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1. はじめに
本稿は、後期古英語期の散文作家ウルフスタン (Wulfstan 生年不詳 -1023
年没 ) の「 キリスト教信仰 」(Christian Faith) 説教の日本語訳である。本稿が
底本とする The Homilies of Wulfstan (1957) の編者である Bethurum は、以下
の 12 の作品を「 キリスト教信仰 」説教に分類する。なお、各作品の右に記し
たページ数は、Bethurum の刊行本でのページ数を示す。
(1)

An Outline of History (pp. 142-56)

(2)

The Creed (pp. 157-65)

(3)

Translation of the Pater Noster and of the Creed (pp. 166-8)

(4)

De Baptismo (pp. 169-71)

(5)

Baptism (pp. 172-4)

(6)

Baptism (pp. 175-84)

(7)

Gifts of the Holy Spirit (pp. 185-91)

(8)

A Rule for Canons (pp. 192-3)

(9)

De Cristianitate (pp.194-9)

(10) The Christian Life (pp. 200-10)
(11) Isaiah on the Punishment for Sin (pp. 211-20)
(12) The False Gods (pp. 221-4)
紙幅の関係上 、本稿では全編ラテン語の (4) を除いた (1) から (6) の日本
語訳を提示する。(7) から (12) までの作品は、本稿の続編である「 試訳 ウル
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フスタンの「 キリスト教信仰 」説教 (2) 」で別個に扱う。
拙訳を提示する前に、ウルフスタンの「 キリスト教信仰 」説教について
Bethurum (1957) と Lionarons (2010) の記述に従い簡単な説明をする。「 キ
リスト教信仰 」説教は、
「 主の祈り 」、
「 使徒信条 」、
「 洗礼 」、
「 聖霊の賜物 」
などといったキリスト教信仰の基礎となる概念を聴衆の自国語である英語で
説明するために書かれたものである。本稿で扱う 5 つの作品を例に挙げる
と、‘An Outline of History’ は、中世においてキリスト教の知識の始まりと
して見なされた天地創造からキリストの復活までの「 歴史の概要 」を扱う。
‘The Creed’ は、カトリックの基本信条の１つである「 使徒信条 」の概念を述
べる。‘Translation of the Pater Noster and of the Creed’ は、ラテン語を理解
できない聴衆に向けてウルフスタン特有 (‘Wulfstanized’) の文体と言語で書
かれた「 主の祈り 」と「 使徒信条 」の翻訳である。Bethurum が ‘Baptism’ と
名付ける「 洗礼 」を主題とした２つの説教の中で、ウルフスタンは司教と平
信徒に対して、洗礼とキリスト教的な生活を結び付ける試みを行う。
ウルフスタン が「 キリスト 教 信 仰 」説 教 を 書 き 上 げ た 理 由 と し て、
Bethurum は「 ヨ ークにおけるキリスト教の知識についての無理解と異教信
仰が、ウルフスタンをキリストの教えの基礎に関心を向けさせた 」と述べる
(Bethurum 103) 。他方 、Lionarons はウルフスタンの意図を「 大司教として
聖職者と平信徒にキリスト教の基礎についての実用的な知識を与えるため」
であると言う (Lionarons 107) 。
次節以降で、各「 キリスト教信仰 」説教の日本語訳を提示する。なお、
Bethurum の刊行本では斜体で示される聖書の引用箇所の日本語訳は共同訳
聖書実行委員会『 聖書新共同訳 旧約聖書続編つき 』に従うが、
「 主の祈り 」
の翻訳 ( マタイによる福音書 6 章 9-13 節 ) では、
『 聖書新共同訳 』の日本語
訳には全面的に従わず、eala, ecelice, symble, eac swa, ealles to swyðe など副詞
の使用が特徴的なウルフスタンの古英語版を日本語に翻訳する。
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2. 歴史の概要
(Bethurum p. 142) 親愛なる人たちよ、私たちには厳に命じられている。
あらゆる人に対し、神に従い、罪から離れることを熱心に戒め、教えなけれ
ばならない。預言者を通して神の民に伝えるべき人たち、すなわち、司教と
大司祭について神が言われた言葉は非常に恐ろしい。彼は言われた。「 大い
に呼ばわ って声を惜しむな。あなたの声をラ ッパのようにあげ 」( イザヤ書
第 58 章 1 節 ) 。
「 大きな声で叫べ。あなたの声を上げ、私の民に罪から離
れるよう示せ 」。もし、そのことを行わず、口をつぐみ、民にその必要を示
そうとしないなら、あなたは、裁きの日にすべての魂の報いを償うだろう。
(p. 143) それによって魂が滅びるのは、必要とする教えと戒めを持たないか
らである。この言葉は、神の民に正しさを伝えるために任命される人たちに
とって大きな戒めとなる。民はまたその後に言われる次の言葉に注意する必
要が大いにある。預言者である彼はその後に言 った。もしあなたが神の民に
正しさを伝え、民を正しさへ向けることができないのなら、あなたは自らの
魂を守るだろう。過ちを行い、止めようとしない人は、それゆえ、永遠の罰
を受けるだろう。
親愛なる人たちよ。これからあなたたちに言うことを辛抱強く聞くよう私
は願う。私たちが書物で読む神の奇跡を語れば長くなる。しかし、手短に少
しそれを語ろう。永遠の神は１人である。彼は (p. 144) 天と地とすべての
被造物を創造した。始めに、彼は天の国に偉大で名高い天使の軍団を置い
た。そのうちの１人は非常に光り輝き、美しく、ルシフ ァーと呼ばれた。そ
の時 、彼は自らを創造した主と同等になることができると思った。彼が高慢
のためにそれを考えた時 、彼と彼に従うすべての天使は天から転落し、天使
から悪魔へと変わった。地獄が彼らに用意された。そこで、彼らは永遠の破
滅に留まるのである。
その後 、全能の神は土から１人の男 、すなわち、アダムを創造した。アダ
ムの脇腹から、彼の伴侶としてイブという名の女を創造した。全能の神が彼
らを創造したのは、彼らと彼らの子孫が、悪魔の高慢によ って地獄へ落ちた
無数のものが天で小さくな ったので、天を満たし増やすためであ った。(p.
145) しかし、悪魔は、人間とその子孫が高慢によ って悪魔が天で破壊した
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ものを満たすために創造されたことを知るとすぐに、大いに嫉妬し、神の命
令を破るようアダムとイブを唆し始めたのである。神はアダムに彼が食べる
ことを禁じた１つを除きすべての果実を享受することをお許しになった。悪
魔は最初に彼の妻を騙し、欺き、それから、彼女は彼を欺き、彼らは神の命
令を破り、禁断の果実を食べたのである。彼らがそのようにするとすぐに、
彼らは破滅し、かつていた喜びから追放され、この惨めな生活へと追いやら
れ、その後 、この世で苦しみに留まったのである。彼ら２人から全人類が生
まれた。
彼らの子供の１人であるカインは、その後 、悪魔の教えで、悪魔のような
行為を行った。彼は弟のアベルを殺した。(p. 146) その行為のため、神の怒
りは地上で新たなものとなった。それから、彼らと人類の子孫の数が増える
につれ、悪魔はますます多くの人を惑わし、彼らを悪徳へ導いた。そして、
ついに、彼らは神に対して愛も畏れも抱かず、あらゆる点で彼らは自らの罪
によって神を大いに激怒させた。その結果 、神はついに全世界に洪水を起こ
し、箱舟にいる人を除いて世のすべてを溺死させた。箱舟は神がノアに作る
よう命じた舟である。その舟のおかげで善良な人であるノア、彼の３人の息
子 、彼らの妻たちは救われた。他の人類はすべて溺死した。今存在する人類
はすべて箱舟で救われた人たちの子孫である。その後 、洪水が収ま った。ノ
アと彼の息子は地を支配した。彼らは多くの子供をもうけた。彼らの子孫か
ら少なくない氏族が生まれた。
(p. 147) さらに悪魔は、彼が常に行うように、人に大きな危害を与えた。
再び彼は多くの人を大いに惑わし、ついに、人は主を忘れ、蔑んだ。悪魔の
教えでさまざまな魔術を称え、偶像に多くの幻惑を行った。彼らは偶像に従
い、拝み、彼らが願う救いと望みはそこから来るものであると考えた。その
ように、悪魔は彼らを惑わし、欺いた。確かに、哀れな人は、さもなければ
悪魔の意志を広く実行する賢い人ほどには彼らが悪魔にどれだけ狡猾に欺
かれたかを気づくことはなかった。悪魔は神の許しによって、彼らの考えは
何か、彼らは神を決然と信じているか、彼らは悪魔の教えで心が挫かれるか
などといった人を試す力を持 った。あらゆる悪や悲惨は悪魔から来るが、救
いはそうではない。(p. 148) 悪魔は不注意な人を認めると、すぐに彼らの中
に、時には彼らの家畜に厳しい苦しみを送る。時には、悪魔の教えを通して
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彼らは施しを泉や石 、そして許されないものに約束する。それからすぐに非
常にしばし、その苦しみは非常に悪くなるのである。ああ、なぜそうなのか。
悪魔が魂を所有し、人が悪事を止め、それを償わなければ、人は欺かれる。
悪魔からあらゆる他の救済が来ることはない。彼が人の魂を欺き、かつて人
を傷つけた危害を止めない限り。確かに神自身と聖人と適任の医者を除き、
苦しみの救いを求める人は、悪魔の意志と神の不興を行うのである。
親愛なる人たちよ。前に私があなたたちに語ったように、悪魔が人々をか
くも多様に欺いた時 、神を崇めたノアの長男であるセムから生まれた氏族が
いた。その氏族から書物で多く読まれる名高いアブラハムが生まれた。名高
いアブラハムから族長たちが生まれた。彼の名高い氏族からはまたキリスト
の到来を伝える預言者たちが生まれた。(p. 149) その氏族に対し神自らは律
法を定め、モーゼに彼らを律法に従 って導くよう命じられた。モ ーゼは神の
代弁者であった。モーゼはまた真の血統であった。同じアブラハムの氏族か
らさらにユダヤの王族が生まれた。王の１人はダビデと呼ばれた。彼はその
氏族から生まれた。彼は神そして世の前で非常に優れた男となった。その氏
族からキリストの母である聖マリアが生まれた。ダビデの氏族は彼らにふさ
わしく常に良く栄えたのである。しかし、その氏族で、その後王国を支配し
たものの中には、必要以上に神に不服従なものもいた。何人かは悪魔によっ
て頑なになり、当然すべきなのに、神に対して愛も畏れも抱くことはなく、
悪魔の教えを通して不正を大いに愛したのである。ついに、民は神に対して
罪を犯したので、(p. 150) 神は異教の軍を進撃させ、すべての地を略奪させ
た。その時 、ユダヤの地にいたゼデキア王は捕らえられた。国にいた彼の従
者は殺され、また捕らえられた。彼らは国から連行され、その後 70 年間ずっ
と、国は敵の支配下に隷属された。彼らが神に対して罪を犯したためであ
る。しかし、70 年後に、キュロスと呼ばれるペルシア王の侵攻があった。神
が望むように、彼は世にいるすべてのユダヤの民を解放し、彼らを帰国させ
た。その後 、彼らは熱心に助言に注意を払い、繁栄し始めた。彼らの氏族か
らかつて生まれたすべての子のうちで最良のものが生まれた。それが私たち
の主キリストであった。彼は全人類の救いとして名高い処女聖マリアの子宮
から生まれた。キリストが生まれた時 、(p. 151) 書物によれば、アダムの創
造から 4144 年が過ぎていた。
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私が今語ったように、始めにすべての被造物を創造した人が後に生まれる
ことを疑う多くの無教養な人がいる。しかし、私はあなたたちがより明らか
に理解できるようにさらに詳しく述べよう。彼は常に真の神だった。今もそ
うであるし、これからも常にそうである。彼は神聖な力ですべての被造物を
創造した。それは彼自らが人として生まれるず っと前のことである。なぜな
ら、全人類の救済のために清らかな処女聖マリアを通して自ら進んで受胎す
る前 、彼は人ではなかったからである。キリストの人性を考えることはすば
らしい。姦淫で男と交わることなく、乙女が子を生んだことは全く大きな奇
跡であ った。しかし、正しい信仰を持ち、神の力を理解する人は、神がそれ
を望んだ時 、それが彼にと って容易なことであることを良く知ることができ
る。かつて、彼は神性において真の神であり、人ではなかった。しかし、今 、
彼は真の神であり (p. 152) 真の人である。神性を考えることができる力を
持つ人はいない。しかし、私たちは常に私たちすべてを創造した全能の神に
対し正しい信仰を抱く必要がある。彼は常に全能だ った。今も全能であり、
彼は常に終わりなく全能であろう。
ああ、彼が自らの子を天から地へ送った時以上に全能の神がより慈悲深く
なることがあるだろうか？人は自らのいのちで人類を悪魔の支配 、地獄の罰
から救うためにこの世に生まれた。それ以前 、地獄に行くために死ぬほど名
高いことは世になか った。それはアダムの行いのためであった。しかし、非
常に素晴らしいことに、私たちの必要のために人性を受けた時 、キリストは
自ら謙遜された。そのように、人性の中に神性が隠され、謙虚さを通して、
彼の人性の中に人が罪を犯すことなく行うすべてのことを彼は行ったのであ
る。(p. 153)
子供の時 、他の子供と同じく彼は育てられた。他の子供と同じく彼はゆり
かごの中で布にくるまれ横たわっていた。彼は歩くことができるまで腕に抱
かれた。あらゆる点で、人性に属することを行 った。時には渇きを感じ、時
には空腹を感じた。彼は食べ、飲み、寒さや暑さを耐えた。その人性は人に
属すること全てを耐えた。なぜなら、彼は母の性質を通して真の人とな った
からである。彼はふさわしく立派に成長した。彼が年齢に達した時 、望み通
り自らのために使徒を選んだ。人類の必要のために、彼自らはみこころに従
い、彼らを教え、導いた。その後 、彼らに全世界中に正しい信仰を伝えるよ
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う命じた。彼が行 った多くの奇跡を通して、彼は本当に神の子であ った。そ
して、神の子であることを明らかにした。その後に、全人類のために彼が苦
しみを受ける時が来た時 、それがどのように起こるのか彼は使徒に言 った。
すぐにその後 、そのように起こ った。ユダヤの民は悪魔の教えを通して彼を
裏切った。(p. 154) 彼の使徒の１人は彼を死へと裏切った。しかし、彼自ら
が望んだように、それは私たちの必要のために起こ ったのである。彼が死か
ら復活した３日目にそれは明らかにな った。その時 、彼は望むのなら、全く
容易に死を避けることができたことを示した。しかし、彼は自らの死で、私
たちを永遠の死から救い出した。復活で、彼は私たちに永遠の命に至る正し
い道を開いたことを明らかにした。すぐにそれをさらに彼は明らかにした。
彼が死から復活した 40 日目に、天から天使の大軍が彼のところに来た。彼
はその軍団と共に天へと向か った。彼は私たちすべてに、もし私たち自身が
それにふさわしいことを望むのであれば、天への正しい道を開いた。そこか
ら、彼は再び彼の裁きへ赴くのである。
彼自らが赴く裁きの日は今や本当に近づいていることを私たちはまた理解
する必要がある。なぜなら、どのようにして私たちは彼が私たちのために受
けた苦しみすべてに報いるかを彼は私たちから知ることを望んでいるからで
ある。望む人は信じよ。私たちはそこへ近づいていることを確かに知ってい
る。なぜなら、(p. 155) 私たちはキリスト自ら起こると予言した多くのしる
しを知 ったからである。また、彼はさらに到来する大きな恐怖のために言わ
れた。この後に、この世ができて以来かつてないほど非常に恐ろしい時が来
るだろう。この後に、アンチ・キリストの時代が来る。今やそれはすぐ来る
ことが予想される。かつてなか ったほど非常に大きな恐怖がアンチ・キリス
トを通して来るだろう。全世界は彼によ って苦しむだろう。もし神が時を短
くしなか ったならば、すべては滅びただろう。しかし、神はすぐにアンチ・
キリストを滅ぼすのである。なぜなら、彼は自ら選んだ寵愛する人たちを守
るだろうから。その後すぐに、書物が述べるように、大きな裁きが来る。こ
の世が終わる。確かに、その裁きでは、あらゆる人はかつて生きていた時に
ふさわしい報いを得るだろう。この世で神のみこころを行う人は天の国で永
遠の喜びを得るだろう。この世で今悪魔と彼の誤 った教えに従う人は、悪魔
と共に地獄の罰という永遠の破滅に至るだろう。(p. 156)
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ああ親愛なる人よ。私たちに必要であるように行おう。全心 、全力で神を
愛すること。熱心に彼の命令を守ること。そうすれば、私たちは常に終わり
なく生き、支配したその神から永遠の喜びを得るだろう。アーメン。

3. 使徒信条
(p. 157) 親愛なる人たちよ。私たちは必要であるように行おう。あらゆる
キリスト教徒は、キリスト教の意味を知り、正しく信仰を理解する必要があ
る。もし、彼が正しい信仰を通し彼を創造した主を正しく理解しなければ、
もし、あらゆるキリスト教徒が「 主の祈り 」と「 使徒信条 」を学ぼうとしな
いのなら、慈悲の心は弱くなるだろう。それゆえ、キリスト教徒は、
「 主の祈
り」で神に祈り、
「 使徒信条 」で正しい信仰を明らかにすべきである。キリス
ト自ら「 主の祈り 」を最初に唱え、その祈りを彼の使徒に教えた。その聖な
る祈りには 7 つの祈りがある。それにより、心の中で唱える人は、この世ま
たは来世における必要について神にことばで伝える。しかし、心の中に神へ
の正しい信仰がなければ、どのようにして神に祈ることができるだろうか？
親愛なる人たちよ。主の使徒は、命じられた通り、キリスト教を伝えるため
に旅立つ前に、(p. 158) 正しい信仰を明らかにし、正しい信仰を励まし、戒
めるために「 使徒信条 」を唱えた。終わりなく永遠に支配し生きる真の神か
ら永遠の喜びを得ようとするあらゆる人は、信仰を正しく知り、決然と保た
なければならない。アーメン。
親愛なる人たちよ。１人の全能の神への正しい信仰を常に持たなければな
らないことを理解せよ。永遠の神 、全能の父は１人であり、彼は、天と地と
すべての被造物を創造した。彼 、彼の息子 、彼の聖霊を私たちは信じる。そ
れらはすべて１人の父であり神であり聖霊である。３つすべての名前に１
つの聖なる力があり、永遠の父 、すべての被造物の支配者 、創造主は分かつ
ことができない。私たちはまた、神の子であるキリストが、神性において真
の神であり、彼が全人類の必要と全世界の救済のために聖母マリアから受け
た人性において真の人であることを信じ、そのことをよく承知する。それ以
前に全人類は悪魔によって欺かれ、地獄の罪へと陥 った。しかし、全能の神
は、その慈悲を通して、人類を悪魔の支配から解放することを望んだ時 、大
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天使ガブリエルを名高き処女聖マリアへ送り、ガブリエルは彼女が神の子を
生むと彼女に宣告した。(p. 159) ガブリエルがそのことばを述べ、彼女が信
仰でそれを受け取るとすぐに、彼女は聖霊によ って懐妊し、時が満ちた時 、
世の真の助けとして、子を生んだ。人として子は成長し、その結果 、彼の起
こす奇跡を通して彼は自らがまさに神の子であることを示した。
最大のことが起こる前に、彼の目に見える奇跡がどのようなものか手短に
語ることは難しい。彼は目の見えない人 、耳の聞こえない人 、口の利けな
い人 、あらゆる病気に苦しむ人を癒し、多くの人を死から復活させ、ついに
は、自らに最大の奇跡を起こした。すなわち、彼が望んだように、人に自ら
を裏切らせ、自らを縛り、自らを叩き、ついには、十字架へとつけ、手足を
鉄の釘で突き通し、そのように、ユダヤ人は悪魔の教えを通して、人を死へ
と導いたのである。その後 、彼は地に埋葬された。どのようにして天と地と
すべての被造物を支配する人が、私たちの必要のために、惨めな死によ って
自らを殺させること以上の奇跡が起こりえるだろうか。しかし、それは人類
の必要として起こったのである。(p. 160) なぜなら、私たちはその時 、彼の
貴い血によって悪魔の支配から解放されたのである。彼は聖なる力を通して
それを明らかにした。人の体が埋葬されてたまさにその時 、彼は聖なる力を
通して地獄の門を破り、悪魔を服従させ、彼の心にかなうすべての人を地獄
から導いた。そして、３日目に長らく死んでいた多くの人を復活させた。そ
れから、彼は生と死を支配する力を持つことを示した。彼はもし望んだなら
ば、死に抗い、死を避けることができることは明らかである。しかし、彼は
自らの死を通して、私たちを永遠の死から救い出し、私たちに永遠のいのち
への道を開いた。今や私たちは永遠のいのち、永遠の喜び、または、永遠の
死 、終わりなき災いを得るかどうかの選択肢を所有している。確かに、私た
ちと私たちの愛のために苦しんだキリストに対して私たちがどのように報い
るべきか私たちは知るべきである。
親愛なる人たちよ。彼が死から復活した後 、彼は彼の使徒のところに来
て、彼らを喜ばせた。40 日間この世に留まった。彼が望むたび、彼は自ら
の姿を示し、使徒に正しい信仰を伝え、教えながら全世界を巡り、正しい
信仰を受けようとする人たちを洗礼するよう命じた。正しい信仰に留まり、
(p. 161) 洗礼を受けるすべての人は、悪魔の危害から守られるだろうと言っ
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た。40 日目に彼は天へ昇った。そこで彼は栄光に留まり支配する。
親愛なる人たちよ。私たちは１つの正しい信仰に向かいすべてのキリスト
教徒の聖なる教会があること、決然とした考えで彼を愛し、称える人が神の
気に召すことを信じる。私たちはまた聖人の共同体があることを信じる。聖
人たちにはこの世で善行における共同体があり、彼らにはまた来世で神が与
えた報いによる共同体がある。私たちは最初に正しい信仰 、洗礼 、さらに罪
の悔悟によって罪の許しがあることを信じる。私たちは裁きの日にすべての
人の復活があることを信じる。私たちは永遠のいのちがあることを信じる。
なぜなら、善人が永遠のいのちを喜びの中に持つように、邪悪で呪われた人
は惨めさの中に永遠のいのちを持つのである。その終わりは常に来ることは
ない。哀れな人は、もし可能なら、生き永らえ永遠の惨めさを受けるより、
死んで惨めさを受けないほうがよい。彼らの人生は、これまで起こ った最大
の惨めさでしかない。彼らにはいのちよりも永遠の死が割り当てられるべき
である。
ああ、親愛なる人たちよ。確かに、私たちはキリスト自らが予言したし
るしから、彼自らが赴く裁きの日は本当に近づいている。(p. 162) すべて
の天の住人 、地の住人 、地獄の住人がそこに集まり、あらゆる人がこの世で
かつて行ったすべての行いに応じて報いを行うことを良く知り、そして頻
繁に知 っている。それがあらかじめ告白され償われない限り、人がかつて考
えた隠した秘密がそこで隠されることはない。すべての世界は、その日に燃
えるだろう。その時 、すべての人は死から復活する。火を通り裁きへと向か
う。火に焼かれることなく通り抜ける人はあらゆる罪から免れるだろう。そ
こで、その日に最大の恐怖が来る。なぜなら、神の力によ って、天の軍 、地
の軍 、そして地獄の軍すべてが揺れ動くからである。しかし、神の力によ っ
て、すぐに、軍は２つに分かれる。この世で神に従おうとせず、悪魔に従 っ
た破滅した人は、かつて彼らが選んだことを行う。すなわち、彼らは、魂と
肉体と共に地獄に行き、悪魔と共に地獄の罰に留まるのである。そこで永遠
の炎が激しく混ざり合う。そこに永遠の恐怖がある。そこに嘆きと呻きがあ
る。常に続く悲しみがある。罰に留まる人に災いあれ。彼は人として生まれ
るよりは生まれなか ったほうが良か っただろう。(p.163) 彼が受ける全ての
災いを語ることができる人はこの世にいない。それが悪くなればなるほど、
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その終わりが来ることがない。そこに殺人者が行く。詐欺師が行く。脱法者
が行く。汚れた姦淫者 、偽証者 、殺人者が行く。守銭奴 、強盗 、盗賊 、略奪
者 、盗人 、犯罪者 、魔女 、占い師が行く。手短に言えば、かつて悪を行い、
それを止め、神と和解しようとしないすべての邪悪な人たちである。人と
なった彼らに災いあれ。今やあらゆる人は必要に応じて行うべきである。で
きる限り、悪を止め、悪行を償うべきである。神は非常に憐れみ深く、大い
に憐れみを示し、心から悪を止め、熱心にそれを償う人たちを大いに許すだ
ろう。しかし、悪に留まり、何も償わない人たちに災いあれ。彼らは確かに
滅びるだろう。
ああ、ああ、裁きの日に悪魔の共同体から離れる軍団は幸いである。すな
わち、神を愛し、彼の命令を守る幸いな人たちである。その時 、(p.164) そ
のために彼らは永遠の報いを受けるだろう。その日 、キリスト自らは彼らに
呼びかけ、喜んで、彼らがこの世で彼に正しく従 ったことを思い出し、すぐ
に彼のみこころを実行した人に別のことばで繰り返す。彼は言われた。「 さ
あ、私と共に天の国に行きなさい。それはあなたたちが私への愛のために
かつてこの世で行 った苦しみの永遠の報いとして用意されているものであ
る 」。そして、彼らは神と天使と共に天の国の永遠の喜びへと向かう。そこ
には、栄光 、喜び、永遠の喜びがある。神が天で彼のみこころをこの世で行
う人たちに用意した栄光と喜びとは何なのかを想起し、他の人に語ることが
できる人はいない。栄光と喜びに向かい、それが決して衰えることなく、そ
れを常に神そして天使と共に抱く人は幸いである。さて、私はあなたたちに
正しい信仰を語 った。これを疑う人 、それを信じようとしない人は決して神
の国に来ることはないだろう。正しい信仰を持ち、私が語 ったように、それ
は神を通して起こり、今後も起こることを完全に信じる人は、もし彼が正し
い信仰に留まり、神を熱心に愛し、彼の命令を守るならば、そのため、彼は
神の国で永遠の報いを受けるだろう。それ故 、私たちに必要なことを行なお
う。(p.165) 常に私たちの主に対して正しい信仰を持つこと。全身全力で彼
を愛すること。熱心に彼の命令を守ること。神に私たちが神の助けでできる
一部を与えること。あらゆる悪を熱心に止めること。他の人に正しくないこ
とを申し出ないこと。すなわち、自分がしてもらいたいことを他の人に申し
出ること。これを守る人は良きキリスト教徒である。もし私たちがこれを守
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れば、私たちが来世で永遠のいのちを神と共に常に終わりなく持つことがで
きるのである。アーメン。

4.「 主の祈り 」と「 使徒信条 」の翻訳
(p.166) すべての人へ。親愛なる人たちよ。必要に応じ、次のことを熱心
に理解しなさい。自らのキリスト教の意味を知ること、そして、あらゆるキ
リスト教徒が「 主の祈り 」と「 使徒信条 」を正しく知ることを学ぶことであ
る。それをラテン語で学ぶことができないのならば、英語でこのように学び
なさい。
ああ、天にいますわれらの父よ、
御名が永遠に祝福されますように。
御国が常に私たち支配しますように。
みこころが天と同じく地で行われますように。
今日 、私たちに日ごとの食物を与えてください。
私たちに対して罪を犯した者に私たちが憐れみを示すように、
私たちに憐れみを示してください。
私たちを試みへと導かないでください。
私たちを悪から救ってください。アーメン。
栄光が父と子と聖霊にありますように。
常に称賛と栄光が父と子と聖霊にありますように。
それははじめにあり、今もあり、常にあります。アーメン。
親愛なる人たちよ。私たちに必要なように行なおう。決然とした信仰と完
全な希望を私たちの主に対して持とう。ラテン語で正しい信仰を理解するこ
とができない人は、英語で学び、(p.167) このように頻繁に唱えなさい。
私たちは１人の全能の神を信じます。
彼はすべてを創造しました。
私たちは神の子であるキリストが人として
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全人類の必要のために来たことを信じます。
私たちは清らかな処女聖マリアから彼が生まれたことを信じます。
彼女は決して男と交わることはありませんでした。
私たちは彼が私たちの必要のために
大いに苦しみを受けたことを信じます。
私たちは彼が十字架につけられ、殺され、
その後埋葬されたことを信じます。
私たちは彼が地獄に向かい、
その後 、彼が意のままにすべてを襲撃したことを信じます。
私たちは彼がその後死から復活したことを信じます。
私たちは彼がその後昇天したことを信じます。
裁きの日に彼が大きな裁きに赴くことを
私たちは信じ、また承知しています。
私たちはすべての死人が死から復活し、
大きな裁きに向かうことを信じます。
私たちは罪人がそこから常に地獄に向かうことを知っています。
そこで罪人は常にその後悪魔と共に燃えるのです。
火の中で永遠の破滅に留まるのです。
その終わりは決して来ることはありません。
私たちは善良な人キリスト教徒が
この世で神の気に召された人が天国へ向かうことを信じます。(p.168)
彼らがその後神自らそして天使とともに
永遠に住まいを持つことを信じます。アーメン。
あらゆるキリスト教徒はこれを知り、正しく信じる必要がある。「 使徒信
条 」を知らない人は、確かにそれを学びなさい。私たちは必要なように行な
おう。正しい信仰と完全な希望を全能の神に対して持つこと。何よりも彼を
愛すること。彼のみこころを常にできるだけ行うこと。そうすれば、彼は私
たちの心にかなうようにそれを報いてくださるのである。称賛と栄光が常に
終わりなく彼にありますように。アーメン。
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5. 洗礼
(p.172) 聖別された人に神は厳に命じられている。頻繁に平信徒と無教養
の人に対して熱心に神と彼の聖人に従い、罪と悪行から全身全力で離れるよ
う戒め教えるべきであると。平信徒は彼らに必要であるものとして言われる
ことは何であれ、謙虚に、よく理解する必要がある。キリストの栄光につい
て、どのようにして最も容易に地獄の罰を避けることができるのか話される
のを聞くことをキリスト教徒は冗長に思ってはならない。民は正しく洗礼
の意味を知るよう、聖別された人によって常に導かなければいけない。洗礼
の前にする命名式には非常に大きな意味がある。大司教が子供を命名する
時 、彼は３度子供に息を吹きかける。それは、キリストの十字架のしるしと
彼の顔にふさわしい。すると、すぐに神の力によ って悪魔は避けられ、追い
出される。キリストに入口が用意される。司教の悪魔祓いで悪魔は人的被造
物 、すなわち、以前アダムによ って罪を負 った人間から追い出される。それ
から、聖霊に住まいが人間の中に開かれる。司教が子供の口に入れる塩は、
神聖な知恵を意味する。身体が塩の鋭さを感じるように、魂は知恵の賢明さ
を感じるだろう。司教が子供の前で「 使徒信条 」を唱える時 、彼は子供の信
仰を強くする。その信仰で彼は子供の家を飾る。すなわち、神が子供の心に
住むよう用意するのである。(p.173) 司教が唾液で人の鼻と目に触れる時 、
それによってその人は嗅覚と聴覚で神に捧げた神聖さを感じることを意味す
る。司教が聖なる聖油で胸と肩を塗る時 、彼はその人を神の庇護で感じる。
もし彼がそこから正しい信仰に留まれば、悪魔は彼の有害な武器の何れも彼
の中にあてがうことはできない。このすべてが終わ った後 、正しい信仰と共
に洗礼に急がなければならない。洗礼盤の聖別によって全能の神の存在がす
ぐに感じられる。司教が吹きかける息によ って彼が洗礼盤を聖別する時 、す
ぐに悪魔はそこから追い出される。司教が聖別されたろうそくを水の中へ入
れる時 、水は聖霊によって突然満たされる。司教が聖別の儀式で明らかに行
うすべてのことは、聖霊によって密かに行われる。洗礼における３つの浸礼
は、父 、子 、聖霊の聖なる三位一体 、すなわち１人の真の神を意味する。人
が着せられる白い服は、人が持つべき霊的な美しさ、すなわち、洗礼の際に
実行すべき善良で汚れなき行いを意味する。塗油と頭の上に当てる聖油布に
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よ って、もしその人がキリスト教を正しく保ち、死ぬまで正しい信仰に留ま
るのなら、天で所有するキリストの王冠が意味される。それ故 、もし彼がそ
れを保つのなら、彼はキリストの息子として見なされ、もし彼が正しく天の
王である彼の父のことばを聞くならば、彼はその王冠に値する。彼はすべて
の人の父であり、私たちはそれを「 主の祈り 」を唱える時に明らかにする。
また勇敢にも、しもべは「 主の祈り」で主の名前を主人 、はしため、女主人
のように叫び、呼ぶ。キリストは彼の血で、等しく、皇帝 、王 、貧しい人を
贖った。(p.174) それによって、
「 主の祈り」を唱えると同じく１人の天の父
に叫ぶ時 、私たちはすべて兄弟であり姉妹であると理解することができる。
それからこの後 、その人はキリストの体と血を味わうにふさわしいものと
なる。なぜなら、彼はキリストの手足の１つとなるからである。キリストは
すべてのキリスト教徒の頭であり、すべてのキリスト教はキリストの手足と
して見なされる。すべてのキリスト教徒はそれを理解し、キリスト教を正し
く保つ必要が大いにある。キリストに正しく従う人はキリスト教を正しく保
つ。すなわち、彼の命令を守り、悪魔の誤 った教えに抵抗する人である。神
自らの命令は、神を全身全力で愛することである。２番目の命令は、隣人を
自身と同じように愛することである。あらゆるキリスト教徒は他人の隣人で
ある。なぜなら、私たちはすべてキリスト教を通して兄弟だからである。キ
リスト教徒は、申し出されることを望むこと以外のことを申し出てはならな
い。あらゆる人がこの世で危害 、不正としてするすべてのこと、それをこの
世で予め贖い、彼が激怒させた人の慈悲を得ない限り、それらはすべて来世
で百倍彼自身を傷つけるだろう。このことを理解し、立派に保つ人は幸いで
ある。私たちの必要として、神が私たちすべてを力づけますように。彼のみ
こころが常にありますように。アーメン。

6. 洗礼
(p.175) 親愛なる人たちよ。すべてのキリスト教徒は自らの洗礼の意味を
知る必要がある。聖別された人は、あらゆる人に対し、年齢と理解力を持
ち、必要なこととして言われることを理解できるよう熱心に戒めなければな
らない。すると、その人は、正しい信仰と洗礼を通して、どのようにして異
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教からキリスト教へと至るのか知るために戒め、導かれるだろう。最初は、
良い指導を通して彼に主を理解させ、できるだけ、悪魔との交わり、すなわ
ち、彼の悪い教えを決然と拒ませる。彼はまた、決然とした考えと信仰を、
１人の真の全能の神に対して持たなければならないこと、(p.176) あらゆる
キリスト教徒が「 主の祈り 」と「 使徒信条 」を知らなければならないことを
学ばなければならない。「 主の祈り 」で神に祈り、
「 使徒信条 」で正しい信仰
を明らかにしなければならない。人がそのことを知り、正しい信仰を正し
く理解した後 、私が前に述べたように、もし彼がこれを本当に行うのなら、
すなわち、悪魔と彼の仲間をすべて拒み、彼から完全に離れ、キリストを選
び、彼に従い、彼を決然と信じるならば、洗礼を受けるにふさわしい。彼を
正しく愛し、彼の命令と律法を守る人は、彼を決然と正しく信じる人であ
る。さもなければ、その愛は無益になり、神の命令に気を留め、彼の教えと
律法を守らない限り、洗礼は役に立たないだろう。
親愛なる人たちよ。司教が洗礼の前にする命名式には大きな意義がある。
司教が「 十字架にするように 」その人に息を吹きかける時 、(p.177)

悪魔

は神の力によって怯え、司教の悪魔祓いで、悪魔はアダムによって罪を負っ
た人間の被造物から追い出された。すぐに人間の中に聖霊に住まいが開かれ
る。２つの事は神の力によって偉大で名高いものである。誰も洗礼と聖体拝
領を損ねることはできない。大司教は、もし彼にふさわしく儀式を至る所で
行えば、この世で罪深く邪悪になることはない。彼はこの世であらゆる不正
を行っても、儀式は悪いものとならない。さらに、儀式を償い増大すること
ができる偉大で聖なる生活に属する人はいない。誰がそれをしようとも、神
自らの力は聖なる秘跡によってその行為に現れる。しかし、哀れで罪深い人
はさらに自らをひどく傷つけるのである。彼は、大胆にも聖体を祝い、味わ
い、自分が罪の中で汚れ、罪があることを知り、(p.178) それを大胆に行う
前に、罪を告白し、償おうとしない人である。彼の大胆さは確かに彼自身を
傷つけるが、正しい信仰で儀式を受け入れる人を傷つけることはない。なぜ
なら、誰も神の力と栄光を損ね、傷つけることはできないからである。
洗礼する時に司教が人の口の中に入れる塩は、神聖な知恵を意味する。身
体が塩の鋭さを感じるように、魂は知恵の賢明さを感じるだろう。司教が彼
の前で「 使徒信条 」を唱える時 、彼はその人の信仰を強くする。信仰によ っ
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て彼の家を飾る。すなわち、神がそこに住まうように彼の心を用意するので
ある。司教が唾液でその人の鼻と耳を触れる時 、それによ ってその人は嗅覚
と聴覚で神にささげた神聖さを感じることを意味する。司教が聖なる聖油で
胸と肩を塗る時 、彼はその人を神の庇護で両側を支えるので、(p.179) もし
彼が決然と正しい信仰に留まり、神の律法に従うのなら、悪魔は彼の有害な
武器のどれも彼の前後にあてがうことはできない。
このすべてが命名式にふさわしく行われる時 、正しい信仰と共に洗礼に急
がなければならない。洗礼盤の聖別によって全能の神の存在がすぐに感じら
れる。司教が水に吹きかける息によって、彼が洗礼盤を聖別する時 、悪魔は
そこから追い出される。司教が聖別されたろうそくを水の中に入れる時 、水
は聖霊によって満たされる。手短に言えば、司教が聖別の儀式で明らかに行
うすべてのことは聖霊によ って密かに行われる。洗礼における３つの浸礼
は、私たちが父 、子 、聖霊の聖なる三位一体 、すなわち１人の真の神によ っ
て永遠のいのちへと再生することを意味する。人に着せる白い服は、洗礼
を受ける時 、人が神の恵みによって持つべき霊的な美しさ、(p.180) すなわ
ち、キリスト教の信仰において実践すべき善良で汚れなき行いを意味する。
人が頭の上に当てる聖油を塗ることで、もしその人がキリスト教を正しく保
ち、正しい信仰に留まるのなら、それは彼が天で所有するキリストの王冠を
意味する。それゆえ、もし彼がそれを保つなら、彼はキリストの息子と見な
されるだろう。もし彼が天の王である彼の父に正しく従うなら、彼は王冠に
ふさわしい。彼はすべての人の父であり、
「 主の祈り 」を唱える時 、私たち
はそれを明らかにする。「 天にいますわれらの父よ、御名があがめられます
ように 」など。これによって、私たちはキリスト教によりすべて兄弟である
ことを理解することができる。私たちが１人の天の父に呼びかけるたびに、
私たちは「 主の祈り」を唱えるのである。またこの後 、彼は聖体受領にふさ
わしく、正しくキリストの体と血を味わうのである。なぜなら、その時 、彼
はキリストの手足の１つになるだろうから。
親愛なる人たちよ。キリストはすべてのキリスト教徒の頭であり、すべて
のキリスト教徒はキリストの手足と見なされることを理解しなさい。あらゆ
るキリスト教徒は、それを理解し、自らのキリスト教を正しく保つ必要があ
る。正しくキリストに従う人 、すなわち、洗礼を求める時に約束するよう
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に、彼の命令を守り、悪魔の誤 った教えにひどく抵抗する人は、キリスト教
を正しく守るのである。(p.181) 神の命令を熱心に理解しなさい。神自らの
第１の命令は、神を全身全力で愛することである。第２の命令は、隣人を自
らのように愛することである。あらゆるキリスト教とは他人の隣人である。
なぜなら、私たちはキリスト教を通してすべて兄弟だからであり、もし私た
ちが望めば、私たちはキリストの自らの子供だからである。それ故 、あらゆ
るキリスト教徒がしてもらいたいこと以外を申し出ないことは正しい判断で
ある。その判断を正しく保つ人は非常に幸いである。
親愛なる人たちよ。もし私たちが悪魔に対して自らを守るのなら、私たち
はあらゆる点において非常に注意深く自らを守らなければならない。なぜな
ら、彼は常に私たちを欺き、もし可能なら、私たちが洗礼を受けた時に約束
したことを拒ませようとする。しかし、洗礼の儀式で習慣的に使う「 アブレ
ヌンテ ィオ－ 」と「 クレド」というこの二つの言葉が何を意味するのか理解
しよう。
「 アブレヌンテ ィオ－ 」は英語で「 私は今後悪魔との係わりを否定
する 」であり、
「 クレド」は英語で「 私はすべてを創造した全能の神を信じ
る」である。私たちはこれについて嘘をつく必要はない。しかし、私たちに
必要であるように行おう。それを熱心に行おう。洗礼を受ける時 、子供があ
まりに幼すぎるため、(p.182) 話すことができないけれども、その友人の唱
道は、子供自身が話すかのように働く。年齢に達し、子供が若い時に神に約
束したことすべてを行わなければ、もし子供が年齢に達し、神の律法に注意
を払う理解力を持 った後に、神の律法を蔑むなら、彼は最後の日に滅びるだ
ろう。キリスト教徒の間では、年長者は年少者をキリストのもとに連れ、悪
魔から引き離す必要が大いにある。なぜなら、彼らが不正にも年少者に許し
たことはすべて、彼らが年少者に洗礼を与えた時に神に約束したことに反す
るからである。そのため、できるだけそれを償わない限り、彼らは神の裁き
に従い厳しい罰を受けなければならない。あらゆるキリスト教徒は、唯一の
神に対していつも正しい信仰を持ち、自らの洗礼の意味を知り、それを常に
正しく守り、年少者には同じことを駆り立てる必要がある。子供が何かを話
すことができるようになるとすぐに、彼には何よりも「 主の祈り 」と「 使徒
信条 」を教えなさい。すると、その後 、彼には常に良いことが起こるだろう。
(p.183) 私はまた神の名において祈り、命じる。もしあらゆるキリスト教徒
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が年齢に達すれば、彼が知らないことを忘れ、それを熱心に学びなさい。年
齢を恥じることはなく、必要なように行いなさい。自らを助けなさい。なぜ
なら，それを学ぼうとせず、正しく司教の手から洗礼を受けない人は、キリ
スト教徒ではない。彼は学ぶ前にそれを知らない人であり、彼はまさに聖体
や聖別された墓にふさわしくない。ラテン語ができないのに英語でもそれを
学ぼうとしない人である。しかし、あらゆる人は必要なように行い、自らの
必要を学び、注意深く考え、キリスト教を清らかに保ち、あらゆる異教を完
全に破壊しなさい。
親愛なる人たちよ。悪魔の教えから自らを熱心に守りなさい。余りに欺か
ず、狡猾にならず、虚偽を言わず、悪をなさず、汚れなく、邪悪にならず、
あらゆる点で悪徳を行わないようにしなさい。できるだけ至るところで、あ
らゆる殺人 、窃盗 、略奪の証人や実行者にならず、正当に稼ぎなさい。貪欲
や寛大から自らを守りなさい。至る所で欺き、虚偽 、裏切り、嘘をつかない
ようにしなさい。至るところに偽りの証言が立たないようにしなさい。奢
侈から自らを守りなさい。姦淫 、不節制から (p.184) 自らを熱心に守りな
さい。歌や無益な占いに注意を向けてはならない。壁や木を崇めてはなら
ない。なぜなら、悪魔の幻想は無益だからである。余りにも驕り、怒り、妬
み、争い、饒舌になり、笑い、怠慢になり、悲しんではならない。余りにも
大胆に、傲慢に、喜び、さらに臆病にな ってはならない。余りに惰眠を貪
り、怠慢になってはならない。熱心に悪魔の危害から自らを守りなさい。す
べての悪徳は、悪魔から来る。悪魔は、悪の種を余りに広く撒き散らす。必
要に応じて行おう。自らを助けよう。それに急いで向かおう。神が望む間
は、私たちには時間がある。最も予期せぬ時に私たちが滅びないよう。何で
あれ、神のみこころをできるだけを実行しよう。そうすれば、彼は必要な時
にはいつでも私たちに報いてくださる。常に称賛と栄光が永遠にいつも終わ
りなく神にありますように。アーメン。( 終 )
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