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—本書は下記の手助けがなければ存在し得なかった—
　本書の組版には、LATEX 2ε（日本語版：奥村晴彦氏配布）を利用した。
原稿作成の際には TEXShopを活用した。mendexがなければ、本書の索
引作成には重労働を強いられただろう。
　 LATEX 2εの機能拡張に用いたパッケージについては、一つ一つ名前を
あげることもできないが、babel にはぜひとも言及しておきたい。この
パッケージがなければ、フランス語と日本語の混在には、絶望的な手作業
を強いられたに違いない。
　本書の執筆にあたっては、下記のサイトがなければ、作品中に言及され
る小都市の同定に膨大な時間を要したに違いない。

http://www.wikipedia.org/

　これらの優れたフリーウェア・フリーフォント・フリー百科事典の開発
および日本語化に携われた全ての人々に感謝する。
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ギヨームの少年時代

[校訂テキスト] Anonyme, Patrice H, Les Enfances Guillaume:

chanson de geste du XIIIe siècle, coll. “S.A.T.F.”, 1935

この作品は七冊の系列写本*1で今日に伝わる。3425詩行の 10音節詩行
からなり*2、13世紀前半頃、フランス北西部で成立したと推測される。

I. プロローグ（全訳）
武勲詩をお聞きになるのがお気に召すでしょうか。アレキサンダー

(Alexandre)の時代以来、これほどの作品が作られたためしはありません。
フランスのサン・ドニ (Saint Denis) *3 の修道僧が、あなたがたがこれか
らお聞きになる、とある勇者に関し、この作品を作り上げ、深い意味をこ

*1 同じ系列に属す複数の作品を収録した写本のこと。たとえば、B1写本（大英博物館所
蔵）にはギヨームの一族を主人公とする 19の作品が収録されている。

*2 Patrice Hの校訂テキストでは、という条件がつく。中世の作品は、写本により、
詩行の総数や音節数は、もちろん、内容さえも、異なることがある。

*3 サン・ドニ：パリ近郊、セーヌ＝サン＝ドニ (Seine-Saint-Denis) 県の都市。この地
のサン・ドニ修道院は、カロリンガ王朝以前から、しばしば国王が葬られた、いわば
フランス王家の菩提寺であったが、本作品が成立した 13世紀前半のカペ王朝におい
ても、この修道院と王家の関係は深まるばかりであった。武勲試作品でしばしば言及
される、シャルルマーニュの剣ジョワユーズやフランス王家の旗印であるオリフラー
ム、それにフランス国王の王冠までもが、この修道院に保管されていたのである。
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めて、書物の中に収めたのです。その勇者とは、所領としてナルボンヌ
(Narbonne) *4 を長らく治めた、司令官エムリ (Aimeri)の息子の一人のこ
とです。彼は多数の異教徒*5たちを殺しましたが、それは四千人を二十回
も殺したほどだったのです。あなたがたは、私から、彼がどのようにオラ
ンジュ (Orange)*6を征服し、奥方のオラブル (Orable) を手に入れたかを

*4 ナルボンヌ：南仏ラングドック (Languedoc)地方、オード県 (Aude)の都市。

*5 ここでいう異教徒とは、イスラム教徒のことである。610年にアッラーの啓示を受け
たムハンマド（マホメット）により創始されたイスラム教と、東西ヨーロッパに多数
の信徒を抱えるキリスト教は、歴史的に、激しい対立を繰り返して来た。両者の間に
横たわった広大な地中海は、両者の衝突の妨げとはならず、七世紀にはイスラム教徒
は、スペインの大半を手中に収めたばかりか、しばしば、ピレネー山脈を越えて、キ
リスト教世界で略奪を働いた。732年にフランク王国の宮宰カール・マルテル（カー
ル大帝の祖父）がイスラム教軍を撃破した、トゥール・ポワティエの戦いは、あまり
にも有名である。
しかし、キリスト教世界が、本格的な反撃に出るのは、11世紀になってからのこと
である。『ギヨームの少年時代』の成立した 13世紀の時点では、第一回十字軍 (1098
年)にキリスト教徒が奪還した聖地イェルサレムは、1187年サラディンにより、再度、
イスラム教徒の手に落ちていたが、スペインはキリスト教徒により、次第に「再征服
（レコンキスタ）」されつつあった。
なお、作品要約では、一貫して「異教徒」とし、「イスラム教徒」や「サラセン人」
とはしない。また、「マホメット」という「仏語表記」を、ムハンマドとは書き換えな
い。武勲詩群が描き出す「異教」は「イスラム教」の実相から、あまりに、かけ離れて
おり、無用の誤解を広めてしまう可能性があるからである。現実の「イスラム教」は、
偶像崇拝を一切認めず、アッラーのみを神とする厳密な一神教である。ムハンマドは
預言者であり、決して神ではない。以上の事実を知るだけで、本作品、ひいては、武
勲詩作品群に描かれる異教徒像がどれほど歪んだものであるかが、十分に理解できる
はずである。しかし、大急ぎでつけ加えなければならないが、こうした「異教徒」像
が作品自体の価値を損なう訳では決してない。作品が、自らを生み出した時代と社会
により、ある程度の制約を受けるのは、避け得ない。イスラム教徒がキリスト教徒の
姿を歪めて描いたことも、また、何度も、あったに違いないのである。

*6 オランジュ：南仏プロヴァンス (Provence)地方、ボクリューズ県 (Vaucluse)の都市。
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お聞きになるのです。
Chanson de geste plaroit vos a entandre? Teis ne fut faite de lo tans

Alixandre.; Fist lai un moines de Saint Denise an France, Mist lai an
livre per grant senefiance D’un teil baron con ja poreiz antandre: C’est
uns des fiz Ainmeri le chasteinne, Qui tant jors tint Nerbonne an son
demoinne, Qui tant ocist de la gent mecreande, Per vint foieies quatre
miliers ansanble. Par moi oreis com il conkist Oranges Et con il prist
lai dame Orable a fanme. ( (vv. 1-11))

[L. 1-2, v. 1-27]

*7

II. ナルボンヌを後にして
II.-1. 使者の到来

エムリには七人の息子、ベルナール (Bernard)、ギヨーム (Guillaume)、ガ
ラン (Garin)、エルノー (Hernaud)、ギベール (Guibert)、アイメ (Aïmer)、ブ
ヴォン (Buevon) があったが、まだ、騎士には叙任されていなかった。エ
ムリは妻エルマンジャール (Ermanjart) に言う。我が子たちが騎士に叙任
されるまで生きていることができたら、本当に幸せなのだが！
折しも、シャルルマーニュ (Charlemagne) *8の使節が、ナルボンヌに
やってきた。息子たちのうち、年長の四人をパリ (Paris) の宮廷に派遣せ
よ、二、三年後には、シャルル自らが、彼らを騎士に叙任するだろう、と

*7 第一詩節を全訳した。第二詩節では修道僧が古い巻物に記されたギヨームの物語をリ
ライトした経緯などが記されている。

*8 742-814年に実在した人物。800年にローマ教皇の手により、ローマ皇帝に戴冠され
た。ラテン語のカロルス・マグヌス (Carolus magnus) のドイツ語訳がカール大帝
（[独語] Karl der Grosse）、フランス語訳がシャルルマーニュである。彼の帝国は現在
のドイツ・フランス・イタリアにおよんだが、本拠は現ドイツのアーヘン (Aachen)
にあり、彼自身、ゲルマン語を話していたと言われる。なお、magnusという形容は、
もともと、「大柄な」という意味だったらしいが、急速に、「偉大な」というニュアン
スを帯びるようになったことは、言うまでもない。
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言うのだ。エムリが息子たちにそれを伝えると、ベルナールとエルノーは
大喜びするが、その二人に対してギヨームは言い放つ。

あなた方は、自分の少年時代が永久に続くとでも思っているのですか！
　あなたたちはとっくに騎士になっているはずなのですよ。

La vostre anfance durait ele toz dis ? Or deüsiés chivelier devenir
(vv. 78-79)

そして、フランスには行かずに、異教徒の
ま ち
都市*9オランジュを攻め落と

しに向かうとギヨームは言う。まだ幼いギベールはそれを聞くと、自分も
一緒に行くと言い出す始末である。ベルナールも負けておらず、遠征軍の
隊長になるのは自分だと主張する。だが、ギヨームは、自分こそが司令官
の器であり、ベルナールは臣下の地位に甘んじるべきだとまで言う*10。
エムリはギヨームを押しとどめ、パリに行くよう命ずる。ギヨームは、

千人の騎士を連れて行くこと、エムリの財産の一部を貰い受けることを条
件に、それに従う。[L. 3, v. 28-118]

II.-2. 出発の準備

ギヨームは母親と三人の幼い兄弟たちに、パリに向かって翌日出発する
ことを告げた後、こう言い切る。シャルルの手で騎士に叙任された後で
も、決してキリスト教徒に対して剣を抜くことはなく、異教徒に対しての

*9 以下、頻繁に登場する
ま ち

都市(ville)は、領主の居城を中心とする、人口密集地を意味す
る。人口の大半を商人や職人が占めたのは、日本の城下町と同じだが、城壁に囲まれ
た閉鎖空間だった点が、日本の場合とは、決定的に異なる。いったん、城門を閉ざし
てしまえば、都市はそのまま要塞となり、外敵の侵入を防ぐことができたのである。
したがって、町という語ではイメージが混乱する恐れがあるので、あえて、

ま ち

都市とい
う語を使うことにした。

*10 ギヨームの言動は我々の眼には、しばしば、傲慢に映る。だが、極端な実力主義の騎
士社会においては、実力の裏付けがある限り、大言壮語は、必ずしも、傲慢とは結び
つかない。後で明らかになる通り、ギヨームは勇ましい戦士としてのみならず、優れ
た司令官としても、実力を発揮するのである。
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み力を振るい、いずれは、スペイン (Espagne)全土を征服してやるつもり
だ、と。[L. 4, v. 119-134]

一夜が明けた。出発の準備が整えられるなか、エルマンジャールは息
子ギヨームに、心配事を打ち明ける。彼らの留守に乗じて、リュゼルヌ
(Luserne) のマラモンド (Maramonde) 王と、その甥、アキラン (Aquillant)

が、あるいはアスレ (Aceré)とマルモンド (Marmonde)の兄弟が、攻めて
くるのではないかと言うのだ。ギヨームは、パリに知らせを送ってくれれ
ば、すぐに駆けつけるからと約束し、母親を安心させる。[L. 5, v. 135-155]

一夜が明けた*11。出発の準備が進められる。エルマンジャールは息子
ギヨームに、異教徒たちが攻めて来たら、手紙を送るので、その際には、
必ず助けに来て欲しい、と言う。それに対して、ギヨームは、シャルルが
騎士に叙任してくれたら、アラブ (Arabe)の港に達するまで、サラセン人
たちを槍の練習台のように突きまくってやると、意気盛んである。
そこで、エルマンジャールは、彼の

ブリオー
上着*12の右肩に、小さなお守りを縫

い付けてやる。それは、彼女の婚礼の際、兄のボニファティウス (Boniface)

がくれたもので、それを持っている人間は、戦闘で負かされたり、捕虜に
なったりすることは、決してないのだ。かくして、エムリと四人の息子は

*11 武勲詩に特徴的な繰り返し。前詩節と同じ朝である。
*12「ブリオー (bliaud, blizaut, blaude, blouse)：テュニカの一種で、カロリンガ朝以来、

12世紀末まで、男女の上衣となる。ブリオーはウエストのくびれがあり、通常、帯を
締めた。１２世紀半ばまでは、男性用の場合、袖は手首のところで狭まっており、女性
用ではラッパ状になることもあった。それ以降は、男性用も、女性用も、丈が踵にまで
達し、どちらも、ラッパ状の袖を持ち、袖には大きな振りがついた。12世紀より時代
が下ると、ブリオーは子供や庶民の衣服となった。そして、今日のブラウスにその名残
をとどめているのである。」(Camille E, Manuel d’archéologie française depuis les
temps mérovingiens jusqu’a la Renaissance: tome III costume, Auguste Picard Éditeur,
1916)
　次の図はクローヴィス像のスケッチだが、像が作製された 12 世紀末頃のブリ

オーの姿を見ることができる。(Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonée du moblier
français, 1814-1879, vol. 3. p. 49.)：



10 II.ナルボンヌを後にして

出発したが、彼らが帰還するまでの間に、苦難は避けられないだろう*13。
というのも、アラブ王ティボー (Tibaud)がオラブルに結婚を申し込むため
派遣していた七千人の騎士がオランジュにいたし、また、ナルボンヌにス
パイを潜入させてもいたからである。

II.-3. ティボー軍の到来

ナルボンヌが君主不在の状態にあると知ったティボーは、十万人の騎兵
を招集し、大船団を組んで、地中海を渡り始めた。船団の中でも、とりわ
け立派だったのがティボーの船である。船首には水晶の台座に載せたマホ
メット (Mahomet) の像が飾られており、三十のランプと二十のランタン
が光を放ち、宝石類がちりばめられていた。船はさながら輝く太陽のよう
だった。*14[L. 6, v. 156-238]

オーマリ (Aumarie)の河口に集結した異教徒の軍団に、ティボーは言う。
ナルボンヌは、もともと彼の祖先が治めていたのだが、今では、エムリの所
領である。だが、エムリとその息子たちは、サン・ドニ (Saint-Denis)*15の
王、シャルルマーニュのもとに向かって、フランスに行ってしまった。こ
の機に、ナルボンヌを取り返さずにおくものか。

*13 武勲詩には意外性の不意打ちはきわめて珍しい。物語展開の道筋は、常時、語り手に
よって、予告され続けるのである。

*14 宝石の輝きとランタンの明かりに
まばゆ

眩いばかりの艦隊は、武勲詩のお気に入りのモ
ティーフの一つである。『ロランの歌』では、バリガンの艦隊に関して、同様の描写が
なされている。

*15「サン・ドニの王」は、フランス国王の別名である。5頁脚注を参照。
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すると、家来たちは意気盛んに、ナルボンヌだけと言わず、ラン
(Laon)*16やサン・ドニ、あるいはモンマルトル (Monmartre)*17までも攻
め上りましょう、と応える。かくして、異教徒たちは船に食料と武具を積
み込んで出航したが、あまりの大軍勢だったため、海が一面船に埋め尽く
されたほどだった。船は全速力で航行し、ほどなくナルボンヌに到着す
る。城が焼かれ、街が略奪されるのを見て、エルマンジャールは、嘆く。
ああ、ギヨームよ、そなたが私のもとを去る時に、このことを、何度も
言っていたのです。[L. 7, v. 239-298]

ティボーはナルボンヌに到着し、
ま ち
都市を攻め始めた。エルマンジャール

は嘆くほかない。しかし、ティボーのことは、さておいて、今度は、パリ
に向かっていた、エムリとギヨームのことを語らねばならない。というの
も、夕暮れまでに、一行は、七千騎にのぼる異教徒の使節団に出くわすこ
ととなるからだ。それは、ティボーがアスレの妹オラブルに結婚を申し込
むため、オランジュに向けて派遣したものだった。[L. 8, v. 299-333]

*16 ラン：ピカルディー地方エーヌ (Aisne)県の県庁所在地：カロリンガ王朝以来、しば
しば、王の居留地がおかれたこの地は、1331年のコミューン鎮圧まで、文化的・宗教
的中心であり続けた。

ま ち

都市自体が小高い丘の上にあり、そこからそびえる大聖堂の姿
は、現在にあっても、圧巻である。

*17 実在の地名：パリ北部の丘陵地
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III. エムリ軍とティボーの使節たちの衝突
III.-1. 敵勢との遭遇

エムリ伯は息子たちとともにエックス (Aix)のシャルルのもとに向かっ
ていた*18。しかし、モンペリエ (Montpellier)*19の山中で、ティボーがオラ
ブルに結婚を申し込むために派遣した使節団に出くわしてしまった。敵を
見て、エムリはひどく消沈するが、フランス人たちの士気は高い。

自分の命を敵に高く売りつけない者は恥にまみれよ。
Toz soit honis que bien ne c’i vandrait ! (v.349)

[L. 9, v. 334-350]

エムリは千人の騎士とともに武装するが、七千人騎にのぼる敵軍勢は一
向に恐れる気配もない。大乱戦が始まり、みるみるうちに、犠牲者の死体
が折り重なっていく。それを見たギヨームは正気を失わんばかりに苛立
ち、先端の尖った太い棍棒を握るや*20、戦闘に参加する。[L. 10, v. 351-372]

*18 パリもしくはランだったシャルルの拠点がいきなりエックス（現ドイツのアーヘン）
に移動するのには驚かされる。しかし、現実のカール大帝は、首都をアーヘンに置い
ていたのである。

*19 モンペリエ：地中海沿岸部エロー (Hérault)県の県庁所在地：マルセイユ (Marseilles)
の西北西に位置する都市。

*20 棍棒はギヨームのお気に入りの「武器」の一つである。武具を欠いた状況下では、棍
棒はしばしば急場凌ぎの道具となるのである（『オランジュ奪取』や『ギヨームの出
家』を参照）。だが、もう一方で、棍棒は未だ武具をもたない、いわば「騎士になる前
の騎士」に特徴的な武器でもある。『アリスカン』では、レヌアールが棍棒をふるって
大活躍するが、その時点でのレヌアールは、目下のギヨームと同様、騎士には叙任さ
れていない状態である。
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III.-2. エムリの危機とギヨームの活躍

戦闘は激しく広範囲に及ぶ。数で勝る敵はみじんの恐れも表さない。そ
れを見たエムリは大いに苛立ち、手足を失おうとも敵を討つと神に誓う
や、両足で馬に拍車をかけた。その軍馬は、かつて、提督の息子マルシル
(Marsille)ものだったが、エムリはサラゴッサ (Saragosse)攻略の際にそれ
を我がものとしたのだった。この時、シャルルマーニュは、見事、ロラン
の仇討ちをし、バリガン (Baligan)提督の首を切り落としたのだった*21。
さて、馬を駆るエムリはアキランに斬りつけ、落馬させると、即座に頭

を切り落とそうとした。だが、敵勢が殺到し、アキランを助け起こしたば
かりか、逆にエムリに猛攻撃を加え、彼の軍馬を殺してしまった。エムリ
は必死で反撃するが、多勢に無勢、捕虜になってしまう。それを救ったの
が、ギヨームである。棍棒一本で敵を追い払った息子を見て、エムリは、
武具をとれと言うが、ギヨームはシャルルマーニュから武具を受け取る
（＝騎士に叙任される）まで、それはできないと断る。そして、左手の斜
面のそばに、提督（ティボー）のものだった軍馬、ボーサン号を見つける。
オラブルは七年間もオランジュのとある部屋でこの馬を飼い、自ら毛並み
を整えてやることもしばしばだったのである。ティボーは愛情のしるし
に、この馬をオラブルに贈ったのだった。ギヨームが駆け寄っていくと、
すでにギヨームの奮闘ぶりを見ていた異教徒たちはボーサン号を残して逃
げ去る。

あぶみ
鐙も使わず軍馬に跳び乗ったギヨームは*22、いっそう戦意を増

す。[L. 11, v. 373-494]

*21 『ロランの歌』への言及である。だが、下記の点で、現存する作品とは矛盾する。1)
バリガンは斬首されるのではなく、頭から股まで一刀両断にされる。2)エムリは登場
しない。3)マルシルとバリガンには血縁関係はない

*22
あぶみ

鐙は馬具の一部で、鞍の両脇にさげる。乗馬中が足を預けて身体の安定を保つのに
用いるほか、馬に乗る時に、足をかけて、体を引き上げるのにも使う。鐙の助けなし
に、馬にまたがるのは、勇者のたくましさを表す所作である。
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ギヨームは手綱を握り、ボーサン号を駆る。そのいななきは山や谷にこ
だまする。と、そこへ、エムリから逃げおおせたアキランが現れた。ギ
ヨームは彼を追って、名を尋ねる。アキランは名乗った後、ティボーの使
節だと述べ、オランジュから帰る途中だったと言う。ボーサン号は、オラ
ブルからティボーに言付かったものだが、ギヨームに奪われた以上、取り
戻すのはかなわないだろうとも言う。[L. 12, v. 495-524]

III.-3. アキランの降伏

アキランはギヨームを見るや、「お前はなんと冷酷にして
て ご わ
手強い相手だ

ろう」と呼びかける。そして、棍棒の一撃が恐ろしくて、ギヨームがそば
までやって来るのを待つ勇気はないと白状した後で、

お前には魔法がかかっているのだ。それは
いな
否みようもない。お前は槍も

剣も恐れはしないのだ。
Tu es faeis, ne fait pais a noier: Tu ne redoutes ne lance ne espiét.

(vv. 531-532)

と言う*23。そして、求めに応じて、名乗った後、オラブルから言付かった
ボーサン号を失った以上、もうティボーのもとには戻る勇気はない。手足
をちょん切られるだろうからだ、と言う。*24。
ギヨームも自分の正体を明かした後、オラブルに次のことを伝えて欲し

いと言う。すなわち、シャルルマーニュから騎士に叙任されるまで、生き
ていたならば、ボーサン号を駆って、オランジュまで戦いを挑みにくるだ
ろう。そして、ティボーを見つけたなら、激しい剣の一撃で、

よろいかぶと
鎧 兜もろ

とも一刀両断にしてやろう。その後で、オラブルにイスラム教を捨てさ

*23 これは、アキランの単なる負け惜しみではない。ここでは、エルマンジャールがギ
ヨーム与えたお守りのことを思い出す必要がある。

*24 ここまで、前詩節の内容を繰り返している。こうした「繰り返し」は武勲詩に固有の
技法である。要約では削らざるを得ないが、本作品においても、こうした「繰り返し」
が、まるで歌曲のリフレインのように、頻繁に用いられている。
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せ、洗礼を受けさせよう。さらに、オランジュに居を構え、かの
ま ち
都市でキ

リスト教をもり立てよう。そう述べた後で、オラブルへの贈り物として、
一羽のハイタカをアキランに託す*25。アキランはその役目を喜んで引き
受ける。そして、ギヨームからタカと手袋を受けとり*26、去っていくが、
彼の足取りは重い。七千人の騎士を失った上に、自身も重傷を負っていた
からだ。

IV. ギヨームとオラブル
IV.-1. アキランの報告（ギヨームからの使者）

アキランがオランジュに帰り着いた時、オラブルは庭園に出ていた。そ
こには柳や

い ち い
一位、松や月桂樹といった樹木のほかに、薬草も植わっていた

が、その薬草は賞賛に値するものだった。というのも、どんな重傷でも、
それに触れれば、たちどころに治癒したからだ。オラブルは四人の王と百
人の乙女に囲まれて、リンゴの木陰にいた。アキランは人払いをして、オ
ラブルと二人きりになると、モンペリエでフランス人たちと遭遇したこ
と、エムリを追いつめたが、彼の息子のギヨームに手ひどい目に遭わされ
たうえに、ボーサン号を奪われたこと、そして、そのギヨームが、騎士に
なるまで命長らえたら、オランジュを攻略して、ティボーを両断にし、オ
ラブルに洗礼を受けさせて、彼女を妻にするつもりでいることを語った。

*25 鷹を使って獲物を捕らえる鷹狩りは、日本と同様、ヨーロッパでも、支配階級の娯楽
であった。捕らえた獲物を食べずに、主のもとに、戻ってくるよう、鷹を仕込むには、
相当の手間と特殊な技術が必要である。したがって、鷹は貴重な宝物であり、高価な
贈り物であった。

*26 手袋の引き渡しは、武勲詩によく見られるモティーフである。ここでは、手袋の引き
渡しはギヨームのオラブルへの気持ちを、アキランに託したことを意味している。だ
が、時に、手袋は気持ちや意図以上のものを表し得る。ロランが天使に手袋を差し出
した時、その手袋は、彼自身を神に託したのである。その意味で、ジャン・ファビエ
が「（中世においては）手袋は人格の象徴となった」(Jean Favier, Dictionnaire de la
France médiévale, ISBN2213031398, Fayard, 1993)と述べるのは、きわめて正当であ
る。
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それを聞くとオラブルは、正気を失いそうになり、三度気絶し、三人の王
たちが、彼女を支えるために駆けつけた*27。[L. 13, v. 525-653]

オラブルはボーサン号がギヨームに奪われ、二度とティボーの手中に戻
ることはないと知ると、苦しみのあまり正気を失いそうだった。だが、ア
キランが重傷を負っていることを見て取ると、馬から下りるように命じ、
彼の部下共々、その一夜に限ってオランジュに

とうりゅう
逗留すること許可する。

そして、彼の部下たちを宿所に案内させると、アキランだけをその場に残
らせた*28。武具を解いたアキランの傷は深かった。オラブルは三人の王
に宿に引き上げるように命じた後、こう言う。

私は自分の部屋に連れて行ってもらって、乙女たちに世話をしてもらい
ます。私は病気なのです。ですから、体を休めに行きます。もう決して、
健康にはなれそうもありません。

Je me ferai an mes chanbres meneir, A mes pucelle servir et annoreir.
Malaide suis, si m’irai reposeir, Je ne cuis mies que j’an voisent en
santey. (vv. 678-681)

そこで、四人の王たちは去り、後に残ったオラブルは、薬草を摘んで、ア
キランの傷口に触れる。たちまち全快したアキランは、自分が持ち帰った
ハイタカを持ってこさせるようオラブルに言う。それに対して、彼女は、

それを私に見せておくれ。今までそれを見たことはないのだけれど、
とっても、それを欲しいと思っていたのですもの。

faites lo moi mostreir; Onkes nou vi, si l’ai mout galosei. (vv. 694-695)

IV.-2. オラブルからの使者

その夜、アキランは城内の部屋を与えられ、ぐっすりと眠った。ここ
で、乙女オラブルの話はさておいて、パリに向かうギヨームとエムリのこ
とを話そう。彼らは戦利品を集めた後、モンプリエには引き返さず、その

*27 物語中、王の人数が曖昧である。時に、三人、時に、四人になる。
*28 アキランが七千人の騎士を失ったという記述があったが、完全な全滅は免れたらしい。
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まま、山中に天幕を張り、火を起こした。それを見届けた一人の使者がオ
ランジュに引き返し、クラリオン (Clarion)とアスレ、四人の王と、十二人
の重臣たちに事の次第を報告する。すなわち、アキランとの戦闘で疲れ果
てたエムリ一行をモンペリエの近くで見つけることができる。フランス人
たちは傷ついており、明日、戦いを挑めば、彼らは身を守ることもできな
いでしょう、と言うのだ。
話を聞いたカレル (Quarrel) は、兄弟のクラリオンとミュルガレ (Mur-

galé)、それに、四人の王と十二人の重臣たちに武装を呼びかける。そし
て、準備をすませた五千騎が音をたてずに静かにオランジュを後にする。

ああ、ギヨームがそれを知らないのは、なんという痛手だろうか。*29

Dex, kel damaige ke Guillames nou seit ! (v. 760)

ところが、カレルたちが出陣する前に、オラブルは密かに一人の使者を
呼びつけて、ギヨームに危機を伝えるように、そして、また、アキランか
ら受け取ったハイタカのお礼は必ずすると伝えるようにと頼む
ギヨームは愚かではなかったので、陣屋を四十名の兵に警護させてい
た。こっそり

ま ち
都市を抜け出したオラブルの使者は、エムリの天幕を警護す

るギヨームのもとにやってきた。使者はまずオラブルから挨拶を述べた
後、五千人の異教徒たちが攻めて来ることを伝える。ギヨームは使者に
感謝し、毛皮や飾り馬を与えようとする。彼はそれを拒んで、贈り物な
どを受け取れば、「お姫様は、私を即座に殺してしまうでしょう。*30(Ma

damoisele sempres m’aroit tué.) (v. 827)」と言う。その通りだと思ったギ

*29 「ジョングルールの台詞」と呼ばれる技法。武勲詩にはこの手の表現が頻発するが、
これをもって、武勲詩がジョングルール（旅芸人）の演じる出し物だった証拠だと考
えるような、学者は、現在では存在しないだろう。

*30 この言葉を誇張ととってはならない。異教徒の美女が暴力沙汰に手を染めるのは珍し
いことではない。ここで使者が金品を受け取れば、オラブルの行為は収賄を伴った裏
切り行為となってしまうのだから、なおさらである。金銭の授受のあるなしは、ある
行為が卑劣な裏切り行為かいなかの、決定的な判断基準となり得る。『ロランの歌』で
ガヌロンが異教から多量の金品を受け取ったことを思い出すと良いだろう。なお、こ
の後の指環は一種の「婚約指環」なので、他の金品と同列に並べることはできない。
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ヨームは、オラブルへの愛の証しとしての指環を託す。
彼女がこの指環を大切に持ち続ける限り、決して、彼女への愛を失わな

いし、彼女をティボー王に渡したりなどしない。
Se bien le puet et tenir et garder, Jai de m’amor ne porai consirer; Si

nel doinst mies a roi Thiebaut l’Escler. (vv. 831-833)

使者が去って行くと、ギヨームは天幕の中の父エムリをすぐに起こし、
武装させた。ことの次第を知ったフランス勢は、意気消沈するが、ギヨー
ムはてきぱきと指示を与える。
敵の目印とならぬよう、天幕をたため。戦利品を小姓たちに持たせ

て避難させよ。彼らの引率はこの近辺の地理に明るいアンティオーム
(Antiaumes)に任せよ。
それを聞いたフランス人たちは勇気を取り戻し、ギヨームの指示を実行

し始める*31。[L. 14, v. 526-876]

V. オランジュ・ニーム軍との衝突
V.-1. ニーム軍とオランジュ軍の合流

戦利品とともに兄弟をもアンティオームに託した後、ギヨームは兵を百
人ずつグループ分けし、十カ所に分散させて待ち伏せさせた。
一方、ニーム (Nîmes) のオトゥラン (Otran)*32とゴリア (Golias) はリム

ワンル (Limoinre)の近くで兵を集結しフランス領に侵入していた。エムリ
軍の料理場の煙や天幕を発見するや、二人は恐怖にとらわれる。[L. 15, v.

877-890]

*31 ギヨームが騎士としてのみのらず、司令官としても有能であることを示すエピソード
である。この後も、彼は、しばしば、エムリ以上に采配を振るいフランス勢を勝利に
導くのである。8頁の脚注を参照されたい。

*32『ニームの荷車隊』によれば、アルパン (Harpin)とともにニームを共同統治する王で
ある。
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ニームのオトゥランはフランス勢を見て怖じ気づき、来た道を引き返そ
うと言うが、ゴリアはそれを批判した後、槍などを投げつけてギヨームを
殺せば良いだけだ、と言う*33。折しも、オランジュから来たクラリオンが
進軍ラッパを吹き、山や谷にその音が鳴り響いた。隠れ場所にいたギヨー
ムは、(難を逃れたことを)神に感謝する。一方、誰がラッパを吹いたのか
確認するようにと、オトゥランに命じられたゴリアは、オランジュ軍に近
づいて行く。気づいたクラリオンは呼びかけて、「アキランはどこだ」と
尋ねる。ゴリアは、居場所はわからないが、前日、負傷するを見たと伝え
る。クラリオンは、それを聞いて、悲しむ。[L. 16, v. 891-920]

エムリによってナルボンヌを奪われたことをオトゥランは苦々しく思っ
ている、とゴリアはクラリオンに述べる。そして、さらに、ギヨームが、
いまだ騎士に叙任されていない子供にすぎないにも拘らず、恐るべき相
手であり、自分には、彼に立ち向かうつもりはないとも言う。それに対
し、クラリオンは「ずいぶん勇気がありますね (Mout per esteiz herdis) (v.

936)」と皮肉たっぷりに答えた後、「ギヨームを見つけたら生かしては返
さぬ (S’i truis Guillame, n’en eschaperait vis.) (v. 939)」と言い切る。とこ
ろが、いざ、フランス勢の野営地に行ってみると、そこはもぬけの空だっ
た。「謀られた！」と騒ぐ異教徒を、ボーサン号にまたがったギヨームは、
遠く、丘の上から眺める。[L. 17, v. 892-950]

天候も晴れやかに、日が昇りはじめる。*34

*33 飛び道具を使うのは卑怯な戦法である。『ロランの歌』では、異教徒たちは、フランス
軍の最後の生き残り、ロラン・テュルパン・ゴーティエの三名に槍を投げつけた後、
逃げ去る。

*34 叙情詩から影響を受けたとされる、初夏の表現を別にすれば、武勲詩では、この手の
対句表現が、ほとんど唯一の自然描写だと言って良い。むろん、そのことが、かつて
信じられていたように、中世ヨーロッパの人々の自然に対する感受性が乏しかったこ
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Bialz fuit li jors et li selouz leva. (v. 952)

丘の上から敵を見下ろしたギヨームは、十の軍団を敵に差し向ける。そ
れぞれの軍団は百騎からなり、フランス国王の旗印をもたない者はない。
そして、旗頭をつとめるのはエムリだった。その有様を見て、異教徒は
皆、消沈し、アスレは叫ぶ

ああ、妹のオラブルよ！ 　お前の顔を二度と見ることはできないだろ
う。

Hé, suer Orable, ja mais ne vos varai (v. 964)

そして、逃げ道の方へと目を向ける。[L. 18, v. 951-965]

ギヨームは戦闘準備の整った軍団を率い、剛胆な顔つきのエムリは戦旗
を掲げる。戦旗の旗竿の先についた金の鷹の台座には聖遺物*35が収められ
ていたので、フランス人たちはだまし討ちに遭うことも、捕虜になること
も、討ち死にすることもなかった。エムリは兜の開口部から白い髭を出し
たが、それは馬の鞍にまで達する長さだった*36それを見たアスレは言う。

我らの死は決まった。ああ、ティボー王に与えられ、結婚の決まってい
る我が妹のオラブルよ、私はお前をどれほど大切にしてきたことか。だが、
お前の婚礼は決して私の手で始められることはない。私の死が定めだとい
うことを、私ははっきりと知っているからだ。

Nostre mors est jugie. He, suer Orable com vos avoie, chiere, A roi
Thiebaut donee et otroïe! Ja per moi n’iert vo noces commancie: Je sai

とを証拠立てるわけでは決してない。自然の風物に美を感じることと、それを文学作
品に表現しようとすることは、全く別の問題だからである。

*35 「九世紀から十一世紀におよぶ、このような [聖ジョルジュや聖マルタンのような]戦う聖
人の流行は、聖遺物崇拝の流行をともなうが、このような聖人崇拝の民衆的形態は異
教信仰に近すぎるとして、十一世紀初頭、またもアンジェのベルナールの顰蹙を買っ
た。聖遺物は戦士たちの間でたちまち人気を博し、彼らは聖人の骨、髪、歯、衣服の
破片の入手に努め、兜や剣の柄に宝石のように嵌めこみ、護身用のお守りまたは護符
として使うのであった。」（ジャン・フロリ著、新倉俊一訳、『中世フランスの騎士』、
白水社、1998、ISBN4-560-05806-7、83頁）

*36 長く白い髭は優れた武将の身体的特徴である。『ロランの歌』では、シャルルマーニュ
以下、フランス勢が兜の外に白髭を出して戦う。
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de fin ke ma mors est jugie. (vv. 983-987)

アスレは血の気が引いて真っ青になり、怖さのあまり熱を出し始め
る*37。そして、逃げ出そうとするが、兄弟に引き止められる。
ついに、フランス勢が異教徒たちの真ただ中に飛び込んで来た。最初の
一撃で四百人の異教徒が死んだ。[L. 19, v. 966-997]

ギヨームは十の軍団を二手にわけて、異教徒たちに差し向ける。彼の手
にはリンゴの木で作った太くて頑丈な棍棒が握られていた。ゴリアは「彼
をわざわざ待ってやるような者は、その父親の代から不幸に見舞われろ。
(Qui l’atendrait, mal de l’airme son peire !) (v. 1011)」と言い放つ。その言葉
に、オランジュのカレル、その兄弟のアスレ、グラリアス (Glarias)、テネ
ブラン (Tenebrun) は武具を投げ出して逃げ始める。フランス勢は後に残
された千頭の軍馬と四百頭のロバを手に入れた。[L. 20, v. 998-1018]

異教徒は逃げ出し、ギヨームはボーサン号を駆って追いかける。戦場に
は彼の棍棒の犠牲者が山をなす。アスレはその活躍に驚きの声を上げが、
ギヨームは、それに対し、自分が騎士になったら、オランジュの中心にキ
リスト教の礼拝堂を作ってやる、との予言で応じる。[L. 21, v. 1019-1034]

V.-2. ギヨームの危機と解放

異教徒は逃げ出し、ギヨームはボーサン号に拍車をかけてそれを追う。
オランジュのカレルはアスレに停戦を持ちかけようと提案する。アスレは
それに同意するものの、ギヨームの棍棒が兄弟の頭に振り下ろされないか

*37 恐怖のあまりの発熱は臆病の極致である。『狐物語』では獅子王ノーブルの雄叫び
に恐怖した兎のコアール (Coart) が発熱するが、このコアールという名前は、「臆病
者」（[現仏] couard, [英語] coward）という普通名詞からの転用である。Le Roman de
Renart — première branche —, Mario R, C.F.M.A., 1967, vv. 373-374



22 V.オランジュ・ニーム軍との衝突

と、心配する。それを聞きつけたギヨームは、心配するな、自分は今は見
習い騎士にすぎないのだから、と声をかけ、棍棒を地面に突き立てた後、
異教徒の方に向かって歩き出す。
だが、皆さん、これからお聞きになる通り、それは愚かな行為だった。

というのも、ナルボンヌのエムリがニームのオトゥランを深追いしすぎた
結果、ギヨームはたった一人、戦場に取り残されてしまったからだ。[L. 22,

v. 1035-1069]

カレルたちの方に向かうギヨームの背後から、一人の異教徒が斬りつけ
た。刃はギヨームの肩を傷つけ、下着の一部を切り取ったが、そこにはま
さしく、手紙をエルマンジャールが縫い付けたところで、手紙はその場の
地面に落ちてしまった。ギヨームは怒りに正気を失いかけるが、異教徒た
ちが大挙して押し寄せ、彼を馬上から引きずり降ろす。オランジュのカレ
ルは大喜びし、ギヨームを牢に閉じ込め、ティボー王に引き渡してやると
言う。前日、ギヨームがティボーの使節たちを殺したからだ。ギヨームは
カレルを呪詛し、騎士になるまで生きることができたら、必ずや、

はがね
鋼の

やいば
刃で、カレルの首をはねてやると宣言する。だが、異教たちは続々と周
囲に押し寄せる。[L. 23, v. 1070-1104]

異教徒たちがギヨームを連れ去って行く。カレルは彼を牢に閉じ込め
て、ティボー王に処分を任せると言う。それに対して、ギヨームは、言う。
お前の引き連れている戦利品（ギヨーム自身のこと）は、値打ちものだ。

それがお前の手元にそのまま残るのであればお前も多いに喜ぶことになろ
うが、ローマ教皇にかけて、日の沈む前には、最も剛胆な者さえ意気消沈
し、モンペリエの金全てと引き換えにしても、その場にいたいとは思わな
いような有様になるだろうよ。
カレルは怒りに任せてギヨームの首をはねようとするが、クラリオンに
引き止められる。一方、一人のフランス人がこの危機をギヨームの兄のベ
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ルナールたちに知らせた。ベルナールは
エキュイエ
盾持ち*38 たちにギヨームを助け

ようと呼びかける。若者たちはそれに同意する。[L. 24, v. 1105-1165]

ギヨームの危機を聞きつけた盾持ちたちは大急ぎで武装する。一方、エ
ムリはオトゥランを追撃し、七千人の異教徒を討ち、奪った軍馬を率いて
帰って来た。そして、主人を失ったボーサン号が山中でさまよっているの
を発見する。

偉大なる処女、聖マリア様、この哀れな私が、ギヨームを失うことのな
いよう、彼をお守りください。

Sainte Marie, gloriouse pucele, Gardeiz le bien, ke cist chatis nou
perde! (vv. 1188-1189)

[L. 25, v. 1166-1188]

主を失い、山中をさまよっていたボーサン号の手綱をとると、エムリは
嘆きだす。

我が妻、エルマンジャールよ、ひどい災いに見舞われたものだ。お前が
ギヨームのことで心喜ばすことは今後決してないだろう。

Dame Ermanjart, mal vos est avenut: Ja mais n’areiz de Guillame
deduit, (vv. 1201-1202)

*38 楯持ち ([現仏] écuyer, [羅語] scutifer)簡単に言えば、見習い騎士のことである。ジャ
ン・フロリはこの身分を次のように説明している。
「まず、彼ら［騎士候補生］は、年端もゆかぬうちに、馬の世話の仕方、武具の磨き
方、馬の乗り方、などなどを学ぶ。次いで、écuyer［従騎士・楯持ち］として仕える。
ラテン語の scutifer（それにもまして armigner）はそもそも軽い武器を持つ兵士に適
用されていた。ついにはそれが、自分が仕える騎士の世話をし、その武器、楯を持ち、
馬を牽き、しなやかにするために鎖帷子を丸め、要するに執事職に専念する従者を意
味するようになる。高貴な家の若者、未来の騎士は、ぱっとしない生まれの従騎士に
立ち交じって、このような見習い修行を積む · · ·。」（ジャン・フロリ著、新倉俊一訳、
『中世フランスの騎士』、白水社、1998、ISBN4-560-05806-7、40頁）
なお、騎士の見習い修行については、下記の絵本が平易である。
François I, Au temps des chevaliers, Sorbier, “La vie des enfants”, 2003,

ISBN2732037710
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そして、鞍の上に残っていた血痕に接吻をすると、息子への深い愛のゆ
えに、三度気を失う。助け起こした騎士たちは、ギヨームはまだ失われた
わけではなく、異教徒たちが連れ去ったにすぎないことを指摘して、追い
かけて、取り戻しましょう、と提案する。
すると、エムリは答える。

それに勝る望みはない。
Je ne querroie plus. (v. 1216)

[L. 26, v. 1189-1216]

エムリ伯は山を下って荒野を駆け、先回りする。と、そこへ異教徒たち
が現れた。先頭にはロバに載せられたギヨームもいる。彼を護送する四人
の王とミュルガレ、クラリオンは、口々に、吊るし首にしてやるぞと、脅
しをかけるが、ギヨームは逃げ出そうとは思わない。オランジュに行っ
て、

ま ち
都市の様子と優美なるオラブルの姿を見ようという魂胆だった。フラ

ンス勢は、その様子を見て、「モン・ジョワ (Monjoie)」とシャルルマー
ニュの

とき
鬨の声*39をあげる。ベルナール、次いで、エルノー、幼いガランが、

それぞれ、オランジュの貴人を次々に討ち取る。それを見たギヨームは大
いに喜び、ミュルガレを捕まえ、振りかぶった拳を振り下ろす。ミュルガ
レは顎を砕かれ、野原に横死する。そこへ、エムリの軍勢が現れ、エムリ
はおおいに脅しの言葉を吐いたが、ギヨームを救ったのは、実は、盾持ち

*39 戦闘の際に、味方同士で叫ぶ決まり文句が「
とき

鬨」もしくは「
とき

鬨の声」である。ただし、
「モン・ジョワ」が叫ばれるようになるのは、シャルルマーニュよりもずっと後の、ル
イ六世の治世 (1108-1137年)になってからのことらしい。
「まさしくこの時代から、サン＝ドニの王旗に特別の注意がむけられるようになっ
た。モンジョワ＝サン＝ドニ（パリの最初の殉教者［聖ドニ］の特別の加護を示唆す
ると同時に、モンジョワはローマに向かう巡礼がついにローマを発見する旅程最後の
地点である以上、教皇の保護をも示唆する）という

とき

鬨の声の習慣もおそらくはこの時
期にはじまるのであろう。」（ジョルジュ・デュビー著、松村剛訳、『ブーヴィーヌの戦
い—中世フランスの事件と伝説—』、平凡社、1992年、ISBN4-582-47321-0）
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たちだったのだ*40。[L. 27, v. 1217-1254]

救出されたギヨームのために、ベルナールは軍馬を引いて来た。ギヨー
ムは「騎士殿、あなたはどなたですか。(Ki estes, chevaliers) (v. 1257)」と
尋ねる。ベルナールは答えた*41。

すぐにも、それをあなたにお教えしましょう。私は老公エムリの息子ベ
ルナールです。そして、他の者たちも皆盾持ちばかりなのです。彼らが、
今日、あなたが異教徒たちに捕らえられたという話を聞きつけた時、私は
彼らに武具と軍馬を与えました。すると、彼らは喜び勇んであなたを救い
出したのでした。

Ceu vos dirai je bien: Je suix Bernars, filz Aymeri le viel, Et tuit cil
autre de nos sont escuier. Kant il oïrent huemain de vos plaidier Ke vos
avoient Sarrasin et paien, Jo lor livrai et armes et destrier. Secouruit
t’ont baut et joant et lié. (vv. 1259-1265)

それに答えて、ギヨームが言う。
あなたたちは手柄をあげましたね。けれども、一つだけ残念に思います。

それは、異教徒たちがぐずぐずしていたために、あなたたちを十里も引き
離すことができなかったことです。なぜなら、私はオランジュに喜んで行
くつもりだったからです。

Bien aveiz esploitié. Mais d’une chose suix je griez et iriez, Ke
Sarrasin s’estoient tant tardié Ke ne s’astoient a dis lues aloignié. Car
a Oranges venise volantier, (vv. 1266-1270)

*40 この詩節は、若干理解しづらい構成になっている。詩節の冒頭と末尾に出てくるエ
ムリの軍勢は、結局のところ、ギヨームの救出には参加していない。なお、このエピ
ソードが、13頁のエピソードと対照をなしていることに注意されたい。ギヨームが窮
地にあるエムリを助け出すことに成功したのに対し、エムリはギヨームを救出するこ
とはできなかった。しかも、ギヨームを救ったのが楯持ちだったことにより、「世代交
代」のテーマが強調されているのである。

*41 武装した状態では、兜に顔が隠れ、正体がわからなくなる場合も多い。ベルナールは
武装していたので、ギヨームには兄を見分けることができなかったのである。ところ
で、この台詞が、第三詩節のギヨームの台詞と対照をなしていることに注意されたい。
「とっくに騎士になっているはずなのですよ」と傲慢にも兄を叱咤したギヨームは、
今、まだ騎士に叙任されていない兄に対し「騎士殿」と呼びかけているのである。ベ
ルナールがかなり格式張った調子で返答しているのには、皮肉がこもっているのだろ
う。それだけに、その後に続く、ギヨームの返答は爆笑を誘う。
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[L. 28, v. 1255-1275]

V.-3. クラリオンの降伏

救出されたギヨームは、盾持ちたちを一人ずつ抱擁し、武具をそのまま
手元に取り置くように命じ、さらに、金銀、絹布、軍馬などの褒美を約束
した。エムリが現れ、四方八方に多数の進軍ラッパを鳴り響かせると、異
教徒たちは逃げ去った。クラリオンはギヨームのもとにやって来て、エム
リを褒め讃えた後、オラブルへの愛情に免じて、停戦協定を結んで欲しい
と頼み込む。ギヨームは了承し、ベルナールがラッパを吹き鳴らすと、軍
勢は退却する。エムリは解放されたギヨームを見て、大いに喜ぶが、肩の
傷に気づくと、誰がその傷を付けたのかと尋ねる。ギヨームは、裏切りに
よって、斬りつけられた経緯を述べ、すでに、復讐は果たしたと言う。

殺して、アラビア産の良馬から落馬させてやりました。あやつが、今後
二度と、焼き肉を食べたり、効能あるワインを飲んだりする日はないので
す。

Mort l’abati dou boin destrier d’Araibe. Ja mais nul jor ne maingerait
de haste Ne ne bevrait de vin ke bien li face. (vv. 1309-1311)

エムリはギヨームの如才なさを褒める。[L. 29, v. 1276-1312]

V.-4. オラブルへの報告と使者

エムリは部下たちに多数のラッパを吹き鳴らさせる。ギヨームは、オラ
ブルに免じて、クラリオンと停戦協定を結んでやったことを報告する。一
方、異教徒たちは一直線にオランジュへと引き返す。

ま ち
都市ではオラブル自

らが侍女たちとともに彼らを出迎え、武装を解いてやる。そして、オラブ
ルは、兄たちに、彼らが惨敗を喫した相手は誰だったのかを尋ねる。クラ
リオンはベルナールとギヨームの名を挙げ、
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かつて、あのような男たちが、母親から生まれたことはない。
Onkes tel homme ne furent ne de meire. (v. 1345)

と褒め讃えた後、ギヨームがオラブルの名声を聞きつけ、彼女を得るため
にオランジュを攻略するつもりだと言う*42。それを聞いた彼女は気を失
い、兄たちは彼女の体を支える。[L. 30, v. 1313-1355]

クラリオンは、回復したオラブルの手を引いて、室内に入り、ギヨーム
を褒め讃える。ペルシャの提督よりも立派で、フランス人たちの中でも最
も王者の風格を備えたあの男が、騎士に叙任されて武具を帯びれば、かの
強大なるバリガン以上に多くの国々を征服するだろう。オラブルは兄を牽
制しつつも、自身の心が揺れているのを隠さない。と、そこへ、ギヨーム
のもとへ送った使者が引き上げて来て、オラブルを部屋の片隅に呼ぶ。[L.

31, v. 1356-1376]

使者はオラブルにギヨームからの挨拶を伝えた後、指環を差し出して
言う。

ギヨーム様から言付かったこの指環をお取りください。これをしっかり
とお持ちになっていれば、かのお方があなたに対する愛情をお忘れになる
ことは決してありません。

De soie part cest anelet preneiz; Se bien le faites et tenir et garder,
Jai de s’amor ne poreiz consirer. (vv. 1383-1385)

それに対して、オラブルは言う。
十四の都市よりもこの指環を大事にします。
Miez aim l’anel de quatorze citeiz, (v. 1388)

オラブルと指環の一件はさて置いて、フランスはパリに向かっている
人々たちに話を戻そう。ギヨームはエムリに戦利品を荷積みして出発しよ
うと呼びかける。その後、言うには、

*42 クラリオンの台詞のこの部分は、原文では、直訳もできないほど、支離滅裂である
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ただ、一つ心残りなのは、逃がしてしまったボーサン号のことです。オ
ラブルのもとにつれ戻り、オランジュの城壁のふもとを拍車をかけて駆け
巡らせようと思っていたのですから。

Mais d’une chose suix je griez et ireiz, D’un brun bauçant ke ci m’est
eschapeiz, Ke je cuida Orable remener, Desoz Oranges et poindre et
trestorner. (vv. 1403-1406)

エムリは答える。
息子よ、ボーサン号の心配は捨て置け。というのも、お前の父親がしっ
かりと預かっているのだからな。

Filz, dist li peires, laisiez Bauçant ester, Car vostre peires le vos ait
bien gardé. (vv. 1407-1408)

それを聞いて、ギヨームは多いに喜んだのだが、彼の声を聞きつけた
ボーサン号もひどく暴れて、世話役の手を逃れ、一直線にギヨームのもと
に駆けつけた。両者はまるで友人同士のように再会を喜んだのだった。[L.

32, v. 1377-1419]

VI. ティボー王のナルボンヌ攻略
VI.-1. 伝令の報告

ギヨームも老公エムリも戦場を立ち去った。戦利品は莫大で、ロラン
(Roland)とオリヴィエ (Olivier)でさえも、それほどのものを勝ち取ったこ
とはなかった。一方、一人の伝令が足早にナルボンヌに向かう。天幕の前
にティボーを見つけると、伝令は、オランジュに送ったティボーの使節が
襲撃されたことを伝える。そして、襲撃者の中心人物であるギヨームが、
まだ騎士に叙任されていないこと、彼がシャルルマーニュのもとに赴き、
ペンテコストゥ*43の日に騎士に叙任される予定だと言うことを伝える。さ

*43 ペンテコストゥ、すなわち、精霊降臨祭（[現仏] Pentecôte, [英語] Pentecost）は、復
活祭の 50 日後と定められる祭日。復活祭自体（英語ではイースター）は、キリスト
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らに、次のように言う。
彼は、奥方オラブルがあなたに送った驚嘆すべき軍馬、ボーサン号を連

れ去りました。思うに、あなたは彼女の愛を失ってしまいました。彼女自
身が、ギヨームに手紙を書き、すでに、彼のもとに使者を送りつけもした
のです。*44

Bauçant an moine, un mervillous destrier Ke dame Orable vos avoit
anvoié; Se cuit je bien c’an perdreiz l’amistié. Elle moieme li ait jai fait
un brié, Se li ait jai un mesaige anvoié. (vv. 1447-1451)

ティボーは両目にかけて、ナルボンヌを陥落させることを誓う。[L. 33,

v. 1420-1457]

強大な王、ティボーは言う。
ああ、ナルボンヌよ、今日この日、お前は、我が異教徒勢により、四方

八方から、猛烈に責め立てられることになるだろう。
Ahi, Nerbonne, ce dist Thiebaus li riches, Ancui sereiz richement

anvaïe De totes pars a ma gent paienime ! (vv. 1458-1460)

王は武装すると、他の者たちに弓一引き分先んじて陣屋を出る。[L. 34,

v. 1458-1466]

VI.-2. 戦闘開始と停戦

ティボー王は軍勢の先頭を全速力で走り、ナルボンヌ陥落をマホメット
に誓う。一方、ナルボンヌ市中には八十人の射手、五〇の

おおゆみ
弩 係、二〇〇

名の騎士、それに斧や
まさかり
鉞 で武装した市民たちがいた。彼らは

ま ち
都市の城壁

にのぼり、異教徒に激しい攻撃を加えることを神に誓う。

の復活を祝う祭日で、春分後の満月過ぎの日曜日と定められた、いわゆる移動祭日（3
月 22日 4月 25日の間を移動）なので、ペンテコストゥも、それにあわせて移動する。

*44 ティボーの使節がこのような事実を知っているのは驚くべきことである。実際なら
ば、オラブルはギヨームに使者や手紙を送ったことを、兄たちにさえ、知らせないだ
ろう。
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ついに戦闘が始まった。異教徒は城壁を崩そうと試み、市内の人々は彼
らに石材や材木を投げつける。これにより、多くの異教徒が重傷を負う。
ある者は、頭を脳漿にまみれさせ、他の者ははらわたを両足の間に引きず
る。それを見たティボーは危うく正気を失いそうになる。だが、船に残っ
ていた者たちも含め、全戦闘員を動員して、

ま ち
都市の城壁に攻撃を加える一

方、大工たちに、三〇台もの投石機*45を築かせる。それを見たフランス人
たちは、意気消沈する。すでに市内の武器の半分を消費しており、攻撃を
防ぎきれそうになかったからだ。[L. 35, v. 1467-1508]

ティボーは全軍にラッパや角笛を吹き鳴らさ、異教徒たちは武装を整え
る。軍勢の先頭にはマホメットの偶像が掲げられ、多くの寄進物が供えら
れる*46。その様子を見て、フランス人たちは消沈し、エルマンジャールは
おおいに嘆き、聖母マリアに加護を祈る。
しかし、やがて、フランス人たちは口々に、エムリとギヨームのことを

思い出せ、と言い出す。ギヨームが、シャルマーニュのもとで、騎士に叙
任されたら、大軍勢とともに戻って来るに違いない。

異教徒相手に勇気を失う者は、百回神の呪いを受けるが良い。
Cent dehaiz ait ke por paiens s’esmaie! (v. 1531)

フランス人たちは城壁にのぼり、広場の真ん中に据え付けられたマホ
メットの偶像を見る。緑色の絹布に囲まれ、三十のランプと宝石のように
輝く二十のランタンに取り巻かれた偶像は、まるで輝く太陽のように光を
放つ。[L. 36, v. 1509-1538]

*45 投石機は中世における大砲である。
てこ

梃の原理を利用するか、木材のバネ力を利用する
ことで、大きな石を投げ、城壁を破壊したのである。中世の城攻めと投石機について
は、下記の書物が比較的読み易い。

Claude F, Armement médiéval — Un métal pour la guerre, Desclée de
Brouwer, “Rempart”, 2005, ISBN2904365400

*46 実際のイスラム教ではあり得ない行為である。イスラム教は偶像崇拝を禁じており、
その禁止は、キリスト教の場合と違って、現在に至るまで、完全に遵守されている。
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マホメットの像は大量の金でできており、大樽よりも大きかった。一人
のサラセン人が隠し穴からその中に入り込み、ティボーと彼の取り巻きの
三〇人の王を呼びつけて、戦意を鼓舞し始める。

王よ、全速力で馬を駆けさせよ。疑うことなかれ、むしろ、確信せよ。
今日、お前は、かつて先祖のものだった、あのそびえる大きな塔と宮殿を
手に入れるだろう。

“ Chevaichiez rois,” dist il, “ tot a vertu. Mar doutereiz; mais soiez
asegur C’ancui areiz cele grant tor lasus Et le palais ke ton acestre fu.”
(vv. 1549-1552)

ティボーは大喜びし、もっと多くの金を使って、マホメットの像を大き
くすることを誓って、手袋を差し出す。マホメット像がそれを受け取る
と、異教徒たちは、これをマホメットの

く ど く
功徳によるものと思い込み、ひれ

伏し、自らの罪の許しを請う。
城壁の上からその様子を見ていたフランス人たちは、異教徒たちをあざ

笑い、槍や尖った棒や、丸い石や、尖った小石を投げつけた。すると、マ
ホメット像は百カ所も打ち壊され、中にいた男は死に、像そのものも大地
に倒れ伏す。その有様を見たティボーは倒れんばかりになったが、地面の
棒切れを拾うや、マホメット像を何十回となく打ち据え言い放つ*47。

ああ、マホメットよ。百回も神の呪いを受けるがよい。お前の
く ど く
功徳など

藁しべ一本ほどの値打ちもないのだから！
He, Mahomet, cent dehais aiez tu, Car tes vertus ne valent un festu

! (vv. 1575-1576)

異教徒たちは王を引き止めて、城壁の上のフランス人たちが裏切りに
よってマホメットを殺したのだと言う。ティボーは答えて、

災いが起こったものだ。というのも、マホメットは死んで
はかな
儚くなってし

まったからだ。彼には、もう奇跡も霊験も起こすことはできないのだ。

*47 負け戦に際し、異教徒が神々の偶像を破壊したり、打ち捨てたりするのは、武勲詩の
良く見られるトポス（お決まりのパターン）である。しかし、戦う前から、このよう
な冒涜行為が行われるのは、珍しい。
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Mal nos est avenus, Car Mahomet est mors et confondus. Ne firait
mais miracles ne vertus. (vv. 1583-1585)

ティボーは城壁の上にエルマンジャールの姿を認めて、停戦を呼びかけ
る。彼女は人質と引き換えにならばと応じる。ティボーは四人の王を人質
として差し出した。彼が彼女から藁しべ一本でも奪うことがあれば、人質
たちはただちに縛り首にされるだろう。フランス人たちは人質を塔の中へ
と引き連れて行き、異教徒たちは陣屋に引き返した。[L. 37, v. 1539-1595]

VI.-3. ティボーのオランジュ訪問

ティボーはマトルファラン (Matrefalent)、アイロフル (Aïrofle)、ダヌブ
ラン (Danebrun)、モルダン (Mordant)の四人に部下やナルボンヌ包囲を任
せて、言う。

私は大都市オランジュに赴いてアキラン王、ゴリア、それにその兄弟の
オトゥランの消息を知ろうと思う。彼らが元気にしているか、あるいは、
ギヨームが戦場で彼らを打ち負かしてしまったのかどうかを。

Et je irai an Oranges la grant Et si savrai dou fort roi Aquillant, De
Golias et de son freire Ottran Com faitemant il lor est convenant Ne se
Guillames les ait vancut en champ. (vv. 1606-1610)

マトルファランたちは「仰せの通りにいたします」と答え、ナルボン
ヌの

ま ち
都市に人の出入りがないように十分警護にあたることを約束する。[L.

38, v. 1596-1614]

ティボーは陣中で馬にまたがると、千人の選りすぐりたちを従えて、一
路オランジュに向かう。知らせはすでに市中に伝わり、カレル、アスレ、
クラリオンたちが、王を出迎える。王はカレルに呼びかけて、彼がオラブ
ルを貰い受けるために送ったアキラン、ゴリア、オトゥランはどこにい
るかと尋ねる。そして、オラブルが才色兼備の美女であること、自分が彼
女を

めと
娶れば、彼女が非常に裕福になれることを言い立てる。アスレはティ
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ボーとオラブルの結婚をかねてから望んでいたと述べ、オランジュの
ま ち
都市

も同時にティボーに献上したいと言う。それを聞いたクラリオンは危うく
正気を失いそうになる。

ティボーよ、愚かな望みを抱くな。神にかけて、ギヨームは決してお前
を捨ててはおかないだろう。彼が十分長らえて、（騎士として）武具をとっ
たならば、この

ま ち
都市を手に入れんとして挑戦してくるだろう。多数の異教

徒がそれにより命を失うことになるだろう。
“ Thiebaus,” dist il, “ ne requerreiz folie ! Per Deu, Guillames ne

vos en larait mie; Se il vit tant ke il ait armes prises, Si grant chalonge
metrait en ceste ville Mil Sarrasin en perdiront la vie.” (vv. 1653-1658)

ティボーはシャルルマーニュが殺したバリガンこそが、自分の叔父であ
り君主だったと語り始める。その時、ティボーはまだ武具をもたない若
者にすぎなかった。が、のちに、エスクラボニーで騎士となり、一旦は、
シャルルマーニュの手に落ちたスペイン全土を奪い返したのだった。

私は非常に多数の軍勢と騎士たちを率いて、今やナルボンヌを四方から
攻め立てているのだ。彼女（オラブル）のために、私はこの

ま ち
都市にやって

来た。彼女を貰い受ければ、私は権勢をほしいままにできるだろう。
Tant ai mes os conduite et ma chevalerie Ke j’ai Nerbone de totes

pars assise. Por li suix je venus an ceste ville; S’en la me done, menans
et riches. (vv. 1667-1670)

[L. 40, v. 1615-1670]

ティボーの傲慢な言葉に対し、賢明にも、クラリオンはこう答える。
もし、あなたがオラブルを娶ったとしても、神にかけて、ギヨームは彼

女をあなたから奪い取ろうとし続けるでしょう
Si l’aviez prise, je vos ai en covant, Per Deu, Guillames la vos toroit

toz tanz. (vv. 1676-1677)

ティボーはクラリオンを愚か者呼ばわりし、まだ騎士にも叙任されてい
ないギヨームなど、手を引っ張って戦場を引きずり回してやる、と言い切
る。だが、クラリオンは言い返す。
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愚かしい自慢です。というのも、マホメット、聖テルヴァガン (Terva-
gant)*48、そして、私の魂が頼みとする神にかけて、そのようなことは、あ
なたの一族の誰にもできないでしょう。
輝く

くさりかたびら
鎖帷子を着用し、切れ味鋭い剣を手にしたギヨームに比べれば、あな

た自身でさえも、見劣りすることでしょう。ギヨームは棍棒一本で、あれ
だけの者たちを殺してしまったのですから。

Si ait fol vantement. Car, per Mahon ne per Saint Tervagant Ne per le
Deu ou la moie airme apant, Ceu ne feroient trestuit vostre parant; Ne
vos moiemes jai ne varieiz tant Ke ferait il a l’espee tranchant, Quant
averait vestit l’auberc luisant, Ke a un pel ait tueit tant de jant. (vv.
1684-1690)

ティボーはクラリオンの言葉を無駄話だとして、オラブルをつれて来る
ように求める。人々はティボーをグロリエット (Glorïate)*49の中へと案内
する。世界中の鳥や獣、地獄や河、空や月や太陽の描かれた、見事なステ
ンドグラスに圧倒されたティボーは、どこをどう通って城内に入ったのか
も、わからないほどだった。そして、カレルはティボーを一脚の長椅子に
座らせたが、それは象牙でできており、四本の脚は金と銀でできていた。
それぞれの脚の上には道化が座っており、いつも楽器を演奏していた*50。
[L. 40, v. 1671-1729]

*48 テルヴァガンは異教の神々の一人で、マホメットやアポリオンとともに、頻繁に言及
される。こうした異教は、厳密な一神教を主張するイスラム教とはかけ離れているこ
とに注意されたい。

*49 オラブルが住居とする城・宮殿。『オランジュの陥落』では、物語の主要な舞台とな
る。

*50 非常に幻想的な場面だが、具体的に何がどうなっているのかが、わかりにくい記述で
ある。四人の道化は、本当の人間なのか、あるいは

か ら く

絡繰り人形なのか、それとも、魔
法の小人の類いだろうか。決定は読者にゆだねられているが、原文内では、「魔法・魅
惑 (anchanteman/enchanteman)」、「驚異・神秘現象 (mirabel/mirabilies)といった
単語が繰り返し使われていることを指摘しておこう
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VI.-4. ティボーとオラブルの婚礼

ティボーが城内の驚異 (mirabilies)に圧倒されている間に、カレルはオ
ラブルのもとに赴き、ティボーの妻になるように求める。オラブルは正気
を失わんばかりになって言う。

お兄様、何を仰るのです。もう少しで、ギヨーム殿が私を改宗させ、異
教の信仰を捨てさせ、私自身、聖マリアの息子、神を信じようとしていま
すものを。

Quarrel biau freire, k’est ceo or ke vos dittes? A poc Guillames ne
m’ait ja convertie Et destorné de la loi paienime, Si croirai Deu, le fil
Sainte Marie. (vv. 1744-1747)

それに対して、カレルは、ティボーがスペイン全土の支配者であるこ
と、その彼の意に従わねば悪い結果が生じることを告げて、ティボーに結
婚の猶予を求めようと提案する。
カレル、アスレ、クラリオンに連れられて、ティボーの前に現れたオラ
ブルの美しさについては、表現のしようもないほどであった。ティボーは
彼女を見て笑いかけ、彼女をマント越しに抱き寄せる。オラブルは正気
を失わんばかりになって、裏切ったのかとクラリオンに詰め寄り、もし、
ティボーが自分を妻にすれば、ギヨームはオランジュを手中に収めんと
し、多数の異教徒が死ぬことになるだろう、と言う。ティボーはオラブル
を押しとどめて、自分のそばに腰をおろさせる。[L. 41, v. 1730-1780]

カレルはオラブルの右手をとり、大喜びのティボーに引き渡し、ティ
ボーは土地のしきたりに従って、彼女と結婚する。引き出物の金銀を見
て、オラブルは、それらの財宝をギヨームに与えようと、密かに思う。結
婚式は

とどこお
滞 りなく進み、ジョングルールたちは、絶えずリュートやハープ、

ヴィエルを演奏し、歌い続ける。[L. 42, v. 1781-1797]

頭が良いオラブルは、急な話なので、寝室にもどって、彼を迎え入れる
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準備をしたいと言う。ティボーは了解し、彼女は兄弟たちとともに、丸天
井の寝所に入る。そして、ベッドに腰を下ろすと、我が身の不運を嘆きだ
す。[L. 43, v. 1798-1815]

オラブルは、我が身の不運を嘆いた後、いかなる障害も、ギヨームへの
思いの妨げとはならないこと、ギヨームほどに手柄をあげた盾持ち（見習
い騎士）は、それまで一人もいなかったことを述べ立てて、兄、クラリオ
ンの裏切りをなじる。クラリオンは、ティボーの首をはねようと申し出る
が、オラブルは、異教の神々にかけて、裏切りも人殺しも望まないと、そ
れを押しとどめる。そして、ことの次第をギヨームに知らせる意思を固
め、使者となる侍従に命じる。

私のために、フランスは、パリ、あるいはシャルトル (Chartres)に行き
なさい。ギヨーム殿をつかまえられるまで、探すのです。そして、この絹
の
のぼり
幟を渡しなさい。私への愛情のあかしとして、戦場で、ギヨーム殿に、

それを掲げてもらいたいのです。そうすれば、誰からもギヨーム殿をはっ
きりと見分けることができるでしょうから。また、ギヨーム殿に、私から
だと言って、この手紙も渡してください。学生か学者に手紙を読ませなさ
い。手紙に書かれてあることを何もかも、ギヨーム殿に信じていただきた
いのです。*51

Vai m’an an France, a Paris ou a Chartre. Tant kier Guillame le
bairon que tu l’aie Et se li done ceste anseigne de paile. Por m’amistié
la port an la bataile, Sor totes autres iert bien reconosable. De moie
part li doneiz ceste charte; Face la leire ou a clerc ou a maistre Et croie
bien kanke dirait la charte. (vv. 1850-1857)

命令を聞き終えた使者は、ラクダにまたがると、こっそりオランジュの
ま ち
都市を抜け出す。[L. 44, v. 1816-1868]

ティボーは、オランジュにて、オラブルを娶る。婚礼の祝宴で、人々が

*51 「学生か学者に手紙を読ませなさい」という表現を理解するには、当時の字を読める
人が非常に少なかったことを知っておかねばならない。字を読める人は、多くの場合、
教師（学者）か学生、それに聖職者だったのである。
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食卓についていると、何十頭もの猟犬が突如現れ、跳んだり、跳ねたりし
始める。ティボーは驚いて、どうしたことかと尋ねると、オラブルは

オランジュのゲームの一つです
C’est uns des jués d’Orange (v. 1882)

と答える。[L. 45, v. 1869-1883]

婚礼の祝宴が盛大に行われ、ティボーと三万人の異教徒たちが食卓に
ついていた。と、そこへ、解き放たれた鹿が現れた。それを追って現れた
多数の猟犬たちは、あたりを走り回る。さらには、馬にまたがった狩人ま
で現れて、角笛を吹いたり、犬たちを鹿にけしかけたりする。鹿はと言え
ば、四つ足で、食卓の上に跳び乗り、ティボーの眼前で、食器を蹴散らし、
料理をまき散らす。そして、犬や狩人に追いつめられるや、荒い鼻息とと
もに、鼻孔から、百人もの異形の者たちを吐き出しが、その者たちの背丈
は、少なくとも、十五尺に及んだ。彼らは衣服は身に着けておらず、猿の
ように毛に覆われており、手一本、脚一本しかなかったが、三つの顎と十
四の目を持っていた。彼らはそれぞれ教会の塔を持っていたが、その中に
は百の

おおゆみ
弩 が備えられており、毒を塗った矢を放っていた。ティボーは正

気を失わんばかりになって、オラブルに、そのゲームをやめるように懇願
するが、オラブルは、とりあわない。が、突如、魔法が解ける。[L. 46, v.

1884-1923]

ティボーにも他の異教徒たちにも、先ほどのできごとが夢幻とは、とて
も思えなかった。婚礼の祝宴は盛大に行われ、ティボーは多いに飲み食い
した。と、突如、部屋の真ん中で、再び魔法が生じる。三万人もの、坊主
たちが現れたのだが、彼らはピッチやインクよりも黒く、燃え盛る炎を投
げ、坊主のそれぞれが手中に死体を持っていたが、それを投げ散らす坊主
もあった。異教徒たちは髭を焼かれ、三人ひとまとまりで締め付けられ
る。ティボーには百人以上もの坊主が殺到して、手にした死体で、彼の全
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身を打ち据え、大理石の床に倒れ伏させる。ティボーはたまらず、
ああ、オラブルよ、私をこの宮殿から出してくれ、今、巨大な都市、ナ

ルボンヌにいるのならば、決して、この宮殿の中なんぞに入るものか。
Ahi, Orable, geteiz moi de sean! Se jou astoie a Nerbone la grant, Ja

mais nul jor n’antreroie sean. (vv. 1945-1947)

奥方は答えて、
そんなことを言っても無駄です。私たちの魔法はまだまだ終わっていな

いのですから。
Vos parleiz de noiant; Ancor ne sont fait nostre anchanteman. (vv.

1948-1949)

ティボーにも他の異教徒たちにも、眼前のできごとが、夢幻とは、とう
てい、思えなかった。[L. 47, v. 1924-1951]

婚礼の宴は盛大で華やかだった。食卓についたティボーの眼前では、ま
たしても、魔法が始まり、幾多の獅子と熊が現れると、雄叫びをあげて、
死闘を繰り広げる。ティボーはオラブルに宮殿から外へ出してくれるよ
うに頼むが、彼女は、そんなことを言っても無駄だと取り合わない。しか
し、祝宴はお開きとなり、魔法の見せ物も終了する。
やがて寝室には寝床が準備された。オラブルはティボー王の家来たち

を寝室から追い払い、王に魔法をかけて、小さな金の玉にしてしまう。翌
朝、三十人の王たちが寝室にやって来た時には、魔法の解けたティボーが
オラブルの隣に横たわっていた。

アラブの王、ティボーよ、さあ、この寝床から、起きてくださいまし。十
分にお楽しみあそばれたでしょう。ギヨームは私の純潔を得ることができ
ませんでした。というのも、昨晩、あなた様は、何度もお求めになったの
ですから。

Thiebaus d’Araibe, car leveiz de cest lit. Asseis vos estez deporteiz
et deduis, Au pucelaige ait Guillames falli, Maintes foieiez l’aveiz anuit
requis. (vv. 1988-1991)

ティボーはそれを聞いて恥ずかしかった。というのも、彼女が言ってい
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るのは本当のことだと思い込んだからだった。
服を着替えたティボーは、家来たちに呼びかけて、ナルボンヌ攻略の再
開を宣言する。[L. 48, v. 1952-2000]

VI.-5. ナルボンヌ攻略の再開

ティボーとオラブルの兄弟たちがナルボンヌに到着すると、早速、停戦
は解除され、エルマンジャールは人質たちを解放した。彼女の心は重かっ
た。息子や娘たちの顔は、飢えのため、鉛色になっていたからだ*52

もう、降伏するしかないと嘆くエルマンジャールに、まだ幼いアイメ
は、自分の体はもう長くは飢えに耐えられないだろうと述べた後、武具を
自分のくれるよう頼む。異教徒たちに

い っ し
一矢報いようと言うのだ。それを聞

いて、兄弟のブヴォンとギベールは、「神かけて、私を残しては行かせま
せんよ (Enondeu, freire, san moi n’ireiz vos mie.) (v. 2041)」と言い出す。エ
ルマンジャールは笑い出して、

息子たちよ。イエス様がお前たちを祝福してくださいますように。それ
でこそ、お前たちは立派な家柄の出だと言えるのです。お前たちのだれ一
人として、臆病な振る舞いをしてはならないのです。

Anfant, dist ele, Jesus vos benoïe. Dont estez vos de lignaige nobile;
Jai nus de vos ne ferait couardie. (vv. 2043-2045)

すぐさま武具を貰い受けた兄弟たちは、城内の者たちとともに出陣す
る。敵は城内の者が打って出てくることを、全く警戒しておらず、折しも
食事の席に着いていた。それを好機と見て取ったアイメがしっかりと戦う
よう呼びかけると、家来たちは答えて言う。

殿、あなたのお気に召すようにいたします。あなたのもとを逃げ出すよ
うな者は、神の呪いを受けますように。

Com vos plarait, biau sire, Ki vos faurait, Damedeus le maudie ! (vv.

*52 停戦中とはいっても、城の外へ出ることはできないため、食料を調達することができ
なかったのである。
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2066-2067)

[L. 49, v. 2001-2069]

アイメ、ブヴォン、ギベールが次々に敵を討つと、異教徒たちは算を乱
して、逃げ出す。アイメは食料を運んでいた駄馬や驢馬をナルボンヌ市中
に追い込む。[L. 50, v. 2070-2085]

アイメは再び敵に打ってかかり、ブヴォンとギベールもそれに続く。だ
が、運悪く、ブヴォンは敵に捕まってしまった。お前はエムリの息子の一
人かとの問いかけに、ブヴォンが、自分は門番の息子だと答えると、異教
徒たちは、明日、ナルボンヌの

ま ち
都市の前で、縛り首にしてやると言う。

一方、
ま ち
都市に帰って来たアイメを迎えたエルマンジャールは、ブヴォン

が敵の手中に落ちたと知って、その場で気を失う。[L. 51, v. 2086-2119]

エルマンジャールが気絶から回復すると、アイメは言う。
お母上。嘆くのは後回しです。私はもう丸三日も何も食べてないので
す。どうか、少し食べ物をください。

Ma belle meire, laissiez ester vos cris. Ne mainjai mais bien ait passé
tier dis, Doneiz nos an, c’il vos plaist, un petit. (vv. 2122-2124)

その夜はどんなに身分の低い者でも、大盤振る舞いを受けた。そして、
床についたが、アイメとギベールは、その夜、眠ることも休むこともでき
なかった。二人は夜が明けるとすぐに起き出して、武装した。

ま ち
都市の近くの茂みの中に配下の者たちを隠すと、アイメとギベールは
ティボーの陣屋にやって来た。異教徒たちはちょうどブヴォンの処刑法を
話し合っているところだった。アイメは、ブヴォンを返すようにと呼びか
けるが、ティボーによって拒絶されると、彼の眼前でマラカン (Malakin)

王を斬り殺す。ギベールもこれに続いて、別の異教徒を殺す。[L. 52, v.

2120-2165]
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VI.-6. ブヴォンの解放と身代金の奪取

バビロニア (Babilone) の提督の息子、アペラール (Apellart) は、騎士叙
任を受けるために、ティボーのもとにやって来ていた。アイメは、彼の腕
をつかんで馬上に引き上げると、ギベールとともに、その場を逃げだす。
慌てたのはティボーである。

私の全領土が、提督に焼き払われてしまうぞ。
Toute ma terre l’amiralz m’arderait, (v. 2181)

異教徒たちはナルボンヌの
ま ち
都市の近くまで二人を追ったが、捕まえるこ

とはできなかった。[L. 53, v. 2166-2186]

異教徒たちはアイメたちを追って、
ま ち
都市の側までやってきたが、茂みに

隠れていたフランス勢が現れると、追跡をあきらめる。と、
ま ち
都市の塔の窓

にエルマンジャールの姿を見つけたティボーは、声をかけ、アイメと話さ
せてくれるように頼む。彼が現れるとティボーは、提督の息子を返してく
れるなら、何でも与えようと言う。アイメは、まず、ブヴォンを返せ、身
代金の話はその後だ、としか言わない*53。だが、話を引き延ばそうとしな

*53 身代金の授受で捕虜の解放を行うのは、中世ヨーロッパでは普通のことだった。それ
どころか、戦利品とならび身代金は騎士たちの大きな収入源でさえあった。
「身代金は、目新しいものではない。捕虜を殺すよりは買い戻しを認めるほうが金
にもなり、また身分にもふさわしいと、人がそう考える十一世紀および十二世紀には、
身代金はより《騎士道的》な様相を呈する。そうなれば、敵の騎士を捕らえることは、
とりわけ高い身分の人物の場合、割りのよい取引となる。」（ジャン・フロリ著、新倉俊
一訳、『中世フランスの騎士』、白水社、文庫クセジュ、1998年、ISBN4-560-05806-7、
60頁）
以下のアイメの要求は、相当なものであるが、国王が捕虜になった場合、国が傾く

ほど莫大な身代金を要求される場合もあった。たとえば、百年戦争のさなか、1356年
に、フランス国王善良王ジャン (1350-1364年)は英国軍の捕虜となってしまう。王は
要求された身代金三万エキュを支払うため金策に走るが、その間、英国に息子二人を
人質として差し出さねばならなかった。そして、息子の一人が脱走してしまうと、王
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いでくれというティボーの懇願に応じて、身代金を内訳を列挙し始める。
船四十艘分の上等の小麦、同量のワインとクラレ酒、さらに同量の塩漬
け豚と塩。軍馬千頭に、上等の驢馬千頭。千頭の犬と猟犬。鎖に繋いだ熊
千頭。これなら、提督の息子を返してやる。

Quarante barges de fromant bureté, Et autretant de vin et de claré,
Et autretant de bacons et de sel, Et mil destriers et mil mul sejorneiz.
Mil chiens, mil vetres, mil ors anchaeneiz. Puis voz randrai le fil a
l’amiré. (vv. 2223-2228)

陣屋に引き返したティボーは、ブヴォンを解放するために、武装させ、
馬にまたがらせると、次に、身代金の品々を準備した。かくして、身代金
と人質の交換は遅滞なく行われた。今後七年間小麦が実らなかったとして
も、ナルボンヌ市中には、何の心配も生じないだろう。

VII. エムリ一行のパリ滞在
VII.-1. シャルルマーニュの戴冠とエムリ一行の到着

さて、ティボーのことはさておいて、今度はギヨームのエムリのことを
歌わねばならない*54。

Or lairons ci dou roi Thiebaut ester, (...) Or redevons de Guillame
chanter Et d’Aymerit ...

(vv. 2257-60)

シャルルマーニュは王冠を戴くためサン・ドニにいた。仲間より先んじ
て、そこにやって来たのはギヨームである。彼の眼前で、シャルルの頭上
に王冠が置かれた。ポワトゥー (Poitou)のドリュエ (Drués)王は、戴冠の
場にいた七人の王の一人であったが、彼が剣を手に取り、シャルルマー
ニュに差し出そうとした時、ギヨームは、大声でそれを

さえぎ
遮る。それは自

は自ら英国に引き返し、ほどなく、客死の憂き目をみたのだった。
*54 この「ジョングルールの介入」からも見て取れる通り、ここには大きな節目がある。
物語の舞台も主要人物も、完全に切り替わってしまう。詩節の途中にも拘らず、節を
改めたのは、そのためである。
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分の役目だと言うのだ。ドリュエは見知らぬギヨームを
あなど
侮って無視する。

そこで、ギヨームはドリュエの左手を握るや、彼の体を三度振り回し、柱
に首を激突させる。気絶したドリュエに対し、ギヨームは、シャルルや彼
の臣下たちが居合わせなかったら、もっと、強く柱に打ち付けて、両目玉
を飛び出させてやったところだ、と言い放つ。そして、剣を手に取り、

さや
鞘

からそれを抜く。
シャルルマーニュも、ギヨームの正体がわからず、即刻捕らえて火あ

ぶりにせよと言う。それに対してギヨームは、「あなたが来いと言った
のですよ。私は断れないではありませんか (Vos me mandaistes, ne l’osai

refuser.) (v. 2319)」と言う。そして、もし、自分に危害を加えようとする者
があれば、誰であれ、この剣で、首をはねてやる、と脅しかける。それを
聞いたフランス人たちは、恐れをなして、誰も手出しができない。[L. 54, v.

2187-2329]

ギヨームは
はがね
鋼の剣を手に、シャルルの眼前、大理石の柱の側にあった。

と、そこへ、エムリの一行が到着する。一行の正体がまだわからないシャ
ルルに、家来の一人が、エムリとその息子たちだと教える。シャルルはエ
ムリを多いに歓迎し、接吻した後、その日のうちに、彼の息子たちを騎士
に叙任することを約束する。そして、ギヨームのもとにやって来ると、彼
にも詫びの言葉を述べた*55。[L. 55, v. 2330-2367]

*55 まだ、子供にすぎないギヨームに、シャルルが詫びを入れるのは不自然と感じられる
かも知れない。コミカルな効果を狙ったものと考えることもできるが、一方で、我ら
が主人公ギヨームが、少年期から、かの「シャルルマーニュ＝カール大帝」に詫びを
入れさせるほどの威厳の持ち主だったということが、言外にほのめかされているのだ
と考えることもできる。原文では、わざわざ、皇帝 (Li ampererez)という語でシャル
ルが名指されていることも指摘しておこう。
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VII.-2. ギヨームとブルトン人の一騎打ち

戴冠式の後、シャルルマーニュは行進し、ギヨームやエムリはそれに随
行した。そして、シャルルの弟である大修道院長、ガルニエ・ド・ブザン
ソン (Garnier de Besanson)によるミサが終わると、莫大な寄進が行われ、
ついで、祝宴が行われた。人々は、熊を争わせたり、リュートやハープ、
ヴィエルなどの楽器を演奏し、ダンスを踊ったりしたのだった。[L. 56, v.

2368-2389]

だが、祝宴の真っ最中、一人のブルトン人が現れる。キリスト教世界で
もっとも醜い、この男は、皇帝に丁重な挨拶をした後、フランス人たちに
挑戦する。

私と手合わせをすれば、必ず、その者は、人がこれまでの人生のうちに
も、また、今後も、いかなる生身の人間によっても加えられることのない
ような—私自身が、見せてやる場合には別だが—手ひどい一撃を三十発も
受けることになるのだ。

N’en i ait uns, s’il a moi veut juer, Ke ne li saiche telz trante colz
doner Ainz nel soit hons an trestot son aé, Ne ne sarait er nul home
charnel, Se per moi non, si je li voil mostrer. (vv. 2413-2417)

騎士たちは次々にブルトン人に挑戦するが、全く歯が立たず、傷つい
て、自分の席に戻るばかりである。ブルトン人は、シャルルの宮廷には自
分に歯向かうことのできる者がなかったと、他の国々で自慢してやる、と
言い放つ。それを聞いたギヨームは、大いに腹を立て、ブルトン人に挑戦
する許可をシャルルに求める。シャルルは許しは与えるものの、ふと、も
らしてしまう。

お前が恥をかくことにならぬか、心配じゃ。
Mais je me dout de ton cors vergonder. (v. 2448)

エムリは、即座に、ギヨームが負けるようなことがあれば、
はいちゃく
廃嫡して、

巡礼に出すと言い切る。ギヨームはそれに笑いでこたえた後、ブルトン人
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に挑戦する。敵は相手が子供と見て侮るが、やがて、ギヨームの挑発に怒
り出し、一騎打ちが始まった。[L. 57, v. 2390-2487]

棍棒で武装したギヨームは、敵の腰に渾身の一撃を加え、相手が立ち上
がる前に、髭をつかむや、骨も歯茎もむき出しになるほど、力任せに引っ
張り上げた。そして、降参し、二度とシャルルに挑戦しないことを誓え
ば、命を助けてやろうと言うが、ブルトン人は猛り狂って反撃に出よう
とする。そこで、ギヨームは敵を引き寄せるや、その額の真ん中を棍棒で
打ちすえる。脳漿をまき散らした死骸は、即座に、屋外に放り出された。
シャルルは立ち上がって、宮廷中に、エムリを紹介し、ギヨームの騎士叙
任を宣言する。[L. 58, v. 2488-2536]

VII.-3. ギヨームの騎士叙任

我らが皇帝シャルルマーニュは、ギヨームを騎士に叙任するための上
等の武具を持って来るよう、侍従長のレニエ (Rainnier) に命じる。しか
し、運ばれて来た武具を、ギヨームは軽すぎると言って退け、その武具で
兄のベルナールを騎士に叙任するように求める。シャルルはそれに従い、
ベルナールに剣を帯びさせると、彼の首筋に平手打ちをする*56。[L. 59, v.

2537-2555]

ベルナールの次には、ガランが騎士に叙任された。すなわち、剣を帯び
ると、シャルルの平手打ちを首筋に受けた。馬にまたがったガランは、宮
殿を出て、すでに屋外にいたベルナールに合流する。[L. 60, v. 2556-2570]

次にエルノーの騎士叙任が行われた。シャルルがエルノーの腰に帯びさ

*56 首討ち（[現仏] colée）は武具の授与とともに、騎士叙任の儀式の一部である。
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せたのはゴリアテ (Goliath)の剣だったが、それは、エムリの叔父のサン・
ジル (Saint Gille)のソロモン (Salemon)が与えたものだった*57。叙任の儀
式を終え、軍馬にまたがったエルノーは屋外に出て、ベルナールたちに合
流する。[L. 61, v. 2571-2589]

我らが皇帝は侍従長のレニエに上等の武具を持って来るように命じる。
だが、運ばれて来た武具を見るや、ギヨームは、G某という名の英国人の
若者に、その武具を与え、自ら、彼を騎士に叙任する。すなわち、ギヨー
ム自身が若者に剣を帯びさせ、彼の首筋に平手打ちを加えたのである。そ
こでシャルルは、ギヨームを叙任するつもりで、次々に、新しい武具を
持ってこさせるが、ギヨームは、それらの武具で次々に若者たちを騎士に
叙任し、その数は六十五人にも及んだ*58。[L. 62, v. 2590-2621]

*57 ダビデが巨人のゴリアテを倒すのは旧約聖書の物語であり、中世から見てさえ、非常
に古い時代の出来事である。現代人から見れば、「ゴリアテの剣」は、単なる法螺話に
見えかねない。だが、中世世界においては、出所の怪しい、遺体の一部や、単なる金
属片が、聖人の亡がらの一部やイエスの体を貫いた槍の一部として、丁重に取り扱わ
れていたのである。むろん、こうした「聖遺物」を冷静に批判する聖職者も存在した
が、他方で、修道院同士がこれらの品物を奪い合う例もあった（コンクの聖女フィデ
ス Fides(フランス語ではフォワ Foy）の遺物）。十一世紀末に始まった十字軍により、
東方からもたらされた多数の「聖遺物」は、多くの人々にとっては、十分に信頼でき
るものだったのである。

*58 少なくとも、現代人にとっては、ギヨームの行動は、恐ろしいほどの傲慢さに満ちて
いる。シャルルマーニュから贈られた武具を拒むばかりか、まだ騎士でもない身で、
他人を騎士に叙任するのだから。しかし、こうした破天荒ぶりが、ギヨームの人物像
に魅力を添えているのも事実だろう。過剰なプライドと過剰なエネルギーこそが、叙
事詩の主人公に必須の条件だとさえ言えるのではないだろうか。
他方で、シャルルマーニュという最上級の身分にある人物に対して発揮される傲慢
さは、ギヨームが身分の低い人々や弱い人々に見せる優しさと好対照をなしているこ
とも指摘しておかねばならない。イギリス人の若者が、イニシャルでしか呼ばれない
のは、身分の低い、取るに足りない人物だったということを示している。ギヨームが
騎士に叙任してやらなければ、この若者は、一生、日の目を見なかったに違いない。
最後に、シャルルマーニュを始め、他の臣下たちの誰も、ギヨームを非難せず、褒め
讃えていることにも注意しなければならない（次詩節）。殺伐とした戦いに明け暮れ
る世界にあっては、実力こそが、基準の全てである。ブルトン人を打ち倒した時点で、
ギヨームは最大限の尊敬を受けるべき存在となり得ているのである。
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さて、ギヨームは気高い血筋の領主の息子たちを六十五人も騎士に叙任
したが、フランス人たちは彼らを褒めたたえる。[L. 63, v. 2622-2630]

シャルルは困り果てた。ギヨームに武具を与えることができなければ、
自分の恥になるからである。そこへ、サン・ドニ修道院の院長が現れ、ギ
ヨームに二万の兵を与えて、プーユ (Pouille) かカラブル (Calabre)*59に向
かわせるように言う。

この子供は性悪で限度を知りません。悪意に満ち、ひどく短気です。彼
が慈悲をかけてやるような人物は、この空の下には、一人もいないのです
［中略］もし、彼がここに留まったなら、悪魔たちを引き寄せることになる
でしょう。彼は何でもかんでも自分のものにして、我々は

すかんぴん
素寒貧になって

しまいます。私たちの修道院は落ちぶれて、荒れ放題になるでしょう*60。
Cist anfes est fel et desmesurables, Maltalantis et formant aïrables;

Soz ciel n’ait home cui il portaist menaide. (...) C’il remain si, dons i
seront diable, Il panrait tot, nos serons povre chaste, Nos abeïs seront
povres et gaste, (vv. 2637-2646)

院長は修道院が所蔵するアレキサンダー大王の武具を、ギヨームの騎士
叙任のために提供しようと申し出る。シャルルは感謝して、それを承諾す
る。[L. 64, v. 2631-2655]

*59 南イタリアのカラブリアとプリア
*60 この修道院長の言葉を、真に受けてはならない。この台詞と対照をなすのは、ギヨー
ムの晩年を扱った『ギヨームの出家』の中の一エピソードである。この作品中で、出
家したギヨームを受け入れた修道院の僧たちは、ギヨームの大食ぶり見て、自分たち
の財産が根こそぎ失われるのではないかと脅威を感じ始める。そして、危険な旅を命
じて、彼を亡き者にしようと企てるのである。ギヨームの旅立ちに居合わせた身分の
低い者たちは、こぞって、院長たちを非難し、ギヨームのために、涙を流す。ギヨー
ムは物を惜しみなく与えるので、彼らに心から愛されていたからである。むろん、ギ
ヨームの物語に親しんだ、中世の読者や聴衆ならば、このエピソードを知らなかった
としても、院長の言葉が「事実」に反するということは、直感的に理解することがで
きた。
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武具が眼前に運ばれてくると、ギヨームは心中、思う。
もし、サン・ドニのシャルルがこの武具を私に与えるつもりならば、神
への信仰心にかけて、絶対に断ったりなどしないでおこう。そして、生涯、
他の武具と取り替えたりはしないぞ。

Se ses me done Charles de Saint Denie, Foi ke doi Deu, nes refuserai
mie; Nes chaingerai an trestote ma vie. (vv. 2664-2665)

はたして、シャルルが眼前の武具を受け取るようにギヨームに求める
と、彼は答えた。

それが王様のお気に召しますなら、どんな武具であろうと、私は、決し
て、拒みません*61。

Kant vos plarait, biau sire. Kelz k’elles soient nes refusai mie; (vv.
2669-2670)

武具はサン・ドニ修道院に運ばれ、洗礼と祝福を与えられた後、ギヨー
ムの身に装着された。[L. 65, v. 2656-2691]

この日、シャルルも自らギヨームの武装を手伝ってやった。[L. 66, v.

2692-2699]

ギヨームの武具は美しかった。アレキサンダー大王は、それを妖精から
もらったのだった。そして、その後、百年以上ものあいだ修道僧たちが管
理し、実戦で用いられたことは一度もなかったのだ。ギヨームが武装を終
えると、ミサが歌われた。その後、一行が修道院を出ると、一斉に鐘が鳴
り響いた。[L. 67, v. 2700-2718]

外に出ると、オラブルの馬ボーサン号がひかれてきた。それにまたが
ると、ギヨームはモンマルトル (Monmartre)の丘の広大な草地にやってき

*61 もちろん、コミカルな効果を担った台詞である。シャルルマーニュといういわば最大
の権力者が、子供に良いように弄ばれる様子に、民衆はある種の爽快感を味わったに
違いない。なお、原文の refusaitは、音節数から考えても、refus[er]aiと未来形とし
て読むべきだろう。写字生のミスか校訂者のミスかは、にわかに判断しがたい
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た。そして、その場で、馬が疲労困憊するまで、盛大に槍試合が行ったの
だった。[L. 68, v. 2719-2734]

VIII. ナルボンヌへの帰還
VIII.-1. 使者の到着とナルボンヌへの帰路

ギヨームとエムリが馬を走らせているところへ、使者がやってきた。
今日この日、あなた方には不幸なことが起りました。ナルボンヌを、残っ
ていらした三人のご子息もろとも、お失いになったのです。奥方のエルマ
ンジャールにも二度とお会いになることはありますまい。しかしながら、
奥方様は、あなたがたが助けにいらっしゃるようにとお求めです。*62

Mavaisemant voz est hué ancontreiz: Perdue aveiz Nerbone la cité,
Les trois anfans ki astoient remeiz. Dame Ermanjart, ja mais ne la
vaireiz, Mais or vos mande que vos la secoureiz. (vv. 2744-2748)

ギヨームはまだ騎士に叙任していない若者たちに、褒美を約束して、自
分と一緒にナルボンヌに向かうよう求める。[L. 69, v. 2735-2768]

エムリが二万の兵士を貸してくれるように頼むと、シャルルは快く承諾
した。集結した兵を前に、ギヨームは、たんまりと褒美を約束する。[L. 70,

v. 2769-2782]

出発したエムリ一行に皇帝シャルルは長々と同道した。ついに引き返す
ことになった時、シャルルは、自分が既に年老いたこと、臣下の同意を得
られれば、今度の復活祭で十三歳になる息子に、王権を譲る心づもりだと
述べる。他の者がどうあろうと、ギヨームだけは息子に忠実でいてくれと

*62 この口上は、一種の誇張表現である。読み進めると明らかになるように、ナルボンヌ
はまだ陥落していない。武勲詩では使者は往々にして、極端な物言いをする。時には、
『ロランの歌』のガヌロンのように相手を怒らせてしまったりもする。
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言うシャルルに、ギヨームは、一年以内に戻ってくることを約束する。
涙ながらにシャルルと別れた一行は、やがてナルボンヌに帰って来る

が、近隣の土地は異教徒たちに略奪の限りを尽くされていた。[L. 71, v.

2783-2812]

VIII.-2. 戦闘開始

荒れ果てた故郷を眼前にしてギヨームは父エムリに、長兄ベルナール
を含む二十騎からなる先遣隊を出すよう、提案する。しかも、ベルナール
が、一人でも異教徒を血祭りにあげない限り、本隊への帰還を許してはな
らない、と言うのだ*63。エムリはその言に従い、先遣隊を派遣する。そし
て、折よく、先遣隊の行く手には、百騎の異教徒が現れた。ベルナールは
神に感謝し、一撃で隊長を殺す。残りの異教徒は逃げ去り、知らせを受け
たティボーは出撃のラッパを吹き鳴らす。[L. 72, v. 2813-2861]

その場から立ち去ろうとする先遣隊の背後を、四千騎の異教徒たちが追
撃し、ティボーはベルナールを追って挑発の言葉を投げつける。一方、ギ
ヨームは、ベルナールの角笛の音を聞きつけて、本隊に出撃を命じる。[L.

73, v. 2862-2875]

異教徒たちに追い回されるベルナールは、四方から斬りつけられ、武具
はすでにぼろぼろだった。そこへ、エムリとギヨームの率いる本隊が駆け
つけた。異教徒は猛然と戦う三人に意気消沈し、その場から逃げ出す。[L.

74, v. 2876-2893]

*63 父親に指図して、長兄に試練を与えさせるギヨームの姿は、現代人の目にはショッキ
ングだが、少なくとも、武勲詩の世界では、戦闘に際しての、「最初の一撃」の権利
は、司令官に求めて勝ち取るべき名誉であった。したがって、ギヨームの行為は兄に
手柄を譲ったものとも言える。
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激戦を繰り広げるフランス勢を見て、ギヨームは彼らを讃えた後、自ら
も、ティボーを見つけたら、激しい一撃を食らわせ、オラブルもオランジュ
の

ま ち
都市も、自分のものにしてやる、と気勢を上げる。[L. 75, v. 2894-2909]

戦闘は激しく広範囲にわたる。ギヨームは馬に拍車をかけ、ビュトール
(Butor)の甥にして、アキランの従兄弟であるアリスタン (Alistant)王に斬
りつける。盾と鎖帷子を貫いて、切れ味鋭い槍の切っ先を腹に突き入る
や、槍の柄を揺さぶって、野原に敵の死骸を振り落とし、死んだ相手を非
難する*64。

下郎め、愚かなやつよ、そろいもそろって、こんな所まで戦いにやって
くるとは。スペインから出て行くが良い。スペインは俺のものだ。気高く
立派な王、シャルルが剣と刃をもって、スペインを手に入れたものを、お
前たちは、シャルルが残した者たちをスペインから追い出してしまったの
だ。娼婦の息子たち、異教徒よ、立ち去れ。イェルサレムまで立ち止まる
でないぞ。*65

*64 「一騎討ち」の定型表現（モティーフ）。ジャン・リシュネルによれば、完全な「一騎
討ち」は七つの要素から構成される。
すなわち、1) 馬に拍車をかける。2) 槍を振り回す。3) 斬りつける。4) 敵の楯を砕

く。5)鎖帷子、もしくは、鎧を破る。6)槍を相手の体に突き通す、あるいは、仕損じ
て、相手にかすり傷だけを負わせる。7)死亡した相手を落馬させる。
ここでは、三番目の要素が欠けている。とはいえ、このように、要素が欠けること
は、あっても、それぞれの要素を構成する詩行の類似もあいまって、一騎討ちの描写
は、一つの作品内においても、複数の作品間においても、非常に似通っている。こう
した表現の固定化に、単調さを見いだすか、幾何学模様に見られるような、反復の面
白さを見いだすかは、現代人においては、好み次第ということになる。だが、中世の
人々が、繰り返しや型の面白さを感じていたのは、ほぼ確実で、リシュネルのように、
「口承文芸」の特徴だとして、美的側面を捨象してしまうのは、一面的に過ぎるだろう。

Jean R, La Chanson de geste: essai sur l’art épique des jongleurs, Droz, coll.
“Publications Romanes et Françaises”, 1955
小栗栖等、「武勲詩に関する諸研究その１」、『TLLMF』第 3号、大阪市立大学文学
部森本研究室、1992年 7頁～14頁

*65 『ロランの歌』で、シャルルはスペインに遠征し、サラゴッスを残す全土を征服する。
ロランの死後、サラゴッスを手中に収めたシャルルは、そこに数十名の兵を残して、
フランスへと引き返すのである。ギヨームが言及しているのは、その残された兵たち
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Gloz, dist Guillelmes, n’estes mie saichant Kant an bataille en vient
ensamble tant. Laissiez Espaigne ke je la vos chalan. Charles li rois,
li gentis et li fran, Il la conquist a l’acier et a branc; Vos en aveiz fors
geteit ses gardans. Fil a putain, paiens, fuiez voz an, Mar remainrés
jusc’a Jherusalem. (vv. 2921-2928)

[L. 76, v. 2910-2931]

VIII.-3. ギヨームとティボーの一騎打ち

戦闘は激しく
むご
惨たらしいものとなる。ティボーに出くわしたギヨームは

相手の名を訪ねる。異教の王は、自らの名前を隠す気などない。[L. 77, v.

2932-2947]

ティボーは名乗った後、エムリの悪口を言う。すなわち、年老いた彼に
は、もはや、武具を身につける体力もないと言うのである。ギヨームはエ
ムリが健在だと言い返した後、ティボーの財産すべてを自分のものにして
やると言い張る。ティボーは、年端もいかないのに、自分に挑戦するとは
愚かなやつだと答える。[L. 78, v. 2948]

ギヨームはさらにティボーを挑発し続け、ナルボンヌを攻めにきたのは
愚かな行為だと言い切る。ティボーが、隙を見せたら一発お見舞いするぞ
と脅しかけると、ギヨームは自分に手加減するような異教徒は呪われろと
言い返す。[L. 79, v. 2949-2980]

ティボーの求めに応じて、ついに、ギヨームは名乗りをあげ、オラン
ジュとオラブルを寄越せと、挑戦する。ティボーも受けて立ち、両者は馬
に拍車をかけ、激しい槍の一撃を与え合う。盾は貫かれたものの、二人の

のことである。



ギヨームの少年時代 53

鎖帷子は頑丈だった。両者ともに傷つくことなく、すれ違い、そのまま、
向こう側へと走り抜ける*66。[L. 80, v. 2981-3001]

両者は取って返し、再度槍で突き合う。ギヨームの槍はティボーの腹を
突いたが、槍を揺すぶろうとしても、びくともしない。ギヨームはそのこ
とに恥を感じる。[L. 81, v. 3002-3009]

ティボーは手傷を負ったと知るや、海岸へと逃れる。それを追うギヨー
ムは、ティボーの馬を殺したものの、ティボー自身は取り逃がす。ティ
ボーは甥のマレフェブリュ (Malfebru)に声をかけ、フランス勢の優勢を告
げ、エムリをとらえることができたなら、ナルボンヌの

ま ち
都市の前で、縛り

首にしてやるのに、と言う。[L. 82, v. 3010-3035]

VIII.-4. エムリの危機と戦闘の終結

駿馬にまたがったペルシャ (Perse)の提督が、ティボーを励まして言う。
ギヨームを見つけたら生け捕りにしてオランジュに引っ立てオラブルにプ
レゼントしてやりましょう。ティボーは提督に感謝する*67。一方、ギヨー
ムは敵が上等の軍馬を引き連れているのを指摘して、味方を鼓舞する。フ
ランス勢は答えて言う。

あなたを見捨てるような者は、神の呪いを受けるが良い。
Ke voz faudrait, Damedeus le maudie ! (v. 3063)

[L. 83, v. 3036-3063]

*66 互いに馬を全速力で走らせ、正面から槍で相手を突くのが、一騎打ちの基本である。
*67 オラブルとギヨームの関係を考えれば、提督の思いつきは、適切とは言えない。だが、
二人の関係に疑念を持っているはずのティボーも何も言わずに提督に感謝するところ
を見ると、この部分は、端的に、異教徒を愚か者扱いして、笑い者にしているのだろ
う。



54 VIII.ナルボンヌへの帰還

ギヨームはドイツの一領主リシエや自分の兄弟たちに声をかけて味方を
鼓舞した後、一人の異教徒を殺す。
さて、今日この日、大いなる悲しみと大いなる苦悩がエムリの身に始ま
る。神のご加護がなければ、エムリは異教徒たちの船に連れ去られてしま
うだろう。[L. 84, v. 3064-3079]

戦闘は激しく、広範囲にわたる。エムリは行き当たる敵を次々に倒して
いた。ところが、三十人もの王が一斉に彼に攻撃をしかけ、ついに生け
捕りにしてしまった。異教徒たちは大喜びでエムリを連れ去ろうとする。
と、そこへ、ギヨームが現れ、仲間たちに突撃を命じる。

その場にいらっしゃったならば、かくも酸鼻を極める戦闘が見られたで
しょうに。すなわち、幾多の盾、幾多の青光りする兜が砕け散り、死体が
折り重なって、大地に倒れ伏し、血まみれになっていたのです。*68

Lai veïssiez un estor si pesant, Tant escu frainde, tant elme verdoiant.
L’un mort sor l’autre trabuchié et sanglant. (vv. 3101-3102)

凄まじい戦闘に異教徒は恐れをなして逃げ去り、エムリはただ一人、そ
の場に残された。そこで、手近の軍馬にまたがって、全軍に突撃を命じ
る。異教徒たちは算を乱して逃げ、海岸に停泊させていた船に乗り込む
や、沖合へと逃れた。上等の軍馬をはじめとする戦利品をたんまりとせ
しめたエムリたちはナルボンヌに無事帰還する。出迎えに現れたエルマ
ンジャールは幾度となく夫に接吻した。父も息子たちも大喜びだった。[L.

85, v. 3080-3122]

*68 激戦を表すための定型表現で、類似のくだりが、ほとんどすべての武勲詩作品に見ら
れる。



ギヨームの少年時代 55

IX. エピローグ
エムリがナルボンヌに帰還すると、エルマンジャールや彼の臣下は大喜

びした。彼自身も子供たち全員を見回して、この上ない喜びを感じた。し
かし、長男のベルナールを呼んで次のように言う。

（ナルボンヌの土地のうち、）リンゴ一個分の値打ちのものでさえ、お前
に与えはしない。*69

Jai n’en avreiz le vaillant d’une pome. (v. 3131)

そして、百人の騎士を引き連れて、すぐさま、ブリュバン (Brubant)に
向かえ、と言う。そこを治める領主 (duc)の娘を貰い受けよというのだ。
ベルナールは即座に家来たちに出発準備を命じる。そこへ、母エルマン
ジャールが現れた。[L. 86, v. 3123-3144]

エルマンジャールはベルナールがエムリの命令により、ブリュバンに向
かい、そこの領主の娘を娶ると聞いて、荷車三台分の金銀を与える*70。ベ
ルナールは喜んでそれを受け取るや、早々に、

いとまご
暇乞いをして、ナルボンヌ

を離れる。[L. 87, v. 3145-3171]

ブリュバンに到着したベルナールは早速領主と会見して次のように
言う。

エムリ伯が、麗しき殿、あなたに次のことを求めております。すなわち、
あなたの見目麗しきお嬢様を私めにくださるようにとのことです。私自身
はあなた様に一生涯お使えする所存です。

*69 「ななかまどの実 (alie)」、「殻をむいた卵一個分 (oef pele)」、「びた銭一文 (un soul
denier)」など、値打ちのないものを表すのには様々な表現が用いられる。「リンゴ一
個分」は、そうした表現の一つである。

*70 厳しい父は、リンゴ一個分も財産をやらぬと言うが、母は我が子を案じて、息子に金
銀を与えるのである。この父親と母親の役割分担は、「ギヨームの系列」にしばしば現
れる。
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Quens Aymeris vos mande, biau dou sire, Ke me doneiz vo fille
l’eschevie. Servirai vos toz les jors de ma vie. (vv. 3184-3186)

領主も娘も、この申し出を快諾し、翌日、早くも、結婚式が執り行われ
た。そして、その夜、新妻はベルナールと床を共にし、ベルトラン*71を身
ごもった。[L. 88, v. 3172-3208]

エムリはナルボンヌにあったが、ベルナール結婚の知らせを聞き、多い
に喜んだ。[L. 89, v. 3209-3220]

エムリは巨大な
ま ち
都市ナルボンヌにあったが、ガランを呼ばわって、言う。

びた一文の価値のあるものも、お前には与えはせぬぞ。
Jai n’en areiz ke un soul denier vaille. (v. 3228)

そして、バヴィエール (Bavière)*72のネーム (Naime) 公のもとへ行くよ
う命じる。ネームの娘ウスタッシュ (Eustache)と結婚し、ネームの許しを
得て、異教徒の土地である、アンセユーヌ (Anceüne)を征服せよ、と言う
のだ。
エムリの命令通りバヴィエールにやってきたガランは、ネームと会見
し、エムリの言葉を伝える。ネームは、ガランの家柄をほめ讃えた後、
まなむすめ
愛娘を与えることに同意する。[L. 90, v. 3221-3264]

翌日には、早くも結婚式が行われ、宮殿は喜びに沸いた。ガランと妻の
間にはヴィヴィアン (Vivien)*73が生まれることになるだろう。
結婚式の一週間後には、早くも、ガランはアンセユーヌ征服に向かう。

*71 ギヨームの兄の息子、すなわち、甥である。『ニームの荷車隊』、『オランジュ奪取』で
は、ギヨームと共に活躍する

*72 実在の地名で、現在のドイツ最大の州、バイエルンに相当する地域である。
*73 ギヨームの兄の息子、すなわち、甥である。『ギヨームの歌』、『アリスカン』では、ギ
ヨームと共に活躍する。また、『ヴィヴィアンの少年時代』と『ヴィヴィアンの武勲』
では主役をつとめる。
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そして、おとりの部隊で城門の外に異教徒をおびき出し、みごと、
ま ち
都市を

陥落する。異教徒は大虐殺された*74。[L. 91, v. 3265-3299]

エムリ伯はナルボンヌにあったが、息子のエルノーを呼ばわって、言う。
お前にはびた銭一文の値打ちのものも、与えはしないぞ。
Jai n’en areiz ke vaille un parasis. (v. 3305)

そして、ジェロンド*75に向かうように命じる。その
ま ち
都市を、アラブ人た

ちに攻撃から解放し、領主サヴァリ (Savari)伯の娘のベアトリス (Béatrice)

を娶れというのだ。
エルノーは父の命令通りに、ジェロンドにやってきた。

ま ち
都市を攻撃して

いる異教徒たちは、たまたま、食事中だった。キリスト教徒たちの不意打
ちを受けた彼らは逃げ回るほかなかった。
城門の中に入ったエルノーは父の言葉を領主に伝える。領主は娘とエル
ノーの結婚を承諾し、翌日には、早くも式が盛大に執り行われた。[L. 92, v.

3300-3353]

勇敢なるエムリ伯はナルボンヌにあったが、ギヨームと、アイメ、ブ
ヴォンを呼ばわって言う。

お前たちはこれからフランスに行くが良い。王に土地をくれるように頼
むのだ。というのも、ナルボンヌの土地のうち、手袋一枚分の価値のもの
でも、お前たちに与えるつもりは、私にはないからだ。

Voz en ireiz an France la devant. Dites a roi terre vos voist donant
Car de Nerbone n’aireiz ke vaille un gan. (vv. 3359-3361)

三人はその命令通り、パリにやってきた。シャルルの前に出たギヨーム

*74 異教徒の大虐殺は、武勲詩作品によく見られるモティーフである。だが、決して、純
然たるフィクションだと思ってはならない。現実に、キリスト教徒は、十字軍の名の
下に、多数のイスラム教徒や異端のキリスト教徒を殺戮した。そして、聖職者さえも
が、その「戦果」を喜々として、史書に書き記したのである。

*75 校訂者によれば、スペインのジェローナ (Gerona)のこと。
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は、二人の弟たちを紹介し、彼らに封土*76を与えてくれるように頼む。
と、そこへ、ガスコーニュ (Gascogne)*77のヨン (Yon) の娘、エリザン

(Elisant)が現れた。彼女は二ヶ月前に父親を亡くしたため、結婚相手を捜
しに宮廷に来ていたのだった。シャルルは、彼女をブヴォンと結婚させ
る。二人は喜びに満ちて、コマルシ (Commarci)に帰り、その夜にジラール
(Girart)*78をもうけた。また、後日、二人の間には、ギエラン (Guielin)*79も
生まれた。ブヴォンはこの二人の息子たちを、十二年の間、手元に置いた
が、その後は、パリにいるギヨームのもとへ送り込んだ。
さて、ブリュバンのベルナールのことを話しておこう。彼は、ある日、
息子のベルトランに、宮廷にいる叔父のギヨームをたよって、シャルルに
仕えに行くよう命じた。ベルトランは父親の命令に従った。
次に、アイメールの話をしておこう。彼はシャルルマーニュから武器を

提供されたが、それを断って、ナルボンヌに向かった*80

さて、立派な体をしたギヨームについて話しましょう。いかにして、ル
イ (Louis)が高らかに王冠を戴くことになったかを。*81

Or vos dirai de Guillame au cors gent, Com coronna Loëy hauteman.
(vv. 3424-3425)

*82

*76 忠義と引き換えに、臣下が君主から与えられる領地のこと。
*77 実在の地名：フランス南西部の地方である
*78 テキスト内ではジェラ (Gerat)だが、他の作品との統一をはかるため、ジラールと表
記した。

*79『ニームの荷車隊』、『オランジュ奪取』で、ギヨームやベルトランとともに活躍する。
*80 謎めいた行動である。
*81 ルイはシャルルマーニュの息子である。ギヨームの活躍の主たる背景となるのは、
シャルルマーニュではなく、このルイの治世なのである。『ギヨームの少年時代』は、
ここで終わり、後に続くのは『ルイの戴冠』である。

*82 この 302 行にわたる長いエピローグには、わずか 13 行の別バージョンが存在して
いる。
気候が暖かく穏やかになる、五月のことであった。エムリの息子たちは騎士に叙
任され、全員がナルボンヌの

ま ち

都市にそろっていた。ティボーを破り打ち負かしたの
だった。彼らは全員宮殿にあがっていた。すると、ギヨーム侯が話し始める。「皆、
私の話を聞いてください。皆は神様を讃え、神様にお仕えするべきです。というの
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も、神様はこんな名誉を皆さんにくださったからです。私はサン・ドニの王（シャル
ルのこと）のもとに赴き、ルイという名の、彼の息子に会います。というのも、気高
い国王、シャルルが私に頼んだからです。幼少の彼の息子に忠義を尽くすようにと。
私はその通りにするつもりです。それが神様のお気に召して、私に命がある限り。

Che fu en mai, qu’il fait caut et seri, C’adoubé furent li enfant Aimeri; Et furent
tuit a Nerbone la chit, S’orent Tibaut vencu et desconfit. Sus en monterent el
palais seignori; Adont parla Guillames li marcis: “ Seignor,” dist il, “ entendés
envers mi. Molt devés Dieu honorer et servir Quant teil honor vous laisse
consentir. Aler en voel au roi de Saint Denis Son fil veioir, qui a non Loëys, Car
proié m’a Karles, li rois jentis, Que foi portaisse son fil qui est petis. Si ferai jou,
se Dieu plaist et jou vif.
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Collection Ge�e Francorについて

本叢書（コレクション・ジェスト・フ
ランコール）は主に未邦訳の中世フラ
ンス文学作品を紹介することを目的に
しています。翻訳ではなく、原典に基
づいた要約だということにご注意くだ
さい。とはいえ、単にあらすじを追っ
た要約ではなく、できる限り、原典の
雰囲気を尊重し、読み物として楽しめ
るようにしたつもりです。また、重要
な部分は、対訳形式になっています。
作品を全訳するのは要約よりもずっ

と大変な仕事ですが、中世フランス文
学にあまり馴染みのない読者に全訳を
読んでもらうことには、デメリットも
少なくありません。「傑作」の誉れ高い
『ロランの歌』でさえ、初心者には相当
手強いようです。文学に造詣の深い私
の友人さえ、この作品の通読を放棄し
てしまったほどです。
中世の文学作品は、ある程度時代背
景を知っていないと読みづらいもので
す。それに、作品同士の関係が密で、
作品をある程度読みためないと本当の
面白さが見えてきません。端的に言え
ば、敷居が高いのです。ただ、その敷
居を一旦越えてしまえば、向こう側に
は豊穣な虚構世界が広がっています。
上記のことを踏まえて、編者は、エネ
ルギーを、作品の全訳ではなく、別の方
向に向けることにしました。それは第
一に、できる限り詳しい注釈を加える

ことです。私が大学で教える学生のほ
とんどは中世フランス文学はおろか、
小説も読まないようです。そういった
学生も読んでくれたらな、という一抹
の期待をこめて、言わずもがなの注釈
もずいぶんつけました。第二に、でき
る限りたくさんの作品を収録すること
にしました。そうすることで、個々の
作品が融合し、一つの虚構世界を形作
る様を表現できたら、と考えたのです。
中世フランス文学の傑作の多くが日本
語で読めるようになった今や、こうし
た試みも許されるのではないかと思い
ます。本叢書によって興味を引かれ、
全訳、あるいはフランス語現代語訳、
そして、原典の新たな読者が生まれて
くれたら、編者としては、これほどう
れしいことはありません。
とはいえ、もう一方で、本叢書がも
う少し野心的だということもまた、明
瞭でしょう。中世フランス語の原文や
固有名索引を付したのは、一応、専門家
の卵のことを念頭においたからです。
特に武勲詩は、現在のところ、『ロラン
の歌』と『ギヨームの歌』にしか日本
語訳がありません。ロマンや叙情詩を
専門にしようとする学生、中世仏文学
で卒論を書こうとするには、手っ取り
早い入門書として本叢書が役立つので
はないかと思います。

編者　小栗栖等
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