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    蔀勇造訳注

『ケブラ・ナガスト：聖櫃の将来とエチオピアの栄光（東洋文庫904）』
平凡社，2020年10月，512頁，定価3,800円（税別）

石　川　博　樹
*

ISHIKAWA Hiroki

本書はエチオピアの古語であるゲエズ語（古典エチオピア語）で記された作者不詳の書『ケブラ・
ナガスト（王たちの栄光）』の全訳と注釈，そして解説である。
『旧約聖書』「列王記上」第10章および「歴代誌下」第9章には，古代イスラエル王国のソロモン
王を南方からシェバの女王と呼ばれる女王が訪れ，王の智慧に驚嘆して帰国したという短い逸話が
記されている。シェバの女王をめぐるこの逸話はその後人々を魅了し，数々の伝説を生んだ。シェ
バの女王伝説はエチオピア高原のキリスト教徒の間にも広まり，独自の発展を遂げて王朝の正統性
や民族のアイデンティティの拠り所としての地位を得るに至った。エチオピア版シェバの女王伝説
を伝える書として最も有名であるのが『ケブラ・ナガスト』である。
『ケブラ・ナガスト』は117章と奥書で構成され，内容は3つに分けることができる。まず全体の
3分の2ほどを占めるのがエチオピアに関する記述で，これが主要部である。史実ではキリスト教
の教義上の対立を解消するために開催されたニカイア公会議を舞台として物語は始まる。しかし『ケ
ブラ・ナガスト』では，この会議において教父たちが論じたのは「諸国の王に栄光を与えるものは
何か」「どの王が最も栄光に包まれているのか」という問題であったという奇想天外な設定のもと，
「諸王の中でエチオピアの王こそ最も栄光に包まれていること」を示すためにある教父が語ったも
のとして，エチオピアの女王にまつわる物語が叙述される。それによればシェバの女王はエチオピ
アの女王マケダであった。彼女はイェルサレムを訪問した際ソロモン王の子を身ごもり，帰国後出
産した。生まれた息子はバイナ・レフケムと名付けられ，成長後ソロモン王のもとを訪れて長子と
して認知された。世継ぎとしてイスラエル王国を継承することを望むソロモン王に対し，バイナ・
レフケムはエチオピアへの帰国を希望する。ソロモン王によってバイナ・レフケムの供を命じられ
たイスラエルの貴顕の長子たちはユダヤ人の秘宝である聖櫃を持ち出すことを企て，成功する。第
86章では，聖櫃を伴ってエチオピアに帰国したバイナ・レフケムがマケダから王位を譲られたこと
が記される。第117章では，6世紀前半にキリスト教徒を迫害した南アラビアのユダヤ教徒の王を
追討したことで知られるエチオピアのアクスム王国のカレブ王とビザンツ皇帝がイェルサレムで世
界を二分したという驚くべき記述が見られる。以上が『ケブラ・ナガスト』の主要部であり，この
他に第63章第2段落～第83章では，聖櫃を失った後のソロモンの堕落とイスラエル王国の分裂など
が，第95章半ば～第112章では，預言者たちのキリストに関する預言などが記されている。
「君主がソロモン王とシェバの女王の間に生まれた息子の血統を継承する」という観念は，1270

* 東京外国語大学アジア･アフリカ言語文化研究所准教授
Associate Professor, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign 

Studies



246

年に成立したソロモン朝エチオピア王国において社会に深く浸透し，そのような血統ではない人
物が即位することはタブーとされた。このような状況を打破して1855年に「諸王の王」と呼ばれ
る君主の座に就いたのがテウォドロス2世である。彼は即位後大英帝国との間に外交的軋轢を招き，
1868年に大英帝国軍がエチオピアに攻め入った。王都を陥落させた英国軍は，王宮の書庫から多数
の手稿を奪い，その中には『ケブラ・ナガスト』の手稿も含まれていた。新たに「諸王の王」となっ
たヨハンネス4世は王国の統治に欠かせない書としてその返還を切望し，英国は返還に応じた。こ
のように『ケブラ・ナガスト』はエチオピアのキリスト教徒の間で極めて重要な意味を持っていた。
これまでに刊行された唯一の『ケブラ・ナガスト』の校訂本は，1905年にドイツの東洋学者ベッ
ツォルトが出版したものである。これはパリ国立図書館の手稿BN éth. 94を底本とし，オクスフォー
ド大学ボドリーアン図書館などが所蔵する6種の手稿を校合したものである。その後このベッツォ
ルトの校訂テキストを基にした各国語訳が出版された。本書もベッツォルトの校訂テキストを基に
している。これまでに出版された各国語の翻訳が何かしらの難点を抱えるなか，『旧約聖書』のゲ
エズ語訳，ギリシア語訳，ヘブライ語訳も参照しつつ，ベッツォルトの校訂テキストを精密に翻訳
している点は本書の重要な特色である。
本書のもう一つの特色は，古代南アラビア史，そして古代南アラビアと密接な関係を持ち，南ア
ラビアを版図としていた時期もあったアクスム王国に関する長年の研究によって培われた豊富な知
見を基にして行われる詳細な解説である。中でも目を引くのが『ケブラ・ナガスト』の執筆目的お
よび成立時期に関する議論である。『ケブラ・ナガスト』が現在見られる稿本の形になった時期に
ついては諸説あるものの，ソロモン朝成立後であったとする点について異論はない。しかしその執
筆目的と成立時期については，ソロモン朝成立後に同王朝の正統性を示すために執筆ないし編纂さ
れたというソロモン朝期成立説と，ビザンツ皇帝とカレブ王がイェルサレムで世界を二分したとす
る記述が現実味を帯びていた6～7世紀に成立したとする説を中心に議論が続いている。
蔀氏は本書の「解説」において，『ケブラ・ナガスト』にはソロモン朝の正統性を主張するとい
う目的にはそぐわない記述が多々見られるというシャヒードの指摘を支持するとともに，聖櫃関連
の記述がソロモン朝の正統性を示すためには不自然であることを指摘してソロモン朝期成立説を退
ける。そして「『ケブラ・ナガスト』はカレブ王への賛辞として執筆されたのではないか」というジョ
ンソンの推測に賛意を示したうえで，『ケブラ・ナガスト』の執筆目的について「ビザンツ皇帝の
弾圧に苦しむ単性論派の人々を慰撫することを目的としてエチオピア王を称揚するため」という見
解を示す。また主要部の成立時期については，アラビア半島南部がエチオピアの支配にある時代で
なければ起こりえない記述が見られることを指摘し，カレブ王が隠棲した530年代初頭から「サー
サーン朝によって南アラビアからエチオピアの勢力が駆逐され，この地が同王朝の支配下に入る
570/575年」までの間とする説を提唱している。
『ケブラ・ナガスト』はシェバの女王伝説の研究，およびエチオピアのキリスト教徒居住地の歴
史研究において必須の文献であり，ゲエズ語テキストからの精密な翻訳とアラビア半島周辺地域の
歴史研究から得た潤沢な知見を基にした解説で構成される本書の出版が，これらの分野の研究者に
とって極めて有益であることは言うまでもない。特に『ケブラ・ナガスト』の執筆目的と成立年代
に関する蔀氏の見解は，6～7世紀の南アラビアおよびアクスム王国の事情を知悉する研究者によ
る見解として傾聴に値する。さらに本書はキリスト教会の対立が激しさを増していた6～7世紀の
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オリエント世界における宗教・思想・文学の連関に関わる研究にも重要な寄与をするものと思われ
る。このように学術的意義の深い労作を世に送り出した翻訳者の蔀氏と，学術書出版に対する逆風
が続くなかで「東洋文庫」の刊行を続ける平凡社に敬意を表して本稿を終えたい。
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