は言った。「私がなぜ見とれていたのか、

14 その理由を斟酌して頂けたなら、

15 私が今少し留まることを免じて下さったことでしょう。」

16 　師は、私が答えているうちに、はや歩みを始めていた。

17 私は後について行きながら、

18  さらにこう言い添えた。「私が

19 　じっと見据えていたあの穴
ボルジャ
倉には

20 わが血縁の霊が一人、涙で罪を償い、

21 あのどこか奥で高い代価を支払っているはずなのです。」

22  　すると師は言った。「これからはもう

23 その男のことで思い煩うな。

24  心を他に向け、彼はあそこに残しておくがよい。

25 　というのも、岩橋のたもとで彼がお前に向けて
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26 mostrarti e minacciar forte col dito,

27 e udi’ ’l nominar Geri del Bello.

28 　Tu eri allor sì del tutto impedito

29 sovra colui che già tenne Altaforte,

30 che non guardasti in là, sì fu partito”.

31 　“O duca mio, la vïolenta morte

32 che non li è vendicata ancor”, diss’ io,

33 “per alcun che de l’onta sia consorte,

34 　fece lui disdegnoso; ond’ el sen gìo

35 sanza parlarmi, sì com’ ïo estimo:

36 e in ciò m’ha el fatto a sé più pio”.

37 　Così parlammo infino al loco primo

38 che de lo scoglio l’altra valle mostra,

39 se più lume vi fosse, tutto ad imo.

40 　Quando noi fummo sor l’ultima chiostra

41 di Malebolge, sì che i suoi conversi

42 potean parere a la veduta nostra, 

43 　lamenti saettaron me diversi,

44 che di pietà ferrati avean li strali;

45 ond’ io li orecchi con le man copersi.

46 　Qual dolor fòra, se de li spedali

47 di Valdichiana tra ’l luglio e ’l settembre

48 e di Maremma e di Sardigna i mali 

49 　fossero in una fossa tutti ’nsembre,

50 tal era quivi, e tal puzzo n’usciva

51 qual suol venir de le màrcide membre. 

52 　Noi discendemmo in su l’ultima riva

53 del lungo scoglio, pur da man sinistra;
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26 繰り返し指をさし、脅しているのを見かけたからだ。

27 彼がジェーリ・デル・ベッロという名で呼ばれるのも聞いた。

28 　だがそのとき、お前はオートフォールの城主

29 ［ベルトラン・デ・ボルン］にすっかり気を取られて、

30 彼が立ち去るまで、彼の方を見向きもしなかった。」

31 　｢おお、わが師よ、彼は非業の死を遂げましたが、

33 その不名誉を分かち合う一族の誰も

32 未だ彼の仇討ちを果たしてません。

34 　それで、彼は私に憤っていたのです。思うに、

35 彼が私に口も利かず、立ち去ったのはこのためでしょう。

36 それだけにいっそう不憫に思えるのです。」

37 　このように話しながら、私たちは次の谷［第 10ボルジャ］が初めて

38 姿を見せる地点までやって来た。

39 もっと光があれば、その奥底まで隈なく見渡せただろう。

40 　私たちが、マレボルジャ最後の

41 獄舎の上に達したとき、中の囚人たちが

42 私たちの視界に立ち現われる代わりに、

43 　ぞっとするような様々な嘆き声が

44 矢のように私を射抜いた。（鉄でなく）憐憫の鏃
やじり
でできた

45 嘆きの飛来に、私は思わず両手で耳を塞いだ。

47 　ヴァル・ディ・キャーナやマレンマ、サルデーニャの

48 数多くの施療院から、7月から 9月にかけての

49 病人たちを、一つの濠の中に全員一緒に集めたならば、

46 　その苦患もまさにこうなるかと思われた。

51 しかも、腐敗した屍体が発するような

50 ひどい悪臭がその濠から立ち昇っていた。

52 　私たちは、連綿と続いてきた長き岩橋の

53 最後の堤の上に降り立ち、例の如く、左に曲った。
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54 e allor fu la mia vista più viva 

55 　giù ver’ lo fondo, là ’ve la ministra

56 de l’alto Sire infallibil giustizia

57 punisce i falsador che qui registra.

58 　Non credo ch’a veder maggior tristizia

59 fosse in Egina il popol tutto infermo,

60 quando fu l’aere sì pien di malizia, 

61 　che li animali, infino al picciol vermo,

62 cascaron tutti, e poi le genti antiche,

63 secondo che i poeti hanno per fermo, 

64 　si ristorar di seme di formiche;

65 ch’era a veder per quella oscura valle

66 languir li spirti per diverse biche.

67 　Qual sovra ’l ventre e qual sovra le spalle

68 l’un de l’altro giacea, e qual carpone

69 si trasmutava per lo tristo calle.

70 　Passo passo andavam sanza sermone,

71 guardando e ascoltando li ammalati,

72 che non potean levar le lor persone. 

73 　Io vidi due sedere a sé poggiati,

74 com’ a scaldar si poggia tegghia a tegghia,

75 dal capo al piè di schianze macolati; 

76 　e non vidi già mai menare stregghia

77 a ragazzo aspettato dal segnòrso,

78 né a colui che mal volontier vegghia, 

79 　come ciascun menava spesso il morso

80 de l’unghie sopra sé per la gran rabbia

81 del pizzicor, che non ha più soccorso; 
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54 すると、下の底まで視界が生き生きと開けた。

55 　谷底では、過つことなき正義、高き主
しゅ
に仕える執行者が、

56 （罪科帳に）存命中に書き留める

57 贋造者たちに天誅を下している。

60 　アエギーナ島で、瘴
しょう
気
き
が大気に満ち、

61 動物から、果ては小さき虫類に至るまで

62 ことごとく斃
たお
れ、その後、島の古民が

63 　～詩人たちが確信をもって語るところによれば～蟻の

64 種族から新たに生まれて［ミュルミドーン人となり］、失われし島民の代わりを

63 なしたと云うが、その時、全島民が病に倒れた悲惨な光景も、

65 　この暗い谷間で、霊たちがあちらこちら至る所に気息奄
えんえん
々と

66 おぞましい幾多の山となって折り重なる

58 光景には及ばなかったろう。

67 　ある者は腹の上に、ある者は肩にもたれ合って

68 横たわり、またある者は四つんばいになって

69 悲惨の路［谷底］を這うように蠢
うごめ
いていた。

72 　私たちは、身を起こすこともできない重病人たちを

71 見つめながら、その呻
うめ
きを聞きながら、

70 一歩また一歩と、無言で進んだ。

75 　頭から爪
つまさき
先まで瘡

かさ
蓋
ぶた
だらけの男が二人、（一つの火口で）

74 熱するために互いにもたせかけられた二つの浅鍋のように、

73 背中合わせに座っているのが目に止まった。

77 　主人が待ちかねているときにせよ、眠りに就く時間に

78 しぶしぶ起きて仕事を終わらせようとするときにせよ、

81 　掻
か
くほか救いようのない猛烈な痒

かゆ
みに駆られ、

80 怒り狂ったように深く爪立てて、

79 体中を頻繁に引っ掻き回すこの二人ほど、

76 馬
ば
丁
てい
が忙
せわ
しく馬を梳

す
くのを見たことはなかった。
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82 　e sì traevan giù l’unghie la scabbia,

83 come coltel di scàrdova le scàglie

84 o d’altro pesce che più larghe l’abbia. 

85 　“O tu che con le dita ti dismaglie”,

86 cominciò ’l duca mio a l’un di loro,

87 “e che fai d’esse talvolta tanaglie,

88 　dinne s’alcun Latino è tra costoro

89 che son quinc’ entro, se l’unghia ti basti

90 etternalmente a cotesto lavoro”.

91 　“Latin siam noi, che tu vedi sì guasti

92 qui ambedue”, rispuose l’un piangendo;

93 “ma tu chi se’ che di noi dimandasti?”.

94 　E ’l duca disse: “I’ son un che discendo

95 con questo vivo giù di balzo in balzo,

96 e di mostrar lo ’nferno a lui intendo”.

97 　Allor si ruppe lo comun rincalzo;

98 e tremando ciascuno a me si volse

99 con altri che l’udiron di rimbalzo. 

100 　Lo buon maestro a me tutto s’accolse,

101 dicendo: “Dì a lor ciò che tu vuoli”;

102 e io incominciai, poscia ch’ei volse:

103 　“Se la vostra memoria non s’imboli

104 nel primo mondo da l’umane menti,

105 ma s’ella viva sotto molti soli,

106 　ditemi chi voi siete e di che genti;

107 la vostra sconcia e fastidiosa pena

108 di palesarvi a me non vi spaventi”.

109 　“Io fui d’Arezzo, e Albero da Siena”,
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82 　その爪が瘡
かさ
蓋
ぶた
を削

そ
ぎ落とす様

さま
は、

84 鯉の鱗や、その他、もっと大きな鱗の魚から

83 鱗を包丁でこそげ落とすようだった。

85 　｢おお、指で鎖
くさりかたびら
帷子［瘡蓋］を剥

は
がしている君よ｣ と、

86 わが導師はその一人に言い始めた。

87 ｢君はしばしば指を鋏
やっとこ
に変えているが、

88 　ここにいる者たちの中に誰かイタリア人がいるか

89 教えてくれ。君の爪が

90 永遠にわたってその労苦に持ち堪
こた
こたえんことを。」

91 　｢見ての通り、ここで面貌がかくも醜く変わり果てたが、われらは

92 二人ともイタリア人だ」と、一人が泣き声で答えた。

93 ｢だが、われらのことを尋ねる君の方こそ誰だ。｣

94 　すると師は言った。｢私は、この生き身の者［ダンテ］に

96 地獄を見せるため、一緒に圏から圏へと

95 下へ降りゆく者だ。」

97 　すると、もたれ合っていた二人は、さっと離れ、

98 ともに震えながら私の方を向いたが、同時に、この話を

99 傍で聞きつけた者たちも皆一斉に私の方を振り向いた。

100 　師は優しく私にぴったりと体を寄せて

101 言った。「聞きたいことを彼らに尋ねるがいい。」

102 私は、師のお墨付きを得て、口を切った。

103 　｢君らの記憶［名声］が、第一の世界［現世］の

104 人々の脳裏から消え去ることなく、

105 幾
いく
星
せいそう
霜も生き永らえんことを。

106 　君らが誰で、どこの者なのか教えてくれないか。

107 どうか、君たちを醜く歪める不快な罰のせいで

108 名前を明かすのをためらわないでくれ。」

109 　｢私はアレッツォの出身だった。アルベロ・ダ・シエーナによって
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110 rispuose l’un, “mi fé mettere al foco;

111 ma quel per ch’io mori’ qui non mi mena. 

112 　Vero è ch’i’ dissi lui, parlando a gioco:

113 «I’ mi saprei levar per l’aere a volo»;

114 e quei, ch’avea vaghezza e senno poco, 

115 　volle ch’i’ li mostrassi l’arte; e solo

116 perch’ io nol feci Dedalo, mi fece

117 ardere a tal che l’avea per figliuolo.

118 　Ma ne l’ultima bolgia de le diece

119 me per l’alchìmia che nel mondo usai

120 dannò Minòs, a cui fallar non lece”.

121 　E io dissi al poeta: “Or fu già mai

122 gente sì vana come la sanese?

123 Certo non la francesca sì d’assai!”.

124 　Onde l’altro lebbroso, che m’intese,

125 rispuose al detto mio: “Tra’mene Stricca

126 che seppe far le temperate spese, 

127 　e Niccolò che la costuma ricca

128 del garofano prima discoverse

129 ne l’orto dove tal seme s’appicca; 

130 　e tra’ne la brigata in che disperse

131 Caccia d’Ascian la vigna e la gran fonda,

132 e l’Abbagliato suo senno proferse.

133 　Ma perché sappi chi sì ti seconda

134 contra i Sanesi, aguzza ver’ me l’occhio,

135 sì che la faccia mia ben ti risponda:

136 　sì vedrai ch’io son l’ombra di Capocchio,

137 che falsai li metalli con l’alchìmia;
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110 火あぶりにされた」と一人が答えた。｢だが、ここに

111 連れ来られたのは、処刑になった理由からではない。

112 　確かに、私はその男［アルベロ］に言った。からかってのことだが、

113 『この私は宙に体を浮かせ、飛ぶことができる』と。

114 すると、やたらと好奇心ばかり強く、頭の悪いそいつは、

115 　真に受けて、その秘術を教えてくれと言いだした。

116 私がそいつをダイダロスに変えなかったというだけで、奴を

117 息子とみなしていた者に、そいつは私を焼き殺させたのだ。

119 　だが、現世で私が行なった錬金術のために、

118 ミーノースは 10ある濠の最後の濠に

120 私を落とした。その判決が過つことはあり得ぬからだ。

121 　これを聞いて私は詩人に言った。「それにしても

122 シエーナ人ほど浅はかな虚栄の民がかつていたでしょうか。

123 フランス人でさえ、到底、及びもつきません。」

124 　私の話を又
また
聞
ぎ
きしていた、もう一人の癩

らい
病
びょう
やみがそれに

125 答えて言った。「その中にストリッカを入れるのを忘れるな。

126 賢明な金遣いを心得た男だったからな。

127 　加えて（高価な）丁
グローヴ
子を贅沢に使う習慣を

128 その菜園［シエーナ］で初めて思いついたニッコローも。

129 この類の種
た ね
子はその菜園ではすぐに根付く。

130 　それに《（シエーナ）放蕩会》の連中も忘れるな。

131 その会でカッチャ・ダシャーノは葡萄畑も莫大な農地も蕩尽し、

132 アッバリアートはその分別を明かして見せたからな。

133 　ところで、かくも君に合わせてシエーナ人を難ずる

134 この俺が誰だか知りたければ、目を凝らしてよく見ろ、

135 俺の顔がちゃんと君に答えてくれるまで。

136 　そうすれば、俺が、錬金術で金属を模造した

137 カポッキョの霊だと判るだろう。



─ 200 ─

帝京大学外国語外国文学論集　第 17号

─ 201 ─

138 e te dee ricordar, se ben t’adocchio, 

139 　com’ io fui di natura buona scimia”.
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138 君が俺の思っている相手なら、思い出すはずだ、

139 　俺がいかに自然の模倣に長けた猿だったか。



─ 202 ─

帝京大学外国語外国文学論集　第 17号

─ 203 ─

CANTO XXX

1 　Nel tempo che Iunone era crucciata

2 per Semelè contra ’l sangue tebano,

3 come mostrò una e altra fïata,

4 　Atamante divenne tanto insano,

5 che veggendo la moglie con due figli

6 andar carcata da ciascuna mano,

7 　gridò: “Tendiam le reti, sì ch’io pigli

8 la leonessa e ’ leoncini al varco”;

9 e poi distese i dispietati artigli,

10 　prendendo l’un ch’avea nome Learco,

11 e rotollo e percosselo ad un sasso;

12 e quella s’annegò con l’altro carco.

13 　E quando la Fortuna volse in basso

14 l’altezza de’ Troian che tutto ardiva,

15 sì che ’nsieme col regno il re fu casso,

16 　Ecuba trista, misera e cattiva,

17 poscia che vide Polissèna morta,

18 e del suo Polidoro in su la riva

19 　del mar si fu la dolorosa accorta,

20 forsennata latrò sì come cane;

21 tanto il dolor le fé la mente torta.

22 　Ma né di Tebe furie né troiane

23 si vider mäi in alcun tanto crude,

24 non punger bestie, nonché membra umane,

25 　quant’ io vidi in due ombre smorte e nude,
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地獄篇第 30 歌

1 　セメレーのためにユーノーが激昂し、

2 （セメレーの一族である）テーバイの血筋に怒りの矛先を

3 二度にわたって向けていたときのこと、

4 　アタマースは狂気に取り憑かれるあまり、

5 妻が左右の腕に二人の息子を

6 抱いて行くのを見て、

7 　｢網を張れ！その通り道で

8 雌獅子と仔獅子どもをとっ捕まえてやる」と叫んだ。

9 それから、その無慈悲な鉤爪を伸ばし、

10 　児の一人、レアルコスという名の息子を鷲掴みにすると、

11 ぐるぐると振り回し、岩壁めがけて打ちつけた。

12 すると、妻
イーノー
は残る息子もろとも海へ身を投じた。

13 　フォルトゥーナは、何をしても許されると思い上がる

14 トロイア人の高き頭
こうべ
を下へと回し降ろしたが、その結果、

15 王国とともに、その王［プリアモス王］が滅びたとき、（すべてを失い）

16 　悲嘆の底で虜
とらわれ
囚の身となったヘカベー［プリアモス王の后］が

17 目
ま
の当たりにしたのは、愛

まな
娘
むすめ
ポリュクセネーの殺害であった。

18 次いで、海辺に打ち上げられた愛息ポリュドーロスの

19 　変わり果てた姿を認めるや、慟
どう
哭
こく
の母は

20 正気を失い、犬のように、激しく吠えた。

21 余りの悲痛が、ヘカベーの心をかくも歪めてしまったのだ。

25 　だが、ここの青白い裸の二人の魂の中に、私が目にしたほどの

23 激しい憤怒が、テーバイ人であれ、トロイア人であれ、

22 誰か人の中に見られたこともなければ、

24 　残忍な怒りが、獣や人の四肢を駆り立てたこともなかった。
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26 che mordendo correvan di quel modo

27  che ’l porco quando del porcil si schiude.

28 　L’una giunse a Capocchio, e in sul nodo

29 del collo l’assannò, sì che, tirando,

30 grattar li fece il ventre al fondo sodo.

31 　E l’Aretin che rimase, tremando

32 mi disse: “Quel folletto è Gianni Schicchi,

33 e va rabbioso altrui così conciando”.

34 　“Oh”, diss’ io lui, “se l’altro non ti ficchi

35 li denti a dosso, non ti sia fatica

36 a dir chi è, pria che di qui si spicchi”.

37 　Ed elli a me: “Quell’ è l’anima antica

38 di Mirra scellerata, che divenne

39 al padre, fuor del dritto amore, amica.

40 　Questa a peccar con esso così venne,

41 falsificando sé in altrui forma,

42 come l’altro che là sen va, sostenne,

43 　per guadagnar la donna de la torma,

44 falsificare in sé Buoso Donati,

45 testando e dando al testamento norma”.

46 　E poi che i due rabbiosi fuor passati

47 sovra cu’ io avea l’occhio tenuto,

48 rivolsilo a guardar li altri mal nati.

49 　Io vidi un, fatto a guisa di lëùto,

50 pur ch’elli avesse avuta l’anguinàia

51 tronca da l’altro che l’uomo ha forcuto.

52 　La grave idropesì, che sì dispaia

53 le membra con l’omor che mal converte,
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26 二人は、豚舎から外へ猛り出る豚のように、

27 （他の囚人たちに）噛み付いては（四
よつあし
足で）駈け回っていた。

28 　その一人がカポッキョに追いすがるや、そのうなじの付け根に

29 猛然とかじりついて引き倒すと、固い岩床に

30 その腹をこすりつけさせながら、引きずって行った。

31 　そこに残ったアレッツォ人［グリッフォリーノ］は、震えながら

32 私に言った。「あの魔物はジャンニ ･スキッキだ。（狂犬の

33 ように）怒り狂って、あのように他
ひ と
人を苛

さいな
みまわる。」

34 　｢おお」と私は言った。「もう一人が君の背中に歯を

35 突き立てぬことを。それで、面倒でなければ、もう一人が

36 ここから駈け去らぬうちに、誰なのか教えてくれないか。」

37 　すると、彼は私に答えた。｢あれは

38 ミュッラーという人の道を外れた古
いにしえ
代の魂だ。

39 人倫に背いて、父親の愛人となった。

40 　この女は、他人の姿になりすまし、

41 父と罪を犯すに及んだ。

42 ちょうど今去って行ったあいつ［ジャンニ・スキッキ］と同じだ。

43 　奴も、家畜の女王［最上の雌ラバ］を手に入れようと、

44 ぬけぬけとブオーゾ ･ドナーティになりすまし、

45 遺言状を書き取らせ、法に有効とした。」

47 　私がじっと視線を注いでいたその二人の

46 狂犬病者［ジャンニ・スキッキとミュッラー］が行ってしまうや、

48 私は悪しく生まれた他の者たちへと視線を向けた。

50 　一人の男が目に止まったが、もし鼠
そ
踁
けい
部
ぶ
の所から

51 人の二股に分かれている部分［両脚］を取り去れば、

49 まるでリュートそのものだった。

52 　体を重くさせる水腫が、（体内に吸収されぬまま）

53 変質した体液によって四肢の均整を失わせるあまり、
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54 che ’l viso non risponde a la ventraia,

55 　faceva lui tener le labbra aperte 

56 come l’etico fa, che per la sete 

57 l’un verso ’l mento e l’altro in sù rinverte.

58 　“O voi che sanz’ alcuna pena siete,

59 e non so io perché, nel mondo gramo”,

60 diss’ elli a noi, “guardate e attendete

61 　a la miseria del maestro Adamo;

62 io ebbi, vivo, assai di quel ch’i’ volli,

63 e ora, lasso!, un gocciol d’acqua bramo.

64 　Li ruscelletti che d’i verdi colli

65 del Casentin discendon giuso in Arno,

66 faccendo i lor canali freddi e molli,

67 　sempre mi stanno innanzi, e non indarno,

68 ché l’imagine lor vie più m’asciuga

69 che ’l male ond’ io nel volto mi discarno.

70 　La rigida giustizia che mi fruga

71 tragge cagion del loco ov’ io peccai

72 a metter più li miei sospiri in fuga.

73 　Ivi è Romena, là dov’ io falsai

74 la lega sugellata del Batista:

75 per ch’io il corpo sù arso lasciai.

76 　Ma, s’io vedessi qui l’anima trista

77 di Guido e d’Alessandro o di lor frate,

78 per Fonte Branda non darei la vista.

79 　Dentro c’è l’una già, se l’arrabbiate

80 ombre che vanno intorno dicon vero:

81 ma che mi val, c’ho le membra legate?
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54 （痩せこけた）顔に不釣り合いな太鼓腹をしていた。

55 　男は、水腫のせいで、口を開けたまま、

56 絶え間ない熱にうなされる者がするように、渇きのために

57 下唇を顎の方へ、上唇を上［鼻］の方へまくり上げていた。

58 　｢悲嘆の世界で、訳は知らぬが、

59 何の苦しみも受けぬ君たちよ」と、

60 その男は私たちに言った。「博
マエストロ
士アダムの

61 　この惨めな様を眺め、心に留めてくれ。

62 吾は、生前、欲しいものは何でも十分持っていた。

63 だが、今は、哀れにも、ほんの一
ひとしずく
滴の水さえ手に入らぬ。

64 　カゼンティーノの緑の丘陵から

65 幾条
すじ
ものせせらぎが流れ落ち、数

あまた
多の川床を

66 冷えた水で潤しながらアルノへ降ってゆくのが

67 　いつも眼に浮かぶ。だが、それも故なきことではない。

68 その光景は、顔の肉を削
そ
ぐこの病よりも

69 遥かに吾を涸らせるからだ。

70 　吾を苦しめてやまぬ、仮借なき正義は、

71 吾が罪を犯した場所から好機を得て、

72 （わが胸から）さらに多くの溜息を逃れさせようとする。

73 　その地はロメーナだが、そこで洗礼者

74 （ヨハネの像）を刻印した硬貨を造った廉
かど
で、

75 吾は火あぶりにされた骸
むくろ
を地上に残した。

77 　だが、グイードかアレッサンドロか、その弟［アギノルフォ］の

76 悪辣な魂に、もしここで会えるなら、

78 ブランダの名泉とでも、引き換えはしない。

79 　あたりを駆け回る狂犬者らの言うことが本当なら、

80 その一人はもうこの中［第 10ボルジャ］にいる。

81 だが、手足を縛
いまし
められた吾に、それがいったい何になろう。
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82 　S’io fossi pur di tanto ancor leggero

83 ch’i’ potessi in cent’ anni andare un’oncia,

84 io sarei messo già per lo sentiero,

85 　cercando lui tra questa gente sconcia,

86 con tutto ch’ella volge undici miglia,

87 e men d’un mezzo di traverso non ci ha.

88 　Io son per lor tra sì fatta famiglia;

89 e’ m’indussero a batter li fiorini

90 ch’avevan tre carati di mondìglia”.

91 　E io a lui: “Chi son li due tapini

92 che fumman come man bagnate ’l verno,

93 giacendo stretti a’ tuoi destri confini?”.

94 　“Qui li trovai － e poi volta non dierno － ”,

95 rispuose, “quando piovvi in questo greppo,

96 e non credo che díeno in sempiterno.

97 　L’una è la falsa ch’accusò Gioseppo;

98 l’altr’ è ’l falso Sinòn greco di Troia:

99 per febbre aguta gittan tanto leppo”.

100 　E l’un di lor, che si recò a noia

101 forse d’esser nomato sì oscuro,

102 col pugno li percosse l’epa croia.

103 　Quella sonò come fosse un tamburo;

104 e mastro Adamo li percosse il volto

105 col braccio sùo, che non parve men duro,

106 　dicendo a lui: “Ancor che mi sia tolto

107 lo muover per le membra che son gravi,

108 ho io il braccio a tal mestiere sciolto”.

109 　Ond’ ei rispuose: “Quando tu andavi
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82 　せめて百年かけて一寸でも進めるほど

83 わが身がもう少し軽くさえあれば、

86 濠が周囲 11里［約 18km］に及び、

87 　幅が半里［約 800m］を下らぬといえども、

85 この見苦しい群れの中から奴を探しに

84 すでに身を乗り出しているところだ。

88 　奴らのせいで、吾はこのような手合いに伍
ご
している。

89 あいつらが吾を唆
そそのか
して、3カラットの屑を混ぜた

90 フィオリーノ金貨を打たさせたのだ。

93 　私は彼に言った。「君の右境に凭
もた
れ伏している

91 その惨めな二人は誰だ。

92 まるで冬の濡れた手のように湯気を立ているが。」

94 　｢そいつらは、吾がこの懸
ボ ル ジ ャ
崖の縁に雨

ふ
ってきたとき」と、

95 彼が答えた。｢もうここにいた。以来、向きを変えたこともない。

96 この先、未来永劫、動くとは思われぬ。

97 　一人は、ヨセフに濡れ衣着せた嘘つき女［ポティファルの妻］だ。

98 もう一人は、トロイアのギリシャ人、嘘つきシノーンだ。

99 奴らは、高熱のせいで、凄まじい腐敗臭を発している。」

100 　すると、そ
シ ノ ー ン
の一人が、かくも侮辱的な呼び方をされて

101 癇
かん
に障
さわ
ったのか、いきなりアダムの

102 固く張り詰めた腹を拳で打ち叩いた。

103 　腹は、太鼓のように、音を響かせた。

104 だが、アダム博士も、負けぬほど固いと見える

105 その片腕を使って、シノーンの顔を叩き返しながら、

107 　言った。｢重い体のせいで、動きは

106 利かぬが、

108 こんな必要事には腕の自由くらい利くぞ。」

109 　これにシノーンが応じた。「お前が火刑台に向かうとき、その腕が
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110 al fuoco, non l’avéi tu così presto;

111 ma sì e più l’avéi quando coniavi”.

112 　E l’idropico: “Tu di’ ver di questo:

113 ma tu non fosti sì ver testimonio

114 là ’ve del ver fosti a Troia richesto”.

115 　“S’io dissi falso, e tu falsasti il conio”,

116 disse Sinon; “e son qui per un fallo,

117 e tu per più ch’alcun altro demonio!”.

118 　“Ricorditi, spergiuro, del cavallo”, 

119 rispuose quel ch’avëa infiata l’epa;

120 “e síete reo che tutto il mondo sallo!”.

121 　“E te sia rea la sete onde ti crepa”,

122 disse ’l Greco, “la lingua, e l’acqua marcia

123 che ’l ventre innanzi a li occhi sì t’assiepa!”.

124 　Allora il monetier : “Così si squarcia

125 la bocca tua per tuo mal come suole;

126 ché, s’i’ ho sete e omor mi rinfarcia,

127 　tu hai l’arsura e ’l capo che ti duole,

128 e per leccar lo specchio di Narcisso,

129 non vorresti a ’nvitar molte parole”.

130 　Ad ascoltarli er’ io del tutto fisso,

131 quando ’l maestro mi disse: “Or pur mira,

132 che per poco che teco non mi risso!”.

133 　Quand’ io ’l senti’ a me parlar con ira,

134 volsimi verso lui con tal vergogna,

135 ch’ancor per la memoria mi si gira.

136 　Qual è colui che suo dannaggio sogna,

137 che sognando desidera sognare,
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110 それほど機敏でなかったのはどうしてだ。鋳造に精を出している

111 ときは、今と同じどころか、ずっと素早かったのにな。」

112 　これに水
ア ダ ム
腫男が言い返した。｢確かに、真実、お前の言う通りだ。

113 だが、トロイアで真実を語るよう求められたとき、

114 お前は、今のように真実を語る証人などではなかったな。」

115 　｢俺が偽証したと言うなら、お前だって鋳
い
型
がた
を贋
がん
造
ぞう
したくせに｣

116 とシノーンは言った。｢それに、俺がここにいるのは、たった一つの

117 過ちのせいだが、お前は他のどんな悪魔よりも多いためだ！」

118 　｢偽りの宣誓をしたくせに、木馬のことを忘れたか｣ と、

119 太
ア ダ ム
鼓腹がやり返した。｢世界中の誰もが

120 それを知っている。それが、お前の呪いとなれ！｣

121 　｢お前の舌をひび割れさせる渇きと、お前の腹を生垣のように

122 膨らませ、目の前さえ見えなくさせる腐り水［体液］こそ、

123 お前の呪いとなれ！」と、ギ
シ ノ ー ン
リシャ人は言い返した。

124 　すると、贋
ア ダ ム
金造りは負けじと答えた。「お前の口こそ、いつもの

125 如く、熱病のせいで千々に引き裂かれているではないか。

126 吾が、喉が渇き、体液で満たされているとしたら、

127 　お前の方は焼けつく渇きと頭痛に苛
さいな
まれている。

129 それゆえ、お前なぞ、多言を以って誘わずとも、

128 ナルキッソスの鏡［水］を舐めるだろう。」

130 　すっかり夢中になって二人の喧嘩を聞いていると、

131 師が私に言った。「いい加減にしないと、

132 おまえに堪忍袋の緒が切れるのもあと僅かだ！」

133 　師が苛立った口調で私に話すのを聞いて、

134 師の方に向き直ったが、そのときの顔から火の出るような

135 恥ずかしさは、今なお脳裏をよぎる。

136 　人は、悪い夢を見ると、夢の中で

137 これが夢でありますようにと願い、夢で経験していることを
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138 sì che quel ch’è, come non fosse, agogna,

139 　tal mi fec’ io, non possendo parlare,

140 che disïava scusarmi, e scusava

141 me tuttavia, e nol mi credea fare.

142 　“Maggior difetto men vergogna lava”,

143 disse ’l maestro, “che ’l tuo non è stato;

144 però d’ogne trestizia ti disgrava.

145 　E fa ragion ch’io ti sia sempre allato,

146 se più avvien che fortuna t’accoglia

147 dove sien genti in simigliante piato:

148 　ché voler ciò udire è bassa voglia”.
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138 あたかも存在しないもの［夢］のように熱望するものだが、

139 　私も、そのようになった。師に謝りたいと望みながら（恥ずかしさの

140 余り）口が利けずにいたが、そのとき実際、謝っていたのだ。

141 ただ自分がそうしていることに気づかなかっただけだった。

142 　｢これよりずっと小さな羞恥でさえ、これより遥かに大きな過ちを

143 洗い流すには十分だ」と師は言った。

144 ｢さあ、心の重荷をすべて下ろすがよい。

147 　もしまた、あのような諍いをしている連中のいる所に

146 たまたま出くわしたならば、

145 私がいつ、いかなるときも、おまえの傍にいることを思い出せ。

148 　卑しいことを聞きたがるのは、卑しい願
こころ
望があるからだ。」
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CANTO XXXI

1 　Una medesma lingua pria mi morse,

2 sì che mi tinse l’una e l’altra guancia,

3 e poi la medicina mi riporse;

4 　così od’ io che solea far la lancia

5 d’Achille e del suo padre esser cagione

6 prima di trista e poi di buona mancia.

7 　Noi demmo il dosso al misero vallone

8 su per la ripa che ’l cinge dintorno,

9 attraversando sanza alcun sermone.

10 　Quiv’ era men che notte e men che giorno,

11 sì che ’l viso m’andava innanzi poco;

12 ma io senti’ sonare un alto corno,

13 　tanto ch’avrebbe ogne tuon fatto fioco,

14 che contra sé la sua via seguitando,

15 dirizzò li occhi miei tutti ad un loco.

16 　Dopo la dolorosa rotta, quando

17 Carlo Magno perdé la santa gesta,

18 non sonò sì terribilmente Orlando.

19 　Poco portäi in là volta la testa,

20 che me parve veder molte alte torri;

21 ond’ io: “Maestro, dì, che terra è questa?”.

22 　Ed elli a me: “Però che tu trascorri

23 per le tenebre troppo da la lungi,

24 avvien che poi nel maginare abborri.
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地獄篇第 31 歌

4 　アキレウスとその父ペーレウスの槍は、

5 最初、傷［悪しき贈り物］をもたらし、後に、

6 治癒［善き贈り物］をもたらすと云われているが、

1 　ちょうどそのように、最初、舌鋒で私の心を噛み、

2 わが両頬を赤らめさせた

3 その同じ舌が、次には、私を癒してくれた。

7 　私たちはその悲惨の谷
ボルジャ
に背を向け、

8 谷
ボルジャ
がぐるりと取り巻く堤の上を

9 無言のまま横切って行った。

10 　ここ［堤の上］は、夜ほど真っ暗ではなかったが、昼ほど

11 明るくもなかったため、視界は少し先までしか利かなかった。

13 だが、そのとき、どんな雷鳴も蚊の鳴く音に思われるほど

12 　高らかに鳴り響く角笛が、私の耳をつんざいた。

14 それで、私はその音の道を源へとたどって、

15 わが眼差しをことごとく一点に向けた。

16 　痛ましい敗北を受けて、シャルルマーニュが

17 聖なる部隊［12臣将］を失ったとき、

18 ロランが吹く角笛も、かくも凄まじくはなかった。

19 　その（音の発する）方向へ頭をしばし向けていると、

20 高き塔が林立しているように見えた。

21 それで私は尋ねた。「師よ、これはどんな街なのか教えて下さい。」

22 　師は私に言った。「余りに遠くから

23 闇の中を眼で追うため、その結果、

24 誤った想像を巡らしてしまっている。
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25 　Tu vedrai ben, se tu là ti congiungi,

26 quanto ’l senso s’inganna di lontano;

27  però alquanto più te stesso pungi”.

28 　Poi caramente mi prese per mano

29 e disse: “Pria che noi siam più avanti,

30 acciò che ’l fatto men ti paia strano,

31 　sappi che non son torri, ma giganti,

32 e son nel pozzo intorno da la ripa

33 da l’umbilìco in giuso tutti quanti”.

34 　Come quando la nebbia si dissipa,

35 lo sguardo a poco a poco raffigura

36 ciò che cela ’l vapor che l’aere stipa,

37 　così forando l’aura grossa e scura,

38 più e più appressando vèr’ la sponda,

39 fuggìemi errore e crescémi paura;

40 　però che, come su la cerchia tonda

41 Montereggion di torri si corona,

42 così la proda che ’l pozzo circonda

43 　torreggiavan di mezza la persona

44 li orribili giganti, cui minaccia

45 Giove del cielo ancora quando tuona.

46 　E io scorgeva già d’alcun la faccia,

47 le spalle e ’l petto e del ventre gran parte,

48 e per le coste giù ambo le braccia.

49 　Natura certo, quando lasciò l’arte

50 di sì fatti animali, assai fé bene

51 per tòrre tali essecutori a Marte.

52 　E s’ella d’elefanti e di balene
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26 　遠くからだと、いかに視覚が欺かれやすいか、

25 そこに着けば、おまえにもよく判ろう、

27 それゆえ、今少し歩みを速めるがいい。」

28 　そして、優しく私の手を取って

29 言った。｢そこに近づく前に

30 おまえが事態の異様さに立ちすくむことのないよう、

31 　前もって教えておこう。あれは塔ではなく、巨
ギ ガ ン テ ス
人たちだ。

32 皆、臍から下を井戸の中に沈め、

33 その内壁に凭
もた
れるようにぐるりと並んでいる。

34 　霧が晴れるにつれ、大気に立ち込める

35 蒸気で包み隠されていたものが、

36 少しずつその輪郭を露わにするように、

37 　暗く濃密な大気を目で穿ちながら

38 井戸の縁に次第に近づくにつれ、

39 迷妄は消え失せ、恐怖が増してきた。

40 　というのも、ちょうどモンテリッジョーニの城塞が

41 円をなす城壁の上に塔を連ねているように、

42 恐るべき巨人たちが、井戸を取り巻く

43 　縁の上にその半身を塔の如く

44 聳え立たせていたからだった。（そのため）ゼウスは今もなお

45 天から雷鳴を轟かせて、彼らを脅している。

46 　すでに、その一人の顔が見分けられた、

47 その両肩と胸も、そして腹の大部分が。

48 両脇には二本の腕が垂れていた。

51 　このような手下どもを軍神マールスから取り上げるために、

49 自然が、この種の生き物を生みだす技を棄てたのは、

50 確かに、正しいことだった。

52 　一方、自然は今も象や鯨を心おきなく
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53 non si pente, chi guarda sottilmente,

54 più giusta e più discreta la ne tene;

55 　ché dove l’argomento de la mente

56  s’aggiugne al mal volere e a la possa,

57 nessun riparo vi può far la gente.

58 　La faccia sua mi parea lunga e grossa

59 come la pina di San Pietro a Roma,

60 e a sua proporzione eran l’altre ossa;

61 　sì che la ripa, ch’era perizoma

62 dal mezzo in giù, ne mostrava ben tanto

63 di sovra, che di giugnere a la chioma

64 　tre Frison s’averièn dato mal vanto;

65 però ch’i’ ne vedea trenta gran palmi

66 dal loco in giù dov’ omo affibbia ’l manto.

67 　“Raphèl maì amècche zabì almi”,

68 cominciò a gridare la fiera bocca,

69 cui non si convenia più dolci salmi.

70 　E ’l duca mio ver’ lui: “Anima sciocca,

71 tienti col corno, e con quel ti disfoga

72 quand’ ira o altra passïon ti tocca!

73 　Cércati al collo, e troverai la soga

74 che ’l tien legato, o anima confusa,

75 e vidi lui che ’l gran petto ti doga”.

76 　Poi disse a me: “Elli stessi s’accusa;

77 questi è Nembrotto per lo cui mal cóto

78 pur un linguaggio nel mondo non s’usa.

79 　Lasciànlo stare e non parliamo a vòto;
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53 産み出しているが、慧眼の者には、自然の営みが

54 だからこそいっそう正当で賢明に映る。

55 　悪意と力に、理知の働きが

56 合わさるならば、何びともそれから

57 身を守る手立てがないからだ。

58 　その顔は、ローマのサン・ピエトロ聖堂の

59 松毬
かさ
［3.5 m］のように、大きく面長に見えた。

60 他の部分は、その顔に比例した大きさであった。

61 　それで、井戸の縁は下半身を隠す腰布となっていたが、

62 井戸の上に見える上半身はあまりに大きく、

63 フリースラント［オランダ北部］の大男［2 m］が 3人肩に乗っても

64 　その髪の毛に手が届くことは到底あり得なかっただろう。

66 実際、私が見るに、マントを留める所［鎖骨］から

65 臍まで、ゆうに 30掌
しょう
尺
しゃく
［7.5 m］はあったからだ。

67 　｢ラフェール　マイー　アメッケ　ザビー　アルミ…｣ と、

68 恐るべき口は轟音を響かせ始めたが、

69 これより甘美な連
れんとう
禱は、この口に似つかわしくなかった。

70 　すると、わが導師は巨人の方を向いた。「虚
こ け
仮の魂よ、

71 その角笛で満足せよ、怒りや他の感情に駆られる時は

72 角笛吹いて、気を晴らせ！

73 　首筋を探
さぐ
ってみよ、角笛に結わえられた革帯に気づくはずだ。

74 おお、混濁の魂よ、角笛がその大きな胸に

75 肩から斜めにぶら下がっているのが判らないのか。」

77 　それから私に言った。「この者は（その振る舞いと言葉で）自ら

76 自分の正体を明かしている。これがニムロドだ。その邪な

78 意図のために、世界で使われる言語が一つではなくなった。

79 　そいつを放っておけ。話しかけても無駄だ。
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80 ché così è a lui ciascun linguaggio 

81 come ’l suo ad altrui, ch’a nullo è noto”.

82 　Facemmo adunque più lungo vïaggio,

83 vòlti a sinistra; e al trar d’un balestro,

84 trovammo l’altro assai più fero e maggio.

85 　A cigner lui qual che fosse ’l maestro,

86 non so io dir, ma el tenea soccinto

87 dinanzi l’altro e dietro il braccio destro

88 　d’una catena che ’l tenea avvinto

89 dal collo in giù, sì che ’n su lo scoperto

90 si ravvolgëa infino al giro quinto.

91 　“Questo superbo volle esser esperto

92 di sua potenza contra ’l sommo Giove”,

93 disse ’l mio duca, “ond’ elli ha cotal merto.

94 　Fïalte ha nome, e fece le gran prove

95 quando i giganti fer paura a’ dèi;

96 le braccia ch’el menò, già mai non move”.

97 　E io a lui: “S’esser puote, io vorrei

98 che de lo smisurato Brïareo

99 esperïenza avesser li occhi mei”.

100 　Ond’ ei rispuose: “Tu vedrai Anteo

101 presso di qui che parla ed è disciolto,

102 che ne porrà nel fondo d’ogne reo.

103 　Quel che tu vuo’ veder, più là è molto,

104 ed è legato e fatto come questo,

105 salvo che più feroce par nel volto”.

106 　Non fu tremoto già tanto rubesto,

107 che scotesse una torre così forte,
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80 こいつの言葉が誰にも理解できないように、

81 どんな言語もこいつには理解できないからだ。」

82 　それで、私たちは左に向きを変え、井戸の縁に沿って

83 旅路を続けた。やがて、弩
いしゆみ
の矢が届くほどの所に、

84 さっきよりも遥かに獰猛で大きい巨人を見つけた。

85 　この巨人を鎖に繋いだ匠
たくみ
が誰であったか

86 私には言えないが、巨人は鎖で

87 左腕は前で、右腕は後ろで縛り上げられていた。

88 　鎖は首から下へと巻きつけられ、

89 上半身の見える部分だけでも、

90 ゆうに 5回はぐるぐると巻きついていた。

91 　｢この高慢な輩は、至高のゼウスに向かって

92 己の力を試そうと望んだ」と、

93 師は言った。「それで、このような報いを受けている。

94 　エピアルテースという名だ。巨人たちが神々を

95 恐れさせたときに、大それた企てを行なった。

96 そのとき振るった奴の両腕は、二度と動くことはない。」

97 　そこで、私は師に言った。「もしできれば、

98 想像を絶するブリアレオースを

99 この目でじかに見てみたいものです。」

100 　これに師は答えた。「この近くでアンタイオスを

101 見ることになろう。話もできるし、縛られてもいない。

102 そしてあらゆる邪悪の底へとわれわれを降ろしてくれよう。

103 　おまえが見たがっている 者
ブレアレオース

は、もっとずっと向こうにいる。

104 こいつと［エピアルテース］同じ体つきをして、やはり縛られている。

105 違いは、もっと獰猛な顔つきをしている点だ。」

108 　すると突然、エピアルテースが体を激しく揺さぶったが、

107 かくも強く塔を揺るがすほど
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108 come Fïalte a scuotersi fu presto.

109 　Allor temett’ io più che mai la morte, 

110 e non v’era mestier più che la dótta,

111 s’io non avessi viste le ritorte.

112 　Noi procedemmo più avante allotta,

113 e venimmo ad Anteo, che ben cinque alle,

114 sanza la testa, uscia fuor de la grotta.

115 　“O tu che ne la fortunata valle

116 che fece Scipïon di gloria reda,

117 quand’ Anibàl co’ suoi diede le spalle,

118 　recasti già mille leon per preda,

119 e che, se fossi stato a l’alta guerra

120 de’ tuoi fratelli, ancor par che si creda

121 　ch’avrebber vinto i figli de la terra:

122 mettine giù, e non ten vegna schifo,

123 dove Cocìto la freddura serra.

124 　Non ci fare ire a Tizio né a Tifo:

125 questi può dar di quel che qui si brama;

126 però ti china e non torcer lo grifo.

127 　Ancor ti può nel mondo render fama,

128 ch’el vive, e lunga vita ancor aspetta

129 se ’nnanzi tempo grazia a sé nol chiama”.

130 　Così disse ’l maestro; e quelli in fretta 

131 le man distese, e prese ’l duca mio,

132 ond’ Ercule sentì già grande stretta.

133 　Virgilio, quando prender si sentio,

134 disse a me: “Fatti qua, sì ch’io ti prenda”;

135 poi fece sì ch’un fascio era elli e io.
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106 凄まじい地震が起きたことはなかった。

109 　そのとき、私はかつてない恐怖を感じた。

111 もしその鎖を目にしなかったならば、

110 恐怖心だけで悶絶していたことだろう。

112 　それから私たちはさらに先に進み、

113 アンタイオスのもとまでやって来た。頭は別にして

114 その体だけで井戸からゆうに 5アッラ［約 7.5m］は外に突き出ていた。

117 　｢おお、汝は、ハンニバルが部下とともに敗走し、

116 （大）スキーピオーを栄光の寵児とした

115 あの幸運の谷［ザマの北にあるバグラダ川の谷］で、

118 　その昔、千の獅子を餌食とした。

119 もし汝が、兄弟たちの天を目指す至難の戦
いくさ
［プレグラーの戦い］に

120 加わっていたなら、大地の息子［巨人］たちが

121 　勝利を収めていただろうと今も信じる者もいる。

122 厳しい冷気でコーキュートスが氷結している

123 地の底へ、厭
いと
うことなく、われらを降ろしてくれ。

124 　われらをティテュオスやテューポーンの許
もと
まで行かせないでくれ。

125 この者は、ここの皆が焦がれるものを授けることができるのだ。

126 だから、顔をしかめることなく、身を屈めてくれ。

128 　この者［ダンテ］は生きている。命
めいすう
数尽きる前に、（神の）恵みに

129 呼ばれることもなければ、長き人生を備えているため、

127 なおも現世で汝に名声をもたらすことができる。」

130 　このように師が話すと、巨人はすぐさま

132 かつてヘーラクレースをその凄まじい力で締め付けた

131 両の手を伸ばし、わが師を掴んだ。

133 　ウェルギリウスは掴まれるのを感じると、私に言った。

134 ｢ここに来い、私がおまえを掴まえられるよう。｣

135 師は私を抱き、師と私は一つの束となった。
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136 　Qual pare a riguardar la Carisenda

137 sotto ’l chinato, quando un nuvol vada

138 sovr’ essa sì ched ella incontro penda:

139 　tal parve Antëo a me che stava a bada

140 di vederlo chinare, e fu tal ora 

141 ch’i’ avrei voluto ir per altra strada.

142 　Ma lievemente al fondo che divora

143 Lucifero con Giuda, ci sposò;

144 né, sì chinato, lì fece dimora,

145 　e come albero in nave si levò.
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136 　ガリゼンダの斜塔を傾斜側から見上げるとき、

137 その上を一片の雲が傾斜方向とは反対に流れゆくと、

138 斜塔が自分の方へ傾きを増して、倒れ来る錯覚を覚えるが、

139 　それと同じように、身を屈めるアンタイオスを注視していた

140 私には巨人が倒れ来るように見えたため、その瞬間、

141 あまりの恐怖から他の道を通っていければと願ったほどだった。

142 　しかし、それとは裏腹に、巨
アンタイオス
人は優しく、ルチーフェロとユダを

143 呑み込んでいる地の底へと私たちをそっと降ろしてくれた。

144 巨人は身を屈めた後、その姿勢に留まることなく、

145 　船の帆柱のように、すくっと身を起こした。
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CANTO XXXII

1 　S’ ïo avessi le rime aspre e chiocce,

2 come si converrebbe al tristo buco

3 sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce,

4 　io premerei di mio concetto il suco

5 più pienamente; ma perch’ io non l’abbo,

6 non sanza téma a dicer mi conduco;

7 　ché non è impresa da pigliare a gabbo

8 discriver fondo a tutto l’universo,

9 né da lingua che chiami mamma o babbo.

10 　Ma quelle donne aiutino il mio verso

11 ch’aiutaro Anf ïone a chiuder Tebe,

12 sì che dal fatto il dir non sia diverso.

13 　Oh sovra tutte mal creata plebe

14 che stai nel loco onde parlare è duro,

15 mei foste state qui pecore o zebe!

16 　Come noi fummo giù nel pozzo scuro

17 sotto i piè del gigante assai più bassi,

18 e io mirava ancora a l’alto muro,

19 　dicere udi’mi: “Guarda come passi:

20 va sì, che tu non calchi con le piante

21 le teste de’ fratèi miseri lassi”.

22 　Per ch’io mi volsi, e vidimi davante

23 e sotto i piedi un lago che per gelo 

24 avea di vetro e non d’acqua sembiante.
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地獄篇第 32 歌

3 　他のすべての巌［地獄全体］が一点にのしかかる

2 この邪悪な穴［第 9圏］に似つかわしい

1 軋
きし
み立つ耳障りな韻律を私が有するなら、

4 　わが捉えしものの果汁を余すことなく

5 絞り出し得ようが、そうした調べを持ち合わせぬ以上、

6 畏れなしに、語る気にはなれない。

7 　全宇宙の底を描き出すことは、

8 酔興や、パパ、ママと呼ぶ舌［言語］に

9 できる企てではないからだ。

11 　それゆえ、アムピーオーンがテーバイの城壁を築く

10 手助けをした詩の女神たちよ、どうか

12 言葉と事実が寸分違わぬよう、わが詩を助け給え。

13 　おお、すべての囚人にもまして悪しく創られし賤民よ、

14 語るに至難の場所にいる者よ、汝らは

15 現世で羊か山
や
羊
ぎ
に生まれていた方がどれほどよかったことか！

16 　暗い井戸の中、巨人の足元よりも

17 はるか下に降ろされたあと、私がなおも（井戸の）

18 高き側壁を見上げていると、

19 　声が聞こえてきた。「足の置き場に気をつけろ！

20 不遇を託
かこ
つ哀れな兄弟たちの頭

こうべ
を足の裏で

21 踏みつけぬよう歩け。」

22 　それで私が（後ろを）振り向いて、前方を見ると、

23 足下には湖が拡がっていた。湖面は凍てつく

24 寒さのために、水ではなく、ガラス状になっていた。
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25 　Non fece al corso suo sì grosso velo

26 di verno la Danoia in Osterlicchi,

27  né Tanaì là sotto ’l freddo cielo,

28 　com’ era quivi; che se Tambernicchi

29 vi fosse sù caduto, o Pietra Pana,

30 non avrìa pur da l’orlo fatto «cricchi».

31 　E come a gracidar si sta la rana

32 col muso fuor de l’acqua, quando sogna

33 di spigolar sovente la villana,

34 　livide, insin là dove appar vergogna

35 eran l’ombre dolenti ne la ghiaccia,

36 mettendo i denti in nota di cicogna.

37 　Ognuna in giù tenea volta la faccia;

38 da bocca il freddo, e da li occhi il cor tristo

39 tra lor testimonianza si procaccia.

40 　Quand’ io m’ebbi dintorno alquanto visto,

41 volsimi a’ piedi, e vidi due sì stretti,

42 che ’l pel del capo avìeno insieme misto.

43 　“Ditemi, voi che sì strignete i petti”,

44 diss’ io, “chi siete?”. E quei piegaro i colli;

45 　e poi ch’ebber li visi a me eretti,

46 　li occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli,

47 gocciar su per le labbra, e ’l gelo strinse

48 le lagrime tra essi e riserrolli.

49 　Con legno legno spranga mai non cinse

50 forte così; ond’ ei come due becchi 

51 cozzaro insieme, tanta ira li vinse.

52 　E un ch’avea perduti ambo li orecchi
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25 　オーストリアの冬のドーナウ川であれ、

26 さらに北の、寒天の下のドン川であれ、

27 その流れの上に、これほど厚く氷が張った例
ためし
は

28 　なかった。たとえタンブーラ山やパーニア山が

29 この上に落ちてこようとも、この氷は

30 縁でさえ「ピシッ」という軋
きし
みすら立てぬだろう。

33 　農婦が落ち穂をたっぷりと拾う

32 夢を見る（初夏の）頃、蛙たちが、水面から鼻面出して

31 じっとしたまま、クラックラと鳴くように、

34 　羞恥の色が現れる所［首］まで氷の中に打ち込まれ、

35 （寒さに）懊悩しながら、血の気を失った囚人たちは

36 歯で 鸛
こうのとり

の調べを（カチカチと）鳴らしていた。

37 　誰も彼もみな顔を下に向け、

38 その口は寒さを、その眼は

39 惨めな心を証
あか
していた。

40 　しばし自分の周りを眺めた後、

41 足下に目を転じると、頭髪が一緒に混じり合うほど

42 くっつき合っている二人の男が見えた。

43 　｢かくも胸を貼り合わせている君たちは、誰なのか

44 教えてくれ」と私が尋ねと、二人は首をねじり、

45 私の方へ視線を上げた。

46 　それまで眼の中だけは（涙で）潤っていたが、

47 （上を向いたために）涙がこぼれて唇まで伝うや、寒さのために

48 二人の間で凍りつき、二人を固く締め付け、一つにした。

49 　かつて鎹
かすがい
が木と木をこれほど固く繋ぎ止めたことは

50 なかった。これに猛り怒った二人は、

51 二匹の牡山
や
羊
ぎ
のように、互いに角

つの
突き合った。

52 　すると、寒さのために両耳とも失くした別の男［カミショーネ］が、
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53 per la freddura, pur col viso in giùe,

54 disse: “Perché cotanto in noi ti specchi?

55 　Se vuoi saper chi son cotesti due,

56 la valle onde Bisenzo si dichina

57 del padre loro Alberto e di lor fue.

58 　D’un corpo usciro; e tutta la Caina

59 potrai cercare, e non troverai ombra

60 degna più d’esser fitta in gelatina:

61 　non quelli a cui fu rotto il petto e l’ombra

62 con esso un colpo per la man d’Artù;

63 non Focaccia; non questi che m’ingombra

64 　col capo sì, ch’i’ non veggio oltre più,

65 e fu nomato Sassòl Mascheroni;

66 se tosco se’, ben sai omai chi fu.

67 　E perché non mi metti in più sermoni,

68 sappi ch’i’ fu’ il Camiscion de’ Pazzi;

69 e aspetto Carlin che mi scagioni”.

70 　Poscia vid’ io mille visi cagnazzi

71 fatti per freddo; onde mi vien riprezzo,

72 e verrà sempre, de’ gelati guazzi.

73 　E mentre ch’andavamo inver’ lo mezzo

74 al quale ogne gravezza si rauna,

75 e io tremava ne l’etterno rezzo;

76 　se voler fu o destino o fortuna,

77 non so; ma, passeggiando tra le teste,

78 forte percossi ’l piè nel viso ad una.

79 　Piangendo mi sgridò: “Perché mi peste?

80 　se tu non vieni a crescer la vendetta
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53 面をずっと下に伏せたまま、言った。

54 ｢おまえはなぜこうも繁々とわれらを見詰めている？

55 　その二人が何者か知りたければ、（教えてやろう。）

56 （アルノ川へと）流れ降るビゼンツィオ川の発する谷が

57 彼ら［アレッサンドロとナポレオーネ］と、その父アルベルトの領地だった。

58 　二人とも同じ一つの体
はら
から生まれた兄弟だ。この《カ

カイーナ
インの地》を

59 くまなく探すがいい。この氷土に打ち込まれるのに、

60 彼らよりもふさわしい魂を見つけることはできまい。

61 　アーサー（王）の手によって（槍の）たった一突きで、

62 その影もろとも胸に穴が開いたあの男［モルドレッド］でも、

63 フォカッチャ［ヴァンニ・デ・カンチェリエーリ］でも、わが視界をその頭で

64 　塞ぐこいつ、前を見られなくしおった、このサッソロ・

65 マスケローニでも敵いはせぬ。おまえがトスカーナの出なら、

66 こいつがどんな奴だったか、もはや言うまでもないだろう。

67 　余計な話に俺がかかずらわなくて済むよう、

68 教えておこう。俺はカミショーネ・デ・パッツィだった。

69 カルリーノが来て、俺の罪を軽くしてくれるのを待っている。」

70 　その後、私は、寒さのために紫色と化した顔を数え切れぬほど

71 眼にした。そのため、凍りついた水面を見ると、今なお震えを

72 覚えずにはいられない。これからもずっとそうだろう。

73 　それから、私たちは、すべての重みが一点に集まる

74 中心へと向かって進んでいったが、

75 永遠の極寒の闇の中で震えが止まらなかった。

76 　神意か、宿命か、それとも偶然か、私には判らぬが、

77 頭と頭の間を過ぎゆくうち、

78 顔の一つに片足を激しくぶつけた。

79 　（頭は）咽
むせ
びながら、私に怒鳴った。「なぜ俺を踏んづける？」

80 もしおまえが、モンタペルティに対する復讐を
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81 di Montaperti, perché mi moleste?”.

82 　E io : “Maestro mio, or qui m’aspetta,

83 si ch’io esca d’un dubbio per costui;

84 poi mi farai, quantunque vorrai, fretta”.

85 　Lo duca stette, e io dissi a colui

86 che bestemmiava duramente ancora:

87 “Qual se’ tu che così rampogni altrui?”.

88 　“Or tu chi se’ che vai per l’Antenòra,

89 percotendo”, rispuose, “altrui le gote,

90 sì che, se fossi vivo, troppo fòra?”.

91 　“Vivo son io, e caro esser ti puote”,

92 fu mia risposta, “se dimandi fama,

93 ch’io metta il nome tuo tra l’altre note”.

94 　Ed elli a me: “Del contrario ho io brama.

95 Lèvati quinci e non mi dar più lagna,

96 ché mal sai lusingar per questa lama!”.

97 　Allor lo presi per la cuticagna

98 e dissi: “El converrà che tu ti nomi,

99 o che capel qui sù non ti rimagna”.

100 　Ond’ elli a me: “Perché tu mi dischiomi,

101 né ti dirò ch’io sia, né mosterrolti

102 se mille fiate in sul capo mi tomi”.

103 　Io avéa già i capélli in máno avvólti,

104 e tratti glien’ avea più d’una ciocca,

105 latrando lui con li occhi in giù raccolti,

106 　quando un altro gridò: “Che hai tu, Bocca?

107 non ti basta sonar con le mascelle,

108 se tu non latri? qual diavol ti tocca?”.
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81 さらに加えにやって来たのでないなら、なぜ俺を苛
さいな
む？」

82 　それで私は言った。「師よ、少しここで待っていて下さい。

83 こいつから一つの疑念を確かめたいのです。

84 それさえ済めば、いくらでも私を急
せ
かして下さい。」

85 　導師は足を止めた。それで私は、なおも激しく

86 悪態をついていたその男に向かって言った。

87 ｢おまえは何者だ？かくも刺
とげとげ
々しく人を咎

とが
め立てするが。｣

88 　｢それより、おまえの方こそ誰だ？」と、男が応じた。

90 ｢たとえおまえが生者だとしても、これ以上強く踏めぬほど

89 他
ひ と
人の頬を蹴りながら、《ア

ア ン テ ノ ー ラ
ンテーノールの地》を進むが。」

91 　｢私は実際生きている。それで、おまえに好い話がある｣ と

92 私は答えた。「もしおまえが名声を望むなら、

93 わが記録におまえの名を引用しておいてやろう。」

94 　すると、彼は私に言った。「俺が焦がれているのは、その反対だ。

95 ここから失せろ！　これ以上俺を煩わせるな。

96 この窪地［第 10ボルジャ］で甘言の撒
ま
き方も知らないときた。」

97 　それで私は、彼の首根っこ（の髪）を掴まえて、

98 言った。「おまえの名を嫌でも言ってもらおう。

99 でないと、頭に髪の毛一本、残らないぞ。」

100 　それに彼は答えた。「たとえおまえが俺の髪を引き抜こうが、

101 俺が誰だか絶対に言わぬ。絶対、判らせぬ。

102 たとえ俺の頭の上でおまえが千回飛び跳ねようとも。」

103 　私はすでに彼の髪の毛を手に巻きつけ、

104 しかもその髪を一束ならず引っこ抜いていた。

105 その間、男は犬のように喚
わめ
き、眼を下へと向けていた。

106 　そのとき、 別
ブオーゾ・ダ・ドヴェーラ

の 男 が叫んだ。「どうした、ボッカ？

107 顎
あご
を鳴らすだけでは飽き足らず、吠えまくってるが？

108 どんな悪魔にいじられている？［急に一体どうしちまったんだ ?］」
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109 　“Omai”, diss’ io, “non vo’ che più favelle,

110 malvagio traditor; ch’a la tua onta

111 io porterò di te vere novelle”.

112 　“Va via”, rispuose, “e ciò che tu vuoi conta;

113 ma non tacer, se tu di qua entro eschi,

114 di quel ch’ebbe or così la lingua pronta.

115 　El piange qui l’argento de’ Franceschi:

116 «Io vidi», potrai dir, «quel da Duera

117 là dove i peccatori stanno freschi».

118 　Se fossi domandato «Altri chi v’era?».

119 tu hai dallato quel di Beccherìa

120 di cui segò Fiorenza la gorgiera.

121 　Gianni de’ Soldanier credo che sìa

122 più là con Ganellone e Tebaldello,

123 ch’aprì Faenza quando si dormìa”.

124 　Noi eravam partiti già da ello,

125 ch’io vidi due ghiacciati in una buca,

126 sì che l’un capo a l’altro era cappello;

127 　e come ’l pan per fame si manduca,

128 così ’l sovran li denti a l’altro pose

129 là ’ve ’l cervel s’aggiugne con la nuca:

130 　non altrimenti Tidëo si rose

131 le tempie a Menalippo per disdegno,

132 che quei faceva il teschio e l’altre cose.

133 　“O tu che mostri per sì bestial segno

134 odio sovra colui che tu ti mangi,

135 dimmi ’l perché”, diss’ io, “per tal convegno,
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109 　｢もう、おまえの話は聞くに及ばぬ」と私は言った。

110 邪悪な背信者よ、おまえの真実の姿を持ち帰り、

111 おまえの恥辱とするまでだ。」

112 　｢行け」と彼は答えた。「喋りたいだけ喋れ。

113 だが、もし万一おまえがこの中から出られたなら、

114 たった今、素早い舌を持っていた奴
ブオーゾ
の名も書き漏らすな。

115 　そいつはフランス人の銀
か ね
貨のためにここで泣いている。

116 こう言え、『私は、罪人たちが涼しくしている場所に

117 ドヴェーラ出の男［ブオーゾ・ダ・ドヴェーラ］を目にした』と。

118 　もし『そこには他に誰がいた？』と訊
き
かれたら、（言うがいい。）

120 おまえの脇にはフィレンツェがそいつの喉を切り落とした

119 ベッケリーア家の者
テザウロ

［ヴァッロンブローサの大修道院長］がいる。

121 　さらに向こうにはジャンニ・デ・ソルダニエーリが

122 ガヌロンとテバルデッロと一緒にいるはずだ。

123 皆がまだ眠っている中、ファエンツァの城門を開いた奴だ。」

124 　私たちは、すでにあ
ボ ッ カ
の男から遠ざかっていた。その時、

125 同じ一つの穴の中に二人の男が氷漬けになっているのを

126 眼にした。一方の頭が、他方の（頭の）帽子になっていた。

127 　飢えてパンを貪り食う者のように、

128 上になっている方［ウゴリーノ伯爵］が、下の方［ルッジエーリ大司教］の

129 脳と脊髄が合流する所に歯を食い込ませていた。

130 　かつてテューデウスが凄まじい憎しみから

131 メラニッポスの頭を貪り齧
かじ
ったように、

132 男は頭蓋とその周りのものを齧っていた。

133 　｢おお、かくも獰猛な畜生の所業で

134 食らいついた相手の上で憎悪を迸らせるおまえよ、

135 その理
わ け
由を教えてくれ」と私は言った。「その代わり、
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136 　che se tu a ragion di lui ti piangi,

137 sappiendo chi voi siete e la sua pecca,

138 nel mondo suso ancora io te ne cangi,

139 　se quella con ch’io parlo non si secca”.
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136 　もしおまえが正当な理由でこの男に恨みを晴らしているなら、

137 おまえたちが誰で、この男がどんな罪を犯したか判れば、

139 今話しているこの舌が乾かぬ限り、

138 　地上においてもおまえの期待に報いよう。」
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CANTO XXXIII

1 　La bocca sollevò dal fiero pasto

2 quel peccator, forbendola a’ capelli

3 del capo ch’elli avea di retro guasto.

4 　poi cominciò : “Tu vuo’ ch’io rinovelli

5 disperato dolor che ’l cor mi preme

6 già pur pensando, pria ch’io ne favelli.

7 　Ma se le mie parole esser dièn seme

8 che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,

9 parlare e lagrimar vedrai insieme.

10 　Io non so chi tu se’ né per che modo

11 venuto se’ qua giù ; ma fiorentino

12 mi sembri veramente quand’ io t’odo.

13 　Tu dèi saper ch’i’ fui conte Ugolino,

14 e questi è l’arcivescovo Ruggieri:

15 or ti dirò perché i son tal vicino.

16 　Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri,

17 fidandomi di lui, io fossi preso

18 e poscia morto, dir non è mestieri;

19 　però quel che non puoi avere inteso,

20 cioè come la morte mia fu cruda,

21 udirai, e saprai s’e’ m’ha offeso.

22 　Breve pertugio dentro da la Muda,

23 la qual per me ha ’l titol de la fame,

24 e che conviene ancor ch’altrui si chiuda,

25 　m’avea mostrato per lo suo forame
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1 　その口を　おぞましい食事から上げると、

2 かの罪人［ウゴリーノ伯爵］は、今までその後部を

3 食い荒らしていた頭の髪で口元を拭
ぬぐ
い、

4 　おもむろに話し始めた。「おまえは、癒し得ぬ苦しみを

5 わしに新たにせよと言うのか。それを思うだけで

6 話す前から、心が押しつぶされるというのに。

7 　だが、わしの言葉が種となって、わしが齧
かじ
っている裏切り者の

8 悪名が世にもたらされるのであれば、

9 わしが涙ながらに語るのをおまえは目にしよう。

11 　おまえが誰だか、どうやってここの下界へ

10 やって来たのか、わしは知らぬが、おまえの話しぶりを

12 聞くと、紛れもなくフィレンツェ人のようだ。

13 　何を隠そう、わしがウゴリーノ伯爵だった。

14 そして、こいつはあのルッジエーリ大司教だ。こいつに

15 対してわしがなぜこのような隣人なのか、その訳を話そう。

16 　こいつの邪悪な企みに乗せられ

17 わしがこいつを信用して捕えられた挙句、

18 殺されたことは、今更言う必要もなかろう。

19 　しかし、おまえが聞き知ることのできなかった

20 わしの惨たらしい死に様を聞けば、

21 こいつがいかにわしを痛めつけたかが判るはずだ。

23 　わしに因
ちな
んで、《飢餓の（塔）》と呼ばれる

24 この塔は、これからも他の者たちを閉じ込めることになる。

22 この暗い鳥籠に開いた小窓が

25 　すでにいくつもの満月をわしに見せてくれた頃、
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26 　più lune già, quand’ io feci ’l mal sonno

27 　che del futuro mi squarciò ’l velame.

28  Questi pareva a me maestro e donno,

29 　cacciando il lupo e ’ lupicini al monte

30 　per che i Pisan veder Lucca non ponno,

31 Con cagne magre, studïose e conte:

32 　Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi

33 　s’avea messi dinanzi da la fronte.

34 In picciol corso mi paríeno stanchi

35 　lo padre e ’ figli, e con l’agute scane

36 　mi parea lor veder fender li fianchi.

37 Quando fui desto innanzi la dimane,

38 　pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli

39 　ch’eran con meco, e dimandar del pane.

40 Ben sè’ crudel, se tu già non ti duoli

41 　pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava;

42 　e se non piangi, di che pianger suoli?

43 Già eran desti, e l’ora s’appressava

44 　che ’l cibo ne solëa essere addotto,

45 　e per suo sogno ciascun dubitava;

46 e io senti’ chiavar l’uscio di sotto

47 　a l’orribile torre; ond’ io guardai

48 　nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto.

49 Io non piangëa, sì dentro impetrai:

50 　piangevan elli; e Anselmuccio mio

51 　disse: «Tu guardi sì, padre! che hai?».

52 Perciò non lagrimai né rispuos’ io
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26 わしは不吉な夢を見た。

27 夢は未来を覆い隠す帳
とばり
を裂いて、わしに未来を見せてくれた。

28 　こいつが狩りを指揮する長
おさ
として現れ、

32 グアランディ家、シスモンディ家、ランフランキ家を

33 最前列に配し、

31 　よく仕込まれ、痩せ餓
かつ
えた雌犬をけしかけさせながら、

30 ルッカの眺望をピサ人に遮
さえぎ
る

29 山へと、《狼》と《仔狼たち》を追い詰めていた。

34 　しばらく走って逃げたが、父と息子たちの

35 疲れきっているのがわしには見えた。次いで、鋭い犬歯で

36 彼らの脇腹が引き裂かれるのをわしは目にした。

37 　夜明け前に目を覚ますと、

38 わしと一緒にいた　わが息子たちが、眠りながら

39 夢の中でパンを求めて泣くのを聞いた。

41 　わが心が予感していたものを思って、

40 おまえの心が痛まないなら、まこと、おまえは血も涙もない。

42 これで涙しないなら、おまえの涙は何になろう？

43 　みな目を覚まし、食事が運ばれてくる

44 いつもの時間が近づくのを待っていた。

45 各自の見た夢のせいで、みな心配していたからだ。

46 　一方わしは、おぞましい塔の下で、出入り口が釘付けされる音を

47 耳にした。そのため、わが息子たちの目を

48 見つめるばかりで、わしは何も言えなかった。

49 　わしは泣かなかった。わが心はそれほどまでに石と化していた。

50 息子たちは泣いていた。わしのかわいいアンセルモが

51 言った。『お父さん！そんなふうに見つめて、どうしたの？』

52 　だから、わしは涙もこぼさず、答えもしなかった、
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53 　tutto quel giorno né la notte appresso,

54 　infin che l’altro sol nel mondo uscìo.

55 Come un poco di raggio si fu messo

56 　nel doloroso carcere, e io scorsi

57 　per quattro visi il mio aspetto stesso,

58 ambo le man per lo dolor mi morsi;

59 　ed ei, pensando ch’io ’l fessi per voglia

60 　di manicar, di sùbito levorsi

61 e disser: «Padre, assai ci fia men doglia

62 　se tu mangi di noi: tu ne vestisti

63 　queste misere carni, e tu le spoglia».

64 Queta’mi allor per non farli più tristi;

65 　lo dì e l’altro stemmo tutti muti;

66  　ahi dura terra, perché non t’apristi?

67 Poscia che fummo al quarto dì venuti,

68 Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi,

69 dicendo: «Padre mio, ché non m’aiuti?».

70 　Quivi morì; e come tu mi vedi,

71 vid’ io cascar li tre ad uno ad uno

72 tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi,

73 　già cieco, a brancolar sovra ciascuno,

74 e due dì li chiamai, poi che fur morti.

75 Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno”.

76 　Quand’ ebbe detto ciò, con li occhi torti

77 riprese ’l teschio misero co’ denti,

78 che furo a l’osso, come d’un can, forti.

79 　Ahi Pisa, vituperio de le genti
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53 その日の間じゅう、その夜もずっと。

54 そしてとうとう外では次の太陽が昇って来た。

55 　わずかな曙
しょこう
光が、悶々とした獄

ひとや
の中へ

56 差し込んで来るや、四人の顔の上に

57 わしと同じ表情が浮かんでいるのに気がついた。

58 　わしは悔しさのあまり両の手を咬んだが、

59 息子たちは、わしが空腹のあまり

60 そうしたと思い、すぐに立ち上がって

61 　言った。『父さん、僕たちを食べてくれた方が

62 僕らはずっと楽になる。父さんが、この不運な肉を僕らに

63 着せてくれたんだから、脱がしてくれるのも父さんだよ。』

64 　それで息子たちをこれ以上悲しませまいと、わしは心を落ち着かせた。

65 その日も、次の日も、わしらはみな黙りこくっていた。

66 ああ、無情の大地よ、なぜその口を開けてくれなかったのか？

67 　4日目になったときのことだった。

68 ガッドがわしの足下に倒れ伏し、

69 『お父さん、どうして僕を助けてくれないの？』と言つつ、

70 　その場で息を引き取った。今おまえがこうしてわしを見ているように

71 5日目と 6日目の間に、息子三人が一人また一人と倒れていくのを

72 わしはこの目で見たのだ。すでに盲
めしい
目となっていたわしは

73 　息子たちの体を手探りで一人ずつまさぐっていた。息子たちが

74 亡くなってからというもの、わしは 2日間その名を呼び続けたが、

75 その後
あと
、悲嘆よりも絶食が勝

まさ
った。」

76 　こう言い終えると、視線は斜に歪み、

77 惨めな頭蓋に再びかぶりついたが、

78 その歯は、犬の歯の如く、力強く骨にまで達していた。

79 　おお、ピサよ、《s
スィ

ì》という言葉が響く
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80 del bel paese là dove ’l sì suona,

81 poi che i vicini a te punir son lenti,

82 　muovasi la Capraia e la Gorgona,

83 e faccian siepe ad Arno in su la foce,

84 sì ch’elli annieghi in te ogne persona!

85 　Che se ’l conte Ugolino aveva voce

86 d’aver tradita te de le castella,

87 non dovèi tu i figliuoi porre a tal croce.

88 　Innocenti facea l’età novella,

89 novella Tebe, Uguccione e ’l Brigata

90 e li altri due che ’l canto suso appella.

91 　Noi passammo oltre, là ’ve la gelata

92 ruvidamente un’altra gente fascia,

93 non volta in giù, ma tutta riversata.

94 　Lo pianto stesso lì pianger non lascia,

95 e ’l duol che truova in su li occhi rintoppo,

96 si volge in entro a far crescer l’ambascia;

97 　ché le lagrime prime fanno groppo,

98 e sì come visiere di cristallo,

99 rïempion sotto ’l ciglio tutto il coppo.

100 　E avvegna che, sì come d’un callo,

101 per la freddura ciascun sentimento

102 cessato avesse del mio viso stallo,

103 　già mi parea sentire alquanto vento;

104 per ch’io: “Maestro mio, questo chi move?

105 non è qua giù ogne vapore spento?”.
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80 うるわしの地［イタリア］に住まう人々の恥辱よ、

81 近隣の者たちが、おまえを罰するに暇取っているからには、

82 　動け、山
カプラーヤ
羊島よ、ゴルゴーナ［メドゥーサ］島よ、動け、

83 そしてアルノの河口を堰
せ
き止めよ、

84 ピサの民がことごとく溺れ死ぬように！

85 　おまえ［ピサ］を裏切って、城を敵に割譲したという

86 噂がウゴリーノ伯爵にあったにせよ、そのために

87 おまえは、その息子たちをかかる十字架に掛けてはならなかった。

89 　現代のテーバイよ、ウグッチョーネもブリガータも

90 また、この歌章で名を呼ばれた二人の息子たちも、

88 年若く、無実だった。

～《プトレマイオスの領域》～

91 　私たちはさらに先に進んだ。そこでは氷が

92 別の者たちを冷酷に包んでいた。

93 彼らは顔を下ではなく、真上に向けていた。（このため）

94 　そこでは、涙そのものが、涙することを許さないのだ。

95 苦しみ（の涙）は、眼の中に障害物を見出すと、

96 内に後戻りして、懊悩を高める。

97 　というのも、初めて流れ出た涙が氷結して塊
かたま
ると、

98 あたかも水晶の面
めんぼう
頬のように、

99 眉の下の壺［眼窩］をくまなく満たすからだ。

100 　あたかも胼
たこ
胝ができたように、

101 私の顔は、寒さのために、

102 すべての皮膚感覚を失っていたが、それでも

103 　すぐにいくらかの風を感じ取れた。それで私は尋ねた。

104 ｢わが師よ、この風は誰が起こしているのですか。この地下では

105 （風を起こす）蒸発物はみな消えているはずではないのですか。」
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106 　Ond’elli a me: “Avaccio sarai dove

107 di ciò ti farà l’occhio la risposta,

108 veggendo la cagion che ’l fiato piove”.

109 　E un de’ tristi de la fredda crosta

110 gridò a noi: “O anime crudeli 

111 tanto che data v’è l’ultima posta,

112 　levatemi dal viso i duri veli,

113 sì ch’ ïo sfoghi ’l duol che ’l cor m’impregna,

114 un poco, pria che ’l pianto si raggeli”.

115 　Per ch’io a lui: “Se vuo’ ch’i’ ti sovvegna,

116 dimmi chi se’, e s’io non ti disbrigo,

117 al fondo de la ghiaccia ir mi convegna”.

118 　Rispuose adunque: “I’ son frate Alberigo;

119 i’ son quel da le frutta del mal orto,

120 che qui riprendo dattero per figo”.

121 　“Oh”, diss’ io a lui, “or se’ tu ancor morto?”.

122 Ed elli a me: “Come ’l mio corpo stea

123 nel mondo sù, nulla scïenza porto.

124 　Cotal vantaggio ha questa Tolomea,

125 che spesse volte l’anima ci cade

126 innanzi ch’Atropòs mossa le dea.

127 　E perché tu più volontier mi rade

128 le ’nvetrïate lagrime dal volto,

129 sappie che, tosto che l’anima trade

130 　come fec’ ïo, il corpo suo l’è tolto

131 da un demonio, che poscia il governa

132 mentre che ’l tempo suo tutto sia vòlto.

133 　Ella ruina in sì fatta cisterna;
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106 　すると、師は答えた。「おまえはじきに

107 眼がその答えを与えてくれる場所に着く。

108 そのとき、この疾風を吹き降ろす正体が判るはずだ。」

109 　すると、氷の殻
かく
に埋まった卑劣漢の 1人が

110 私たちに向かって叫んだ。「おお、冷血極まる魂どもよ、

111 最下等の席を割り当てられるほどに。

112 　硬い（氷の）帳
とばり
をわしの眼から剥

は

いでくれ。

114 涙が再び凍りつくまでの、束の間だけでも、

113 わが心に満ち溢れる苦悶［涙］を吐き出せるよう。」

115 　それに対して私は言った。「もし助けてもらいたなら、名を言ってもらおう。

116 もしおまえの枷
かせ
を外してやらないなら、私は氷の底まで行かねばならぬ。

117 ［私がおまえの枷を外してやらないとすれば、それは私が氷の底まで行かねばならぬからだ。］」

118 　すると男は答えた。「わしは修道士アルベリーゴだ。

119 悪の園に生えた、あの果物こそ、このわしだ。

120 ここで（安い）無
いちじく
花果の代わりに（高い）棗

なつめやし
椰子をもらっておる。」

121 　｢え !?｣ と私は言った。「それでは、おまえはもう死んだのか ?」

122 すると男は言った。「上の世界で、わしの肉体が

123 どうしているのか、わしは何一つ知らぬ。

124 　かかる特権をこの《プトレマイオスの領域》は有しておる。

126 （モイラの一人）アトロポスが魂に旅立ちの合図を送る［死ぬ］前に

125 ここには、よく魂が堕ちてくる。

128 　わが顔から玻
は り
璃と化した涙を

127 おまえにもっと進んでこそげ取ってもらえるよう

129 教えよう。わしがしたように、魂が裏切りを働くや、

130 　その肉体は悪魔に取って代わられる。

132 その後は、定められた時がすべて巡り終わる［寿命の尽きる］まで

131 悪魔がその肉体を支配する。

133 　一方、魂はこの氷の井戸の中に真っすぐ堕ちてくる。それゆえ、
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134 e forse pare ancor lo corpo suso

135 de l’ombra che di qua dietro mi verna.

136 　Tu ’l dèi saper, se tu vien pur mo giuso;

137 elli è ser Branca Doria, e son più anni

138 poscia passati ch’el fu sì racchiuso”.

139 　“Io credo”, diss’ io lui, “che tu m’inganni;

140 ché Branca Doria non morì unquanche,

141 e mangia e bee e dorme e veste panni”.

142 　“Nel fosso sù”, diss’ el, “de’ Malebranche,

143 là dove bolle la tenace pece, 

144 non era ancor giunto Michel Zanche,

145 　che questi lasciò il diavolo in sua vece

146 nel corpo suo, ed un suo prossimano

147 che ’l tradimento insieme con lui fece.

148 　Ma distendi oggimai in qua la mano;

149 aprimi li occhi”. E io non gliel’ apersi;

150 e cortesia fu lui esser villano.

151 　Ahi Genovesi, uomini diversi

152 d’ogne costume e pien d’ogne magagna,

153 perché non siete voi del mondo spersi?

154 　Ché col peggiore spirto di Romagna

155 trovai di voi un tal, che per sua opra

156 in anima in Cocìto già si bagna,

157 　e in corpo par vivo ancor di sopra.
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135 この、わしの後ろで、うるさく囀
さえず
りながら冬を越している亡霊の

134 肉体は、たぶん、まだ上［地上］で眼にできよう、

136 　たった今ここに来たばかりなら、おまえの方がよく知っているはずだ。

137 あれがブランカ ･ドーリア殿だ。こうして氷に

138 閉じ込められて、もう何年にもなる。」

139 　｢さては、私を騙そうとしているな」と、私は言った。

140 ｢ブランカ・ドーリアは死んでなどいないぞ。

141 飲み食いし、眠ったり、服を着たりしている。」

147 　｢一緒に裏切りを働いた近親者の一人と同様、

146 この男［ブランカ・ドーリア］が、自分の代わりに

145 肉体を悪魔に委ねたとき、

143 　粘
ねばねば
々とした瀝青が煮え立つ、

142 上［第八圏］の、マレブランケの濠［第 5ボルジャ］の中に

144 （殺された）ミケーレ ･ザンケの方は、まだ着いてはいなかった。

148 　それより、もういい加減に、ここに手を伸ばしてくれ、さあ、

149 わしの眼を開けてくれ。」だが、私はその目を開けなかった。

150 こ
アルベリーゴ
の男には、非礼に接するのが、礼儀というものだったからだ。

151 　ああ、ジェーノヴァ人よ、あらゆる良風から

152 遠くかけ離れ、あらゆる悪徳に充ち充ちた者らよ、

153 なぜ汝らはこの世から消え去らぬ。

154 　ロマーニャの最悪の霊［修道士アルベリーゴ］と一緒にいるのは

155 汝ら（ジェーノヴァ人）の一人［ブランカ・ドーリア］だ。その極悪非道

156 ゆえに、魂はすでにコーキュートスの氷に浸かっているが、

157 　肉体は、今なお生きて、地上を闊
かっ
歩
ぽ
している。
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CANTO XXXIV

1 　“Vexilla regis prodeunt inferni

2 verso di noi; però dinanzi mira”,

3 disse ’l maestro mio, “se tu ’l discerni”.

4 　Come quando una grossa nebbia spira,

5 o quando l’emisperio nostro annotta,

6 par di lungi un molin che ’l vento gira,

7 　veder mi parve un tal dificio allotta;

8 poi per lo vento mi ristrinsi retro

9 al duca mio, ché non lì era altra grotta.

10 　Già era, e con paura il metto in metro,

11 là dove l’ombre tutte eran coperte,

12 e trasparìen come festuca in vetro.

13 　Altre sono a giacere; altre stanno erte,

14 quella col capo e quella con le piante;

15 altra, com’ arco, il volto a’ piè rinverte.

16 　Quando noi fummo fatti tanto avante,

17 ch’al mio maestro piacque di mostrarmi

18 la creatura ch’ebbe il bel sembiante,

19 　d’innanzi mi tolse e fé restarmi

20 “Ecco Dite”, dicendo, “ed ecco il loco 

21 ove convien che di fortezza t’armi”.

22 　Com’ io divenni allor gelato e fioco,

23 nol dimandar, lettor, ch’i’ non lo scrivo,

24 però ch’ogne parlar sarebbe poco.
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地獄篇第 34 歌

1 　｢《地獄の王の旗が幾竿
さお
も近づいて来る》

2 われらの方へと。それゆえ、それらを見分けられるか

3 目を凝らして前を見るがいい」と、わが師は言った。

4 　ちょうど、濃い霧が立ち込める時や

5 われらの半球に夜の帳
とばり
が降りくる時、

6 風に回る風車を遠方に望むように、

7 　この時、そのような建物が目に映じているように思われた。

8 やがて強風のため、私は、わが導者の後ろに

9 身を潜めた。他に身を隠す岩屋もなかったからだ。

10 　今も恐怖とともに詩に綴っているが、すでに私は

11 すべての魂たちが全身氷漬けにされ、

12 ガラスに閉じ込められた藁
わら
のように透けて見える所［ユダの領域］にいた。

13 　横に凍結されている者、直立している者、

14 頭が上になっている者もいれば、足の裏が上に来ている者もいた。

15 ある者は、仰向けになった顔を弓なりに足へと向けていた。

16 　私たちが随分先へと進んだ時、

18 かつては美しい姿形をしていた被造物を

17 示すにふさわしい頃合いと判断したわが師は、

19 　私の前から身を離し、私を立ち止らせて

20 言った。「見よ、これがディース［ルチーフェロ］だ。いいか、

21 ここでは強靭な心を鎧とせねばならぬ。」

22 　読者よ、私がその時いかに身も心も凍りつき、声もかすれたか、

23 尋ねないでほしい。それを筆にしないのは、

24 どんな言葉も舌足らずとなるからだ。
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25 　Io non mori’ e non rimasi vivo;

26 pensa oggimai per te, s’hai fior d’ingegno,

27 qual io divenni, d’uno e d’altro privo.

28  　Lo ’mperador del doloroso regno

29 da mezzo ’l petto uscìa fuor de la ghiaccia;

30 e più con un gigante io mi convegno,

31 　che i giganti non fan con le sue braccia:

32 vedi oggimai quant’ esser dèe quel tutto

33 ch’a così fatta parte si confaccia.

34 　S’el fu sì bel com’ elli è ora brutto,

35 e contra ’l suo fattore alzò le ciglia,

36 ben dèe da lui procedere ogne lutto.

37 　Oh quanto parve a me gran maraviglia

38 quand’ io vidi tre facce a la sua testa!

39 L’una dinanzi, e quella era vermiglia;

40 　l’altr’ eran due, che s’aggiugnìeno a questa

41 sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla,

42 e sé giugnìeno al loco de la cresta:

43 　e la destra parea tra bianca e gialla;

44 la sinistra a vedere era tal, quali

45 vegnon di là onde ’l Nilo s’avvalla.

46 　Sotto ciascuna uscivan due grand’ ali,

47 quanto si convenia a tanto uccello:

48 vele di mar non vid’ io mai cotali.

49 　Non avean penne, ma di vispistrello

50 era lor modo; e quelle svolazzava,

51 sì che tre venti si movean da ello:
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25 　私は死にはしなかったが、生きた心地もしなかった。

26 それゆえ、読者よ、少しでも思いを馳せることができるなら、

27 自分に重ねてみてほしい、生きても死んでもいないわが状態を。

28 　苦患の王国［地獄］を統べる帝王［ルチーフェロ］は、

29 胸の半ばから上を氷の外に出していた。

31 巨人たちはその腕の長さにも及ばなかった。

30 　両者に比すれば、まだ私の背丈の方が巨人と釣り合っていた。

32 それゆえ、読者よ、このような四肢に見合う全身が

33 いかほどのものであるか判るだろう。

34 　今の醜怪さと同じほど、昔は美しかったが、

35 それにもかかわらず、自身の造物主に昂
こうぜん
然と叛

そむ
いたのだから、

36 あらゆる苦しみがこの者から発するのもまったく当然である。

37 　おお、その頭に三つの顔があるのを目にしたとき

38 私の驚きがどれほど大きかったことか！

39 一つは正面にあって、朱色をしていた。

41 　他の二つの顔は、左右の肩の真ん中に聳え、

40 正面の顔とそれぞれ接合していた。

42 そして三つの顔は、鶏
とさか
冠に当たる場所で一つに合わさっていた。

43 　右の顔は白と黄の中間をなし、

44 左の顔は、見たところ、ナイル川の発する地域［エチオピア］

45 に住む人々の色と同じようであった。

46 　それぞれの顔の下からは、その巨大な鳥にふさわしい

47 大きさの翼が二枚ずつ生え出ていたが、

48 かくも大きな船の帆を見たことはなかった。

49 　翼に羽根はなく、その有り様は

50 まさに蝙蝠のそれであった。翼を羽ばたかせるため、

51 ルチーフェロから 3つの風が生じていた。
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52 　quindi Cocito tutto s’aggelava.

53 Con sei occhi piangëa, e per tre menti

54 gocciava ’l pianto e sanguinosa bava.

55 　Da ogne bocca dirompea co’ denti

56 un peccatore, a guisa di maciulla,

57 sì che tre ne facea così dolenti.

58 　A quel dinanzi il mordere era nulla

59 verso ’l graffiar, che talvolta la schiena

60 rimanea de la pelle tutta brulla.

61 　“Quell’ anima là sù c’ha maggior pena”,

62 disse ’l maestro, “è Giuda Scarïotto,

63 che ’l capo ha dentro e fuor le gambe mena.

64 　De li altri due c’hanno il capo di sotto,

65 quel che pende dal nero ceffo è Bruto:

66  vedi come si storce, e non fa motto!; 

67 　e l’altro è Cassio che par sì membruto.

68 Ma la notte risurge, e oramai

69 è da partir, ché tutto avem veduto”.

70 　Com’ a lui piacque, il collo li avvinghiai;

71 ed el prese di tempo e loco poste,

72 e quando l’ali fuoro aperte assai,

73 　appigliò sé a le vellute coste;

74 di vello in vello giù discese poscia

75 tra ’l folto pelo e le gelate croste.

76 　Quando noi fummo là dove la coscia

77 si volge, a punto in sul grosso de l’anche,

78 lo duca, con fatica e con angoscia,

79 　volse la testa ov’ elli avea le zanche,
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52 　コーキュートスが全面凍結しているのも、これが原因だった。

53 6つの目から涙を流し、3つの顎を伝って

54 涙と血まみれの涎
よだれ
が滴り落ちていた。

55 　口ごとに罪人を一人ずつくわえ、

56 砕
さい
痲
ま
機
き
の如く、歯で噛み砕いては、

57 三人を同時に責め苛
さいな
んでいた。

58 　正面の（口の中にいる）男にとって、噛みしだかれるなど、

59 （鉤爪で）引っ掻かれるのに比べれば、何でもなかった。なにしろ、

60 背中の皮は、繰り返し、身ぐるみ引き剥がされていたからだ。

61 　｢最大の劫罰を受けている、あの上の魂は｣ と、

62 師は言った。「イスカリオテのユダだ。

63 頭を口の中に突っ込み、両脚を外でばたつかせている。

64 　他の二人は、頭を口の下に出しているが、

65 黒い鼻面からぶら下がっている方が、ブルートゥスだ。

66 見よ！苦痛に身をよじりながらも、呻
うめ
き声一つ発しない。

67 　もう一方の、強靭そうに見えるのが、カッシウスだ。

68 だが、再び夜が（天に）昇って来た。さあ、出発の時だ、

69 われわれはすべてを見たのだから。」

70 　私は、師がお望みになったように、その頸にしがみついた。

71 師は、時と場所の頃合いを見計らって、

72 翼が最も開き切った時、

73 　その毛むくじゃらの脇腹にしっかりと掴まった。

74 それから毛の房を次々と掴みながら、

75 毛深い毛皮と氷の外殻の間の隙間を通って下へと降りて行った。

76 　大腿骨が骨盤と接合する箇所［大転子］、

77 ちょうど腰骨で膨らんでいる場所の上にやって来た時、

78 師は、息せき切りながらやっとの思いで

79 　ルチーフェロの両脚
ザンカ
の方へ頭をひっくり返すや、
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80 e aggrappossi al pel com’ om che sale,

81 sì che ’n inferno i’ credea tornar anche.

82 　“Attienti ben, ché per cotali scale”,

83 disse ’l maestro, ansando com’ uom lasso,

84 “conviensi dipartir da tanto male”.

85 　Poi uscì fuor per lo fóro d’un sasso

86 e puose me in su l’orlo a sedere;

87 appresso porse a me l’accorto passo.

88 　Io levai li occhi e credetti vedere

89 Lucifero com’ io l’avea lasciato,

90 e vidili le gambe in sù tenere;

91 　e s’io divenni allora travagliato,

92 la gente grossa il pensi, che non vede

93 qual è quel punto ch’io avea passato.

94 　“Lèvati sù”, disse ’l maestro, “in piede:

95 la via è lunga e ’l cammino è malvagio,

96 e già il sole a mezza terza riede”.

97 　Non era camminata di palagio

98 là ’v’ eravam, ma natural burella

99 ch’avea mal suolo e di lume disagio.

100 　“Prima ch’io de l’abisso mi divella.

101 maestro mio”, diss’ io quando fui dritto,

102 “a trarmi d’erro un poco mi favella:

103 　ov’ è la ghiaccia? e questi com’ è fitto

104 sì sottosopra? e come, in sì poc’ ora,

105 da sera a mane ha fatto il sol tragitto?”.

106 　Ed elli a me: “Tu imagini ancora

107 d’esser di là dal centro, ov’ io mi presi
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80 毛を掴みながら、上へと登っていったため、

81 私は、再び地獄の中に取って返すのかと思った。

82 　｢しっかり掴まっているのだぞ」と、師は

83 疲労困憊した人のように、喘ぎながら言った。「このような階段を

84 通って、この大いなる悪［地獄］から離れなければならぬ。」

85 　登り続けた後、師は岩の隙間を通って、外に抜け出た。

86 それから、私を岩棚の縁に載せると、

87 続いて、私の方に向かって慎重に飛び降りた。

88 　目を上げると、ルチーフェロが、先ほど

89 目にした時の格好で見えるものと思っていたが、

90 両の脚を上に伸ばしているのが見えた。

93 　そのとき私がどれほど混乱したか、

92 私が通過した地点がどのような場所か解らない

91 （私のように）疎い人には、よく判るだろう。

94 　｢さあ、立ち上がれ」と、師は言った。

95 ｢道のりは長く、歩みは険しい。

96 それに、太陽はもう《3時課半》［午前 7時半］に戻ってきている。」

97 　私たちがいたところは、館の広々とした光溢れる広間

99 とは違い、足下はごつごつとして光もない、

98 自然にできた洞
ほら
穴
あな
だった。

100 　｢この深淵から身を引き離す前に、

101 師よ」と、私は立ち上がって言った。

102 ｢私を疑念から救い出すために、少し話しをお聞かせ下さい、

103 　氷はどこに行ったのですか、こ
ルチーフェロ
の者は、どうしてこのように

104 上下逆さまに突き刺さっているのですか、それに、どうして太陽は

105 こんな僅かの間に、夕べから朝へと移動したのですか。」

106 　それに対して師は答えた。「おまえはまだ、世界に穴を穿
うが
つ

108 邪悪な蛆
うじ
虫［ルチーフェロ］の毛に私が掴まった所、地球の中心の
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108 al pel del vermo reo che ’l mondo fóra.

109 　Di là fosti cotanto quant’ io scesi;

110 quand’ io mi volsi, tu passasti ’l punto

111 al qual si traggon d’ogne parte i pesi. 

112 　E se’ or sotto l’emisperio giunto

113 ch’è contraposto a quel che la gran secca

114 coverchia, e sotto ’l cui colmo consunto

115 　fu l’uom che nacque e visse sanza pecca;

116 tu haï i piedi in su picciola spera

117 che l’altra faccia fa de la Giudecca.

118 　Qui è da man, quando di là è sera;

119 e questi, che ne fé scala col pelo,

120 fitto è ancora sì come prim’ era.

121 　Da questa parte cadde giù dal cielo;

122 e la terra, che pria di qua si sporse,

123 per paura di lui fé del mar velo,

124 　e venne a l’emisperio nostro; e forse

125 per fuggir lui lasciò qui loco vòto

126 quella ch’appar di qua, e sù ricorse”.

127 　Luogo è là giù da Belzebù remoto

128 tanto quanto la tomba si distende,

129 che non per vista, ma per suono è noto

130 　d’un ruscelletto che quivi discende

131 per la buca d’un sasso, ch’elli ha roso,

132 col corso ch’elli avvolge, e poco pende.

133 　Lo duca e io per quel cammino ascoso

134 intrammo a ritornar nel chiaro mondo;
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107 向こう側［エルサレム側］にいると思っているな。

109 　私が降りている間、おまえは向こう側［エルサレム側］にいたが、

110 私が上下を反転したとき、おまえは、すべての重みが

111 あらゆる方向から押し寄せる地球の中心点を通過したのだ。

113 　それ故、おまえは今、その天頂の真下［エルサレム］で、

115 原罪なく生まれ、罪なしに生きた人［キリスト］が殺された

112 広大な陸地を覆う（エルサレム側の）半球側と

114 　正反対の（エデンの）半球の下にやって来ている。

116 おまえが今、足を置いているその小さな円環は、

117 ちょうど第
ジュデッカ

4円環の裏面をなしている。

118 　向こうの［エルサレム］側が夕べの時、こちらの［エデン］側は朝となる。

119 われわれがその毛を梯
はしご
子に利用した者［ルチーフェロ］は、

120 相変わらず突き刺さったまま、さっきと同じ姿勢をしている。

121 　こちら［エデン半球］側に天から真っ逆さまに堕ちてきた

122 ために、以前、こちら側に隆起していた大地は、

123 か
ルチーフェロ
の者を恐れて海をヴェールとし［海の中へと潜り込み］、

124 　われわれの［エルサレム］半球にやって来た。そしておそらく

125 こちら側にその姿を見せている大地は、か
ルチーフェロ
の者から逃れるために

126 ここに空洞を残し、上へと駆け上った［煉獄の山となった］のだろう。」

127 　あの下で、私たちは、その墓穴の（横の）広がりと同じほど

128 悪
ベエルゼブール
魔の頭から遠ざかったところ［洞窟の横の際

きわ
］にやって来た。

130 一条のせせらぎが岩の穴を通ってここまで

131 　流れ落ちて来ているのが、目では判らずとも、

129 音から判る。せせらぎは

132 緩やかな傾斜で螺旋状に進みながら岩を浸食していた。

134 　師と私は、光輝く世界に戻るため、（大地の深奥に）

133 秘匿
とく
された、その暗い径

こみち
［せせらぎ］の中へと入って行った。
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135 e sanza cura aver d’alcun riposo,

136 　salimmo sù, el primo e io secondo,

137 tanto ch’i’ vidi de le cose belle

138 che porta ’l ciel, per un pertugio tondo.

139 　E quindi uscimmo a riveder le stelle.
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135 それからというもの、休息一つも顧みず、

136 　師が先に、私が後になって、ひたすら上へと登った。

137 そしてついに、丸い口穴を通して

138 天の抱く美［星］が、幾つか、目に入って来た。

139 　私たちはそこから外に出て、再び星々を仰ぎ見た。


