
 
 

 48 

「リヨンゴ王の叙事詩」訳稿 
 

宮本正興 
 
以下には、拙著『スワヒリ詩の伝統とリヨンゴの歌』（近刊、第三書館）から、同書第 2部第 1章に収録
した「リヨンゴ王の叙事詩」全 232連に関連して、日本語に拠る試訳部分のみを紹介させていただく。スワ
ヒリ語に拠るローマ字転写原文、各連に関する訳注、本文校訂ほか、広くスワヒリ古典詩の伝統を含めて、

一切の考察的内容は、同書に譲る。 
 
1.
アッラーの御名において、始めよう 
ムハンマドの名にかけて 
書き記そう 
後からやって来る、若者のため。 
	 

2.  
くれ給え、黒いインキと 
シリアの紙を 
さらにくわえて、葦ペンを 
文字に記して、見せようぞ。 
 
3.  
また、選り抜きの書写板を 
線をば引いて 
綺麗に文字を	  
並べよう、一直線に。 
 
4.  
物語をば、書き記そう 
驚異の話、聴かれるがよい 
起こりしことは、神の謀らい 
心して、悟られよ。 
	 

5.                
歌に託して、語ろうぞ 
リヨンゴの物語 

つぶさに語ろう、事の次第を 
かの王の、身に有りしこと。 
 

6.  
リヨンゴは、筋骨隆  々

一人前の、男となりぬ	  
これぞ、まことの男の姿 
美貌これまた、いや増しぬ。 
	 

7.  
体躯は堂  々

胸幅広く、背は高く 
界隈広く、知れ渡り 
ひと目見ようと、人が来る。 
	 

8.  
ガラの輩も、やって来た 
パテの王都の、御殿まで 

食い物、仕込み 
またその姿、ひと目見るため。 
 
9.  
これらのガラの、衆たるや 
森の覇者なり 
君主の家系 
こぞりて皆が、勇気の輩。 
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10.  
パテの王たる、スルタンは 
その場に居合わせ、問うてみた 
「やあ、ガラの衆、見かけたるかや 
リヨンゴの、現れたるかや。 
 
11.  
ガラの衆、答えて曰く 
「リヨンゴなるは、何者か 
知る者おらず、我が郷に 
聞いたことなし、その名前」。 
 
12.  
かくして王は、ことば継ぎ 
ガラを相手に、誇りたてたり 
「百の強者、立ち向かうとも 
敵うことなし、ただ逃げるのみ」。 
 
13.  
「正真正銘、まことの男児 
獅子の剛健、かねそなえ 
夜となく、昼となく 
躊躇うことなく、徘徊しおる」。 
	 

14.  
「もしも突然、現れ出れば 
誰もがちびる、小便を 
総身に、震え走らせて 
右往に左往、ただ喚くのみ」。 
 
15.  
その眼光に、射られるや 
たちまち息が、絶え果てて 
死が忍び寄る、汝の身 
全身襲う、恐怖のゆえか。 
 

16.  
ガラの面々、これを聴き 
嘲り笑い、吹き出して 
こう告げぬ「かの男、 
この目で、しかと確かめん」。 
 
17.  
さてもさて、くだんの男住みたるは 
数え切れない、一族の許 
そのお屋敷は、彼方の地 
誇りも高い、マシャアの町に。 
 
18.  
かくして王は、認めぬ 
急ぎの手紙、その場にて 
ついで使者をば、送りたり 
これリヨンゴを、連れ出すがため。 
 
19.  
ほかにも王は、書き込んだ 
ガラの輩の、言いしことまで。 
「参内されたし、我が命なるぞ。 
よそ人たちが、会いたいと」。 
 
20.  
使者は、出かけぬ、急ぎの足で 
やがて着きたり、リヨンゴの許 
手紙渡すや、さっと取り 
（リヨンゴは）その全文を、読み終えぬ。 
 
21.  
かくてリヨンゴ、答えたり 
恭しくも、丁重に 
「すぐにも参らん、畏みて 
主君の命と、あるならば」。 
 



 
 

 50 

22.  
そのあと使者は、引き返す 
己が主君の、許にまで 
その場に着きて、繰り返す 
リヨンゴの、返事をばそのままに。 
 
23.   
さて明くる日に、リヨンゴは 
旅に出でたり	  
急ぎの足で 
道をば進む。 
 

24.   
支度万端、整えぬ 
選り抜きの、武器のほかには 
三つのラッパ 
これらを一つに、束ねたり 
 
25.   
さてもさて、シャカの地を出で 
パテの都へ、向かうなら 
速足にても、四日はかかる 
健脚の、輩にありて。 
 
26.   
リヨンゴは、道をば辿り 
雄々しく進む 
歩き続けて、まる二日 
その日のうちに、都へ入る。 
	 

27.   
都入りした、リヨンゴは 
やがて着きたり、城門に 
かくてラッパを、口に当て 
鳴らすや、たちまち張り裂けぬ。 
 

28.   
本気で鳴らすや、いかばかり 
町の人々、驚きぬ 
ラッパは破裂 
ガラの面々、その音を聞く。 
 
29.   
彼らは尋ねり、「何事なるか 
轟音たてしは、何者ぞ？」 
かくして王は、答えたり 
「これリヨンゴの、来たしるし」。 
 
30.    
間髪入れず、リヨンゴは 
二つ目をば、鳴らしたり 
ラッパは、もはや耐え切れず 
二つ目もまた、破裂せり。 
 
31.    
三つ目の、ラッパを掴むや 
誰も彼もが、慌てふためく 
右往に、左往 
ガラの面々、逃げまどう。 
 
32.    
王は告げたり 
「うわさの男の、到着だ 
今にもここに、現れる 
驚異の姿、ご覧あれ」。 
 
33.    
この言葉、終わらぬうちに 
使いの者が、王の面前 
「高貴なる、リヨンゴ殿の 
願いに候、おめもじの」。 
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34.    
王は告げたり、「さあ、通せ」 
さて、その姿現れたるや 
その目疑う、ガラの面  々
恐怖が走る、全身に。 
 
35.    
ドキドキと鳴る、心の臓 
震え止まらず、両の膝 
この男こそ、武者の王 
百の兵士に、勝るなり。 
 
36.    
腰を降ろして、リヨンゴは	  
しばらく休む 
やがて降ろすは 
持ち運びきた、大袋。 
	 

37.    
やおら、そのあと  
袋から、取り出したるは 
持ち運びきた、品の数  々
家財道具の、ことごとく。 
 
38.    
取り出したるは、臼と杵 
穀物砕く、石もまた 
はては数多の、鍋と釜	  
火を焚きつける、釜戸石まで。 
 
39.    
さらにまた、雑穀入れたズタ袋 
熟れ頃、旬のココナッツ 
ガラの面々、声も出ず 
ただ驚愕の、極みなり。 
 

40.    
ガラの面々、この様を見て 
王に告げたり 
「欲しいものだよ、是が非でも 
我らが婿に、この男」。 
 
41.    
「欲しくなるのは、男の子種 
我らが土地へ、連れ帰り 
歓び迎え、住まわせて 
我らのために、子づくりを」。 
 
42.    
かくして王は、答えたり 
「ならばそのこと、尋ねてみるか 
文句もなくて、承知とあれば 
使者を送って、知らせよう」。 
 
43.  
さて王の、問うてみるやに 
リヨンゴに、異存なし 
いくつかの、注文あるも 
それが通れば、満足の由。 
 
44.     
すぐにも王は 
ガラ人たちに、告げにけり 
その返事、即座にありて 
注文たるも、異存なし。 
 
45.     
話まとまり 
リヨンゴの、婿入りとなる 
皆が歓び、踊るなか 
彼（リヨンゴ）は入りぬ、閨房へ。 
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46.     
かくて女は、身籠りて 
獅子なる赤子、生み落とす 
元気溌剌、男の子 
これリヨンゴの、嫡子なり。 
	 

47.     
後生大切、息子を育て 
情愛そそぎ、慈しむ 
さても瞼と、マスカラの仲 
豪奢なる、贈物また山をなす。 
 
48.     
すくすく育つ、少年は 
父と連れ立ち、歩くほど 
やがて元服、見事な男児 
姿かたちも、麗しく。 
 
49.     
さてもさて、あらぬ中傷 
何百と、王の許まで届きたり 
かくして（王は）、意を決し 
男（リヨンゴ）殺しを、企みぬ。 
 
50.     
さてリヨンゴは、見抜きたり 
おのが命の、狙われしこと 
かくて身をひく、パテの国から 
移り住みしは、大陸側に。 
 
51.     
かくして王は 
恐れ始めぬ、かの男 
我が王国を、奪うでないか 
そんな疑惑が、いや増しぬ。 
 

52.    
王は知りたり 
（リヨンゴが）森の中へと、逃げしこと 
かくして王は、サニェ人と 
ダハロ人とに、期待をかける。 
 
53.    
王は彼らに、告げにけり 
「捕まえよ、リヨンゴを 
その生首を、持ち来たれ 
100リアレをば、進ぜよう」。 
	 

54.    
彼ら皆、大陸側へ戻りたり 
（リヨンゴを）森で見つけて 
こう告げぬ、「我らが友よ 
ともに歩もう、仲間になって」。 
 
55.    
「貴公こそ、我らが主君 
我らが父で、ありまする 
されば我らが、友とはなりて 
ともに食い、ともに飲まんや」。 
 
56.    
ある日彼らは、口にせり 
「誇り高きは皆の衆、ともに食おうぞ 
キコワは、美味い 
果てることなき、宴なり」。 
	 

57.    
「キコワの宴で、ココナッツ 
飽きるを知らず 
食うは楽しく 
日毎に代わり、誰かが登る」。 
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58.    
この相談の、まとまるや 
皆で向かうは、ココヤシの許 
誰もが果実を、手にするように 
誰か一人が、木に登る。 
 
59.    
さてもさて、その意図たるや 
彼（リヨンゴ）が、登るその日に 
かの生身をば、射抜くこと 
一人残らず、矢をば放って。 
 
60.    
みなが皆、おのが番終え 
最後に残る、リヨンゴのみが 
皆が告げたり、「さあ、貴公の出番。 
よろしく、頼む」。 
 
61.    
リヨンゴは、即座の答え 
「どの木にするか、選ぶべし。 
気に入りの、ココナッツをば 
落して見せん」。 
 
62.    
彼らは進む、隊列なして 
天突く木をば、探したり 
やがて、その木の見つかるや 
「これに決めた」と、告げにけり。 
 
63.    
リヨンゴが、その木見やれば 
いや恐ろしく、背が高い 
その意図たるや、明白に 
彼らに抱いた、ある疑惑。 
 

64.    
さて彼（リヨンゴ）は、思慮深く 
寝ている時も、油断なし 
この企みを、見破りぬ 
他の皆の、謀りごと。 
 
65.    
彼は告げたり「しばし、待て」 
かくして矢をば、取り出して 
弦にあてるや、放ちたり 
ヤシの実数多、落ちて来ぬ。 
 
66.    
一枝全部、落としたり 
数多鈴なり、ヤシの実が 
誰もが唖然、声もなく 
ただ驚愕し、震え慄く。 
 
67.    
皆は心で、呟きぬ 
「いったい誰が、敵うやら 
こんな男に、敵はなし 
相手にすれば、身の破滅」。 
 
68.    
密かに皆は、出会いを重ね 
たがいに知恵を、ひねりたり 
されど捕える、術はなし 
我ら皆が、殺されるやら。 
 
69.    
王に答えん、かくあるならば 
殺めるなどは、至難の技ぞ 
捕まえるのも、困難至極 
束になっても、敵わない。 
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70.    
これをば聴いて、王は決断 
「ええいくそ、奴を拉致して 
連れ戻せ、我がこの町へ 
しかと頼むぞ、この仕事」。 
 
71.    
「こう告げてやれ、『さあ、旅だ 
パテの都に、上ろうと 
もはや、危険はありませぬ 
そのように、聞いておる』とな」。 
 
72.    
『大陸側に、住み着くも 
たまには都へ、赴いて 
美味い食い物、市場にて 
手に入れましょう』とな」。 
 
73.     
ボニとダハロの、輩たち 
元の郷へと、戻りたり 
彼の地にありて、リヨンゴは、 
相まみえたり、彼らとも。 
 
74.     
彼は尋ねた「町の様子の、いかなるや」 
彼らは告げり「いたって安全、 
もはや危険は、ありませぬ 
貴公をば、狙う者などおりませぬ」。 
 

75.     
「くまなく都を、巡りしが 
貴公のことを、問う者おらず 
我ら皆も、驚く次第 
これぞ、あなたに伝えたきこと」。 
 

76.     
返事を聴いて、リヨンゴは 
意をば決しぬ 
かくして皆は、連れ立って 
パテの都へ、入りたり。 
 
77.     
相まみえたり、リヨンゴは 
母と息子に 
二度と森へは、戻らずに 
都の土地に、馴染み始めぬ。 
 
78.     
これ聞かされて、王たるや 
心の底から、喜悦を覚え 
かく呟きぬ「今度ばかりは 
逃がしはせぬぞ、殺めてやるぞ」 
 
79.     
さてリヨンゴは、よくぞ聴け 
グングとムアオの、踊りの名手 
それにもまして、そのリーダー 
誰にも勝る、男なり。 
	 

80.     
かくして王は、意を決し 
町に住みたる、高貴の人に 
秘かに告げる 
グング踊りを、「始めよ」と。 
	 

81.     
「男と女の、踊りであれば 
来させるがよい、リヨンゴの奴 
あ奴をば、捕まえるのだ 
秘密であるぞ、この話」。 
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82.    
「この話、嗅ぎつけるなら 
逃げ出すに違いなし、リヨンゴの奴 
これを漏らせば、お前たち 
命はないと、知るがよい」。 
 
83.    
さてもさて、この王たるや 
殺すと言えば、逆らえず 
口にしあれば、嘘はなし 
即座の実行、伴いぬ。 
 
84.    
かくて身分の、高き面  々
リヨンゴ呼んで、誘いたり 
「ムアオの踊り、やろうじゃないか 
ひとり残らず、踊ろじゃないか」。 
 
85.    
誰もがムアオに、備えたり 
万事一切、しきたり通り 
かくして王は、送り込む 
武装の兵士、その数は百。 
 
86.    
隊列組んで、兵士は進む 
槍と弓矢に、棍棒握り 
ついにリヨンゴ、捕まえて 
繋ぎ留めるは、獄門に。 
 
87.    
放り込まれた、牢獄で 
閉じ込められぬ、独房に 
門扉に兵士 
かわる代わるに、見張りたり。 
 

88.    
評議開かれ 
「殺すべし」とは、誰かが言いぬ 
「疫病神は、亡き者に 
恐ろしいのは、リヨンゴの奴」。 
 
89.    
こうも述べたり、他の者は 
「得策ならず、殺すのは 
あの男こそ、町の大砲 
我々守る、楯になる」。 
 
90.    
「されば、奴をば大将に 
戦さとなれば、役に立つ 
死して名誉を、尊ぶ男 
逃げたりしない、男なり」。 
 
91.    
「殺すのならば、それもよし 
生かしおくなら、戦の楯に」 
皆の意見が、まとまりて 
このこと、王に告げられぬ。 
 
92.    
かくして王は、思案にくれる 
「殺すは、よかれ 
生かすは、危険 
謀反の輩に、違いなし」。 
 
93.    
「我が王国が、奪われるなら 
後悔の指、噛むことに 
我が世のために、かの男 
今すぐにでも、亡き者に」。 
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94.    
王は家臣を、呼び集め 
処刑の意志を、伝えたり 
皆が答えぬ、「まこと御意なり 
我らの思い、一つなり」。 
 
95.    
奴隷の童、伝令となり 
リヨンゴの許、来たりて告げぬ 
「疑いはなし、あなたの処刑 
これ知らせるが、我が役目」。 
 
96.    
「最期の望み、いかなるや 
王は私を、送られぬ 
あなたの処刑、もはや確実 
さあ、ご辞世のお覚悟を」。 
 
97.    
「我らが王の、ご命令 
私はそれの、遣いなり 
ただの三日の、猶予あるのみ 
まこと、あなたは殺される」。 
 
98.     
彼（リヨンゴ）が答えて曰く、「戯言止めよ 
ならば戻って、王に伝えよ 
ムアオの踊りを、所望する 
それに、グングの踊りもだ」。 
 
99.     
「打つのは早い、祝いの太鼓 
今日や、明日には 
いいか頼むぞ、こう告げよ 
これ一生の、願いだと」。 
 

100.    
かくして、王の伝令が 
独房あとに、去り行くや 
母の使いが、やって来た 
食い物もって、やって来た。 
 
101.    
さてもさて、たしかに母の 
料理は美味い 
番兵どもが、これを横取り 
自分らだけで、平らげる。 
 
102.    
食い物の、運ばれる度 
番兵どもが、奪い取る 
かくてある日に、使いに告げぬ 
「我が母上に、言伝を」。 
 
103.    
歌に託して、娘に告げぬ 
「家へ戻って、母に伝えよ 
万端用意、するように 
お前に告げる、品々を」。 
 
104.  	 	 	 	 	 	 	 	  
彼は告げたり「遣いだ、サーダ 
家へ戻って、伝えよ、母に 
美味いパンをば、こしらえて 
中にヤスリを、隠してたもれ」。 
	 

105.    
「俺は愚かで、知恵がなかった 
パンをこしらえ、ヤスリを中に 
鷹とはなりて、羽搏かん 
毒蛇の群れも、俺に敵わぬ」。 
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106.    
サーダが、これを伝えるや 
母は火を焚き 
糠をば、捏ねて 
大きなパンを、こしえらえぬ。 
 
107.    
よく聴くがよい、このパンたるや 
重さは、ゆうに 8ポンド 
中にヤスリを、隠すもの 
かくてリヨンゴ、奴隷の娘を迎えたり。 
 
108.    
牢番たちは、パンを見て 
糠と分かるや、悪態をつく 
「糠のパンなど、奴隷の食い物 
奴に届けろ、さあ入れ」。 
 
109.   
さて独房で、リヨンゴは 
秘かにパンを、割ってみた 
中にヤスリが、見つかるや 
喜悦の情が、込み上がる。 
 
110.  	 	 	 	 	    
我が母上が、ヤスリを隠す 
着物の裾の、破れんばかり 
歓び燥ぎ、感きわまりて 
母と奴隷に、感謝した。 
 
111.   
さてもさて、夜ともなるや 
踊りの支度、万事着  々
しきたりどおり、整いぬ 
鉦とラッパに、角笛までも。 
 

112.   
太鼓の音に、手拍子数多 
屋敷に残る、者なくて 
祝言さながら 
人々皆が、目を見張る。 
 

113.   
誰も彼もが、集いたり 
敷き詰められた、絨毯の 
いや美しく、皆が着こなす 	 	  
絹の腰巻、ラップの衣装。 
 
114.   
金糸の絨毯、敷き詰められて 
絹の衣装を、身に着けて 
誰もが歌を、うたいたり 
太鼓の音と、手拍子のなか。 
 
115.   
つぎから次へ、歌つづき 
太鼓の音の、高鳴る度に 
切り続けたり 
足枷のほか、全身縛る鎖まで。 
 

116.    
手拍子の、鳴り響く度 
切り続けたり、早業で 
さて手拍子の、鎮まるや 
彼は告げたり、「腰をば上げよ」。 
 
117.    
皆は腰上げ、踊りを止める 
現れ出たる、リヨンゴを見て 
誰もが恐怖に、取り憑かれ 
慌てふためき、逃げ出しぬ。 
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118.    
誰も彼もが、逃げ出して 
居残る者は、一人もおらず 
その地を離れ、リヨンゴは 
大陸側へ、戻りたり。 
 
119.    
かくして王は、兵士を集め 
探し始めり 
リヨンゴの、息子をば 
これリヨンゴを、捕らえんがため。 
 
120.    
兵士たち、街道筋で息子を見つけ 
有無を言わせず、引っ立てり 
かくして、王の許にまで 
息子は来たり、リヨンゴの。 
 
121.    
二階に上がる、門番は 
王の前にて、膝まづき 
その御意をば、伺いぬ 
これぞ息子の、面通し。 
 
122.    
この知らせ聞き、王たるや 
満悦至極 
リヨンゴの、息子の参内 
王は告げたり「さあ、通せ」。 
 
123.     
門番と、ともに二階へ上りつつ 
こころは騒ぐ、若者の 
我は掟を、破りしか 
我は罪をば、犯せしか。 
 

124.     
二階へ上り、相まみゆ 
これ王の、お目通し 
王は告げたり 
「頼みたきこと、お前に一つ」。 
 
125.     
答えて曰く若者は、「我が陛下 
私なるは、忠義の家臣 
お指図に、背くことなど出来ませぬ 
陛下の民で、ありまする」。 
 
126.     
「お前の父に訊いて来い、拒むはならず 
しかと尋ねよ 
その命、奪える武器は何とやら 
この一つこそ、お前の役目」。 
 
127.      
「それをば知って、いるならば 
すぐに教えよ、躊躇なく 
大臣に、してやるぞ 
我が娘をば、くれてやろうぞ」。 
 
128.     
若者曰く「知らぬ、存ぜぬ 
本当に、想像すらも出来ませぬ 
今しばらくの、ご猶予を 
この秘密、届けましょうぞ、必ずや」。 
 
129.     
王は若者、褒めそやし 
派手にもてなす 
美味い料理を、ふるまいて 
新調の装束までも、授けたり。 
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130.     
かの若者は、旅立ちぬ 
シャカの地に向け、一目散 
父の許まで、来たりなば 
父は息子を、大歓迎。 
	 

131.     
父は歓び 
喜色満面、かく告げぬ 
「美味い飯をば、炊き上げん」 
かくしてともに、食うことに。 
 
132.     
寛ぎつつも、若者は 
心が逸る 
一刻なりとも、早かれと 
遣いの役目、果たしたい。 
 
133.     
あれやこれやと、思案する 
どう尋ねるや、あのことを 
されど恐怖に、竦まれ 
どうにもこうにも、言い出せぬ。 
 
134.       	 	 	 	 	  
蛮勇奮い、切り出しぬ 
「我が信頼の、父なるお方 
心に悩み、多くして 
御身の危険、怖れます」。 
 
135.    
「あなたの命、奪える武器は何とやら 
しかと教えて、いただかん 
心からなる、わが願い 
神のご加護で、安らかに」。 
 

136.     
父は告げたり、若者に 
「お前がそれを、訊くのかや 
まさかお前に 
父殺しなる、企みが」。 
 
137.     
答えて曰く、若者は 
「根も葉もなきこと、宣うなかれ	  
我は誓わん、神かけて 
断じてあらず、左様なことは」。 
 
138.     
「父なるお方の、逝くことあれば 
私はどこへ、身を寄せるやら 
天涯孤独に、なり果てて 
食い物さがして、うろつくことに」。 
 
139.     
「誰が食い物、くれるやら 
纏う着物は、どうなるや 
雨の季節の、来たりなば 
休める場所は、どうなるや」。 
 
140.     
父は告げたり、「お見通しだぞ 
幼い輩、お前は騙され 
唆された 
悪い奴らに、焚き付けられた」。 
 
141.     
「いいか、お前は唆された 
笑いの種に、なるだろう 
それをば為すは、愚かなり 
のちに後悔、することに」。 
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142.     
「後悔は、先には立たず 
何の役にか、いったい金が 
我が疑いに、間違いはない 
これぞお前に、教えておこう」。 
	 

143.     
「息子よ、よくぞ聴くがよい 
我が命、奪える武器は 
銅の針なり 
我が臍に、それ刺したるや」。 
	 

144.      
「ありとあらゆる、武器にても 
いいか息子よ、死ぬことはない 
お前に明かした、武器の他では 
これに微塵も、偽りはない」。 
 
145.      
これを聴きつつ、若者は 
おのが役目を、思い出し 
心が逸る、帰りの旅に 
パテの都で、これを知らさん。 
 
146.      
若者は、2日 2晩、留まりて 
こころ忙しく 
欲が絡んで、眠ることなし 
ただ秘策をば、練りに練る。 
 
147.      
それから三日 
父に別れを、告げにけり 
嘘も方便、「母にありては 
病いに伏しぬ、されば見舞いに」。 
 

148.      
父は告げたり 
「母の病いの、癒えたなら 
この地に移り、住むがよい 
皆で一緒に、暮らそうぞ」。 
 
149.      
これに応えて、若者は 
別れを告げて、帰路に着く 
急ぎに急ぎ 
やがてはパテの、都に着きぬ。 
 
150.      
若者は、王の許へと参内し 
謁見の、許しを乞いて 
かく告げる「お目通り願いたし 
すぐにお耳に、したきことあり」。 
 
151.      
かくて許しの、得られるや 
王に謁見、若者は 
秘かに話す、その中で 
包み隠さず、すべてをば。 
 
152.      
「わが父を、殺める武器は 
銅の針とか 
父は告げたり、それこそが 
最も恐れる、凶器なり」。 
 
153.      
喜色満面、かくして王は 
すぐにも指図、出しにけり 
鍛冶職人に、造らせぬ 
誉れの勲章、若者のため。 
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154.      
歓待したり、若者を 
ありとあらゆる、もてなしぞ 
心地よき、寝床のほかに 
つかえ侍るは、美女の群れ。 
 
155.      
十日の間、留まりぬ 
美味い食い物、あてがわれ 
譬えるものなき、マッサージ 
問うて知るべき、こと除き。 
 
156.      
歓喜しつつも、若者は 
かの欲望が、顔を出す 
「さて祝言の、いかなるや 
その誉れをも、我がものに」。 
 
157.      
婚資を届けり、若者は 
これ花婿の、常ならん 
来る日くる日が、極楽至極 
我を忘れて、呆けたり。 
 
158.      
さて十の日の、過ぎたるや 
王は告げたり、若者に 
「受け取るがよい、この針を 
さあ行ってこい、親の許」。 
 
159.      
「かの祝言は、任せるがよい 
新居も建てて、やろうじゃないか 
数多の踊り、皆でおどって 
お前の祝言、祝おうぞ」。 
 

160.      
「仕立ててやろう、お前の衣装 
お前の妻の、飾り物まで 
我が息子なる、お前の祝言 
皆で歓喜に、浸ろうぞ」。 
 
161.      
若者のため、食い物が 
途上の食い物、用意され 
かくして、ガラの若者は 
腰をば上げて、旅に出た。 
 
162.      
さて若者は、途上にて 
心に恐怖、覚えたり 
「何をば如何に、もち出すや 
どう聞かせるや、我が父に」。 
 
163.      
災いごとの、起きるかも 
「父に、仕掛けて 
死なないならば、これぞ災い 
即座に自分が、殺される」。 
 
164.      
「もしや、父の告げしこと 
本気でなくて、冗談で 
私を試す、ものならば 
これぞまことに、恐ろしき罠」。 
 
165.      
歩きながらの、この思案 
内に恐怖を、宿したり 
さて二日目の、夕方に 
シャカの町へと、入りたり。 
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166.       
父の屋敷を、訪ねるや 
父は息子を、大歓迎 
息子をば、悦び燥がせ 
疲れた身体、休めさせたり。 
 
167.       
その両足を、マッサージ	  
しかも、くまなく全身までも 
旅の疲れを、ほぐすべく 
かの若者を、ねぎらいぬ。 
	 

168.       
若者は、しばらく休み 
そのあとは、通りに出でて 
語らい、笑い 
友と並んで、散歩せり。 
 
169.      
さて、かの針は腰巻きに 
纏う着物に、隠したり 
ただの一人も、気付く者なし 
若者の、隠し持ちたる企みを。 
 
170.      
父を見るなり、若者は 
大声あげて、叫びたり 
父が驚き、目を醒ますやら 
醒まさないなら、殺そうと。 
 
171.     
即座に、父は目を醒まし 
たちまちにして、起き上がる 
「何か食い物、下さらないか 
腹減りぬ」とは、若者の弁。 
 

172.     
日の変わる度、父の傍 
リヨンゴが、寝ている時も 
見つからぬのは、手の出しよう 
悩み膨らむ、若者の。 
 
173.     
思い悩んで、若者は 
恐怖に憑かれぬ 
本懐ばかりを、心に宿し 
日は次々と、過ぎてゆく。 
 
174.     
やがてひと月、過ぎ行きて 
とある日に、意を決す 
父は、あたかも死んだよう 
深い眠りに、誘われて。 
 
175.     
時は過ぎゆき、幾日も 
王は知らせり、若者に 
「待ち焦がれたり、当地では 
準備万端、整えり」。 
 
176.     
王の手紙を、手にしたその日 
疲れ積もりて、若者の父 
大の字なりて、眠りは深し 
意識朦朧、とはなり果てて。 
 
177.     
鼾、高鳴る 
豪雨に轟く、雷神さながら 
かくて若者、確信したり 
父の眠りの、深きこと。 
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178.     
父の意識の、なき知るや 
意を決したり、若者は 
かの欲望も、露わなり 
王の娘を、娶るべく。 
 
179.     
父の臍をば、刺したるに 
天井向いて、寝ていた父は 
目を醒ますとも、人影はなし 
すでに逃亡、若者は。 
 
180.     
驚きつつも、かの父は 
掴み取りたり、弓と矢を 
すぐさま家を、後にして 
町の外れへ、向かいたり。 
 
181.     
片膝ついて 
弓に矢を継ぐ 
元気な時の、いつもの習わし 
弓の弦をば、絞りたり。 
 
182.     
さてもさて、その場所たるや 
井戸のそば 
その場に立ち寄る、人なくて 
誰も彼もが、逃げ出しぬ。 
 
183.     
水汲むことも、ままならず 
男にも、また女にも 
あちらにこちら、この難儀 
界隈広く、知れ渡る。 
 

184.     
立ち尽くしたる、リヨンゴは 
井戸の、すぐそば 
万策尽きた、人々は 
水汲む術も、なくなりぬ。 
 
185.     
水を手にする、人はなく 
モスクに通う、人もなし 
誰もが家に、閉じ籠り 
戸外を歩く、人もなし。 
 
186.     
町に住みたる、人々は	  
モスクで使う、清めの水を 
汲み取りたるは、貯水槽 
その水までが、底をつく。 
 

187.     
ほどなく水は、なくなりて 
貯水槽まで、空っぽに 
されど動かず、リヨンゴは、 
矢をば当て、弦を絞りて。 
 
188.     
空腹に、ひしがれて 
誰も彼もが、悲惨の極み 
かくて集会、開かれて 
この対策を、練ることに。 
 
189.     
さても意見は、まとまりぬ 
かの母親を、呼び出さん 
ここの現場へ、来てくれるなら 
息子を諌めて、くれるはず。 
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190.     
かくして母を、連れ出しに 
皆で訪ねる、リヨンゴの家 
「お出でくだされ、お袋殿よ 
我らの命、脅かされぬ」。 
 
191.     
その母なるを、訪ねるや 
即座に母は、承知しぬ 
皆が連れ立ち、一つになって	  
到着したり、井戸のそば。 
 
192.     
母は諫めぬ 
歌をばうたい 
宥め賺すも 
耳に届かず、リヨンゴの。 
 
193.     
かくして母は、身近に寄るも 
恐怖で止まらぬ、その震え 
少し離れて、息子を見据え	  
数え切れぬは、母の訴え。 
 
194.     
さてもさて、誰もが知らず 
リヨンゴの、命なきこと 
恐怖に竦み 
触れる者なし、その身体。 
 
195.     
日毎に母は、息子の許へ 
泣きつつ母が、懇願しても 
一瞬たりと、息子は動かず 
なり果てたるか、怒りの化身。 
 

196.     
宥め賺して、戻り来たるや 
かく漏らしけり、かの母は	  
「なにが何だか、分からない 
烈火の怒りに、取り憑かれたり」。 
 
197.     
「息子の怒り、心頭に 
聞く耳なきは、尋常ならず 
起ち上がるをも、拒むとは 
誰の罪と、言うのやら」。 
 
198.     
「これは息子の、常ならず 
我が願いと、あるならば 
すぐにも聞いて、くれるはず 
今の息子は、どうなりたるか」。 
 
199.     
母は息子に、近づきぬ 
恐れに恐れ 
怒りに身体、震わせて 
かくて、すべての謎解けぬ。 
 
200.     
殺されるなど、あるはずもなし 
怒っているから、口きかず 
身体の奥に、取り憑く苦悩 
これぞ悶えの、しるしなり。 
 
201.     
母は驚き 
呟きぬ、「これはたまげた驚いた 
今や息子は、息絶えて 
我が声さえも、聴こえない」。 
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202.     
それから少し、日が経って 
その全身が、崩れ落ち 
かくて、誰もが認めたり 
死に絶えしこと、リヨンゴの。 
 
203.     
誰もが遺体に、駆け付ける 
母はもちろん、群衆までも 
その亡骸を、よくよく見れば 
針を刺されて、死んでいた。 
 
204.     
臍を刺されて、死んでいた 
針は針でも、銅の針 
遺体は、町へ運ばれて 
皆がそろって、埋葬したり。 
 
205.     
世間に広がる、このことが 
やがて伝わる、パテの都へ 
知らせを受けて、王たるや 
ただ歓びに、満たされぬ。 
 
206.     
リヨンゴの、息子にありては 
豪華な寝床、用意され 
ありとあらゆる、馳走ふるまい 
飲み食い三昧、し放題。 
 
207.     
王は聞きたり 
リヨンゴが、命尽き果て 
町の外れで、亡くなりしこと 
かくして王は、決意せり。 
 

208.     
王は告げたり「連れて来い 
リヨンゴの、息子をば 
ここへ来させよ、面前に 
ひと言告げたい、ことがある」。 
 
209.     
かくて息子は、連れ出され 
王の許へと、やって来た 
王は告げたり 
息子に向けて、事の次第を。 
 
210.     
「お前の父は、亡くなりぬ」 
そのあと王は、激しく嗤う 
悼む気持ちは、皆無なり 
微塵もそんな、気配なし。 
 
211.     
王は息子に、尋ねたり 
「なぜに泣かぬか、若者よ 
お前の父は、お前を見守り 
情愛たっぷり、育てたろうが」。 
 
212.     
かの息子、心の底から 
答えたり、「我は嬉しや 
神の御心、有難や 
幸せ者で、ありまする」。 
 
213.     
かくして王は、明言したり 
「まことの信仰、なき輩 
我が目の彼方、届かぬ処 
この屋敷から、去るがよい」。 
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214.     
「留まるなかれ、我が町に 
神に背いた、その身であれば 
授けた着物、脱いで行け 
元のお前の、着物を纏え」。 
 
215.     
「ガラの血を引く、者なれば 
異端の敵ぞ 
死を覚悟して、お前の父は 
その血と契り、交わしたり」。 
 
216.      
かくして王は、若者に 
その着物をば、脱がせたり 
世間の人の、憎しみ募り 
この出来事が、知れ渡る。 
 
217.      
知れ渡る、この出来事が 
ありとあらゆる、一族に 
恥ずべきことと、人は言う 
界隈広く、郷越えて。 
 
218.      
語り聞かそう、若者は 
妻の許へは、帰らずに 
リヨンゴの、母の許へも帰らずに 
ガラの土地へと、逃げたとか。 
 
219.      
恥を覚えり、世間の人は 
王の指図を、知りたるや 
若者憎む、情つのる	  
ただ後悔のみが、若者襲う。 
 

220.      
後悔しきり、若者は 
屋敷の奥に、閉じ籠り 
果ては友にも、姿を見せぬ 
葛藤のみが、心蝕む。 
 
221.      
かの若者の、母たるや 
もはや、愛をば失いて 
息子を誹り、責めたてて 
激しく息子を、憎むなり。 
 
222.      
もはや息子に、愛は覚えず 
食い物さえも、振舞わず 
悲しみだけが、いや増しぬ 
全身に満つ、哀しみの情。 
 
223.       
さて何日か、過ぎた頃 
病魔が取り憑く、若者に 
癒えることなく、かの病い 
あげくの果てに、若者は死す。 
 
224.       
リヨンゴの、母なる人は 
喪に服す 
名残を惜しむは、世間の人  々
かくてリヨンゴ、この世を去りぬ。 
 
225.       
我らの武器ぞ、リヨンゴは 
あらゆる敵を、迎え討つ 
我らの楯ぞ、彼こそは 
皆が言いたり、口を揃えて。 
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226.       
町をばあげて、悔やみたり 
集まる人は、限りなく 
リヨンゴのそば、離れる者なし 
いま幕降りし、この時でさえ。 
	 

227.       
誰も彼もが、泣き叫び 
服喪の通夜が、持たれたり	  
そのあと母は、家を出て 
しきたり通り、旅に出ぬ。 
 
228.       
これにて、お終い 
平安あれかし、かくありて 
神のご加護の、あらんこと 
その福音と、恙なきこと。 
 
229.       
神は癒やしを、我々に 
現世の苦難、いかばかり 
されど我らに、恵みくださる 
佳き目的に、そうように。 
 

230.       
伝え聞くなり、リヨンゴは 
スィウにて生まれ 
パテへ旅して	  
クア・ムアナにて、逝きし人。 
 
231.       
クア・ムアナなるは、岬の地 
シャカなるは、よくぞ知れ 
その昔、町にして 
しかも都であったとか。 
 

232.       
その町に、建てられたるは 
正真正銘、石の家  々
水を蓄え、人々の 
建てたモスクも、数多なり。 
	 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	 

 


