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grans terres tot par force conquist. S’avés öi, franc chevalier gentil, De
la dolor qu’en Aliscans soufri, De Viviien, son neveu, qu’il perdi, Et
de Bertran, que paien l’ont saisi, Guicart le preu, Gerart et Guïelin ;
Comment Guillaumes au cort nés s’en füi, Vint a Orenge a Guiborc le
gentil, Et Come il vint en France a Löëy, Por le secors qu’il ot mout a
envis. Si savés bien com arriere revint Od Rainnouart, qu’il ama et cieri,
Qui delivra Bertran le palasin. Puis li douna Guillaumes li marcis En
mariage sa niece o le cler vis Et Porpaillart, la terre et le päis. Tant ala
l’oevre, ne sai que plus devis : Guibors fu morte, li quens en est marris.
Hui mais orrés, s’il vous vient a plaisir, Comment Guillaumes le siecle
deguerpi, Si devint moines sacrés et benëis, En l’abëie a Aignienes se
mist. Hui mais commencent ses paines a venir ; Ainc ne fu hom qui
tant en sostenist Por amor Dieu qui onques ne menti. Et Nostre Sire
si trés bien li meri, Que s’ame en est lassus en paradis. Mout par est
boine la canchons a öir. (vv. 1-41 [1-42])

[L. 1, vv. 1-42]

II. ギヨームの修道院入り（第 2-35詩節：第
43-2101詩行）

II.-1. ギヨームの出家

ギブールが亡くなった今や、ギヨームは多くの異教徒たちを殺し、たく
さんの貴人を

あや
殺めてしまったことに思いを馳せ、神様に償いをしようと考

えた。すなわち、すべての身代をマイユフェール (Maillefer)*11に残し、誰
にも何も言わずに、自分の領地を立ち去ったのだ。残された臣下たちは、
ギヨームが姿を消したことを、大いに悲しむ。[L. 2, vv. 43-101]

*11 レヌアールとアエリスの間に生まれた息子。『アリスカン』によれば、アエリスは出
産の際に亡くなってしまう。中世においては、出産は常に命がけで、多くの女性が
「
さんじょく

産褥熱」と呼ばれる病気で亡くなったのである。
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I. プロローグ（第 1詩節：第 1-42詩行）
とある勇ましい武勲についての、良き歌をお聴きになるのが、皆様のお

気に召しますでしょうか。きっとお気に召すでしょう。この武勲のことを
知らないジョングルールはおりません。その物語＝歴史 (estoire) は、サ
ン・ドニ修道院 (Monastère de Saint-Denis) に巻物に収められ、ずいぶ
ん昔に、忘却の淵に沈んでしまったのでした。ですから、その武勲を韻文
に書き換えるよう命じたお方は、とても立派な人物でありました。
今日この日、お話しいたしますのは、エムリ (Aymeri)の息子の一人、短

鼻侯ギヨーム (Guillaume)*2の物語—彼が現世で耐え忍ばねばならなかっ
た大いなる苦難の物語です。
勇ましいお殿様方、皆様は、次のことについては、もう十分お聞きなっ
たでしょう。
すなわち、強大な

ま ち
都市アモラヴィ (Amoravi)のティボー (Thibaud)とそ

の他の異教徒たちに対し、ギヨームがいかに振る舞ったか、また、どのよ
うにして、ティボーの妻、オラブル (Orable)を奪い、広大な土地を武力で
征服したかを。*3

彼がアリスカンで失ってしまった甥のヴィヴィアン (Vivien)*4につい
て、味わった悲しみについても、気高き騎士の御歴々よ、お聞きなったこ
とでしょう。また、異教徒が彼から奪った、ベルトラン (Bertrant)*5や優

*2 短鼻侯ギヨーム (Guillaume au cort né)：『ルイの戴冠』の物語中、ギヨームは、異教
徒の侵略からローマを守るため、巨人コルソルトと戦い、勝利をおさめるが、自らも
鼻を切り落とされてしまった。以降、「短鼻侯」というあだ名が、ギヨームの名に冠せ
られるようになったのである。

*3 以上、『オランジュの陥落』への言及である。オラブルはティボーの妻。なお、オラ
ブルと、次の段落で出てくるギブールは同一人物。ギヨームとの結婚の際に洗礼を受
けて洗礼名を得たのである。オラブルとティボー、ギヨーム、三者の関係については
『オランジュ奪取』とともに、『ギヨームの少年時代』も参照されたい。

*4 ヴィヴィアン：『アリスカン』の校訂者 Claude Régnierによれば、ギヨームの姉もし
くは妹の息子である。『ギヨームの少年時代』の校訂者、Patrice Henryによれば、ギ
ヨームの兄、ガラン・アンセユーヌの息子。いずれにせよ、ギシャールの兄であるこ
とは間違いない。

*5 ベルトラン：ギヨームの兄ベルナール・ド・ブリュバンの息子。『ニームの荷車隊』で
はギヨームとともに主役を務める。
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れた騎士ギシャール (Guichard)*6、ジラール (Girart)*7、それにギエラン
(Guïelin)*8についても。また、ギヨーム侯がどのようにして戦場を逃れ、オ
ランジュ (Orange)の優美なギブールのもとに帰り着いたか、そして、ど
のようにして、フランス (France)のルイ (Louis)王のもとを訪れ、切に必
要とする援軍を求めたかも。さらに、ご存知でしょう。彼が帰路についた
時、レヌアールを伴っていたことも。このレヌアールをギヨームはとても
大事にしたのでしたが、彼こそが、宮廷人のベルトランを解放したのでし
た。そこで、ギヨームはレヌアールに

かんばせうつく
顔 美 しい姪っ子とポルパイヤール

(Porpaillart)*9の国を与えたのでした*10。
その後、長らく時間が経ちました、その間については、私は語るべきこ
とを知りません。ただ、ギブールは亡くなり、そのことについて、ギヨー
ムは悲しい思いをしたのでした。
今日この日、皆様のお気に召しますならば、お聞きください。いかにし
て、ギヨームが世を捨て、聖別され、祝福された修道僧となり、アニアヌ
の修道院に身をおいたかを。今日この日、彼の苦難が始まるのです。決し
て嘘をおつきにならない神様への愛のために、彼ほど苦難を味わった者は
未だかつてありませんでした。そのようなわけで、我らが主は彼にすばら
しい褒美を与えになりました。すなわち、今、ギヨームの魂は彼方の天国
にあるのです。
これから始まるのは聞くに値する優れた歌でございます。
Boine canchon plairoit vous a oïr De fiere geste ? bien le doit on jöir ;

N’est pas joglere qui ne set de cesti. L’estoire en est el role a Saint Denis ;
Mout a lonc tans qu’ele est mise en obli, Mout fu preudom cil qui rimer
le fist. Hui mais dirons d’un des fieus Aymeri, C’est de Guillaume au
cort nés le marcis, Et des grans paines qu’en cest siecle sofri. Signor
baron, assés avés öi Comment Guillaumes vers paiens se contint, Et
vers Tibaut le rice Amoravi, Comment Orable, sa mollier, li toli, Et ses

*6 ギシャール：ヴィヴィアンの弟
*7 ジラール：ギヨームの弟、ブヴォン・ド・コマルシの息子。
*8 ギヨームの兄ベルナール・ド・ブリュバンの息子。『オランジュの陥落』では、ギヨー
ムとともに異教徒に扮してオランジュの

ま ち

都市に潜り込む。
*9 ポルパイヤール：Andrieux-Reixによれば、スペイン北東部の都市と土地の名前。

*10 以上、『アリスカン』（『ギヨームの歌』）への言及。レヌアールはギブール（オラブル）
の弟である。また、レヌアールの妻となったギヨームの姪、アエリスは、フランス国
王ルイとギヨームの妹（姉）ブランシュフルールとの間に生まれた娘である
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« Dans », dist li abes, « envers moi entendés ! Par penitance vous
estuet aprester : Le matinet vous convenra aler Droit a la mer des
poissons acater, Si passerés par le val de Sigré. Larrons i a grans maus
porpensés, Les gens desreubent, maint home ont afolé » (vv. 442-448
[424-429])

それを聞いて、ギヨームは預けた武具を返してくれるように頼む。が、
院長は、修道僧が武装するのは戒律違反だとして、それを拒む。では、殺
されるがままになれと言うのか、と問いただすギヨームに、院長は、「い
や、盗賊に慈悲を乞え (mais merci lor crïés) (v. 469 (450))」と答える。それ
でも、殺されそうになったら、という問いに、院長は「罪滅ぼしだと思っ
て、殉教に耐えよ (En penitance le martire soufrés) (v. 473 (454))」と言う。
ギヨームは危うく正気を失いそうになって、次のように叫ぶ。

院長様、あなたたちの戒律はあまりに残酷です。こんな戒律も、こんな
戒律を最初に考えついたやつも、生きた悪魔にくれてやれば良いのです。

« Maistres, » dist il, « trop crüel ordene avés, As vis dïables soit cis
ordene donés Et cil si soit qui primes l’ot trové ! (vv. 477-479 [457-460])

そして、金品をくれてやるのは我慢するが、相手が危害を加えてきた
ら、戒律を破って、戦わずにはおらぬ、と言い切る。[L. 8, vv. 393-466]

この後、ギヨームと修道院長の押し問答は続く。
ギヨームは、戒律を批判したり、戒律 (ordre)より騎士の掟 (ordre)の

方がよほど値打ちがあると言い切ったり、僧侶たちの無為徒食を批判した

で、「善良な修道院長」と呼ばれている）、強盗のことをギヨームに伝えないのはフェ
アではないと考えたのかも知れない。だが、コミカルな効果を狙った台詞だとの解釈
も可能だろう。すなわち、根が善良な修道院長は、自分の悪事に動揺し、隠しておか
ねばならない強盗のことを早々に口にしてしまったのである。
実は、写本によっては、「魚を買うために (des poissons acater)が完全に脱落して
いる。この場合、不必要なことを口にし、肝心なことを言い忘れているわけで、修道
院長の動揺ぶりが、一層、強調されることになる。なお、次の詩節でギヨームは、魚
の購入が用件であることを理解している。だが、だからといって、上記の脱落が単純
なミスだとは決めつけられない。断食が近づいた時期に海に行けと言われれば、用件
の察しはつくからである。Nelly A-Rの校訂本は、脱落を補っていない。
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ギヨームがやってきたのは、アニアヌ*12の修道院だった。修道院の門番
は容貌

か い い
魁偉なギヨームを見て、てっきりベルゼブル (Belzebuth)*13だと思

い込む。修道僧たちもギヨームをアンチキリスト (Antéchrist)*14呼ばわり
して、逃げ惑う。その有様を見て、ギヨームのほうも、修道僧たちには悪
魔が取り憑いているに違いないとつぶやく。[L. 3, vv. 102-144]

1700頃のアニアヌの聖救済者修道院

修道院はパニック状態だったが、ギヨームはかまわずに院内に入る。そ
して、十字架の前で

ひざまずく
跪くと、祈りながら、涙を流し始める。それを見た善

良な院長*15は修道僧たちの騒ぎを鎮め、ギヨームの正体を尋ねる。ギヨー
ムは名乗らず、ただ、罪を悔い改め、修道僧になりたいと述べる。そし

*12 実在の地名：エロー (Hérault)県 (県庁所在地：モンペリエ）の町の一つで、八世紀に
聖ブノワ・ダニアヌに創立された修道院が、現在に至るまで、存在している。

*13 ベルゼブル：悪魔サタンの別名である
*14 アンチキリスト：本来は、この世の終わりに先立って現れる偽キリストのことだが、
ここでは、悪魔の呼び名の一種として用いられている。

*15 院長が『善良な院長」(Li gentis abes)(v. 188)と呼ばれていることに注意されたい。
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て、千リーブルの金と自分が身につけている武具を院長に引き渡した後、
言う。

必要な場合には、私に武具をお返しくださるという条件はつけますが、
お金はあなたものです。決してそれを返してくれとは申しません。

Par tel covent, se jou en ai mestier, Que a mes armes puisse avoir
recovrier ; L’avoirs soit vostres, que ja mais ne le quier. (vv. 215-218 [202-
204])

院長はギヨームが修道僧になることを許可し、ギヨームを怒らせるのを
恐れた修道僧たちもそれに同意した。だが、食事の時間になると事情は一
変する。四人前を平らげるギヨームの大食ぶりに、修道僧たちは密かに言
い合う。

聖リシェ (Saint Richier)*16の身体にかけて、あやつは、我々全員が稼ぐ
ことができないほど、多くのものを食べてしまうぞ。

Plus mangeroit, par le cors saint Ricier, Que nous trestout ne poriens
gaaignier. (vv. 253-254 [239-240])

[L. 4, vv. 145-240]

II.-2. 修道僧たちの謀議

ギヨームは熱心にお勤めを果たしたが、巨漢の彼は、食事にも衣服にも
金がかかる。給仕たちは、気前の良いギヨームのことが好きだったので、
食事は彼の望み通りに与えられたが、修道僧たちの憎しみは日ごと増すば
かり。ついに、彼らはギヨームを亡き者にする計略を練り始めた。[L. 5, vv.

241-285]

修道院長は僧侶たちに尋ねる。ギヨームをどう処置したものか。僧侶た
ちは答える。これから四旬節 (Carême)、枝の主日 (les Rameaux)、復活

*16 聖リシェ：「アブヴィル (Abbeville)の司教で、とりわけピカルディー地方で崇拝され
た」(Wilhelm C)
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祭 (Pâques)が続く聖なる季節がやってくる*17。その準備に必要だと言っ
て、ギヨームを魚の調達に行かせれば良い。途上、スィグレ (Sigré) の谷
には十五人の盗賊がいるので、たっぷり金子をもったギヨームは彼らに襲
われ、殺されるに違いない。[L. 6, vv. 286-327]

ある日、修道院に身分の高い客人がやってきた。食事の際、ギヨーム
は、ワインを出し惜しむ糧食係を叱責した。ところが、糧食係は逆に彼の
大食ぶりをなじり始めた。ギヨームは倉庫の鍵をひったくるや、ワインを
運んできて、客人にたっぷりと注いだ後、糧食係の方を向いて、激烈な脅
し言葉を吐く。その迫力に恐れをなした修道僧たちは、一斉にその場を逃
げ出した。院長自身も逃げ出したい衝動をこらえて、「我々は皆兄弟では
ないか (Tout somes frere) (v. 386 (373))」と諭す。ギヨームは謙虚に反省し、
仲間たちと和解した。だが、本当のところ、彼らの誰一人として、ギヨー
ムに愛情も善意も持ってはいなかったのだった。[L. 7, vv. 328-392]

II.-3. ギヨームと修道院長の問答

修道僧たちの提案に従って、院長はギヨームに命じる。

さあ、私の言うことを聞いて欲しい。罪滅ぼしに、身支度をして、朝、
魚を買うために、まっしぐらに海に向かいが良い。さすれば、途中、スィ
グレ谷を通ることになろうが、そこにでは、盗賊が大いに悪事を働こうと、
頭をひねっておるのだ。奴らは強盗を働き、多くの人を殺してきたのだ。*18

*17 復活祭（英語ではイースター）は、キリスト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）であ
る。その復活祭に先立つ四十日間（日曜を除く）が四旬節であり、この期間は断食を
行う。枝の主日 ([古仏]Pasque florie；[現仏]les Rameaux)は復活祭 (Pâque)直前の
日曜日（主日）、すなわち、四旬節最後の日曜日のことである。キリスト教の断食は、
主に獣肉を断つものなので、肉とは見なされない魚は、断食期間中の重要なタンパク
源であった。

*18 スィグレ谷の盗賊への突如の言及は、少なくとも、現代の読者を驚かせる。いくつか
の解釈が考えられるだろう。たとえば、修道院長は完全な悪人ではない以上（作品中
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良かったということになるのだ。
« Braious, » dist il, « vous estes ore miens ; Mais par la foi que doi

Saint Gratiien, Teus vous vaura ja ne li fera bien, Mieus li venroit qu’il
fust a Montepellier. » (vv. 766- [750])

その夜ばかりは、給仕係も惜しみなくギヨームに食
べ物を与え、他の修道僧たちも彼の頼みを何でも聞い
てやった。明日、機嫌良く修道院を出発し、強盗に襲
われて、死んでもらいたかったからだ。まこと、「悪
人というのは、踏みつけにできなければ、立派な人を
大事とは思わないものなのだ。(Ja mauvais hom n’ara

preudome cier S’il ne le puet fouler desous ses piés.) (vv.

789-790 [778-779])」。[L. 16, vv. 715-819]

翌朝、ギヨームは院長に暇乞いをし、たった一人の従者を伴って、修道
院を後にする。ギヨームを見送った修道僧たちは、笑いながら引き返して
いく。というのも、彼が二度と戻ってこないことを望んでいたからだ。[L.

17, vv. 820-845]

II.-5. 海岸での魚の買い付け

ギヨームは下男たちに気前よく食べ物や衣類を与えていたので、彼ら
は、皆、涙を流して見送った。さて、ギヨームは従者一人、荷馬一頭を引
き連れて、海岸へと道を急ぐ。途上、従者は、修道僧たちの悪意を暴き、
ギヨームに武具を買い求めるように言う。だが、彼は、院長に言いつけに
背くことを嫌って、その勧めを断るが、従者の善意には十分な感謝を示
す。やがて、二人はスィグレ谷にさしかかった。[L. 18, vv. 846-915]

従者はなおも院長な修道僧の卑劣なやり口を非難する。そこで、ギヨー
ムは「思うに、今、笑っている者たちは、いずれ、この私にために、悔し
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り、侮辱を耐え忍びすぎるのは一人前の男がとるべき行動ではないと言い
張ったりして、修道院長を説き伏せようとする。だが、院長は、衣服を奪
われそうになったら差し出せ、暴力を振るわれたら、あるいは殺されたな
ら、それは相手の罪となるのだといった具合に、あくまで、無抵抗主義を
主張する。ギヨームの怒りは頂点に達し、殴られたら、断固、殴り返す、
と大声で叫ぶ。
その様子を見ていた修道僧たちは、恐ろしさのあまり、こそこそと逃げ
出し、その場にいるのは、院長とギヨームだけになってしまったが、それ
でも、押し問答は続く。
靴を奪われようが、上着を奪われようが、喜んで差し出せ、後で何倍に

もして返してやるという院長に、ギヨームは、自分が殺されたら、どうな
るのだと詰め寄る。院長は答えて、

それだけ、盗賊たちの罪が深くなるということだ。そなたの魂のために
は鐘を鳴らし、死者のミサをそなたのために行い、神がそなたの魂を栄光
のうちにおかれるよう、祈りを捧げよう。

Tant iert li peciés fortre. Por le vostre ame ferai soner les cloques,
Puis vos ferons service mortuore, Dieu prierons qu’il vous mete en sa
glore. (vv. 671-674 [652-655])

ギヨームは怒り出して、

何とも麗しい言葉だ。あなたの戒律（宗派）からは、他の救いを得るこ
とはできないらしい。

Ci a bele parole ! Autre rescousse n’averai de vostre ordene. (vv.
675-676 [656-663])

と叫んだ後、盗賊が自分に攻撃を加えたら、戒律を破って、相手を殺す
と言い切る。院長は恐ろしさのあまり、何も言えない。[L. 9-14, vv. 467-663]

*19

*19 あらすじでは、直線的な展開になっているが、実際には、各詩節で類似の問答が繰
り返される、いわば

ら せ ん

螺旋的な展開になっている。したがって、少なくとも現代の読者
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ギヨームは
し た ば
下穿きを奪われそうになっても抵抗してはいけないのか、と

尋ねる。院長は笑い出して言う。その場合は戦って良い。「そのような振
る舞いは下品で悪いことだからだ (Car sifaite oevre est vialine et malvaise.)

(v. 703 [683])」とはいえ、院長は武具の引き渡しは最後まで拒んだ*20。

II.-4. ギヨームの策略と出立

けれども、皆様、さあ、お聞きあれ。気高いギヨーム侯がどんなことを
心密かに考えていたのかについて。

Mais or oiés, baron, de quel afaire, Se propensa li marcis deboinaire,
(vv. 716-717 [696-697])

ギヨームは町で、一本の帯を作らせたが、それは腕利きの親方の手にな
る貴金属細工を用いてだった。こんな帯は王ユリウス・カエサル (Jules
César)*21でさえ持ったことがなかった。留め金にはアラビア産の最高純度

の目には、ギヨームと院長のやりとりは相当にくどい。しかし、そのくどさは、理に
かなっている。ここでは二つの社会階級の価値観が真っ向から対立しているからで
ある。
中世ヨーロッパにおいて、祈る人 (orator)、戦う人 (bellator)、働く人 (laborator)
という三つの階層が、社会の基本構造をなすという考えは、広く行き渡っていた。修
道院長には腹黒い底意があるとはいえ、無抵抗主義を唱える彼の主張自体は、宗教人
（祈る人）としての正論である。一方、ギヨームが主張はあくまで、騎士階級（戦う
人）の価値観に基づいている。
したがって、修道院という宗教人の制度内にある以上、少なくとも理論的には、院
長の主張が正しい。しかし、現実的には修道院長には悪意があるので、ギヨームにも
十分な理がある。それゆえ、両者の対立は堂々巡りにならざるを得ないのである。
このように、異なった社会階層の対立をモティーフにした、他の作品としては、

『ヴィヴィアンの少年時代』をあげることができるだろう。ヴィヴィアンの育ての親
である商人は彼に商売を教え込もうとして、見事に失敗するのである。

*20 いわば玉虫色の解決法である。院長は戦いを全面否定しないことで、ギヨームは武装
をあきらめることで、相手の階級の価値観に、一定の譲歩を行ったのである。

*21 ユリウス・カエサル（紀元前 100年～44年）：ローマの将軍・政治家。史実では、ロー
マの共和制を廃し、皇帝になろうとしたが、暗殺された人物である（シェイクスピア
の『ジュリアス・シーザー』はあまりに有名である。シーザーはラテン語名カエサル
の英語読みである）。しかし、中世の文学作品では、カエサルは、しばしば、歴史上最
強の皇帝もしくは王の一人として描かれる。
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の金が用いられ、ヒヤシンス、トパーズ、エメラルド、ルビーといった上
等の宝石がはめ込まれていたが、それらの宝石はギヨームにの気に入った
ものだった。帯本体は綿と絹でできており、帯は絹で豪華な刺繍と細工が
施され、つり紐には金ボタンが取り付けられた垂れ下がっていた。かつて、
このような帯を下穿きにとりつけた僧侶はいなかった。作るのには百リー
ブルもの金がかかったのだ。

Dedens la vile a fet un braier faire A un orfevre qui mout estoit boins
maistres ; Ainc tel nen ot rois Juliiens Cesaire. La boucle en est del plus
fin or d’Arabe, A cieres pieres, jagonces et topasces Et esmeraudes et
rubis qui li plaisent, Li braious fu de coton et de paile, A rices oevres
brodees et protraites Et les lasnieres, de soie de Lucaire, A boutons d’or
qui contreval li delaient. Ainc tel braier ne mist moines en braies, Plus
de cent livres li a cousté a faire, (vv. 719-730 [700-711])

[L. 15, vv. 664-714]

豪華な帯を下穿きにとりつけたギヨームは言う。

帯よ、そなたは今や私のものだ*22 。だが、聖グラティアヌス (saint
Gratien)への信仰心にかけて、お前を手に入れようとするものは、決して
それを実現することはできないのだ。むしろ、モンペリエにでもいた方が

*22 「帯よ」は笑いを誘う表現である。通常の武勲詩でも物に対する呼びかけそものは存
在する。しかし、通常、呼びかけの対象は、軍馬や剣であるし、それらの物には、固
有の名前が与えられている。帯に「帯よ」と呼びかけるのは、そうした武勲詩の常套
表現に対する、強烈なパロディーに他ならない。このセリフの直前には、「かつて、ロ
ランもオリヴィエもこのように豪華な帯を持ったことがなかった。(Ainc n’ot si rice
Rollans ne Oliviers.)」(743 [724])という表現があり、『ロランの歌』の「ああ、デュ
ランダルよ、お前はなんと美しく、清らかで、白いことか！ (E ! Durendal, cum es
bele e clere e blanche !)」 (v. 2316)を思い起こさせる構造になっていることを考えれ
ば、きわめて意識的に構成されたパロディーだと言わねばならない（呼応関係から言
えば、他の写本に見られる、「帯よ、お前はきわめて賞賛に値する (Braier, ... ml’t fetes
a proisier)」(Nelly A-Rの 750詩行に相当)の方がより適切だろう）。
なお、次頁図は帯 (braier)と下穿き (braies)の図である。braiesは一種のズボンで

あるが、眠る時にも身につけているので、肌着でもある。この下穿きは、帯がないと
ずりおちてしまう構造になっていることに注意しなければならない。帯を奪うという
ことは、下穿きを奪うのと同じことなのである。

[図版出典] E. V--D, Dictionnaire raissoné du mobilier français de l’époque
carlovingienne à la Renaissance, Gründ et Maguet, Paris, 18 ? ?, tome 3, p. 78
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もちろん、盗賊たちは聞く耳を持たず、ギヨームの身ぐるみをはがし始
める。[L. 24, vv. 1344-1367]

もう一文無しになったので、見逃してくれと言うギヨームに、頭領は、
お前は悪意を秘めている、と言い出す。もし、武器を持っていたら、自分
たちのことを見下し、片っ端に殺すのだろう、と言うのだ。

それを聞いたギヨームは、笑いをこらえきれず、小さな声で、誰にも聞
こえないように言った。
「この白い髭にかけて、お前の言っていることは本当だ。終課の時刻まで
に、この腹立ちを、お前たちに売りつけてやりたいものだ。いや、そうし
てやるとも、神が私に命をお与えくださったならばな。」

Od le Guillaumes, ne puet müer n’en rie, Et dist en bas que on ne
l’öi mie : « Vous dites voir, par ma barbe florie, Mon mautalent vous
vendisse ains complie ; Si ferai jou, se Dieus me done vie ! (vv. 1390-1394
[1388-1392])

しかし、表面上は従順を装うギヨームから、盗賊たちは衣服を奪う。[L.

25, vv. 1368-1416]

靴や僧服を奪われたギヨームは寒さにふるえ、心中、修道院長の悪意を
呪う。だが、盗賊たちは容赦なく、下着も差し出すよう、ギヨームに命じ
る。[L. 26, vv. 1417-1439]

ほとんど全裸になったギヨームを、盗賊たちは、皆あざ笑う。が、たっ
た一人、彼を哀れに思った者があった。彼は頭領に言う。

友情にかけて、どうか僧服を返してやってください。この男が、寒さと
不運のために、死んでしまわないように。

Car li rendés son froc, par amistié Que il ne muire de froit et de
mescief ! (vv. 1458-1459 [1453-1454])

だが、頭領は、まるで聞く耳を持たず、修道僧批判を始める。

修道僧を可哀想だと思ったことなど、今まで、一度もないぞ。やつらと
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がり、苦しむことになるのだ。(Teus en rit ore, par le mien entïent, Que jou

ferai courechous et dolent.) (943-944 (936-937))」と言って、従者を
なぐさ
慰める。

そうこうするうち、二人は盗賊の巣窟になっている暗い森の中に入り込
んだ。ギヨームは、もう少し陽気に歩こうではないかと、従者に、物語を
歌ってくれるように頼む。心底恐怖を味わっている従者は、もちろん、即
座に断る。
だが、幸いなことに、その時、盗賊は別の場所にいた。無事に森を抜け

出すと、従者は喜びのあまり、自ら進んで歌い始める。[L. 19, vv. 916-974]

無事海岸にたどり着いたギヨームたちは、魚を売りつけようとする漁師
たちに取り囲まれた。ギヨームは漁師たちの魚を全て買い上げると宣言し
たうえで、従者に、たっぷりと金を払うように言いつける。それを聞いた
漁師たちは大喜びする。[L. 20, vv. 975-1019]

従者が支払い金額の計算に手間取るのに苛立ったギヨームは、金をわし
づかみにするや、四方に投げ始め、漁師たちに、好きなだけ取るように告
げる。漁師たちは、こんな太っ腹の坊主は、見たことがない、と、大喜び
する。*23

支払いを終えたギヨームは、一人の商人の願いにしたがって、彼の館で
食卓をともにする。豪華な食事を終えたギヨームは、金を払おうとする
が、商人は、それを強い口調で断る。というのも、この商人は、かつて、
オランジュに赴いたことがあったが、その頃は、異国からやってきたばか
りで、まだ貧しかった。その彼を、ギヨームは、手厚くもてなしのだった。

*23 金品を惜しみなく与えるという、「気前の良さ (générosité)」は、騎士の美徳である。
これは、利潤追求や節約という観念とは全く相容れない。そのため、少なくとも文
学作品の中では、商行為に関わった場合、騎士は驚くほど馬鹿げた振る舞いに及ぶ
（『ヴィヴィアンの少年時代』を参照）。中世ヨーロッパは身分社会であり、その身分は
ほぼ固定していた。現実の騎士が金銭に関し、ギヨームのように振る舞ったとは考え
られない。だが、騎士が商人の真似をすることは、商人が騎士の真似をするのと同じ
くらい、馬鹿げた行為だという、一種の前提が、当時の人々にあったことは事実だろ
う（日本でも、世間知らずの殿様や皇族というイメージは容易に理解される）。
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一生感謝し続けると言う商人に、ギヨームは、自分のことを誰にも言わな
いでくれと頼む。[L. 21, vv. 1020-1118]

II.-6. 盗賊との遭遇

商人の館を後にしたギヨームは、同僚たちに早く食べ物を届けてやろ
うと、道を急いでいた。だが、僧院に帰り着く前に、大いなる危難に遭遇
することになろう。神様のご配慮がない限り、森に潜んだ盗賊たちが、ギ
ヨームを殺してしまうのだ。*24

今日これから、ギヨーム・ドランジュと盗賊―――神様が盗賊たちに悪意
の贈り物を下さいますように―――の話を皆様はお聞きになるでしょう。

Hui mais orrés de Guillaume d’Orenge Et des larrons cui, Dieus
doinst male estraine. (vv. 1166-1167 [1163-1164])

[L. 22, vv. 1119-1164]

ギヨームと従者は、行きと同じく、暗い森にさしかかった。ギヨームは
従者に歌ってくれるように頼む。従者は最初拒絶するが、ギヨームの懇願
に負けて、小声で歌いだす。だが、ギヨームはさらに声を大きくするよう
に頼む。

そこで、従者は声をさらに声を上げ、
いにしえ
古 の

ものがたり
歴史を高らかに、澄んだ声

で歌ってやる*25。
Dont a li famles son cant plus haut levé, D’un viel estoire li cante

haut et cler, (vv. 1201-1202 [1196-1197])

一方、盗賊たちは悪事を終えて、森の隠れ家に戻ってきていた。食卓に
ついていた彼らは、歌声を聞きつけて騒ぎ始める。駆けつけて、殺してし

*24 要約では省いたが、ギヨームが、帰路、盗賊たちに襲われることは、原文では第 19詩
節から、繰り返し、予告されている。

*25 従者が歌っているのは、正しく武勲詩である。
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まおうと、口々に言う仲間たちを押しとどめて、一人の盗賊が、歌ってい
るのはジョングルール（旅芸人）に過ぎないと言った後、

ジョングルール
旅芸人からじゃ、ろくに奪う物もないぞ。あいつらの習い癖なら、ちゃ

んと、俺は心得ているんだ。三スーか四スー、五スーでも、まとまった金
が入りゃ、居酒屋で全部使っちまおうとする。そして、続けられる限りの、
どんちゃん騒ぎさ。*26

A jougleor pöés poi conquester, De lor usage ai jou vëu assés : Quant
ont trois saus, quatre ou cinc assanblés, En la taverne les keurent aloër
S’en font grant joie tant com puent durer ; (vv. 1251-1255 [1245-1249])

それを聞いた仲間たちは、口々に、その通りだと言う。だが、盗賊の
とうりょう
頭領はそれに同意しなかった。配下の十四人のうち七名を伴って、歌声
の出所へと向かい、ギヨームたちを見つける。
まず、従者を縛り上げた盗賊たちが、向かって来ると、ギヨームは、穏

やかに言う。

皆さんは、罪を犯していますよ。私の従者を縛り上げてしまうとは。神
に免じて、従者を私に返してください。

Signor, tort en avés, Qui mon serjant avés enkenbelé ; Por Dieu vos
pri que vous le me rendés. (vv. 1336-1338 [1333-1335])

武装した盗賊たちに囲まれたギヨームは絶対絶命である。神様の配慮が
なければ、たちどころに殺されてしまうだろう。[L. 23, vv. 1165-1343]

神のためと思って、どうか、これ以上罪を重ねるのはお止めください。
私はいやしくも、神と聖グラティアヌスに仕える僧侶の身です。ですから、
私たちに悪事を働けば、神の怒りを買うことになりますよ。

Por Dieu, signor, n’acroissiés vos peciés ; Ja sui jou moines Dieu et
saint Gratiien : Se mal nous faites, Dieu ferés courecier. (vv. 1349-1351
[1347-1349])

*26 これ以降、1270詩行まで、このセリフは続く。武勲詩の作者だったかどうかは別にし
ても、武勲詩の演じ手であったことは間違いのないジョングルールは、武勲詩作品中
にも比較的頻繁に登場する。しかし、彼らの生活が、これほど、長々と語れる例は珍
しい。
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院長を助けようと、ギヨームの前に立ちはだかった修道僧たちは、次々
にはねとばされる。そして、ついにギヨームは、院長を捕まえ、腕を持っ
て三度振り回すや、手を離した。飛ばされた院長は副院長*32に激突して手
足の骨を折り、副院長の方は弾みで柱にぶつかって脳漿をまき散らして死
ぬ。消沈した修道僧と院長は、何でも従うので許してくれと、ギヨームに
頼む。だが、本当に消沈したのはギヨームの方だった。自らの罪におのの
いた彼は、即座に、院長と和解する。
副院長の葬儀が執り行われ、埋葬が終わると、晩餐が始まった。荷馬か

ら下ろされた魚が早速調理されると、料理とともに、ワインやクラレ酒が
たっぷりと振る舞われたのだった。修道僧たちはたらふく飲み食いし、す
ぐさま、副院長のことを忘れてしまった。
一方、ギヨームは自分の罪を激しく悔やみ、魚も酒も口にしなかった。
そして、盗賊の財宝を僧院に寄付し、仲間たちに自分の暴力沙汰を詫び
た。修道僧たちは酒に酔っていたので、すぐさま、ギヨームを許した。
ギヨームは自分の罪を償うために、僧院を後にし、砂漠か森の中で隠遁
生活を送ることを決意し、必要な場合に返してくれるようにと頼んだ上
で、武具を院長に預け、僧院を後にする。修道僧たちは、ギヨームが二度
と帰ってこないようにと神に祈る。*33[L. 35, vv. 1920-2100]

III. ギヨームの隠遁生活（第 36-49詩節：第
2101-2824詩行

*32 原語は prïeur。本来、この語は修道院長を表すが、本テキストでは別に、abéという
語で院長が表されているので、「副院長」とした。

*33 この詩節の末尾部 2079-2101では、今後の物語展開の予告が語られる。
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きたら、身なりが良すぎる上にへらへらし過ぎだからな。*27

Onques encore de moine n’oi pitié Car trop sont cointe et trop sont
envoisié. (vv. 1465-1466 [1460-1461])

裸のギヨームを尻目に、退散を命じた頭領に、ギヨームは呼びかけて、
帯を残して行くのは、愚か者だと言う。そして、帯の値打ちと豪華さを、
得意げに述べる*28。
帯を寄越せという頭領に、ギヨームは、真っ裸になれというのかと反論
する。ならば、俺の帯と交換だ。頭領はそう言うと、帯の豪華さに冷静を
失い、ギヨームの前で膝をつく。帯を解こうとしたのだ。だが、すかさ
ず、ギヨームは腕を振り上げ、渾身の力で、相手の首を打ち据えた。首の
骨は音を立てて折れ、両目が頭から飛び出した。死んだ相手をののしった
後、ギヨームは、他の盗賊たちにも、帯が欲しければ、奪ってみろ、と挑
発する。盗賊たちは一斉に襲いかかり、ギヨームは全身傷だらけになる。
[L. 27, vv. 1440-1535]

一大危機に直面したギヨームは、しきりに神や聖処女*29に祈り、丸腰で
自分を送り出した修道院長を呪う。神の加護あってギヨームは、頭に傷を
受けることなく、敵の包囲網を抜け出す。そして、自分が引き連れて来た
荷馬を仰向けにすると、その右脚の一本を引き抜いた。[L. 28, vv. 1536-1578]

荷馬の脚を振り回して、五名を殺し、三名を打ち倒したところで、ギ

*27 修道院長との押し問答の際、ギヨームも同様の批判をしている。
*28 この期に及んで、盗賊が帯に気づかないのは、いかにも不自然だが、舞台が夜中の森
の中だということを思い出さねばならない。また、下着一枚になってからでなければ、
ギヨームが挑発を始めなかったというのは、物語の展開の面からも重要な意味を持つ。
僧服が戻ってこなければ、盗賊の一人の言葉通り、ギヨームは凍死するほかない。つ
まり、内心はどうあれ、彼はぎりぎりまで我慢して、修道院長の言葉に従い、不戦を
貫いたのである。

*29 むろん、聖母マリアのことである。マリアが処女のままイエスを懐胎したする聖書の
記述に基づいた呼び名である。
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ヨームは棍棒を見つけ、今度はそれをふるって、残りの者たちもみな撲殺
した*30。とはいえ、たった一人、ギヨームに僧服を返そうと提案した者だ
けは、命を助けてやった。後の十四名は、皆、身ぐるみをはがれて、オー
クの木の枝で縛り首にされたのだった。[L. 29, vv. 1579-1638]

命を救われた盗賊は、真人間になることを約束し、ギヨームから財宝を
たんまり分けてもらうと、自分の故郷に帰っていった。次に、ギヨームは
荷馬のことを神に祈り始める。[L. 30, vv. 1639-1676]

ギヨームの祈りに対し、神は奇跡を起こし、荷馬を蘇らせる*31。荷馬へ
の荷積みが済むや、ギヨームたちは一路アニアヌに帰って行く。[L. 31, vv.

1677-1727]

II.-7. 修道院を後にして

今や、ギヨームが運ぶのは、魚だけではなかった。軍馬や荷馬を含む、
盗賊の財宝もあったからだ。ギヨームは、従者にたっぷりと分け前を約束
した後で、仲間の修道僧たちにも上等のワインをおごってやろうと言う。
「彼らが優しくて親切な人間ならば、今度こそ、私のことを好きになって
くれるだろう。(Or m’ameront, s’il sont preu et gentil) (v. 1753 (1753))」だ
が、従者はにべもない。「善良な人間は性悪な人間からは、永久に受け入

*30 盗賊の頭領が最初引き連れて来たのは七名だったので、計算が合わない。あとから、
残りの七名も戦闘に加わったか、あるいは、勢いにのったギヨームが敵の隠れ家まで
攻め込んだかしたらしい。

*31 比較的新しい時代に成立した武勲詩作品には、この種の神の奇跡がよく見られ、安易
だとして、これを嫌う学者もある。たしかに、祈りで駄馬が蘇るのならば、最初から、
盗賊の退治を神に願えば良いということになる。しかし、奇跡をそうした合理的・世
俗的観点から見るのは意味がない。というのも、ギヨームは盗賊の馬でも、荷物を運
ぶことができる以上（実際、次詩節でそうしている）、駄馬の蘇生は、いかなる合理
的価値ももたないからである。馬が蘇ったのは、最大限不戦を貫いたギヨームに向け
て、神が天上世界での救いを約束した証にほかならない。
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れてもらえないものです。(Ja preudom n’iert de mauvais conjöis,) (v. 1755

(1755))」
実際、財宝を得るよりも、ギヨームが死んでくれた方が、よほど良いと

思っていた修道僧たちは、院長の指揮のもと、修道院全体を厳重に戸締ま
りしてしまう。ギヨームを中に入れない魂胆だった。[L. 32, vv. 1728-1823]

修道院の門前で、ギヨームは、しばし、門番と開けろ開けないの押し問
答をする。門番は院長の命令だと言って、頑として門を開けない。苛立っ
たギヨームは建設途中の家屋から大きな柱をとると、それで門を押し破
る。門番は崩れた門の下敷きとなって死んだ。[L. 33, vv. 1824-1879]

ギヨームが院内に駆け込むと、下男も修道僧たちも皆建物の中に身を隠
した。そこで、まっすぐ、礼拝堂にやってくるや、扉を押し破って、中に
入る。そこは院長がいた。[L. 34, vv. 1880-1919]

魚を買って来たかと問う院長に、ギヨームは皮肉たっぷりに答える。

買って来たとも、生のやつも、塩漬けやつもな。だが、どれも、あなた
のお気に召さないのだ。私に対して、門を閉じさせてしまったところを見
ればな。

« Oie, fait il, del frès et del salé, Mais maisement vous sont venu en
gré, Quant vostre porte me fëistes fremer ; (vv. 1924-1925 [1924-1925])

続けて、院長たちの裏切りを行為を非難するギヨームに対し、院長は戒
律なのだから仕方がないと抗弁するが、ギヨームは、他人を陥れるような
戒律など悪魔にくれてしまえと叫び、院長以下修道僧たち全員をひどい目
にあわせてやると息巻く。

「よくも、俺を裏切り、辱めようとしたな。」それを聞いた院長は逃げ出
し、大声で叫び始める。「聖母マリア様！ 　ギヨームが乱心じゃ！」

Comment m’osastes träir ne vergonder ? » L’abes l’entent s’est
en fuies tournés, A hautes vois comencha a crïer : « Sainte Marie,
Guillaumes est dervez ! » (vv. 1947-1950 [1952-1955])
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Dieus m’a vöé ; Alés vous ent, ne puis plus demorer. » (vv. 2454- 2456
[2513-2515])

そして、二人は接吻を交わし合い、別々の道を進んだのだった。

III.-3. 安住の地の発見

森を横切り、山を越え、谷を越え、ギヨームは旅を続け、ついに、モンペ
リエ (Montpellier)近隣の森の中に、隠遁生活に格好の土地を見つける。谷
底の激しい

ほんりゅう
奔流の面した原生林がそれだった。そこには、種々のヘビや

ガマが棲息し、誰も足を踏み入れることができなかった。が、神はギヨー
ムの祈りに応えて、それらの生き物を一掃する。すなわち、これらの有毒
生物は自ら奔流の中に身を投じたのだ。その際の激しい物音と鳴き声は、
ギヨームをも怖じ気づかせるものだった。
その夜ギヨームは疲れ果てた体を地面に横たえた。長旅のうちに、彼の

着衣はぼろ布と化し、足は傷だらけ、手も足も血だらけだった。食べる物
とて何もなかったが、天の栄光にすっかり満足しきっていたのだった。神
は天使を遣わし、ギヨームを勇気づける。すなわち、神はギヨームの善行
を熟知しておられ、いずれ、天の国で、その善行はすっかり報いられるこ
とになろう、と天使は伝える。だが、今少し、神はギヨームをお試しにな
るだろう。ギヨームはすっかり安心し、もはや、少しも死を恐れなくな
る。[L. 42, vv. 2490-2597]

目覚めたギヨームは天使のお告げに心喜ばせ、早速、庵の建設を始める。
薮を刈り、巨木を倒し、打ち砕く物音は凄まじかった。[L. 43, vv. 2598-2609]

だが、工事が終わる前に、ギヨームは、大いなる危難に遭遇することと
なろう。というのも、この地方には、一人の巨人が住んでいたからだ。巨
人は、男でも、女でも、子供でも、正邪の区別なく、捕まえるやすぐに絞
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III.-1. ゲイドンとの再会

今日この日、凄まじい武勲の歌をお聞きあれ。かの
ジョングルールたちは、ヴィエル*34 の音にあわせて、
武勲を歌いますが、朝な夕なと歌うあの者たちは、武
勲について、芥子粒*35ほどのことも知り合わせてはい
ないのです。

Hui mais orés canchon de fiere geste, Chil jou-
gleour en cantent en vïele, Mais teus en cante et
au main et au vespre, Qui n’en set pas vaillant une
cenele. (vv. 2071-2074 [2102-2105])

修道院を後にしたギヨームは、裸足で歩き、粗末な食
事をして、旅を続ける。[L. 36, vv. 2101-2120]

やがて、ギヨームは人里を遠く離れた森の中に、隠
者の

いおり
庵を見つける。そこでは、一人の隠者が、家畜を

飼ったり、小さな畑を耕したりして、
つつ
慎ましく、清らかに暮らしていた

が、家畜を盗んだり、庵を壊したりする盗賊の害に悩まされていた。その
ため、一夜の宿を求めに来た巨漢ギヨームに恐れをなし、庵の門戸を固く
閉ざす。ギヨームは自分の罪深さに涙を流し始める。[L. 37, vv. 2121-2195]

門前で、自分の罪深さを告白し、涙を流すギヨームを見て、隠者は
あわ
憐れ

に思い、彼を迎え入れてやる。ギヨームは敷地の中に礼拝堂を見つける
や、祈りを捧げるため、中に入ろうとするが

か も い
鴨居に頭をぶつけてしまった。

その珍事に、隠者もギヨームも声を合わせて笑う。
食事時、隠者は自分の食べ物を惜しみなくギヨームにわけてやった。食

*34 ヴィエル (Vièle)：中世において用いられた、弓で引く弦楽器のことだが、弦の本数や
形状さえも一定しない。次ページの挿絵はシャルトルの大聖堂の彫刻を模写したもの
である。
[図版出典] E. V--D, Dictionnaire raissoné du mobilier français de l’époque
carlovingienne à la Renaissance, Gründ et Maguet, Paris, 18 ? ?, tome 2, p. 321

*35 原語 ceneleは、西洋サンザシもしくはヒイラギの実を意味する。
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後、ギヨームは、「白鳥や孔雀や鶴*36、去勢雄鶏や雌鶏よりも、こうした
食事の方が、ずっと好きです。(Mieus aim cest m ?s que jou ne fas un cisne,

Paon ne grue ne capon ne geline, ) (vv. 2201-2202 [2233-2234])」
その言葉を聞いた隠者は、相手が高貴な身分の人物に違いないと確信す
る。そして、異教徒がつけた傷*37から、ギヨームの正体を見抜く。隠者は
ギヨームの前に

ひざまず
跪 いた。[L. 38, vv. 2196-2252]

ギヨームの求めに応じて、隠者は自分の正体を明かす。彼はアンセユー
ヌのガラン (Garin)*38の妻ウスタッシュ (Eustache) の従兄弟、ゲイドン
(Gaydon) だった*39。彼もまた、武人として重ねた罪を悔い、隠遁生活を
送っていたのだ。その年月は早くも十四年になろうとしていた。[L. 39, vv.

2253-2318]

*36 こうした献立は容易に信じがたいものがあるが、武勲詩では孔雀や白鳥のロースト
はおなじみである。そして、14 世紀に書かれたとされる『メナジェ・ド・パリ (Le
Mesnagier de Paris)』では、食材として、白鳥、孔雀、鶴がちゃんと記載されている。
少なくとも、貴族たちは、実際に、こうした「珍味」を味わっていたらしい。
[参考文献]『中世フランスの食』（森本英夫、駿河台出版社、2004、ISBN4-411-02217-6）

*37 ローマ城壁のふもとでの、巨人コルソルトとの一騎討ちで負った鼻の傷である。この
傷のために、ギヨームは短鼻侯 (Guillaume au court nez)の異名をもつことになった
のである。『ルイの戴冠』を参照。

*38 ギヨームの兄弟の一人
*39 思いがけない展開である。武勲詩では、こうした意外性の不意打ちは非常に珍しい。
物語の大筋は予告されるのが常だからである。
一方、ギヨームの正体の露見は、武勲詩内でありふれた事件である。彼の鼻の傷が
あまりにも、明瞭な目印となるからである。事実、『オランジュ奪取』では、鼻の傷が
原因で、敵に変装を見破られる一方、『アリスカン』では、敵の武具を身につけたギ
ヨームが、妻オラブルにオランジュの城門を開かせるために、鼻の傷を見せる。しか
も、傷跡による正体の露見は、武勲詩だけの常套手段でさえない。正体を隠して貧者
の生活をする、聖ウスタッシュの正体を、かつての家来たちが見抜いたのは、頭の傷
跡が決め手であったし（『聖ウスタッシュ伝』）、イヨカステが夫オイディプスを、我が
子だと知るのは、両足の骨折の傷が原因であった（『テーベ物語』）。
つまり、手垢のついた「お決まりのパターン」の背後に隠されることで、ゲイドン
の登場は、いっそう、意外性を増しているのである。したがって、この不意打ちは、
偶然の産物では決してなく、十分に計算されたものだと言える。
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III.-2. 盗賊退治

今や互いの正体を知った二人は涙を流して抱き合う。ギヨームもまたこ
れまでの経緯を話すうち、夜も更け、二人は床に付いた。
その夜、十二人の盗賊たちが、二人の隠者を襲った帰路、ゲイドンの庵

のそばを通る。と、盗賊の一人がゲイドンの裕福さを語り始める。ゲイド
ンは、この男の求めるままに、庵の中へ通し、食事を分け与えたのだっ
た*40。話を聞いた盗賊たちは、門を壊して、敷地の中に押し入る。ゲイド
ンは、その物音で目を覚ましたが、疲れて眠るギヨームは起こさず、一人
で盗賊に立ち向かおうとする。だが、ひどい手傷を負わされ、やむをえず、
助けを求める。目覚めたギヨームは、ゲイドンとともに、次々に盗賊を倒
し、たった一人逃れた者でさえ、両腕が折れていた。夜明けとともに、二
人は十一人の盗賊を、裸にして、縛り首に処す。[L. 40, vv. 2319-2450]

と、そこへ、盗賊に襲われた二人の隠者がやって来た。最初、ギヨーム
を恐れた二人は、事の次第を知り、また、盗賊に奪われたものを返しても
らえると知って大いに喜ぶ。ゲイドンが提供した食事を、一緒に楽しんだ
後、二人は自分の庵へと帰って行った。[L. 41, vv. 2451-2489]

翌日、出発使用するとギヨームを、ゲイドンは、自分の庵に引き止めよ
うしたり、ギヨームの旅に同行しようとしたりする。

そこで、ギヨームは言った。「ゲイドンよ、そなたは来てはならない。神
がお招きになる場所へ、私はたった一人で

おもむ
赴こう。立ち去るがよい。これ

以上、ぐずぐずしては、おれないのだ。」
Et dist Guillaumes : « Gaides, vous n’i venrés, Tous seus irai la ou

*40 ゲイドンの無私の慈愛は注目に値する。本来の意味での「祈る人」たる修道僧たちの
物惜しみする態度と、もともと「戦う人」であったゲイドンの寛大な姿勢の対比は、
ある意味で、強烈な聖職者批判となっている。スィグレ谷の盗賊とギヨームも、修道
僧に対する批判的態度という点では、意見を同じくしていたことも、思い起こしてお
かねばならないだろう。
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て、ギヨームのために、スィナゴン以下一万人の異教徒が死に、王の領土
も全て奪われてしまうのだ。
「（その戦で）私の魂も私の体から離れることになるでしょう。*45(Jou en

avrai l’ame del cors sevree) (v. 2870 (2931))」
予言を聞いた異教徒たちは怒り出す。が、マカブランは予言を続け、ギ
ヨームが、プロヴァンス (Provence)地方*46のどこかで、隠遁中だと言う。
スィナゴン王は、もし、それが偽りなら、残酷な処刑を免れないぞと、脅
すが、マカブランは動じない。王は高位の僧侶たちを呼び、予言の再確認
をさせる。[L. 51, vv. 2912-2976]

スィナゴン王はパレルヌの塔の中におり、彼とともに卑しい種族の異教
徒たちもいた。夜は静かで、月は美しく輝く。（僧侶たちは）窓から

さい
賽を投

げ、一番の高僧がその上に上等の絹布を投げつけた。すると絹布はひとり
でにほつけ、裂け、破れる。すなわち、四方に裂け、破れ散ったのである。
三方の布は地面に落ちたが、四方目の布はあたかもツバメののように宙に
浮き、落ちることも、舞うこともない。高僧たちはそれを見るや、正気を
失わんばかりとなり、誰もが自分のあごを撫で付けながら、泣き叫び、大
いに苦悶する。スィナゴンは言う。「先生方、どうなされたのか。

け
卦はどう

出たのです。さあ、言ってください。」
彼らは答える。「王様。大いなる苦悩、そして、損失と、出ました。卦は

それにまつわる全ての出来事を示しております。たしかに、ギヨーム殿は
生きており、プロヴァンスの、かの荒れ地におります。高く険しい斜面の
上の礼拝堂にこもり、隠者となっているのです。そこで、朝な夕なに、経
を唱えているのです。彼のせいで、我々は苦難と損失とを味わうことにな

*45 中世の作品においては、占い師が、来る凶事にあわせて、自らの死も予見してしまう、
というのは、トポス（お決まりのパターン）の一つである。『テーベ物語』の予言者ア
ンフィアラウスのエピソードを参照されたい。

*46 もちろん、実在の地名である。フランス南東部の地中海沿岸の地方。
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め殺し、腹が減った時に食べていたのだった。その身の
たけ
丈は 14ピエ*41に

もおよんだ。[L. 44, vv. 2610-2635]

III.-4. 巨人との戦い

巨人が雄牛のようにいななき、イノシシのように泡をふいて、大きな棍
棒を手に、ギヨームに向かってくる。その物音たるや四台の荷車を同時に
走らせたかのようだった。その有様を見て、怖じ気づいたギヨームに、巨
人は叫ぶ。誰の許しを得て、この場所に入り込んだのだ。お前のようなや
つは、この棍棒で首を一撃して、脳みそをばらまいてやる。ギヨームは神
の加護を祈る。[L. 45, vv. 2636-2662]

ギヨームは神の名を呼ばわって、その助力を祈った後、最後に付け加
える。「この怪物を取り逃すよりは、死んだ方がましです。(Mieus voel

morir que chil jaians m’escape.) (v. 2607 (2677))」そして、大きな木の幹を引
き抜くや、こういう。

神様ご自身が、お前に罰を下さいますように。だが、私自身は戦う気は
ないのだ。私のことは放っておいてくれ。*42

« Li cors Dieu mal te face ! Lai moi ester, jou n’ai soing de conbatre. »
(vv. 2610-2611 [2680-2681])

巨人は返事もせずに、棍棒を振り下ろしてくる。ギヨームはそれをしの
ぐと、相手の背中に激しい一撃を食らわせ、

ひざまず
跪 かせる。だが、巨人は猪

のように鋭い牙で、ギヨームに噛み付こうとする。そして、聖母の名を呼

*41 原語は piezで、英語の footにあたる。中世においては、33-35 cmに相当した。[参
考文献] Dictionnaire de la France Médiévale (Jean Favier, Fayard, 1993, ISBN2-213-
03139-8)

*42 第 2677詩行で明らかなように、実のところ、ギヨームは戦意満々である。したがっ
て、この台詞はある種の欺瞞ととれなくもない。だが、戦闘の続行を相手の意思にゆ
だねている以上、少なくとも形式上は、ギヨームは不戦の立場を貫いているのである。
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ばわりながら、難を逃れたギヨームの頭部に激しい一撃を加えるが、間一
髪で棍棒は

そ
逸れ、地面にめりこむ。体勢を立て直したギヨームは、木の幹

をしかっりと握りしめ、巨人は棍棒を再びふりかぶる。[L. 46, vv. 2663-2711]

戦いのさなか、ギヨームが神の名を呼ばわるのを聞いて、巨人は神など
助けにならぬと言い放つ。ギヨームは巨人を嘘つき呼ばわりするが、巨人
の棍棒の一撃を防いでいた木の幹が砕け散ってしまう。しかし、巨人の棍
棒もまた岩にぶつかり、まっ二つに折れた。両者の間で取っ組み合いが始
まった。[L. 47, vv. 2712-2763]

巨人と激しい殴り合いを続けギヨームは、聖処女の名前を呼ばわって、
助力を求める。そして、左手で巨人をつかみ、右拳で渾身の一撃を加える。
敵の鼻からは椀一杯分の鮮血が流れ、骨は砕け、その意識は

もうろう
朦朧たる有様

となったが、それでも巨人の動きは止まらない*43。[L. 48, vv. 2764-2786]

殴り合いは長々と続き、巨人はなんとかギヨームを捕まえて、崖下の奔
流の中へ放り込もうとする。と、ギヨームの目についたのが、百姓三人掛
かりでも、動かせないような巨岩である。彼はそれを持ち上げると、巨人
の額めがけて振り下ろした。頭蓋骨が砕け、脳漿が飛び散る。巨人の体は
崖を転がり落ち、奔流の中に消えたが、その時の物音たるや城が崩れたか
と思われるほどだった。疲れ果てたギヨームは庵の建設地にもどると、そ
のまま眠りに落ちる。[L. 49, vv. 2787-2824]

*43 「豪腕のギヨーム (Guillaume fierebrace)」というあだ名をもつ彼の、右拳は、いわ
ば必殺技であり、振り下ろされた相手は、頸骨を砕かれて、必ず死ぬ。おそらく、こ
の巨人は、ギヨームの生涯のうちで、彼の右拳に耐えた、唯一の例外的存在だろう。
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IV. ギヨームの幽閉（第 50-78詩節：第
2825-4920詩行

IV.-1. スィナゴン王と異教徒たちの対話

巨人を倒したギヨームは、居住空間を整備し終えると、隠遁生活を送
り、静かに余生を終えるつもりでいた。だが、この後、彼は庵を後にし、
武具を再び身に付けることを余儀なくされる。というのも、スィナゴン
(Synagon) 王とその配下の者たちが、彼を隠遁所から引きずり出し、何
年もの間、パレルヌ (Palerne)*44の牢獄に閉じ込められることとなったか
らだ。
ギヨームのことはさておこう。ある日、パレルヌのスィナゴン王は家来
たちとフランス人たちのことを話していた。
スィナゴンは言う。シャルルマーニュ、その息子のルイ、とりわけ、彼

らに仕えたエムリの一族には酷い目に遭わされた。けれども、と家来は応
じる、もう戦争はないでしょう。そのわけを尋ねる王に対し、家来は言う。
エムリも、その息子である、ブリュバン (Brubant)のベルナール (Bernard)

も、赤毛のエルノー (Hernault) もコンマルシ (Commarchis) のブヴォン
(Buvon) も、末っ子のギベール (Guibert)、虜囚のアイメール (Aÿmer) も、
アンセユーヌ (Anseüne)のガラン (Garin)も、そして、ギヨームも、皆、死
んでしまったからです。
ところが、異教徒たちの長老であるマカブラン (Macabrin)は、ギヨーム
がまだ存命中だと言い張る。[L. 50, vv. 2825-2911]

マカブランは言う。異教徒たちが、ギヨームが死んだと言うのは、それ
が自分たちに心地よいからに過ぎない。先日、占ってみたことには、やが

*44 校訂者によれば、シチリア島のパレルモが、別の地名、サレルヌと混じり合って変形
したものらしい。
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スィナゴン王は大喜びで、生け捕りにしたギヨームを連れて、パレルヌ
に帰還する。そして、彼を暗く汚い牢獄に入れたが、そこは、ヘビやクモ、
ガマの

そうくつ
巣窟だった。[L. 57, vv. 3282-3342]

牢獄の中でギヨームは苦難に耐え忍ばねばならなかった。与えられる食
料はわずかなうえ、生け捕りにされた際の傷はいまだ癒えず、しかも、牢
獄には潮の満ち干に応じて海水が流れ込むようになっていたからである。
海水は時にあごにまで達し、傷口の苦痛を増した。ギヨームは、獄内の大
きな岩によじ登って、難を逃れ、嘆くほかない。

私は決して誰からも助けてはもらえないだろう。私がこんな悲しい身の
上にあるのを誰も知らないのだから。ルイ殿、あなたがこのことを知って
くれれば良いのに。そうすれば、あなたから、何らかの助けも得られるだ
ろうに。

Ja mais par home n’i averai secors, Nus ne me set en ceste grant
tristour. Löëys, sire, c’or le sëussiés vous ! Encor avroie par vous mout
boin secors, (vv. 3237-3240 [3370-3373])

このようにして、七年間、ギヨームは獄中に留まることになった。[L. 58,

vv. 3374-3401]

獄中のギヨームは、看守の嘲笑の的だった。神を捨てて、マホメットを
信じるかという問いに、ギヨームは、首尾よく監獄から逃れ出たら、お前
の手足を切り、スィナゴン王を八つ裂きにした後、

ま ち
都市を焼き払ってやる

と言う。むろん、看守は笑い飛ばす。しかし、神はギヨームを見捨てはし
なかった。やがて傷も癒えた。そして、ある夜天使が降り立ち、解放の日
が近いことを告げる。しかし、ギヨームのことはひとまずおこう。

IV.-3. 舵取りのランドリ

ギヨームが出家した時、彼を愛する多くの人々が悲しんだ。なかでも、
い と こ
従兄弟のランドリ (Landri)は悲しみのあまり、イェルサレム (Jherusalem)
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るでしょう。我々の先祖の誰も、それほどの苦難を味わったことはないほ
どです。間違いなく、一万人の者たちが首をはねられるでしょう。右手を
ご覧なさい。フランスの方角を向き、この宙に浮いたままの布を。これは、
フランス人たちが不穏の空気を示し、武力をもって、パレルヌに侵攻し、
あなたに非業の最期をとげさせることを意味しているのです。そして、こ
の地面におちた三枚、こちらの方は、あなたの恥と憐れさを示しており、
あなたがフランク人*47たちに対し、

ち ほ
地歩を守り得ないことを意味している

のです。
スィナゴンはそれを聞くや、正気を失わんばかりとなり、大いに苛立っ

て、頭を振り動かすと、高僧を階上からたたき落とした。彼の頸骨は砕か
れ、脳漿が四方に飛び散った。
スィナゴンは言う。「そら、褒美をくれてやったぞ。お前たちは、この取
引に関して、前金を受け取ったのだ。娼婦の息子、ひねくれ者の悪しき民
よ、お前たちの占いなど、

け し
芥子粒ほどにも値打ちも認めてやるものか。今

から、山を越え、大地を越えて、ギヨームを引き捕らえるまでは、決して
休息も休憩もとらぬぞ。あやつの皮を獣のように剥いでやるのに、教会も
礼拝堂も、何の妨げにもなるものか。その後で、フランスに戦争を挑んで
やる。兜をかぶった一万のフランク人が死ぬことになるのだ。サン・ドニ
で、この頭上に王冠を戴いてやるぞ。」

Synagons est en la tour de Palerne, Avoec lui sont li Turc de pute
geste. La nuis est coite et la lune luist bele, Getent lor sort parmi une
fenestre, Un riche paile li maistre clers i gete. Desront li pailes et descire
et deserre, En quatre pars desront et escantele ; Les trois parties en
cäirent a tere, La quarte part se tient comme arondele, En air se tient,
ne ciet ne ne cancele. Li clerc le voient, a poi d’ire ne dervent, Cascuns
tenoit sa main a sa maissele, Pleurent et crïent et font dure moleste. Dist
Synagons : « Que avés, signor mestre ? Que dist li sors ? Dites le moi,
caele ! » « Sire, » font il, « grant dolor et grant perte ! Nous vous dirons
chou que il en puet estre : Encore est vis voirement dans Guillelmes,
Dedens Provence, cele terre deserte. La est hermites dedens une capele,
En un desreube qui est grans et rubestes, La dit Guillaumes et matines
et vespres. Par lui arons et grant doel et grant perte, Mout plus, dous
sire, que n’en ot vostre ancestre ; Cent mile Turc en perderont les testes.

*47 武勲詩では、往々にして、フランス人と区別できないが、基本的には、シャルルマー
ニュやルイの帝国の臣下はフランク人で、フランス人はその一部である（彼らの帝国
は現在のドイツ・フランス・イタリアに相当した）。
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Veés cel paile qui en cel air arreste ? Par devers France a tornee sa
destre : Ce senefie que Franchois se revelent Et qu’il venront a force
sour Palerne, Prenderont vos par force et par pöeste, Si vous feront
dolereuse fin traire. Et ces trois pars qui ci gisent a terre, Ce senefie vo
honte et vo poverte, Que ja vers Frans ne porrons tenir terre. » Synagons
l’ot, a poi d’ire ne derve, Par mautalent a crollee la teste ; Le maistre
fait trebuchier jus des estres : Li cols li brise s’en espant la cervele. Dist
Synagons : « Or avés vo deserte ; De cest marciét avés rechut les erres !
Fil a putain, malvaise gent averse, Trestous vos sors ne pris une cenele !
Or passerai et les puis et les tertres, Ja mais mes cors n’avra repos ne
cesse, Jusc’avrai pris par force dant Guillelme. Nel garira ne moustiers
ne capelle Que ne le face escorchier come beste. Puis moverai envers
France tel guerre Dont il morront cent mile Franc a helmes ; A Saint
Denis coronerai ma teste. » (vv. 2909-2958 [2977-3026])

[L. 52, vv. 2977-3026] *48

IV.-2. ギヨームの捕囚

スィナゴンは家臣に国を託して言う。ギヨームをとらえて牢獄に幽
閉し、その後、フランスに攻め込み、エックス・ラ・シャペル (Aix-la-

Chapelle)*49で王冠を戴こう。かくして、スィナゴン王と一万人の異教徒
は、ギヨームをとらえるために、プロヴァンス地方に侵攻する。[L. 53, vv.

*48 この詩節は全訳した。というのも、この詩節でスィナゴンは「運命への挑戦者」とな
るからである。大気に突き刺さったかのように宙を浮く絹（他の写本に基づく Nelly
A-R の「四枚目の布切れは、フランスの方角へ向き、大気に突き刺さっ
て、落ちることも、舞うこともない。(La quarte part devers France s’adrece, En
l’air s’enbat, ne chiet ne ne chancele ;)」(vv. 2985-2986)から、あえて、表現を借り
よう）、この読み違えようのない兆候を前に、スィナゴンは、あえて、自分の運命に挑
戦する決意を固める。自らの運命を知りながらも、それに立ち向かおうとするのは、
ギリシャ悲劇以来の、典型的な悲劇の主人公の姿である（『テーベ物語』のライオスを
思い起こして欲しい）。ここを読み違えると、この後のスィナゴンは、単なる愚か者に
堕してしまう。逆に、ここを理解すれば、神々に逆らう人間、英雄の姿をスィナゴン
のうちに見ることができるだろう。

*49 現ドイツのアーヘン。シャルルマーニュの本拠地であった。
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3027-3062]

異教徒たちはプロヴァンス地方を走り回り、ついに、ギヨームの隠遁所
を見つける。スィナゴンは兵を二分し、四千人をギヨーム捕縛に向かわせ
る。彼らの指揮にあたった者たちのなかには、ギヨームに関して、正しい
予言をしたマカブランの姿もあった。[L. 54, vv. 3063-3120]

晩課を唱え終え、太い棍棒で菜園を耕していたギヨームは、斜面をよじ
登ってやってくる異教徒たちに気づく。聖母に加護を祈り、死を覚悟し
たギヨームの前に、マカブランが現れ、投降を呼びかける。最初、ギヨー
ムは、

ここには、あなたが考えているような人はおりません。私は貧乏人で、
ここに住んでいるのです。私をそっとしておけば、善行になりますよ。

Il n’est pas si, certes, con vous quidiés. Povres home sui si sui ci
herbergiés, Mout bien ferés se en pais me laissiés, (vv. 3061-3063 [3157-
3159])

ととぼけるが、マカブランの目はごまかせなかった*50。異教徒との戦い
が始まり、ギヨームはマカブランを含む多数の異教徒を、持っていた棍棒
で殺す*51。生け捕りになるくらいなら、死を選ぶ覚悟ではあったが、全
身傷だらけの上に、棍棒も折れてしまった。異教徒の間断ない攻撃に、ギ
ヨームは、疲労

こんぱい
困憊し始める。[L. 55, vv. 3121-3216]

四方から飛びかかった異教徒たちによって、ついに、地面に押さえこま
れたギヨームは、死を覚悟し、神に罪の許しを請う。異教徒たちは縛り上
げたギヨームを

しつよう
執拗にからかう。それに対し、ギヨームは、逃れることが

できたら、必ずや、スィナゴン王をひどい目に遭わせてやると叫ぶが、異
教徒たちの失笑を買うばかりである。[L. 56, vv. 3217-3281]

*50 ここでも、ギヨームが戦いを避ける努力をしていることに注意されたい。
*51 かくして、マカブランの予言は成就する。彼はスィナゴンとは異なり、自分の運命を
そのまま受け入れたのである。
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けると、ギヨーム救出軍に自ら参加し出発する。*59[L. 63, vv. 3793-3895]

それは季節の変わり目、[
かわどこ
河床に水が再び流れ込む、] 五月のことだっ

た*60。ルイは、自らが率い、指揮をとる全軍とともに、全速力で馬を駆る。
Che fu en mai que li tans renovele, [Ces douces eues en lor chanel

reperent.] Rois Löëys cevauche par pöeste, Et sa grant ost que il maine
et caele. (vv. 3749-3751 [3896-3899])

敵国に入り込むとフランス軍は、パレルヌ周辺の一帯を略奪し、荒し
回った*61。その知らせを受けて、スィナゴンは軍隊の出動を命じる。軍勢
は罪を告白し、僧侶から罪の許しを得ると

ま ち
都市の城門から出陣する*62つい

に、両軍は激突し、激しい戦闘が始まった。ギヨームは、幽閉された塔の
窓から、それを見て、神の加護を祈る。[L. 64, vv. 3896-3957]

旗頭を命じられた舵取りのランドリは、スィナゴン王を見つけるや、馬
を駆り、打ってかかる。両者は激しい一撃を交わし合い、ともに落馬する。

いったい、何者だ。お前など、マホメットに呪われれば良いのだ。お前
は私の背骨を、もう少しで、砕いてしまうところだったのだからな。

*59 『アリスカン』では、助力を求めたギヨームに対して、国王夫妻がとった態度が、正
反対のものであったこと、また、ルイ王が最後まで、援軍には参加しなかったことを
思い出して欲しい。

*60 [] 内は他の写本に基づいて編者が補った (Nelly A-R も動揺の追加を行
う)。類似の表現は武勲詩作品にしばしば現れる、『ニームの荷車隊』、『オランジュの
奪取』などを思い起こされたい。

*61 非戦闘員に対する加害・略奪行為は、当時の価値観では、まったく問題視されなかっ
た。

*62 死を目前にして、あるいは、死を覚悟して、生前の罪を告白し、赦免を得るのは、キ
リスト教の習慣である。
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に巡礼に赴く。が、異教徒に捕われてしまい、七年間獄中で過ごさねばな
らなかった。運良く身代金を払ってくれる人があったため*52、ようやく出
獄した彼は、フランスに向け出航したが、今度は、パレルヌの近くまで漂
流し、そこで、海賊に捕まってしまう。海賊は舵取りのランドリ*53とその
臣下たちをスィナゴン王に献上した。[L. 59, vv. 3402-3507]

スィナゴン王はランドリの正体を尋ねる。最初は商人の身分を装ったラ
ンドリは、しかし、スィナゴン王の危害を加えないという誓いを信じて、
自分が騎士であり、エムリの甥であることを明かす。[L. 60, vv. 3508-3571]

スィナゴン王は豪華な食事と衣服をフランス人たちに与えた後、牢獄に
ギヨームがいることを明かす。ランドリは最初王の言葉を信じず、

た ち
性質の

悪い嘘だと断じる。スィナゴンは言う。

「フランスの騎士一同、すなわち、ルイ王とその騎士たち全員、それに賞
賛に値するそなたの一族が、十万の兵―――あるいは、集められるだけの人
数の兵―――を引き連れ、この外洋の地まで戦いにやってきて、我が

ま ち
都市パ

レルヌを攻略しにやってくる、と、そなたが誓い、請け合うのなら、勇猛な
顔つきのギヨームに会わせてやろう。ギヨームに体を洗わせ、湯浴みさせ
た後、上等の服を着せ、靴をはかせてもやろう。マホメットにかけて、誓
うぞ。その後、そなたを祖国へ帰らせてもやろうではないか。*54

*52 中世には、身代金と引き換えに戦争捕虜を解放する習慣が、現実に、存在した。
*53 ランドリはれっきとした騎士である。「舵取り (le timonier)」というのは、彼の航海
にちなんだ、あだ名に過ぎない。

*54 スィナゴンのこの約束は、一見、非合理の極みである。
異教徒は、往々にして、自分に不利な条件を相手に持ちかける。たとえば、ガラフ
ル王は、ローマ陥落を目前にしながら、巨人コルソルトを倒したならば、兵を引き上
げると宣言する。また、そのコルソルト自身が、ギヨームの最初の一撃を無抵抗で受
けると宣言し、実際に、その通りにするのである。ギヨームがローマを救えたのは、
そうした異教徒たちの傲慢の罪があればこそであった（『ルイの戴冠』）。
スィナゴン王の約束は、それに一脈通じるものがあるにしても、決して同一視する
ことはできない。
すでに述べた通り、スィナゴンは「運命への挑戦者」である。マカブランの予言を

克服するためには、フランス国王ルイやギヨームとの戦いは避けては通れないのであ
る。したがって、スィナゴン王を突き動かしているものを、「傲慢」という言葉で片付
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S’or me voliés plevir et fïanchier Que le barnage de France m’amen-
riés, Roy Löëy et tous ses chevaliers, Et vo lignage qui tant fait a proi-
sier, A cent mile homes ou tant com vos porriés, Si en venissent cha
outre guerroier Et ma cité de Palerne assegier, J’ous mosterroie dant
Guillaume au vis fier ; Si le ferai et laver et baignier Et richement et
vestir et cauchier, Sour Mahomet le te voel fïanchier Si te lairai arriere
repairier ». (vv. 3470-3481 [3608-3619])

ランドリは王の言葉を信じ、王の頼みを聞き入れる。ただし、ギヨーム
の姿を見ることが、その条件であった。
王の命令により牢番がギヨームを牢から出しにやって来た。牢に流れ込
む海水を避けるための岩を寝台がわりに、ギヨームはうたた寝をしてい
た。岩にわいた何千匹ものウジ虫を殺し、くたびれていたからだ。[L. 61,

vv. 3572-3657]

寝入りばなを起こされたギヨームは、不機嫌に言う。せっかく、ランド
リの夢を見ていたのに！ 　牢番は笑い出し、それは悪魔がもたらした正
夢だと言う。ランドリがパレルヌにいると知ったギヨームは、自分が解放
される日も近いと喜ぶ。
牢には出入り口がなく、ギヨームは、ロープを使って、十五人がかりで
牢から引き上げられた。階上にあがるや、ギヨームは眠りを妨げた牢番を
殴り殺すが、大勢の異教徒に取り押さえられて、王の前に引きずり出さ
れる。
スィナゴン王から解放の条件を聞いた、ギヨームは、ランドリに運命を

託し、条件を受け入れる。王の命令により、ギヨームは獄中生活の汚れを
完全に落とし、豪華な食卓につく。一方、異教徒たちは、もはやフランス
を手に入れたも同然と喜びに沸く。

しかし、彼らは、何が、自分たちの鼻先にぶら下がっているのかを知ら
なかったのだ。*55

けることは到底できない。
*55 自分の運命を知るスィナゴン王と、楽観的に勝利を信じる「傲慢な」異教徒は際立っ
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Mes il ne sevent que lor pent a lor nés. (v. 3624 (3768))

スィナゴン王に
せ
急かされるまま、ランドリはパレルヌを後にした。

[L. 62, vv. 3658-3792]

IV.-4. フランク勢の出陣

フランスにたどりついたランドリは、早速、パリのルイのもとにかけ
つけて、ことの次第を述べる。スィナゴンの住むパレルヌを攻めねばな
らない。かの国を征服できれば、ギヨームを取り返すことができるだろ
う。だが、敗れれば、ルイは、駄馬のように荷車を

ひ
牽かされ、生きながら

にして皮を剥がれ、火に
あぶ
炙られることになるだろう。だが、王はギヨーム

を救わねばならない。ギヨームこそが、王冠を奪おうとしたエルナイス
(Hernaïs) を殺し、正当な王位継承者であるルイの頭上に王冠を戴かせた
のだから*56。そう主張するランドリに対し、ルイ王は言う

「ギヨーム殿のためとあれば、進んで我が身を危難にさらそう。」すると、
かんばせ
顔 美しい王妃ブランシュフルールは言う。「気高き陛下。神があなたの
ことを御覧になりますように。」

« Pour dant Guillaume me metrai en escil ». Dist la röine Blancheflor
au cler vis : « Dieus le te mire, empereres gentis. » (vv. 3718-3720 [3864-
3866])

ルイは、サンリス (Senliz)*57の司教とダンマルタン*58の領主に、国を預

た対照をなしている。
*56 『ルイの戴冠』を参照
*57 実在の地名：フランス北部，オワーズ (Oise)県の都市で、中世にはパリ王領地帯の一
部として栄えた。

*58 実在の地名：現ダンマルタン＝アン＝ゴエル (Dammartin-en-Goële)；セーヌ＝エ＝
マルヌ (Seine-et-Marne)県の町。
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父、マルタマ (Martamas)は、続けざまに、十二人のキリスト教徒を討ち
取り、スィナゴンの勝利を断言するが、サンスの大司教レニエは、この異
教徒随一の

も さ
猛者を果敢に、一刀のもとに斬り捨てる。[L. 73, vv. 4436-4481]

叔父を殺されたスィナゴンは、大いに悲憤し、ルイ王の甥を殺す。王は
モン・ジョワと

とき
閧の声を叫び、敵中に身を投じる*67。旗頭をつとめる舵取

りのランドリは、真っ先に、ルイ王の後に続く。

[あなたがその場に居合わせたならば、大激戦をご覧になったことでしょ
う。かくも多くの槍や、獅子の描かれた盾が砕ける様子を、砂地の上に死
体が折り重なって倒れる有様を、かくも多数の騎士が死んで鞍から転がり
落ちるさまを、心臓や

はらわた
腸 が砂地に散らばる様相を、ご覧になったことで

しょう。*68]兜のうえに振り下ろされた剣が、轟音をあげ、優に一里を隔て
た場所からでも、その音を聞き取ることができたほどでした。兜が割れ、
棍棒が砕け、人が真っ逆さまに馬から落ち、生首が跳び、足が、そして、手
が跳んだのです。あまりにも、多くの人々が

たお
斃れたため、ただただ、驚く

ほかありませんでした。
[la ueissiez fort estor de randon Tante anste fraindre tant escu a lion

Lun mort sor lautre uerser sor le sablon Tant ch’r chaoir mort de larcon
Cuers et boeles uoler par le sablon] Espees font sor elmes tel tenchon
Demie lieue öir le pëust on ; Froissent ces lances, depiecent cil baston,
Home trebucent les gambes contremont, Volent ces testes et cil pié et
cil poing, Tant en ciet, n’est se merveille non. (vv. 4270-4275 [4517-4528])

あまりの激戦に異教徒は弱音を吐き始めたが、フランス人たちはモン・
ジョワを叫び、意気盛んである。舵取りのランドリは、彼らの士気をいっ
そう鼓舞し、ギヨームの解放を訴える。[L. 74, vv. 4482-4547]

劣勢に立たされたスィナゴン王は、このままでは持ちこたえられないと
見ると、パレルヌ市中の戦力をかき集めるように命じた。すると、

ま ち
都市の

守りが手薄になったのに乗じて、ギヨームは、幽閉された塔からの脱出を

*67 ルイ王の意外な一面である。敵に襲われ、天幕の中を腹這いで逃げ惑った時のような
腰抜けぶりは（『ルイの戴冠』）、本作品中では見られない。

*68 Nelly A-Rに従い、他の写本より補足した。
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Qui es tu ? va, Mahoumet te maldie ! Petit s’en faut ne m’as brisié
l’eskine. (vv. 3830-3831 [3987-3988])

私はランドリだ。神様が私を祝福下さるのと同じくらい確かなことだ
が、私はお前との約束を果たしたぞ。

Jou sui Landris, se Dieus me benëie. Envers vous ai ma foi bien
aquitie (vv. 3833-3834 [3990-3991])

両者は再び激しく斬りつけ合うが、両者の味方がかけつけ、二人に馬を
与えると、大乱戦になる。だが、スィナゴン王の采配で、優位に立った異
教徒軍は、フランス勢に退却を余儀なくさせる。それを見たルイはフラン
ス軍に

げき
檄を飛ばし、塔の中に哀れな身なりをしたギヨームを見かけたと言

う。それを聞いたフランス勢は、ギヨームへの愛情のゆえに、反撃を開始
する。[L. 65, vv. 3958-4049]

乱戦のさなか、シャンパーニュ伯アンリ (Henri)は叫ぶ。

モンジュワ！ 　聖パウロよ、我らを助けたまえ。フランス勢よ、戦え。
正義は我々のもとにあるのだから！

Crie : « Monjoie ! or nous aidiés, sains Pols ! Ferés Franchois, car li
drois en est nos ; (vv. 3892-3893 [4060-4061])

一方、スィナゴンもルイをとらえたら、首に縄をつけて引きずり回し、
ついでに、ギヨームも縛り首にしてやると言い放つ。[L. 66, vv. 4050-4072]

戦闘はますます激しさを増した。とりわけ活躍の目立つのは舵取りの
ランドリであった。ついに、スィナゴンは、フランス勢の猛攻に耐えきれ
ず、パレルヌ市中に軍勢を引き上げる。城内でスィナゴンは、ギヨームを
自分の前に引き連れてくるように命じる。[L. 67, vv. 4073-4121]

スィナゴンはギヨームに、キリスト教を捨て、テルヴァガン (Tervagan)

やマゴン (Magon)*63を信じるように求める。そうすれば、妹を妻として与

*63 異教徒の神々のうちの二人である。実際のイスラム教はキリスト教以上に厳密な一神
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え、自分の領土の共同統治者にしてやろうと言うのだ。また、共に戦えば、
一年もしないうちに、フランスを手中に収めることができるぞ、とも言う。
さらに、従わねば、縛り首にするぞと脅しかけもする。だが、ギヨームは
その誘惑を断固としてはねのける。一方、ルイも、スィナゴンにギヨーム
を解放させ、異教を捨てさせようと、使者を立てる。[L. 68, vv. 4122-4171]

使節が伝えたルイの要求を、スィナゴンは撥ね付け、復活祭までには、
パリで王冠を戴き、フランス全土を我が者としてやると、言い放つ。[L. 69,

vv. 4172-4207]

帰還した使節から、スィナゴンの
かたくな
頑 な態度を知ったルイは、舵取りの

ランドリに命じて、全軍に武装させる。かくして、激戦が始まった。フラ
ンク勢はパレルヌ市の城壁を崩しにかかり、市内の異教徒はそれを防ごう
と弓や

おおゆみ
弩 を

い か
射掛ける。

ま ち
都市の周りに巡らされた

ほり
壕は、フランク勢の死体

に埋め尽くされる。この激戦を塔の窓から見ていたギヨームは、自分が戦
闘に参加できないことを大いに嘆く。[L. 70, vv. 4208-4278]

IV.-5. 最後の戦闘

城壁の攻防は続く。スィナゴン王は強気で、パリで自分が王冠を戴くこ
とを断言してやまない。ギヨームの挑発的な言動には、顔色は変えるもの
の、彼に危害を加えようとはしない。

[城攻めは大規模で、長々と続いた。*64]六ヶ月の間、皇帝ルイは、城攻め
を続けたのだった。

[Grans fu li sieges, ml’t ot longe duree] Sis mois i fu Löëys l’enperere :
(vv. 4115 [4324-4325])

ついにパレルヌ市中では糧食が尽き始める。[L. 71, vv. 4279-4336]

教である。
*64 他の写本より編者が補った詩行である。Nelly A-Rの追加に従った。
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餓えた家来たちの求めに応じて、スィナゴンはギヨームに和解を持ちか
ける。彼を牢獄から解放するので、大人しくフランスに帰ってくれという
のだ。だが、従わねば縛り首だという強硬なスィナゴン王の言葉にも拘
わらず、ギヨームは和解を断固拒絶する。追いつめられた異教徒たちは、
ま ち
都市を出て、総攻撃をかける。
四倍もの敵を眼前に、フランス勢は消沈する。塔の窓から、様子を見て
いたギヨームも、なんとか外で戦いたいが、厳重な監視下にあり、思うに
任せない。しかし、この不利な状況の中、サンス (Sens)*65のレニエ大司教
は、軍勢を鼓舞して言う。

[神のため、落胆はそこそこにしておかれよ。あの異教徒たちに、最初の
一撃を食らわせた者は、間違いなく、天国に住処を得ることができるでは
ないか。そなたたちの罪の

ゆる
赦しも、簡単に、得ることができよう。罪の赦

しは剣を振るって得るものじゃ。そうとなれば、神のお気に召せば、この
私こそが、一番乗りで、敵に斬りつけて進ぜよう。*66]

[Pour dieu fait il naies soing desmaier Qui asprement ferra sor les
paiens En paradis sera bien herbergies De uos mesfais iert li pardons
legiers La penitance iert as grans cos paier Et se dieu plaist iou i ferrai
premier] (vv. 4192 [4419-4424])

フランク勢から
かっさい
喝采を浴びた大司教は、舵取りのランドリとともに、最

前線で指揮をとる。今や、異教徒とキリスト教徒の衝突は、間近となっ
た。[L. 72, vv. 4337-4435]

ついに両軍は衝突し、激しい戦闘が繰り広げられる。スィナゴンの叔

*65 実在の地名：フランス中東部，ヨーヌ (Yonne)県の町。

*66 Nelly A-R に基づく、他の写本からの追加。このタカ派の大司教は、ほ
ぼ、間違いなく、『ロランの歌』のテュルパンを下敷きにしている。
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V. イゾレ王のパリ攻略（第 79- 詩節：第 4921-
詩行）

V.-1. ルイの危機とギヨームの探索

フランスに戻ったルイはパリやシャルトル (Chartres)*74に滞在し、平和
を謳歌していた。しかし、それは長続きしなかった。スィナゴン王の甥、
イゾレ (Yzoré)は、叔父の敗退と戦死を知り、フランスへの出兵を決意し
たからだ。[L. 79, vv. 4921-4976]

兵を集めるとイゾレはフランスに侵入し、一路パリに向かった。

今皆さんが御聞きになっている時代には、大地は現在ほど、多くの人に
満ちてはおりませんでしたし、多くのものもありませんした。今ほど

じ し ょ
地所

もなければ、
やかた
館も

ま ち
都市もありませんでした。人々は、宿をとることので

きるような、通りも館も、
ま ち
都市も見つけることができないまま、まるまる

十里も十五里も旅を続けたものでした。その頃には、パリも、とても小さ
かったのです。*75

A icel tens que vous ci m’öés dire, N’ert pas la tere de gens si
raemplie, Come ele est ore, ne si bien gaaignie, Ne tant n’en ot de
riches manandies Ne de castiaus, ne de cités garnies. On errast bien
dis grans lieues ou quinse, C’on ne trovast bourc, ne castel, ne vile Ou

*74 実在の地名：オルレアン (Orléans) 地方、ウール-エ-ロワール (Eure-et-Loir) 県の県
庁所在地。

*75 この記述は物語の流れから見ると、非常に唐突で場違いな印象を与えるが、当時の
人々の「変化」に対する考え方をかいま見るヒントになるので、あえて、引用した。
中世の人々が、人間の進歩や社会の変化というものを意識しなかったとする歴史観が、
どれほど歪んだものであるかを、上のくだりは十分に示している。
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はかる。まず、手近にあった武具で武装し、手には
なぎなた
長刀槍*69を持った。そ

して、衛兵に扉を開けるよう求めるが、拒否されると、扉を
かんぬき
閂 もろとも

破壊して塔を脱出したのだ。
居合わせた異教徒たちは、最初、ギヨームの行く手を

阻もうとするが、彼の
たけだけ
猛々しい反撃を前に逃げ惑うほかな

い。ついに、ギヨームは
ま ち
都市の城門を守っていたカイノー

(Cäynaus)王を殺すと、その盾と軍馬を奪い、
ま ち
都市の外へと

駆け出した。その姿を見た異教徒たちは、ギヨームをカイ
ノー王と取り違えて、歓声をあげる。[L. 75, vv. 4548-4709]

ギヨームがが片端から仲間を殺し始めると、異教徒たち
はパニックに陥る。「カイノー王は我々にたいそうご立腹
だ。(Trop est vers nous roi Cäynaus irais.) (v. 4423 [4720])」*70。
だが、スィナゴンがいち早く、その正体を見抜き、異教徒たちの体勢を立
て直す。そして、ギヨームに言う。

お前を縛り首にしなかったことが残念だ。［中略］今や、私が後悔する時
がやってきたのだ。*71

*69 長刀槍 (guisarme)：12世紀頃用いられるようになった歩兵の武器で、馬の膝を切っ
たり、武具の鋼板の隙間に突き入れて用いた。上図はその切っ先部分の拡大図である。
[参考文献] Claude F, Armement médiéval, ISBN2904365400, Desclée de Brou-
wer, coll. “Rempart”, 2005
[図版出典] E. V--D, Dictionnaire raissoné du mobilier français de l’époque
carlovingienne à la Renaissance, Gründ et Maguet, Paris, 18 ? ?, tome 5, p. 493

*70 『アリスカン』に類似のエピソードがある。アエロフルの武具を着たギヨームの振る
舞いを見て、異教徒たちは「お怒りじゃ。我々はあの方をひどく怒らせてしまったの
だ (Corrociez est, mout l’avons fet irer)。」(v. 2102)と口々に言い合うのである。

*71 運命への挑戦者スィナゴンが、敗北を認めた瞬間である。彼はこれまで、何度も、ギ
ヨームを縛り首にするぞ脅してきたが、それを実行しようとはしなかった。それは、
ギヨームを生かしたままフランスを征服しなければ、「ギヨームに殺される」という
予言を、十二分に克服したことにはならないからである。ギヨームを殺すということ
は、「ギヨームに殺される」運命を恐れたということに他ならず、それでは、「お前た
ちの占いなど、

け し

芥子粒ほどにも値打ちも認めてやるものか」と占い師たちに述べた言
葉が、嘘になってしまうのである。
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Forment me poise que jou pendu ne t’ai ... Or vient li termes que
m’en repentirai. (v. 4435 [4733], v. v. 4439 [4736])

ギヨーム侯は言う。「スィナゴンよ。もはやこれまでだ。お前は私を牢
獄に入れ、ひどい

はずかし
辱 めを与えたが、命長らえることができるならば、十

分にその代償を支払わせてやるぞ。聖ジェルヴェへの信仰心にかけて、私
はお前に挑戦する。力の及ぶ限り、異教徒に敵対するぞ。」[スィナゴンは
言う。「ギヨームよ、それは十分に心得ておる。」*72]

Dist li marchis : « Synagons, n’en puis mais. En ta prison me fëis tu
grant lait : Se jou vif longes, je le te renderai ; Jou te desfi, foi que doi
saint Gervais, Tant com je vive, n’avras un jor de pais. Che sache sans
doutanche. [dist sinagons guill’ bien le sai] (vv. 4444-4449 [4743-4748])

[L. 76, vv. 4710-4748]

スィナゴンの命令により、百五十人以上もの異教徒がギヨームめがけ
て、槍を投げ、弓を射掛ける。軍馬は殺され、全身傷だらけになるも、伯
は激しく反撃し、三〇名以上の敵を倒し、モン・ジョワを叫ぶ。その声を
聞きつけたルイ以下、フランク勢はギヨームのもとに駆けつける。ランド
リは一人の異教徒を殺して軍馬を奪い、それをギヨームに与える。[L. 77,

vv. 4749-4797]

再会の喜びもそこそこに、ルイ、ランドリ、ギヨームは敵に大攻勢をし
かける。ランドリは最初スィナゴンによって、馬から突き落とされるが、
新しい軍馬を調達すると、スィナゴンに再び戦いを仕掛ける。

スィナゴン王の方が、先に、彼に斬りつけたが、槍は砕け、破片が飛び
散った。「舵取り」は力任せに斬りつけ、盾を貫き、鎖帷子を破り、相手の
体中深くに、太い槍を突き入れ、刃先を背骨の中央から突き出させた。そ

なお、写本が手元にないので断言はできないが、Nelly A-R の ? ... ge
perdu ne ... ? (4733)の perduは penduの誤植と考えるべきだろう。

*72 Nelly A-Rに従い、他の写本より補った詩行。
ここでの、スィナゴンの言葉は意味深い。彼が知っているのは、ギヨームが異教徒
に敵意を持ち続けることではなく、ギヨームに殺されることなのである。
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して、肝臓も肺臓もまっ二つに切り裂くや、アラビア産の軍馬から、死ん
だ王を突き落としたのだ。*73

Rois Synagons premerains le feri, Sa lance brise, s’en volent li esclis ;
Li timoniers le fiert par tel äir, L’escu li perce, l’auberc li desmenti,
Parmi le cors son roit espiel li mist, Par l’eskinee en fist le fer issir, Foie
et poumon li a trencié parmi ; Mort le trebuche del destrier arabi. (vv.
4533-4540 [4833-4841])

主を失った異教徒の軍勢は総崩れとなり、フランク勢は、彼らを大量
さつりく
殺戮し、パレルヌ市を手中に収めた。その夜、戦勝の祝宴が盛大に行われ
た。その席で、ルイはギヨームにパリまで同行するように求めるが、ギ
ヨームは固辞する。
翌朝、誰がパレルヌを治めるべきかと、王が尋ねると、フランス人たち
は叫ぶ。

舵取りのランドリです。彼なら都市まちをしっかり治めるでしょう。選
り抜きの

つわもの
兵 ですから。

Li timoniers Landris ! Bien le tenra, car vassaus est eslis. (vv. 4596-4597
[4901-4902])

かくして、ランドリはパレルヌに残り、ルイはフランスはサン・ドニへ
と帰って行き、ギヨームは一路プロヴァンスの隠遁所に向かったのだっ
た。[L. 78, vv. 4798-4920]

*73 ランドリに殺されることで、スィナゴン王は、ほんの僅かではあるが、運命を変える
ことに成功した。ギヨームの時代が終わりつつあり、次世代の若者が騎士として大成
しつつあることを、この出来事は象徴しているが、それと同時に、「運命の挑戦者」に
ささやかな華を添えてもいるのである。
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なことがあれば、世界をお造りになった神が、どうか、私の魂を迎え入れ
てくださいますように。

Rois Löëys au grant besoing m’aida, Mes cors pour lui tous s’aban-
donera ; Et se jou muir, Dieus, qui le mont forma, Le mien espir, se lui
plaist, rechevra. (vv. 5263-5265 [5543-5546])

修道院長はギヨームに同情してため息をつく。[L. 86, vv. 5481-5547]

ギヨーム殿よ、修道院長は言った。あなたがここをお発ちになることは
わかりました。あなたの武具一切と馬を御返ししましょう。あなたを神の
ご加護にゆだねます。が、少し食事をとっていきなされ。その後で、お発
ちになればよい。*77

« Sire, » dist l’abes, « bien voi vous en irés, Toutes vos armes et vo
ceval ravrés, A Damedieu soit vos comandés. Mangiés un poi, et après
en irés. » (vv. 5266-5268 [5548-5551])

食事の後、院長はギヨームに預かっていた武具や軍馬を返す。軍馬は石
を運ぶ荷馬に使われていたため、やつれ果てていたが、主人を見分け、元
気を取り戻す。院長は、手勢として、武装した従僕二十名を提供しようと
するが、断られると、今度は二十マルクの銀を与える。ギヨームは感謝し
て、それを受け取り、修道院を後にする。

ここで、ギヨームのことは、しばし、捨て置いて、ルイのことを話しま
しょう。

Un poi lairai ci de Guillaume ester, Si vous vaudrai de L ? ?y conter,
(vv. 5353-5354 [5633-5634])

イゾレはパリの城門の前にやって来て、キリスト教を捨て、異教を信じ
よと、さもなければ、ルイ王以下フランス人たち全員に

むご
惨い死を与えるぞ

*77 微笑を誘わざるを得ない台詞である。ここでは、ギヨームが修道院に戻るのではない
かという院長の恐れが如実にあらわれている。しかし、一方で、食事に誘うというこ
とは、彼にも、良心の

やま

疾しさや、同情心があることを、よく示している。つまるとこ
ろ、修道院長は決して悪人ではないが、ギヨームのような桁外れの人間と突き合う度
胸は持ち合わせていないのである。
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on pëust prendre herbergerie ; Paris estoit a cel jour mout petite. (vv.
4682-4690 [4984-4992])

イゾレは行く手にある
ま ち
都市や村を略奪しつつ、パリに向かって進軍す

る。知らせを受けたルイは言う。

ああ、ギヨームよ、勇猛な顔つきの気高い男よ。今、ここに、そなたが
いたなら、しっかりと、この問題の片を付け、この戦争を終わらせてくれ
ただろうに。だが、神が私をご祝福くださると同じくらい確実に思うのだ
が、親愛にして大切な男よ、そなたは、隠遁所で死んでしまったのだろう。
二度とそなたの助力を得ることはできないだろう。神が自らの住処にそな
たの魂をお迎えくださいますように。

Ahi ! Guillaumes, frans hom, chiere hardie, S’or fussiés ci, bien fust
l’oevre acomplie, Tost ëussiés ceste guerre finie, Mais jou quit bien, se
Dieus me benëie, Qu’en l’ermitage estes mors, biaus dos sire. Ja mais
de vous nen averai äie, Dieus ait vostre ame en sa herbergerie. » (vv.
4725-4731 [5027-5033])

ルイはイゾレを恐れ涙を流すも、味方の軍勢を集め、イゾレの軍勢を迎
え撃つために、パリの城壁の外へ繰り出す。[L. 80, vv. 4977-5061]

獅子より勇猛なルイ王以下、フランス勢は拍車をかけて城壁の外へ出
た。それに対して、異教徒の軍勢三万が襲いかかり、激しい戦闘が繰り広
げられる。が、異教徒勢の兵力は圧倒的だった。苦戦を強いられたフラン
ス勢は、パリの城壁内に引き返し、

ろうじょう
籠城せざるをえなくなる。[L. 81, vv.

5062-5115]

イゾレ王はパリの周囲に厳重な包囲網を敷き、毎日、攻撃を加えてきた
ので、フランス人たちは外に出ることもできなかった。追いつめられたル
イは、ギヨーム探索のために、使者として、オーヴェルニュ (Auvergne)*76の
アンセイス (Anseïs) を派遣することにする。アンセイスはその役目を引

*76 実在の地名：クレルモン＝フェラン (Clermont-Ferrand)を中心地とし、フランス中
央部をしめる地域。
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き受けたものの、ルイに
かんげん
諫言する。すなわち、今回のような悲惨なことが

起こったのは、ルイ王が、有能な人間を遠ざけ、
あゆついしょう
阿諛追従の

やから
輩ばかりを

身辺に集めたからだと言うのだ。ルイは自分の落ち度を認め、左遷された
者たちの復権を約束する。
さて、アンセイスはギヨーム探索に出発し、各地を尋ね回った。一年間
後、何の手がかりも得られぬまま、パリに向けて引き返しはじめた彼は、
偶然、プロヴァンスで、ギヨームの隠遁所に行き当たる。一夜の宿を求め
るアンセイスをギヨームは快く迎え入れる。[L. 82, vv. 5116-5237]

ルイがパリに
ろうじょう
籠城中だが、もう長くは持ちこたえられないであろうか

ら、ギヨーム探索をあきらめてパリに引き返すところだ。そう言って、悲
しみに浸るアンセイスにギヨームは言う。

友よ、親愛なる兄弟よ。悲しみは捨て置かれよ。というのも、悲しみに
は一銭の値打ちもないからだ。ギヨームは死んだ。確かにその通りだと、
私は思う。栄えあるイエスがルイを御助けくださいますように。

« Amis, biaus frere, le dolouser laissiés, Car dieus a faire ne vaut
mie un denier. Mors est Guillaumes, ensi le quit jou bien : Li rois de
gloire puist Löëy aidier. (vv. 4987-4989 [5271-5274])

しかし、ギヨーム自身見覚えのあるアンセイスを前に涙を流さざるを得
ない。
ギヨームは気晴らしにとアンセイスを庭に誘い出すと、奇妙な行動をと

り始める。すなわち、バラやユリといった美しい花を咲かせる木々を、こ
とごとく引き抜いてしまい、かわりに、イバラやアザミといった雑木・雑
草のたぐいを植えたのだ。棍棒をもって作業するギヨームを恐れたアンセ
イスは、こうした破壊作業の理由を尋ねることもできなかった。
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翌日、隠遁所を出発したアンセイスは、ひたすらパリに向かい、ついに、
ルイ王の前に、姿を現す。[L. 83, vv. 5238-5346]

アンセイスはギヨームをまるまる一年休むことなく探し続けたこと
を述べた後、プロヴァンスで出会った隠者と、彼が庭でとった奇妙な行
動についても、報告する。そして、ギヨームが死んでしまった以上、彼
らからの助力は得られないと、話を締めくくる。だが、それを聞いてい
た、百歳を超える長老は、頭を振り、言う。「我が白髪まじりの髭にか
けて言うが、アンセイスが言う大男の隠者こそがギヨームじゃ。(Li grans

hermites qu’Ansëys vet nomant, Ce fu Guillaumes, par mon ghernon ferrant)

(vv. 5119-5120 [5398-5399])」ルイが優秀な人材を遠ざけ、嘘や陰口ばかりを
言っている者たちを引き立てたことこそが、今回の苦境の遠因だとギヨー
ムは言おうとしているのだ。そう、長老が言うと、ルイは自分の誤りを認
めざるをえない。[L. 84, vv. 5347-5434]

V.-2. ギヨームの出陣

一方、隠遁所のギヨームは窮状のルイに同情し、イゾレ王への苛立を抑
えきれない。ルイを助けるため、隠遁所を出る決意をした彼は、庵のそば
の小屋の太く頑丈な柱で腕試しをする。柱は三つに砕け、小屋は崩れ落ち
る。ギヨームは、これが最後の戦いと、心に決めて、隠遁所を後にする。
[L. 85, vv. 5435-5480]

ギヨームが最初に向かったのは、アニアヌの修道院だった。院長を始め
修道僧たちは、ギヨームが帰って来たことに当惑しつつも、彼を迎え入れ
る。ギヨームは、パリでルイ王が異教徒に包囲され苦境にあることを述べ
た後で、こういう。

ルイ王は、本当に助けが必要なあの時に、私を助けてくれました。そう
であれば、我が身も彼のために全て捧げましょう。そして、私が死ぬよう
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をしますから。
« Ne sui pas leres, frere, se Dieus m’aït, Ne ne te puet de moi nus max

venir. Soldoiers sui d’un estrange païs, Pour ceste guerre estoie venuz
chi. Mais jou ne puis entrer dedens Paris ; Herberge moi, se te plaist,
avoec ti. Encor t’estra bien rendu, se jou vif. » (vv. 5696-5702 [5971-5976])

ベルナールは「即座に扉を開けた (tantost son huis ovri) (v. 5977)」が、ギ
ヨームの巨大な

た い く
体躯を見て、腰を抜かして驚く。*79[L. 92, vv. 5934-5990]

ベルナールは、恐れをなして、一言も発することのできないでいたが、
ギヨームが悪意のないことを保証すると、家が小さすぎることを指摘す
る。すると、ギヨームは神に祈り、屋根を持ち上げると館は高さを増し、
四方に広さを増した。その中には、ベルナールとギヨームはもちろん、ギ
ヨームの軍馬さえも入ることができるようになったのである。しかし、屋
内にあるのは僅かばかりの貧しい調度品ばかりであった。ベルナールは戦
争により妻も子も、財産も失ってしまったのだ。今では、

たきぎ
薪を拾って、そ

れを売り、なんとか生活していた。
ギヨームが武装を解くのを手伝いながら、ベルナールは、大きな軍馬が

*79 前詩節のルイの態度と、ベルナールの態度の差に注目してほしい。正体のわからない
ギヨームを市中に入れようとしないルイの態度は、一見、合理的で、やむを得ない態
度に見える。しかし、見張り番の取りなしの言葉を聞いても、ルイは

かたくな

頑 に態度を変
えようとしなかった。一方、ベルナールも、最初ギヨームを強盗を取り違えて扉を開
こうとしない。しかし、ギヨームが宿を求めていると知るや、「即座に扉を開く」。助
けを求める者の言葉を信じて、助けの手を差し伸べたのである。
第九十詩節でギヨームは「この国の人々は、貧しい心が原因で、駄目になってし
まったのです」と門番に言う。しかし、ベルナールは気高い心を持ち続けた。それこ
そが、ギヨームに隠遁所への引き上げを思いとどまらせた理由である。

Nelly A-Rは、ギヨームがベルナールの住処を見つける直前の第 5938
詩行 (Wilhelm C v. 5663) に、「意味の整合のために不可欠」だとして、Li
quens G. a tost son tor repris（ギヨーム伯は再び踵を返した）という一文を他の写本
から補っている。つまり、ギヨームがいったん踵を返してパリから隠遁所に帰ろうと
したが、もう一度踵を返して、戻って来たと言うのである。しかし、この一文は、前
後の文脈から見て不自然すぎるうえに、ギヨームの心変わりの理由を全く説明できな
くしてしまう。これが、本要約で、問題の一文を考慮から除外した理由である。
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と脅す。市内のフランス人たちはギヨームがその場にいないことを嘆く。
しかし、ルイは、「このような恥辱を耐え忍ぶよりは、死んだ方がましだ
(Mieus voel morir que tel honte endurer.) (v. 5381 [5662])」と言って、全軍に
武装を命じる。
城門が開きフランス軍が出て来たのを見て、最初、イゾレは、相手が降

伏しにきたのだと勘違いするが、すぐにも、激戦が始まる。フランス勢は
善戦し、一定の戦果をあげると、食料品をはじめとする戦利品を携えて
城壁の向こうに消えた。イゾレは大いに悔しがり、手紙を書いて、更なる
大軍勢を援軍として呼び寄せようとする。だが、その援軍が到着する前
に、異教徒は皆殺しにされ、イゾレは首をはねられることなろう。[L. 87,

vv. 5548-5734]

ギヨームは一路パリへと馬を駆る。イゾレだけを倒したら、パリの解放
を待たずして、隠遁所に帰り、二度と武具を身につけない心づもりであっ
た。[L. 88, vv. 5735-5756]

V.-3. パリ城門の見張り番

ギヨームはルイの身を案じ、涙を流しながら、馬を駆る。そして、とあ
る日曜日、ついにパリに到着した。が、市中に入ることはできないだろ
う。[L. 89, vv. 5757-5771]

パリ市内では国王ルイをはじめ、多くの者たちが、ギヨームを懐かし
む。彼さえいれば、イゾレ王など簡単に追い払えたものを。いや、そもそ
も、イゾレ王も、パリ攻略などという大それた計画を立てなかったに違い
ない。そんなふうに口々に言う人々は、しかし、当のギヨームがパリ城門
の前に来ていることを全く知らなかったのである。
ギヨームは城壁の上の見張り番に、本名を伏せ、よその国からきた

ようへい
傭兵

だと名乗って市内に入れてくれるよう頼む。だが、見張り番は彼を見く
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びって、取り合わない。ギヨームは言う。

兄弟よ、耳を傾けて良く御聞きなさい。貧しい者を馬鹿にしてはなりま
せん。とても良く戦うすべを心得ている者は、財産やお金については、貧
しいものなのです。人の心は百リーブルの純金よりも価値があります。な
ぜなら、心正しい人は千人の勇気をかき立てますが、心悪しき人は千人の
意気を

そ
削ぐからです。多くの国々が、貧しい心が原因で、荒廃してしまっ

たのです。
Frere, entendés si m’oiés : On ne doit mie le povre home avillier, Car

tels est povres d’avor et de deniers Qui trés bien set ferir et caploier. Li
cuers d’un home vaut cent livres d’or mier, Car uns preudom en fait
mil rehaitier Et uns mauvais en fait mil trebucier, Par povres cuers sont
gasté maint regnié. (vv. 5556-5563 [5838-5845])

しかし、門を開けてくれというギヨームの再三の願いを見張り番は退
け、次のように言う。

この脇の、大きな城壁のそばに、古い荒れた壕がある。そこに、毎日薪
を市場に運んで（生計を立てる）一人の貧しい男が住んでいる。

まちなか
町中で住

むことができないので、その場所に貧しい家を建てたのだ。貧しい者たち
は、飲み物も食べ物も持っていないから、皆、

ま ち
都市から追い出されのだ。

男の一族は、殺されたり、死んだり、病死して、すっかり、人数が減って
しまったのだが、男だけは、あの壕の中に身を隠したのだ。*78

Ichi d’encoste, delés cest mur plenier, A un fossé qui gasté est et
viés ; Uns povres hom est iluec herbergiés Qui porte buisce toute jor
au marchié. Un povre ostel a ilueques drechié, Car ne puet estre cha
dedens herbergiés : Les povres gens sont de chaiens cachié, Por ce qu’il
n’orent a boire n’a mangier. Ci parent sont forment amenuisié, Afolé
sont et mort et mehaignié ; Mais cil est la en cel fossé muciés. (vv.
5583-5593 [5865-5872])

*78 先のギヨームの台詞と対照をなしている。
本来、キリスト教徒の

ま ち

都市が異教徒の侵略されるのを、神が許すはずはない。なの
に、侵略が起こるのは、何か神の意にそぐわないことを、キリスト教徒がしでかした
からである。その最たるものが、ルイの悪政なのである。優秀な人物を左遷したり、
おべっか遣いを重用したりするのと同様、貧しい人を虐げるのも、王にはあるまじき
行為である。
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その男のところへ身を寄せに行けと言われ、ギヨームは怒りだし、自分
の国に帰ると言い出す。見張り番は同情して、ルイにとりなしてやること
にする。[L. 90, vv. 5772-5892]

見張り番から報告を受けたルイは言う。「見知らぬ、身分も名前もわか
らない人間が、中に入ってこないようにしっかり見張りをしろ。(Garde

trés bien que chaiens ne viegne hom, se tu ne sés et son estre et son non ;) (vv.

5628-5629 [5905-5906])」見張り番は言う。

「あなたのお気に召す通りにいたしますが、あの気高い男を今晩だけでも
野原で寝かせるのは、罪でしょうし、大いに心が痛みます。すぐにも自分
の国に引き返してしまい、二度とあなたのもとに戻ってこないように思う
のですが。」

« Vostre plaisir feron, Mais chou sera et pecié et dolors Se as camp
gist anuit mais cis frans hom. Or s’en rira arriere en son roion, Ja mais,
jou quit, ne revenra a vous. » (vv. 5635-5639 [5912-5916])

しかし、王はその言葉を意に介さない。引き返して来た見張り番から、
王の態度を知ると、ギヨームはその場を立ち去る。[L. 91, vv. 5893-5933]

V.-4. 壕のベルナール

隠遁所に引き返そうと思っていたギヨームは、見張り番が言っていた貧
しい男、壕のベルナール (Bernard del Fossé)の住処を見つける。彼はその
家の小さいことに驚きながらも、その扉をノックして、一夜の宿を求める。
最初強盗がやってきたと思ったベルナールは扉を開くのを拒む。ギヨーム
は言う。

神様が私を御助けくださるのと同じくらい確かなことに、私は強盗で
はありません。私が原因で、あなたに、どんな悪いことも降りかかりはし
ません。私はよその国から来た傭兵で、この戦争に加わるために、ここに
やって来たのです。ところが、パリ市中に入れずにいるのです。どうか、
あなたのもとで一夜の宿を取らせてください。命ある限り、十分なお返し
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かし、攻撃がそれた。イゾレはその
た ち す じ
太刀筋を見て、相手がギヨームの一族

の一人だと確信する。
見張り番が見守る中、ギヨームとイゾレは激しい一撃を交わし合う。[L.

96, vv. 6345-6412]

イゾレ王は切れ味鋭い斧を握って、ギヨームの方に駆け寄ると、輝く兜
に斬りつけようとした。ギヨームは素早く身を運び、先に、イゾレ王に斬
りつけた。退きながら、一撃を加え、相手の首筋に

やいば
刃を潜らせて、鎖を

つづ
綴った鎖

かたびら
帷子を切り裂いた。いかなる防具も、手袋一枚の値打ちもなかっ

た。子供相手のように、イゾレ王の首を切り落とし、それから、輝く兜も
ろとも、生首をとった。そして、それ以上のものを持ち去ろうとは、全く
しなかった。血だらけの体の方は、傍らに転がった大きな斧と共に、その
場に残して行ったのだ。

Rois Ysorés tint la hace trenchant, Vers dant Guillaume est venus
tost corant, Ferir le quide sour son hiaume luisant. Li quens se haste
si le feri avant, A l’escremie li doune en retraiant, Ens el caon li a assis
le branc, Les mailles trence del auberc jaserant, Ainc arme nule ne li
valut u gant, Le col li trance ausi con d’un enfant. Puis prent la teste
a tout l’elme luisant, Ainc n’en vaut plus porter ne tant ne quant. Le
cors laissa a tere tout sanglant Et sa grant hace encoste lui gisant. (vv.
6153-6165 [6413-6424])

王を殺せば、家来たちは無力だ。後はルイたちが片付けるだろう。神に
感謝しつつ、ギヨームはその場を立ち去った。
ベルナールのもとに帰って来たギヨームは、馬を降りようとせず、イゾ
レの生首を彼に手渡す。残った敵の掃討が終われば、誰がイゾレを殺し
たのかが、必ずや問題になる。誰が名乗りを上げようとも、生首を差し出
して、その嘘つきを論破せよ。ただし、誰がイゾレを殺したのかは明かし
てはならない。そうギヨームが命じると、ベルナールは、ルイが、自分に
真実を話させるために、拷問に訴えるかも知れないと言い出す。[L. 97, vv.

6413-6476]

拷問にかけられそうなったなら、真実を話すが良い、と言った後、ギ
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暴れはしないか心配する。ギヨームは心配ないと答えた後、何か食べる物
はないかと尋ねる。ベルナールは答えて、

偉大なる神様にかけて、今日、私の手元には、わずかのパンが残ってい
ます。半分は今日の夕食に食べてしまいましたが、残りの半分は、明日の
食事のために残しておいたのです。お召し上がりになりたければ、それを
差し上げましょう。明日私には朝食食べる物がなくなりますが、夕方まで
我慢すれば良いのです。

« Par Dieu de mäisté, Un poi de pain aiqui me fu remés ; L’une moitié
en ai anuit usé, L’autre servoie le matin au disner : Ce vous donrai, se
prendre le volés, Si ne m’avrai demain dont desjuner Ains m’estevra
jusc’au soir consieurrer. » (vv. 5783-5789 [6057-6063])

それを聞いたギヨームは憐れに思い、百スーの金を預けて、パリで食
料を調達して来てくれるように頼む。ただし、自分のことを誰にも話さ
ないでくれ、とも言う。ベルナールは了解し、出かけて行く。[L. 93, vv.

5991-6087]

城門の前にやってきたベルナールを、最初、見張り番は拒絶するが、五
スーをもらったとたん、ベルナールに出入り自由の許可を与える*80。ベル
ナールは必要なものをたっぷりと調達すると、自分の住処へと引き返す。
大量の食料品を不審に思った見張り番の問いかけに対し、ベルナールは
言う。

昨日私は道ばたで十スーを拾いました。それを、パンや肉やワインに変
えたのです。人が私からお金を奪ってしまわないように、そうしたので
す。*81

*80 この門番は、ほぼ間違いなく、ルイにギヨームをとりなしたのと同一人物だろう。ギ
ヨームに対する同情心を持ち合わせていたとしても、金次第の人物だったところが、
ルイの配下たちの腐敗ぶりを象徴している。

*81 ギヨームのことを隠すための嘘とはいえ、この台詞はベルナールの人柄と全く相反す
る。なけなしの食べ物さえギヨームに与えようとした高潔な人物が、このような下品
な発想の嘘をついたのは、もちろん、相手となる見張り番の品格にあわせたからに過
ぎない。結局のところ、ルイの政治は、収賄を恥じない人物を見張り番に仕立てる一
方で、ベルナールのように、優しい愛に満ち、当意即妙に行動できるような優秀な人
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Jou trovai ier dis saus en mon chemin, Ses ai tous mis et en pain et
en vin ; Pour chou l’ai fait que on nes me tolist. (vv. 5868-5870 [6142-6144])

引き返して来たベルナールは住居のそばで、咳をした。屋内のギヨーム
はすぐさまそれを聞きつけて。大喜びする*82。[L. 94, vv. 6088-6156]

ギヨームは薪に火をつけたものの、髭を焦がすのを恐れて、火を吹くこ
とができない。そこで、ベルナールが交代を申し出て、いっさいの調理を
引き受ける。そして、干し草と

えんばく
燕麦*83を差し出して、馬の餌やりをギヨー

ムに頼む。

十四の
ま ち
都市と引き換えにしても、あの馬に餌なんかやりません。神様の

ご加護と同じくらい確かに、私には、あの馬に近づく勇気などありません。
馬はすぐさま私に

かじ
齧りつき、私を絞め殺してしまうでしょうから。

Ne l’en donroie pour quatorse cités : Se Diex m’äit, jou n’i os abiter,
Car ja m’aroit mengié et estranglé. Que ja m’avroit mengié et estranglé.
(vv. 5899-5901 [6173-6175])

十分に夕食を食べ終えた後、ギヨームはワインを飲みながら、ベルナー
ルに一つ尋ねたいことがある、と話を切り出す。ベルナールは、あなたの
お知りになりたいことはわかっています、と言うと、預かった金の使途を
説明した後、残金を返そうとする。ギヨームは一笑して、金のことなど少
しも考えなかったと言い、残金をベルナールに与える。
感激するベルナールにギヨームはイゾレのことを尋ねる。ベルナール
は、イゾレが毎朝夜明けとともに、パリの城門の前に現れ、一騎討ちを求
めるが、国王ルイを初め、誰もが彼を恐れて、外に出てこようとしないの
だ、と言う。ギヨームはベルナールにイゾレの声を聞きつけたら起こして

物に、貧乏暮らしを強いていたことになる。神が異教徒の侵略を許すのも当然と言え
るだろう。

*82 奇妙なディテイルである。ギヨームの空腹ぶりを強調し、コミカルな効果を狙ったの
だろうか。読者諸氏のお教えを乞いたい。

*83 オートミールの材料だが、馬の餌としても利用される。
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くれるように頼む。ベルナールは快く引き受け、ギヨームは火の側で眠り
始める。

V.-5. ギヨームとイゾレの一騎討ち：戦争の終結

夜明け前、イゾレは家来たちを武装させる。必要な場合に、駆けつけさ
せるためである。そして、その場に彼らを残して、自身はパリ城門の前に
行き、いつものように、ルイに挑戦の言葉を投げかける。それを聞きつけ
たベルナールはギヨームを起こし、武装を手伝ってやる。そして、「殿、
もし、あなたが御命じになるのであれば、神への信仰心にかけて、私もあ
なたとともに参りましょう。(Sire, se vous le comandés, G’irai od vous foi

que doi Damedé !*84) (vv. 6056-6057 [6328-6329])」ギヨームはその申し出を
断るが、ベルナールはギヨームの身を案じて涙を流し始める。

そこで、ギヨームは言った。「ベルナールよ。恐れるでない。私は帰って
くるぞ。それが神の定めた運命ならばな。」

« Frere, ne vous doutés ; Jou revenrai, se Diex l’a destiné. » (vv.
6069-6070 [6341-6342])

そう言うと、ギヨームは馬を走らせたのだった。[L. 95, vv. 6157-6344]

イゾレのもとに駆けつけたギヨームはすぐさま相手を挑発し始める。

日の光が射す前に立ち去りたいものだ。ルイに私のことを知られたくな
いからな。こいつさえ殺せば、他の者は負けたも同然になるだろう。

Aler m’en voel ains que li solaus raie, Car ne voel pas que Löëys m’i
sace. Se cis iert mors, perdu erent li autre. (vv. 6105-6107 [6377-6379])

見くびられて憤慨したイゾレは、大斧を振りかぶって、ギヨームに斬り
つけた。兜の宝石が砕け跳んだが、ギヨーム自身は斧をたくみかわし、傷
を負わなかった。そして、今度はギヨームがイゾレに剣を振り下ろす。し

*84 馬に近づく勇気もないベルナールの、この言葉は、彼の善良さを一層際立たせている。
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VI. エピローグ

Saint-Guilhem-le-désert (Wikipedia)

国王、フランス人たち、それに褒美をたんまり受け取ったベルナール
のことはさておいて、

しゅんめ
駿馬にまたがって帰って行った、勇猛な顔つきのギ

ヨームのことをお話ししましょう。
Del roi vous voel et des Franchois laissier, Et de Bernart qui tout a

gaaigniét, Si vous dirai de Guilliaume au vis fier, Qui s’en torna sor son
corant destrier. (vv. 6530-6533 [6765-6768])

再び修道院に武具と馬を預けたギヨームは、隠遁所に帰ると、小屋や庵
を修繕し、雑草を植えた庭もすっかりもとに戻した。
その隠遁所は険しい山中にあったが、その更に山手には、険しい

あ い ろ
隘路が

あり、それを激しい
ほんりゅう
奔流が横切っていた。旅人たちは、そこを横切るの

に、いつも、苦難と身の危険を味わわなければならなかった。それを知っ
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ヨームは言う。

それから王に、私自らが次のことを頼んでいると言うが良い。すなわち、
彼と私の間の大いなる信頼にかけて、ルイが、お前のために良き計らいを
し、お前が彼の国で、立派な生活を送れるほどの年金を与えるようにと。
お前は私に親切にしてくれた。だから、（私のかわりに）ルイが、そのお返
しをお前にすることを、私は望んでいるのだ。*85

Et di le roi que li miens cors li mande, Par cele foi qu’en moi et lui est
grande, Que bien te face et doinst itele rente Dont tu te vives a honor
en son regne : Honor m’as faite, si voel qu’il le te rende. (vv. 6229-6233
[6487-6491])

ルイの信用をえるための証拠として、ギヨームは自分がランドリとルイ
に救出された経緯をベルナールに語り聞かせる。そして、涙を流す彼を残
して、その場を立ち去った。[L. 98, vv. 6477-6506]

王が戻ってこないことを不審に思った異教徒たちが城門の前に駆けつけ
ると、そこで見つかったのは、頭部を失ったイゾレの遺体だった。異教徒
たちはパニック状態になって、彼の死を悲しむ。その様子を見たフランス
勢は、好機到来とばかりに、城壁の外へと出た。戦意を完全に喪失してい
た異教徒たちのは総崩れとなった。多く者がセーヌ河に追い込まれて溺れ
死に、残りの者たちは殺されたり、牢獄につながれたりした*86。
戦闘が終わり、戦利品の分配も終わると、ルイはイゾレを殺した者に、
褒美を約束する。すると、ガヌロン*87の従兄弟、フロカール (Floquart)が

*85 ベルナールが褒美を受け取るためには、まず、拷問の脅しを受けなければならないこ
とになる。そうでないと、ベルナールはギヨーム命令により、彼の名前を口にできな
いからである。しかし、それは、現代人の目から見た理屈である。
武勲詩ではの主人公は、しばしば、未来における事態の推移を事細かに予測してし
まう。ここで、ギヨームはすでに、この後ベルナールがたどることになる運命を全て
見抜いているのである。したがって、拷問の脅しは、褒美の授受の前提条件ではなく、
褒美の授受に先立つ出来事に過ぎない。

*86 『ロランの歌』で、シャルルマーニュがサラゴッサ軍の残党をセーブル河に追い込ん
だエピソードを思い起こさせる。

*87 『ロランの歌』の裏切り者である。多くの武勲詩に、彼の一族の者が悪役として登場
する。
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立ち上がって、イゾレの甥マルタマの生首を、イゾレの首だと言って、ル
イに差し出す。生首の怪物じみた形相に、フランス人たちは、フロカール
の言葉を真実だと思い込む。だが、そこにベルナールが現れ、フロカール
を嘘つき呼ばわりすると、イゾレを倒したのは自分の家に泊まった客人だ
と言って、生首を差し出す。[L. 99, vv. 6492-6613]

生首は二つとも、兜をかぶったままであったが、その兜に名前が書かれ
ていたことが決め手となった。ルイは、嘘をついたフロカールをその場で
国外追放とした後、ベルナールには、イゾレ王を倒したのは、誰かを尋ね
る。ベルナールはギヨームの命令通り、最初は、彼の名を明かそうとしな
かった。

それは絶対申し上げられません。
Ne vous en dirai mie. (v. 6399 [6646])

しかし、ルイの命令により、彼は、下着一枚で支柱に縛り付けられ、拷
問にかけるぞと脅される。

すると、ベルナールは言った。『陛下、これこそあなたのお力というもの
です。殺されるくらいなら、本当のことを申します。さあ、こんなひどい
お裁きは、生きた悪魔にでもくれてやってください。

Et dist Bernars : « C’est vo force, biaus sire ! Jou le dirai, ainchois que
on m’ochie, As vis dïables soit ore tel justice ! » (vv. 6407-6409 [6654-6656])

ルイは笑い出さずにはおれなかった。
縄をほどかれたベルナールは、イゾレを倒したのはギヨームであり、そ

のギヨームは、早くも立ち去ってしまったと言う。ルイ王をはじめ、宮廷
内の人々は、ギヨームが隠遁生活に戻ってしまったと知って悲しみに浸
る。[L. 100, vv. 6614-6689]

褒美を与えるようにというギヨームの言葉を伝えた後、ベルナールは、
パレルヌでギヨームが解放された経緯を話す。ルイはその言葉を信じ、彼
にパリの一区域を与え、保護を約束する。早速、豪華な着物を与えられた
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ベルナールは、神にギヨームの加護を祈る。[L. 101, vv. 6690-6733]

ベルナールは妻を娶り、やがて多数の世継ぎを得ることとなる。その末
裔は今日でもフランス国内にいるのである。
ギヨームを宮廷に戻らせる方法はないものかと尋ねるルイに対し、ベ

ルナールは、ギヨームが決して宮廷には戻らないと断言し、あわせて、ギ
ヨームがルイをいかに大事に考えていたかも伝える。王はギヨームの最後
の最後まで自分と国のために尽くしてくれたことを感謝する。
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たギヨームは、川に石の橋をかけることを思いつく。橋があれば、サン・
ジャック*88参りをしたり、ロカマドール (Rocamador)*89のノートルダム寺
院に向かったりする際に、大いに役立つはずであった。ギヨームは早速建
設にとりかかった。しかし、困ったことが起こった。というのも、夜にな
ると悪魔が現れて、昼間の作業を台無しにしてしまったからだ。ギヨーム
は寝ずの番をして、犯人を捕まえることにする。[L. 102, vv. 6734-6816]

Pont du diable (Wikipedia)

不寝番をしていたギヨームの眼前で、悪魔は橋を壊し始めた。ギヨーム
はそっと近づき、いきなり、悪魔の腕の一本をつかんだ。

*88 実在の地名：スペイン北西部の都市、サンチアゴ-デ-コンポステラは、中世の主要な
巡礼地の一つであった。日本の伊勢参りと同様、中世ヨーロッパの人々にとって、巡
礼は旅という娯楽を楽しむための格好の口実だった。現在でも、巡礼のためのガイド
ブックの写本は、多数残されている。

*89 実在の地名：フランス南西部にある、ロート (Lot)県の村で、巡礼の宿場町であった。
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この悪党め。ここに足を踏み入れたのが運の尽き。ずいぶん俺を悩ませ
てくれたが、そのツケを支払ってもらうぞ。

« Glos, » dist li quens, « certes, mar i entras, Mout m’as grevé, mais
or le conperras. » (vv. 6600-6601 [6834-6835])

そう言うと、悪魔の体を三回振り回すや、四度目に突き放した。悪魔
は、大きな水音をたてて、激しい川の流れに転がり落ちる。神はギヨーム
の願いを受けて、悪魔のそのまま川底に閉じ込めてしまった。そこでは、
現在も、水が逆巻き、永劫、奔流が静まることはないだろう。[L. 103, vv.

6817-6847]

悪魔が深い水底に落ちると、水は周囲を逆巻いた。滝壺は深く、誰も底
まで行き着くことはない。聖ギヨームを参りに、しばしば、この地にやっ
てくる、多くの巡礼たちが、今でも、悪魔の姿を目にするのだ。
ギヨームは、角ばった石や丸い支柱を投入し、多いに働いたので、つい
に橋を仕上げた。その後、この

きよ
聖らかな男は隠遁所に住まい続け、ものの

本によれば、そのまま最期を迎え、神が彼の魂を自らの住まいにお迎えに
なられたとのことだ。今でもなお、かのサン・ギレム・デュ・デゼール修
道院 (Saint-Guilhem-du-Desert) *90 には修道僧がいるとのことだ。
ギヨームが死んだ後となっては、彼のことを歌うことはできない。さあ、

神がギヨームを御救いになったように、我々を御救いくださるように、御
祈りいたしましょう。

Quant li dïables fu en l’aighe parfont, L’aighe i tornoie entor et
environ ; Grans est la fosse, nus n’i peut prendre fons. Mainte pelerin
le voient qui la sont, Et saint Guilliaume sovent requis i ont ; Caillaus

*90 ギレムはギヨームのいわば「方言形」である。修道院については、次の引用を参照さ
れたい。
「エロー (Hérault)県。ベネディクト派の修道院で、804年に、ジェローヌのサン・
ソヴール (Saint-Sauveur de Gelone) の名前で、アニアーヌの聖ブノワの助けを得
て、聖ギレム（大ギヨーム、もしくはジェロンヌのギヨーム）が創立した。聖ギレム
はカール・マルテルの孫であり、スペイン辺境伯（幾多の武勲詩の主人公である、か
のギヨーム・ドランジュ）であったが、かの修道院に、引退して修道僧となり、812
年にその地で亡くなった。」(Jean Favier, Dictionnaire de la France médiévale, Fayard,
1993, ISBN2-213-03139-8)
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et pierres getent el puis parfont. Tant fist Guilliaumes qu’il parfini le
pont. En l’ermitage fu tant puis li sains hom Qu’il i prist fin si com
lisant trovon, Et Dieus mist s’ame lassus en sa maison. Ecor i a gent de
religion, A Saint Guilliaume del Desert i dit on. Après sa mort ne sai
que en canchon ; Or proion Dieu qu’il nous face pardon, Si come il fist
Guilliaume le baron. (vv. 6615-6629 [6848-6862])
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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


