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1 「武勲詩 (Chanson de geste)」という言葉

1
Chanson de geste plaroit vos a entandre?
Teis ne fut faite de lo tans Alixandre :
(EnfGuillH, 1)

1 武勲詩(Chanson de geste)をお聴きになるのが、皆

様のお気に召しますでしょうか。このような（私が歌
うもののような）武勲詩はアレキサンダー以来作られ
た試しがありません。【『ギヨームの若武者時代 (Enfances
Guillaume)』、13世紀前半】

2
Ne tuit li roi que l’en vos nomme
En diz et en chançons de geste,
(ErecFr2, 6670-6671)

2 詩 (diz)や武勲詩(chançons de geste)の中で、名前が

あがる、あらゆる王たちも...【『エレックとエニード (Erec
et Enide)』、1170年頃】

3
Jo i ferrai de Durendal, m’espee,
E vos, compainz, ferrez de Halteclere.
Èn tanz lius les avum nos portees,
Tantes batailles en avum afinees ¬
Male chançun n’en deit estre cantee. ≫ AOI
(Roland, ms. O, 1462-1466)

3 私は我が剣デュランダルで戦うぞ。オリヴィエよ、
あなたはオートクレールで戦うのだ。私たちは、これま
で幾多の場所に剣を携えていき、幾多の戦いの決着を、
その剣でつけてきたのだ。そのことについて、悪い歌

(Male chançun)が、歌われてはならないのだ。【『ロラ
ンの歌』、O本、11世紀末-12世紀初め】

4
Il est escrit èn l’ancı̈ene geste
Que Carles mandet humes de plusurs teres ;
(Roland, ms. O, 3742-3743)

4 シャルルが幾多の土地から家来を呼び寄せたことは、
古い歴史書(ancı̈ene geste)に書かれている。【『ロラン

の歌』、O本、11世紀末-12世紀初め】

5
Deus me cunfunde, se la geste en desment !
(Roland, ms. O, 788)

5 私が一族を辱めるようなことがあれば、神様が私を

破滅させてくださいますように。【『ロランの歌』、O本、
11世紀末-12世紀初め】

6
Membre vos de la geste fiere,
des estours et des vasselages,
que touz jourz fist vostre linages
(ThebesR, 1774-1776)

6 お前の一族が成し遂げてきた、果敢な武勲を、乱戦

を、武者ぶりを思い出すが良い【(『テーベ物語 (Roman
de Thèbes)』1155-1160年)】

7
Boine canchon plairoit vous öir
De fiere geste ? bien le doit on jöir ;
N’est pas joglere qui ne set de cesti.
(MonGuill2C, 1-3)

7 良き歌を聴くのがあなた方のお気に召しますでしょ
うか。果敢な武勲についての歌を聴くのが？ きっとお
楽しみいただけるでしょう。ジョングルールなら、誰
もが、この果敢な武勲の一部については、知っているも
のなのです【『ギヨームの出家 (Moniage Guillaume)』1180
年頃】
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8
Plest vos oı̈r chançon de bone geste :
Si comme Orenge brisa li cuens Guillelmes?
(PriseOrABR2, 32-33)

8 良き武勲に関する歌を聴くのが皆様のお気に召し

ますでしょうか。どのようにギヨーム伯がオランジュ
を打ち破ったかを聴くのが。【『オランジュの陥落 (Prise
d’Orange)』12世紀末】

2 「歌」としての武勲詩

9
Carles li reis, == nostre emper[er]e magnes,
Set anz tuz pleins == ad estét èn ESPAIGNE :
Tresqu’èn la mer == cunquist la tere altaigne.
N’i ad castel == ki devant lui remaigne ;
Mur ne citét == n’i est remés à fraindre,
Fors Sarraguce, == ki est èn une muntaigne.
Li reis Marsilie == la tient ki Deu nen aimet,
Mahumet sert == e Apollin recleimet :
Ne•s poet guarder == que mals ne l’i ateignet. AOI
(Roland, ms. O, 1-9)

9 王シャルル、我らが偉大なる皇帝は丸七年の間、スペ
インにとどまった。海に至るまでの高地を征服し、彼の
前に踏みとどまる城はなく、打ち壊すべき、城壁も城塞
都市も残らなかった。ただ、山中に位置する、サラゴッ
サを除いては。王マルシルがその町を支配していたが、
彼は神を愛さず、マホメットに仕え、アポリンの加護を
求めた。それゆえ、不幸が襲い掛かるのを彼は防ぎよう
もなかったのだ。【『ロランの歌』、O本、11世紀末-12世
紀初め】

10
A ceste estoire == dire me plest entendre,
Ou l’en puet mout == sens et essenple prendre ;
Si weil un pou == de m’escı̈ence espendre,
Por ce que cil == si fet trop a reprendre,
Qui set le sens, == et ne le veut aprendre ;
Car sens coverz, == ce vos di sanz mesprendre,
Senble li feus == que l’en cuevre de cendre,
Qui desoz art, == et flanbe ne puet rendre ;
Et por ice == dirai sanz plus atendre,
Del plus preudome == qui fust puis Alixandre :
Tres bien le sevent == li gregnor et li mendre.
Por ce fet mieuz == la chançon a entandre,
Qu’ele est de haute estoire.
(AimeriG ms. R, vv. 1-13)

10 人々が多くの知識と模範を得ることができる、こ
のエストワール(estoire)を話すことに、意を注ぐのは、
私にとって楽しいことだ。そうすることで、私は僅かな
りとも自分の知識を広めたいと思うのだ。なぜなら、知
識を持っていながら、それを教えたがらない人というの
は非難を受けるのが大いにふさわしいからだ。という
のも、こう言って間違いないのだが、包み隠された知識
というのものは、下の方では燃えていながら、炎を上げ
ない灰で覆われた、火に似ているからだ。そういうわけ
で、これ以上ことを遅らせることなく、私は語ろう、ア
レキサンダー以来の、最も立派な男について。身分の高
いものも、低いものも、彼のことはよく知っている。こ
の歌は、優れたエストワール(estoire)を扱うのだから、
それだけに一層、意を注ぐにふさわしいのだ。【『エム
リ・ド・ナルボーヌ (Aymeri de Narbonne)』、13世紀初頭】

11
≪ Sire, ≫ dist cil, ≪ a vostre volenté. ≫
Dont a li famles son cant plus haut levé,
D’un viel estoire li cante haut et cler,
Trestout a plain laisse la vois aler,
Tentist li vaus et li grans bos ramés,
D’une louee le puet on öir cler.
(MonGuill2C, vv. 1200-1205)

11 召使いは言った。「ご主人様、仰せの通りにいたし
ます」。すると、「古いエストワール (viel estoire)」を彼
のために、大きな澄んだ声で歌い始める。何のためら
いもなく、声を響き渡らせた。谷も大きな生い茂った森
も、高い声で鳴り響き。一里離れたところまで、誰もが
彼の声を聞いたのだった。【『ギヨームの出家 (Moniage
Guillaume)』、1180年頃】

12
Se sés canchon, par amors, di nous ent,
(MonGuill2C, v. 954)

12 もし、歌を知っていたら、頼むから、歌ってくれ
【『ギヨームの出家 (Moniage Guillaume)』、1180年頃】

13
Et veez comant il le fet
de l’ espee, quant il la tret !
onques ne fist par Durandart
Rolanz, des Turs, si grant essart
en Roncevax ne an Espaigne.
(YvainR, vv. 3229-3233)

13 さあ、ご覧あれ。彼が剣を抜くと、その剣でいかに
戦ったかを。ロランでさえも、けっして、スペインのロ
ンスヴォーで、デュランダルをもって、異教徒たちに、
これほどの大損害をもたらしはしなかったのだ。【クレ
ティアン・ド・トロワ (Chrétien de Troyes)、『イヴァン、あ
るいは獅子の騎士』(Yvain)、1177年頃】
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3 歴史・源泉としてのgeste

14

最初に街道があった。あらゆる国、あらゆる
時代、人間は、由緒ある道にまつわる幾多の伝説を
作り上げて来た。彼らが望む土地へ向けて進む、
その眼前に続く、この道、いったい誰が、彼らの
望みをあらかじめ見越して、彼らのためにこの道
を切り開いたのだろうか。神か英雄か。ヘルメス
かヘラクレスか。そして、旅人たちは、いつの時

代にも、その問いの答えを知っているものだった
のだ ...シーズの峠（ピレネー越えの峠）を越える
街道を、ある者たちはカエサルが作った道と言い
伝え、他の者たちはシャルルマーニュが作った道
と言い伝えていたのだ。【ジョセフ・ベディエ（小
栗栖訳）、『叙事詩伝説』、第三巻、367頁、1908-13】

15

サクソン人と争い、ほぼ勝利を収めたころ、
シャルルは国境沿いの要所に兵を配して後、用い
得る全ての兵力をもってスペインを攻めた。ピレ
ネーを越え、その行く手に見えるありとあらゆる
要塞、城塞の恭順を得た。シャルルはやがて軍勢
を引き連れ、帰路についた。味方になんら損害は
なし。ただ、帰還途上ピレネー山越えの際、バスク
（ガスコン）人より軽微な背信行為を被ったことを
除いては。街道が甚だ狭隘であったため、軍勢は
細長い列になって行軍していた。バスク（ガスコ
ン）人は山頂に兵を配した。そこは大いに木々が
生い茂り、不意打ちに適した場所であった。彼ら
はまず最後尾の輜重隊、ついで本隊を護衛する殿
軍めがけて攻めかかり、これを谷底に突き落とし
て、戦いを挑み、最後の一人に至るまでことごとく

死に追いやった。さらに、輜重を奪い取り、暮れ
かかった夜陰に乗じて、四散した。この際、装備
の軽さと地の利が、バスク（ガスコン）人を有利に
導いた。反して、フランク軍は装備が重い上に、下
手に位置したために動作を妨げられたのである。
この戦いで、宮宰エッギハルトゥス、宮中伯アンセ
ルムス、ブルターニュ辺境伯フルオドランドゥス
がその他大勢とともに殺された。しかも、この襲
撃が即座に懲罰されることは叶わなかった。敵は
襲撃を終えると、どちらの方角に追撃をして良い
かもわからないように、方々に散ったからである。
【『カール大帝伝 (Vita Karli Magni Imperatoris)』、830
年頃、小栗栖等、『12世紀のディスクールの概念』か
ら引用】。

16

『大帝伝』はシャルルマーニュによって行わ
れた十の戦争を物語っている。さて、それらの戦
争のうち、スペインへのごく短かな侵攻は、たっ
た 4ヶ月しか続かなかったのに、他のどの遠征よ
りも紙数が割かれているのである。唯一の例外は
対サクソン人の戦争である。これは 33年の長き
にわたり、フランク王国に膨大な労苦を強いたの
だった。『大帝伝』において、残る八つの戦争（中
略）に、スペイン戦争ほどの行数が割かれること

はない。アヴァール人に対する戦争も、例外では
ないのだ。8年間も続き、フランク人に夢のよう
な富をもたらし、エギンハルトは「サクソン人と
の戦争以来、シャルルによってなされた、もっと
も重要な戦争」と形容したのにである。なにゆえ、
この短く、不成功に終わったスペイン戦争に、こ
れほどの紙幅が割かれたのか。【ラモン・メネンデ
ス・ピダル（小栗栖訳）、『ロランの歌とフランク族の
叙事詩伝承』、279-280頁】

17
Seignour, oiez chançon de grant nobilité,
L’estoire est tote voire, sanz point de fauseté,
Onques meillor n’oı̈stes des ce que Dex fu nez,
A Saint Deniz en France que Dex a tant amé
La trueve l’en ou rolle o l’autre auctorité,
Si com Karles de France li forz rois corronez
Guerroia le duc Buef d’Aigremont l’alosé
(RenMontdT, vv. 1-7)

17 皆様方、極めて貴い歌を、お聞きください。この
エストワール(esoitre)は全くの真実で、少しの間違いも
ないのです。神様がお生まれになって以来、これよりも
優れたエストワール(esoitre)はないでしょう。神様の愛
を受ける、フランスのサン＝ドニにおいては、巻物や他の
信頼に足る書物の中に、書かれているのが見つかります。
王冠をいただいた強大な王、フランスのシャルルが誉れ
高いエグルモンのブヴォン公と戦争になった、ことの次
第が【『ルノー・ド・モントーバン (Renaut de Montauban)』、
13世紀前半】

3



4 一族、民族としてのgeste

18
A Seint Denis, en la mestre abaı̈e,
trovon escrit, de ce ne doute mie,
dedanz un livre de grant encesorie,
n’ont que trois gestes en France la garnie ;
ne cuit que ja nus de ce me desdie.
Des rois de France est la plus seignorie,
et l’autre aprés, bien est droiz que jeu die,
fu de Doon a la barbe florie,
cil de Maience qui molt ot barronnie.
El sien lingnanje ot gent fiere et haride ;

de tote France eüsent seignorie,
et de richece et de chavalerie,
se il ne fusent plain d’orgueil et d’envie.
De ce lingnaje, ou tant ot de boidie,
fu Ganelon, qui par sa tricherie,
en grant dolor mist France la garnie,
qant en Espagne fist la grant felonnie
dont furent mort entre gent paiennie
li .xii. per de France.
....
La tierece geste, qui molt fist a prisier,
fu de Garin de Monglenne au vis fier.
De son lingnaje puis ge bien tesmongnier
que il n’i ot .i. coart ne lannier,
ne traı̈tor ne vilein losangier ;
einz furent sage et hardi chevalier,
et conbantant et nobile guerrier.
(GirVianeE, 8-26 ; 46-52)

18 サン＝ドニの、大修道院には、とある大変古い書
物の中に、次のように書かれているのが見つかります
（夢疑うことなかれ）。豊かな国、フランスには、三つ

のジェストしかないと。このことについて、私に異議

を唱える人があるとは思われません。フランスの諸王

のジェストがもっとも優れており(seignorie)、それに

次ぐのは、私こういうのが全く正しいことなのですが、

白い顎髭のドーン、大変勇ましい(baronnie)マイヤン

スの男のものです。彼の一族には、勇猛果敢な人々が

おり、【フランス全土を、そして、あらゆる富と騎士の
誉れを支配 (seignorie)することもできたでしょう。も
し、慢心と嫉妬心に満ちていなければ。欺瞞に満ちた、
この一族こそがガヌロンが生み出したのです。彼は不
誠実な振る舞いで、豊かな国フランスを苦しみの深淵に
沈めたのです。スペインで、大逆を働き、それにより、
異教徒たちの間で、フランスの 12人衆が死んでしまっ
たのです。】
賞賛に値する、三つ目のジェストは、晴れやかな顔つ

きのガラン・ド・モングラーヌのものです。彼の一族

については、私は誓って言いますが、たった一人の腰抜
けも臆病者もおりませんでした。また、裏切り者も嘘つ
きもいませんでした。それどころか、皆、賢い上に大胆
な騎士たちであり、気高い戦士、兵だったのです。【ベ
ルトラン・ド・バル=シュローブ (Bertran de Bar-sur-Aube)、
『ジラール・ド・ヴィエンヌ (Girart de Vienne)』、13世紀初頭】

19

いずれにせよ、ギヨーム・ドランジュのジェ
ストは際立って作品数が多い。系列の最大範囲に
おいては（この場合、ガランド・モングラーヌの
ジェスト、すなわち系列 (cycle)とも言うが、ガラ
ンはギヨームの曽祖父である）、24の作品を数え
る。これは、すなわち、中世に作られ、今日に残

る叙事詩群のうちの四分の一にあたる。この数字
は、かの系列の重要性を十分に示している。数に
おいては、シャルルマーニュのジェスト、あるい
は王のジェストを大きく上回るのである。【ジャ
ン・フラピエ、『ギヨーム・ドランジュ系列の武勲詩諸
作品』、第一巻、11頁】

ベルトランの三つのジェストと系列（小栗栖が作成したリスト
— フランスの諸王のジェスト (geste)：王の系列 (cycle)
— 白い顎髭のドーン（・ド・マイヤンス）のジェスト (geste)：反抗する臣下の系列 (cycle)
— ガラン・ド・モングラーヌのジェスト (geste)：ギヨーム・ドランジュの系列 (cycle)

20

しかし、なにゆえ、ベルトランは、ジェストを
三つに制限したのか（そして、この順番に並べた
のか）。もちろん、引き合いに出されたもの以外の
作品群を、彼が知らなかったというのはありえる。

他のジェスト、たとえば、十字軍の系列 (cycle)は、
彼が『ジラール』を書いた時点では、まだ、形成
の途中であった。【フランソワ・シュアール、『武勲
詩とその文学的子孫を知るために』、114-115頁】
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21

しかしながら、時系列は次のことを示してい
る。すなわち、「叙事詩の系列 (cycle épique)とい
う意味が、逆に、私がこれまで論じた他の語義か
ら生じたのだ。それがいかに論理に反しているよ
うに見えようとも、「民族・家族」という語義（中
略）は、最初の武勲詩群にすでに存在しているの

だ。他方、「叙事詩の系列」という語義は、私が
間違っていなければ、1180年頃より以前のいかな
るテクストにも現れないのだ。【ウォルフガング・
ヴァン・エムデン、「古フランス語における『ジェス
ト』という語の意味変遷の研究への貢献」、111頁】

22

（ジェスト）のこの用例は、当然ながら、か
の有名な一節、『ジラール・ド・ヴィエンヌ』の冒
頭を占める、の一節の一部である。そこでは、彼
の時代のフランスの全ての叙事詩題材を構成する

（とベルトランが考える）、三つのジェストが描か
れるのだ。【ウォルフガング・ヴァン・エムデン、「古
フランス語における『ジェスト』という語の意味変遷
の研究への貢献」、114頁】

23

ベルトランが、事柄を混乱させているのはこ
こである。『ドーン・ド・マイヤンス』は、比較的
後の時代の姿でしか我々には、知られていない。
けれども、そこで得れることから判断する限り、
ベルトランが知っていた詩は、裏切り者ではなく、
反乱者を主人公としたものであったはずだ。（中
略）けれども、裏切り者たちをドーン・ド・マイヤ
ンスの末裔とすることで、彼は、即座に、（中略）
ガヌロンの一族に話を移す。かくして、反乱者と

裏切り者を、困ったやり方で混同し、今日の我々
の教科書までにも悪い影響を与えた混同の発端を
開くのだ。（中略）けれども、この裏切り者の一族
を題材とする武勲詩作品群が存在したことがあっ
たなどとはあり得そうにもないことだ。【ウォル
フガング・ヴァン・エムデン、「古フランス語におけ
る『ジェスト』という語の意味変遷の研究への貢献」、
114-115ページ】

24

「反乱を起こした臣下」の系列が経た変遷は、
この点で、とりわけ示唆に富んでいる。ベルトラ
ン以前には、この系列は存在していなかったのだ。

【(ウォルフガング・ヴァン・エムデン、「古フランス語
における『ジェスト』という語の意味変遷の研究への
貢献」、121頁)】

25
Oı̈ avez de Girart le baron,
coment il est acordez a Charlon.
Au chief del terme que nomé vos avon
en ala Ch[arles] en Espagne el roion,
ses oz mena sor ce pueple felon
qui en sa terre ot mis destrucion ;
bien en avez oı̈ la chançon,
coment il furent trahi par Ganelon.
Morz fu Ro[llans] et li autre baron,
et li .xx. mile, qui Deus face pardon
q’an Rancevaus ocist Marsilion.
(GirVianeE, vv. 6918-6928)

25 皆様方は兵ジラールについてお聞きになりました。
いかにして、彼がシャルルと和解したかを。皆様に先ほ
ど話した、期間の終わりには（訳注：5月 1日）、シャル
ルはスペインの地に出立した。自分の国土を荒らしま
わった不実の輩にむけて、軍勢を率いたのだ。皆様はあ
の武勲詩 (chan ç on)を、十分に、お聞きになったこと
がおありでしょう。彼らがどのようにガヌロンに裏切ら
れたかを。ロランは死んだ。そして、他の重臣たちも。
さらには二万の兵士たちも。神様が彼らにお許しをお与
えになりますように。マルシルが彼らをロンスヴォーの
地で殺したのです。【ベルトラン・ド・バル=シュローブ、
『ジラール・ド・ヴィエンヌ』、13世紀初頭】

26

偉大な業績の物語。一つの民族、家族、英雄の偉大な業績を文字で報告する物
語、叙事詩、年代記【『古フランス語語源辞典』、661頁】
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5 武勲としてのgeste

27
*32* Bien fu armez Guillelmes et ses niés
Et Gillebert, dont sont joiant et lié.
El dos li vestent un fort hauberc doublier ;
El chief li lacent un vert heaume vergié ;
Puis li ont ceint une espee d’ acier ;
Au col li pendent un escu de quartier.
Ainz qu’ il eüst le bon tranchant espié,
Felon paien orent tant esploitié
Que les degrez en monterent a pié.
Li cuens Guillelmes vet ferir Haucebier ;
Et Gillebert, Maretant le portier ;
Et Guı̈elin revet ferir Turfier ;
Cil troi ne furent de la mort espargnié.
Brisent les lances des noielez espiez
Que les esclices en volent vers le ciel ;
A lor espees lor convint repairier,
Ja se vorront prover et essaier.
(PriseOrABR2, 987-1003)

27 ギヨームと彼の甥っ子はしっかりと武装した。そ
して、ギベールも。彼らはそのことで大喜びだった。
人々はギベールに丈夫な二枚重ねの鎖帷子を身につけ
させ、線模様をあしらった緑の兜を鎖帷子に縫い付け、
それから鋼の剣を帯びさせた。首には四分割された盾を
吊るしてやった。彼がよく切れる上等の槍を手にする前
に、不実な異教徒どもは大いに奮闘して、徒（かち）で
階段を登ってきた。ギヨーム伯はオースビエールを、ジ
ルベールは門番のマレタンを、それぞれ討ちに行き、ギ
ベランもまたチュルフィエールを討ちに行く。敵方三人
は死を免れ得ない。ニエロ細工を施した槍が砕け散り、
その破片は天高く弾けた。ギヨームたちは剣を用いるこ
とを余儀なくされが、すぐにも自らの力を試し、見せつ
けるだろう。【『オランジュの陥落 (Prise d’Orange)』、12
世紀末】

28
Karles fu en Maltrible entre paienne gent,
Richart de Normendie et Regnier ensement,
Raal, Hohax, eus .v., n’i avoit autre gent.
Cascuns tint nus le brant malenté et sanglant,
De Turs et de paiens font grant lapidement ;
Mais se Jhesus n’em pense, ne lor waldra noı̈ent,
Ker trop fu grant la presse de la paienne gent.
Li rois a escrié ≪Monjoië ! ≫ hautement.
Guenelon l’entendi, mout grant pieté l’ em prent,
Poignant vint a la porte, deI bon ceval descent,
≪ Hautefoille ! ≫ escria, lors vindrent si parent ;
Mout furent bien armé, [sont] .XX. mille et.V. cent,
A la porte assaillierent par grant aı̈rement.
Et Sarrazins d’amont s’aı̈rent durement,
Plus menu getent pierres que pluie qui cage vent.
Des parens Guenelon i out navré forment.
≪ Par foi, dist Aloris, fouz sonmes voirement,
Kant por nient nos faissons chi ochirre a torment. ≫
Guenelon escria : ≪ Beaux niers, alons nos ent.
K[ar]l[es] est la dedenz, ou douche Franche apent ;
Ja Damledex ne plache qu’il vive longuement !
De lui et de Rollant avons or vengement,
Et dess autres gloutons, ou douche Franche apent ;
Qui mais i asaudra, le cors Dex le gravent !
Or porrons avoir Franche a nos conmandement,
Vo pere sera rois, s’avra le tenement,
Ker n’i a mais barons qui prengne vengement.
– Ne plache Dex, dist Guenes, le rois omnipotent,
Ke ja vers mon seignors fache traı̈tement ;
Trop sera recreant se ge sa mort consent.

28 シャルルはマルトリブルの市中でトルコ人と異教
徒たちに取り囲まれていた。ノルマンディーのリシャー
ルとレニエも同様、それにラウル、オエルも。五人だけ
で、他に仲間はなかった。それぞれが、血にまみれて汚
れた剣を抜き身にして、異教徒たちの大殺戮を行った。
けれども、イエスが彼らのことを気に留めなかったな
ら、そんなことは、何の助けにもならないだろう。とい
うのも、異教徒たちの密集隊形はあまり稠密だったから
だ。王は「モンジョワ！」大声で鬨の声を上げる。ガヌ
ロンはそれを耳にすると、おおいに哀れみを感じ、マル
トリブルの門の方へとやってきて、上等の馬を降りた。
「オートフーユ！」と鬨の声をあげると、彼の一族のも
のたちがやって来る。しっかりと武装しており、二万と
五百人を数えた。彼らは憤激して町の門を攻め立てる。
一方、城壁の上のサラセン人たちも自らの怒りを大いに
掻き立てて、風が吹き付ける雨よりも密集させて、石を
投げつける。ガヌロンの一族にもひどい怪我を負うも
のもあった。ガヌロンの甥、アロリスは言う。「誓って、
全くところ、正気の沙汰ではありません。私たちは苦渋
に満ちた死を、無駄に、自らに課しているのです。」アロ
リスはガヌロンに向かって叫ぶ。「叔父上」(訳注：原文
は「甥っこよ」)、この場から立ち去りましょう。美し国
フランスを治める、シャルルは町の中です。彼が長生き
することが神様のお気に召さないことを！ 　王とロラ
ンに対し、さらには、美し国フランスが頼りとする、あ
の悪党どもに対し、今こそ、復讐を果たす時なのです。
これ以降、町に攻撃を加える者に、神様が災いを与えま
すように！ 　フランスを我らの手中に収める時が、今
や、来ようとしているのです。あなたのお父上が王とな
り、国土を手に入れるのです。というのも、それに仇な
すものはもはや、いないのですから。

6



De lui tenons nos terres et tout nos chasement,
Si le devons aidier et bien et lëaument ;
N’i a celui ne soit a lui par serrement. ≫
Kant l’entent Aloris, por poi d’ire ne fente
(FierL, 5118-5151)

28 ガヌロンは言った。「我が君主に対し、私が裏
切りを働くようなことが、全能の神様のお気に召
すことがありませんように！ 　みすみす王を死な
せたら、私（訳注：原文は「彼」）はあまりに腰抜
けというものだ。私たちは、彼から所領と封地を
与えられているのだから、しっかりと、忠実に、彼
を助ける義務があるのだ。この場の誰もが、宣誓
により、彼の家来となったのだから。」アロリスは
それを聞くと、怒りで胸が張り裂けそうになった。
【『フィエラブラス (Fierabrace)』、1190年頃】

29
Èn vielle geste == le treuve l’on lisant
Que ses lingnaiges == est fel et souduians
Et traı̈son == firent fort et pezant
El Capitoile == de Romme, est il lisant :
Li vieuls Cesar == qui tant par fu vaillans,
Celui murtrirent == à lor espiés tranchans,
Puis en morurent == assez vilainnement.
D’euls est estraiz == Ganes li souduians
(Roland, ms. P, 1800-1807)

29 古い史書で読むことができるのだ。ガヌロンの血筋
の者は、裏切り者の悪党であり、人を苦しめるひどい裏
切りを、ローマのカピトル（ジュピターの神殿）働いた
と。かくも雄々しかった、老カエサルを、彼らは、よく
切れる槍で殺害したのだ。そして、それが原因で、その
後、極めて惨めな死を遂げたのだ。悪党のガヌロンは、
彼らの血筋を引いているのだ。【『ロランの歌』パリ写本、
13世紀】

30

とても早い時期に、ガヌロンはメロドラマの
裏切り者に変貌を遂げた。裏切るために生まれ、
裏切り者の血筋から生まれたこの男が、この地上
でなすのは、裏切ることだけである。ユリウス・
カエサルのエピソードを語る詩節は、アルファ写

本（オックスフォード本以外の全ての写本の共通
祖本）の改作者によって作り出されたものであり、
ここに述べた変質 (altération)のうちの、最も古
い例に過ぎないのだ。【ジョセフ・ベディエ（小栗
栖訳）『ロランの歌–注釈』p. 121】

31 mélodrameの定義
— 波乱万丈の派手な通俗劇【『ロワイヤル仏和中辞典』】
— 民衆劇、時に音楽演奏を伴う...とりわけ恋愛表現における誇張によって、グロテスク
な印象を与える、小説作品、あるいは劇作品【Le Trésor de la langue française informatisé
『フランス語宝典』】

32
– ≪ Sire, ≫ dist Ganes, == ≪malement ai ouvré :
Par moi est mors Rollans, == ne·l puis celer,
Et Oliviers == et tuit li .XII. per.
Se ge·s vendi, == n’en doi iestre blasmez :
Il me juja messaige == outre mon gré,
Por ce quë il me voloit afoler.
(Roland, P, 6723-6728)

32 ガヌロンは言った。「陛下、私は悪事を働きました。
私のために、ロランは死んだのです。それから、オリ
ヴィエと、十二人衆も。それは、隠し立てのしようもあ
りません。私が彼らを売り渡したのは事実ですが、それ
で私が非難されるいわれはありません。ロランは、私の
意に反して、私を異教徒たちへの使節として名指しまし
たが、それは、私を殺そうと思ってのことだったのです
から。【『ロランの歌』パリ写本、13世紀】
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de l’ancien français, Berlin – Boston (De
Gruyter), 1974-

4. Eginhardus,『カール大帝伝』, Eginhar-
dus, Vita Karli Magni Imperatoris cité in
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le manuscrit d’Oxford, traduction, notes, et
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tion à l’étude de l’évolution sémantique
du mot ≪ geste ≫ en ancien français ≫, in
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