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古英詩 Andreasにおける「神と人との互恵関係」

衛　藤　安　治

は じ め に

主人公 Andrewは，食人種の島Mermedoniaで囚われの身となっているMatthewの救出を神に命じら
れ，Mermedoniaに船で出かけることになる。乗船に際して，Andrewは船賃の持ち合わせがないこと
を船頭に伝える（この船頭は神が姿を変えているという筋立てである）。船賃の持ち合わせがないこと
についての船頭と Andrewとの遣り取りは原典註 1）にも該当部分が存在する。しかしここで興味深いこ
とは，古英詩 Andreasの作者がこの船賃不払いをキリストの名において，謂わば「神と人との互恵関係」
の中で正当化しようとしていることである。これは古英詩作者が原典の素材に新たに付け加えた内容で
ある。
船頭に乗船を許されると，その報酬として船頭に神の祝福が与えられるように Andrewは神に祈る。

さらに船頭に「食事のもてなし」を受けたり，「操舵術の伝授」を船頭に願い出たりするが，その際に
も「神と人との互恵関係」のテーマは繰り返されている。Andrew が船頭に乗船許可を求める 270行目
から「キリストによる奇跡」の話に移るまでの 554行目に至るまで，このテーマを中心にストーリーは
展開しているといっても過言ではない。古英詩作者は何らかの意図をもって原典の素材にこのテーマを
付け加えたと考えざるを得ない。
そこで本稿では，「神と人との互恵関係」がこの作品でどのように描かれているかを観察することに

よって，それを原典の素材に書き加えた作者の意図を探ってみることにしたい。

I　「報酬は神様から」

主人公 AndrewはMatthewの救出に船で出かけるのであるが，乗船に際して「船賃の持ち合わせがな
いこと」を二度にわたって船頭に説明している。註 2）　一度目は乗船したい旨を船頭に告げる台詞の中で，
次のようにいっている。註 3）

（1）
Him þa Andreas　　eaðmod oncwæð :

‘Wolde ic þe biddan,　　þeh ic þe beaga lyt, 

sincweorðunga,　　syllan meahte, 　　　　　Cf. 476b-7 in （6）
þæt ðu us gebrohte　　brante ceole, 

hea hornscipe,　　ofer hwæles eðel

on þære mægðe ; 　　bið ðe meorð wið God, 

þæt ðu us on lade　　liðe weorðe.’　（270-76）
（And Andrew spake with humble heart : “I would fain entreat thee, though I may give but little treasure, 

but little store of precious things, that thou guide us in thy steep-sided ship, thy high-beaked skiff, over 
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the home of the whale unto that people.　And may thy guerdon be with God that thou wast kindly unto us 

upon this journey.”）

引用 （1） について，本稿との関係で注目しなければならない箇所は Andrewが「金目の物はないのです
が，乗船させてもらえないだろうか」（271-75a）と願い出たあとの「報酬は神様から戴ける筈，我々旅
人に親切にするということは」（275b-76）という台詞である。これは「困っている人に親切とあわれみ
を示せば，神から報酬 （永遠の生命） を授けられる」（Matthew 25 : 31-46.参照）という，謂わば「神と
人とのキリスト教的互恵関係」のなかで船賃不払いを説明したものであると考えられる。冒頭でも触れ
たが，この部分は原典に対応箇所がない。古英詩 Andreasの文脈でもこの部分はやや唐突な感じがする
が，このテーマはこれから何度か繰り返されることになる。ここで謎掛けのように唐突にもちだして，
何度か繰り返しながら謎解きをしたとも考えられる。276行目を gif-clauseにしないで þæt-clauseにし
たのは，謎掛けのために古英詩作者が互恵関係をここではわざと曖昧に表現しようとしたためかもしれ
ない。註 4）

II　「世俗の富は所有せず」

「乗船するためには所定の船賃の支払いが条件だ」（292-8） と船頭にいわれ，それに答える台詞の中で，
再び Andrewは「船賃の持ち合わせのない」ことを次のように説明する。

（2）
Him þa ofstlice　　Andreas wið, 

wineþearfende,　　wordum mælde :

‘Næbbe ic fæted gold　　ne feohgestreon, 

welan ne wiste,　　ne wira gespann, 

landes ne locenra beaga,　　þæt ic þe mæge lust ahwettan,　
willan in worulde,　　swa ðu worde becwist.’　（299-304）　

　　（And quickly Andrew spake helplessly to his friend’s demand : “Neither have I beaten gold nor store 

of treasure, weal nor wealth, nor web of golden strands, nor land, nor linked rings, that I may fulfil 

thy will, thy craving in the world as thou dost ask.”）

引用 （1） のゴチック体部分と同様，ここでも「船賃の持ち合わせが無い」（301-03a） ことを，英雄詩の
Beowulfに出てくるような財宝のたぐいを並べ立てて表現して，註 5） 最後に「あなたの希望通りに世俗の
欲望を満たしてあげることはできない」（303b-4） と Andrewは付け加えている。これは英雄詩に見られ
る「主君と下臣との互恵関係」の中で用いられる財宝を「現世の富」と見なし，Andrewがそれをきっ
ぱりと否定した発言だと理解することができる。註 6）　とは言え，船賃の話からずいぶん大げさなことに
なってしまったものである。

III　「神の施しを受けているからには…」

次に，船賃を持たずに旅をする理由を船頭に尋ねられると，「旅人に親切にすることが適切な行為で
ある」ことを Andrewは「神と人との互恵関係」の中で次のように説明している。この説明も原典には
見られない。古英詩作者が書き加えたものである。
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（3）
Ða him Andreas　　ðurh ondsware, 

wis on gewitte,　　wordhord onleac :

‘Ne gedafenað þe,　　nu þe dryhten geaf   

welan ond wiste　　ond woruldspede, 

ðæt ðu ondsware　　mid oferhygdum  

sece, sarcwide ; 　　selre bið æghwam 

þæt he eaðmedum　　ellorfusne 

oncnawe cuðlice,　　swa þæt Crist bebead, 

þeoden þrymfæst.　　…　（315-23a）
　　（Then Andrew gave answer unto Him and, wise of heart, revealed his secret thought : “It beseemeth ill 

for that God hath granted thee weal and wealth and fortune in the world, that thou （seek） look for an answer 

（thus） with haughty pride and wounding word.　Better is it for every one of men that with humble heart he 

graciously receive way-faring men, even as Christ gave bidding, the Prince of glory.）

ここで注目すべきことは，親切にすべき理由付け （317b-18） が明示的に述べられていることである。「神
の施しを受けているのだから，旅人にいいにくいことをいわせるのは良くない」（317-20a） と接続詞 “nu”

（317b） を用いて，まず理由を明示している。さらにこれが「キリストの教え」であること （322b-23a） 
を附言している。旅人に親切にすることが神の施しに対するお返しであること，つまり「神と人との互
恵関係」のなかで親切な行為の宗教的妥当性を説明したあとで，それがキリストの教えでもあることが
付け加えられているのである。これには若干まじめな「教理入門講座」（Luke 10 : 33-37. ; 12 : 16-21. 

参照）の雰囲気も感じられるが，古英詩作者の意図は「船賃不払いという反社会的行為をキリストの名
において正当化」することの諧謔性を示すことにもあったのではないかと思う。聴衆もこの様な諧謔の
なかで，期せずして教理入門講座を体験させられていたのではないだろうか。また船頭に姿を変えた神
に教理入門講座を聞かせる設定は原作由来の劇的アイロニー （Andrewは下船するまで船頭の正体に気
づいていない）をいっそう増幅させている。この様な増幅効果も古英詩作者の狙いであったに違いない。
上の引用（3）に続いて，自分たちが「キリストの僕」であることを Andrewは船頭に告げる （323b-24a）。

さらに「伝道の際には無一物でなければならない」 （329b-39） というキリストの教え（Matthew 10 : 9-

10. ; Mark 6 : 8-9. ; Luke 9 : 3. 参照）を引いて，この台詞を閉じている。自分たちが「キリストの僕」
であるという説明が効を奏し，めでたく Andrewは乗船を許される。この部分 （323b-42）註 7）について
は原典に該当部分が存在する。つまり，別の言い方をすれば，原典では「船賃不払いの理由」として挙
げられているのは，ほとんどこの点のみであり，互恵的な説明は見られないということである。註 8）

IV　「神よ，船頭（＝神）に祝福を !」

Andrewは乗船を許されると，船頭への報酬を神に求める。「神と人との互恵性」は神への祈りのなか
で次のように表現されている。

（4）
Ða ofer yða geswing　　Andreas ongann 



人間発達文化学類論集　第 23号 2016年 6月54

mereliðendum　　miltsa biddan 

wuldres aldor,　　ond þus wordum cwæð :

‘Forgife þe dryhten　　domweorðunga, 

willan in worulde　　ond in wuldre blæd, 

meotud manncynnes,　　swa ðu me hafast  

on þyssum siðfæte　　sybbe gecyðed.’　（352-58）
　　（And mid the ocean surges Andrew prayed the Prince of glory for favour on that sea-faring man and 

spake this word : “May the Lord, the Maker of mankind, grant thee honour, gladness in the world and bliss in 

heaven, as thou hast shown me loving-kindness upon this journey.”）

「船頭が親切にしてくれたので，神よ，船頭に祝福を !」と Andrewは祈っている。船頭は神が姿を変え
ているのだから「神よ，神に祝福を」と祈っていることになる滑稽さにも注目したい。これは原典にも
該当部分が存在する。註 9）　しかし神に船頭の幸せを祈念する理由付けを接続詞 “swa” （357b）を用いて
明示している点は原典に由来するものではない。これは古英詩作者の互恵的説明へのこだわりを示すも
のといえるだろう。
さらに，船上で食事のもてなしを受けると，食事のお返しとして，つまり互恵的な意味で「船頭に天

上のパンを与え給え」（388b-89a） と Andrewは神に祈っている。

（5）
‘Ðe þissa swæsenda　　soðfæst meotud, 

lifes leohtfruma,　　lean forgilde, 

weoruda waldend,　　ond þe wist gife, 

heofonlicne hlaf,　　swa ðu hyldo wið me 

ofer firigendstream,　　freode, gecyðdest !　（386-90）
（“For this meal may the Righteous God, the Radiant Prince of life, the Lord of hosts, give thee reward and 

grant thee food, the bread of heaven, even as thou showest favour and grace to me upon these mountain-

seas.） 

引用 （4）と同じように「神よ，神に報酬を !」と祈っていることになる。原典にも船頭へのお返しとし
ての “heofonlicne hlaf” （389a）（「天より降りしパン」）（John 6. 50-58. 参照）に相当する表現を含む，神
への祈りが存在するが，註 10）古英詩ではこれに加えて，名詞 “lean” （387b） 「報酬」や接続詞 “swa” （389b） 
を用いて互恵関係が明示されている。ここでも引用 （4） と同様，原典の素材に互恵的説明が加えられて
いることに注目したい。
引用 （4） と （5） について今ひとつ注目しておきたい点は，Andrewは自分が受益者でありながら，もっ
ぱら神にそのお返しをさせようとしていることである。
ところで，「金目の物はないのですが…」という，乗船の際に用いられた台詞（271b-72）［引用 （1）

参照］が，次の引用 （6） で再び全く同じ表現で使用されていることに注意を向けてみたい。船頭にその
優れた航海術を伝授してもらいたいと考えた Andrewは「金目の物はないのだけれど，ご厚誼を賜りた
い」 （474b-80a） と船頭に願い出る。原典と照らし合わせても，「金目の物はないのですが…」 （476b-78a） 
という台詞をここで再び用いる必然性は全くない｡註 11）　再びここでこれを用いた理由は何だったのだ
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ろうか。やや長い引用になるが，航海術の伝授を Andrewが願い出る一節を次に示す。

（6）
Ongan þa reordigan　　rædum snottor, 

wis on gewitte,　　wordlocan onspeonn :

‘Næfre ic sælidan　　selran mette, 

macræftigran,　　þæs ðe me þynceð, 

rowend rofran,　　rædsnotterran, 

wordes wisran.　　Ic wille þe, 

eorl unforcuð,　　anre nu gena          475

bene biddan ; 　　þeah ic þe beaga lyt, 

sincweorðunga,　　syllan mihte,       Cf. 271b-2 in （1）
fætedsinces,　　wolde ic freondscipe, 

þeoden þrymfæst,　　þin<n>e, gif ic mehte, 

begitan godne.　　Þæs ðu gife hleotest,      480b

haligne hyht　　on heofonþrymme, 

gif ðu lidwerigum　　larna þinra     482a

est<e> wyrðest.　　Wolde ic anes to ðe, 

cynerof hæleð,　　cræftes neosan, 

ðæt ðu me getæhte,　　nu þe tir cyning     485b

ond miht forgef,　　manna scyppend, 

hu ðu wægflotan　　wære bestemdon, 

sæhengeste,　　sund wisige. 　（469-88）
　　（Wise of rede he spake, sage of soul unlocked his secret thought : “Never did I meet better shipman or 

one of greater craft than thou seemest unto me, never more stalwart rower, or one of better rede, or wise 

word.　And now again, O noble earl, I beg of thee a boon.　Though I may give but little treasure, but lit-

tle store of precious things, of beaten gold, I fain would win thy fair friendship, if I might, most glorious 

Prince.　Wherefore thou shalt win gifts and holy bliss in heaven’s glory, if thou be bounteous of thy lore unto 

sea-weary men.　For at thy hand, O kingly man, I would learn craft, that thou mayest teach me, since the 

King of glory, the Shaper of man, hath granted thee might to guide the wave-ships compassed by the sea, 

ocean-stallions across the deep.）

引用（6）では，金目の物はないのですが，「ご厚誼を賜りたい，その見返りとして，あなたは天国の栄
光を授かることになる，知識を伝授して戴ければ 」（478b-83a） ，「神は操舵術をあなたに授けているの
だからその技を私に伝授してほしい」（483b-88） と Andrewは船頭に訴えている。これが他の引用（1, 3, 

4, 5）と異なるのは，「神と人との互恵関係」の連鎖がこの引用の中で一巡して，完結していることであ
る。疑似副詞 “þæs” （480b）や接続詞 の “gif” （482a）や “nu” （485b）を用いて，ここで古英詩作者が念
入りに説明しているのは，主君と下臣との間の「世俗的互恵関係」とは異なる，神が介在する「宗教的
互恵関係」の連鎖（神から人 （船頭）に「神の施し」→人 （船頭）から旅人（Andrew）に「親切な行為」
→神から人（船頭） に「天国の栄光」）である。この宗教的互恵関係のおかげで，Andrewは船賃を支払
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わずに乗船できただけでなく，乗船後ももっぱらこの様に受益者であり続けることに成功してい 

る。註 12）

例の台詞「金目の物はないのですが…」を再度ここで用いた意図は，引用 （1） の「報酬は神様から戴
ける筈…」（275b-76） という謎めいた台詞に今一度聴衆（あるいは読者）の注意を向け，これまでその
謎解きをしてきたことに気づかせることにあったのではないだろうか。引用 （1） の謎掛けから始まる「キ
リスト教的互恵性」のテーマが，ここで完結していることを示すマーカーとして同じ台詞が使用された
のではないかと思われる。註 13）

宗教的互恵性のテーマは最後に Andrewの神への感謝の祈り （537-54）で締めくくられている。面白
いのは，「神の与え給う恵みを全て数え上げて，語れる者はどこにもいない」 （544b-48）という台詞の
すぐあとで，「船頭であるこの若者には神の恵みが授けられている，同じ年頃のこんな立派な若者を見
たことがない」（549-54）と Andrewは船頭を讃えていることである。註 14）　すぐそばにいる船頭が神で
あることに気づいていない Andrewのこの台詞に聴衆は哄笑を禁じ得なかっただろう。原作由来の劇的
アイロニーを古英詩作者はここでも利用しながら，素材の諧謔を増幅させている。
宗教的互恵性のテーマはここで終わり，555行目からは，「キリストによる奇跡」の話が始まる。面
白いのは，その冒頭部分で神が “fruma ond ende” （556b）と称されていることである。神が宗教的互恵
関係を一人二役で演じている話のすぐあとでの，この呼称の使用は神が互恵関係のアルファでありオメ
ガであることのおかしさを再び聴衆に想起させたのではないだろうか。註 15）

む　す　び

神の施しを神からの贈り物と受け止めて，そのお返しとして功徳を積む。功徳の報酬として永遠の生
命が神から授けられる｡ この様な謂わば「神と人との互恵関係」（もちろん「互恵関係」という表現に
は問題があるが）は現代でもオーソドックスなキリスト教の教えとして通用するものであろう（Matthew 

25 : 31-46.参照）。古英詩 Andreasに比べると時代はやや新しくなるが，Ælfricの散文では動詞 lænan

や alænan 「貸す」 を用いて，「神からの施し」が「神が貸し与えた物」と表現されている。註 16）　「神の施
し」つまり「神から貸与された物」に対する「お返し」としての「慈善や親切」という考え方は古英語
期においても一般的な教理として受け止められていたことがそのような言語表現によって確認できる。
古英詩 Andreasの作者が神と人との関係を互恵的に捉えたのも，この様な背景があったからだろう。た
だこの作品はまじめなだけの「教理入門講座」ではない。
引用 （3） は「神の施し」に対する「お返し」として「旅人への親切」を説いた，一応まじめなキリス
ト教の教えと理解することができる。ただ引用 （4） と （5） の場合は少し様子が違っている。困っている
人に親切とあわれみを示した人にはそれに対する報酬が来世において授けられるというのがキリストの
教えではあるが，これらの引用 （4） と （5） の場合，Andrewは自分が受けた親切な行為に対する「お返し」
を厚かましくもひたすら神に代行させようとしているのである。このあたりは古英詩作者による悪ふざ
けであるといわざるを得ないだろう。引用 （6） は悪ふざけの全体像を逐一ご丁寧に説明したものである。
しかしながら，神をこの様に人間と対等な関係に引きずり降ろすことによって，註 17）原典由来の諧謔を
大きく増幅させながら，地上の互恵関係とは異質な，謂わば「宗教的互恵関係」の存在を笑いの中で平
信徒に伝えることに古英詩の作者は成功しているといえるのかもしれない。
（追記 : 本稿で扱った諧謔の背後には古英語期における「商取引」あるいは「貨幣経済」の発達があっ
たことにも注意を向けておきたい。註 18）　まず船頭が Andrewに船賃を要求する場面では，ある程度の貨
幣経済の発達がなければ，船賃の概念自体聴衆は理解できなかっただろうし，船頭に姿を変えたキリス
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トが船賃を要求することの滑稽さも理解できなかったであろう。また英雄詩に出てくるような財宝を船
賃として差し出すことの滑稽さは，貨幣経済以前の時代設定である英雄詩の財宝を「貨幣」代わりに用
いることが時代錯誤であることを聴衆が理解していなければ成立し得ないだろう。「神と人との互恵関
係」のテーマも商取引的互恵関係を神との関係にも，もっともらしく適用することによって生ずる滑稽
さを作者は狙ったものであろう。）

註

 1） 古英詩 Andreasの直接的原典（direct source）が特定されているわけではない。本稿では一般に source とか analogue

と呼ばれる文献を便宜的に「原典」と呼ぶことにする。これにはギリシャ語とラテン語の散文作品があるが，本稿
ではラテン語散文作品 （Casanatensis） を原典に近いものとして代表させ，その現代英語訳 Calder （1976） を参照しつ
つ論を進める。ラテン語散文とギリシャ語散文の比較は Boenig （1991） が便利である。原語での確認は Blatt （1930） 
によって可能である。

 2） この台詞の中で，船賃の代わりとなる「金目の物」を表現するのに，Beowulfのような英雄詩に出てくる表現が使用
されていることはよく知られており，議論の的になることも多い。この点については，衛藤（2014,  65-68）参照。

 3） 古英詩 Andreasからの引用は総て Brooks （1961） による。引用文中の下線やゴチックは筆者による。
 　引用文の下に付した，丸括弧内の現代英語訳は Kennedy （1949） による（これは Brooks （1961） と同じ解釈ではな

い箇所もあるので一部イタリック等で修正を加えたが，本稿の議論に関わる部分については，この訳で大きな齟齬
をきたすことはない）。

 4） この文については Bruce Mitchell （1988, p. 17） が次のようにいっている。
 “…, while the translation ‘because’ is convenient, the þæt can reasonably be said to introduce a noun clause, …” 

 5） この部分については Brooks （p. xxv） が “absurd”とか “ungrammatical”といって，その表現の不適切さを指摘してい
る（衛藤（2014, 67）参照）。

 6） 現代の古英詩研究者に不適切と評されるような表現（上の註 5）参照）を用いて，作者が「金目の物」を表現した理
由は，「天上の富」とは対照的な「地上の富」を象徴するものとして，英雄詩で用いられる種々の財宝をこの文脈で
用いたかったからであろう。ただ，厳密に言えば，英雄詩の財宝は「地上の富」を象徴している訳ではない（Leisi

（1952-3）参照）。
 　また，端的に言って，英雄詩の財宝は換金して船賃になるようなものでもないのでこの作品で用いることは明ら

かな誤用であり，古英詩作者の悪ふざけであると考えざるを得ない。Goldsmith （1960） のように，Beowulfの財宝を「地
上の富」あるいは 「金銭欲」 の象徴とみる研究者もいるが，当時もその様な誤解をする者がいて，それに対する皮肉
を作者はここで意図していたのかもしれない。この様な誤解をもてあそぶ悪ふざけの中で，地上の富とは無縁の「天
上の富」の存在を聴衆（あるいは読者）に作者は伝えたかったのだろう。「天上の富」については，Matthew 6 : 19-20. 

参照。
 　ついでに付け加えると，heah-gestreon （362） では，財宝が「聖人（の魂）」を表現している。Beowulfの場合と財宝

の用い方は異なるが （Tyler, p. 31. 参照），Andreasの作者が財宝を「世俗の富」の象徴として考えていたわけでは必
ずしもないことを l. 362はうかがわせる。

 7） 古英詩該当部分は以下の通り。
 　　　　　　　　　…　We <h>is þegnas synd 

 　gecoren to cempum ; 　　he is cyning on riht, 

 　wealdend ond wyrhta　　wuldorþrymmes, 

 　an ece God　　eallra gesceafta, 

 　swa he ealle befehð　　anes cræfte, 

 　hefon ond eorðan,　　halgum mihtum, 

 　sigora selost.　　He ðæt sylfa cwæð, 

 　fæder folca gehwæs,　　ond us feran het 

 　geond ginne grund　　gasta streonan :  　
 　“Farað nu geond ealle　　eorðan sceatas 

 　emne swa wide　　swa wæter bebugeð, 
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 　oððe stedewangas　　stræte gelicgaþ. 

 　Bodiað æfter burgum　　beorhtne geleafan 

 　ofer foldan fæðm ; 　　ic eow freoðo healde. 

 　Ne ðurfan ge on þa fore　　frætwe lædan, 

 　gold ne seolfor ; 　　ic eow goda gehwæs 

 　on eowerne agenne dom　　est ahwette.” 

 　Nu ðu seolfa miht　　sið userne 

 　gehyran hygeþancol,　　ic sceal hraðe cunnan 

 　hwæt ðu us to duguðum　　gedon wille.’ 　（323b-42）
 　（For we are His vassal thanes, chosen unto the strife, and rightfully is He the Wielding King, the Shaper of heaven’s glo-

ry, the One Eternal God of every creature, as He comprehendeth all things by His strength alone, heaven and earth with 

holy might, best of victories.　Himself He spake that word, the Father of every folk, and bade us hie us forth and strive for 

souls, throughout the spacious world.　‘Fare ye now through all the regions of the world, even as far as the sea extends and 

meadows lie along the way.　And in the cities preach ye radiant faith over the bosom of earth, and I will grant you peace. 

Neither need ye take treasure on that journey, nor gold nor silver ; but I will grant you all good things and bless your  

power !’　Now mayest thou know our journey with thoughtful heart, and quickly must I know what thou willest to do to our 

advantage.”

 8） 「船賃についての遣り取り」と「不払いの理由」に関わる原典該当部分は以下の通り。
 When blessed Andrew had boarded the boat with his disciples, the Lord immediately tested him, saying, “What are you go-

ing to give us for passage money?” Saint Andrew replied, “Believe me, brother, I don’t have gold or silver to pay you the 

fare, nor even bread as provision.” The Lord replied, “Brother, what’s this you’re saying : you don’t have gold or silver to 

give us for the crossing, nor even provisions and supplies? Why did you board then?” Andrew said, “Good brother, listen to 

me. Perhaps you think it was either pride or a clever trick to cheat you? We cannot give you the fare. We have nothing else 

but our souls and even they are not in our power, for we have given our souls and bodies into the hands of our Lord Jesus 

Christ, the great Man of God. He chose us as the twelve apostles and He gave us this rule : when we go out to preach His 

Gospel, we are not to carry money or a bag with us, or bread, or shoes on our feet, or a staff in our hands, or two tunics. If 

you want to show pity on us, tell us at once ; but if you don’t, show us how we can leave.” （Calder, p. 18） 
 9） 原典該当部分は以下の通り。
 Andrew said to Jesus in reply, “Brother, forgive me.　May the Lord grant you His grace and guide you always on the sea 

and everywhere.” （Calder, p. 18）
10） 原典該当部分は以下の通り。　
 “Brother, may the Lord grant you celestial bread from His kingdom : ....” （Calder, p. 19）
11） 原典該当部分は以下の通り。
 Andrew turned towards Jesus and said, “There is something I want to say to you.”　And the Lord said, “Say what you 

wish.”　“Sir, please show me and teach me your technique of steering ; .... I have been to sea and in a boat many times, but 

never once have I been able to watch anyone at sea steer a boat as I now watch you.　.... So I beg you to teach me, a novice, 

your technique of steering, because I want to learn it very much.” （Calder, p. 20）
12） しかし，互恵性の連鎖の中で Andrewはこの作品においてもっぱら受益者であり続けているわけではない。Matthew 

救出に際しては，キリストの使徒として神へのお返しをすることになる（Matthew 救出を前に神に鼓舞される場面 

（936-39a） 参照）。ここでも互恵関係が接続詞 “swa”（937b） で明示されている。
13） 本稿執筆中に新エディション （North, Richard, and Michael D. J. Bintley, eds.　Andreas : An Edition. Liverpool : 

Liverpool University Press, 2016.） が出版されたが，これにも再度にわたるこの同一表現の使用についての説明は見ら
れない。問題の ll. 476b-77については，次のような注釈を加えている。

 “Here OE freondscipe ‘friendship’ connotes a financial arrangement.　No analogue contains this polite nod to the expecta-

tion that strangers are paid for their services.” （p. 235）
 　他に同一表現の使用で注目すべき例として，形容詞 hal の場合を指摘しておきたい。（914a） と （1467a, 1470a） は呼

応関係にあるのではないだろうか。
14） 古英詩該当部分は以下の通り。
 　　　　　　　　....　Nænig manna is 
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 　under heofonhwealfe　　hæleða cynnes, 

 　ðætte areccan mæg<e>　　oððe rim wite 

 　hu ðrymlice,　　þeoda baldor, 

 　gasta geocend,　　þine gife dælest. 

 　Huru is gesyne,　　sawla nergend, 

 　þæt ðu þissum hysse　　hold gewurde, 

 　ond hine geongne　　geofum wyrðodest, 

 　wison gewitte　　ond wordcwidum ;

 　ic æt efenealdum　　æfre ne mette 

 　on modsefan　　maran snyttro.’    （544b-54）
 　（Nor is there any man under the span of heaven, any one of mortal race, who may expound aright or know the reckoning 

how Thou in glory, Lord of nations, Saviour of souls, dealest out Thy grace.　Truly is it manifest, O Lord of Spirits, that 

Thou wast gracious to this lad, and didst honour him in youth （, wise in wit,） with gifts, wisdom and skill of speech.　Never 

of equal age did I meet any man more sage of soul.”   

15） ウルガタ聖書で新約聖書を最後まで読んだことのある人が聴衆（あるいは読者）の中にいたとすれば，高級な言葉
遊びと思われたであろう（Apocalypse 1 : 8. Ego sum alpha et omega. 参照）。

16） Baker （2013, pp. 83-85） には次のようなÆlfricの用例が見られる。
 　And uton don þearfum and wanspedigum sume hiððe ure goda, þam ælmihtigum Gode to wurðmynte þe hit us alænde, 

þæt he us mare on þam toweardan forgife Dominica .i. in Quadragesima  （Godden, Catholic Homilies II, vii. 43-5）
 （And let us provide for the poor and those of little means some benefit from our goods, to the honour of the almighty God 

who lent it to us, so that he may give us more in the future） 
 　Beo se rica gemyndig þæt he sceal þæra goda þe him God alænde agyldan gescead, hu he ða atuge  De Dominica Oratione 

（Clemoes and Godden, Catholic Homilies I, xix. 231-2）
 （Let the rich man be mindful that he must give an accounting of how he used the goods that God lent to him）
 　þa ðincg þe him God lænde on ðysum life to brucenne  Memory of the Saints （Skeat,  Ælfric’s Lives of Saints, xvi. 328）
 （the things that God lent him to use in this life）
17） この作品には Andrewが神と対等な関係であるかのような Andrew自身の言動が見受けられる。まず Andrewは神に

Matthew救出の要請を受けると，あろう事かいったん謝絶するのである。またギリシャ語散文では食人種に拷問を
受けると，「キリストの苦しみは三時間だったのに自分は三日も苦しんでいる」と神に不満を漏らしている （Boenig, p. 

19. 参照）。
 　また神ご自身が牢獄に現れた折りには，古英詩 Andreasの作者は Andrewを神の wine （1464a）と表現しているの

も注目される。名詞 wine の意味については，Green （1965, pp. 106-14） 参照。
18） イングランドでは 7世紀末にはすでに商取引が行われていたことが指摘されている（Leisi, pp. 208-9. 参照）。硬貨の

使用については Stenton （1971, pp. 57, 222-5） 参照。
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 （2016年 4月 14日受理）

“Reciprocity of Claims between God and Man”  

in the Old English Andreas

ETO Yasuharu

Although Anglo-Saxon Christianity teaches us that “in this world God merely lends worldly goods, but to 

those who have used their wealth well He will in the future give the gift of salvation,” there should be no talk 

of any reciprocity of claims between God and man.　However, in the poem Andreas St. Andrew boards the 

ship without paying the passage money, saying to God disguised as boatman, “God will reward you if you are 

kind to travellers like me.”　On three occasions without himself doing anything, St. Andrew can be a “benefi-

ciary” just by asking God to reward the boatman for the kindnesses. 

In the Latin and Greek sources St. Andrew is allowed to board the ship just after he explains that he is a 

disciple of Christ : “when we go out to preach His Gospel we are not to carry money.”　To this original the 

Andreas poet facetiously adds the theme of God’s reward in the future.　It might be said that the addition by 

the poet of the theme of “reciprocity” to the original story contributes very much to making this part （ll. 270-

554） of the poem even funnier than the sources.


