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はじめに

　この翻訳は、科学研究費による研究成果として出版するものである。「タジキスタンにおけるゾロ

アスター教遺構の発掘調査及び仏教との交渉についての研究（課題番号２１４０１０２７）」のテー

マのもと、現地調査を実施してきたが、ゾロアスター教の遺物が多数出土する情況の中、文献資

料との総合的な考察の必要性をつよく感ずるようになった。そこで、昨年、翻訳したヤクボフ著『古

代ソグドの宗教』にも度々引用されていた『アルダー・ウィラーズ・ナーメ』を読んでみようと思い立

った。この文献はゾロアスター教の啓蒙書として有名であり、タジキスタンの習俗を知るうえでも大

いに参考になると考えたからである。

　中央アジア、及びインド北西部、ガンダーラと呼ばれる地域は長い時代にわたってイラン文化、

ペルシアの影響下にあった。インダス河上流域にはイラン系の人々が早い時期から居住していた

と考えられる。また、紀元１世紀から３世紀ころまで、インド北西部はクシャーン朝の統治下にあっ

た。製造されたコインからもわかるように、クシャーン朝の国教はゾロアスター教であった。その後、

クシャーン朝はササーン朝ペルシアのシャープール１世（在位２４１～２７２）に攻撃されて衰退す

る。ただし、ササーン朝の国教もゾロアスター教であった。さらに、４世紀から６世紀にかけてのグ

プタ朝の時代、ガンダーラ地域はササン朝ペルシアの版図であった。５世紀から６世紀にはエフ

タルが侵入しましたが、６世紀後半にササン朝ペルシアと突厥がこれを挟撃して滅ぼしている。

　玄奘三蔵がインドを訪れた７世紀にはヴァルダナ朝が北インドを支配していたが、ガンダーラ周

辺はペルシアの影響下にあった。ササーン朝は、６５１年にイスラーム勢力によって滅ぼされ、７世

紀以降、イラン人のイスラーム化が進んだ。多くのゾロアスター教徒は中央アジアやインドに移住

した。しかし、イランにおいてもゾロアスター教は民衆の習俗としてイスラームと共存していたと考

えられる。　

『アルダ・ウィラーズ・ナーメ』について

　ウィラーズはホスロー１世（在位５３１～５７９）時代の著名なモウベド（ゾロアスター教僧）であった

ウェフ・シャープールと同一人物であるとされている。ホスロー１世とはササーン朝第２１代の王で、

東ローマのユスティニアヌス帝を破り、突厥と同盟してエフタルを滅ぼすなど、ササーン朝を最盛

期に導いた王である。ウィラーズは中間界、天国と地獄を訪れ、現世に生還した後、その冥界旅

行の体験を記述したことになっている。その主題は、後述の『アヴェスター』にも見られるように、古

い伝統を持つものではあるが、今日伝わっている版本は１０世紀から１１世紀ころのものである。平

易な文体で記述されていて、ゾロアスター教徒の間でも特に人気があった書である。

　この本では底本として、Martin　Haugの“ The book of Arda Viraf ” １８７２年（ボンベイ出

版）を使用し、パフラヴィー文もこの文献から引用している。ウィラーフが伝統的だとされているよう
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だが、山内和也『パフラヴィー語　－その文学と文法ー』にしたがって、ウィラーズと表記している。

文法に関しても、この本を参照した。

　動詞の時制では過去時制の中に現在時制の混用が見られる。これは、『アヴェスター』中、「ハ

ーゾークト・ナスク」第二章にも見られる特徴である。『アルダ・ウィラーズ・ナーメ』の主題である「魂

の運命」は、この「ハーゾークト・ナスク」を継承するものである。特に、聖霊ディーンが美少女や老

婆の姿で魂の前に現われる場面に現在時制が使用されているようである。この現在時制につい

ては、伊藤義教『アヴェスター』（世界古典文学全集３、筑摩書房）の訳註に「歴史的現在」として

解説されている。いわば、時間を超える永遠の真理として表現されているものと言えるだろう。

　また、語彙に関しては D.N.Mackenzieの“A concise Pahlavi dictionary”を参照した。付帯

辞などの小辞も含めて一万語以上の単語が使用され、逐一、データベース化しているが、今回は

まだ充分な整理ができていない。固有名詞などの解説も含め、来年度に語彙集として別途に印

刷する計画である。本文献は、全百一章から構成されており、概略は以下のようである。

　ペルシア国が異国の宗教によって混乱し、困惑した時代を経た後、アルダ・ウィラーズは、その

敬虔さの故に、ゾロアスター教信仰の真実性を証明するために、冥界旅行を遂行するように選ば

れる。彼は酒と麻薬を飲んで昏睡状態に陥った後、彼の魂は冥界へと旅立ち、そこにおいて、彼

の信仰と功徳の権化であるディンと名づけられた美しい女性から挨拶を受ける。チヌヴァト橋を渡

った後、彼は敬虔なるスロシュと天使アダールに導かれ、有徳ではあったけれどもゾロアスター教

を信仰しなかった人々に割り当てられた「星の駅」「月の駅」及び「太陽の駅」という世界を通過す

る。天において、ウィラーズは、彼に神聖な者（アフラヴ）の魂を示すアフラ・マズダに会う。各人は、

生前の生き方の理想化された型、すなわち男も女も、戦士、農夫、羊飼い、または他の職業に従

事するものとして表現されている。

　次に、邪悪な者たちの苦痛を示すために、案内人たちは彼を下方の地獄へと導く。彼の幻想的

旅行が終わり、ウィラーズはアフラ・マズダから、ゾロアスター教の信仰が生き方における唯一の適

切かつ真実の道であり、それは繁栄と荒廃の両方において守られるべきことであると告げられる。

　詳細は後に挙げた本文を参照していただきたい。

　一読して、その内容の興味深さに気づく人も多いのではないだろか。日本の穢れに対する定義

として赤不浄・黒不浄（血穢・死穢）があるが、ゾロアスター教にもそれと全く同じ概念が示されて

いる。死穢が人を媒介としてほかに及ぶとする点には注目すべきように思われる。

　また、仏教思想では、浄土教の疑城胎宮、唯識思想の唯識無境、華厳思想の三界唯心や天界

への上昇、善財童子の遍歴、縁起と性起の二元論、如来蔵経典の客塵煩悩や仏性、これらの教

義の基本的考え方が『アルダー・ウィラーズ・ナーメ』中に散見されるのである。

　筆者はこの文献を手にした当初、ゾロアスター教の冥界観が述べられているにすぎないと思っ
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ていた。しかし、よく読めば大変な意義があり、仏教とゾロアスター教の交渉をテーマとするこの研

究の重要な資料となることが明らかとなったのである。詳細は次年度の成果として述べることにし

たい。

イディオグラム（表意文字）について

　最後に、パフラヴィー文の下に挙げた【翻字】と【転写】について若干の説明を加えておきたい。

中世ペルシア語では古代の先進文明国家であったアラム帝国の言語が、そのままペルシア語の

中で混用された。アラム語由来の言葉が表意文字（イディオグラム）として使われたのである。

　たとえば、文中に多用される、HZYTWN-t は動詞「見る」の過去語幹である。これと同じ意味の

中世ペルシア語 dyt も出てくる。いずれも発音は「ディード」である。つまり HZYTWN-t と書いて

「ディード」と読む、といったような使われかたである。アラム語は表音文字ではなく表意文字として

使われたことになる。【翻字】(transliteration)では、この表意文字を他の中世ペルシア語と区別

するために大文字で表記している。翻字文を見れば、いかに表意文字が多用されていたかが分

かる。【転写】は(transcription)は、一般にローマナイズド・テキストとも呼ばれるもので、アラム語

をすべて中世ペルシア語に、しかも母音を加えて、実際の発音に近い形で表記している。

　本文部では、【逐語訳】を挙げているが、それは上記の表意文字をいかして訳そうという試

みである。例えば、HZYTWN-t は「見た」、dyt は「みた」と訳し分けている。また、
HZYTWN- に付される文字、-t、-yt、-d などによって過去語幹、現在語幹＋３人称単数語
尾、現在語幹＋３人称単数語尾などが表記され、それぞれ「見た」「（彼は）見る」「（彼らは）

見る」などと訳すことができる。これは、漢字と送り仮名の関係に酷似する現象である。

　そして、このことは中世ペルシア語研究者の間では暗黙の了解なのだろうが、漢字混交ひ

らがな文自体が、上記のような中世ペルシア語、あるいはソグド語などの胡語から影響を受

けたものだということも理解できるように思う。

　熟田津爾　船乗世武登　月待者潮毛　可奈比沼　今者許芸出菜

　（熟田津に　船乗せむと　月待ば潮も 　かなひぬ　今はこぎ出な）

　　この万葉仮名表記で特徴的なのは、表意文字と表音文字が混用されていることである。

言い換えれば、訓読と音読を巧みに組み合わせる表記法は渡来人の智慧によるところが大

きかったと考えられるのである。月（ゲツ）と書いて「つき」と読む、今（コン）と書いて「いま」と

読む、云々。アラム帝国とペルシアの関係が、そのまま中国と日本の間でも成り立っていたと

いうことになるのだろう。
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【翻字】と【転写】の相違は、
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【逐語訳】

【意　訳】

固有名詞や文法についての解説は

次年度作成の語彙編に記載予定
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第一章

【逐語訳】

001-00)みつかいたちに関わる帰依に於いて
001-01)このように言われている、即ち、かつてただしいザラトシュトラはおしえに
関して受け、よの中にひろめることを打ちなした。001-02)亦、３００年のおわり迄、
おしえはきよらかさの中に、亦、人間はたしかさの中に有った。001-03)併し、爾後、
のろわれたよこしまなガンナーグ・メーノーグは、是のおしえに於ける人々の疑いを

なすこと之ために、001-04)エジプトにいた、ローマびと之アレキサンダーという所
ののろわれた彼をそそのかし、其れは、はげしいちから、亦、たたかい、亦、たねを

以ってイランに来たり来た。001-05)それゆえ、彼はイランのすべらぎを殺した。
001-06)亦、宮殿、亦、あるじ、亦、すべらぎ等をあれはてさせた。001-07)亦、是の
おしえ、すなわち、しつらえられた牛のかわ之上に、亦、金に依るふでに於いてかか

れた、すべてのアヴェスターやザンドは、スタハル・パパカンの中、砦に於いてよこ

たえ置かれて居た。001-08)併し、悪うんの有るよこしまな其れは、ことなるおしえ
之よこしまな所のエジプトにいたローマびと之アレキサンダーというよこしまをなす

ものに渡して仕舞い、亦、打ちやいた。001-09)亦、どれほどのダストゥルたち、亦、
さばきてたち、亦、ヘルバルトたち、亦、モベドたち、亦、このおしえをささえるも

のたち、亦、イランのくにのために、わざあるものたち、亦、かしこいものたちを打

ち殺したのだろうか。001-10)亦、おとなたち、亦、イランのくに之やぬしたちをひ
と纏めにして、再びけぎらいと、亦、いさかいのただなかに於いて投げこみ、001-11)
亦、自身は滅してじごくに向けてうせさった。001-12)亦、以後、是のイランのくに
之ひとびとは、ひと纏めにして再びみだれと、亦、あらそいに居た。100-13)而して、
みつかいたちそのものとおなじように、亦、すべらぎも、亦、みちびくものも、亦、

おしえにあかるい所のダストゥルも居無かった。100-14)亦、みつかいたちに関わる
事に於いてうたがいが起こった。

001-15)而して、多くのことなるおしえののり、亦、ことなったすじのうやまい、亦、
うたがい、亦、ことなったさだめが、よの中に於いて打ちあらわれるに至った。001-
16)デーンカルトの中之しれん中、とけたしんちゅうをそのむねの上にそそがれた、
其のしんせいでふしのたましいをもつ、マルスペンダンのアタロパドが生まれる時迄

には、001-17)亦、いくつのことなったきょうぎや、亦、ことなったうやまいに由る
のりや、亦、さばきが打ちなされたのだろうか。001-18)亦、シャスピガンのひとび
とに於いても、是のおしえは、おなじ中に有った。001-19)亦、爾後、おしえに関す
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る他のマギたちや、亦、ダストゥルたちが有り居た。001-20)その中のもととなるあ
つまりは、亦、うれいにみちて有り居た。001-21)而して、かちどきの火、ファロバ
ーグに由る宮殿に於いて、そのものたちのあつまりがもたれた。001-22)亦、十分な
かたちでの話しとかんがえが此れに関して為された。001-23)即ち、われわれはてだ
てを見出さねばならず、その為に、われわれにおいて一人物が行き、亦、たましいた

ちのところ従りちしきを運ぶであろう、と。001-24)即ち、是のときの中に居る所の
ひとびとが打ち知るであろう、こと、001-25)即ち、此のうやまい、亦、ドローン、
亦、アーフルナガーン、亦、おまじない、亦、もくよく、亦、みそぎに関わるおこな

いに於いてわれわれが行なうであろう、みつかいたちに対して、あるいは悪魔たちに

対して届くような、001-27)亦、我々に関わるたましいに関するすくいに対して至る
であろうか、あるいは否か、と。001-28)而して、爾後、おしえに由るダストゥルた
ちに関するどういに於いて、そのものたちは、すべてのひとをファロバーグの火の宮

殿に於いて召集した。001-29)而して、そのものたちはすべてのもの従り七男をえり
だした。其れはみつかいたちと、亦、おしえに於いてよりうたがいなく有った。001-
30)亦、それらのものは自身のかんがえ、亦、ことば、亦、おこないがよりととのい、
亦、よりただしかった。001-31)扠、是のようにつげられた、汝等はみずから打ち座
せ。001-32)亦、汝等従りただ一つ、此のはたらきに於いて優秀で、亦、よりうたが
いなく、亦、よりふさわしい、其のものを差しえらべ、と。001-33) 扠、爾後、彼ら
ななつの男は打ち座した。001-34)亦、ななつ従り三を、亦、参従りただ一つのもの、
ウィラーズが打ちえらばれた。001-35)亦、其のものはニシャプリアンと呼ばれてい
る。001-36) 扠、爾後、此のはなしのうらをわかった彼のウィラーズは脚に於いて立
ち上がった。001-37)亦、手をわきのしたに於いてくみ、亦、いった、001-38)即ち、
若し、あなたがたがわたしのいうことを、適宜とするのならば、のぞまないどくを与

えること勿れ、001-39)汝等がマズダニアンたちとわたしにわらしべを投ずる迄は。
001-40)而して、若し、わらしべが私の許へ来たならば、よろこんでただしいものた
ちと、亦、よこしまなものたちに関わる彼のところの許へ行こう。001-41)而して、
此のたよりをただしく運び、亦、ただちに持ちかえるだろう、と。001-42) 扠、爾後、
彼らマズダニアンたちと私はわらしべを取った。001-43)はじめのおりは、よいおも
いに於いて、亦、にどめのおりには、よいことばに於いて、さんどめのおりには、よ

いおこないに於いて、参ぼんのわらしべは全てウィラーズの許へ来た。

【意訳】

精霊たちへの帰依において
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このように言われている、即ち、かつて正しいザラトシュトラは教えについて受容し、

世間の中に流布させた。そして、３００年が過ぎるまで、教えは清浄さの中に、また、

人々も確信の中にあった。しかし、その後、呪われた邪まなガンナーグ・メーノーグ

（破壊霊）は、この教えについての人々の疑惑を起こさせるために、エジプトにいた、

ローマ人であるアレキサンダーという呪われた男をそそのかし、彼は、激しい暴力と

戦闘、禍の種をともなってイランに侵入した。それ故に、彼はイランの統治者を殺し

た。また、宮殿や主君、また統治者等を荒廃させた。さらに、この教え、即ち、設え

られた牛皮の上に金のペンで書かれた、全てのアヴェスターやザンドは、スタハル・

パパカンの砦の中に保管されていたが、悪運のある邪まなそれは、異教徒である邪悪

なエジプトにいたローマ人であるアレキサンダーという悪行をなす者に渡してしまい、

また焼き払ってしまった。また、どれほどのダストゥルたちや裁判官たち、またヘル

バルトたち、また、モベドたち、また、この教えの支持者たち、また、イラン国にと

って有能なものたち、また、賢者たちを打ち殺したのだろうか。また成人たち、また

イラン国の家長たちをひと纏めにして、再び嫌悪と、また騒乱の只中に投げこみ、ま

た、自身は滅して地獄に向けて失せ去った。また、それ以後、このイラン国の人々は、

ひと纏めにして再び騒乱と、また戦闘のなかにいた。そして、精霊たちそのものと同

じように、また、統治者も、また指導者も、また、教えに通じたダストゥルもいなか

った。また、精霊たちに関する事において疑惑が起こった。

　そして、多くの異教の教義、また異なる宗派の信仰、また疑惑や異なる法律が、世

の中に出現するようになった。それは、『デーンカルト』所説の試練の中で、熔けた

真鍮を胸の上に注がれた、神聖で不死の魂を持つ、マルスペンダンのアタロパドが生

まれる時までのことであった。また、幾つかの異なった教義や、また異なった信仰に

基づく法律や、また裁判が行なわれてしまったのだろか。また、シャスピガンの人々

においても、この教えはおなじ混乱の中にあった。また、その後、教えに関わる他の

マギたちやダストゥルたちがいた。その中の中心となる集まりは、また憂いに満ちて

いた。そして、勝利の火、ファロバーグを祀る宮殿で、その者たちの集会が開かれた。

そして、十分な形での話し合いと考えがそれについてなされた。即ち、我々は手立て

を見出さねばならず、その為に、我々の中から一人が赴き、そして、精霊たちの世界

から知識を運ぶであろう、と。即ち、現在の中にいる人々が知るであろうこと、即ち、

その信仰やまた、供物ドローン、またアーフルナガーンの祭文、おまじない、沐浴、

禊についての行事において我々が行なうであろう、精霊たちに対して、あるいは悪魔

たちに対して届くような、また、我々の魂に関する救いにすくいに対して至るであろ
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うか、あるいは否か、と。そして、その後、教えのダストゥルたちによる同意によっ

て、その者たちは、全ての人をファロバーグの火の宮殿に召集した。そして、その者

たちは全ての者から七人の男を選び出した。その者たちは精霊たちと、また、教えに

疑いがなかった。また、それらの者は自身の考え、また、言葉、また、行いがより整

い、また、より正しかった。さて、このように告げられた、「汝等は自ら打ち座せ。

また、汝等よりただ一人、この仕事において優秀で、また、より疑いなく、また、よ

り相応しい者を選べ」と。さて、その後、彼ら七人の男は打ち座した。また、七人か

ら三人を、また、三人からただ一つの者、ウィラーズが打ち選ばれた。また、彼はニ

シャプリアンと呼ばれていた。さて、その後、この話の裏を知った、彼のウィラーズ

は立ち上がった。そして、腕を組むと、また、言った、即ち、「もし、あなたがたが

私の言うことを、適宜とするのならば、望まない毒を与えないで下さい、あなたがた

がマズダニアンたちとわたしにわらしべを投ずるまでは。そして、もし、わらしべが

私の許へ来たならば、よろこんで正しい者たちと、また、邪まな者たちのいる彼の所

の許へ行きましょう。そして、この便りを正しく運び、また、直ちに持ちかえるでし

ょう」と。さて、その後、彼らマズダニアンたちと私はわらしべを取った。始めの回

は、良い思いにおいて、亦、二番目の回には、良い言葉において、三度めの回には、

良い行いにいて、三本のわらしべは全てウィラーズの許へ来た。

第二章

【逐語訳】

002-01) 扠、彼のウィラーズには七姉妹が居た。002-02)而して、彼女たち七姉妹た
ちは全てウィラーズにとっての妻で有った。002-03)そのものたちにはおしえがあり、
ことばがそらんじられて居た。002-04)扠、そのものたちが聞きつけたので、そのも
のたちはおしえをわすれ、おおきくさけび、きて居り、002-05)亦、いいたてて居り、
亦、泣いて居た。002-06)而して、マズダニアンたちのあつまりのまえに於いて至り
居て、002-07)打ち居ると、亦、あいさつを為して、002-08)亦、言う、即ち、此の事
を為すこと勿れ、汝等マズダニアンたちよ。002-09)何故なら我等なな姉妹也、亦、
彼はひとりのあにである。002-10)われらなな姉妹の全ては兄である彼の配偶者也。
002-11)ちょうど、七よこぎとしたの一はしらに於いて建てられた、いえの戸口の其
の有るように、002-12)彼の其のはしらを打ち外せば、其れらよこぎは打ちくずれる。
002-13)そのように、我等なな姉妹にとって此の兄はひとつのもの也。此れはわれら
のいのちであり、亦、支えである。002-14)みつかいたちに由る全てのよいものは、
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彼に由る也。002-15)汝等がとき以前に、いけるものたちの此こ従り出て、なきもの
たちの彼のところに於いて行こうとする。002-16)我等の上にいわれないしいたげを
することに為るだろう、と。002-17) 扠、爾後、マズダニアンたちによって、それら
のような其のことばがきかれ、彼女らななしまいたちのために、やすらぎを与え、

002-18)亦、いわれた（こと）、即ち、我等はウィラーズを七日の内に、すこやかなか
らだで汝等に差しわたすであろう。002-19)亦、此のよろこびのへいわが、此の男に
打ち残されるであろう」と。002-20) 扠、爾後、彼女たちはどういを為した。002-21)
扠、爾後、彼のウィラーズはマズダニアンたちの前で、手をわきのしたに於いて組み、

亦、彼たちに対していわれた（こと）、002-22)即ち、ならい有り、たましいたちを仰
ぎ、亦、のみ食いして、亦、ゆいごんを為すようにという。爾後に、酒とどくを与え

よ、と。002-23)ダストゥルたちによってめいじられた（こと）、即ち、そのように為
せ、と。002-24) 扠、爾後、おしえのダストゥルである彼らは、たましいのいえの中
に、正義よりなる所の三十だんを、其れにふさわしいところに於いてうつした。002-
25)而して、彼ウィラーズは頭と、亦、からだを打ち洗った。亦、あたらしい所のふ
くをきて、002-26)上によいものを打ちかけ、清潔な所のながいす上に清潔であたら
しいおおいぬのをひろげた。002-27)清潔ないすのおおいぬのの上に打ち座すと、
002-28)亦、ドローンを供養し、亦、たましいをしのび、亦、たべものを食した。002-29)
扠、爾後、彼らおしえのダストゥルたちによって、黄金の三さかずきに酒とウィシュ

タースプのどくが満たされた。002-30)而して、それらのものは、ひとつのさかずき
を、よいおもいに於いて、亦、ふたつめのさかずきを、よいことばに於いて、亦、み

っつめのさかずきを、よいおこないに於いて、ウィラーズの許にむけ渡した。002-31)
而して、かれは其の酒と亦、どくを打ち食うと、亦、さめているうちは、ことばを打

ちとなえ、而して、おおいぬのの上で寝た。002-32)彼らおしえのダストゥルたちと
なな姉妹は七昼とよるに、つねにもえるひに於いて、また　、差したしながら、アヴ

ェスターやゼンドのおしえに関わるまじないを打ち称える。002-33)亦、ナスクが勤
められ、亦、ガーサーがうたわれ、亦、やみの中でまもりつづけて居た。002-34)亦、
其れらなな姉妹たちは彼のウィラーズの許のおおいぬのの所のまわりの所に於いて座

して居て、002-35)亦、なな昼よるにアヴェスターを勤めた。002-36)マズダニアンた
ちのおしえのダストゥルたち、亦、ヘルベドたち、亦、モベドたちのすべてと共に、

其れらなな姉妹たちによって、ただしさに於いてみまもることは、けっして打ち怠ら

れることは無かった。

【意訳】
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さて、彼ウィラーズには七姉妹がいた。そして、彼女たち七姉妹は全てウィラーズの

妻であった。彼女たちにも教えがあり、言葉を諳んじていた。さて、そのものたちが

聞きつけて、彼女たちは教えを忘れ、大声で叫び、やって来て、言い立てては、泣き

叫んだ。そして、マズダニアンたちの集会の前に至り、そこに来て、また挨拶をして、

また、言う、即ち、「このような事をしてはなりません、汝等マズダニアンたちよ。

何故なら、私たちは七姉妹であります、そして、彼は一人の兄であります。私たち七

姉妹の全ては兄である彼の配偶者です。ちょうど、七つの横木と下の一本の柱によっ

て建てられた、家の戸口があるように、彼のその柱を打ち外せば、それら横木は打ち

崩れます。そのように、私たち七姉妹にとって、この兄は一つのものであります。こ

れは私たちの命であり、また、支えであります。精霊たちによる全ての善い物は、彼

によっています。汝等が死期より以前に、生きた者たちのここから出て、亡者たちの

あのところになきものたちの彼のところに遣ろうとする。私たちの上に言われない害

をなすことになるでしょう」と。さて、それから、マズダニアンたちは彼女たちの言

葉を聞いて、彼女たち七姉妹を安堵させ、そして、言った、即ち、「私たちはウィラ

ーズを七日の内に、元気な体で貴方方に差し渡すであろう。また、この喜びの平安が、

この男に打ち残されるであろう」と。さて、それから、彼女たちは同意した。さて、

その後、彼のウィラーズはマズダニアンたちの前で、腕を組んで、彼たちに向かって

言った、即ち、「習慣が有る、祖霊を仰ぎ、また、飲食して、また、遺言をするよう

にという。その後に、酒と毒をお与え下さい」と。ダストゥルたちは命じた、即ち、

「そのように為せ」と。さて、それから、教えのダストゥルである彼らは、精霊の家

の中に、正義よりなる三十段を、それにふさわしいところ移した。そして、彼ウィラ

ーズは頭と、また、身体を打ち洗った。また、新しい服を着て、上から良い物を掛け、

清潔な長いすの上に清潔で新しい覆い布を広げた。清潔ないすの覆い布の上に打ち座

すと、また、ドローンを供養し、また、祖霊を偲び、また、食べ物を食した。さて、

その後、彼ら教えのダストゥルたちは、黄金の三つの杯に酒とウィシュタースプの毒

を満たした。そして、それらの者は、最初の杯を、「善い思い」において、また、二

つ目の杯を、「善い言葉」において、また、三つ目の杯を、「善い行い」において、ウ

ィラーズのもとに差し渡した。そして、彼はその酒とまた、毒を打ち食うと、また、

覚めているうちは、言葉を打ち称え、そして、覆い布の上で寝た。彼ら教えのダスト

ゥルたちと七姉妹は七昼夜に、常に燃える火において、また、差し足しながら、アヴ

ェスターやゼンドの教えに関わるまじないを打ち称える。また、ナスクを勤め、また、

ガーサーを詠い、また、闇の中で護り続けていた。そして、それら七姉妹たちは彼の
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ウィラーズのもとの覆い布の周りで座していて、また、七昼夜にアヴェスターを勤め

た。マズダニアンたちの教えのダストゥルたち、また、ヘルベドたち、亦、モベドた

ちの全てと共に、それら七姉妹たちは、正しさに於いて見守ることを、けっして打ち

怠ることはなかった。

第三章

【逐語訳】

003-01) 扠、彼ウィラーズのたましいは、からだ従りダイティク之みねのチンヴァト
はしの許へ行き、003-02)亦、なな昼よるに再帰し、亦、からだの中へ入った。003-03)
ウィラーズはあたかも其の快い所のゆめ由りさめた時のようにおき上がった、003-04)
ヴァフマンをおもいつつ、亦、たのしみつつ。003-05) 扠、おしえのダストゥルたち、
亦、マズダニアンたちと共に其れら姉妹たちは、それらのウィラーズがよろこび、亦、

たのしく為っているようなのを見て、003-06)而して、それらによっていわれたこと、
即ち、よくぞ届けた、我等マズダニアンのつかい、汝ウィラーズ。なきものたちのく

に由り、いきものたち之此のくに迄、届けた、と。003-07)ウィラーズ之前において、
彼らヘルバルトたち、亦、おしえのダストゥルたちのあいさつが為された。003-08)
而して、爾後、ウィラーズに対して見られたようなおかえしが送られ、亦、あいさつ

が為された。いわれたことは、即ち、汝等にむけて、あるじオフルマズドと、亦、ア

マフラスパンダたち従りのめぐみを。003-09)亦、スピターマたち之ただしいザルド
ゥシュト従りのめぐみを。003-10)亦、ただしいスローシュと、亦、みつかいアード
ゥル、亦、おしえに関わるマズダニアンたちの栄光に従るめぐみを、と。003-11)亦、
ほかのただしいものたちに従るめぐみ、亦、よいこと、亦、やすらぎの、ほかのいわ

れた所のたましいたち従りのめぐみを、と。003-12) 扠、爾後、おしえのダストゥル
たちによっていわれた（こと）、003-13)即ち、よくぞここに、ウィラーズである所の
汝、我等マズダニアンたちのつかいよ。亦、汝にもまためぐみあれ。003-14)あなた
において見られた、其れ全てをただしく我々に対して述べよ、と。003-15) 扠、彼ウ
ィラーズはいった、即ち、是れがはじめのことばである。003-16)即ち、はらがへっ
たものたち、亦、のどがかわいたものたちは、まず、のみものが与えられるべきであ

る。003-17)而して、爾後、といへの言葉がなされ、しごとがめいぜられるべきであ
る、と。003-18)爾後、おしえのダストゥルたちによってめいぜられた（こと）、即ち、
よろしく、亦、ひろい、と。003-19)亦、よくつくられた所のたべものや、亦、よい
かおりの、亦、こまごまとした、亦、つめたい水や、亦、酒がだされた。003-20)亦、
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それらによってドローンが供えられ、亦、ウィラーズのいのりが持たれ、亦、たべも

のが食されて、亦、しつらえられたミヤズドへのいのりが打ちのべられた。003-21)
亦、オフルマズドとアマスラスパンドたちに関するほめたたえ、亦、アマスラスパン

ドたちのホルダードやアムラダードに関するかんしゃと、亦、アフリナガーンがいわ

れた。003-22)亦、かれによってめいじられた（こと）、即ち、かしこく、亦、まなん
だ所のかきてを連れてくるように、と。003-23)亦、それらによって、なれて、亦、
かしこい所のかきてが連れられ、亦、前に座した。003-24)而して、ウィラーズに依
っていわれたこと全てが、ただしく、あきらかに、亦、こまかくかかれた。

【意訳】

さて、彼ウィラーズの魂は、身体からダイティク峰のチンヴァト橋のところへ行き、

そして、七昼夜目に再帰して、また、身体の中へ入った。ウィラーズはあたかもその

快い夢から覚めた時のように起き上がった、ヴァフマン（善思）を思い、また、楽し

みながら。さて、教えのダストゥルたち、また、マズダニアンたちと共にそれら姉妹

たちは、それらのウィラーズが喜び、また、楽しくしているような様を見て、そして、

彼らは言った、「よくぞ届けた、私たちマズダニアンの使者、汝ウィラーズよ。亡者

の国から生ける者たちのこの国まで、届けた」と。ウィラーズの前で、彼らヘルバル

トたち、また、教えのダストゥルたちは挨拶した。そして、その後、ウィラーズへ見

られたような返礼がなされ、また、挨拶がなされた。言われたとは、即ち、「貴方方

へ、主オフルマズドと、また、アマフラスパンダたちからの恵みを。また、スピター

マ一族の正しいザルドゥシュトからの恵みを。また、正しいスローシュと、また、精

霊アードゥル、また、教えに関わるマズダニアンたちの栄光からの恵みを」と。また、

他の正しい者たちからの恵みを、亦、善、また、安楽、他の賞賛された霊魂たちから

の恵みを」と。さて、その後、教えのダストゥルたちは言った、即ち、「ようこそこ

こへ、貴方ウィラーズよ、私たちマズダニアンたちの使者よ。また、貴方にもまた恵

みあれ。貴方が見たその全てを正しく私たちに述べよ」と。さて、彼ウィラーズは言

った、即ち、「是れが始めの言葉である。即ち、空腹なものたち、また、のどが渇い

たものたちには、まず、飲み物が与えられるべきである。そして、その後、質問への

回答がなされるべきであり、仕事が命ぜられるべきである」その後、教えのダストゥ

ルたちは命じた、即ち、「宜しく、また、寛容に」と。そして、良く調理された食べ

物や、また、良い香りの、また、繊細な、また冷たい水やまた酒が供された。彼らは

ドローンを供養し、また、ウィラーズは祈りを捧げ、そして、食べ物を食し、また、
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設えられたミヤズドへの祈りが称えられた。また、オフルマズドとアマスラスパンド

たちへの賞賛、また、アマスラスパンドたちのホルダードやアムラダードへの感謝と、

また、アフリナガーンの祭文が陳べられた。そして、彼は命じた、即ち、「賢く、ま

た、熟練した書記を連れてくるように」と。また、彼らは、熟練し、また、賢い書記

を連れてきて、そして、前に座らせた。そして、ウィラーズが述べたこと、全てが正

しく、明確に、また詳細に書かれた。

第四章

【逐語訳】

004-01) 扠、かれによって、このようにかくようにめいじられた（こと）、004-02)即
ち、はじめの夜の其の所に於いて、私に対して、ただしいスローシュと亦みつかいア

ードゥルが打ちきたった。004-03)亦、それによって、私に対して敬礼が捧げられ、
亦、いわれた（こと）、004-04)即ち、よく来られた。汝、アルダー・ウィラーズよ。
復た、あなたは来られたと雖も、ときは未だ為らず」と。004-05)私によっていわれ
た（こと）、つかいであります、と。004-06)而して、爾後、まされるただしいものス
ローシュとみつかいアードゥルは私の手之其れをさきへと取った。004-07)はじめの
あゆみは、よいおもいに於いて、亦、ふたつめのあゆみは、よいことばに於いて、亦、

みっつめのあゆみは、よいおこないに於いて、オフルマズドによってつくられた、つ

よい所の大いなるまもり之チンヴァトはしの所に至り居るまで。004-08)其の処に対
してやってきた時、004-09)亦、わたしによってなくなったものたちの其のたましい
が見られた。それらにとって、三晩之其の中の時、はじめはからだに関してまくらに

於いてたましいは座した。004-10)亦、其れに関してガーサーのことばがとなえられ
た。004-11)ウシュター・アフマーイ・ヤフマーイ・ウシュター・カフマーイチード、
即ち、彼のとく、すべての者のとくに関わる是れ従り其のよい彼、と。004-12)亦、
それには３ばんの其の中で、おおくのよいことや、亦、やすらぎの其れが、亦、かれ

にやって来て、004-13)ゲーティーグに於けるとくのふかさのように見られた.004-14)
ゲーティーグに於いて是の一人によって為されたこと迄のように、亦、それにとって

よりやすらかに、亦、よりかがやかしく、亦、よりたのしげに現れる。004-15)みっ
つめ之あけがたに於いて、ただしい所のたましいである彼は、芳しいきぎのかおりの

中に打ち供される。004-16)亦、それにとって、いきているものたちの中で、はなに
至り来た中のかおりの芳しさのふかさの全てのような其のかおりは、より芳しく思わ

れた。004-17)亦、其のかおりは、よりみなみのかた従り、みつかいたち之かた従り
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打ち来る。004-18) 扠、それには自身のディーンに従る其れ、亦、自身のおこないに
従る其れが、うつくしい所のからだのおとめが、すこやかに見える所に於いて、即ち、

すなおさに於いて、はぐくまれて居た。004-19)まえにでたむねは、即ち、それのむ
ねは据えられた所に戻り、こころと、亦、たましいははしる。004-20)それの其のか
らだは、このようにかがやき、若し、よりたのしく、みることによって、よりともに

いたい。004-21)而して、ただしいものたちのたましいである所の其れは、其のおと
めに就いてたずねた（こと）、004-22)即ち、汝は誰為るか、亦、あなた自身は何為る
か。わたしによって、いきているものたちのゲーティーグに於いて、汝である所の其

れ従りも、よりうつくしく、亦、よりすぐれたからだのおとめは、かつて誰も見られ

たことが無い、と。004-23)而して、それについて、自身のディーンである所の其れ、
亦、自身のおこないである所の其れは、こたえをあたえた。004-24)即ち、我は汝之
おこないで有る。よいおもいに関する、よいことばに関する、よいおこないに関する

所のわかものよ。よいディーンよ。004-25)汝に関わるこころざしと、亦、おこない
故に、時に私はこのようにおおきく、亦、優れて、亦、かぐわしく、亦、かちほこっ

て、亦、とがなく居る、汝が思うがごとくに。004-26)汝によって、ゲーティーグに
於いて、其れ、すなわちガーサーがとなえられ、亦、あなたによって、よりよい所の

水が仰がれ、またあなたによってひがまもられた。004-27)亦、あなたによって、遠
く従りやってきた者であれ、ちかく従りの者であれ、そのただしい所の男がよろこば

れた。004-28)時に、私はじょうぶに為って居たが、而して、あなたによってさらに
じょうぶに為って居た。004-29)亦、時に、私はうつくしく為って居たが、而して、
あなたによってさらにうつくしく為って居た。004-30)亦、時に、ねうちあるように
為って居たが、而して、あなたによってさらにねうちあるようになって居た。004-31)
亦、時に、なのあるものたち之おうざに座して居たが、而して、あなたによって、よ

りなのあるものに座するようになって居た。004-32)亦、時に、たたえられるべきも
のに為って居たが、而して、あなたによってよりたたえられるべきようになって居た。

004-33)汝がなした所の是のよいおもい、亦、よいことば、亦、よいおこないに於い
て。004-34)汝はただしい所の男であり、爾後、汝に従って仰がれるだろう、004-35)
オフルマズドとのこころにおけるうやまいと、亦、やりとりに関わる其れに於いて。

時に、こころのときにおいて、オフルマズドのために、うやまいと、亦、ただしい所

のやりとりが為された。亦、それによってやすらぎがある、と。

【意訳】

さて、彼はこのように書くように命じられた。即ち、初めの夜に、私のところへ、正
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しいスローシュと精霊アードゥルがやって来た。そして、彼らは私に敬礼をして、言

った。即ち、「よく来られた。汝、アルダー・ウィラーズよ。同じように、あなたは

来たけれども、死期にはまだなっていません」と。私は言った、「使者であります」

と。そして、その後、勝利と正しさのスローシュと精霊アードゥルは私の手を取った、

第一歩は、善い思いにおいて、また、第二歩は、善い言葉において、また、第三歩は、

善い行いにおいて、オフルマズドによって創造された、堅固で偉大な守護のチンヴァ

ト橋に至るまで。その場所にやってきた時、私は亡者たちの魂を見た。彼らにとって

三晩目のその時に、初めは身体の枕元に霊魂は座っていた。また、その者についてガ

ーサーの語句が称えられていた。「ウシュター・アフマーイ・ヤフマーイ・ウシュタ

ー・カフマーイチード」即ち、「彼の功徳と全ての者の功徳があるそのことによって

善良な彼がある」と。また、彼には三晩の間に、多くの善い事や安楽が彼に訪れて、

ゲーティーグにおける功徳の深さのように見えた。ゲーティーグにおいてこの一人に

よってなされたことのすべてが、彼にとってより安らかな、より輝かしく、より楽し

げなものとして現れる。三つ目の明け方に、正しい霊魂である彼は、芳しい樹木の香

りの中に打ち供される。また、彼にとって、生きている者たちの世界でも、鼻に至り

来た中の香りの芳しさの深さ全てのような其の香りは、より芳しく思われた。また、

そのかおりは、より南の方向から、精霊たちの方向からやって来る。さて、彼には自

身の良心であるディーンに由来する、また、自身の行為に由来する美しい身体の乙女

が、健やかに見えるように、すなわち、素直に育まれていた。前にでた胸は、即ち、

彼女の胸は据えられたところに戻り、心と霊魂は走る。彼女のその身体は、このよう

に輝き、もし、より楽しく見ることがあれば、さらに一緒にいたくなる。そこで、正

しい者の霊魂である彼は、その乙女に尋ねた。即ち、「貴女は誰ですか、また、貴女

自身は何者ですか。私は生きている者たちの世界ゲーティーグでは、貴女よりもより

美しく、より優れた身体の乙女は、かつて誰も見たことがありません」と。そして、

その問いに対して、彼自身のディーンであり、自身の行為である彼女は、答えた。即

ち、「私は貴方の行為です。善い思いの、善い言葉の、善い行為の若者よ。善いディ

ーンよ。貴方の志と行いのおかげで、今、私はこのように偉大で優れて芳しく勝利に

満ちて過失なくいるのです、貴方が思うそのように。貴方は、ゲーティーグにおいて、

ガーサーを称え、より良い水を仰ぎ、また火を護った。また、貴方は、遠来の者であ

れ近くから来た者であれ、その正しい男を慶んだ。時に、私は丈夫になっていたが、

さらに貴方によってより丈夫になっていた。また、時に、私は美しくなっていたが、

さらに貴方によってより美しくなっていた。また、時に、価値高くなっていたが、さ
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らに貴方によってより価値高くなっていた。また、時に、高名な者たちの王座に座し

ていたが、さらに貴方によってより高名なものに座するようになっていた。また、時

に、賞賛されるべきものになっていたが、さらに貴方によってより賞賛されるべきよ

うになっていた。貴方が為したこの善い思い、善い言葉、善い行いのおかげで。貴方

は正しいの男であり、今後、貴方にしたがって仰がれるでしょう、オフルマズドとの

心における信仰と道交についての行為のおかげで。時に、心の時において、オフルマ

ズドのために、信仰と正しい道交が為された。亦、それによって安らぎがある」と。

第五章

【逐語訳】

005-01)爾後、其のチンヴァトばしは、９のまもり之ながやりに再び為った。005-02)
ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥル之とものものに於いて、私はチンヴ

ァトばしに於いてやすやすと、亦、ひろびろと、亦、勇みいさんで、亦、かちほこっ

て打ち渡って居た。005-03)みつかいミフルや、亦、みちに関わるラシャンや、亦、
すぐれたヴァイや、亦、ちからづよいみつかいバフラームや、亦、よのなかをやしな

いつくる、みつかいアシュタードや、亦、マズダニアンたちに関わる優れた所のおし

えに関わる栄光、005-04)亦、ただしいものたちに関わるフラヴァシや、亦、ほかの
みたまたちが、私アルダー・ウィラーズに対して、まっさきに敬礼を為して居た。

005-05)亦、わたしによって、すなわち私アルダー・ウィラーズによってみられた（こ
と）、まことに関わるラシャンの其のきいろい所のきん之はかりが手に於いてもたれ、

亦、かれは、ただしさと、亦、よこしまをはかる。005-06)扠、爾後、ただしいスロ
ーシュと、亦、みつかいアードゥルは、私之手をしっかり取った。005-07)而して、
いわれた（こと）、即ち、打ちともないなさい、わたしたちは汝に対してみせましょ

う、らくえんと、亦、地獄、亦、ひかりと、亦、やすらぎ、亦、やわらぎと、亦、ゆ

たかさと、亦、さいわいと、亦、やすらかさと、亦、しあわせと、亦、たたえられた

かぐわしさと、亦、ただしいものたちへのむくい迄を、と。005-08)亦、わたしたち
はあなたにみせましょう、じごくに於けるくらやみと、亦、かなしみと、亦、くるし

みと、亦、よこしまと、亦、いたみと、亦、がいと、亦、あくと、亦、くつうと、亦、

やまいと、亦、きょうふと、亦、あやうさと、亦、くささと、亦、さまざまなばつ、

悪魔たちによって、亦、まほうつかいたちによって、つみびとたちによって為される

ところの其れを、と。005-09)亦、わたしたちはあなたにみせましょう、ただしい所
のばしょと、亦、いつわりである所の其れを、と。005-10)亦、わたしたちはあなた



151

に、みせましょう、オフルマズドや、亦、アムシュラスパンドにおけるよいしんこう

に関わるむくいと、亦、てんごくに於けるよいこと、或いは、じごくに於けるよこし

まなことに関して、005-11)亦、みつかいたちや、亦、アムシュラスパンドに関わる
実在と、亦、アフリマンや、亦、悪魔たちの非実在と、亦、すくいと、亦、さいごの

からだに関わる有ることを。005-12)亦、わたしたちはあなたにみせましょう、オフ
ルマズドや、亦、アムシュラスパンドに依る、ただしいものたちに関わるむくいを、

てんごくの内のその中で、005-13)亦、わたしたちはあなたにみせましょう、アフリ
マンや、亦、悪魔たちやよこしまなものたちに依る、わるいものたちに対する、さま

ざまな所のいたみとばつを、じごくの内のその中で、と。

【意訳】

その後、そのチンヴァト橋は、９の長槍の広さに再びなった。正しいスローシュと精

霊アードゥルの同伴のもと、私はチンヴァト橋を易々と、ひろびろと、勇みいさんで、

勝ち誇って打ち渡った。精霊ミフルや、道義のラシャンや、勝れたヴァイや、力強い

精霊バフラームや、世界を増長する精霊アシュタードや、マズダニアンたちの優れた

教えの栄光、また、正しい者たちの祖霊フラヴァシや、他の御霊たちが、私アルダー・

ウィラーズに対して、まっさきに敬礼をなした。また、私アルダー・ウィラーズは見

た、公正のラシャンが黄金の秤を手に持ち、正しさと邪まを量るのを。さて、その後、

正しいスローシュと精霊アードゥルは、私の手をしっかり取った。そして言った、即

ち、「打ちともないなさい、私たちは貴方に見せましょう、楽園と地獄を、また、光

と安らぎと和らぎと豊かさと幸いと安らかさと幸せと賞賛される芳しさと、正しい者

たちへの報いまでを」と。また、「私たちは貴方に見せましょう、地獄における暗闇

と悲しみと苦しみと邪まと痛みと害と悪と苦痛と病と恐怖と危うさと臭さと、また

様々な罰、悪魔たちによって、魔法使いたちによって、罪人たちによってなされると

ころのそれを」と。また、私たちは貴方に見せましょう、正しい場所と、また偽りで

あるそれを」と。また、「私たちは貴方に見せましょう、オフルマズドやアムシュラ

スパンドにおける善い信仰による報いと天国における良いこと、或いは地獄における

邪まなことについて、また、精霊たちやアムシュラスパンドの実在とアフリマンや悪

魔たちの非実在と、救済と最後の身体があることを。また、私たちは貴方に見せまし

ょう、オフルマズドやアムシュラスパンドによる、正しい者たちの報いを、天国のそ

の中で。また、私たちは貴方に見せましょう、アフリマンや悪魔たちや邪まな者たち

による、悪い者に対しての様々な痛みや罰を、地獄のその中で」と。
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第六章

【逐語訳】

006-01)一つのばしょにわたしたちはやってきて居た。006-02)而して、わたしによっ
て、いくらかのひとたち之たましいが見られた。其のものたちは、おなじように立っ

て居た。006-03)而して、わたしによって、ただしいしょうりのスローシュと、亦、
みつかいアードゥルに向けてたずねられた（こと）、即ち、其れらは誰で有るのか、

亦、何故に依り此処に居るのか、と。006-04)ただしいスローシュと、亦、みつかい
アードゥルは言う。006-05)即ち、是のばしょはハミスタガーンと呼ばれている。
006-06)亦、是れらのたましいたちは、さいご之からだ迄、是のばしょに居る。006-07)
亦、彼ら人間之たましいは、それらのものにおいて、其のこと、ただしいおこないと、

亦、つみがつりあって居た。006-08)亦、ゲーティーグのものたちに向けて打ち述べ
よ、即ち、むさぼりや、亦、かなしみに於いて、よりすくないよいおこない之其れを

保ってはならない。006-09)何故ならば、そのものの全ての其れが、三スローシュチ
ャラナンのよいおこないよりおおいと、即ち、つみはてんごくに向かい、006-10)そ
のものの其のつみがおおいと、じごくに向かう。006-11)其の全ての二つがつりあう
と、さいご之からだ迄、是のハミスタガーンに於いて留まる。006-12)亦、それらの
ものへのばつは、たいき之うつりかわりの、さむさ、あるいは、あつさに依るもので、

それらのものには、ほかのわざわいは無い、と。

【意訳】

或る場所に私たちはやって来た。そして、私は幾らかの人の魂を見た。その者たちは、

同じようにして立っていた。そこで、私は正しいスローシュと精霊アードゥルに尋ね

た、即ち、「それらは誰なのか、何故ここにいるのか」と。正しいスローシュと精霊

アードゥルは言う、即ち、「この場所はハミスタガーンと呼ばれています。また、こ

れらの魂たちは、最後の身体まで、この場所にいます。それは、彼ら人間の魂は、正

しい行為と罪とが釣り合っていました。そこで、ゲーティーグの者たちによく伝えて

ください。即ち、貪りや悲しみがある中で、より少ない善行を保ってはなりません。

何故ならば、その人の全ての善行が、三スローシュチャラナンの善行よりも多ければ、

即ち、罪があっても天国に赴き、その人の罪業が多ければ、地獄へ赴きます。その全

ての二つが釣り合うと、最後の身体の時まで、このハミスタガーンに留まるのです。

また、それらの者への罰は、大気の移り代わりにともなう、寒さや或いは暑さによる

もので、それらの者には、他の禍はありません」と。
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第七章

【逐語訳】

007-01) 扠、爾後、わたしは、よいおもいに於いて、ほしのえきに向けてはじめのあ
ゆみをさきに置く。007-02)其のばしょは、即ち、もてなしに於いて、よいおもいが
あり、亦、わたしは其のただしいひとたちのたましいが、それらにおいて、其のこと、

かがやくほしのようであり、亦、それにおいてとわにきらめく所のかがやきを見る。

007-03)亦、それらにおいて、おうざが、亦、ひかりのしたに据えられ、亦、たたえ
られ、亦、いっぱいの栄光が有った。007-04)而して、わたしによって、ただしいス
ローシュと、亦、みつかいアードゥルに向けてたずねられた（こと）、即ち、是のば

しょは何であるか、亦、是れらの人間はなんで有るのか、と。007-05)而して、それ
らについて、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルはいった。007-06)即
ち、是のばしょはほしのえきであり、亦、其れらのものはたましいで有る。007-07)
それらのものにおいて、ゲーティーグに於いて、其のこと、しんこうがなされ無かっ

たし、亦、ガーサーがとなえられることが無かったし、亦、きんしんこんがなされる

ことが無かった。007-08)亦、それらのものにおいて、たばねることや、亦、おさめ
ること、亦、けんいがなされて居たのでは無かったが、007-09)そのほかに於いて、
ただしいよいおこないが為されて居た、と。

【意訳】

さて、その後、私は「善い思い」によって、星の駅へと第一歩をすすめ置いた。その

場所は歓待に「善い思い」があった。そして、私は、正しい人たちの魂が輝く星のよ

うであり、そこでは永遠に煌く輝きを見る。また、彼らには、王座が光の下に据えら

れ、賞賛と満ち溢れる栄光があった。そして、私は正しいスローシュと精霊アードゥ

ルに尋ねた。即ち、この場所は何であるのか、また、これらの人間は何であるのか」

と。そして、彼らについて、正しいスローシュと精霊アードゥルは言った。即ち、「こ

の場所は星の駅であり、また、それらの者は魂である。それらの者は、ゲーティーグ

において、信仰がなく、ガーサーを唱えることもなかった、近親婚がなされなかった。

また、彼らは、リーダーシップを取らず、治めることもなく、権威をもつこともなか

ったが、それ以外では正しく善い行為がなされていた」と。

第八章

【逐語訳】

008-01)わたしが、ふたつめのあゆみを其のばしょ、即ち、もてなしに於いてよいこ
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とばがある、つきのえきによいことばですすみ置く時、008-02)而して、わたしはた
だしいものたち之大きなあつまりに関わる所の其れを見る。008-03)亦、わたしによ
って、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルに向けてたずねられた（こと）、

即ち、是のばしょはなんであるか、亦、是れらのたましいたちは誰で有るのか、と。

008-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。008-05)即ち、是の
ばしょはつきのえきであり、亦、是れは其のものたちのたましいであり、それらのも

のによって、ゲーティーグに於いて、其のこと、しんこうがなされ無かったし、亦、

ガーサーがとなえられることが無かったし、亦、きんしんこんがなされることが無か

った。008-06)而して、ほかのよいおこないに於いて此処に向けてやってきて居る。
008-07)亦、それらのものにおいて、ひかりは、つき之ひかりに対しておなじである。

【意訳】

私が第二歩を「善い言葉」によって、その場所、即ち、歓待に「善い言葉」がある月

の駅にすすみ置いた時、私は正しい者たちの大会衆を見る。そして、私は正しいスロ

ーシュと精霊アードゥルに尋ねた。即ち、「この場所は何であるか、これらの魂たち

は誰であるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う、即ち、「この場所

は月の駅であり、これはその者たちの魂であり、それらの者によって、ゲーティーグ

において信仰がなく、ガーサーを唱えることもなかった、近親婚がなされなかった。

しかし、他の善い行為によってここへやって来た。それらの者の光は月の光と同じで

ある」と。

第九章

【逐語訳】

009-01)わたしがみっつめのあゆみを、よいおこないに於いてさきに置く時、そこは、
即ち、もてなしに於いてよいおこないがあり、そこに向けてわたしはつく。009-02)
もっともすぐれたものたちのなかのもっともすぐれた所の光と呼ばれる。009-03)亦、
わたしは見る、おうざと、亦、きんでできた所のおおいに於いて、ただしいものたち

に関わる其のことを。009-04)亦、人間たちが居て、それらのものにおいて、其のこ
と、たいようのひかりに対しておなじである所のひかりが有った。009-05)而して、
わたしによって、ただしいスローシュとみつかいアードゥルに向けてたずねられた（こ

と）、即ち、是れはどのようなばしょであり、亦、其れらのたましいは誰であるのか、

と。009-06)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。009-07)即ち、
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是れはたいようのえきで有り、亦、其れたちのものはたましいで有り、それらのもの

において、其のこと、ゲーティーグに於いて、よいまつりごとや、亦、おさめや、亦、

けんいがおこなわれた、と。

【意訳】

私が第三歩を「善い行為」においてさきに置く時、そこは、即ち、歓待において「善

い行為」がある、そこへと私は到着する。それは、最も優れた者たちの中でも最も優

れた光と呼ばれる。そして、私は、正しい者たちの金製の覆いがある王座を見る。ま

た、人間たちがいて、太陽の光と同じ光輝があった。そこで、私は正しいスローシュ

と精霊アードゥルに尋ねた、即ち、「これはどのような場所であり、それらの魂は誰

であるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは太陽の

駅であり、また、それらの者は魂であり、その者たちは、ゲーティーグにおいて、善

い政治や統治、また、権威が保たれた」と。

第十章

【逐語訳】

010-01)わたしはよっつめのあゆみをさきに置く、すべてのやすらぎのガロードマン
之光に関わる其れに向けて。010-02)而して、われわれに向けて其れらのなきものた
ちのたましいがやって来て、亦、すこやかさをたずね、たたえることを為す。010-03)
而して、是のことを言う、即ち、ただしいものである汝は、どのようにして打ちきて

居るのか。010-04)あやうい所の其れ従り、亦、大変よこしまなせかいを過ぎて、か
なしみのない所のせかい、あやうさのない是れに向けて、あなたは来て居る。010-05)
亦、ふめつを享受するのです。何故なら、あなたは此処ではたのしみをこころのとき

において見るのです」と。010-06) 扠、爾後、オフルマズド之ひ、みつかいアードゥ
ルが、それら之其れ従りまえに来て、私に対して一れいを為し、010-07)而して、そ
れにおいて、即ち、ようこそ此処へ、汝、アルダー・ウィラーズよ、マズダニアンた

ちのつかいである所のゆたかな薪よ、と。010-08)亦、爾後、私は敬いを為し居て、
亦、いって居た。010-09)即ち、善哉、汝、みつかいアードゥルよ。ゲーティーグに
於いて、すべての薪とかおりがななとせを過ぎて汝に対して置かれたところの其れよ。

010-10)亦、わたしによって、ゆたかな薪と呼ばれる、と。010-11)而して、爾後、オ
フルマズド之ひ、みつかいアードゥルは言う。010-12)即ち、打ち来たれ、汝に対し
てさきにみせる為に。私に於いて上に置かれたゆたかな薪に関わる水之みずうみに関

わる其れを。010-13)而して、一つのばしょにすすみ導かれ、亦、ふかみどり之水の
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おおきい所のみずうみがしめされた。010-14)而して、いった、是れが其のみずで有
り、薪の其れに打ちそそがれた所の其れで、汝が私の上に置いたものである、と。

【意訳】

私は第四歩を先に置く、全ての安らぎであるガロードマンの光へと。そこで、我々の

ほうへ亡き者たちの魂がやって来て、健やかさを尋ね、賞賛した。そして、このよう

に言う、即ち、「正しい者である貴方は、どのようにしてやって来たのか。危険で大

変邪悪な世界を過ぎて、悲しみのない世界、危うさのないこの世界へ、あなたは来て

いる。そして、不滅を享受するのです。何故なら、あなたはここで心の時間において

たのしみを見るのですから」と。さて、その後、オフルマズドの火である精霊アード

ゥルが、それらの魂たちより前に出て、私に一礼して、そこで、即ち、「ようこそこ

こへ、汝、アルダー・ウィラーズよ、マズダニアンたちの使者である豊かな薪よ」と

（言った）。それから、私は敬礼して言った、即ち、「ようこそ、貴方、精霊アードゥ

ルよ。ゲーティーグにおいて、全ての薪と芳香が七年を過ぎて供養されたところの貴

方よ、私によって、豊かな薪と称される」と。そして、その後、オフルマズドの火で

ある精霊アードゥルは言う。即ち、「一緒に来なさい、貴方にさきで見せたいものが

あります。私の上に供えられた豊かな薪にまつわる湖の水のそれを。そして、ある場

所にすすみ導かれ、深緑の水の大きな湖が示された。そして、言われた、「これがそ

の湖です、薪に打ちそそがれた水で、汝が私の上に捧げたものである」と。

第十一章

【逐語訳】

011-01)扠、爾後、きんでできた所のおうざ従り、アマフラスパンドのヴァフマンが
立ち、011-02)亦、それによって私の手の其れがすすみ取られた、よいおもいと、亦、
よいことばと、亦、よいおこないに於いて、オフルマズドや、亦、アマフラスパンド

たち、亦、そのほかのただしいものたち之享受するいえへ向けて。011-03)亦、スピ
ターマたち之ザラドゥシュトに関わるそれいや、亦、カイ・ウィシュタスプや、亦、

シャマスプや亦、ザルドゥシュトたちに関わるイサドヴァスタルや、亦、そのほかの

おしえのしんじゃたちや、亦、おしえのしどうしゃたちに関わる享受するいえへ向け

て。011-04)わたしによって、其れよりさらにかがやき、亦、さらにうつくしいとこ
ろの其れは、かつて見られて居たことが無かった。011-05)而して、ヴァフマンは打
ち　…　011-06)即ち、是れはオフルマズドである、と。011-07)亦、わたしにおいて、
そのまえに於いてらいはいを捧げたいと願われた。011-08)而して、それによって私
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に対していわれた（こと）、即ち、アルダー・ウィラーズよ、汝に対してうやまいを、

よく来て居た。011-09)あなたは、あやういゲーティーグ従り、是のひかり之せいな
るばしょへ向けて来て居る。011-10)而して、ただしいスローシュと、亦、みつかい
アードゥルにめいじた（こと）、011-11)即ち、そのアルダー・ウィラーズを連れてば
しょと、亦、ただしいものたち之むくいを見せよ。011-12)よこしまなものたちへの
ばつ、ながやりを打て、と。011-13)而して、爾後、ただしいスローシュと、亦、み
つかいアードゥルは、わたしの手に関わるそれをさきへと取った。011-14)亦、それ
らによって、わたしは、ばしょからばしょへと、さきへ連れられて居た。011-15)亦、
わたしはアムシュラスパンドたちを見て居た。また、わたしによって、ほかのみつか

いたちも見られた。011-16)亦、わたしによって、ガヨーマトや亦、ザルドゥシュト
や、亦、カイ・ウィスタースプや亦、フラションタルや亦、シャマスプや、ほかのよ

いおこないのものたちや亦、おしえのしどうしゃたち之フラワフルが見られた。

【意訳】

さて、その後、金製の王座からアマフラスパンドのヴァフマンが立ち、そして、彼は

私の手を先へと取った、「善い思い」「善い言葉」「善い行為」において、オフルマズ

ドやアマフラスパンドたち、またその他の正しい者たちが享受する家へ。また、スピ

ターマ一族のザラドゥシュトの祖霊や、カイ・ウィシュタスプやシャマスプやザルド

ゥシュトたちに関わるイサドヴァスタルやその他の教えの信者たちや教えの指導者た

ちの享受する家へ。私は、それよりさらに輝き、さらに美しいものを、かつて見たこ

とがなかった。そして、ヴァフマンは打ち…　　即ち、「これはオフルマズドである」

と。そして、私は、その前で礼拝を捧げたいと願った。また、彼は私に言った、即ち、

「アルダー・ウィラーズよ、汝に対してうやまいを、よく来た。汝は、危ういゲーテ

ィーグから、この光の聖なる場所へ来ている」と。そして、正しいスローシュと精霊

アードゥルに命じた、即ち、「そのアルダー・ウィラーズを連れて場所と、正しい者

たちへの報いを見せよ。邪悪な者とちへの罰、長槍を打て」と。そして、その後、正

しいスローシュと精霊アードゥルは私の手を先へと取り、彼らは私を場所から場所へ

と、先へ連れていった。また、私はアムシュラスパンドたちを見ていた。また、私は

他の精霊たちも見た。また、私はガヨーマトやザルドゥシュトやカイ・ウィスタース

プやフラションタルやシャマスプや他に善い行いの者たちや、また、教えの指導者た

ちのフラワフルを見た。

第十二章
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【逐語訳】

012-01)扠、わたしは一つのばしょへと、さきに来て居て、亦、見られた（こと）、012-02)
かがやきを放った其のこうへいなものたちのたましいに関わる其のことが。012-03)
亦、すべてのひかりに於いてほかのたましいたちに関して、ぬきんでていた。012-04)
亦、オフルマズドがたえずたたえる其れは、あかるく亦、つよい所のこうへいなもの

たちのたましいに関わるものであった。012-05)而して、わたしによっていわれた（こ
と）、即ち、うるわしい汝、其れはこうへいなものたちのたましいがあなたで有り、

このようにほかのたましいたちに関して、ぬきんでている、と。012-06)亦、わたし
には、たたえるべきことに思われた。012-07)亦、わたしによって見られた、ゲーテ
ィーグに於いて、そのものたちによってガーサーがとなえられ、亦、うやまいがなさ

れた、其の彼のたましい之其れが、012-08)亦、オフルマズドがザルドゥシュトに対
しておしえた其のマズダニアンたちに関わる優れたおしえに於いてこくはくが為され

たところのそれが。012-09)わたしがさきに来て居た時、きんによっていろどられ、
ぎんによっていろどられ、すべてのいしょう従りももっともかがやかしい所のいしょ

うに関する其れに於いて、012-10)亦、わたしには、よりたたえられるべきものに思
われた。012-11)亦、わたしによって見られた、さいきんしんこんのものたちのたま
しい之其れが、ちからづよくつくられた、ひかりに関わる其の内に。012-12)やまの
たかさのひかりが、それにおいてある時、亦、それにおいて、たえずもえあがった。

012-13)亦、わたしには、たたえられるべきものに思われた。012-14)亦、わたしによ
って、見られた、よいあるじたちや、亦、すべらぎたちのたましいに関わる其のこと

が。012-15)そのものたちのいだいさや、亦、よさや、亦、ちからづよさや、亦、し
ょうりにみちた其れや、亦、それにおいてたえずかがやくことが。012-16)それらに
おいて、きんのたたかいのくるまに関わる其れに於いて、ひかりの内に進む時、012-
17)亦、わたしには、たたえられるべきものに思われた。012-18)亦、わたしによって、
見られた、それらにおいて、おおいなる光輝に関わる其の中に、たかいひかりに関わ

る其の内のたましいである、其のただしいことばのものたちと、亦、おおいなるたま

しいに関わる其れが。012-19)亦、わたしにはたたえられるべきものに思われた。
【意訳】

さて、私はある場所へと進み来た。そして、輝きを放つ公平な者たちの魂を見た。そ

れは全ての光において、他の魂たちよりも卓越していた。また、オフルマズドが絶え

ず称賛するのは明るく強力で公平な者たちの魂であった。そして、私は言う、即ち、

「麗しい貴方よ、それは公平な者たちの魂である、貴方であり、このように他の魂か



159

ら卓越している」と。それはまた、私には称賛されるべきことに思われた。また、私

は、ゲーティーグにおいて、ガーサーを唱え、信仰した者たちの魂や、オフルマズド

がザルドゥシュトに教示した教えでありマズダニアンたちの優れた教えにおいて告白

をおこなった者たちの魂を見た。私が先に進んだ時、金で装飾し、銀で装飾し、全て

の衣装よりも最高に輝かしい衣装のそれらについて、私にはより称賛されるべきこと

に思われた。また、私は、力強く作られた光の中に、最近親婚の者たちの魂を見た。

山の高さほどの光がそこには絶えず燃え上がっていた。それはまた、私には称賛され

るべきことに思われた。また、私は、善い主人たちや統治者たちの魂が、その偉大さ

や善良さ力強さ、そして勝利に満ちた中で絶えず輝いているのを見た。彼らが金の戦

車で光の中を行進する時、それはまた、私には称賛されるべきことに思われた。また、

私は、大いなる光輝の中、高い光の中の魂が正しい言葉の者であり、偉大な魂の者で

あるのを見た。それもまた、私には称賛されるべきことに思われた。

第十三章

【逐語訳】

013-01)扠、わたしによって、見られた、おおいなるおもい之、おおいなることば之、
おおいなるおこない之、あるじをあるじとして、それらのものにおいて、其のおっと

をあるじに於いて保つ所の彼女たちのたましいが、013-02)きんによっていろどられ
た、亦、ぎんによっていろどられた、亦、ほうせきによっていろどられた所のふくに

於いて。013-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、彼女たちはだ
れのたましいで有るのか、と。013-04)而して、それらのものについて、ただしいス
ローシュとみつかいアードゥルはいった、013-05)即ち、是れは彼女らつまたち之た
ましいである。それらのものによって、ゲーティーグに於いて、水がうやまわれ、亦、

ひがうやまわれ、亦、だいちが、亦、しょくぶつが、亦、牛が、亦、ひつじが、亦、

ほかの優れたオフルマズドに関わるつくられたものたちがうやまわれて居た。013-06)
亦、それらのものにおいて、ヤジシンや、亦、ドローンや、亦、うやまいや、亦、み

つかいたちに関わるおつとめがなされた。013-07)亦、おそなえや、亦、たましいた
ちに関わるみつかいたちに関わる、亦、ゲーティーグのものたち之みつかいたちに関

わるうやまいがなされた。013-08)亦、自分のおっとや、亦、あるじに関して、いい
つけにしたがい、亦、うやまい、亦、したがい、亦、よろこぶことをなした。013-09)
亦、マズダニアンたち之おしえに於いて、それらのものたちには、うたがいが有るこ

となく居た。013-10)よいおこないをなすことに於いてよろこびが有った。013-11)亦、
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つみ従りまもられるように為って居た。013-12)亦、わたしには、たたえられるべき
ように思われた。

【意訳】

さて、私は、大いなる思い、大いなる言葉、大いなる行為であって、主人を主人とし、

彼女たちの夫を主として保っていた魂が、金で装飾され、銀で装飾され、宝石で装飾

された衣服を着ているのを見た。そこで私は尋ねた、即ち、「彼女たちは誰のたまし

いですか」と。そこで彼女たちについて、正しいスローシュと精霊アードゥルは言っ

た、即ち、「これは彼女たち妻の魂である。彼女たちはゲーティーグにおいて、水を

敬い火を敬い大地を、亦、植物を、亦、牛や羊やその他の優れたオフルマズド之創造

物を敬っていた。また、彼女たちは、ヤジシンやドローンや信仰や精霊たちへの奉仕

をしていた。また、供物や霊魂にちなむ精霊たち、またゲーティーグにちなむ精霊た

ちを信仰した。また、自分の夫や主人については、言いつけを守り、また敬い、従い、

喜んだ。また、マズダニアンたちの教えについて、彼女たちは疑いあることなく。善

い行為をなすことに喜びをもっていた。また、罪から護られるようにもなっていた。

それもまた、私には、称賛されるべきことに思われた。

第十四章

【逐語訳】

014-01)扠、わたしによって見られた、ぎしきをおこなうひとたち之たましいや、さ
いもんをおぼえているひとたち之たましいが、たかいひかり之其の内に、亦、おおい

なるほめたたえるべきこと之其の中に於いて。014-02)亦、わたしには、ほめたたえ
るべきものに思われた。014-03)亦、わたしによって見られた、それらのものによっ
て、すべてのおしえがうやまわれ、亦、みつかいたちに関わるぎしきがおこなわれ、

亦、めいじた所の其れに関わるたましいが。014-04)それらのものにおいて、ほかの
たましいたちより上に置かれた其のことが、014-05)亦、それらのものたちにおいて、
よいおこないがそらのたかさに有ることが。014-06)而して、わたしには、たいへん
たたえられるべきものに思われた。014-07)亦、わたしによって見られた、せんしの
たましいに関わる其れが、そのものたちにおいて、もっともうえのよろこびと、亦、

たのしさと、亦、こころたのしいわかわかしさに関わる其れに於いて、亦、おさめる

もののふるまいに関する其れに於いて。014-08)亦、金でつくられた所の、ぎんでつ
くられた所のほうせきのアフズトに関わる、やくだつ所のすべてでかざられたうまの
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よろい之ゆうしゃたちの其れが。014-09)多くのいげんと、亦、ちからと、亦、しょ
うりに於いて、なみはずれたたたかいのくるま之其の内において。014-10)亦、わた
しには、ほめたたえるべきものに思われた。014-11)亦、わたしによって見られた、
ゲーティーグに於いて、そのものたちによって、多く之フラフスタルが殺されたとこ

ろの其の彼のたましいたちに関わる其のことが。014-12)亦、みずや、亦、アードゥ
ルや、亦、しょくぶつに関わる栄誉、亦、だいちの栄誉に関わるおなじく其れが、亦、

それらのものたちによって、たえずはぐくまれ、亦、たかさと、亦、かがやきの内で。

014-13)亦、わたしには、たいへんたたえられるべきものに思われた。014-14)扠、わ
たしによって見られた、えいこうのおうざに関わる其れに於いて、亦、輝いて居て、

せいしんてきふくでつつまれた、のうふのたましいに関わる其れが。014-15)それら
のものにおいて、水や、亦、じめんや、亦、しょくぶつや、亦、ひつじに関わるメー

ノーグが前に置かれ、亦、たたえられた時、014-16)亦、それらのものが、しょうさ
んと、亦、かんしゃと、亦、しゃいを述べている、亦、014-17)それらのものが、い
だいなおうざと、亦、優れたちいを得ている。014-18)亦、わたしには、たたえられ
るべきものに思われた。014-19)扠、わたしによって見られた、ゲーティーグに於い
て、それらのものによってあるじたちや、亦、すべらぎたちがほうしされたところの

其のしょくにんたちのたましいに関わる其のことが。014-20)それらのものが、よい
ぬのではられた、おおいなる、亦、ひかり、亦、かがやくおうざに於いて座して居る

時、014-21)亦、わたしには、たいへんたたえられるべきものに思われた。
【意訳】

さて、私は、高い光や偉大な称賛の中に、祭司たちや祭文を諳んじた者たちの魂を見

た。それは私には称賛されるべきことに思われた。また、私は、全ての教えを敬い、

精霊たちへの儀式を執行し、また、命じた者の魂を見た。それらの者は他の魂たちよ

りも上位に置かれ、また、善い行為が天の高さにまであることが、そのことが、私に

は大変称賛されるべきことに思われた。また、私は、至上の歓びと楽しさと愉快な快

活さの中、また統治者の振る舞いの中に、戦士の魂を、また、多くの威厳と勝利の中、

戦車の内に、全ての宝石のアフズトで飾られた金銀製の優れた馬鎧上の勇者たちの魂

を見た。それはまた、私には称賛すべきことに思われた。また、私は、それらの者に

よって絶えず育まれた高さと輝きの中、多くのフラフスタルを殺した者の魂や水や火

や植物や大地の栄誉に携った同じ魂を見た。そして私には大変称賛されるべきことに

思われた。さて、私は、栄光の王座において、輝き精神界の衣服を着た農夫の魂を見

た。それらの者の前に、水や地面や植物や羊のメーノーグが置かれて称賛される時、
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またそれらの者が称賛と感謝と謝意を述べ、偉大な王座と優れた地位を得ている。そ

れが私には称賛されるべきことに思われた。さて、私は、ゲーティーグにおいて主人

や統治者に奉仕した職人たちの魂を見た。それらの者が善い布で張られた偉大で光り

輝く王座に居る時、私には大変称賛されるべきことに思われた。

第十五章

【逐語訳】

015-01)亦、わたしによって見られた、ゲーティーグに於いて、そのものたちにおい
て、けものや、亦、羊をうませ、亦、やしなったところの其のひつじかいたちのたま

しいに関わる其れが。015-02)亦、おおかみや、亦、ぬすびとや、亦、らんぼうなひ
と従りみはり、015-03)亦、きた所のときに於いて、水や、亦、くさや、亦、たべも
のがあたえられ、015-04)亦、きびしいさむさや、亦、あつさ従りまもられ、015-05)
亦、おすを自分のばしょに於いて放した儘にし、亦、しかるべきところにかこったり

して、015-06)亦、そのものにおいて、多くのおおいなるりえきと、亦、せいかと、
亦、しなものや、亦、たべものや、亦、きせつに関わるひとびとの為のいふくが供せ

られた。015-07)それらのものにおいて、かがやかしいりえきと、亦、おおいなるや
すらぎと、亦、たのしみに関わる其れに於いて、亦、ひかりに関わる其れの中で歩み

ゆく其のことは、015-08)亦、わたしによって、たいへんたたえるべきことに思われ
た。015-09)扠、わたしによって見られた、よくかなったしきものを伴ったクッショ
ンと、亦、よい所のおおいの多くの金のおうざに関わる其のことが。015-10)それら
のものにおいて、それに座して居るいえのあるじたちや、亦、さいばんかんたちによ

って、むらのかぞくのいえや、亦、いえや、亦、おこすことがなされた。015-11)亦、
あれはてたばしょがたがやされたところになされたところの其のことが。015-12)亦、
それらのものによって、多くのうんがや、亦、かわや、亦、のうぎょうの為のいずみ

や、亦、みのりあるこうちや、亦、いきものたちに関わるやくだつものが運ばれた。

015-13)それらのものにおいて、其れのみずや、亦、其れのしょくぶつや、亦、おな
じく其れのただしいものたちのフラワフルが、よりすぐれたつよさに関わる其れや、

亦、よりすぐれたしょうりに関わる其れに於いて、前に居る時、015-10)亦、それら
のものは、それについてのしゅふくとしょうさんを為し、すべてをおもいはからう。

015-15)亦、わたしにはたいへんたたえるべきものに思われた。015-16)扠、わたしに
よって見られた、もっともおおいなるしあわせのかがやくおうざに関わる其の内に、

あきんどたちや、亦、きょうしたち、亦、ちょうさにんたちに関わる其れが。015-17)
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亦、わたしにはたたえるべきものに思われた。015-18) 扠、わたしによって見られた、
よいともだちである、ちょうていにんたちや、亦、ふほうなものを監視するものたち

のたましいに関わる其れが。015-19)それらのものにおいて、ほしや、亦、つきや、
亦、たいようのような所の光があり、亦、それがたえずましていく其のことが。015-
20)亦、ひかりかがやくたいきの内を、それらのものはやすらかに、たえずあゆんで
居た。015-21)亦、わたしによって見られた、すべてのさかえゆく所のやすらかさに
関わるかがやき之ただしいものたちに関わるすぐれた所のものたちや、亦、すべての

かざりとすべてのはなや、亦、かがやきや、亦、いきものにみちた、亦、すべてのよ

ろこびや、亦、すべてのやすらかさのかぐわしさに関わる多くのただしいあつまりに

関わる其れが。015-22)其れは誰も亦、それについてあきることを知ることの無いも
のである。

【意訳】

また、私は、ゲーティーグで動物や羊を産ませ養った羊飼いたちの魂を見た。また、

彼らは、狼や盗人や乱暴者から見張り、巡る季節の中で、水や草や食べ物を与え、ま

た、厳しい寒さや暑さから護り、オスを自分の場所に放したままにしたり、適切な場

所に囲ったりした。また、多くの偉大なる利益と成果と品物と食べ物、季節ごとの人々

への衣服を提供した。彼らが輝かしい利益と大いなる安らぎと楽しみにおいて、光の

中を歩み行くことは、それもまた、私には大変称賛されるべきことに思われた。さて、

私は、良く相応した敷物のあるクッションと善い覆い布でできた多くの金の王座を見

た。それらに座している家長たちや裁判官たちによって、村落の家族の家や家が興さ

れ、また、荒廃した場所が耕作地となり、また、多くの運河や川や灌漑用の泉や、肥

えた耕地や、生き物たちに有益なものが齎された。彼らにとって、水や植物や、おな

じく正しい者たちのフラワフルが、より優れた勝利において前にある時、彼らはそれ

を祝福し称賛し、全てを思い計らう。それはまた、私には大変称賛されるべきことに

思われた。さて、私は、もっとも大いなる幸せの輝く王座の内に、商人たちや教師た

ちや調査する者たちの魂を見た。それはまた、私には称賛されるべきことに思われた。

さて、私は、善い友人である調停人たちや不法者を監視する者たちの魂を見た。彼ら

には星や月や太陽のような光があり、それが絶えず増加していた。また、光り輝く大

気の内に、彼らは安らかに絶えず歩んでいた。また、私は、全ての繁栄の安らかさの

輝きの正しい者たちによる優れたものたちや、全ての装飾と全ての華、輝き、生き物

に満ちた全ての歓び、また全ての安らかさの芳しさの正しい集まりを見た。それは誰
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であっても、それに飽きることを知らないものである。

第十六章

【逐語訳】

016-01)爾後、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルによって、私の手に
関わる其れはさきへ取られ、亦、其処従りさらにさきへ、わたしは進んで居た。016-
02)一つのばしょへわたしはすすみ来て居て、亦、わたしによって見られた、じごく
のくらさのおそろしい所のひろさに関わる一つのかわが。016-03)其のかわの内に、
其れらの多くのたましいや、亦、フラワフルたちが有り居た。016-04)亦、それらの
ものにおいて、わたることができ無い其のものや、亦、むずかしさとほねおりに於い

て、たえずわたることに関わる其れや、亦、やすやすとわたることに関わる其れが居

た。016-05)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のかわはなんで
あり、亦、其れらのそのようにほねをおって居る是の人間は誰で有るのか、と。016-
06)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。016-07)即ち、是のかわ
は、存在する所のひとびとの多くのなみだの其れで、わたるひとに関わる後ろ従り、

目やまなこ従り流れ、亦、かなしみとうれいや、亦、なくことが為された。016-08)
むやみに其のなみだが打ち注ぎ、而して、是のかわがあふれる迄。016-09)それらの
ものにおいて、打ちわたることができ無い其れらのものは、それらのものにおいて、

わたるひとたちの後ろ従り、かなしみと、亦、うれいと、亦、なくことが多くなされ

た所の其のものたちで有る。016-10)亦、よりたやすい其れは、それらのものにおい
て、すくなくなされた所の其れである。016-11)亦、あなたはゲーティーグのものた
ちに打ち告げよ、即ち、時に汝等はゲーティーグに於いて、かなしみやうれいや、亦、

なくことをむやみに為すこと勿れ、016-12)何故なら、是れらおおくのわざわいや、
亦、きびしさが、汝等に関わるわたるひとたちに関わるたましいに対して至るからで

ある、と。

【意訳】

その後、正しいスローシュと精霊アードゥルは、私の手を先へと取り、また、そこか

らさらに先へ、私は進んでいった。ある場所へ私は進み到った。そして、私は、地獄

の暗闇の恐ろしい広さの中、一つの河を見た。その河の内には多くの魂やフラワフル

たちがいた。そして、それらの者の中には、渡ることができない者や、絶えず困難に

骨折って渡っている者や、易々と渡る者とがいた。そこで、私は尋ねた、即ち、「こ

の河は何であり、また、それらのそのように骨折っている人間は誰なのか」と。正し
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いスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「この河は、遺族の人々による多くの

涙であり、渡る人の後ろにおいて目から流れ、また、悲しみや憂いや泣くことがおこ

なわれた。この河が溢れるまで、無闇にその涙が打ち注いだ。それらの者の中で、打

ち渡ることができない者は、渡る人たちの後ろから、悲しみと憂いと泣くことが多く

なされた者である。また、より容易い者は、少なくなされた者である。そこで、貴方

はゲーティーグの者たちに打ち告げなさい、即ち、『時に貴方がたはゲーティーグに

おいて悲しみや憂いや泣くことをむやみにしてはならない。何故なら、これら多くの

禍や厳しさが、貴方がた縁のわたる人たちの魂に至るからである』」と。

第十七章

【逐語訳】

017-01)扠、わたしはまた、再びチンヴァトばし迄戻り送られて居た。017-02)亦、わ
たしによって見られた、わるいものたちのたましいに関わる其のことが。時に、それ

らのものにおいてはじめ之三ばんの其の中で、よこしまで亦、わるいことのいくらか

が、たましいに対して示され、それらのものにとって其れはゲーティーグに於いて其

のつよさのていどにおいて、けっして見られて居たことの無いものである。017-03)
而して、わたしによってただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルに向けてた

ずねられた（こと）、即ち、たましいに関わる是れは誰であるか、と。017-04)ただし
いスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。017-05)即ち、是のわるものたち
に関わるたましいは彼処に、即ち、彼のわるいものに関わる其れがしにおちたまくら

の其のところに、即ち、打ち去り、うつった。017-06)亦、それによって頭のところ
に居て、亦、其れはガーサーのことばを唱える。017-07)即ち、つくりぬしオフルマ
ズドよ、どのくにに向けてわたしは赴くのか、亦、何をよりどころに於いてわたしは

保つのか、と。017-08)亦、彼に対しておおくのよこしまと、亦、こんなんが到来す
る。017-09)一りの男がゲーティーグの内でいきていたゲーティーグの内で、よこし
まと、亦、こんなんを生きたのとおなじほどに。017-10)爾後、くさい所のつめたい
所のかぜが向かってやって来る。017-11)彼のたましいにはそのように思われた、即
ち、悪魔たちと関わるきたのほう従り打ち来るようであり、其のふかみ従り、もっと

もくさいかぜであり、ゲーティーグに於いては見られたことが無かった。017-12)扠、
わたしによって、かぜに関わる其の中に見られた、自身に関わる其のディーンと亦、

おこないがジェフ之女として。かわらに関わり、おちぶれた所の、くさい所のもので、

そむいた所のまえひざで、しりはおち、たんは即ち、たんに対してたんがつながって
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居り、もっともあくをもたらすものに関わる其れ、けがらわしく、亦、くさい、フラ

フスタルのようであった。017-13)而して、爾後、わるものに関わる彼のたましいは
言う、即ち、汝は誰で有るか。オフルマズドやアフレマンに関わるつくられたものた

ちの中から、汝に比べてよりみにくく、亦、よりけがらわしく、亦、よりくさい其の

ものは、わたしによって、いまだかつて見られたことが無い、と。017-14)それは彼
に対して言う、即ち、私は汝のあくに関わるおこないである所の其れである。汝、わ

るいおもいに関わる、わるいことばに関わる、わるいおこないに関わる、よこしまな

おしえに関わるわかものよ。017-15)汝のこころざし、亦、おこないのために、時に
私はみにくく、亦、よこしまで、亦、あくをもたらし、亦、いたみ、亦、くさく、亦、

あくしゅうに関わり、亦、おろかで、亦、さわりを伴うもので有る、汝が思うように。

017-16)汝によって或るものが見られた時、其のものがヤジシンや、亦、ドローンや、
亦、ほめ、亦、うやまい、亦、みつかいに関わるささげものをなし、017-17)亦、水
や、亦、ひや、亦、ひつじや、亦、しょくぶつや、亦、ほかのすぐれたいきものたち

のせわをなし、亦、まもりをなしたのを。017-18)汝にはアフリマンや、亦、悪魔た
ちに関わるこころざしがあり、亦、あやまったはたらきに関わるおこないがあった。

017-19)亦、汝によって、其のものによって、いきものやただしい者が、ほうにかな
うように、優れたものや、亦、ねうちあるものに対してもちいられ、そのものが遠来

であれ、ちかく従りであれ、やどに於いてやってきた者に、うけいれをなし、亦、物

を与えた、其れが見られた時、017-20)汝はものおしみをなし、亦、なんじによって
扉が打ち締められた。017-21)時に、私は破壊のあるじと為って居り、あくを保つ其
のものと為って居たが、而して、なんじによってさらなる破壊のあるじとなって居た。

017-22)而して、時にわたしはおそろしいものと為って居たが、而して、なんじによ
ってさらにおそろしいものとなって居た。017-23)時に、わたしはかこたれるものに
為って居たが、而して、なんじによってさらにかこたれるものとなって居た。017-24)
時に、わたしはきたのところに関わる其処に於いて座して居たが、而して、なんじに

よってさらにきたに座して居る。017-25)汝がなした所の壱つのわるいおもいに於い
て、亦、壱つのわるいことばに於いて、亦、壱つのわるいおこないに於いて、017-26)
こころのときにおいて、ガンナーグ・メーノーグの其れに関わるのろいのこころと、

亦、よこしまなやりとりに関わる其れに於いて、私はことあげされる、と。017-27)
而して、爾後、わるいものたちのたましいに関わる其れは、わるいおもいに於いて、

はじめのあゆみがさきへと運ばれ、而して、だいにのあゆみはわるいことばに於いて、

亦、だいさんはわるいおこないに於いて。017-28)而して、だいよんのあゆみで、じ
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ごくへ向けてかけていった。

【意訳】

さて、私はまた、再びチンヴァト橋まで送られていた。そして、私は、悪い者たちの

魂を見た。それらの者に、始めの三晩の時に、邪悪で悪いことの幾らかが魂に対して

示され、それらの者にとっては、ゲーティーグでの強さの程度ではけっして見ること

のできなかったほどのものである。そこで、私は正しいスローシュと精霊アードゥル

に尋ねた、即ち、「この魂は誰であるか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは

言う。即ち、「この悪人の魂はあそこに、即ち、その悪者が死に陥った枕もとへと去

り移った。それは頭のところにいて、ガーサーのことばを唱える。即ち、「創造主オ

フルマズドよ、どの国に向けて私は赴くのか、また、何を拠り所として私は保つのか」

と。そして、彼のもとに多くの邪悪と困難が到来する。一人の男がゲーティーグで生

きて、そのゲーティーグ内で、邪悪と困難を生きたのと同じ程に。その後、臭く冷た

い風が向かってやって来る。彼の魂にはそのように思われた、即ち、悪魔たちのいる

北方から打ち来るようであり、その深みからの最も臭い風であり、ゲーティーグでは

見られたこともなかった。さて、私は、風のその中に、悪人自身のディーンと行為を

醜悪なジェフの姿として見た。それは川原にいて、零落して、臭く、前膝は離れ尻は

落ち、痰は、痰と痰がつながり、最も悪をもたらし、汚らわしく臭いフラフスタルの

ようであった。そして、その後、悪人の彼の魂は言う、即ち、「汝は誰であるか。オ

フルマズドやアフレマンの創造物の中でも、汝に比べてより醜く、より汚らわしく、

より臭いものは、わたしによって、いまだかつて見られたことがない」と。それは彼

に対して言う、即ち、「私は汝の悪い行為である。汝、悪い思い、悪い言葉、悪い行

為、邪悪な教えの若者よ。汝の志、行為のために、時に私は醜く邪悪で悪をもたらし、

また、痛み、臭さ、悪臭にかかわり、愚かで障りあるものである、汝が思うように。

汝が或る者がヤジシンやドローンや称賛や信仰や精霊への捧げものをなすのを、また、

水や火や羊や植物や他の優れた生き物たちの世話をして、保護するのを見た時、汝に

はアフリマンや悪魔たちへの志があり、誤った働きによる行為があった。また、汝は、

その者が、生き物や正しい者が法に適って、優れた者や値打ちある者に用いられ、遠

来の者であれ、近くからの者であれ、宿にやってきた者を受け入れて、物を与えたの

を見た時、汝は物惜しみをして、扉を閉ざしてしまった。時に、私は破壊主となり、

悪を保つ者となっていたが、しかし、汝によって、さらなる破壊主となっていた。そ

して、時に、私は恐ろしい者となっていたが、しかし、汝によって、さらに恐ろしい

者となっていた。時に、私は非難される者となっていたが、しかし、汝によって、さ
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らに非難される者となっていた。時に、私は北方に座していたが、しかし、汝によっ

て、さらに北方に座している。汝が行なった一つの悪い思い、一つの悪い言葉、一つ

の悪い行為によって、心の時の中、ガンナーグ・メーノーグの呪いの心と邪まな道交

において、私は非難される」と。そして、その後、悪人たちの魂は、第一歩が悪い思

いによって、第二歩は悪い言葉によって、第三歩は悪い行いによって、先へと運ばれ、

第四歩で地獄へ向けて駆けていった。

第十八章

【逐語訳】

018-01)而して、爾後、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは、私に関
わる其の手をさきへと取った。018-02)若し、わたしがなにかに遇うで有ろうかと。
018-03)其れに於いて、つぶさに、さむさと、亦、あつさと、亦、かわきと、亦、わ
るいにおいが見られた。018-04)其れは、わたしによって、ゲーティーグの中では、
其のようなかたちに於いて、けっして見られることの無い、亦、いあわせることの無

いものであった。018-05)而して、わたしがさらにさきへ行って居る時、018-06)亦、
わたしによって見られた、よりせまく、よりおそろしいばしょに於いて、したへと運

んで行く、もっともおそろしいいどに関わる其れのような、ふかくておそろしいじご

くが。018-07)くらやみに於いて其れが手に於いてしっかりと持つことができる所の、
そのようなくらさであり、018-08)亦、くささに於いて、誰に関してもそのようであ
り、それによって其のかぜが、はなの周りに於いて来れば、其れは打ちきられ、亦、

打ちふるわされ、亦、打ち落ちる。018-09)亦、そのようなせまいせまさのために、
全ての者のいることも有るはずが無く、018-10)亦、全ての者はそのようにおもう（こ
と）、即ち、わたしはひとりだ、と。018-11)亦、若し、三日と亦ばん、居れば言う、
即ち、９０００年がまったく過ぎたが、而して、（それらが）わたしを打ち放つこと

は無い、と。018-12)全てのばしょは、即ち、よりちいさなフラフスタルのやまのた
かさが打ち居て、018-13)亦、（それらのものは）悪人たちの魂に対して、値打ちの無
い犬であるかのように、そのように裂き、亦、むさぼり、亦やぶる。018-14)而して、
わたしにおいては、其処の内をやすやすと、亦、ただしくしょうりに関してよくはぐ

くまれたスローシュと、亦、みつかいアードゥルによってはこばれた。

【意訳】

そして、其の後、正しいスローシュと精霊アードゥルは、私の手をさきへと取った。

もし、わたしが何かに遇うかもしれないと。そこで、つぶさに、寒さと暑さ、渇きと
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悪臭が見られた。それは、ゲーティーグの中では、そのような形ではけっして見られ

ない、在り得ないものであった。そして、私がさらに先へ行くと、より狭く、より恐

ろしい場所で、下へと運ばれるような、最も恐ろしい井戸のような深く恐ろしい地獄

を見た。暗闇ではそれが手でしっかりと持つことができるような暗さで、また、誰に

とっても臭く、その風が鼻の周りに来れば、鼻は打ちきられ、打ち震わされ、打ち落

ちる。また、そのような狭い狭さのために、全ての者が入るすべもなく、全ての者は

このように思う、即ち、「わたしはひとりだ」と。また、もし、三昼夜もいれば言う、

即ち、「９０００年が完全に経過したが、わたしは打ち放たれない」と。全ての場所

は、即ち、より細かいフラフスタルがうず高くいる。悪人たちの魂には、値打ちの無

い犬であるかのように、そのように裂かれ、貪られ、破られる。しかし、私は、そこ

を易々と、正しく勝利によって善く育まれたスローシュと精霊アードゥルによって運

ばれた。

第十九章

【逐語訳】

019-01)一つのばしょへ、わたしはすすみきて居た。而して、わたしによって見られ
た、一人の男に関わるたましいが。019-02)其のたましいにおいて、はしらのような
ものに関わる一つのへびが、すわっているところに於いて内へと入り、亦、口に於い

て外へと打ち出た。019-03)亦、多い所のほかのへびたちが、すべてのてあしをたえ
ずむさぼる。019-04)而して、わたしによって、ただしいスローシュと、亦、みつか
いアードゥルに向けてたずねられた（こと）、019-05)即ち、是のからだは如何なるつ
みをなし、誰のたましいが、そのようなおもいばつを受けるのか、と。019-06)ただ
しいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う、019-07)是れは彼のわるい男に
関わるたましいである。それによって、ゲーティーグに於いて其のしりでまじわるこ

とがなされた。019-08)亦、それによって、男に対して自身の身体が許された。019-09)
今、たましいは、そのようなきびしいばつを受ける、と。

【意訳】

或る場所へ、私は進んでいた。そして、私は一人の男の魂を見た。その魂は、柱のよ

うな蛇が、座しているところから内へと入り、口から外へと打ち出た。また、他の多

くの蛇たちが、全ての四肢を絶えず貪る。そこで、私は正しいスローシュと精霊アー

ドゥルに尋ねた、即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂が、そのような重い

罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う、「これはかの悪い
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男の魂である。ゲーティーグにおいて肛門で交わることがなされた。また、男に対し

て自身の身体が許された。今、魂は、そのような厳しい罰を受ける、と。

第二十章

【逐語訳】

020-01)一つのばしょへ、わたしはすすみきて居た。而して、わたしによって見られ
た、一りの女に関わるたましいが、（それらのものが）それに、ふんと、亦、にょう

が、わんからわんへと、たべる為にたえず与えて居た、其のことが。020-03)而して、
わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰

のたましいがそのようなばつを受けるのか、と。020-04)ただしいスローシュと、亦、
みつかいアードゥルは言う、020-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいで
ある。それによって、其のこと、つきのものに於いて、きづかわれることが無く、亦、

水や、亦、ひに対して離れることがただしく保たれなかった。

【意訳】

或る場所へ、私は進んでいた。そして、私は一人の女の魂を見た。彼女は、糞尿を椀

から椀へと食うためい絶えず与えられていた。そこで、私は尋ねた、即ち、「この身

体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような罰をうけるのか」と。正しいスローシュ

と精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、月経を気

遣うことなく、水や火から遠ざかることが正しく保たれなかった」と。

第二十一章

【逐語訳】

021-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。021-02)それに
は、其のこと、（それらのものが）あたまのかわをたえずひきのばし、むごたらしい

しにかたに於いて、たえず殺すことが。021-03)而して、わたしによってたずねられ
た（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなば

つを受けるのか、と。021-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言
う。021-05)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、ゲ
ーティーグに於いて、其のこと、ただしい一りの男が殺された。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は頭の皮を絶えず引き伸ばされ、惨たらしい死に

方で、絶えず殺された。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、
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誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。

即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、正しい一人の

男を殺した。

第二十二章

【逐語訳】

022-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。022-02)それに
は、其のこと、（それらのものが）ふんにょうや、亦、女たち之つきのものを、くち

に於いてたえずそそぐ。022-03)亦、かれ自身に関してかけがえのない所のこともが
たえず烹じられ、亦、たえず食われた。022-04)而して、わたしによってたずねられ
た（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなば

つを受けるのか、と。022-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言
う。022-06)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其
のこと、ゲーティーグに於いて、つきのもののまじわりがなされた。022-07)亦、全
てのたびに関して１５と、亦、半分のタラープフルが有る、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、口に糞尿や女たちの月経が絶えず注がれた。

また、彼自身のかけがえのない子供が絶えず料理され、絶えず食われた。そこで、私

は尋ねた、即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような罰を受けるの

か」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂

である。彼は、ゲーティーグにおいて、月経の交わりを為した。そして、全ての度に

１５半のタラープフルがある」と。

第二十三章

【逐語訳】

023-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。023-02)其のこ
と、はらがへり、亦、かわきの故に、たえずこえがたてられた、即ち、わたしは打ち

死んでしまう、と。023-03)亦、それによって、其れに関する自身のかみや、亦、あ
ごひげがたえず引き抜かれ、亦、ちがたえずのまれ、亦、口に於いてあわがたえず飛

ばされた。023-04)而して、わたしによってたずねられて（こと）、即ち、是のからだ
は如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなばつを受けるのか、と。023-05)
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ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。023-06)即ち、是れは彼の
わるい男のたましいです。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、ホルダ

ードと、亦、アムルダードの水や、亦、しょくぶつが、おしゃべりにむさぼられ、亦、

むやみにたべられて、亦、ことばがたもたれたことも無く、023-07)亦、つみぶかさ
の中で、いのりもなされること無く、023-08)亦、それによって、ホルダードの水や、
亦、アムルダードのしょくぶつは、そのくらいのうやまいで有った。023-09)今、是
のたましいは、このようなきびしいばつを受けねばならない、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。空腹で渇きのために、絶えず声が挙げられた、即ち、

「私は打ち死んでしまう」と。また、彼は、自身の髪や顎鬚を絶えず引き抜き、また、

血を絶えず飲み、また、口からは泡が絶えず飛ばされた。そこで、私は尋ねた、即ち、

「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいス

ローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂です。ゲーティー

グにおいて、ホルダードとアムルダードの水や植物が、お喋りのうちに貪られ、むや

みに食べられ、感謝の言葉も持たれることなく、また、罪深さゆえに祈りなされるこ

となく、また、ホルダードの水やアムルダードの植物への敬いはその程度のものであ

った。今、この魂は、このような厳しい罰を受けねばならない」と。

第二十四章

【逐語訳】

024-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。024-02)其れは
ちぶさに於いて、じごくに対してつりさげられて居た。024-03)亦、それについて、
彼女に関わるからだすべてをフラフスタルたちがむさぼる。024-04)而して、わたし
によってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたま

しいがそのようなばつを受けるのか、と。024-05)ただしいスローシュと、亦、みつ
かいアードゥルは言う。024-06)即ち、是れはわるい彼の女に関わるたましいであり、
それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、自身に関わるおっとが捨てられ、

024-07)亦、からだは他の所の男にあたえられ、亦、それによって、ばいしゅんがな
された、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。乳房で地獄から吊り下げられ、その身体の全てをフ

ラフスタルたちが貪る。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、
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誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。

即ち、「これはかの悪い女の魂であり、彼女は、ゲーティーグにおいて、自身の夫を

捨て、身体を他の男に与え、売春を為した、と。

第二十五章

【逐語訳】

025-01)扠、わたしによって見られた、幾らかの男と、亦、幾らかの女に関わるたま
しいが。025-02)それらには、其のこと、フラフスタルが足や、亦、くびや、亦、ま
んなかをたえずかみ、亦、それ従りひとつが遠くへとたえずわけられた。025-03)而
して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是れによって如何なるつみがな

され、誰のたましいがそのようなばつを受けるのか、と。025-04)ただしいスローシ
ュと、亦、みつかいアードゥルは言う。025-05)即ち、是れは彼らわるいものたちに
関わるたましいであり、それらにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、くつの

かたあしばきで、うろつきがなされた。025-06)亦、ひろいうろつきまわりや、亦、
足に従るしょうべんや、亦、ほかの悪魔をうやまうことがなされた、と。

【意訳】

さて、私は、幾人かの男女の魂を見た。それらの者は、フラフスタルによって足や首

や胴を絶えず噛まれ、一人で遠くに隔てられていた。そこで私は尋ねた。即ち、「こ

れによって如何なる罪がなされ、誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいス

ローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪いものたちの魂であり、そ

れらの者は、ゲーティーグにおいて、靴の片足履きで徘徊し、また、広く徘徊しては、

立小便や、他の悪魔への信仰がなされた」と。

第二十六章

【逐語訳】

026-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。026-02)それに
よって、其のこと、舌がくびに於いてたえずのばされ、亦、そら従りつりさげられて

居た。026-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のたましいは
誰に関わる其れなのか」と。026-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥ
ルは言う。026-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。其れは、ゲ
ーティーグに於いて、自身に関わるおっとや、亦、あるじをみくだし、亦、のろいが
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なされ、亦、ののしりがあたえられ、亦、くちごたえがあたえられなされた、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は、舌を首に絶えず伸ばし、空から吊り下げら

れていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この魂は誰のものなのか」と。正しいスロ

ーシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、ゲ

ーティーグにおいて、自身の夫や主人を見下し、呪い、罵り、口答えした」と。

第二十七章

【逐語訳】

027-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。027-02)其れは、
（それらのものが）塵や、亦、はいに依るますや、亦、いれものに於いて、つねには

かり、食う為につねに与える。027-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなばつを受けるの

か、と。027-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。027-05)即
ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それにより、其のこと、ゲーティ

ーグに於いて、ますや、亦、いれものや、亦、ようぐや、亦、はかりが正しく保たれ

ることが無かった。027-06)酒に対して水がまぜられ、亦、こくもつに対して塵に関
わることがなされ、亦、きびしい所のあたいに於いて、ひとたちに対して売られ、

027-07)亦、かれは、よりよいひとたち従り物をどろぼうし、盗まれた、と。
【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、塵や灰を枡や容器で絶えず量られて、食うた

めに絶えず与えられた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、

誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。

即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、枡や容器、用

具や秤を正しく保たなかった。酒に水が混ぜられ、穀物に塵などが入れられ、また、

厳しい値段で人々に売られた。また、彼は、より善い人たちから物を泥棒し、盗んだ」

と。

第二十八章

【逐語訳】

028-01)扠、わたしによって見られた、それにおいて、そらにおかれた其の一りの男
に関わるたましいが。028-02)而して、それを、ごじゅうの悪魔がまむし之へびに於
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いて、前後からたえず打つ。028-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがこのようなばつを受けるの

か、と。028-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。028-05)即
ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーテ

ィーグに於いて、よこしまなおさめがなされた。028-06)亦、ひとびとに於いて、あ
われみなく、亦、とがめ、亦、きずつけ、亦、ばつに関わるものが、そのようなやり

かたでなされた、と。

【意訳】

さて、私は空に置かれた一人の男の魂を見た。そして、彼を五十の悪魔がマムシ蛇で

前後から絶えず打つ。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、

誰の魂がこのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。

即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、邪悪な政治を

した。そして、人々に対して無慈悲であり、咎めや傷害や罰などが、そのようなやり

かたで行なわれた、と。

第二十九章

【逐語訳】

029-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。209-02)其のこ
と、舌に関して、くちに於いてそとへとたれさがり、亦、たえずフラフスタルたちに

よって、かまれた。029-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是
のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがこのようなばつを受けるのか、と。

029-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。029-05)即ち、是れ
は彼の男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、

わるくちがなされ、亦、ひとびとにおいて、伴にひとりに遠くひきはなされた。029-
06)亦、後に於いて、それのたましいはじごくへ向けてたえずはしった、と。
【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼の舌は口から外にたれ下がり、絶えずフラフスタ

ルに噛まれた。そこで、私は尋ねた、即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂

がこのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、中傷をなし、人々から一

人遠く引き離された。その後に、彼の魂は地獄へむけてひた走った」と。
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第三十章

【逐語訳】

030-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関するたましいが。030-02)其のこ
と、（それらのものは）てあしをひとつ、からだ従り遠く破り、亦、はなされた。030-03)
而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみを

なしたのか、と。030-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う、
030-05)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこ
と、ゲーティーグに於いて、牛や、亦、ひつじ、亦、ほかのけものたちに関わるころ

しが、むやみに多くなされた、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼の手足は一つずつ身体から遠く破られて、離され

た。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しい

スローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、

ゲーティーグにおいて、牛やひつじや他の獣たちの屠殺を、むやみに多く行なった」

と。

第三十一章

【逐語訳】

031-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。031-02)其れは、
頭、足迄そこなわれて、置き場上に居た。031-03)亦、１０００の悪魔によってうえ
からさらにふみつけられ、亦、きびしいあくいと、亦、つよさに於いて、たえずなぐ

られた。031-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは
如何なるつみをなしたのか、と。031-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアー
ドゥルは言う。031-06)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それに
よって、其のこと、ゲーティーグに於いて、多くのとみがあつめられた。031-07)亦、
自身で用いることも無く、亦、善いひとたちに対してあたえられることも無く、亦、

わけまえとすることも無く、亦、くらに於いて、たもった、と。

【意訳】

さて、私は一人に男の魂を見た。彼は頭から足まで損なわれて、台の上に置かれてい

た。１０００匹の悪魔が上からさらに踏みつけ、厳しい悪意と暴力によって絶えず殴

られた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正

しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼
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は、ゲーティーグにおいて、多くの富を集めた。しかし、自身で用いることもなく、

善い人たち与えることもなく、分け前とすることもなく、蔵に保管した」と。

第三十二章

【逐語訳】

032-01)扠、わたしによって見られた、ダヴァノスと呼ばれて居た、一りのぐうたら
な男に関わるたましいが。032-02)其れはからだすべてがフラフスタルによって、た
えずむさぼられていた、而して、彼に関わるみぎて之一つの足は、たえずむさぼられ

ることは無かった。032-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是
のからだは如何なるつみをなしたのか、と。032-04)ただしいスローシュと、亦、み
つかいアードゥルは言う。032-05)即ち、是れはぐうたらなダヴァノスに関わるたま
しいに関する、其のこと、其れは、ゲーティーグに於いて有りながら、みるべきこと

は、まったくなすことは無かった。併し、みぎて之一つの足に於いて、すきをひく所

の一つの牛に関する前に向けて、くさ之一つのたばが投ぜられて居た、と。

【意訳】

さて、私はダヴァノスと呼ばれる一人のぐうたらな男の魂を見た。彼の身体は全てが

フラフスタルによって絶えず貪られていたが、その右足は絶えず貪られることはなか

った。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正し

いスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはぐうたらなダヴァノスの魂で

あり、彼は、ゲーティーグにいるとき、見るべきことは全くしなかった。しかし、鋤

を引く一頭の牛の前に向けて、一束の草を右足で投げやっていた」と。

第三十三章

【逐語訳】

033-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。033-02)其れの、
したは、うじむしにたえずむさぼられた。033-03)而して、わたしによってたずねら
れた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなしたのか、と。033-04)ただしい
スローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。033-05)即ち、是れは彼のわるい男
に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、あやま

りと、亦、嘘が多くいわれた。033-06)亦、多くのがいと、亦、きずが、いきものた
ちに於いて、亦、それによって有った、と。

【意訳】
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さて、私は一人の男の魂を見た。彼の舌は蛆虫に絶えず貪られていた。そこで、私は

尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊

アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにお

いて、虚偽や嘘を多く言った。また、そのことのために、多くの害と傷を生き物たち

はこうむった」と。

第三十四章

【逐語訳】

034-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関するたましいが。034-02)其れは、
フラフスタルによって、からだすべてがたえずむさぼられた。034-03)而して、わた
しによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなしたのか、

と。034-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。034-05)即ち、
是れは彼のわるい女に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティー

グに於いて、まきげの為に、亦、それ迄の為に、ひの上でよそおわれた。034-06)亦、
かみのけや、亦、ふけや、亦、いとくずが、ひの上に投ぜられた。034-07)亦、ひが
からだのしたに於いて置かれたり、亦、ひに於いて自身之からだがたもたれた、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は、フラフスタルによって、身体全てが絶えず

貪られた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。

正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。

彼女は、ゲーティーグにおいて、巻き毛のため、ただそれだけのために、火の上で装

った。髪の毛やフケや糸屑が火の上に投ぜられた。また、火が身体の下に置かれたり、

火の上に自身の身体を翳し」と。

第三十五章

【逐語訳】

035-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。035-02)それに
おいて、其のこと、自身に関わるなきがらが歯に於いて、たえずきずつけられ、亦、

たえず食われた。035-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是れ
は誰に関わるたましいであるか、と。035-04)ただしいスローシュと、亦、みつかい
アードゥルは言う。035-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。そ
れによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、まじゅつがなされた、と。
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【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は、自身の遺骸を歯で絶えず傷つけ、絶えず食

っていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「これは誰の魂であるか」と。正しいスロー

シュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、ゲー

ティーグにおいて、魔術を行なった」と。

第三十六章

【逐語訳】

036-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。036-02)其れは、
じごくの中、一つのへびに関わるすがたに於いて、はしらのように打ち立った。036-
03)亦、それにおいて、頭はひとびとに関わる頭に対する、併し、からだのほかは、
へびに対するさまと為っていた。036-04)而して、わたしによってたずねられた（こ
と）即ち、是のからだは如何なるつみをなしたのか、と。036-05)ただしいスローシ
ュと、亦、みつかいアードゥルは言う。036-06)即ち、是れは彼のわるい男に関わる
たましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、おしえにそむく

ことがなされた。而して、それはじごくの中、へびのすがたになった、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は地獄の中、一匹の蛇の姿で、柱のように打ち立

っていた。そして、彼の頭は人間たちの頭であり、身体の他の部分は蛇の姿となって

いた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正し

いスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、

ゲーティーグにおいて、教えに背くことをした。そして、地獄の中、蛇の姿になった」

と。

第三十七章

【逐語訳】

037-01)扠、わたしによって見られた、いくらかのおとこといくらかの女のたましい
が。037-02)それらにおいて、其のこと、じごくの中、したむきにつりさげられて居
た。037-03)而して、それらにおいて、からだすべてが、へびや、亦、さそりや、亦、
ほかのフラフスタルたちによって、たえずむさぼられた。037-04)而して、わたしに
よってたずねられた（こと）、即ち、是れはどのようなひとたちで有ることに関わる

たましいであるのか、と。037-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥル
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は言う。037-06)即ち、是れはひとびとで居た彼らに関わるたましいである。それら
によって、其のこと、ゲーティーグに於いて、水や、亦、ひがまもられること無く、

037-07)而して、おぶつが、水や、亦ひに対してもたらされ、亦、みているところに
於いて、ひが消された、と。

【意訳】

さて、私は幾らかの男女の魂を見た。それらの者は、地獄の中、下向きに吊り下げら

れ、身体全てが蛇や蠍や他のフラフスタルたちによって貪られた。そこで、私は尋ね

た。即ち、「これはどのような人々であった魂なのか」と。正しいスローシュと精霊

アードゥルは言う。即ち、「これは人々であったその者たちの魂である。それらの者

は、ゲーティーグにおいて、水や火を護ることなく、汚物が水や火にもたらされ、衆

人環視の中、火が消された」と。

第三十八章

【逐語訳】

038-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。038-02)其れは、
ちや、亦、うみや、亦、そのほかのおぶつや、亦、あくしゅうの付いた人間たちに関

わる肉や、亦、なきがらが、食う為にたえず与えられた。038-03)而して、わたしに
よってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなしたのか、と。

038-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。038-05)即ち、是れ
は彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに

於いて、ふんにょうや、亦、なきがらが、水や、亦、ひに対して、亦、自身に関わる

からだや、亦、他の人間たちによって、運ばれた。038-06)亦、たえずひとりでにな
い、亦、きたなく為った。038-07)而して、それによって、しごとに於いて、洗われ
ることが無かった、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、血や膿やその他の汚物や悪臭のついた人間の

肉や亡骸を、食うために絶えず与えられた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体

は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、糞尿や亡骸を水や火

に対して、自身の身体や他の人間たちによって運んだ。また、絶えず一人で担い、穢

れてしまった。また、彼は、仕事中、洗うことがなかった」と。
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第三十九章

【逐語訳】

039-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。039-02)其れに
おいて、ひとびとに関わる肉と、亦、かわがたえず食われた。039-03)而して、わた
しによってたずねられた（こと）、即ち、是れは其れに関わる誰のたましいなのか、

と。039-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。039-05)即ち、
是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティー

グに於いて、よろいをになうものたち従り、関わりのある者従り、亦、あたえるべき

ものに関わるぶぶんが後ろに保たれた。039-06)而して、今、たましいはきびしいば
つを受けねばならない、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、人間の肉と皮を絶えず食っていた。そこで、

私は尋ねた。即ち、「これはそれについての誰の魂なのか」と。正しいスローシュと

精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグ

において、鎧を担うものから、また関係者から、与えるべき部分を隠匿した。そして

今、魂は厳しい罰を受けねばならない」と。

第四十章

【逐語訳】

040-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。040-02)それに
おいて、其のこと、せなかに於いて一つのやまがたえずひかれた。040-03)亦、それ
において、ゆきや、亦、さむさの中、其のやまが、せなかの上におかれた。040-04)
而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみを

なしたのか、と。040-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。
040-06)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこ
と、うそや、亦、あやまりや、亦、人間たちに就いてのやくにたたないことに関わる

言葉が多くいわれた。040-07)而して、それにおいて、今、たましいはそのようなき
びしくおもいばつをたえず受ける、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は背中に一つの山を絶えず引いていた。また、雪

や寒さの中、その山が背中に置かれていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体

は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、
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「これはかの悪い男の魂である。彼は嘘や虚偽、また人間たちについての役に立たな

い言葉を多く言った。そして今、魂はそのような厳しく重い罰を絶えず受ける」と。

第四十一章

【逐語訳】

041-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。041-02)其れに、
（それらのものが）食うために、くそや、亦、なきがらや、亦、おぶつを与える。041-03)
悪魔たちが、いしや、亦、おなじようなものに於いて、たえずなぐった。041-04)而
して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをな

し、誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。041-05)ただしいス
ローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。041-06)即ち、是れは彼のわるいおと
このたましいである。其れは、多くが行って居る所のふろやに向け、041-07)亦、そ
れらのものに、水や、亦、ひや、亦、つちに対して、おぶつや、亦、なきがらが運ば

れ、041-08)而して、ただしいひとの中に行って、亦、けがれがそとに出て居た、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、食うために糞や亡骸や汚物を与えられた。悪

魔たちが石やその類の物で絶えず殴った。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は

如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシ

ュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は多くの者が

行っている風呂屋に行き、水や火や土に対して汚物や亡骸が運ばれ、善が内に入り邪

悪が外へと出た」と。

第四十二章

【逐語訳】

042-01)扠、わたしによって見られた、いくらかの男に関わるたましいが。042-02)其
のこと、（それらのものが）すすりなき、亦、なげき、哭をたえず為す。042-03)而し
て、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是れは如何なる人として居たのか、

と。042-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。042-05)即ち、
是れは彼のひとびととして有ったものに関わるたましいである。其のこと、それらの

ものを、父が母の内に為した。042-06)併し、打ちうまれ居た時、それに就いて父は
うけいれることが無かった。042-07)而して、今、父の為になきごとがたえず為され
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る、と。

【意訳】

さて、私は幾らかの男の魂を見た。彼らは、すすり泣き、嘆き、慟哭する。そこで、

私は尋ねた。即ち、「これは如何なる人だったのか」と。正しいスローシュと精霊ア

ードゥルは言う。即ち、「これは彼の人々であった魂である。それらの者を、父が母

の胎内に為したが、しかし、打ち産まれた時、それに関して父は受け入れなかった。

そして今、父のために泣き言が絶えず言われる」と。

第四十三章

【逐語訳】

043-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。043-02)其れに
は、足に於いて、いくらかのこどもがぶらさがり、亦、たえず哭がなされた。043-03)
亦、犬のようなそのような悪魔たちが就いて、たえず食い下がり、亦、たえず裂く。

043-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なる
つみをなし、誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。043-05)た
だしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。043-06)即ち、是れは彼のわ
るい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、

自身に関わるこどもが認知されることが無かった、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼の足には幾人かの子供がぶら下り、絶えず泣き声

が上がった。また、犬のような悪魔たちが付いて、絶えず食い下がり、絶えず裂く。

そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳

しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これ

はかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、自身の子供を認知しなかっ

た」と。

第四十四章

【逐語訳】

044-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。044-02)其れに
よって自身に関わるちぶさに於いて一つのおかがたえずほられた。044-03)亦、それ
において、あたまの上になきがらのようなうすに関わるいしが、たえずおかれた。

044-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なる
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つみをなし、誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。044-05)た
だしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。044-06)即ち、是れは彼のわ
るい女に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、

自身に関わるあかごがなきがらにされ、そこなわれ、亦、打ち捨てられた、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は自身の乳房で一つの丘を絶えず掘っていた。

その頭の上には遺骸のような石臼が絶えず置かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、「こ

の身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しい

スローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、

ゲーティーグにおいて、自身の赤子を亡骸にし、損ない、打ち捨てた」と。

第四十五章

【逐語訳】

045-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。045-02)それに
おいて、其のこと、うじによって、てあしすべてがたえずむさぼられた。045-03)而
して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをな

したか、と。045-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。045-05)
即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲー

ティーグに於いて、いつわりのあかしがなされた。045-06)而して、善いものたち従
りとみがそこなわれ、亦、悪いものたちに対して与えられた、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼の手足全てが蛆に絶えず貪られていた。そこで、

私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたか」と。正しいスローシュと精

霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグに

おいて、偽証した。そして、善人たちから富が損なわれ、悪人たちに与えられた」と。

第四十六章

【逐語訳】

046-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。046-02)其れは、
人間たちに関わるあたまを手に於いてもち、亦、のうみそをたえず食う。046-03)而
して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをな
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したのか、と。046-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。046-05)
即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、とみ

がただしさに由って打ちえられること無く、或るものたちに関わる物に由って、ぬす

まれた。046-06)亦、それにおいて、自身がかたきのものたちに於いて、とり残され
た。046-07)而して、自身ひとりが、じごくに於いて居なければならない、と。
【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は人間の頭を手に持ち、脳髄を絶えず食う。そこ

で、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシ

ュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、富を公正

に打ち与えず、ある者たちの物が盗まれた。そして、彼は、敵対者の中に取り残され

た。また、彼自身ひとりが地獄にいなければならない」と。

第四十七章

【逐語訳】

047-01)扠、わたしによって見られた、多くのひとが。047-02)それらにおいて、其の
こと、頭とひげがそりあげられ、亦、きいろのすがたで、亦、からだすべてがくさく、

亦、フラフスタルがたえずうごめいていた。047-03)而して、わたしによってたずね
られた（こと）、即ち、是れはどのような者で居たのか、と。047-04)ただしいスロー
シュと、亦、みつかいアードゥルは言う。047-05)即ち、是れは、彼のひとびとに関
わるたましいである。それらにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、うそつき

に関わることなるおしえのものと為って居た。047-06)亦、人間においてたえずしを
つみかさね、亦、正しい所ののり従り打ちはずし、邪まなところののりに向けて運ん

だ。047-07)亦、多くのことなるおしえや、亦、あやまった所のわるいひとびとを、
よの中にひろめた、と。

【意訳】

さて、私は多くの人を見た。彼らは剃髪した黄色い姿で、身体全てが臭く、フラフス

タルが絶えず蠢いていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「これはどのような者だった

のか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは、かの人々の

魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、虚偽の教えの者となっていた。そして、

人間に生死を積み重ね、正しい教法から打ち外れ、邪まな教法へと運んだ。また、多

くの異教や誤った悪人たちを世に広めた」と。
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第四十八章

【逐語訳】

048-01)扠、わたしによって見られた、男に関わるたましいが。048-02)それにおいて、
其のこと、犬ににたそのような悪魔たちがたえず裂いた。048-03)彼の男が犬たちに
対して麵麭を与える、併し、（それらは）食うことは無い。048-04)而して、其の男の
むねや足やはら、亦、ふとももをたえず食う。048-05)而して、わたしによってたず
ねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのよ

うなきびしいばつを受けるのか、と。048-06)ただしいスローシュと、亦、みつかい
アードゥルは言う。048-07)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。そ
れによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、ひつじかいたちに関わる犬やばんけ

んたちのたべものが、後ろにたもたれた、あるいは、なぐられ、亦、殺された、と。

【意訳】

さて、私は男の魂を見た。犬に似た悪魔たちが彼を絶えず裂いた。かの男が犬たちに

麵麭を与えるが、それらは食わずに、その男の胸や足や腹や太ももをたえず食う。そ

こで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳し

い罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、羊飼いたちの犬や番犬の食べ

物を隠匿し、あるいは殴り、殺した」と。

第四十九章

【逐語訳】

049-01)扠、わたしによって見られた、いくらかの男に関わるたましいが。049-02)そ
れらにおいて、其のこと、くそや、亦、ふんようや、亦、ひとびとに関わるなきがら

や、亦、おぶつがたえずむさぼられた。049-03)亦、悪魔たちによって掘りだされた
いしが、後ろ従り、たえずなげられた。049-04)亦、それらによって、せなかに於い
て、たえず一つのやまがひかれる迄は、ひくことはでき無かった。049-05)而して、
わたしによってたずねられた（こと）即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰の

たましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。049-06)ただしいスローシュ
と、亦、みつかいアードゥルは言う。049-07)即ち、是れは彼らわるいものたちに関
わるたましいである。それらは、其のこと、ゲーティーグに於いて、とちをはかり、

而して、いつわりにはかる。049-08)亦、多くのひとにおいて、しかじかということ
なく、亦、みのりのないことがなされ、而して、（それらは）とぼしさと、亦、まず
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しさに向けて来て居た。049-09)亦、きびしいあたいを出さねばならなかった、と。
【意訳】

さて、私は幾らかの男の魂を見た。彼らは、糞や糞尿や人間の遺骸や汚物を絶えず貪

っていた。また、悪魔たちが掘り出した石が 049-02)それらにおいて、其のこと、く
そや、亦、ふんようや、亦、ひとびとに関わるなきがらや、亦、おぶつがたえずむさ

ぼられた。049-03)亦、悪魔たちによって掘りだされたいしが、後方から絶えず投げ
られた。そして、彼らの背中に絶えず一つの山が引かれるまでは、引くことはできな

かった。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がその

ような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの悪い者たちの魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、土地を測り、

偽りに測る。また、多くの人に対して然るべきこともなく、不実であった。そして、

人々は貧窮と貧乏になり、また、重い値段を支払わねばならなかった、と。

第五十章

【逐語訳】

050-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。050-02)其れに
よって、ゆびや、亦、つめに於いて、一つのやまがたえず掘られた。050-03)亦、悪
魔たちによって、後ろ従り、まむしに関わるへびに於いて、たえず打たれ、たえずつ

きうごかされた。050-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是の
からだは如何なるつみをなしたのか、と。050-05)ただしいスローシュと、亦、みつ
かいアードゥルは言う。050-05)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。
それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、よのなかのひとびとに関わるさか

い之ものをぬくこと、亦、それに関わる其れに於いて自身に取った、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は指や爪で一つの山を絶えず掘っていた。また、

悪魔たちが後ろからマムシ蛇で絶えず打ち、絶えず突き動かした。そこで、私は尋ね

た。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アー

ドゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、

世の中の人々の境界物を抜き、そのことによって、自身のものとして取った」と。

第五十一章

【逐語訳】
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051-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。051-02)其れは、
てつ之くしに於いて、からだに従るにくに関して、たえずひかれ、たべる為にたえず

与えられた。051-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のから
だは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなばつを受けるのか、と。051-04)
ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。051-05)即ち、是れは彼の
わるい男に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、

人びと与の嘘に関わるまもりがなされた、と。

【意訳】

さて、わたしは一人の男の魂を見た。彼は、鉄櫛で身体から肉が絶えず挽かれ、食う

ために絶えず与えられた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をな

し、誰の魂がそのような罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは

言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、人々と

伴に虚偽を守った」と。

第五十二章

【逐語訳】

053-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。053-02)其のこ
と、つるぎや、亦、やに関わるブヨや、亦、いしや、亦、おなじようなことが、たえ

ずふみにじる。052-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のか
らだは如何なるつみをなしたのか、と。052-04)ただしいスローシュと、亦、みつか
いアードゥルは言う。052-05)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。
其のこと、ゲーティーグに於いて、ドゥルジに関わるやくそくが多くなされた。052-
06)亦、ただしいひとたち与の、亦、わるいひとたち与のやくそくがやぶられた。052-07)
何故なら、ただしいひとたちの上にもひとしく、亦、わるいひとたちの上にもひとし

く、二つのそれぞれにやくそくは有るからである、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。剣や矢のようなブヨや石や同じ類のものが絶えず踏

みにじる。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。

正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。

ゲーティーグにおいて、悪魔ドゥルジの約束が多くなされた。また、正しい人々との、

また、わるい人々との約束が破られた。何故なら、正しい人々の上にも等しく、また、

悪い人々の上にも等しく、二つのそれぞれに約束はあるからである」と。



189

第五十三章

【逐語訳】

053-01)扠、爾後、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは、私に関わる
手をさきへと取り、053-02)而して、私は、ダーイティに関わるみねに於けるチンヴ
ァトばしに関わるした、一つのさばくの中へ運ばれた。053-03)亦、チンヴァトばし
のさばくの其れのまんなかに関わるじめんの中、じごくがしめされた。053-04)其の
ばしょ従り、アフリマンや、亦、悪魔たちや、亦、ドゥルジたちや、亦、そのほかの

多くのわるいものたちに関わるたましいのなげきや、亦、其の叫びが届いた。053-05)
其れに関してわたしにおいて、此れに於いてとらわれた（こと）、即ち、其のさけび

や、亦、なげきをきいた、其のななつのりくちのじめんがふるえていると、わたしは

こわく為った。053-06)而して、わたしによって、ただしいスローシュと、亦、みつ
かいアードゥルにねがいがなされた。053-07)即ち、わたしを此処に連れていくこと
勿れ、亦、後へともどってくれ、と。053-08)而して、爾後、ただしいスローシュと、
亦、みつかいアードゥルは私に対していった。053-09)即ち、おそれること勿れ、何
故なら、汝の為に、此処従りけっしてなかばで有ること勿れ、と。053-10)而して、
前従りただしいスローシュがゆき、053-11)亦、みつかいアードゥルは、亦、後ろ従
り、私アルダー・ウィラーズは、おそれなくさきへと、じごくのくらやみに関わる其

れに向けて、よりうちがわへと進んで居た。

【意訳】

さて、その後、正しいスローシュと精霊アードゥルは、私の手を先へと取った。そし

て、私は、ダーイティ峰のチンヴァト橋の下、或る砂漠の中へ運ばれた。そして、チ

ンヴァト橋砂漠の真ん中の地中に地獄が示された。その場所からアフリマンや悪魔た

ちやドゥルジたちや、その他多くの悪人の魂による嘆きや、また、その叫び声が届い

た。それについて私はこのように思った、即ち、その叫び声や悲嘆を聞いた七大陸の

大地が震えていると、私は恐ろしくなった。そこで、私は、正しいスローシュと精霊

アードゥルに懇願した。即ち、「私をここに連れて行かないでくれ、後へと戻ってく

れ」と。そして、その後、正しいスローシュと精霊アードゥルは私に言った。即ち、

「恐れるな、何故なら、貴方のためにも、ここで中途半端であるのは、決してあって

はならない」と。そして、前からは正しいスローシュが行き、精霊アードゥルは、ま

た、後ろから、私アルダー・ウィラーズは、恐れなく先へ、地獄の暗闇のそれへと、

さらに内側へと進んでいった。



190

第五十四章

【逐語訳】

054-01)扠、わたしによって見られた、じごくの、もっともくらく、くさく、あくに
みちた所の多くのいたみに関わる、おそろしさに関わる、ひどい所の、あやうい所の

其れに関わることが。054-02)亦、爾後、わたしはこのように感ぜられたとかんがえ
て居た。054-03)あなのようであって、せんナーユであっても、そこに向けて届くこ
とは無い、と。054-04)亦、若し、よのなかの内に関わるすべての薪がすべて有って
も、じごくのやみに関わるもっともくさい中に置かれているひに対して越えることは、

けっして打ち与えられることは無い。054-05)亦、かさなりは、みみ従りめ迄、亦、
一つのうまの立ったかみに関わるたてがみのように保たれ、054-06)そのように、多
くのかずのわるものたちに関わるたましいが中に立っている。054-07)併し、彼に対
して、だれも更に見ること無く、亦、声も聞かれることは無い。054-08)全ての者は、
此れに於いて捉われる、即ち、わたしはひとりで居る、と。054-09)亦、それらのも
のには、くらやみに関わるくらさや、亦、くささに関わるおそろしさに関わるいたみ

に、亦、さまざま之ばつに関わるじごくが（ある）。054-10)即ち、じごくに置いて、
此の日を為す者はこえを上げる。054-11)即ち、他のように、其の９０００年がみつ
ること無くして、時に、われわれが是のじごく従り放たれることは無い」と。

【意訳】

さて、私は、地獄の最も暗く臭く、悪意に満ちた多くの痛み、恐ろしく酷く危うい、

そのことを見た。また、その後、私はこのような感じであった考えた。穴のようであ

り、千ナーユの距離であっても底には届かない、と。また、もし、世の中の全ての薪

が全てあっても、地獄の闇の最も臭い中に置かれた火を越えることはない、と。また、

重なりは耳から鼻までほどで、一頭の馬の鬣にある立った毛のように保たれ、そのよ

うに多数の悪人たちの魂が中に立っている。しかし、誰も彼をけっして見ることなく、

声も聞かれることはない。全ての者はこのように思う、即ち、「私はひとりでいる」

と。また、それらの者には暗闇の暗さ、臭さと恐ろしさからの痛み、様々な罰の地獄

がある。即ち、地獄で今日を過ごす者は声を上げる。即ち、「他のように９０００年

が過ぎなければ、我々がこの地獄から解放されることはない」と。

第五十五章

【逐語訳】
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055-01)爾後、わたしによって見られた、わるいものたちに関わるたましいが。それ
らのものにおいて、其のこと、ばつに関わるさまざまなこと、ゆきに関わるゆき、亦、

つめたさに関わるこんなん、亦、ねつに関わる火に関わるねつとほのお、亦、わるい

におい、亦、いし、亦、はい、亦、あられや、亦、あめや、亦、ほかの多くのそこな

いがあり、（それらのものは）其のおそろしくくらいばしょに於いて、しにおちて、

いたみと、亦、ばつをたえず受ける。055-02)而して、わたしによってたずねられた
（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなきび

しいばつを受けるのか、と。055-03)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥ
ルは言う。055-04)即ち、是れは彼のわるいおとこに関わるたましいである。それら
のものによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、しにいたるような所のつみが多

くなされた。055-05)亦、ヴァフラームたちに関わるひがけされ、亦、とてもはやい
所のかわに関わるはしが壊された。055-06)亦、いつわりや、亦、まちがいがいわれ
た、亦、いつわりのあかしが多くもたらされた。055-07)亦、それらのものにおいて、
こころざしはよわく、亦、むさぼりや、亦、いやしさや、亦、よくや、亦、いかりや、

亦、ねたみのために、つみなきものやただしい所の人が殺された。055-08)亦、多く
がだましに動いて居た。055-09)今、たましいは、そのようなきびしいいたみとばつ
を受けねばならない、と。

【意訳】

その後、私は悪い者たちの魂を見た。それらの者には、罰としての様々なこと、すな

わち、雪の雪、冷たさの困難、熱と火による炎熱、悪臭、石、灰、霰、雨などのよう

な多くの害悪があり、その恐ろしく暗い場所で、死に堕ち、痛みと罰を絶えず受ける。

そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳

しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これ

はかの悪い男の魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、死に至るような罪が多く

なされた。また、勝利の精霊ヴァフラームたちの火が消され、急流の川の橋が壊され

た。また、虚偽や誤りが言われ、偽証も多くなされた。また、彼らの意志は弱く、貪

りと卑しさと欲望と怒りと嫉妬のため、罪なき者や正しい者が殺された。また、多く

が詐欺によって走らされた。今、魂はそのような厳しい痛みと罰を受けねばならない」

と。

第五十六章

【逐語訳】
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056-01)爾後、わたしによって見られた、彼のものたちに関わるたましいが。そのも
のたちにおいて、其のこと、へびたちによってかまれ、亦、たえずむさぼられた。56-02)
而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是れに関わる彼らは、誰のた

ましいたちであるか、と。056-03)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥル
は言う。056-04)即ち、是れは彼のわるいものたちのたましいである。それらのもの
によって、其のこと、ゲーティーグに於いて、みつかいたちや、亦、おしえへのこば

みが為されて居た、と。

【意訳】

その後、私はかの者たちの魂を見た。彼らは蛇たちに噛まれ、絶えず貪られていた。

そこで、私は尋ねた。即ち、「これらは誰の魂たちであるか」と。正しいスローシュ

と精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者たちの魂である。それらの者は、

ゲーティーグにおいて、精霊たちや教えを拒んだ」と。

第五十七章

【逐語訳】

057-01)扠、わたしによって見られた、女たちのたましいが。それらのものにおいて、
其のこと、頭が切りとられ、亦、からだ従りはなされ、亦、したはたえずなきごえを

あげている。057-02)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、其れに関
わる是の者たちは、誰のたましいであるのか、と。057-03)ただしいスローシュと、
亦、みつかいアードゥルは言う。057-04)即ち、是れは彼の女たちに関わるたましい
であり、それらのものにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、うれいや、亦、

かなしみが多くなされ、亦、あたまや、亦、かおに於いて打たれた、と。

【意訳】

さて、私は女たちの魂がみられた。彼女らは頭を切り取られ、身体から離され、舌は

絶えず泣き声を上げていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「そのようなこの者たちは、

誰の魂であるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの女たちの魂であり、彼女らは、ゲーティーグにおいて、多く憂い悲しんで、頭や

顔を打った」と。

第五十八章

【逐語訳】

058-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男のたましいが。058-02)其のこと、
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（それらのものが）ひもによってじごくに対して繋ぎ、亦、たえず殴る。058-03)而
して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをな

したのか、と。058-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。058-05)
即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいであり、ゲーティーグに於いて、自身に

関わる頭や、亦、かおや、亦、したぎに関わる手や、亦、自身に関わるてあし之ほか

のよごれが、てのかたちをした所のおおきさ之水や、いずみや、ながれに於いて、多

く洗われた。058-06)而して、アムシャラスパンドのホルダードがわずらわされた。
【意訳】

その後、私は一人の男の魂を見た。紐で地獄に繋がれ、絶えず殴られた。そこで、私

は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精

霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂であり、ゲーティーグにおいて、

自分の頭や顔、また下着を扱った手、自分の手足についた他の汚れが、掌ほどの水や

泉や流れで、多く洗われた。そして、アムシャラスパンドの水の精霊ホルダードが煩

わされた。

第五十九章

【逐語訳】

059-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。059-02)其のこ
と、たえずなき、亦、自身に関わるちぶさの其の所従りかわや、亦、肉がたえず損な

われ、亦、たえず食われた。059-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいが、そのようなきびしいばつ

を受けるのか、と。059-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。
059-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。其れは、ほしがりひも
じさのためにないている自身のあかごを捨てた、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は絶えず泣き、自分の乳房の皮や肉が絶えず損

なわれ、絶えず食われた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をな

し、誰の魂が、そのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アー

ドゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、欲しがり空腹のため

に泣いている自分の赤子を捨てた」と。

第六十章
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【逐語訳】

060-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。060-02)其のこ
と、しんちゅうでつくられた所の一つのおおがまの中にからだを置き、亦、（それら

が）それをたえず煮る。060-03)彼のみぎて之足は、其のおおがまのそとがわに置か
れた。060-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如
何なるつみをなしたのか、と。060-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアード
ゥルは言う。060-06)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。其れは、
いきているものたちに於いて、いろごのみで、亦、つみぶかく打ち（いて）、おっと

のいる所の女の許へ度々行った。060-07)亦、それにおいて、からだぜんぶが、つみ
ぶかく為った。060-08)併し、其のみぎて之足に於いて、かえるや、亦、ありや、亦、
へびや、亦、さそりや、亦、そのほかのフラフスタルが多く打たれ、亦、損なわれ、

亦、殺された、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。彼は、真鍮製の大釜の中に身体を置き、それが絶え

ず煮られた。彼の右足は、その大釜の外側に置かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この身体は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言

う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、生きている者たちの中で、好色で

罪深く、夫のいる女の許へ度々行った。彼の身体全部が罪深くなった。しかしその右

足で、蛙や蟻や蛇や蠍やその他のフラフスタルが多く打たれ、損なわれ、殺された」

と。

第六十一章

【逐語訳】

061-01)扠、わたしによって見られた、彼のわるいものたちに関わるたましいが。
061-02)それらのものにおいて、其のこと、打ちのまれ、亦、はきだされ、亦、再び、
のまれ、亦、はきだされた。061-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、彼らは誰のたましいで居たのか、と。061-04)ただしいスローシュと、亦、み
つかいアードゥルは言う。061-05)即ち、是れは彼のわるいものたちに関わるたまし
いである。それらのものによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、みつかいたち

に就いて信ぜられることが無かった。061-06)亦、つくりぬしオフルマズドに関わる
おしえがありがたくなく為って居た。061-07)てんごくに於けるよいことや、亦、じ
ごくに於けるよこしまなことや、亦、なきもののよみがえりに関してそれが有ること、
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亦、さいご之からだに於いて、うたがいを為して居た、と。

【意訳】

さて、私はかの悪い者たちの魂を見た。それらの者は、打ち呑み、また吐き出した。

また、再び、呑んでは吐き出した。そこで、私は尋ねた。即ち、「彼らは誰の魂だっ

たのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者

たちの魂である。それらの者は、ゲーティーグにおいて、精霊たちについて信じなか

った。また、創造主オフルマズドの教えが有り難くなくなっていた。天国での善、地

獄での邪悪、亡くなった者の復活についてそれがある事、また、最後の身体について

疑っていた」と。

第六十二章

【逐語訳】

062-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。062-02)其のこ
と、てつ之くしに於いて、自身に関わるむねや、亦、ちぶさがたえず掻かれた。062-
03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみ
をなし、誰のたましいが、そのようなきびしいばつを受けるのか、と。062-04)ただ
しいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。062-05)即ち、是れは彼のわる
い女に関わるたましいである。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、お

っとや、亦、あるじがそしられる所となり、亦、悪く為り、亦、そのようにたもたれ

た。062-06)亦、それによって自身のからだがよそおわれ、それらのものたちのなか
の一りに関わる男と伴に、あやまちがなされた、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。鉄櫛で自分の胸や乳房が絶えず掻かれた。そこで、

私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂が、そのような厳しい罰

を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの

悪い女の魂である。彼女によって、夫や主人が謗られ、悪くなり、そのように保たれ

た。また、彼女自身の身体が装われ、一人の男と過ちがなされた」と。

第六十三章

【逐語訳】

063-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。063-02)其のこ
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と、したに於いてあつい所の一つのオーブンがたえずなめられた。063-03)亦、自身
に関わる手は、其のオーブン之したでたえずやかれた。063-04)而して、わたしによ
ってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましい

がそのようなきびしいばつを受けるのか、と。063-05)ただしいスローシュと、亦、
みつかいアードゥルは言う。063-06)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいで
ある。それによって、其のこと、ゲーティーグに於いて、自身に関わるあたえられた

おっとや、亦、あるじに就いてくちごたえがなされた、亦、犬のくつききと為った。

063-07)亦、それによって、したがわないことがなされ、亦、それによって、彼に関
わるよくぼうに沿うことが与えられることが無かった。063-08)亦、それによって、
おっと従りとみがどろぼうされ、亦、ひそかに自身に関わるもうけをなした。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。舌で熱いオーブンを絶えずなめ、自分の手はそのオ

ーブンの下で絶えず焼かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪

をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊ア

ードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女はゲーティーグにおい

て、自分に与えられた夫や主人に口答えし、犬の口利きとなった。また、不服従で、

夫の情欲に沿うことがなかった。また、夫から財産が泥棒され、また、密かに私腹を

肥やした。

第六十四章

【逐語訳】

064-01)扠、わたしによって見られた、一りの女に関するたましいが。064-02)其のこ
と、なきつつ、なげきつつ、たえず来たり行ったり、064-03)亦、そのものにおいて、
あたまの上にあられに関わるゆきがつねに来た、064-04)亦、足之したに、とけた所
のあついしんちゅうが、たえず行く。064-05)亦、自身のあたまと亦、かおがナイフ
に於いて、たえず裂かれた。064-06)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰のたましいがそのようなきびしいばつを

受けるのか、と。064-07)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。
064-08)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。其のこと、或る所の者
に関わる男従り、ふじつにもみごもることを為し、064-09)亦、それによって、あか
ごがそこなわれた。064-10)いたみと、亦、ばつに従り、此れに於いて抱く、即ち、
其のあかご之泣き声を聞く、而して走る。064-11)亦、走ることのやまのごとく、そ
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のように思われた、其のこと、あつい所のしんちゅうの上を行くと。064-12)亦、た
えず其のあかごに関わるなきごえが聞かれ、自身に関わるあたまや、亦、かおをナイ

フに於いて、たえずさく。亦、あかごを探し求める。064-13)而して、それにおいて、
フラスギルド迄、見ることは無い、是のばつを受けねばならない、と。

【意訳】

さて、私は一人の女の魂を見た。彼女は泣き嘆きながら、絶えず行き来した。また、

彼女の頭の上には霰のように行くが常に降った。また、足の下には熔けた熱い真鍮が

絶えず流れた。自分の頭と顔がナイフで絶えず裂かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正

しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。或

る男によって、不実にも妊娠した。そして、彼女によって赤ん坊が損なわれた。痛み

と罰によって想像する、即ち、その赤ん坊の泣き声を聞いたと、そして走るのである。

また、ひどく走ることによって、熱い真鍮のうえを行くかと感じられた。また、絶え

ず赤ん坊の泣き声が聞こえ、自分の頭や顔が絶えず裂かれた。赤ん坊を探し求めるが、

復活の時フラスギルドまで見ることはない、そのような罰を受けねばならない」と。

第六十五章

【逐語訳】

065-01)扠、わたしによって見られた、幾らかのたましいが。065-02)それらにおいて、
其のこと、どろと、亦、くささに於いてむねが投げられて居た。065-03)亦、それに
おいて、するどい所のかまが、足や、亦、ほかのてあしの内にたえず行く。065-04)
亦、（それらのものは）父や、亦、母をたえず呼ぶ。065-05)而して、わたしによって
たずねられた（こと）、即ち、是のたましいは誰で、065-06)亦、それらは如何なるつ
みをなしたのか、誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。065-07)
ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。065-08)即ち、是れは彼の
わるいものたちに関わるたましいである。それにおいて、其のこと、ゲーティーグに

於いて、父と、亦、母がくるしめられた。065-09)亦、ゲーティーグに於いて、父と、
亦、母従り、くいあらためと、亦、ゆるしが受け入れられることが無かった、と。

【意訳】

さて、私は幾らかの魂を見た。それらの者は泥と悪臭の中、胸まで投げ入れられてい

た。また、そこには鋭い鎌が足や四肢に絶えず当たった。それらの者は絶えず父母を

呼んでいた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この魂は誰で、それらは如何なる罪をな
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したのか、誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊

アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者たちの魂である。ゲーティーグにおい

て、それらの者たちによって、父と、亦、母が苦しめられた。さらに、ゲーティーグ

において、父と母によって、懺悔と赦し乞いが受け入れられなかった、と。

第六十六章

【逐語訳】

066-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。066-02)其のこ
と、したがしゃべって居た。亦、へびたちのくちによって、たえずむさぼられた。066-03)
而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみを

なしたのか。066-04)亦、彼のたましいたちは誰で有るのか、と。066-05)ただしいス
ローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。066-06)即ち、是れは彼のものたちの
たましいである。それらのものにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、ちゅう

しょうがたえずなされた。亦、ひとがともにうたれた、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。舌が喋っていて、それが絶えず、蛇たちの口で貪ら

れていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪ｗおなしたのか。ま

た、かの魂たちは誰なのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの者たちの魂である。それらの者は、ゲーティーグに於いて、中傷を絶え

ずなした。また、人々がともに被害にあった」と。

第六十七章

【逐語訳】

067-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。067-02)其のこ
と、一つの足に於いてじごくのくらやみに於いてつりさげられて居た。067-03)亦、
それにおいて、手に於いて、てつ之一つのかまがもたれ、亦、自身に関わるむねや、

亦、わきのしたが、たえず切られた。067-04)亦、それにおいて、てつのくいが、め
に於いて内へとうたれて居る。067-05)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、其れに関わる是のたましいは誰か。亦、それによって、如何なるつみがなされ

たのか、と。067-06)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。067-07)
即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。其のこと、まちがとりもちにお
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いて、それにたもたれて居た。067-08)而して、なすべきことと、亦、めいずべきこ
とがよくなされた所の其れが、なされること無く、亦、めいぜられること無く、067-
09)亦、つかうところのカービスや、亦、はかりがちいさくたもたれた。067-10)亦、
それにおいて、まずしいものたち従り、亦、たびびとたち従りひなんがきかれること

が無かった、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。片足で地獄の暗闇に吊り下げられていた。また、彼

の手には一つの鎌が持たれていて、自分の胸や脇の下が絶えず切られた。また、鉄の

杭が目の内へと打たれていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「そのようなこの魂は誰

か。また、彼は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは

言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。取り決めで彼が町を保っていた。そし

て、それまでは、為すべきこと、命令されるべきことがよくなされていたが、為され

ることもなく命令されることもなくなった。また、使用のカービス枡や秤がより小さ

く保たれた。また、貧乏人たちや旅人たちからの非難が聞き届けられなかった、と。

第六十八章

【逐語訳】

068-01)扠、わたしによって見られた、一りの男と、亦、一りの女に関わるたましい
が。068-02)それらにおいて、其のこと、（それらが）其の男をてんごくに向けて、亦、
其の女をじごくに向けて、たえずひいた。068-03)亦、女の手は、其の男に関わるせ
いなるおびと、亦、つなぎの内に投ぜられて居た。068-04)亦、それによっていわれ
た、即ち、そのように、時に、われわれは、いきているものたちに於いて、全てのよ

いことは、ともに於いて、有った。068-05)今、（それらは）汝をてんごくに向け、亦、
我をじごくに向け、たえず導く。068-06)而して、其の男はいった、即ち、何故なら
ば、我には、善いものたちや、亦、ねうちあるものたち、亦、まずしいものたちの物

がうけとられ、亦、わたしによって、与えられた。068-07)亦、わたしにおいては、
よいおもい、亦、よいことば、亦、よいおこないがはたらく。068-08)亦、わたしに
おいて、みつかいたちがおもわれ、亦、悪魔たちがひなんされた。068-09)亦、マズ
ダニアンたちに関わる善いおしえに於いて、こくはくが為されて居た。068-10)併し、
汝は、善いひとたちや、亦、まずしいひとたち、亦、ねうちあるものたち、亦、たび

びとたちをきらった。068-11)亦、汝によって、みつかいたちはひなんされた。亦、
汝によって、くらやみのぐうぞうがあおがれた。068-12)亦、わるいおもい、亦、わ
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るいことば、亦、わるいおこないがなされた。068-13)亦、アフリマンや、亦、悪魔
たちに関わるおしえに於いてこくはくが為されて居た。068-14)亦、爾後、其の女は
其の男に向けていった。068-15)即ち、いきものたちに於いて、たえず汝のからだは、
我の内にあるじ、亦、とうちしゃで有った。068-16)我に関わるからだと、亦、ここ
ろと、亦、たましいは、汝に関わる其れであった。068-17)亦、我がため之たべもの
や、亦、収入や、亦、きものは、汝に従って有った。068-18)而して、汝によって、
とがと、亦、ばつが、何故に、それについて（わたしに）為されて居なかったのか。

068-19)亦、汝は、善や、亦、しょうじきを、何故におしえ無いで居たのか。068-20)
わたしによって、其のこと、後に汝が善と、亦、しょうじきをなして居たなら、068-
21)亦、今に迄、是のよこしまを受けねばならないことも無かった、と。068-22)而し
て、爾後、其の男はてんごくに向け、亦、其の女はじごくに向け、行った。068-23)
而して、其の女は、其のざんげ従り、じごくの内で、やみと、亦、くささを除いて、

他のわざわいは有ることが無かった。068-24)亦、其の男は、てんごくの内、ただし
いものたち之なかで、其の女に関して、かいしんさせること無く、亦、まなばせるこ

と無かった所のことに従り、其れはそれについて、たもつことの内に、すなおさに向

けてきて居り、はずかしさの内に座した。

【意訳】

さて、私は一人の男と一人の女の魂を見た。その男は天国へ、その女は地獄へと絶え

ず引かれていた。女の手はその男の聖帯と繋に掛けられていた。そして、女は言った、

即ち、「私たちは生きている間、そのように全ての善いことをともにしてきた。しか

し、今、貴方は天国へ、私は地獄へ絶えず導かれている」と。すると、その男は言っ

た。即ち、「何故ならば、私は、善人たちや価値ある者たちや貧しい者たちの物を受

け取り、また私も与えていた。また、私には、善い思い、善い言葉、善い行いが働い

ている。また、私は精霊たちを思い悪魔たちを非難した。また、マズダニアンの善い

教えにおいて告白もしていた。しかし、貴女は善人たちや貧しい者たちや価値ある者

たち旅人たちを嫌った。貴女は精霊たちを非難し、暗闇の偶像を仰いだ。また、悪い

思い、悪い言葉、悪い行いがなされた。また、アフリマンや悪魔たちの教えにおいて

告白がなされていた」と。また、その後、その女はその男に言った。即ち、「生きて

いる間、貴方の身体は絶えず私の内で主として、統治者としてあった。私の身体や心

や魂は貴方のものでした。私の食べ物や収入や衣服は貴方によっていた。それである

なら、貴方は何故、私に咎や罰を与えなかったのか。貴方は何故に、善や正直を教え

ていなかったのか。貴方が後に、私に善と正直を与えていたならば、今に至ってまで、
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この邪悪さを受けなければならないこともなかった」と。その後、その男は天国へ向

け、その女は地獄へ向けて行った。そして、その女は、その懺悔により、地獄の内で、

闇と悪臭以外の他の禍はあることがなかった。また、その男は、天国の内、正しい者

たちの中で、その女を改心させることなく、教えることもなかったことについて思い

続ける中、素直になっていき、羞恥の内に座していた。

第六十九章

【逐語訳】

069-01)扠、わたしによって見られた、女たちに関わるたましいが。069-02)それらに
おいて、其のこと、きに関わるくいが、なされた二つのめの内にうたれて居た。069-
03)一つの足に於いて、さかさまにつりさげられた。069-04)亦、それらにおいて、多
くのかえるや、亦、さそりや、亦、へびや、亦、はえや、亦、うじや、亦、ほかのフ

ラフスタルたちが、くちや、亦、はなや、亦、みみや、亦、肛門や、また、交わりに

関わるばしょに於いて、内へ行っては、出た。069-05)而して、わたしによってたず
ねられた（こと）、即ち、其れに関わる是のたましいたちは誰であるか、069-06)亦、
それらにおいて、如何なるつみがなされて、其のたましいはそのようなきびしいばつ

を受けるのか、と。069-07)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。
069-08)即ち、是れは彼のわるい女たちに関わるたましいである。それらにおいて、
其のこと、ゲーティーグに於いて、おっとがもたれ、069-09)併し、他の男と伴に寝
て、亦、交わることを与えて居た。069-10)亦、おっと之ベッドに関わるカバーをす
たれたままたもち、亦、おっとのからだがそこなわれた、と。

【意訳】

さて、私は女たちの魂を見た。木製の杭が、開いた目の内に打たれていた。一つの足

でさかさまに吊り下げられた。また、多くの蛙や蠍や蛇やハエや蛆やその他のフラフ

スタルたちが、口や鼻や耳や肛門や性器から内へ入っては出てきた。そこで、私は尋

ねた。即ち、「そのようなこの魂たちは誰であるか、また、彼女らによって、如何な

る罪がなされて、その魂はそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュ

と精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女たちの魂である。彼女らは、ゲ

ーティーグにおいて、夫があった。しかし、他の男と寝て交わった。また、夫のベッ

ドのカバーがすたれたままで、夫の身体が損なわれた、と。
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第七十章

【逐語訳】

070-01)扠、わたしによって見られた、女たちに関わるたましいが。それらのものに
おいて、其のこと、（それらが）さかさまに投げて居る。070-02)亦、ヤマアラシのよ
うな所のてつが、亦、それにおいてでて居たとげを伴い、からだに於いて、内へと運

ばれ、再びぬきだされて居た。070-03)亦、それにおいて、ゆびのふかさに、悪魔た
ちや、亦、ドゥルジたちに関わる、せいえきや、亦、あくしゅうや、亦、うみが、く

ちや、亦、はなに於いて、内へとたえず入った。070-04)而して、わたしによってた
ずねられた（こと）、即ち、彼女らは誰のたましいであり、誰たちがそのようなばつ

を受けるのか、と。070-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。
070-06)即ち、是れは彼の悪い女たちに関わるたましいである。それらのものにおい
て、其のこと、ゲーティーグに於いて、いつわり之やくそくが、おっとの内でなされ

た。070-07)亦、おっと従り背いて居た、亦、けっしてまんぞくが有ること無く、亦、
交わることが与えられることも無かった、と。

【意訳】

さて、私は女たちの魂を見た。彼女らは逆さまに投げられていた。また、棘が出たヤ

マアラシの様な鉄が、身体の内に押し込まれ、再び抜き出されていた。また、指の深

さ程に、悪魔たちやドゥルジの精液や、悪臭や膿が、口や鼻から内へと絶えず流れ入

った。そこで、私は尋ねた。即ち、「彼女らは誰の魂であり、誰たちがそのような罰

を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの

悪い女たちの魂である。ゲーティーグにおいて、偽りの約束が夫との間でなされた。

また、夫から背いており、けっして満足せず、交わることもしなかった、と。

第七十一章

【逐語訳】

071-01)扠、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。071-02)其のこ
と、レンズマメへびたちによってかまれた。亦、たえずむさぼられた。071-03)亦、
各二つのめに於いて、へびや、亦、うじが、たえずはきだされた。071-04)亦、てつ
之くいが、したの上にはえて居た。071-05)而して、わたしによってたずねられた（こ
と）、即ち、是のからだは、如何なるつみをなし、誰のたましいが、そのようなきび

しいばつを受けるのか、と。071-06)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥ
ルは言う。071-07)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それにおい
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て、其のこと、しりでまじわることが多くなされた。071-08)亦、つみぶかいよくの
もくてきのために、それらのものの一り之女と交わった。071-09)自身の女たちに関
わるやさしさのふかさが、それらのものの一りをだました。亦、まよわせた。亦、お

っと従りはなれることがなされた、と。

【意訳】

さて、私は一人の男の魂を見た。レンズマメへびたちによって噛まれ、また、絶えず

貪られていた。また、各二つの目から、蛇や蛆が絶えず吐き出された。また、鉄の杭

が舌の上に生えていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は、如何なる罪をな

し、誰の魂が、そのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アー

ドゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼によって、尻で交わること

が多くなされた。また、罪深い情欲の目的で、或る女と交わった。持ち前の女たちへ

の深い優しさが、その一人をだまし、惑わせた。また、夫からの別離がなされた、と。

第七十二章

【逐語訳】

072-01)扠、わたしによって見られた、女たちに関わるたましいが。それらのものに
おいて、其のこと、自身に関わるつきのものが、たえず食われた。072-02)而して、
わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰

のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。072-03)ただしいスローシ
ュと、亦、みつかいアードゥルは言う。072-04)即ち、是れは彼の女たちのたましい
である。それらのものにおいて、其のこと、つきのものがきづかわれることが無かっ

た。072-05)亦、水や、亦、ひや、亦、スパンダマルドのだいちや、亦、ホルダード
や、亦、アムルダードがわずらわされた。072-06)亦、そらや、亦、たいようや、亦、
つきが、上にみられた。072-07)亦、ただしい男がよごれにたもたれた、と。
【意訳】

さて、私は女たちの魂を見た。彼女らは、自分の月経の物を絶えず食った。そこで、

私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を

受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの女

たちの魂である。彼女らは、月経について気遣うことがなかった。また、水や火やス

パンダマルドの大地やホルダードやアムルダードが煩わされた。また、空や太陽や月

が見上げられた。また、正しい男が穢れにさらされた、と。
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第七十三章

【逐語訳】

073-01)扠、わたしによって見られた、女たちに関わるたましいが。073-02)それらに
おいて、其のこと、１０のゆびのちや、亦、うみが、たえずでて、亦、すわれ、亦、

食われた。073-03)亦、各二つのめに於いて、うじがたえずでた。073-04)而して、わ
たしによってたずねられた（こと）、即ち、是れは誰のたましいであるか。073-05)亦、
それらのものにおいて、如何なるつみがなされ、誰がそのようなきびしいばつを受け

るのか、と。073-06)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。073-07)
即ち、是れは彼のわるい女たちに関わるたましいである。それらのものにおいて、其

のこと、かおがいわれ、亦、或るものたちに関わるかみが、よそおうことに於いて、

たもたれた。073-08)亦、それらのものにおいて、みつかいたちや、亦、おとこたち
に関わるめが惹きつけられた、と。

【意訳】

さて、私は女たちの魂を見た。彼女たちは、十本の指から血や膿が絶えず出て、吸わ

れ、食われた。また、各二つの目からは蛆が絶えず出た。そこで、私は尋ねた。即ち、

「これは誰の魂であるか。また、彼女たちは如何なる罪をなし、誰がそのような厳し

い罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの悪い女たちの魂である。彼女たちは顔が賞せられ、或る者たちの髪が装うことに

使われた。また、彼女たちに、精霊たちや男たちの目が釘付けになった、と。

第七十四章

【逐語訳】

074-01)扠、わたしによって見られた、彼らの魂が。それらのものにおいて、其のこ
と、（それらが）さかさまに於いて、一つの足に於いて、つりさげ続けて居る。074-02)
亦、それらのものにおいて、ナイフがしんぞうに於いて打たれて居た。074-03)而し
て、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のたましいは誰で居たのか、と。

074-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。074-05)即ち、是れ
は彼のわるいものたちに関わるたましいである。それらのものにおいて、其のこと、

ゲーティーグに於いて、おおきなかちく、牛や羊がむやみに屠られ、殺された、と。

【意訳】

さて、私は彼らの魂を見た。逆さまに吊り下げられつづけ、ナイフが心臓に打ち込ま
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れていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この魂は誰だったのか」と。正しいスロー

シュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者たちの魂である。彼らは、

ゲーティーグにおいて、大きな家畜、牛や羊をむやみに屠殺した」と。

第七十五章

【逐語訳】

075-01)扠、わたしによってたましいたちが見られた。それらのものにおいて、其の
こと、（それらが）牛たちの足之したに投げ続けて居る。075-02)つのに於いて突かれ、
亦、はらは裂かれ、亦、ほねは打ちくだかれて、亦、（それらのものは）うめきごえ

を為して居た。075-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のひ
とたちは誰で居るのか、と。075-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥ
ルは言う。075-05)即ち、是れは彼のわるいものたちに関わるたましいである。それ
らのものにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、たがやすことに関わる、おお

きなかちくや、亦、牛の口が締められた。075-06)亦、それらのものにおいて、あつ
さに於いて、水が与えられること無く、亦、くうふくや、亦、かわきが、しごとに於

いて保たれた、と。

【意訳】

さて、私は魂たちを見た。彼らは牛たちの足下に投げられつづけていた。角で突かれ、

腹は裂かれ、骨は砕かれた。また、呻き声を上げていた。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この人たちは誰であるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの悪い者たちの魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、耕作用の大き

な家畜や牛の口を締め上げた。また、暑さの中、水を与えることもなく、仕事中も空

腹や渇きにおかれた」と。

第七十六章

【逐語訳】

076-01)扠、わたしによって見られた、女たちに関わるたましいが。それらのものに
おいて、其のこと自身の手や、亦、自身のはに於いて、自身に関わるちぶさが、たえ

ず切り裂かれた。076-02)亦、犬たちによって、はらがたえず裂かれた。亦、たえず
食われた。076-03)亦、各二つの足が、あつい所のしんちゅうの上に置かれた。076-04)
而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是れは誰のたましいに関わる

其れであり、亦、それらのものにおいて、如何なるつみがなされたのか、と。096-05)
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ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。096-06)即ち、是れは彼の
わるい女たちのたましいである。それらのものにおいて、其のこと、ゲーティーグに

於いて、つきのものに於いて、たべものがととのえられた。096-07)亦、ただしい所
の男之前に運ばれた、亦、たべるようにめいじられた。076-08)亦、それらのものに
おいて、まじゅつがたえずたずねられた。076-09)亦、それらのものにおいて、スパ
ンダマルドのだいちと、亦、ただしい所の男がわずらわされた、と。

【意訳】

さて、私は女たちの魂を見た。彼女たちは、自分の手や自分の歯で自分の乳房が、絶

えず切り裂かれた。また、犬たちが腹を絶えず裂き、食った。各二つの足は熱い真鍮

のうえに置かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、「これは誰の魂たましいよるもので、

彼女らは、如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。

即ち、「これはかの悪い女たちの魂である。彼女らは、ゲーティーグにおいて、月経

の間に食べ物を調理した。そして、正しい男の前に運び、食べるように命じた。また、

彼女らは魔術をおこなった。そして、スパンダマルドの大地と正しい男を煩わせた」

と。

第七十七章

【逐語訳】

077-01)爾後、わたしによって、たましいたちが見られた。それらにおいて、其のこ
と、せなかと、亦、手と、亦、足のきずがたもたれた。077-02)亦、しりが、かおに
向けてつながれて居た。077-03)亦、おもい所のいしが、せなかに於いて、たえずあ
めとふった。077-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、彼のもの
たちは誰で居て、亦、それらものにおいて、如何なるつみがなされたのか、と。077-
05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。077-06)即ち、是れは彼
のわるいものたちに関わるたましいである。それらのものにおいて、其のこと、ゲー

ティーグに於いて、おおきなかちくが有った。077-07)亦、つらい所のしごとがめい
ぜられた、亦、にもつがむやみにおもくさなれた。077-08)亦、まんぞくなたべもの
は与えられ無かった。亦、よわっていることに於いて、耐えられた。077-09)亦、け
がが起きても、しごと従り戻ることがもたれ無かった。また、ちりょうは、受けられ

ることが無かった。077-10)今、そのようなきびしいばつを受けねばならない、と。
【意訳】
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さて、私は魂たちを見た。彼らは背中や手や足に傷を負ったままで、尻が顔へつなが

れていた。また、重い石が背中に絶えず雨と降っていた。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この者たちは誰であって、亦、彼らは、如何なる罪をなしたのか」と。正しいスロ

ーシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者たちの魂である。彼らは、

ゲーティーグにおいて、大きな家畜を飼い、つらい仕事を命じていた。また、荷物を

むやみに重くした。満足な食べ物も与えず、衰弱していても仕事をさせた。ケガがあ

っても仕事から外すことはなかったし、治療も施さなかった。今、そのような厳しい

罰を受けねばならない、と。

第七十八章

【逐語訳】

078-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。078-02)其の
こと、ちぶさに於いて、てつ之おかが、たえずほられた。078-03)亦、一りのあかご
が、其のおかのほう従りなき、亦、なきごえが、たえず届いた。078-04)亦、あかご
は母に向けて、亦、母はあかごに向けて、至ることは無い。078-05)而して、わたし
によってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは、如何なるつみをなし、誰のた

ましいが、そのようなきびしいばつを受けるのか、と。078-06)ただしいスローシュ
と、亦、みつかいアードゥルは言う。078-07)即ち、是れは彼のわるい女に関わるた
ましいである。それにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、自身に関わるおっ

と従りで無く、併し、他の誰かに従ってはらむことが有った。078-08)而して、それ
によっていわれた（こと）、即ち、わたしは、はらむことが有ること無く居る、と。078-09)
而して、あかごのそこないがなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は、乳房で鉄の丘を絶えず掘っている。また、

一人の赤ん坊が、その丘のほうから泣き、泣き声が絶えず届いた。そして、赤ん坊は

母にむけ、母は赤ん坊にむけ、たどり着くことはない。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この身体は、如何なる罪をなし、誰の魂が、そのような厳しい罰を受けるのか」と。

正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。

彼女は、ゲーティーグにおいて、自分の夫ではなく、他の誰によって妊娠した。そし

て、彼女は言った、即ち、『私は妊娠などしていない』と。そして、堕胎がなされた」

と。
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第七十九章

【逐語訳】

079-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。079-02)それ
において、其のこと、各二つのめが抉られ、亦、したは切り取られた。079-03)亦、
一つの足に於いて、じごくの内につりさげられて居た。079-04)亦、それにおいて、
しんちゅう之二つのつめのまたに於いて、からだがたえず掻かれた。079-05)亦、そ
れにおいて、てつ之くいが、あたまの内へ打たれた。079-06)而して、わたしによっ
てたずねられた（こと）、即ち、是れはどのような男で、如何なるつみがなされたの

か、と。079-07)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。079-08)即
ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それにおいて、其のこと、ゲーテ

ィーグに於いて、うそつきたちに関わるさばきが有った。079-09)亦、それにおいて、
おくりものが取られた。亦、いつわりに関わるさばきがなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の男の魂を見た。各二つの目が抉られ、舌が切り取られていた。ま

た、一つの足で、地獄の中に吊り下げられていた。真鍮製の二股で身体が絶えず掻か

れた。また、鉄の杭が頭に打ち込まれていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「これは

どのような男で、如何なる罪がなされたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥ

ルは言う。即ち、「これはかの悪い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、嘘

つきたちの裁判をした。また、彼は賄賂を取り、偽りの判決を下した」と。

第八十章

【逐語訳】

080-01)爾後、わたしによって見られた、いくらかのものたちに関わるたましいが。
それらにおいて、其のこと、さかさまに、じごくの内につながれて居た。080-02)亦、
（それらが）ちや、亦、うみや、亦、人間たちに関わるのうみそを、口に於いて内へ

為し、亦、はなに於いて、くそを運ぶ。080-03)亦、たえずさけびを為す、即ち、わ
たしは、はかりをただしく保っています、と。080-04)而して、わたしによってたず
ねられた（こと）、即ち、是のからだたちは誰であり、亦、それらのものによって如

何なるつみがなされたのか、と。080-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアー
ドゥルは言う。080-06)即ち、是れは彼のわるいものたちに関わるたましいである。
それらのものにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、いしや、亦、カビーズや、

亦、ほかのはかりに関わるものが、よりちいさめにたもたれた。080-07)而して、人々
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に対して物が売られた、と。

【意訳】

その後、私は幾らかの者の魂を見た。彼らは、逆さまに地獄の内に繋がれ、血や膿や

人間の脳髄を口のうちに詰め込まれた。また、鼻には糞が運ばれた。そして、絶えず

叫んでいた、即ち、「私は、量りを正しく保っています」と。そこで私は尋ねた。即

ち、「この身体たちは誰であり、それらの者は如何なる罪をなしたのか」と。正しい

スローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者たちの魂である。彼

らは、ゲーティーグにお

いて、錘石やカビーズ枡、他の量りなどをより小さめにし、そして、人々に物を売っ

た」と。

第八十一章

【逐語訳】

081-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。其のこと、
したがきられ、亦、めがえぐられた。081-02)亦、へびや、亦、さそりや、亦、うじ
や、亦、ほかのフラフスタルたちによって、あたま之のうみそが、たえず食われた。

081-03)亦、たびたび、自身に関わるからだが、はに於いて取られ、亦、肉がたえず
むさぼられた。081-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のか
らだは如何なるつみをなしたのか、と。081-05)ただしいスローシュと、亦、みつか
いアードゥルは言う。081-06)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。
それにおいて、其のこと、いきていることに於いて、ばいしゅんふで有った。081-07)
亦、それにおいて、多くのまじゅつがなされた。亦、多くのつみぶかいことが、亦、

それにおいてなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は、舌を切られ、目が抉られていた。また、

蛇や蠍や蛆、他のフラフスタルたちによって、頭の脳髄が絶えず食われた。また、度々、

自分の身体を歯で食い取り肉を貪った。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如

何なる罪をなしたのか」正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの悪い女の魂である。彼女は、生業としての売春婦であった。また、多くの魔術を

行なった。さらに、多くの罪深いことが、また、彼女によってなされた」と。
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第八十二章

【逐語訳】

082-01)爾後、わたしによって見られた、いくらかの女たちに関わるたましいが。其
のこと、したが、えぐられた。082-02)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是の女は如何なるつみをなしたのか、と。082-03)ただしいスローシュと、亦、
みつかいアードゥルは言う。082-04)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいで
ある。082-05)それにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、するどいしたで有
った。082-05)亦、それにおいて、自身に関わるおっとや、亦、あるじが、多くきず
つけられた、したに於いて、と。

【意訳】

その後、私は幾らかの女たちの魂を見た。彼女たちの舌は抉られていた。そこで、私

は尋ねた。即ち、「この女は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊

アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、ゲーティーグに

おいて、毒舌でした。彼女の物言いで、自分の夫や主人が、多く傷つけられた」と。

第八十三章

【逐語訳】

083-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。其のこと、
自身に関わるなきがらが、たえず食われた。083-02)而して、わたしによってたずね
られた（こと）、即ち、是の女は如何なるつみをなしたのか、と。083-03)ただしいス
ローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。083-04)即ち、是れは彼のわるい女に
関わるたましいである。それにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、おっと従

りかくれた、多くの肉が食われた。083-05)亦、それにおいて、他の者に与えられた、
と。

【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は自分の屍骸を絶えず食った。そこで、私は

尋ねた。即ち、「この女は如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊ア

ードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女は、ゲーティーグにお

いて、夫に隠して、多くの肉を食った。また、他の者にも与えた」と。

第八十四章

【逐語訳】
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084-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。084-02)其の
こと、ちぶさがえぐられ、亦、はらが裂かれて居た。亦、ちょうが、犬たちに対して

与えられた。084-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是の女は
如何なるつみをなしたのか、と。084-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアー
ドゥルは言う。084-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。それに
おいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、どくや、亦、まじないに関わる油がつく

られ、たもった。084-06)亦、それにおいて、食うために、人々に与えた、と。
【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は、乳房が抉られ、腹が裂かれていた。また、

腸が犬たちに与えられた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この女は如何なる罪をなし

たのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女

の魂である。彼女は、ゲーティーグにおいて、毒や呪いのための油を作り、保持した。

また、服用するために人々に与えた」と。

第八十五章

【逐語訳】

085-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。085-02)其の
こと、（それらが）てつ之からを、からだの上に於いてつくり、085-03)亦、口をあつ
い所のオーブンに向けて置く。085-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是の女は如何なるつみをなしたのか、と。085-05)ただしいスローシュと、亦、
みつかいアードゥルは言う。085-06)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいで
ある。それにおいて、其のこと、いきものたちの中で、彼のよいせいかくで、かしこ

い男に関わる女で有った。085-07)併し、おっとに関わるやくそくがいつわられ、つ
みぶかく、亦、わるいせいかくの男に関わる彼と伴に寝た、と。

【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は鉄の殻を身体の上に着せられ、また、口を

熱いオーブンに置かれた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この女は如何なる罪をなし

たのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女

の魂である。彼女は、生きているとき、善い性格で賢い男の妻であった。しかし、夫

との約束に背き、罪深く悪い性格の男とともに寝た」と。

第八十六章
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【逐語訳】

086-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。086-02)其の
こと、きょうぼうな所の一つのへびが、からだに於いて、上に行き、亦、口に於いて

打ち出た。086-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだ
は如何なるつみをなし、即ち、たましいがそのようなばつを受ける、と。086-04)た
だしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。086-04)即ち、是れは彼のわ
るい女に関わるたましいである。其のこと、さいきんしんこんがそこなわれた、と。

【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。凶暴な蛇が、彼女の身体の中を上に行き、口から

打ち出ていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか、

即ち、魂がそのような罰を受ける（ほどに）」と。正しいスローシュと精霊アードゥ

ルは言う。即ち、「これはかの悪い女の魂である。彼女によって最近親婚が破られた」

と。

第八十七章

【逐語訳】

087-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。087-02)其の
こと、てつ之またに於いて、自身に関わるからだや、亦、かおが、たえずかかれた。

087-03)亦、ちぶさに於いて、てつのおかが、たえず掘られた。087-04)而して、わた
しによってたずねられた（こと）、即ち、是の女は如何なるつみをなしたのか、と。

087-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。087-06)即ち、是れ
は彼のわるい女に関わるたましいである。それにおいて、其のこと、ゲーティーグに

於いて、つみがなされた。087-07)亦、とみをのぞむことに関することのために、自
身のあかごにちちが与えられることが無かった。087-08)而して、今、たえずさけび
を為す、即ち、わたしは此処でおかを掘ります。而して、其のあかごにちちを与える

まで、と。087-09)今、よのおわり迄、其のあかごに届くことは無い、と。
【意訳】

その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は、鉄製の叉で自分の身体や顔を絶えず掻か

れた。また、乳房で鉄の丘を絶えず掘った。そこで、私は尋ねた。即ち、「この女は

如何なる罪をなしたのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「こ

れはかの悪い女の魂である。彼女は、ゲーティーグにおいて、罪を犯した。富を望む

が故に、自分の赤ん坊に乳を与えることがなかった。そして、今、絶えず叫んでいる。
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即ち、「私はここで丘を掘ります。そして、その赤ん坊に乳を与えるまで」と。今、

世界の終わりまで、その赤ん坊に届くことはない」と。

第八十八章

【逐語訳】

088-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。088-02)其の
こと、さかさまに、くびつりだい従りつながれて居た。亦、それは、たえずまじわっ

ていた。088-03)亦、それらによる、せいえきが、口や、亦、みみや、亦、はなの内
にながれた。088-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のから
だは如何なるつみをなしたのか、誰のたましいが、そのようなきびしいばつを受ける

のか、と。088-05)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。088-06)
即ち、是れは彼のわるい男に関わるたましいである。それにおいて、其のこと、ゲー

ティーグに於いて、まちがったまじわりがなされた。088-07)亦、それにおいて、或
るものたちに関わる女がだまされた、亦、まどいがなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の男の魂を見た。彼は逆さまに絞首台から繋がれ、絶えず交わって

いた。また、そのための精液が、口や耳や鼻の内へと流れ込んだ。そこで、私は尋ね

た。即ち、「この身体は如何なる罪をなしたのか、誰の魂が、そのような厳しい罰を

受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪

い男の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、誤った交わりをした。また、彼は、

或る者たちの女をだまし、迷わせた」と。

第八十九章

【逐語訳】

089-01)爾後、わたしによって見られた、彼のものたちに関わるたましいが。其のこ
と、じごくの内で、いっぱいのために、きわ、きわに向けて、うたれた。089-02)亦、
かわきと、亦、くうふくと、亦、さむさと、亦、あつさのために、なきごえがたえず、

たもたれた。089-03)亦、フラフスタルたちが、足や、亦、ほかのてあしに関わるう
しろ従り、たえず切り裂いた。089-04)而して、わたしによってたずねられた（こと）、
即ち、是の彼のたましいたちにおいて、如何なるつみがなされ、誰のたましいが、そ

のようなきびしいばつを受けるのか、と。089-05)ただしいスローシュと、亦、みつ
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かいアードゥルは言う。089-06)即ち、是れは彼のわるいものたちに関わるたましい
である。それらにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、たべものや、亦、ぬの

が、自身のからだのいのままにされて有った。089-07)而して、それらにおいて、善
いひとたちや、亦、かちあるものたちに対して与えられること無く、亦、全くかんだ

いさがなされること無く、亦、しはいの内にふかくはいって居たひとが、くうふくで、

亦、かわいて有って、亦、ふくもなくたもたれた。089-09)亦、それらにおいて、さ
むさと、亦、あつさと、亦、くうふくと、亦かわきが耐えられた。089-10)今、彼は
死に、亦、とみが、他の者に向けて残された。089-11)今、たましいは、そのような
きびしいばつを受ける、自身に関わるおこないに従り、と。

【意訳】

その後、私は、彼の者たちの魂を見た。彼らは、地獄の中、際から際へいっぱいに駆

り立てられた。また、渇きと空腹と寒さと暑さのため泣き声が続いた。また、フラフ

スタルたちが、足や他の四肢の後ろから絶えず切り裂いた。そこで、私は尋ねた、即

ち、「このような魂たちは、如何なる罪を犯し、誰の魂がそのような厳しい罰を受け

るのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い者

たちの魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、食べ物や衣料品を自分の身体にお

いて意のままにした。また、善い人たちや価値ある者たちに対して与えず、寛大さは

全くなかった。支配下に深くあった人は、空腹で渇き、服もないままであった。また、

寒さと暑さと空腹と渇きを耐えた。今、彼は死んで、財産が他の者に残された。今、

魂はそのような厳しい罰を受ける、自身の行いによって」と。

第九十章

【逐語訳】

090-01)爾後、わたしによって見られた、彼のものたちに関わるたましいが。それら
において、其のこと、へびたちによって、かまれた、亦、（それは）したをたえず食

う。090-02)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、彼らによって如何
なるつみがなされ、誰のたましいが、そのようなきびしいばつを受けるのか、と。

090-03)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。090-04)即ち、是れ
は彼のうそつきたちや、亦、ただしくないことをいうものたちに関わるたましいであ

る。其のこと、ゲーティーグに於いて、いつわりや、亦、ただしくないことが多くい

われた、と。

【意訳】
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その後、私は彼の者たちの魂を見た。彼らは蛇たちに噛まれ、舌が絶えず食われた。

そこで、私は尋ねた。即ち、「彼らによって如何なる罪がなされ、誰の魂が、そのよ

うな厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、

「これはかの嘘つきたちや正しくないことを言う者たちの魂である。彼らは、ゲーテ

ィーグにおいて、偽りや正しくないことを多く言った、と。

第九十一章

【逐語訳】

091-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。其のこと、
自身に関わるむすこが殺された。亦、のうみそがたえず食われた。091-02)而して、
わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰

のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。091-03)ただしいスローシ
ュと、亦、みつかいアードゥルは言う。091-04)即ち、是れは、彼のはんけつをなす
所のさいばんかんに関わるたましいである。其のこと、はんけつに関わる、まんなか

に於いて、あやまりをなすものたちについて、嘘に関わるはんけつがなされた。091-
05)亦、それにおいて、なさけぶかく、亦、ただしく、げんこくと、ひこくに於いて
みることが無かった。091-06)亦、とみへのよくぼうと、亦、むさぼりに向けての為
に、ただしくないものたちに於いて、いかりと、亦、はげしさに於いて、どなられた、

と。

【意訳】

その後、私は一人の男の魂を見た。彼は、自分の息子を殺し、脳髄を絶えず食った。

そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳

しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これ

はかの判決を下す裁判官の魂である。判決の最中に、間違った者たちに嘘の判決を下

した。また、原告や被告を、情け深く正しく見なかった。富への欲望と貪りの故に、

不正な者たちに怒りと激しさをもって、怒鳴りつけた」と。

第九十二章

【逐語訳】

092-01)爾後、わたしによって見られた、彼のものたちに関わるたましいが。それら
のものにおいて、其のこと、き之くいが、めに於いて打たれて居た。092-02)而して、
わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだは如何なるつみをなし、誰
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のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。092-03)ただしいスローシ
ュと、亦、みつかいアードゥルは言う。092-04)即ち、是れは彼のねたみぶかいもの
たちに関わるたましいである。それらのものにおいて、其のこと、よいことが、ひと

びと従り差し押さえられた、と。

【意訳】

その後、私は彼の者たちの魂を見た。彼らは木製の杭を目に打ち込まれていた。そこ

で、私は尋ねた。即ち、「この身体はは如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳し

い罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの妬み深い者たちの魂である。彼らは善い事を人々から差し押さえた」と。

第九十三章

【逐語訳】

093-01)扠、わたしによってみられた、彼のものたちに関わるたましいが。それらの
ものにおいて、其のこと、さかさまにじごくの内におちて居た。093-02)亦、したに、
けむりと、亦、ねつ、亦、うえに、つめたい所のかぜが、上に投ぜられて居た。093-
03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是のからだたちによって如
何なるつみがなされ、誰のたましいが、そのようなきびしいばつを受けるのか、と。

093-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。093-05)即ち、是れ
は彼のものたちに関わるたましいである。其のこと、ゲーティーグに於いて、キャラ

バンサライに関わる、いえと、亦、ばしょ、亦、やど、亦、ばしょ、亦、タンドール・

オーブンが与えられることが無かった。093-06)亦、其のこと、与えられて、それ従
り、かりちんが取られた、と。

【意訳】

さて、私は彼の者たちの魂を見た。彼らは逆さまに地獄の内へと堕ちていた。また、

下には煙と熱、上には冷たい風が彼らの上に吹いていた。そこで、私は尋ねた。即ち、

「この身体たちによって如何なる罪がなされ、誰のたましいが、そのような厳しい罰

を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの

者たちの魂である。彼らは、ゲーティーグにおいて、キャラバンサライに家や場所、

宿や場所、またタンドール・オーブンを与えなかった。また、与えても、それから借

り賃を取った」と。
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第九十四章

【逐語訳】

094-01)爾後、わたしによって見られた、彼のものたちに関わるたましいが。それら
において、其のこと、其れが自身に関わる手、自身に関わるちぶさに於いて、あつい

所のフライパンの上に置いて居た。094-02)亦、がわがわに向けて、たえずかえした。
094-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是の女たちによって、
如何なるつみがなされたのか、誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、

と。094-04)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言う。094-05)即ち、
是れは彼の女たちに関わるたましいである。其のこと、自身に関わるあかごに、ちち

が与えられることが無く、へだてることと、そこなうことがなされた。094-06)亦、
ゲーティーグに関わるめぐみのために、ちちが、或るものたちに関わるあかごに向け

て与えられた、と。

【意訳】

その後、私は、かの者たちの魂を見た。彼女らは、熱いフライパンの上に、自分の手

と乳房をのせていた。また、側から側えと絶えず裏返していた。そこで、私は尋ねた。

即ち、「この女たちによって、如何なる罪がなされたのか、誰の魂がそのような厳し

い罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これは

かの女たちの魂である。自分の赤ん坊に乳を与えず、隔てて、損なった。また、ゲー

ティーグでの恵みのために、乳を或る者たちの赤ん坊に与えた」と。

第九十五章

【逐語訳】

095-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女に関わるたましいが。其のこと、
一つのおかが、ちぶさに於いて、たえず掘られた。095-02)亦、かわきと、亦、くう
ふくが、たえず有った。095-03)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、
是の女は如何なるつみをなしたのか、と。095-04)ただしいスローシュと、亦、みつ
かいアードゥルは言う。095-05)即ち、是れは彼のわるい女に関わるたましいである。
其のこと、自身に関わるあかごに、ちちが与えられることが無かった。095-06)亦、
くうふくと、亦、かわきが、放っておかれた。095-07)亦、むさぼりに関わるよくぼ
うと、亦、つみぶかいまじわりに関わるよくのために、みしらぬ所の男と伴に行った、

と。

【意訳】
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その後、私は一人の女の魂を見た。彼女は乳房で一つの丘を絶えず掘った。また、渇

きと空腹が絶えずあった。そこで、私は尋ねた。即ち、「この女は如何なる罪をなし

たのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い女

の魂である。彼女は、自分の赤ん坊に乳を与えなかった。また、空腹と渇きのまま放

っておいた。さらに、貪りへの欲望と、罪深い交わりへの欲のため、見知らぬ男と一

緒に行った」と。

第九十六章

【逐語訳】

096-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男に関わるたましいが。其のこと、
したが切りとられて居た。096-02)亦、かみに於いて、たえずひかれた。亦、（それら
が）しがいを、たえずふりまき、亦、カビーズに於いて、はかる。096-03)而して、
わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是の男は如何なるつみをなし、誰のた

ましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。096-04)ただしいスローシュと、
亦、みつかいアードゥルは言う。096-05)即ち、是れは彼のわるい男に関わるたまし
いである。それにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、たねが取られた。096-
06)而して、かれにおいて、いわれた（こと）、即ち、わたしはまく、と。併し、それ
において、（かれは）まくことが無い。096-07)亦、それにおいて、たべられた。亦、
スパンダルマドのだいちへ、うそがなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の男の魂を見た。彼は舌が切りとられていた。また、髪の毛は絶え

ず引張られた。また、屍骸が絶えず振り撒かれ、カビーズ枡で量られた。そこで、私

は尋ねた。即ち、「この男は如何なる罪をなし、誰の魂がそのような厳しい罰を受け

るのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「これはかの悪い男

の魂である。彼は、ゲーティーグにおいて、種を取った。そして、言った。即ち、「私

は蒔く」と。しかし、彼は蒔かずに、食べてしまった。そして、スパンダルマドの大

地への虚偽がなされた」と。

第九十七章

【逐語訳】

097-01)爾後、わたしによって見られた、一りの男と、亦、一りの女に関わるたまし
いが。其のこと、したが切り取られて居た。097-02)而して、わたしによってたずね
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られた（こと）、即ち、是のからだたちによって如何なるつみがなされ、誰のたまし

いがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。097-03)ただしいスローシュと、亦、
みつかいアードゥルは言う。097-04)即ち、是れは彼のわるい男と、亦、女に関わる
たましいである。それらにおいて、其のこと、いきているものたちの中で、うそや、

亦、ただしくないことが多くいわれた。097-05)亦、自身に関わるたましいに、いつ
わりがなされた、と。

【意訳】

その後、私は一人の男と一人の女の魂を見た。それらは、舌が切り取られていた。そ

こで、私は尋ねた。即ち、「この身体たちによって如何なる罪がなされ、誰の魂がそ

のような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即

ち、「これはかの悪い男と女の魂である。それらは、いきているものたちの中で、嘘

や正しくないことを多く言った。また、自分自身の魂が偽られた」と。

第九十八章

【逐語訳】

098-01)爾後、わたしによって見られた、一りの女と、亦、一りの男に関わるたまし
いが。其のこと、はき上げると、亦、打ち食うた。098-02)而して、わたしによって
たずねられた（こと）、即ち、是のからだたちによって如何なるつみがなされたのか、

誰のたましいがそのようなきびしいばつを受けるのか、と。098-03)ただしいスロー
シュと、亦、みつかいアードゥルは言う。098-04)即ち、是れは彼のわるい男と、亦、
女に関わるたましいである。それらにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、つ

みぶかさに於いて、しがいが、むさぼられた。098-05)亦、水に関わるかわうそが、
水の中で殺された。098-06)亦、オフルマズドに関わるつくられたものが、打たれ、
亦、殺された、と。

【意訳】

その後、私は一人の男と一人の女の魂を見た。それらは、吐き上げると、また打ち食

っていた。そこで、私は尋ねた。即ち、「この身体たちは如何なる罪を犯したのか、

誰の魂がそのような厳しい罰を受けるのか」と。正しいスローシュと精霊アードゥル

は言う。即ち、「これはかの悪い男と女の魂である。それらは、ゲーティーグにおい

て、罪深かささの中で屍骸を貪った。また、水生のかわうそを水中で殺した。また、

オフルマズドの創造物を打ち、また、殺した」と。



220

第九十九章

【逐語訳】

099-01)扠、また他の多くが見られた。わるい男たちや、亦、女たちに関わるたまし
いが。099-02)亦、おそろしさ之、こわさ之、がいにみちた所の、あくにみちた多く
のいたみ之、くらさ之じごくの内に、きずと、亦、ばつに関わるさまざまなものを（そ

れらのものは）たえず受けている。099-03)爾後、わたしによって見られた、たまし
いたちが。それらのものにおいて、其のこと、き之くいに於いて、したが、かかれて

居た。099-04)亦、じごくの内で、さかさまに、したへたえず行って居る。099-05)亦、
悪魔たちによって、てつ之またに於いて、彼らに関わるからだすべてが、たえず損な

われた。099-06)而して、わたしによってたずねられた（こと）、即ち、是の其れに関
わるたましいたちは、誰で居たのか。099-07)亦、それらにおいて、如何なるつみが
なされたのか。それらのものにおいて、其のこと、たましいがそのようなきびしいば

つを受けるのか、と。099-08)ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは言
う。099-09)即ち、是れは彼のわるいものたちに関わるたましいである。それらのも
のにおいて、其のこと、ゲーティーグに於いて、あるじたちの内で、したがわないこ

とが有って居た。099-10)亦、あるじたちに関わるぐんたいや、亦、たいの内で、か
たきで有って居た。099-11)今、此処でそのようなきびしいいたみと、亦、きずと、
亦、ばつを受けなくてはならない、と。

【意訳】

さて、また他の多くの悪い男女の魂を見た。恐ろしさと怖さと有害な悪意に満ちた多

くの痛み、暗さの地獄の内で、傷と罰についての様々なものを、それらのものは絶え

ず受けている。その後、私は魂たちを見た。それらの者は木製の杭で舌が掻かれてい

た。また、地獄の内で、逆さまに下方へ絶えず堕ちている。悪魔たちが鉄製の叉で、

彼らの身体全てを絶えず傷つける。そこで、私は尋ねた。即ち、「これらの魂たちは、

誰であったのか。それらの者は如何なる罪を犯したのか。それらの者の魂がそのよう

な厳しい罰を受けるのは」と。正しいスローシュと精霊アードゥルは言う。即ち、「こ

れはかの悪い者たちの魂である。それらの者は、ゲーティーグにおいて、君主たちの

許で不服従であった。また、君主たちの軍隊や連隊の許で敵であった。今、ここで、

そのような厳しい痛みと傷と罰を受けなくてはならない」と。

第百章

【逐語訳】
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100-01)爾後、わたしによって見られた、ガンナーグ・メーノーグに関わる、しにみ
ちた所の、よこしまなおしえに関わる、せかいのはかいしゃが。100-02)其のこと、
じごくの内に、わるものたちに対して、ちょうしょうと、亦、あざけりがたえずなさ

れた。亦、いわれた（こと）、100-03)即ち、何故に、オフルマズド之パンをたえず食
べて、而して、我に関わるわざを為すのか。100-04)亦、自身に関わるつくりぬしに
於いておもうこと無く、亦、我に関わるよくをなすのか、と。そのように、多くをあ

ざけって、わるいものたちに対してたえずどなっている。

【意訳】

その後、私は、ガンナーグ・メーノーグの死に満ちた邪まな教えにおける世界の破壊

者を見た。彼は地獄の内で、悪い者たちを絶えず嘲笑し嘲った。彼は言う。即ち、「何

故に、オフルマズドのパンを絶えず食いながら、我が業を為すのか。また、自分の創

造主を思うことなく、我が欲望を行なうのか」と。そのように、多くを嘲って、悪い

者たちを絶えず怒鳴っている。

第百一章

【逐語訳】

101-01)爾後、ただしいスローシュと、亦、みつかいアードゥルは、私に関わる其の
手をさきへと取った。101-02)亦、くらい所の、おそろしい所の、こわい所の其のば
しょに関わること従り、打ち運ばれた。101-03)おわりのないひかりと、亦、オフル
マズドや、亦、アムシャラスパンドたちに関わるあつまりに関わる其れへ向けて運ば

れた。101-04)わたしによって、オフルマズドのまえで、らいはいを為そうと欲した
時、101-05)亦、おだやかで有って、いわれた（こと）、即ち、まさに、ようこそ、汝、
ただしいアルダー・ウィラーズよ。マズダニアンたちのししゃよ。ものに関わるせか

いへ向けて行け。101-06)なんじによって、みられたこと、知ったことの、そのよう
にただしく、よのひとびとに向けて言え。101-07)何故なら、我と伴に居る其れは、
オフルマズドで居るからである。101-08)よいことや、まことを言う所の其れを全て、
我はみとめ、亦、知る。101-09)打ち言え。かしこいものたちに向けて、と。101-10)
而して、オフルマズドが是のようなしかたに於いていった時、私はおどろきふしぎに

打ち留まって居た。101-11)何故なら、わたしによって、ひかりはみられたが、而し
て、からだはみられなかった、而して、わたしによってこえは聞かれたからである。

101-12)而して、わたしによって知られた（こと）、即ち、是れがオフルマズド也、と。
101-13)亦、それにおいて、メーノーグたち従りもっともきまえのよい、つくりぬし
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オフルマズドはいった、101-14)即ち、打ち言え、汝、アルダー・ウィラーズよ。ゲ
ーティーグに関わるマズダニアンたちに向けて、101-15)即ち、ただしさに関わるみ
ち、はじめのおしえに関わるみちが、一つのもの也。亦、ほかのものに関わる其のみ

ちは、すべてみちでは無い。101-16)其のひとつの正しさに関わるみちを（なんじた
ちは）取れ。亦、はんえいに於いても、亦、かなしみに於いても、亦、ほかのみちに

於いても、亦、それを（なんじたちは）めぐらすこと勿れ。101-17)亦、（なんじたち
は）打ちめぐらせ、よいおもいを、亦、よいことばを、亦、よいおこないを。101-18)
亦、其のおなじおしえに於いて（なんじたちは）ふかく居よ。我従り受けた、スピタ

ーマたちのザラドゥシュトとウィシュタースパが、よの内にひろめることをなした。

101-19)亦、ただしい所ののりを（なんじたちは）保て、よこしま従り（なんじたち
は）打ちまもれ。101-20)亦、おなじく是のちしきに於いて有れ、即ち、牛は塵で有
り、亦、うまは塵で有り、亦、金やぎんは塵で有り、亦、ひとびとのからだに関わる

それも塵で有る。101-21)其のひとつが塵であることに対してまじることは無い、其
のこと、ゲーティーグの内で、ただしいことをたたえ、亦、とくのしごとを為すこと。

101-22)ただしいもの、汝、アルダー・ウィラーズよ。自身に関わる其れはじゆうで
ある、（なんじは）行け。101-23)何故ならば、きよらかさと、亦、しょうじょうに関
わる全てを汝たちは為し、保て。101-24)亦、すべての時に、のりによって（なんじ
たちは）保て。101-25)きよらかに、しょうじょうに、うやまい、みつかいたちをお
もいつつ、そのようなことに於いて（なんじたちは）為せ、その時に、我はすべてを

知る、と。101-26)亦、其のたぐいのことを聞いた時、ふかくらいはいしを為した、
創造主オフルマズドに対して。101-27)而して、爾後、ただしいスローシュは、しょ
うりのうちに、亦、善く、おおしくはこんだ、しきものに関わる、其のばしょへ向け

て。101-28)しょうり有り、マズダニアンたちに関わる善いおしえは。101-29)すこや
かさと、亦、しあわせと、亦、まんぞくに於けるおわり。

【意訳】

その後、正しいスローシュと精霊アードゥルは、私のその手を先へと取った。そして、

暗く恐ろしく怖い場所から打ち運ばれた。永遠の光と、オフルマズドやアムシャラス

パンドたちの集まりへ向けて運ばれた。私がオフルマズドの前で、礼拝しようとした

時、穏やかに言われた、即ち、「まさによく来た、汝、正しいアルダー・ウィラーズ

よ。マズダニアンたちの使者よ。物質の世界へ行け。汝が見て知ったことを、如実に

正しく世の人々に言え。何故なら、我とともにいる者はオフルマズドであるからであ

る。善や真理を言うその者を、我は認め知る。打ち言え、賢者たちに向けて」と。オ
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フルマズドがこの様な形で言った時、私は驚きと不思議に打ち留まっていた。何故な

ら、私は光を見たものの、身体を見なかった、しかし、声は聞こえたからである。そ

して、私は知った、即ち、これがオフルマズドである、と。また、そこでメーノーグ

たちの中でも最も寛大な創造主オフルマズドは言った、即ち、「打ち言え、汝、アル

ダー・ウィラーズよ。ゲーティーグのマズダニアンたちに向けて、即ち、『真実の道、

元始の教えの道が、唯一のものである。他の道は全て道ではない。汝等は、その唯一

の真実の道を取れ。繁栄においても、悲しみにおいても、他の道においても、汝等は

それを変えてはならぬ。また、汝等は、善い思い、善い言葉、善い行いを打ち行なえ。

また、汝等は、その同じ教えに深くあれ。我より受けたスピターマたちのザラドゥシ

ュトやウィシュタースパが世の中に広めた、その正しい教法を、汝等は保ち、邪悪か

ら打ち護れ。そして、汝等は等しく、この智慧において有れ。即ち、牛は塵であり、

馬は塵であり、金銀は塵であり、また、人々の身体も塵である。その唯一にして塵に

混じることのないこと、それはゲーティーグにおいて正しいことを称賛し有徳の仕事

を行なうことである』と。正しい者、汝、アルダー・ウィラーズよ。そなた自身は自

由である、汝は行け。何故ならば、清らかさと清浄さの全てを汝たちは行い、保て。

また、全ての時に、汝等は教法によって保て。清らかに清浄に仰ぎ、精霊たちを想い

ながら、そのように汝等は行なえ。その時に、我はすべてを知る」と。そして、その

ようなことを聞いた時、わたしは創造主オフルマズドに対し、深く礼拝した。そして、

その後、正しいスローシュは勝利のうちに、善く、雄雄しく、敷物のあるその場所へ

運んだ。

勝利あれ、マズダニアンたちに関わる善いおしえに。

健やかさと幸せと満足における終わり。
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