
ウァース：「ブリュ物語」の
“アルテュール王一代記”試訳（i）

鈴　木　徹　也

（承　前）（註１）

u ローマの征討行（下）

ブレタイニュ（ブルターニュ）の地で、ローマ軍と対峙するアルテュール軍は、

双方の勢力均衡して、戦況は一進一退を繰り返す。

アルテュール（王）が、麾下の手練の将を次々繰り出せば、ローマ皇帝ルキア

ス　又、稀代の名将とて、準備万端整えて、ブレトン軍を迎え討ち、激しき戦い

を繰り広げる。

ローマ軍の勢、甚だ強くして、ブレトン軍の旗色よからず、アルチュール（王）

は、幕下の勇将、ベドエールとキューまで投入するが、ローマ軍の強さは並々な

らず、ベドエールは死に、キューはベドエールの遺体を収容するも自身も又深手

を負う。

王の側近第一の候、ゴーヴァンと、王の義弟のホエル、両人が反撃を加えゴー

ヴァンは、ローマ皇帝を追いつめるが、後一歩で大魚を逸す。かくてアルテュー

ル（王）自らも先頭に立ち、名剱エクスカリバーを振って敵を屠り、ついに皇帝

を追いつめて深傷を負わせて落馬させ、皇帝は屍となって横たわる。

辛じて勝を収めたアルテュール（王）は、ローマ皇帝の遺骸をローマに送り返

し、戦死した側近のベドエールと、深傷を負って領地に帰った後、亡くなったキ

ューを夫々の領地の居城に葬る。
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L'empereres sot l'avanture ローマ皇帝為したる事の全てを知り

3708 Et sot la grant desconfiture ; ローマ人の損害大いなるを知り；

Sot d'Evander qui ert ocis, （ローマ軍の）王エヴァンデルの死せる

を知り、

Sot des altres qui erent pris, その部下、多く捕虜
とらわれ

たるを知り、

Vit sa gent formant esmaiee, 部下の将兵、いたく動揺せるを見、

3712 Et vit la guerre comanciee ; （されど）戦端既に開かれたるを見；

Vit que sovant li mescheoit 戦況はしばしば不利なるを見

Et vit que rien ne conqueroit. （皇帝の軍）勝ちを獲
う

る所、何もなきを

見る。

Angoisseus fu, molt s'esmaia, （皇帝）苦悶果
は

てなく、胸中の不安膨
ふく

れ

上り、

3716 Pansa et pansa et dota ; 終ることなき妄想
おもい

に心乱る；

An dotance fu qu'il feroit, この先の布石
てだて

いかにせんかを思案
おもいめぐら

す、

S'il a Artur se conbatroit アルテュール（王）と、直ちに干戈交えんか

Ou son riereban atandroit, それとも後詰
ごづめ

の隊
へい

を待たんか、

3720 Qui aprés lui venir devoit. （皇帝の）背後にありて、到着
つく

べき筈の

隊
へい

を。

La bataille formant dotoit 干戈交えんか、（皇帝）なおも、思い惑
まど

う

Por ce que rien n'i gaaignoit. 戦は、勝ち目、皆目
まったく

なければなり。

Consoil prist qu'a Ostum ira （皇帝）ついに決断
きめ

たり、オストゥン

（オータン）河に沿
そ

い、兵、動かすを

3724 Et par Lengres trespassera ; この河、ラングルの地を流れたり；

Sa gent fist semondre et movoir その軍を集結
あつ

め、進軍を命ず

A Lengres vindrent de halt soir ; 全軍レングルに到る、夕べ遅くに；

An la cité se herbergierent 兵を休めたり、その街
まち

と

3728 Et es valees se logierent. その周辺
ふきん

の谷間に。

Langres seoit el chief d'un mont レングルはその小高き山の上にあり

Et les valees antor sont. 谷間
たに

、その周辺
まわり

を取巻く。
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Artus sot tost qu'il voltrent fere アルテュール（王）やがて知る、敵の望

まん事と

3732 Et quel part il voloient trere ; 如何なる方角に己れの軍を向けんかを；

Bien sot que pas ne conbatroit 王は知るローマ皇帝、戦端開く意なきを

Desi que graignor gent avroit ; その後詰
あとづ

めの兵の数、増えるまで；

Nes volt pas lessier sejorner アルテュール（王）望まず、敵動かざるに

3736 Ne prés de lui asseürer; 我、腕 拱き
こまぬ

て、見守るを；

A quanqu'il pot, celeemant, されば王、隠密裡
ひ そ か

に、

Fist semondre et mander sa gent. 兵を集結し、発進せしむ。

Lengres a lessié a senestre, レングル（河）を左に見て、

3740 Oltre s'an trespassa a destre ; その地の右側へと大きく迂回す；

L'empereor volt devancir ローマ皇帝の鼻先押えんとし、

Et la voie d'Ostun tolir. オストゥンへの道を奪わんとす。

Tote nuit a enjusqu'al main 夜を徹し、曉
あ

け方まで

3744 Erré o s'ost, que bois que plain, 馬を駆
か

り麾下
きか

の兵を率い、森を抜け野を

分けて、

Tant qu'il vint an une valee ついに、とある渓谷
たに

に到りつく

Qui SuÏson ert apelee ; この渓谷（註１）スイソンと呼ばる；

Par cele valee passoit その渓谷を通れば

3748 Qui d'Ostun a Lengres aloft. オストゥンよりレングルに至る道筋なり。

Ses homes fist Artus armer アルテュール（王）、麾下の兵に武装させ

Et ses conpaignes ordener 夫々の部隊を配置せしむ

Quele ore que Romain venissent 何時
いつ

にても、ローマ軍現われたれば

3752 Que prestemant les recoillissent. 奇襲
おそい

かからんためなり。

Le hernois et l'autre frepaille 兵站部隊
エルノワ

と軍隊付從僕
ブレパイユ

は

Qui nul mestier n'ont an bataille これらのものは、戦闘に加わらぬ者なれば

Fist dejoste un mont arester 山の麓に、一 塊
かたま

りに置く

3756 Et conpaigne d'armez sanbler, されど武装せる兵士の如く装
よそ

わせたり、

Que cil de Rome, s'il les voient, ローマ軍、これを見たれば、

ウァース：「ブリュ物語」の “ アルテュール王一代記 ” 試訳（i）

－ 45 －



De la'multitude s'effroient. 敵の数多きに、怖
おそ

れを為
な

さしむるためなり。

Sis mil sis cenz seissante et sis アルテュール（王）六千六百六十六人

の兵士を

3760 An une eschiele, toz de pris, 一大隊に編成し、屈強
しっかり

と武装し、

Mist' an un bois, desor un tertre, とある森の窪地
くぼち

に伏せておく、

Ne sai a destre ou a senestre. 右か、はたまた左かは定
さだ

かならねど。

Moruit, li cuens de Gloecestre, モールュイ、グロスターの伯なるが、

3764 Dut chevetaigne de cele estre. 伏兵
ふせぜい

を統率
ひきい

たり。

A cez dist li rois : “ Ci estez ! 伏兵にアルテュール（王）命じたり

“ここで待て！

Por nule rien ne vos movez. 命あるまで、何人も動くなかれ。

Se mestiers est ça tornerai 必要あらばここに身を潜
ひそ

め

3768 Et les altres par vos tanrai 他の部隊を助けん、汝等の助けで、

Et se Romain par avanture もしロマ人
びと

、偶然
たまたま

に

Tornoient a desconfiture, 戦に負けて、慌てふためけば、

Poigniez aprés ses ateigniez, ひたとその背後につき、襲いかかり捕え、

3772 Ociez les, nes espargniez ! ” 殺せロマ人を、容赦なく！”

Et cil distrent : “ Bien le feron. ” 王は言えり：“これぞ我等の何すべきと

ころ。”

Donc prist une altre legion 王はさらに、新たなる軍団を選ぶ

De nobles homes, de vasaus, 貴族身分の諸侯とその家臣ら、

3776 Hiaumes laciez, sor les chevaus, 冑
かぶと

を頭にのせ、馬に跨
またが

りたる、

Ces mist an un leu plus veable, その軍団を王は目につく所に配置し、

N'i ot fors lui nul conestable. その陣頭に自ら立ちたり。

La fu sa mesniee privee こは、王の特に撰びし親衛隊なり

3780 Qu'il ot norrie et alevee.衆にすぐれ、 猛
たけ

き武者
もののふ

たち。

En mi fist tenir son dragon その真中
まなか

に龍の旗印打ち立てたり

Que il portoit por confanon ; そは軍旗として捧持
ささげもち

たるものなり；

Des altres toz fist huit conpaingnes, 其他の兵士を八っつの部隊に分かち、
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3784 An chascune ot deus chevetaingnes, その夫々
それぞれ

に二人の將を置く、

A cheval' fu l'une mitié 軍団の半分は馬に騎
の

り

Et li autre furent a pié. 半分は徒士
かち

なり。

A cez ansanble comanda, アルテュール（王）はその全軍に命じ、

3788 Ice Nor dist et lor proia, 王は全軍に訓示し、全軍に懇願
めいじ

たり、

Que cil qui a cheval seroient 馬に騎
の

る者は直ちに出発し

Qant cil a pié se conbatroient, 徒士
かち

部隊、戦端を開きたれば、

De travers les Romains ferissent ローマ軍に襲いかかり

3792 Et de travers les anvaÏssent. 敵の脇腹（側面）を衝
つ

けと。

Cinc mil cinc cenz cinquante et cinc 五千五百五十五の

Chevaliers toz pris an eslinc 騎士、隊伍整えたり（註２）。

Ot chascune eschiele nonbrez, 戦士、各々戦闘隊形を取りたり、

3796 De totes armes acesmez. あらゆる種類の武器を持ちて。

En catre furent establies, 全体は四つの兵団に分れたり、

Ses conpaignes an huit parties : 兵団は、八つの大隊に分れ：

Catre derriers, catre devant ; 四隊は後部に、四隊は前部に；

3800 En mi fu l'autre gent molt grant, その真中に残りの軍兵
へいし

数多おり、

Chascune armee a sa meniere. 夫々に、思い思いの武器を持つ。

Le front de l'eschiele premiere 第一の隊の先頭には

Ot Auguisel d'Escoce an baille, 將として、アウギゼル、エスコス（スコッ

トランド）の人、

3804 L'autre Cador de Cornoaille, 及、コルノアーユのカドール、

L'autre conpaigne ot Bos an main, 次の隊には指揮官としてボス、

Et li cuens Gerins de Chartain, 及びシャルタイン（シャルトル）の伯、

ゲランが

La tierce eschiele fu livree, 第三の隊は委
ゆだ

ねられたり

3808 Bien conree et bien armee, 装備整い、武器も完璧なる（隊なりしが）、

A Eschil, le roi des Denois, エスキル、デノワ（デンマーク）の伯、

Et a Loth le roi des Norrois. 並びにロト、ノロワ（ノルウェー）の公主に。
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La carte prist Hoel an garde, 第四の隊はホエルが統率したり、

3812 Gauvains o lui, qui ne coarde. ゴーヴァン、ホエルと共に気持引しめたり。

Anprés ces catre ot altres catre, その四隊の後に、新たなる四隊、

Aparelliees de conbatre ; 戦闘の準備おこたりなし；

De l'une fu Keus justisiers 一隊はキュー率いたり

3816 Et Beduer, li botelliers ; 又一隊をベドゥエル率いたり、かの王室

料理長；

Beduer ot les Herupois, ベドゥエールはヘルプワの領民と共に、

Keus Angevins et Chinontois. キューはアンゲヴァン（アンジュー）と

シノントワ（シノン）の領民と共に。

Au conte de Flandres Hodin 一隊はフランドルの伯ホディンに

3820 Et a Guitart le Poitevin ポワトヴァン伯、ギタールには

Fu l'autre eschiele comandee, 別の一隊の指揮委
ゆだ

ねられたり、

Et il l'ont volantiers guiee. ギタールよくその兵士を統率す。

Cuens IugeÏns de Leecestre レセストル（レチェスター）伯、ユーゲンス

3824 Et Jonatas de Dorecestre 及ドレセストレ（ドルセット）のヨナタス

（の二人）

La sesme conpaigne reçurent, 第七の隊の指揮を引き受く、

Seignor et conestable an furent. 二人共に領主で軍の高官
コネスタブル（註３）

なり。

Li cuens de Cestre Cursalen セストルの伯、クルサレン

3828 Et de Bace li cuens Urgen 及ユルゲン伯、バース

Orent l'uisme eschiele an baillie 乞いて第八の隊の指揮をとりたり

Et Artus molt an aus se fie. アルテュール（王）これらの將をいたく

信頼せり。

Les bons sergenz, les bons archiers, すぐれたる歩兵、すぐれたる弓の射手、

3832 Et les vaillanz arbalestiers, 手練
てだれ

の弩
いしゆみ

の射手、

Mist de deus parz defors la presse それらを数多の戦闘員の左右に配置したり

Por trere bien a la traverse. 敵の側面を撃
う

つためなり。

Tuit furent cist devant le roi 全ての隊は王の前面に置かれたり、

ウァース：「ブリュ物語」の “ アルテュール王一代記 ” 試訳（i）

－ 48 －



3836 Il fu derriers o son conroi 王は全隊の後方
しりえ

に在り

Quant Artus ot fet ses parties アルテュール（王）かくて（全隊）を配分し

Et ses eschieles establies, （全隊の）配置を終りし時、

Oez que dist a ses norriz, 聞け、王の編成せる全隊に言えるを、

3840 A ses barons et a lor fiz : 諸侯とその家の子、郎党に：

“ Baron, dist-il, molt me confort “ 諸侯よと王の言う、我いたく満足したり

Qant je voz granz bontez recort, 汝等の大なる手柄を思い起こしたる時、

Voz granz vertuz, vos granz conquez ; 大なる精神力と汝等の為した大征服とを；

3844 Toz tans vos truis hardiz et prez. 全ての時に、大胆さと用意周到さを示し

たり。

Vostre proesce toz tans croist, 汝等の勇猛さは何人をも満足させ、

Toz tans avive, cui qu'an poist, あらゆる時に増大し、光り輝けり、

Qant je recort et je porpans 我は片時も忘れず、又強く思う

3848 Que Bretaigne est de vostre tans ブルターニュ手中に収めしは、汝等の積年の

Par voz et par voz conpaignons 労苦と汝らの将兵の尽力の賜
たまもの

Dame de trante regions, 三十の領国の諸侯の恩恵に拠るものなり、

Molt sui liez, molt me glorifi 我はいたく喜び、いたく光栄
ほこり

に思う

3852 Et an Deu et an vos me fi, キリストと諸兄に深く感謝の意を表す、

Que vos ancor plus conquerroiz 願わくば、汝等更
さら

なる征討
たたかい

を続け

Et plus prandroiz et plus avroiz. 更なる勝利をたぐり寄せ、手中にせよ。

Voz proesces, voz bones mains 汝等の勇猛さと汝等の手で

3856 Ont deus foiz vaincuz les Romains ; 再度ロマ人
びと

を打ち破りたり；

Sachiez aue mes cuers me devmne 我の知る限り、我が心未来を託宣
うらな

うに

Et tote rien le me destine, 僅かなりその告げんことは、

Que vos ancor hui les vaintroiz, 汝等今日という日、敵を打て、

3860 Ses avroiz donc vaincuz trois foiz. されば、敵の奴輩に勝ち、三度破らん。

Vos avez vaincuz les Denois, 汝等既にデノワ（デンマーク）人
びと

を破り、

Vos avez vaincuz les Norrois, 汝等既にノロワ人
びと

を破り、

Vos avez vaincuz les François 汝等既にフランス人
びと

を破り
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3864 Et tenez France sor lor pois. フランスを手中にしたり。

Bien devez vaintre les poiors されば汝等、最も弱きを破らざるべからず

Qant vaincuz avez les mellors. 最も強き者を破りたれば。

Tributaires vos voelent fere ロマ人
びと

、貢物
みつぎもの

を納
おさ

むることを要求
もと

め

3868 Et treü voelent de vos trere 彼
か

の種族、我等が退くを望み

Et France voelent recovrer ; フランスを再び奪
と

らんと望む；

Tel gent cuident ici trover きゃつ輩
ばら

、この地に見出さんと意図したり

Com il amoinent d'Oriant ; 遠く東の国より呼び寄せたる大軍を；

3872 Mes un des noz valt des lor cent. されどわが一兵はよく敵の百兵に当る。

Nes alez vos mie dotant, 汝等、我が言を疑うことなかれ、

Car fames valent altretant. きゃつ輩
ばら

は、婦女子より勇気なき故に。

Bien nos devons an Deu fier ; 十分に我等は主なる神を信ずべし；

3876 Ne devons pas desesperer, 落胆、絶望するべからず、

O un petit de hardemant, 僅かの勇気を持て

Que vos vaintroiz legieremant. さらば、勝利はいと易
や

すきこと。

Ja par home nut n'i faudroiz 何人たりと汝等なくして戦うこと能
あた

わず

3880 Ne ja par home ne fuiroiz ; 何人たりと敵を追散らすこと能わず；

Bien savrai que chascuns fera 我は知らん、汝等各々
おのおの

いかに振舞うべきか

Et bien verré qui mialz ferra ; 我は見ん、誰か最善の力出して戦わんか；

Par tot irai et bien verrai 我は随所
いたるところ

にありて、全てを見ん

3884 Et a chascun besoing serai. ” 各々が為すべきことを為遂
し と

げるかを。”

Quant la parole fu finee 訓示終りたる時

Que li rois ot dite et mostree, 王の説き去り、説き来る言葉
ことのは

を、

A une voiz li respondirent 王の声に兵士ら返答
こた

えたり

3888 Tuit ansanble cil qui l'oÏrent 王の訓示聞きたる者全て異口
いく

同音に

Que mialz voelent iluec morir 王と共にこの地に死せん

Que del chanp sanz victoire issir. 戦の場捨てて逃ぐるより、勝利手にせずに。

Molt les veÏssiez arramir 多くの兵激しく戦う意志を示し、

3892 Seremanz fere et foiz plevir 誓いを立て、請け合いたり
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Que por morir ne li faudront, 死すべきは避けられず、

Tel fin corn il fera feront. 共に運命
さだめ

を分かち合い、運を天にまかさんと。

Lucius fu d'Espaigne nez, （ローマ皇帝）ルキアヌスはイスパニア

の生れ、

3896 Des Romains bien anparantez ; ロマ人
びと

に多くの親戚・縁者あり

Ahz avoit de bone jovante （ルキアノスは）働き盛りの男にして

Moins de quarante et plus de trante. 年の頃四十より若く、三十を越えたり。

Hardiz ert et de grant coraige, 大胆にして勇猛果敢な男、

3900 Fet avoit ja maint vaselaige ; 既にして多くの業績
しごと

なしとげたり；

Por sa force et por sa valor その力と、その資質により

L'avoit an fet anpereor. いつか皇帝の座占めるに至る。

De Lengres par matin torna, （皇帝）レングルより早朝、陣を退
ひ

き、

3904 A Ostun droit aler cuida ; オストゥン（オータン）に直行せんとす；

Meüe estoit sa grant gent tote, 全軍オストゥンへ正に出陣せんばかりなり、

Molt estoit large et grant la rote, 数多
あまた

の兵を擁する大編成の軍団なり、

Qant il oÏ et sot l'aguet その時伏兵のあるを気づく

3908 Que Artus ot devant lui fet, これぞアルテュール（王）予
あらかじ

め進路に配

置せしもの、

Vit que conbatre l'estovroit 皇帝思案す、戦わんか

Ou arriere retorneroit ; 将又
はたまた

、軍を引き返さんか；

Retorner ne deignoit il mie, 皇帝引返すを毫も肯
がえ

んぜず、

3912 Car ce sanbleroit coardie, 臆病風に吹かれたが如く見ゆれば、

Et si anemi l'ateindroient されど、敵軍我に打ちかかれば

Et grant domaige li feroient, 大いなる損害蒙るかも知れず、

Car conbatre ansanble et foÏr 干戈交えるも、逃げ走るも

3916 Ne puet l'an mie bien fornir. 立ち向かうに、二つながら困難
むずかし

き事なれば。

Ses rois, ses princes et ses dus, されば、麾下の諸侯、貴族、候伯ら、

Dont bien i ot deus cenz ou plus, 合わせて二百人余りと、

Et cez qui erent del Sené , さらにはローマの上院議員（セナ）もい
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たるが、

3920 Manda si a o aus parlé . 皇帝、全員に以下の如く檄
げき

をとばす。

“ Pere, dist il, gentil seignor, “上院議員諸兄よ、皇帝は言う、位高き

諸公主よ、

Bon vasal, bon conquereor, 猛き戦士よ、すぐれたる征服者よ、

Fil fustes as bons ancessors 汝等は家柄高き先祖の末裔
すえ

3924 Qui conquistrent les granz enors. その昔この勢力
ちから

ある王国を征服したる。

Par aus est Rome chiés del mont その先祖ら在りてローマは世界の女王と

なれり

Et ert, tant con Romain vivront. さればロマ人
びと

のある限りローマは残らん。

Cil conquistrent le grant anpire ; ロマ人
びと

こそはこの広き王国を征服したり；

3928 Honte iert s'an vostre tans anpire. 如何ばかり恥なるか、生き残る我等が力

弱くなれば。

Gentil furent et vos gentil 嘗って気高き父祖、我等又、今もかく

ありたし、

De vaillant pere vaillant fil. 勇ましき父の如く、猛き息子らよ。

Chascuns de vos ot vaillant pere 汝等の一人一人、猛き父祖を持ちたり

3932 Et lor valors hui an vos pere. 父祖より承継
うけつ

ぎたる勇猛さを、今日汝等

具現
みせ

よ。

Chascuns se doit formant pener 汝等、各々力の限り目覚
ざま

しき働きをなせ

De son bon pere resanbler. その輝やかしき父祖にふさわしき。

Honte puet avoir qui dessert 恥なるぞ、名誉失えば

3936 Que l'erité son pere pert 父祖の遺産
のこせ

しもの失う者

Et qui par malvestné guerpist 意気地
いくじ

なくも捨つる者

Ce que ses peres li conquist. 父祖の征服せる地を。

Je nel di mie, ce saichiez, 敢
あ

えて予
よ

は言わざれど、察せよ、

3940 Qu'ancor vos tiegne a empiriez ; 汝等が父祖に劣りたりとは決して言わぬ；

Preu furent et vos estes proz, 父祖も嘗っての日恐れ戦
おのの

きたらん、汝等

も今、又同じ、
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Et je vos tieng a vaillanz toz. 予は確信す、汝等全員勇猛なるを。

Seignor, je voi et vos veez, 諸侯主よ、我は見る、卿
けい

等の如く、

3944 Je sai et vos bien le savez 我は知る、卿
けい

等の如く

Que la voie nos est toloite 軍を進めんとする道は、我軍に対し閉さ

れたり

Qui a Ostun aloit plus droite. オストゥンへ、眞直
ますぐ

に至れる道は。

Aler ne passer n'i poon 今や進むも退くも不可能なり

3948 Se par bataille n'i passon. 一戦を交えるために、この道進むことは。

Ne sai quel robeor novel 我は知らず、いかなる素人同然の野盗か、

Ou robeor ou larroncel 将又
はたまた

、盗賊かコソ泥かは知らず、

Nos ont devant close la voie 我等が往
ゆ

く道とざせるは

3952 Par ou je mener vos devoie. 汝らを引率
ひき

いて我進まんとする道を。

Il cuidoient que je foÏsse 恐らくは敵は思わん、我は逃げ走りて

Et que la terre lor guerpisse, この地を打ち棄てて走らんと、

Mes je m'aloie trestornant されど我は頭を廻
めぐ

らさず

3956 Por aus fere venir avant. 敵軍、我が前方にあると知りても。

Or se sont anbatu sor nos ; されば、敵の兵、我が軍に打ちかからん；

Prenez voz armes, armez vos ! 武器をとれ、者共、戦の準備をせよ！

S'il nos atandent ses ferons 敵の兵我れを待伏せたれば、直に襲撃
おそ

え

3960 Et s'il s'anfuient ses suions. 敵兵逃げたれば、地の果まで追跡
おいう

て。

Metons frain a lor angresté 歯止めをかけよ、敵の勇猛さに

Se destruions Nor poesté ! ” 敵の勢を木っ葉微塵
みじん

にせよ！”

Lor bataille ont aparelliee, ローマ軍、準備万端整えたり、

3964 Lor conroiz fez, lor gent rangiee ; 兵士らを配置し、戦列整えたり；

Molt i ot rois et dus paiens 多くの王と、異教徒の王、居たり

Antremeslez a crestÏens, キリスト教を奉じる王に混りて、

Qui de Rome lor fiez tenoient そは、ローマに領地持ちたる者にして

3968 Et por lor fiez Rome servoient. 皇帝の戦を援助
たすけ

んと来たれり。

Par trantainnes, par cinquantainnes, ここに三十、かしこに四十
しじゅう

、
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Par seissantainnes, par centainnes, 或いは六十、或いは百、

Par legions et par milliers 連隊
レギョン

（註４）をなし、師団
ミリエ

を作り

3972 Departirent lor chevaliers, それぞれに騎士を配す、

Maint a pié et maint a cheval 或いは歩兵、或いは騎兵、

Les uns el mont, les uns el val ; 或いは小高き山に、或いは谷間に在り；

Puis sont tuit rangié et serré ついで全ての兵、隊伍整え隙間もなく

3976 Contre la gent Artur alé ; アルテュール軍へと移動
うご

きたり；

De l'une part de la valee 一隊は谷の側より

Antra la gent romainne armee, 押し寄せたり、ローマの兵武具
もののぐ

持ちて、

De l'autre part, enmi lor vis, 一隊は山の側より、敵の前面に、

3980 Orent Breton le chanp porpris. ブレトン軍は迎
むかえ

撃
う

つ態勢整えたり。

Donc oÏssiez granz corneÏz 折しも、角笛の音
ね

高く鳴り

Et de gresles grant soneÏz ; 鯨波
とき

の声、又、高らかに響きたり；

Serreemant, soef passant 密集せる戦列、静々と進み

3984 S'antrevindrent antr'aprismant ; 両軍相近づき、真向より対峙
むかい

たり；

Molt veÏssiez a l'aprismier 何たる光景ぞや、最初の遭遇
であい

は

Saietes trere et darz lancier ; 箭
や

は空をとび、投槍又とび交
か

いたり；

N'i pooit hom son oel ovrir 何人も眼
まなこ

開けるを得ず

3988 Ne son viaire descovrir. 敵軍
あいて

の顔
かんばせ

見分けるを得ず。

Saietes volent come grelle, 矢は空をとぶ、雨霰
あられ

の如く、

Li airs an troble toz et melle. 空に縞
しま

模様をつけ、天日ために暗らし。

Donc vindrent as lances brisier されば槍は折れ砕け

3992 Et as escuz fraindre et percier ; 楯につき刺さり、楯を引き裂く；

Des hantes donoient granz cos 槍の柄
え

は（ぶつかりて）大いなる音たて

Sor les escuz qu'il ont as cos. 楯の上に、激しき音をたてたり。

Aprés vindrent au chapleÏz 両軍激しくぶつかり合いし後

3996 Et as granz cos des branz forbiz ; 白き刃
は

と刃
やいば

は、真白なる閃光をはなつ；

Donc i ot estor mervelleus, 何たる凄
すさ

まじき戦闘
たたかい

なるかな、

Onques ne vi plus perilleus いまだ嘗
かつ

て、これに勝る殺戮
ころしあい

を見ず
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Ne plus mellé ne plus espés ; これに勝る混戦と、大量の武器を；

4000 Qui ferir volt, tost an ot mes. 誰か望まん打たれ、速やかに殺されるのを

Fos n'esbaÏz n'i ot mestier, 愚者
おろかもの

は只々仰天
おどろ

き狼狽
ろうばい

するのみ、

Coarz ne s'i sot consellier. 臆病者
よわむし

は適切な助言与えられず。

L'un a ferir l'autre destorbe 或いは武器をぶつけ合い、或いは逃げ廻る

4004 La grant espoisse et la grant torbe. 群をなす人の間をくぐり、人混みをかき

分けて。

Molt veÏssiez le chanp fremir, 多くの兵士、戦場震
ふる

え戦
おのの

くを見たり、

L'une eschiele l'autre anvaÏr, 或る隊は戦列を整え、或る隊を敵を叩く、

L'un conroi o l'autre hurter, 或いは敵を押しまくり、或いは傷
いた

めつける、

4008 Les uns ferir, les uns boter, 或いは前進し、或いは後退す、

Les uns venir les uns torner, 或いは敵を叩き、或いは反転す、

Les uns cheoir. les uns ester, 或いは戦場に倒れ、或いは生き残る、

Hantes brisier retros voler, 槍は折れちぎれ、破片は飛び散る、

4012 Trere espees, escuz lever, 剣は鞘を離れ、楯はふり上げられ、

Les forz les foibles cravanter, 強き者は弱き者を殺し、

Les morz as vivanz defoler, 死せる者は、生ける者に踏みにじられ、

Ronpre cengles, ronpre peitraus, 馬の腹帯はちぎれ、頸環
くびわ

はとび、

4016 Seles voidier, foÏr chevaus. 鞍は落ち、馬は逃げ走りたり。

Longuemant s'antreconbatirent 長きにわたり、両軍戦を続け

Et longuemant s'antreferirent 長きにわたり、両軍武器をぶつけ合う

Que cil de Rome ne ruserent ローマ軍、兵を引かざるうちに

4020 Ne sor Bretons ne recovrerent. ブレトン軍、又、兵を引く気配なし。

N'ert mie legier a savoir 速やかに知るは難
かた

し

Qui devoit la victoire avoir 何人か勝敗の行方、予測するを得んやと

Desi que l'eschiele aprisma 新手
あらて

の軍団駆けつけるまで

4024 Que Beduer et Keus mena. ベドイールとキューの率いる軍なるが。

Cil virent que po conqueroient この二人、ブレトン軍の旗色よからざるを見

Et que Romain bien se tenoient. ローマ軍退
しり

ぞかず激しく戦うを見たり。
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Par ire et par droit mautalant 二人怒り心頭に発し、荒れ狂い

4028 O lor conpaigne estroitemant 軍列整えたる精鋭引き具し

Antre les Remains s'anbatirent ローマ軍の真只中に突入し

La ou la greignor presse virent. ここかしこ、激しく突きまくる。

Bien fiert Beduer, bien fiert Koi ; ベドエール阿修羅の如く戦えば、キュー

も又同じ；

4032 Deus ! queus barons a cort de roi いやはや正にアルテュール王皇帝の

直臣貴族
バ ロ ン

、

Quel seneschal, quel botellier ! 天晴れなるかな王の家令
セネシャル

、天晴なるかな

王の料理長
ボテリエ

！

Tant servent bien del branc d'acier. 剣
つるぎ

の舞の見事さよ。

Queus deus vasaus, s'auques vesquissent ! 二人の振舞
はたらき

に、生き延びたる者いかに少

きか！

4036 Molt orent fet et plus feÏssent. 二人すでに夫々に多くの武勲
いさおし

たてたり。

Molt vont la presse deronpant 更に多くの敵を散々に蹴散
けち

らし

Et molt an vont acravantant. 敵陣に突入し、敵を屠
ほうむ

る。

Lor grant conpaigne vint aprés, 多くの軍兵、二人に從いて

4040 Qui molt s'argue et fiert adés ; 更に勢鋭く、敵に襲いかかる。

Maint cop i ot pris et doné, 激しき打撃を与え、絶え間なく攻撃す、

Maint home ocis et maint navré. いかに多くの兵、息絶え、傷つきたるか。

Beduer s'anbat an la presse, ベドエール、混戦の中に突入し、

4044 Qui ne repose ne ne cesse. 息つぐ間もなく攻撃す。

De l'autre part Keus ne refine, 他方、キューも同じく猛攻を加う、

Maint an abat, maint an sovine. 麾下の將兵大いに戦い、大いに敵を倒す。

Se auques tost se retressissent 端兵
たんぺい

急に攻めたり、手を緩
ゆる

めたり

4048 Et a lor gent s'an restrainssissent 麾下の全軍兵退
しり

ぞかせて、態勢整え

Tant que Breton les parsuÏssent ブレトン軍に休息を与う

Et li altre conroi venissent, ついで他の部隊に敵を追撃さす、

Grant pris et grant preu i eüssent 更に多数の捕虜と、大いなる利益あり

ウァース：「ブリュ物語」の “ アルテュール王一代記 ” 試訳（i）

－ 56 －



4052 Et de morir gari se fussent ; 部下に多数の死者出すを免れたり；

Mes il furent trop volantif されどブレトン軍は大いに望めり

Et de ferir avant braidif ; 敵の最前線を激しく叩かんと；

Ne se sorent mie espargnier, 我が兵力の損傷を免かれんために、

4056 La bataille vostrent percier, 大軍、敵の軍列に突入したり、

An lor grant bonté se fioient 赫々
かくかく

たる武勲
いさおし

を固く信じて

Et es granz genz que il menoient. 多くの兵士を率
ひき

いて行く。

Mes une eschiele ont ancontree その時　敵の大軍と遭遇したり

4060 Que li rois de Mede ot menee ; これぞ敵、メデアの王の率いる大隊
バタイヨン

；

Boccus ot non, paiens estoit, 名はボクス、異教徒の王なり、

Molt estoit preuz, grant gent avoit. すこぶる豪勇の士にして、多くの軍兵率

いたり。

Li conte sont a ces mellé, ガドエールとキュー、その混戦の中に居

たり、

4064 N'ont mie lor grant gent doté. 毫
いささか

も恐るることなし、その軍勢の多きに。

Ce fu bataille bien ferue 戦闘は激烈にして

Et meslee bien maintenue 混戦が続く

Antre paiens et Sarrazins 異教徒とサラセン人に対し

4068 Et Herupois et Angevins. エルポイス（ノルマンディ）人
びと

とアルゲ

ヴァン（アンジュー）人
びと

との間に。

Li rois Boccuz un glaive tint, ボクス王、槍をとり、

Mal ait ses cors quant il i vint ! 呪いの言葉口に出したり、戦の場に入る時！

Les deus contes a desconfiz （ボクスは）ブレトン軍の二人の將を狙い

4072 Et Beduer feri el piz ; ベドエールの胸部を強打す；

De la lance parmi le cors 槍は身体を串刺しにし

Li fist passez le fer defors. 鉄の槍は背中にまで貫通したり。

Beduer chiet, li cuers li part, ベドエールはバッタリと倒れ、心臓は裂け

4076 L'ame s'an va, Jesus la gart. 魂は天に還りたり、主なるイエス安らか

に護り給え。
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Keus a trové Beduer mort, キュー、ベドエールの死にたるを見、

An talant a que il l'anport, その屍
しかばね

を、運ばんと欲す、

Molt l'avoit chier et molt l'amoit ; キュー、ベドエールに好意を示し、深き

友情持ちたり；

4080 O tant de gent corn il avoit キューの部下の助けにより

Fist cez de Mede departir メデアの軍を押し返し

Et la place lor fist guerpir. 戦場を去らんとす。

Mes, au targier et a l'atandre されど、遅かりし

4084 Que fist au cors Beduer prandre, ベドエールの屍を収容するには、

S'est li rois de Libe aprismiez, リビアの王、接近したり、

Sertor ot non, molt ert prisiez, 王の名はセクトール、勇名馳
は

せたる男、

Grant torbe avoit de gent paiene 異教徒の大軍を指揮したり

4088 Qu'il ot de sa terre demeinne. 己のが領地より集めたる兵を。

Cil a Keus navré mortelmant セクトール、キューに致命的傷を負わせ

Et ocis a molt de sa gent, キューの部下を多数殺す、

Molt l'ont navré, molt l'ont feru, 多くの兵、傷つき殺されたれど、

4092 Mes il a bien le cors tenu. キュー、ベドエールの屍を手中に入れたり。

De ses homes li remenant 兵らキューを押し包み

L'aloient antor desfandant ; 残余
のこり

の兵、キューを守護
まも

りて

Porté l'an ont a lor dragon, ついには〈黄金の竜〉まで屍体
しかばね

運びたり、

4096 Volsissent cil de Rome ou non. ローマ軍それを望むと望まないとに関わ

らず。

Hyregas fu niés Beduer, ヒレガスはベドエールの甥なり、

Qui molt soloit son oncle amer. その伯父をいたく愛したり。

De ses amis, de ses paranz, 友とその親族の間を、

4100 Prist cil tant qu'il an ot trois cenz 屍を運ぶ、三百の部下のいるところまで

A hiaumes, a haubers, a branz, （部下は）いずれも冑、鎖帷子
かたびら

と剱に身

を固め、

Sor bons chevatus forz et corranz. 逸物の乗馬、屈強の早馬にのりたり。
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Cez asanbla an un conroi, ヒレガス、一隊を編成し、

4104 Puis lor a dit : “ Venez o moi ついで言う “来れ、我と共に、

La mort mon oncle voil vangier.” 我、我が伯父の死に復讐
あだ

打たん。”

Donc prist Romains a aprismier ; されば、ローマ軍の隊列に接近
ちかづ

き；

Le roi de Mede a espié, メデアの王を狙
ねら

う、

4108 Au confanon l'a antercié. 王の軍旗を認別
み

て。

Sor cel conroi torna broichant, ヒレガス馬に拍車入れたり王の本陣めが

け真っしぐらに、

L'anseigne Artur sovant criant アルテュール軍独特の鬨
とき

の声繰返し上げて

Come hom qui est forsenez, 怒り狂った人の如くなり、

4112 Qui ne puet estre amesurez ; 道理わきまえたる人とは更に思えぬほど；

Ne crient home ne rien qu'il truise 何人をも何物をも恐れず、ヒレガス

Mes que son oncle vangier puise. 只一途
ひたすら

に伯父の仇
かたき

討たんとのみ望
おも

う。

Si conpaignon o lui s'eslessent, 從う家臣ら、傍につきて駆けに駆けたり、

4116 Les escuz pris, les lances bessent ; 楯を持ち、槍を小脇きに掻
か

い込んで、

Molt an ocient et anversent, 多くの敵を屠
ほう

むり、打ち倒す、

Par desus les cheoiz traversent ; 地面
つち

に累々
るいるい

と横たわる屍を乗り越えて；

An l'eschiele au roi se sont mis 乱戦のうちに王の軍勢にとびかかる

4120 Qui Beduer avoit ocis. ベドエールを殺したる王の軍勢に。

A la vertu des bons chevaus, 逸物揃いの乗馬と、

A l'aÏde des bons vasaus, 武力すぐれたる部下の戦士の助力により、

Destre et senestre vont tornant 右に左に戦場を駈
は

せ廻
めぐ

りたり

4124 Et Hiregas les vet menant. ヒレガスの指揮の下に。

Jusqu'al confanon ne cesserent 軍旗の下まで驀地
まっしぐ

ら

Ou il le roi Bocu troverent. （軍旗の下に）ボカス王その人を見つけ

たり。

Hiregas l'ot bien avisé, ヒレガスは王をよく知りたり、

4128 Son cheval a vers lui torné, ヒレガスの馬は一直線に王に向い、

Parmi la presse avant s'anpaint, 群がる敵の真只中を遮二
しゃに

無二突進し、
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An son le chief Bocu ataint ; ボカスの脳天に激しい一撃を加う；

Forz fu li ber li cos fu granz 戦士は手練
てだれ

、一撃は強烈

4132 Et li branz fu durs et tranchanz. 剱は業物
わざもの

、切れ味は抜群。

Li hiaumes fandi et quassa, ボカスの冑は割
さ

けて粉々になり、

La coiffe del hauberc trancha, 鎖帷子は真っ二
ぷた

つ、

Jusqu'es espaules le colpa, 肩先までズンバラリンと切下げられ、

4136 Li cuers parti, l'ame an ala. 王の心臓は一刀両断、魂は天に還りたり。

Et Hiregas le braz tandi ヒレガス、腕をむんずと伸し、

Le cors retint qu'il ne cheÏ, 王の体、馬より落ちざる様しっかと押え、

Devant soi le trest an travers, 自分の鞍の前にのせ、

4140 Sor son cheval le tint anvers, 馬の上にうつぶせにして、

Devant soi an travers le trest, 自分の鞍の前に背中を丸めてのせ、

Ainz cil ne cria ne ne brest. 馬がいささかも、嘶
いなな

かざるようにする。

Li chevaliers fu aÏreus 從う騎士は一騎当千

4144 Et li chevaus fu viguereus ; 馬また、猛々
たけだけ

しき逸物
いちもつ

揃い；

Antre sa gent se trest arriere, 部下の頭
こうべ

を後ろに向ける、

Que paiens ne Romains nel fiere. ロマ人
びと

と異教徒の追跡を逃れんためなり。

La presse depart et deront, 急ぎに急ぐ、隊列を乱
みだ

して、

4148 Si conpaignon voie li font. 從う部下も、ヒレガスを懸命に護衛
まも

る。

Joste son oncle l'a porté, 伯父の傍にボガスの屍
かばね

を置き、

Tot l'a par pieces decolpé. 屍を細
こま

切れに、断ち割る。

Puis a dit a ses conpaignons : ついで、麾下の将兵に言う：

4152 “Venez, dist il, fit a barons ! “来れ、とヒルガスの言う、貴族
バロン

の息子

らよ！

Alons ocirre les Romains, 今こそ、ロマ人
びと

を抹殺
みなごろ

しにせよ、

Ces pautoniers, filz a putains ; 悪しき星の下に生れたる、娼婦の息子達
こ ら

を；

La gent qui an Deu n'a creance かの奴輩
やつばら

、主キリストを信ぜず

4156 Ne an Deu n'a nule fiance 主キリストに、何等信仰持たぬ者

Ont amenee an cest paÏs 我が国にはるばる来る
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Por nos destruire et noz amis ; 我が同胞
はらから

と親族を屠るために；

Alons, ocions les paiens いざや殺さん、かの異教の者共と

4160 Et ausimant les crestÏens. 又キリスト教徒を（註５）。

Venez essaier voz vertuz ! ” いざや、汝等の力の限りをつくすべし！”

Ez les vos el chanp revenuz. かくて麾下の軍 兵
ぴょう

、再び戦場に取って

帰す。

Donc oÏssiez noises et criz されば、喧騒
けんそう

と阿鼻叫喚
あびきょうかん

の声を聞け

4164 Et veÏssiez grant chapleÏz, 大いなる殺戮を見よ、

Hiaumes et branz estanceler 兜
かぶと

と剣は白く輝き

Et des aciers le feu voler. 鋼鉄の刃
やいば

は稲妻の如き光を放つ。

Li bons dus de Peitierz, Guitarz, ペイティエルス（ポアティエ）を領する

公ギタルス、

4168 N'aloit mie come coarz, 決して臆病ならず、

Androit soi le chanp bien maintint ; 公は既に戦場に優勢を保ちたり；

Contre le roi d'Aufrique vint, （さらに）アフリカの王に対して来り、

Li uns l'autre formant feri 双方、互いに激しく戦いたり、

4172 Mes li rois d'Aufrique cheÏ されどアフリカの王、打ち倒されたり

It li cuens s'an passa avant, 公はさらに前進を続け、

Aufricanz et Mors abatant. アフリカ人
びと

とモルス（モーリタニア）人
びと

を攻撃す。

Hedins, qui ert dus des Flamens, ヘディンはフラメンス（フランドル）の公、

4176 Qui tenoit Bruge et tenoit Lens, ブルジェとレンス（パードーカレ）を所

有せり、

Torna ancontre la conpaigne 対峙したり、大部隊と

Alephatin, un roi d'Espaigne. エスパーニュの王、アレファンタンの

（部隊に）

Tant se sont antreconbatu 両軍、激しく、長時間にわたり戦いて

4180 Et tant se sont antreferu 互いに相手を打ち合い

Que ocis fu Alephatin アレファンタンは殺され
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Et ocis fu li cuens Hodin. ホディン（ヘディン）又殺されたり。

Ligiers, qui ert cuens de Boloigne, リジィエはボロイニュ（ブーローニュ）

の伯なるが、

4184 Josta au roi de Babiloine ; かねてより、バビロニア（カイロ）の王

を批難したり；

Ne sai dire qui mialz feri いかなる言辞
こ と ば

で批難したるかは知らず、

Mes li uns d'aus l'autre abati 一方が他方を互いに攻撃し合い、

Morz fu li cuens, morz fu li rois. 伯と（モルスの）王、共に死にたり。

4188 Autres contes i ot morz trois, 三人の他の伯も又、戦場の露と消えたり、

Balluc et Cursal et Urgent ; バルックとクルサルとウルゲントなり；

Chascuns des trois menoit grant gent. 三人共に中枢となる部隊の長なりき。

Urgent estoit de Bades sire ウルゲントはバード（バース）の封主
エール

なり

4192 Et Balluc cuens de Gultessire, バルックはグルテシール（ヴィルトシャ

ー）の伯、

Cursal de Cestre cuens estoit, クルサルはケストル（チェスター）の伯、

A ces de Gales marchissoit. いずれも、ガル（ゴール）に隣接せる地

域なり。

Cist furent ocis an po d'ore, 三人共に、戦の初期に倒れたり、

4196 D'anbes parz se corrurent sore. 敵味方双方互いに攻め合う間に。

Les genz que cil mener devoient 三人の諸将の率いる軍兵は義務として

Et qui lor confanons siuoient 夫々の旗印の下に從い

Vindrent a l'eschiele rusant 戦の場に赴けど、戦場から後退す

4200 Que Gauvains aloit conduisant ゴーヴァンの指揮する陣営へと

Et Hoel o lui, ses conpainz, ホエルも又、その部隊の指揮をとる、

Tel dui vasal ne furent ainz 二人の貴族
ヴァッサル

、未
いま

だ嘗って、かくの如き戦

を見ることなし

De bonté ne de corteisie かくも善意
やさしさ

も宮廷精神
れ い ぎ

もなく

4204 Ne de pris de chevalerie. 騎士の取るべからざる仕方
やりくち

の戦を。

Cil de Bretaigne la menor 小ブルターニュ（アルモリック）の兵ら
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Suioient Hoel, lor seignor ; その領主たるホエルに從う；

La lor conpaigne estoit tant fiere その軍団はすこぶる勇猛にして

4208 Et hardie de tel meniere, すこぶる果敢なれば、

Presse ne torbe ne dotoient ; いかなる大軍もいかなる混戦も恐れず；

Par tot aloient, tot perçoient, 戦場の各所、四方八方の敵陣を突破し、

Ces qui ainz lor homes chaçoient 速やかに敵を遁走させ

4212 Et a torbes les cravantoient 大軍を猛追し

Firent sanpres les dos torner 敵兵を直ちに仰向けに引っくり返し

Et maint an firent janbeter. 多くの兵、ために足をバタバタさせる。

O les granz cos que il donoient 何たる大打撃を与えたるか

4216 Et o la gent que il menoient 何たる大軍を指揮したるか

Vindrent desi au confanon かくて本陣の旗印のとこまで攻め込みたり

Qui portoit l'eigle d'or an son. 旗印の頂には黄金の鷹とまれり。

La troverent l'empereor その場所に（ローマ）皇帝を認めたり

4220 Et de son barnaige la flor. 特別に選
よ

り抜かれたる花の諸侯主をも。

O lui erent li gentil home 正にそこに集まれり、貴族と

Et li bon cltevalier de Rome ; ローマ軍、撰り抜きの騎士達；

La veÏssiez estor mortel いづれも死ぬべき運命
さだめ

のもの、

4224 Ainz ne veÏstes, ce cult, tel されどいずれもその運命を先見せず。

Kinmarc, qui ert cuens de Triguel キンマルクはトゥリゲルの候、

Ert an la conpaigne Hoel ; ホエルの指揮の下に在
あ

り；

Molt estoit de grant vaselaige, 恐るべき戦士にして、

4228 Des Romains feisoit grant domaige. ローマ兵を数多く殺したり。

Mes uns Romains qui ert a pié されど、一人のローマ兵、徒士
かち

の兵なるが

Le gita mort a son espié. キンマルクを殺したり、石突
いしづ

きの槍投げて。

O lui ot morz deus mil Bretons, この兵士と共に（ローマ軍）二千のブレ

トン人
びと

殺したり、

4232 Estre trois nobles conpaignons : ここに三人の家柄よき貴族あり：

L'uns de ces trois ot non Jaguz, その一人はジャグズと名乗り、
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De Boloan estoit venuz ; ボロアンの生れなり；

Li seconz fu Rithomartus 第二の男はリトマルトゥス

4236 Et li tierz fu Boclovius. 第三の男はボクロヴィウス。

N'en ot mie an l'eschiele sis 六人の男しか存在せず、この軍団に

De lor valor ne de lor pris ; 三人の名声と勇しさに匹敵
くらぶる

ものは；

Se conte fussent cil ou roi 他の三人、もし身分高き貴族か王なれば、

4240 A toz tans mes, si con je croi 永遠
なが

く、正史に名を留
とど

めたらん、

Fust il parlé de lor proesce ; 又人の口の端
は

に上りたらん、その豪勇
いさまし

さ；

Molt estoient de grant aspresce. 多くの人、切に望みたらんに。

Essart feisoient des Romains ; この三人、ローマ軍を多数虐殺
ころし

たり；

4244 Nus ne venoit antre lor mains 何人も、三人の手にかかることなし

Qui n'eüst sa vie finee, 死を迎えることなしに、

Fust a lance, fust a espee. 三人の槍と剱の一撃によって。

An l'eschiele a l'empereor （ローマ）皇帝の軍団に果敢に

4248 S'anbatirent devant les lor, 三人は突入せり、前面に持ち受ける軍団に、

Et cil de Rome les sorpristrent, されどローマ軍、三人に不意に襲いかかり、

Toz trois ansanble les ocistrent. 三人の全てを討ち果たしたり。

D'ire et de raige fu toz plains 怒りと悲しみに心しめつけられたり

4252 Hoel et ses cosins Gauvains ホエルとその甥ゴーヴァン

Qant il la grant ocise virent 大いなる虐殺を見たる時

Que cil de Rome des lor firent. ローマ軍、己のが部下の勇士らに行いし。

Por lor enemis domaigier （二人）敵の軍勢、痛みつけんためと

4256 Et por lor conpaignons vangier 麾下の兵士らの仇討
あ だ

たんとして

Si sont antr'aus come lyon ローマ軍に突進したり、ライオンの如くに

Antré, bestes mis a bandon ; 恰も獲物を狙う野獣（の如く）；

Romains destruient et essartent, ローマ軍を襲撃し、粉砕し、

4260 Cos et colees lor departent. 多くの首と頭とを切り離す。

Cil de Rome fort se desfandent, ローマ軍も激しく防戦したり、

Maint cop reçoivent, maint cop randent, 敵の首多く取りたれど、自軍の首も相手
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に渡す、

Bien tienent et bien sont tenu, ホエル軍激しく戦えど、敵、又抵抗す、

4264 Bien fierent et bient sont feru, ホエル軍激しく叩けど、敵、又激しく叩く、

Bien botent et bien sont boté, ホエル軍激しく押すも、敵、又押し返す、

Bien hurtent et bien sont hurté, 敵、激しく衝突
あ た

れば、味方、又同じく

衝突
あ た

る、

Gauvains fu molt de grant aÏr, ゴーヴァン、戦場に、執拗
ねばりづよ

く戦い、

4268 Onques ne fu las de ferir, 決して倦
う

み疲れることなし、

Toz tans ert fresche sa vertu, 力、常の如くに漲
みなぎ

る、

Onques sa mains lasse ne fu. その手、戦に倦
う

むことなし。

Formant aloit Romains cerchant むきになりて、ローマ軍を攻撃し

4272 Et formant s'aloit esforcent 何んとしても接近
ちかづ

かんとす

Qu'a l'empereor avenist ローマ皇帝の所まで

Et que a lui se conbatist. 皇帝を打倒さんとして。

Tant a alé et tant a fet 戦場のあちらこちらを駆け廻り

4276 Et tant anpaint et tant retret, 敵を攻めたり、引いたりす、

L'empereor a ancontré, ついに、ローマ皇帝と遭遇せり、

Chascuns a bien l'autre avisé. 双方、互いにジット見つめ合いたり。

L'emperere a Gauvain veü 皇帝はゴーヴァンを至近距離
ま じ か

に見つめ

4280 Et Gauvains a lui coneü. ゴーヴァン、又皇帝を見る。

De grant vertu s'antreferirent, 双方、力の限り打ち合う、

Molt furent fort, pas ne cheÏrent. 双方共に力、互角
ごかく

なれば、相手を馬から

落せず。

L'empereres fu granz et forz, 皇帝は丈aく、力は衆に抜
ぬき

んでたり、

4284 Fiers et hardiz, de granz esforz, 敵を叩くに大胆に、全力を傾く、

Angigneus et de grant proesce ; 智慧、才覚に富み、勇敢なり；

Molt ot grant joie et grant leesce （皇帝）いたく喜び、欣喜雀躍
こおどり

せんばかり

Quant a Gauvain se conbatoit ゴーヴァンと刄
やいば

交えることになりて

4288 Dont si granz renomee estoit ; ゴーヴァンの名声天下に聞ゆ；
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S'il an pooit vis eschaper もし皇帝生きて、この戦から帰還かなえば

A Rome s'an cuidoit vanter. ローマの地で、さぞや勇名aく上らん。

Haucent les braz, les escuz lievent, されば両人腕をのばし、互いに剱振り上げ、

4292 De mervelleus cos s'antrefierent. 素晴しき一撃を互いに見舞う。

Molt s'angoissent, molt s'antrehastent. 二人は激しき打ち合いを交わす。

De mainte guise s'antretastent ; 両者、秘術の限りをつくり追いかけ合う；

Li uns formant l'autre requiert 一方が打ち込めば、他方が受け流し

4296 Et li uns l'autre formant fiert ; 互いに激しき一撃を見舞う；

Des escuz volent les esteles 楯のぶつかる音は、空気をゆるがせ

Et des aciers les estanceles ; 剣はぶつかりて、火花をちらす；

Fierent desus, fierent desoz, 互いに上を叩き、下を叩く、

4300 Molt par estoient andui proz ; 双方共に、勇猛果敢、力衰えざれば；

S'il eüssent le chanp comun もしも二人、戦場に、二人のみ戦かわば

Tost fust la fins fete de l'un. 双方のいずれか、命落したらん。

Mes cil de Rome recovrerent ; されどローマ軍、態勢を立て直し；

4304 A l'aigle d'or se rasanblerent, 金の鷲の旗印の許に集り、

L'anpereor ont secoru, 皇帝を救わんと駈けつけ、

Por po ne l'orent ja perdu. 辛くも皇帝の生命
いのち

終るを妨げたり。

Les Bretons ont arriere mis ブルトン軍を後退させ

4308 Et le chanp ont sor aus porpris. 戦場の主導権を握りたり。

Artus vit sa gent resortir アルテュール（王）己れの軍退くを見て

Et cez de Rome resbaudir ローマ軍、勢
いきお

い盛り返し

Et le chanp contre lui porprandre ; 戦の場に優勢
いきおい

取り戻したるを認む；

4312 Ne pot ne ne volt plus atandre. もはやこれ以上、戦況回復は望めずと。

O sa conpaigne vint criant : 麾下の軍団に合流し、叫びたり：

“ Que fetes vos ? Alez avant ! 汝等何をなせるや！前へ進め！

Veez me ci vostre garant ; 我はここに在り、汝等の守護者；

4316 N'an lessiez nul aler vivant. 何人もここより生きて逃げ走るなかれ。

Je sui Artus qui vos condui 我はアルテュール、汝等を指揮する頭
かしら

、
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Qui por home de chanp ne fui 汝等のためにこの戦場より逃げ走らず。

Siuez moi, je ferai la voie ; 我に続け、我は道を開かん；

4320 Gardez que nus ne s'i recroie. 注意せよ、我等いささかも阻喪
き お ち

せざる様。

Remanbre vos de vos bontez. 思い起こせ、汝等の偉業
しごと

を。

Qui tanz regnes vaincuz avez. 汝等いかに数々の国々に勝利したるかを。

Ja de cest chanp vis ne fuirai ; 我決して、生きてこの戦場を棄つる事なし；

4324 Ou ci morrai ou ci vivrai !” さればこの地に我死なんか果又
はたまた

生きんか！”

Dont veÏssiez Artur conbatre, 何たる光景か、アルテュール（王）自ら

戦うを見るとは、

Homes ocirre, homes abatre, 敵を殺し、敵を打ち、

Hauberz ronpre, hiaumes quasser, 鎖帷子
か た び ら

を真っ二つにし、冑を粉砕し、

4328 Testes et buz et poinz voler. 頭
こうべ

を、上腕
うで

を、さらに手首を空中にとばす。

Caliborne tient molt sanglante ; 名剱エクスカリヴァーを手に、大量に血

を流すを；

Cui il ataint, mort le cravante. 一度
ひとたび

觸れたる者は地に倒し、死に至らしむ。

Ne puis ses cos metre an escrit, 禁ずることなし、いかなる打撃与えるも、

4332 A chascun cop un home ocit. 一人一人、敵の一人を撃ち殺すべし。

Come lyons que fains destraint 飢えに苦しむライオンが

Ocit quel beste qu'il ataint, 近づく獣
えさ

を殺すが如く、

Tot ausimant li bons rois fet ; 皆の者、勇ましき王が為せるが如くせよ；

4336 Cheval ne home vif ne let. 馬といい、兵といい、生きて残さざるべし。

Cui il puet ferir ne plaier 打撃をうけ、傷受けし者も

Mires n'i puet avoir mestier ; 医者も手当する能わず；

Ja de son cop hom ne garra, 打撃受けたる者は決して癒る能わず、

4340 Ja si petit net plaiera. 傷浅き者も、深傷
ふかで

受けたる者も決して。

De la voie Artur fuient tuit アルテュール（王）の行く前を、全員逃

げ走りたり

Come berbiz qui par lou fuit. 狼の前の雌羊の如く。

Le roi de Libe a conseü, ここにリビアの王、待ち受けたり、
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4344 Sertor ot non, riches hon fu ; その名はセルトール、いとも権力ある男；

Le chief li a sevré del bu, その軍団の長
かしら

をつとむ、

Puis li a dit : “ Mal aies tu, アルテュール（王）言う“ 呪われたる汝、

Qant ci venis armes porter 我、この地に名剣持ち来りしは

4348 Por Caliborne ansanglanter. ” エクスカリバーに、血吸わせんがため。”

Cil ne dist mot, qui morz se jut. セルトール一言も言わず、死して横たわる。

Polidités lez lui s'estut, ポリディテス、セルトールの傍に居たり、

Riches rois ert de Bitunie, 権力ある王にて、ビトニイの出身、

4352 Une terre de paienie. 異教徒の地の生れなり。

Artus l'a devant soi trové, アルテュール（王）、己のが前にこの王

認めたり、

Mervelleus cop li a doné ; 鮮やかな一撃、アルテュール（王）加えたり；

Des espaules le bu li rest, 頭
こうべ

を叩き切り、肩まですれすれに、

4356 Li chiés cheÏ, li buz remest. 頭は切り落とされ、胴のみが立ちつくす。

As cos Artur et a ses diz アルテュール（王）の一撃とその言葉に

Ont Breton Romains anvaÏz ブレトン軍はローマ軍に走り寄りたり

Et Romain ancontre s'angoissent, ローマ軍又激しく応戦す、

4360 Espees traient, lances froissent ; 剱の鞘を払い、槍をぶつけ合う；

Des Bretons grant domaige font, ブレトン軍、甚
いた

く損害蒙りたり、

Contre lor force a force estont. 力には力を以って臨
のぞ

めども。

Artus les voit, lors s'abandonne, アルテュール（王）それを見て、怒り、

当るを幸い、

4364 De Caliborne granz cos done. エクスカリバーを振い、激しく攻撃す。

L'anpereres pas ne sejorne, （ローマ）皇帝又、一時も休まず、

De s'espee granz cos i done ; 剱を振いて、敵に大打撃を加う、

Ne se pueent antr'ancontrer されど両雄、遭遇すること成らず

4368 Ne l'uns ne puet l'autre adeser, 双方互いに相見
まみ

えることなし、

Tant par est granz antr'aus la presse 両軍の兵士、数多く、二人の間に在りて

Et la bataille si angresse. 戦闘激しければ。
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Bien fierent cist, bien fierent cil, 両軍の兵、相互に激しく戦いたり、

4372 Tost an veÏssiez morir mil. しばしのうちに、死者は千を算えたり。

Fieremant s'antreconbatoient 両軍激しく干戈を交え

Et fieremant s'antreocioient. 両軍甚しく戦場の露と消えたり。

N'ert mie aparant qui vaintroit 定かならず、いずれが勝者たるか

4376 Ne qui vaincuz ne morz seroit, いずれが敗者なるか、死者の数、幾許
いくばく

かを、

Qant Mouriz vint, o la conpaigne ムーリス（グロスター）公、軍を進めた

る時、戦場に

Qui ert el bois, lez la montaigne その軍、森に陣し、山の辺
ほとり

にありたり

Ou Artus recovrer devoit その山にアルテュール軍、又、身を潜め

ていたり

4380 Se de sa gent li mescheoit ; 不測の事態起るに備えて；

Sis mil et sis cenz chevaliers 六千六百の騎士

Et seissante sis, a destriers, それに六十六の戦闘騎士団、

A clers hiaumes, a clers haubers, 兜を輝かせ、鎖帷子を光らせ、

4384 Lances droites, amont les fers, 槍を立て、剱を高くかざして、

De la montaigne descendirent, 山より一散に駆け下りたり、

Que cil de Rome nul n'an virent. されどローマの兵、一人たりとそれに気

付かず。

Derriers lor vindrent ses ferirent, アルテュール軍背後より、敵を激しく攻

撃せり、

4388 Lor bataille par mi fandirent, 攻撃は、隊列を作るローマ軍を真っ二つ

にし、

Les uns, les autres departirent 一隊又一隊とバラバラに分れ

Et teus i ot qu'il abatirent. 全てが、別々に戦う。

As chevaus les vont defolant 馬の蹄にローマ軍は圧しつぶされ

4392 Et as espees ociant. 剱によりて生命をおとす。

N'i porent plus Romain ester ローマ軍もはや戦人
いくさびと

の体
てい

を成さず

Ne ne porent plus arester ; その場にもはや留
とど

まるを得ず；
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A granz torbes s'an vont fuiant. 大混乱のうちに逃げ走る。

4396 Et Breton les vont anchauçant. ブレトン軍、ローマ軍を追跡したり。

L'empereres fu abatuz, ローマ皇帝、馬より打ち落され、

El cors d'un lance feruz, 槍で強
した

たかに体打たれたり、

Ne sai dire qui l'abati 知らず、何人か皇帝を打ち落したるか

4400 Ne ne sai dire quil feri ; 知らず、何人か皇帝を打ちたるかを；

An la presse fu antrepris 乱戦のうちに捕虜となり

Et an la presse fu ocis ; 乱戦のうちに殺されたり；

Antre les morz fu morz trovez, 死人の山の中に、皇帝死んで見つかりたり、

4404 El cors d'une lance navrez. 屍体は槍で傷つけられていたり。

Cil de Rome et cil d'Oriant ローマより来りし者、オリエントより来りし者

Et li autre comunemant 及他の諸国
コムネマン

より来りし者

Auquant qui pueent, del chanp fuient ; 出来る限り早く、戦場より逃げ走りたり；

4408 Breton les chacent et destruient ; ブレトン軍、それを逐
お

い、只管
ひたすら

に打ち；

Tant an ocient, tuit s'an lassent, 多くを殺す、うんざりするほど、

Par desus les ocis trespassent ; 屍体をまたいで行くほどなり；

Sanc veÏssiez corre a ruissiaus 血は流れて川の如く

4412 Et ocis gesir a monciaus, 屍は地に伏して、累々
るいるい

、

Biaus palefroiz et bons destriers 美事な儀伏馬も、たくましき戦闘用馬も

（主なくして）

Par les chans aler estraiers. 戦場を当
あ

ても無くさまよいたり。

Artus se fist joios et lié, アルテュール（王）喜びに喜ぶ、

4416 Qant l'orguel de Rome ot plessié, 傲
おご

り昂
たか

ぶるローマ軍かくも打ち破りし時、

Grasces randi au Roi de gloire, 栄光の神に感謝の祈り捧げたり

Par cui il ot eü victoire. 勝利を与え給うた（神に）。

Cerchier a fet toz les ocis, ついで、全ての死者を捜しに行かす、

4420 Ses homes prandre et ses amis ; 麾下の兵と友人達を収容させたり；

Les uns fist iluec anterrer, 死者の一部を戦場に埋め、

Les uns an lor terres porter. 死者の一部を（出身の）領地に運ばせたり。
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Par la contree, as abaÏes, 夫々の領地の僧院に、

4424 An fist anterrer granz parties. 埋葬したり、身分高き諸侯は。

Le cors fist de l'anpereor ローマ皇帝の遺体も同様にし

Prandre et garder a grant enor ; 大いなる名誉を与え、丁重に扱い；

A Rome an biere l'anvea 屍を棺に入れてローマへ送り

4428 Et a ces de Rome manda （帰国する）ロマ人
びと

に言付
ことづけ

託したり

Que de Bretaigne qu'il tenoit 皇帝の所有せるブレタイニュ

（小ブルターニュ = アルモリツク）は

Altre treü ne lor devoit, 別の貢物なり、皇帝の所有すべからざる、

Et qui treü li requerroit 貢物を望むべし

4432 Autretel li anvoieroit. 他のものを望むならば。

Keus fu, qui ert a mort navrez, キューは致命的な重傷負いたるが、

A Chinum, son chastel, portez. シノンなる己が居城に運ばれたり。

Keus conpassa et fist Chinon キューこそは築きたりかのシノンの城を

4436 Et de Keus ot Chinon cest non. キューの名よりシノンの名出
い

でたり。（註６）

Ne vesqui mie longuemant, されどキューは長くは生きられず、

Asez morut hastivement ; あわただしく、魂は天に還りたり；

Anterrez fu an un boschage 遺体は埋葬されたり、広大な森の

4440 Lez Chinon, an un hermitage. シノンの城に近き、隠者の庵
いおり

に。

A Baieiues an Normandie, ノルマンディーなるバイエイウスに、

Dont il avoit la seignorie, 領地持ちたる、

Ont Beduer ansepeli ベドエールはその地に埋葬されたり。

4444 Defors la porte, vers midi 町の正門の外側に、南向きに。

An Flandres fu Holdin portez フランドルヘとホールディンは運ばれ

Et an Teruanes anterrez ; テルアンヌ（パ・ド・カレー県）に埋葬され；

Ligiers fu portez an Boloigne. リジェールはボロイニェ（ブーローニュ）

に運ばれたり。

☆なお、第七章（下）の註釈は、第八部の終りに一括して記載されている。
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i アルテュール王、治世の最期

ブルゴイニュ（ブルゴーニュ）地方で、ローマ軍と対峙した後、ローマ皇帝を

倒し、大陸経略の道を続けるつもりのアルテュール王に思いがけない報せが届

く。

アルテュール（王）がローマ征討行に出た後、ブレトン王国の管理を託されて

いた、王の甥のモルドレッドが王に叛旗を翻えし、国内の全権を掌握し、あろう

ことか、王妃のグニエーブルを犯し、結婚までしたとは。

甥を信用した不明を悔むアルテュール（王）は義弟のホエルに、大陸にのこる

ブレトン軍の指揮を託し、急遽、ブレトン本国に取って返す。

最初は優勢なるモルドレッドの反撃に手こずり、苦戦を続け、最も信頼する騎

士にして勇将なる甥のゴーヴァンや、信頼せるアウギゼルまで失うが、アルテュ

ール（王）もじりじりと戦局を挽回し、終に、モルドレッドをコルヌアーユの近

郊に追いつめる。

死力を尽したモルドレッドも、最後の力を振りしぼって反撃し、両軍は総力を

挙げて戦う。累々たる屍は戦場を覆い、流血は川となって流れ、酸鼻を極めた死

闘の果てにモルドレッドは乱戦のうちに殺される。

しかしアルテュール軍も又、死者多く、前途ある若き騎士の多くが死に、〈円

卓の騎士〉も全て戦場の露と消える。そしてアルテュール（王）自身も致命的深

傷を負い、アヴァロンへと運ばれる。

これより先、王妃グニエーブルは、モルドレッドの連戦連敗を知り、己れの犯

した罪と恥辱に身をさいなまれて、修道院に身を隠し、俗世との縁を切る。

かくて、さしものアルテュール王国も崩壊し、秋風索莫の終りをつげる。しか

し〈アルテュールはいつの日か蘇えり、王とならん〉と妖術師（預言者）メルラ

ンの口を藉
か

りて、作者ワースは記し、後の〈アルテュール伝説〉のアルテュール

待望論の糸口をつくる。

ワースの〈アルテュール王一代記〉を見ると、最後は誠に呆気ないほど淡々と

終ってしまい、後年の目も彩な〈アルテュール王騎士伝説〉にある名剱エクスカ
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リバーを湖に投げたり、湖の妖精が船で重傷のアルテュールを運ぶなどという話

はないし、辛じて〈円卓〉の話はあるが、〈聖杯〉だの〈騎士第一のランスロ〉

の名も、そしてその王妃との“道ならぬ恋
ロマンス

”などはカケラ
・ ・ ・

も見えない。

アルテュール伝説は、後代に意図的に変容させられて、今日ある様な〈一大騎

士道物語群〉を形成した訳だが、それについては別に稿を改めるべきで、今は言

及しない。

しかし、ワースの作品こそが、最も原点的な〈アルテュール物語〉であり、そ

の荒削りとも言える素朴な文体と、如何にもトゥルーベール（吟遊詩人）の朗誦

によって徐々に、完成したとみられる繰り返しの多い文体は、真に尊ぶべきもの

ではないだろうか。

4448 Artus, qui remest an Bergoigne, アルテュール（王）はベルゴイニェ

（ブルゴーニュ）に腰を据え、

Tot l'iver iluec sejorna; 冬の間中、その地に滞在
と ど ま

り；

Les citez prist et apaia. その地方の街町
まちまち

を手中に掌握
お さ め

たり。

An esté vost Mongeu passer 王その夏モンゲウ（註１）を越えと欲す

4452 Et a Rome voloit aler, ローマへと軍を進めんため、

Mes Mordrez l'an a destorbé. されどモルドレッド、それを妨げたり。

Deus, quel honte, Deus, quel vilté ! 何たる恥知らず、何たる卑劣さ！

Ses niés, filz sa seror, estoit モルドレッドは王の甥（註２）、王の妹の

子にして

4456 Et an garde son regne avoit ; アルテュールの王国全てを守りし者；

Tot son regne li ot livré その王国全てを託され

Et an garde tot comandé. 王国の安寧を守りしもの。

Et Mordrez li vost tot tolir されどモルドレッドは、その全てを奪い

4460 Et a son oés tot retenir ; その財宝の全てを手中に収めんとし；

De toz les barons prist homages 全ての諸侯から巨從礼
オ マ ー ジ ュ

（註３）を採
と

ること

を強要し
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Et de toz les chastiaus ostages. 全ての居城を保証
オタージュ

として取りたり。

Aprés ceste grant felenie これら数々の裏切りの後に

4464 Fist Mordrez altre vilenie, モルドレッドは別なる破廉恥
げ れ つ

なる行い為

したり、

Car, contre crestÏene loi, キリスト教徒の教えに反し、

Prist a son lit fame le roi, 王の妃の寝床
ねどころ

に入りたれば、

Fame son oncle et son seignor 己のが伯父にして、己のが主君の妃の

4468 Prist a guise de traÏtor. 正に謀反人のやり方で為
な

したり。

Artus oÏet de voir sot アルテュール（王）、その愚しき事を耳

にし、知りたり

Que Mordrez foi ne li portot ; モルドレッドの、誓いに忠実ならざるを；

Sa terre tint, sa fame ot prise ; 王の領国を奪い、妃に邪恋遂げしを；

4472 Ne li sot gré de tel servise. 王は如何に事態に対処せんかを知らず。

Sa gent tote a Hoel parti, ホエルに麾下の軍隊を委
ゆだ

ね、

France et Bergoigne li guerpi フランスとベルゴイニェ

（ブルゴーニュ）を（王は）放れ

Se li rova que tot gardast その地を守るを（ホエルに）命ず

4476 Et que par tot pes afermast ; 全力を挙
あ

げて、その地をしっかりと；

An Bretaigne retorneront, アルテュール（王）自身はブレタィニュ

（大ブリテン）にとって返す、

Cez des illes o soi manroit 引率
ひ き

いるブレテーニュの島の軍団をつれて

Et de Mordret se vangeroit モルドレッドに復讐せんため

4480 Qui sa fame et s'enor tenoit. 己のが妃と己のが名誉を奪いたる男に。

Tot son conquest po priseroit, 己れの征服したる地、全て奪われん、

Se Bretaigne, son fié, perdoit ; 若しブレタイニェ、己のが采邑地
り ょ う ち

を失わば；

Mialz vialt lessier Rome a conquerre ローマを征服するを諦
あきら

めんが上策ならん

4484 Que perdre sa demeinne terre ; 己のが固有の領地失わんよりは；

A brief terme repeireroit 須臾
つ か

の間に、我、再び取って返し

Et a Rome, ce dist, iroit. ローマに、とアルテュール（王）はいう、
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向わん。

Ensi vint Artus a Guitant, かくて、王はギタン（註４）に赴むけり、

4488 Del parjure Mordret plaignant, モルドレッドの偽りの誓いを深く嘆きつつ、

Qui torné l'ot de grant conquest ; 征討行にモルドレッドを連れて行かざるを；

Son navie ot a Guincent prest. アルテュールの船団、ギンセントに出発

の準備整いたり。

Mordrez sot d'Artur le repere ; モルドレッド、アルテュールの帰国察知
し り

たり；

4492 Ne vost ne ne deigna pes fere ; されどアルテュールに和睦求める意志なく；

Heldric de Sessoigne ot mandé, セソイニュ（サックス）のヘルドリック

を呼び寄せたり、

Un duc qui li ot amené こは部下の候の一人なるが、これに与えたり

4494a Oit cent nefs aparaillies, 装備整いし八百の軍船と、

4494b Tutes de chevaliers chargies, 武装完備せる騎士団を、

4494c Et Mordred lur ot graanté モルドレッド、又ヘルドリックに認めたり

4494d Et en eritage duné 相続領地
エ リ タ ー ジ ュ

を与うるを

Par lor aÏe et par lor force その助力とその軍勢を手中にするため

4496 De Hundre tot jusqu'a Escoce フンデル（河）より、エスコス（スコッ

トランド）までの領地全てを

Et ce que ot an Kant Hanguist, これぞ昔、カント（ケント）の国にハン

ギストが所有せし地、

Qant Vortiger sa fille prist. フォルティゲがカントの娘を娶りし時（註５）。

Qant Mordrez ot sa gent jostee, モルドレッド、その軍勢を集めたる時、

4500 Granz fu et bele l'asanblee. 規模大にして強力な同盟軍構成
で き

たり。

Antre la gent qui fu paiene その中には、クリストを信じざる者も

Et la gent qui fu crestÏene クリストを信じる者も共に居たり

Ot a haubers et a destriers 鎖帷子に身を固め、重装備の 馬
デストリエ

（註６）

にのる

4504 Seissante mile claevaliers. 騎士の数、およそ六万。
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Aseür cuide Artur atandre, （モルドレッド）用意万端アルテュール

を迎えんと、

Les porz li cuide toz desfandre ; 予想される港全部を防がんと；

Ne li volt pas son droit guerpir モルドレッド己のが権利を棄てる意志なく

4508 Ne querre pes, ne repantir, 和平を講ずる意なく、己れの行為を悔い

ることなし、

Et il se sant tant a corpable モルドレッド知る、大いなる罪犯したれば

Que pes querre li seroit fable. 和平を撰ばば、全て水の泡とならん事を。

Artus fist ses nés esquiper ; アルテュール（王）、軍船に艤装
し た く

せし

めたり；

4512 Tant mena, gent nel sai nonbrer. 多くの軍兵を乗す、その数、算える能わず。

A Romainné volt ariver 王ロマイネ（ロムネイ）の港に入らんと欲し

Et la rova ses nés torner, 船団の舳
へさき

そこに向けたり、

Mes ainz qu'il fust a terre issuz されど、軍兵、陸地に上陸する前に

4516 Fu Mordrez ancontre venuz モルドレッドこれを迎え討んと計り

O ses homes delivremant, 麾下の軍団を速やかに移動
う ご か

す、

Qui a lui sont par seremant. いずれも行を共にすると誓約
ち か い

せし将兵なり。

Cil des nés d'ariver s'esforcerit, アルテュールの船団の兵、上陸せんと無

理をし、

4520 Cil de la terre lor desforcent. 浜辺に待ち受けるモルドレッド軍それを

迎撃
むかえう

たんとす。

Molt s'esforcent d'anbedos parz, 両軍、意気天をつく、

Traient saietes, lances, darz ; 矢を放ち、槍を振りかざし、投槍を投げ；

Pances et piz et testes percent 腹を貫き、胸を刺し、頭
こうべ

を砕き

4524 Et crievent ialz s'il i adrescent. 顔に届きし時は眼
まなこ

を貫ぬく。

Cez des nés estuet tant antandre 船の上の軍兵、待つより術
すべ

なし

As n's conduire, a terre prandre, 船を操船
あ や つ

り、陸に着舷
つ く

まで、

Ferir ne covrir ne lor loist, その間、接戦
た た か

うも、守禦
ま も

るも得ず、

4528 Par la mer molt des morz an joist ; 多くの兵、海の藻屑
も く ず

と消えたり；
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Sovant chieent, sovant chancelent, 或いは（船より）振り落され、或いは

舷
ふなばた

を越えて、

TraÏtors ces defors apelent ; 裏切者の指揮とる面前で；

As nés deschargier el rivaige 船より浜辺に上陸したる時

4532 Ot Artus d'omes grant domaige ; アルテュール（王）数多くの兵を失いたり；

Molt i ot colpez buz et chiés. 多くは胴体を真二つにされ、頭
こうべ

切り落さる。

La fu ocis Gauvains, ses niés ; その場所で、ゴーヴァン討死したり、王

の甥；

Artus ot de lui duel molt grant, アルテュール（王）それをいたく悲傷
か な し

めり、

4536 Car il n'amoit nul home tant. ゴーヴァンを誰にも増して愛したれば。

Aguisel fu o lui ocis アウギゼル又ゴーヴァンと同じ時に命落

したり

Qui d'Escoce ert poesteÏs ; この男エコス（スコットランド）の領主

たりき；

Des autres i ot ocis maint 他の多くの将兵も地に倒れ伏したり

4540 Que li rois molt regrete et plaint. アルテュール（王）死者を悼
いた

み、悲しみ

にくれたり。

Tant com il furent el sablon 多くの将兵、浜辺に止まれど

Ne fist Artus se perdre non, アルテュール（王）、絶え間なくその兵

失いたり、

Mes puis qu'il furent au terrain されど将兵ら堅き地
りくち

に着き

4544 Et par igal furent au plain, 敵と同じ平原で戦えば、直ちに、

Ne pot Mordrez avoir duree モルドレッド軍、優勢を保てず

Ne la grant gent qu'il ot menee. モルドレッド、軍勢を多数集めたれど、

Mordrez ot homes concuilliz, モルドレッド、すぐれたる将を持たず、

4548 An pes et an repos norriz ; 平和と無為
む い

に慣れたれば；

Ne se sorent pas si covrir 己れを守る術さえ知らず

Ne si torner ne si ferir 劣勢盛り返し、敵を攻めることを

Come la gent Artur feisoit. アルテュール軍の如くに。
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4552 Qui an guerre norrie estoit. アルテュール軍、戦の場で兵を育てたり。

Artus et li suen i feroient アルテュール（王）とその麾下の将兵、

為したり

Et des espees les servoient ; その剱を敵に有効に役立つるを；

A vinz et a cenz les ocistrent, 二十人、百人と、次々に敵を葬
ほうむ

り、

4556 Molt an tuerent, molt an pristrent. 多くの敵を殺し、多くの敵を捕虜にせり。

Granz fu l'ocise et plus granz fust 更に凄まじく虐殺
ほ う む

り、その数更に増えたらん

Se li vespres ne lor neüst ; 夕闇、もし邪魔をせざれば；

Li jorz failli et la nuiz vint, 日は暮れて、夜の帳
とばり

下りたり、

4560 Artus s'estut, sa gent retint. アルテュール（王）戦闘を止め、部下を

押し止めたり。

La gent Mordret s'est mise an fuie. モルドレッドの軍、逃げ走りたり。

Cuidiez que l'uns l'autre conduie ? 敗走の兵互いに誰か退却の兵を指揮せん

と思はん？

Nus n'i prenoit d'autre conroi, 誰一人、人の事を気にする暇なし、

4564 Chascuns pansoit de garir soi, 各自
おのがじし

、気に懸
かか

るは、己れの身のみ。

Mordrez s'an foÏ tote nuit, モルドレッド、夜を徹して逃げ走る、

Querant recet ou il s'apuit ; 身を寄すべき隠れ家を求めて；

A Londres cuida remenoir, ロンドル（ロンドン）に身を寄せんと思う、

4568 Mes cil nel voltrent recevoir ; されど、その地の人、温き手差しのぶる

とは思えず；

Tamise et Londres trespassa, さればタミーズ（テームズ河）とロンド

ルを通り越し、

Jusqu'a Guincestre ne fina. グインセスター（ウインチェスター）

の町に到り、身を落ちつけたり。

An la cité se herberja, その町に居を定め（モルドレッド）

4572 Ses genz et ses amis manda ; 諸侯主と軍勢を呼び寄す；

Des citeains prist feauté 町の住民に忠誠を誓わせ

Et homaiges, estre lor gré, 巨從礼
オ マ ー ジ ュ

（註２）を求む、住民の意志に反し、
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Qu'a lor pooir le maintanront モルドレッドを、全力を挙げて援助し

4576 Et pes et foi li porteront. 能うる限りの忠誠と服從を誓うことを。

Artus n'ot cure de sejor, アルテュール（王）毫
いささか

も軍を留
とど

めるを

顧慮
お も わ

ず、

Qui vers Mordret ot grant iror. モルドレッドに対し、怒り満ち満ちたれば。

D'Auguisel a grant duel eü アウギゼル（の死）にアルテュール（王）

悲しみ甚し

4580 Et de Gauvain qu'il a perdu ; 失いしゴーヴァン（の死）にも；

Son mautalant torna et s'ire アルテュール（王）改めて哀惜
かなしみ

と憤怒
い か り

沸

き返りたり

Sor Mordret, molt bee a l'ocirre. モルドレッドの死を熱望す。

A Guincestre le vint siuant, グインセスターまでモルドレッドを追跡

せんと、

4584 De totes parz gent semonant ; 各地より編成の軍団を招集し；

La cité volt fere asegier （グインセスターの）町を包囲
か こ

まんと欲し

Et sa gent antor aloigier. 麾下の兵を城の周囲に布陣
お

く。

Qant Mordrez vit Artus et l'ost モルドレッド、アルテュール（王）とそ

の軍団を見し時

4588 Qui la cité anviron clost, 町を十重
と え

二十重
は た え

に囲む（軍を）、

Sanblant fist qu'il se conbatroit すぐにも戦わんとのそぶりを見せ

Et que conbatre se voloit, 干戈交えるを欲す、

Car, se il longues ert asis, もし攻城戦
し ろ ぜ め

長びけば、

4592 N'an torneroit qu'il ne fust pris, 城は必らずや敵の手に落ちん、

Et se il pris estre pooit, 更にもしアルテュール（王）城を手に入

れれば、

Ja d'Artur vis n'eschaperoit. よもや、逃走
の が る

るを見過すとは、

Toz ses homes fist asanbler, アルテュール（王）全ての軍勢を集結せ

しめ、

4596 Prandre Nor armes et armer, 武器を持たせ、武装し、
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Par conroiz les fist establir 軍団を再び進軍せしめ

Et a conbatre fors issir. 戦闘へと軍団を出発させたり。

Des que cil furent fors issu, 城門の外に到着
い た る

や、

4600 Cil de l'ost sont tuit la coru ; 城を激しく攻めたり、

Sanpres i ot maint cop doné, いつもながらの、その攻撃の激しさよ、

Maint home ocis et maint navré ; いかに多くが死に、多くが傷つきたるか；

A Mordret prist a meschëoir, 運命はモルドレッドに背向けたり、

4604 Ne pot sa gent foison avoir. モルドレッドの軍敢然と迎撃
むかえう

てず。

Mes il pansa de garir soi ; ただ窮地を脱することのみ考えたり；

Mesfet ot molt si crient le roi その犯せる罪や重く、ただ王を恐れるのみ。

Toz ses privez et ses norriz （モルドレッド）側近の諸侯と家臣を

4608 Et ces qu'Artus ot plus haÏz これらはいずれもアルテュール（王）が

極めて憎む者なるが

Asanbla tot priveemant, 秘そかに集め

Conbatre leissa l'autre gent ; 他の諸侯、諸士を戦に赴むかせたり；

Vers Hantone prist le santier, アントーネ（サザンプトン）への道をとり；

4612 Einz ne fina jusqu'al gravier. モルドレッドとある砂浜
かいがん

に到着
い た

れり。

Esturmanz prist et mariniers そこで舵手
かじとり

と水夫
か こ

を手に入れたり

Par promesses et par loiers, 報奨を約し、金を分け与えて、

An mer se fist a aus anpeindre 海上に乗り出させたり

4616 Que net poÏst Artus ataindre. アルテュール（王）と顔合せせざるように。

An Cornoaille l'ont conduit ; コルヌアーユへと船首
へ さ き

向けたり；

Artur crient, volantiers s'an fuit. アルテュール（王）を恐れ、這這
ほうほう

の体
てい

で

逃去りたり。

Li rois Artus Guincestre asist, アルテュールはギンセストル（ウインチェ

スター）を囲み、

4620 La gent vainqui, la cité prist. 敵軍を打ち破り、町を占據したり、

A Yvain, le fil Urien, ユーリエンの息、イヴァインに、

Qui de la cort estoit molt bien, （この男）宮廷に於いて一際すぐれ
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たる美男なるが、

Dona Escoce an heritaige. （アルテュール）エスコス（スコットラ

ンド）の地を采邑
エリタイジュ

（註７）として与う。

4624 Et Yvains l'an a fet homaige ; イヴァイン今持つ領地を王に返上
オマージュ

せり；

Niés Auguisel avoit esté イヴァインはアウギセルの甥なり

Se clamoit droit an l'erité, かねて采邑
エリタイジュ

を要求していたりしが、

Ne cil n'avoit ne fit ne fenne アウギゼルには息子も妻もいず、

4628 Qui sor Yvain preÏst le regne. イヴァイン、要求をかなえたり。

Yvains fu molt de grant valor, イヴァインは武勇すぐれし男、

Molt ot grant pris et grant enor 大いなる名声と名誉をほしいままにす

De la meslee et de la guerre 戦場の乱闘と合戦の際に

4632 Que Mordrez mist an Engleterre. 一方モルドレッドはアングルテール

（イングランド）へと身を寄せたり。

La reÏne sot et oÏ アルテュール（王）の王妃は知り、

耳にしたり

Que Mordrez tantes foiz foÏ ; モルドレッド、幾度
いくたび

も逃走したるを；

Ne se pooit d'Artur desfandre アルテュールに刃が立たず

4636 Ne ne l'osoit an chanp atandre. 戦場で敢えて面前に立つことなきを。

A Guevrevic ert a sejor, 王妃はその頃グエヴレヴィック（ヨーク）

に在
あ

りき、

An pansé fu et an tristor ; 王妃は憂愁
お も い

に沈みたり、深き悲しみに；

Manbra li de la vilenie 思い起せり恥辱を、己のが犯せし（註 10）

4640 Que por Mordret s'estoit honie, モルドレッドによって辱しめられ、

Le bon roi avoit vergondé 気高き王の名誉を汚
けが

し

Et son neveu Mordret amé ; 王の甥なるモルドレッドを愛したり；

Contre loi l'avoit esposee （キリストの婚姻）法に背きてその妻と

なれり

4644 Si an estoit molt avillee ; かくも大いなる恥辱に塗
まみ

れて；

Mialz volsist morte estre que vive. 死を撰びたき気持なり、生き恥さらすより。
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Molt fu triste, molt fu pansive ; 深き悲しみと深き憂いに沈み；

A Carlion s'an est foÏe, カルリオン（モームートシャーのウスク

河畔）へと身を引き、

4648 La entra an une abaÏe, とある修道院に入り、

None devint iluec velee, ベールを被
かぶ

り（尼となり）、

An l'abaÏe fu celee. 修道院に身を隠くしたり。

Ne fu oÏe me veüe, 其の後、何人
なんびと

も王妃のことを語らず、目

にすることもなく、

4652 Ne fu trovee ne seüe, 何人
なんびと

も王妃（の消息）を知らず、二度と

その姿を見ず、

Por la vergoigne del mesfet その為したる愚かしき恥辱と

Et del pechié qu'ele avoit fet, その為したる罪とによりて。

Cornoaille a Mordrez tenue, モルドレッドはコルヌアーユに影響力

持ちたり、

4656 L'autre terre a tote perdue. されど他の残る王国の領地は全て失いたり。

Par mer et par terre anvea, （モルドレッド）海を越え、陸地を越えて

使者を出したり、

Paiens et crestÏens manda ; キリストを信ずる者にも、信ぜざる者に

も依頼
たのみごと

を；

Manda Irois, manda Norrois, イロワ（イルランド）に頼み、ノロワに

頼み、

4660 Manda Saissons, manda Denois, サイソン（サクソン人）に、デノワ（デ

ンマーク人）に頼み、

Manda cez qui Artur haoient' アルテュール（王）を憎む諸侯と

Et qui son servise cremoient, 兵役を恐れるその家臣たちに、

Dona et promist et proia （報酬を）与え、約束し、懇願す

4664 Si com hom fet qui besoing a. 正に窮地に陥
おち

いる領主の如くに。

Artus fu dolanz et iriez アルテュール（王）いたく苦しみ、いら

だちたり
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Qant de Mordret ne fu vangiez ; モルドレッドに復讐
あ だ

討てざれば；

Molt li pesa del traÏtor 重く心にかかりたり、裏切りが

4668 Qui de sa terre ot nes un dor ; 領地の略奪はほんの一握りに過ぎざれど；

Cornoaille a, gent i a trait （モルドレッド）依然コルヌアーユを保
も

ち、多くの兵を召集
あ つ

め

Et se poinne que plus en ait ; 更に人数を増やさんとし；

Tenir cele et plus prandre antoise, 裏切りの罠をかけんとす、

4672 Artus le set, formant l'an poise ; アルテュール（王）これを知り、悩み又

増えたり；

Tote s'ost manda jusqu'au Hunbre, 全ての兵召集
よ び よ

せり、フンブル河に至るまで、

Granz fu li pueples, n'an sai nonbre; 召集
あ つ ま

る兵は甚だ多く、その数を知らず；

La quist Mordret ou il le sot, モルドレッドを捜しに捜す、ここぞと思

わん所を、

4676 Granz fu la genz que li rois ot ; 多いなる数の兵を、王は持てば；

Ocirre le vialt et destruire 王、モルドレッドを殺し、破滅させんと望む

Come traÏtor et parjure. 裏切者と偽証の罪犯したる人として。

Mordrez n'en ot de foÏr cure, さればモルドレッド、逃げ廻るのを諦らめ、

4680 Mialz se vialt metre an avanture ままよ、運命を験
ため

さんと望み

Et an abandon de morir 死の危険を選ばんとす

Que tantes foiz de champ foÏr. 今一度
ひとたび

、逃げ出すよりはむしろ。

Joste Tanbre fu la bataille タンブル（註８）の近くに戦は展開
くりひろ

げられたり

4684 An la terre de Cornoaille. タンブルはコルヌアーユに在る地なり。

Par grant ire fu asanblee 大いなる怒りによりて両軍は集り

Et par grant ire fu jostee ; 大いなる敵意によりて、両軍角
つの

つき合わせ；

Par grant ire fu l'uevre anprise, 大いなる怒りによりて、両軍の戦闘始まり、

4688 Granz fu la gent, grant fu l'ocise ; 両軍の兵士の数を知らず、虐殺
こ ろ し

合いも恐

るべきもの；

Ne sai dire qui mialz le fist いづれの軍が優勢なるかを知らず
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Ne qui perdoit 'ne qui conquist いづれが損傷多きか、いづれが勝利せるか

Ne qui cheÏ ne qui estut 誰が地に倒れ伏し、誰が戦場に立ちたるか

4692 Ne qui ocist ne qui morut. 誰が殺し、誰が生命
い の ち

絶えしかを。

Granz fu d'anbedos parz la perte, 両軍共に討死したる者甚だ多し、

La plainne fu des morz coverte 平原は累々
るいるい

たる屍体
しかばね

に覆われ

Et del sanc des moranz sanglante. 死者の流す血は地を赤く染めたり。

4696 La peri la bele jovante 優れたる若き騎士ら又非業
かなしき

の死を遂
と

ぐ

Que Artus avoit grant norrie この者らアルテュール（王）が慈しみ養成
そ だ

て

Et de plusors terres coillie, 多くの王国から召し集めたる者なり，

Et cil de la Table Reonde “円卓の騎士”も又、神の許
もと

に召されたり

4700 Dont tel los ert par tot le monde ; その（騎士らの）栄光、世にも名高く、

大いなり；

Ocis fu Mordrez an l'estor モルドレッドも又、乱戦のうちに殺されたり

Et de sa gent tuit li plusor, 麾下の家臣の殆んども又戦場に散りたり、

Et de la gent Artur la flor アルテュール麾下の騎士の殆んども

4704 Et li plus fort et li mellor. 最も武力秀いで、最良の騎士らも幽明境

を異
こと

にす。

Artus, se la geste n'en mant, アルテュール（王）も武勲詩が語るごとく

Fu el cors navrez mortelmant ; 体に致命的な深傷
ふ か で

負い；

An Avalon s'an fist porter アヴァロン（註９）へと運ばれ

4708 Por ses plaies medeciner. 傷口に手当て受けたり。

Ancor i est, Breton l'atandent, 今にしてなお、ブレトン人
びと

は期待す

Si com il dient et antandent ; アルテュール（王）が予言
か た

り、希望
の ぞ

みし

が如く；

De la vanra, ancor puet vivre. アルテュール（王）は蘇り、必ずや今も

生き続けるを。

4712 Mestres Waces, qui fist cest livre, この本を著作
し る

せる、ウァース師は

Ne volt plus dire de sa fin アルテュール（王）の終りについて語ら

んとせず
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Que fist li profetes Mellin ; かの妖術師メルランの予言せる以上のこ

とを；

Mellins dist d'Artur, si ot droit, メルラン、アルテュールにつき言う

（王の死は）正しきか

4716 Que de sa mort dote feroit. はたまた、その死は疑わしきかと。

Li profetes dist verité ; 預言者（妖術師）の言
げん

や佳
よ

し；

Toz tans an a l'an puis doté, 多くの人常に長きにわたり問う、

Et dotera, ce croi, toz dis, 自ら問い自ら答え、その思いを口々
くちぐち

に語る、

4720 Se il est morz ou il est vis. 王は死せるかはたまた、生きてあるかを。

Porter se fist an Avalon, 王はアヴァロンに運ばれたり、

Por voir, puis l'Incarnation 事実
ただしく

は、 受 肉
インカルナション

（註 10）の後

Cinc cenz et quarante deus anz. 五百四十二年の年なりき。

4724 Domaiges fu qu'il n'ot anfanz. 不幸にして、アルテュール（王）には

嗣子
あととり

が居
お

らず。

Au fit Cador de Costantin, コスタンタンのカドールの息子
そ く

に、

De Cornoaille, un suen cosin, この男、コルヌアーユの産にして（コス

タンタン）の從兄弟なるが

Livra son regne, se li dist アルテュール（王）はその王国を遺贈し

たり

4728 Qu'il fust rois tant qu'il revenist. いつの日か蘇
よみがえ

りて王とならん日が来るまで。

大　団　円

註

註１） ウァース“ブリュ物語”の本邦初訳の第七部・○下 と第８部（最終章）で

ある。今回で全部完結する。

いづれも「帝京女子短期大学紀要」所載であり、下記のように分載されて

いる。

第一部（1 ～ 464 行） 14 号（1994）
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第二部（465 ～ 1100 行） 15 号（1995）

第三部（1101 ～ 1626 行） 16 号（1996）

第四部（1627 ～ 2072 行） 17 号（1997）

18 号（休載）

第五部（2076 ～ 2576 行） 19 号（1999）

第六部（2577 ～ 3058 行） 20 号（2000）

第七部（上）（3059 ～ 3706 行） 21 号（2001）

22 号（休載）

底本として使用したテキストは下記のものである。

Ivor ARNOLD et Margaret PELAN ;

“La partie Arthurienne du Roman de Brut”

Libraire KLINCKSIECK Paris, 1962.

u ローマの征討行（下） 註

註１）（3746 行）SuÏson.どこか特定出来ない。

Baumegartner は“純粋に実在の土地の名ではなく（思いつき（fantsiste））

的なものではないかと言う。Geoffroi de Monmouth は Saussy と書いて居り、

そうだとするとレングルから 50 キロほど南西で、マルヌ河に注入する Suize

河の側とも思える”と。

註２）底本考訂の Arnold はこの所は写字生の写し間違いで（3793 ～ 3796 行）を

〈Cinq mil, cinc cenz cinquant et sis/Cheualiers tos pris a eslis/ Ot chascune

eschiele nombree/ De totes armes a cesme.〉と直すべきだ〈…最初の騎士の

中から特に撰ばれた 5556 人の騎士…（訳）〉と記す。

註３）（3826 行）Conestable（現代フランス語 Connétable）は大元師、と記し、

大法官（chancelier）と並ぶ国王の最高補佐官を意味する。これは大元師が
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軍事だけでなく司法の裁判権も兼備していたからで 1627 以後廃止される。

註４）（3791 行）légion は〈1000 人より少い軍団〉

millien は〈1000 人単位の軍団〉を言う。

註５）（4160 行）ここは意味がよく通らない。これは本文に脱落があるものと思

われる。他の版に〈Ki as paens se sunt justé par destruire crestÏens 異教徒

に加担して、キリスト教を破壊するもの〉と入っている。これがないと意味

が通じない。

註６）（4435 行）これは語源的に見た言葉の遊びで Chinon は古仏語時代〈Kinon〉

と発音したから Keus と Kinon のゴロ
・ ・

合わせだと Baumegarter は言ってい

る。

i アルテュール王治世の最期　註

註１）（4451 行）Mongeu は（アルプスの仏・伊間にあるサンベルナール峠）を

指す。

註２）（4455 行）モルドレッドは、アルテュール（王）の soeur（姉妹）の息子で

ある。然しどの soeur（姉妹）なのか？ワースは“妹一人、その名は Anna,

Loenois の領主ロト（Loth）の妻となる”と記している。〈年代記〉の 279 行

参照。（Arnold 原注）

註３）（4461 行）hommages.は歴史用語として〈臣從礼〉と訳される。これは、

“一人の主君のみに属することの誓い ” を言い、“ 忠誠と臣從を誓う代りに授

けられた封土” を言う。

註４）（4987 行）Guitant は 4490 行 Guincent と同じで “ Wissant ” と Arnold は註

しているが現代の地名は不明。

註５）（4497 行）Vortiger, Kant Hanguist;（Vortiger の結婚）Voltiger は Grande-

Bretagne の正統な王である Constant を暗殺し、王位を纂奪した男。サクソ

ン王国の異教徒の王 Hanguist（ハンギスト）の娘 Ronwen（ロンエン）は絶

世の美女で、vortiger の妻となる。
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註６）（4503 行）destrier〈destrier, gros cheval de bataille, tenu de la main par l'e-

cuyer, et que le chevalier montait lorsqu'um danger se presentait〉（G.

d'Hauterive〔Dic. d'a. f.〕）

註７）（4623 行）heritaige（註３）に記した様に hommaage は “ 巨從礼 ” を取っ

た者に与えられる一時的な領地。 “ 巨從礼 ” を解除すれば、自動的にその領

地は取上げられる。これに対し heritaige は完全に仕える王からもらう固有の

領地で〈自分の所有物〉であり、相続、遺産の対象となるものである。

註８）（4683 行）Tanbre. camel 河か Tamar 河か説が分かれるが、Tamar 説が有

力でそうだとすると、これはコルヌアーユ（Cornouailbe）の入口を流れる河

に比定される。

註９）（4707 行）Avalon. ゴール語（Ynys Avallach）で〈リンゴの島〉の意と

いわれる。ケルト神話の〈他界〉のテーマの変形と考えられ、そもそもはギ

リシャ神話の Champs-Elysée と Hespérides に関係があると言われる。

Champs-Elysée は（悦楽境、キリスト教の “ 天国 ” ）であり Hespérides はギ

リシア神話で〈夕べの娘〉の意で、ゼウスが数人の女に生ませた娘達で三人

とも、四人とも七人とも言われ不明だが、ヘラーがゼウスと結婚した時ガイ

アからお祝にもらった〈黄金のリンゴのなる園〉の番人をしていたという。

ゴール語の〈リンゴの園〉の意識はここから出ているのではないかと思われ

るが…。とにかく〈他界〉の意を持つことには相違ない。

後に 1191 年、グラストンベリー（Glastonbury）の僧院の僧達によって、ア

ルテュールとその妻グニエーブルの墓が出て来たという出来事があり（時の

王のデッチ上げなのだが）、サマーセット（Somerset）のこの町が Avalon に

比定されたりしている。後の考古学調査で五世紀のカドベリー（Cadbury）

城の遺跡が同じサマーセット近辺から出ているので、いよいよ索強付会が強

くなってくる。いずれにしても Avalon の場所の特定は無理であり、ワース

が記す様に “ 治癒（guérison）と休息（Repos）のために不死の人（destiné à

mourir）が一時的に住み、やがていつの日か現世に戻ってくる所 ” という、

ケルト神話のメシア復活待望論に根ざすものだろう。

註 10）（4722 行）Incarnation 御托身。キリストの受肉。神の御子が人類救済の
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ため、聖靈の働きにより、マリアの胎内で靈魂と肉身を受けて人となり、降

誕したこと、この御托身を天使ガブリエルがマリアに教えた神の告知を

Annon ciation（受胎告知）といい、祝日は３月 25 日。絵画でアンジェリコ、

レオナルド・ダ・ヴィンチなど、彫刻でドナテロなど有名な作品で、この

「受胎告知」の様子が沢山生み出される（キリスト教用語辞典）。

註 10）（4639 行）Guenièvre の“ 不倫 ”は、〈アーサー伝説〉の重要な題材とな

っているが、本来は Geoffroi de Monmouth の創作で、Guenièvre は、グア

ンフマラ（Guenhumara 又は Guenhuvara）という名で呼ばれていて、アー

サー王と結婚し、後、Monmouth と Wace の作品では、Mordred との“ 不倫 ”

が話題となる。然し、其後 Chretien de Troy の〈Le chevalier de charrette〉

（荷車の騎士）〉では、Mordred とではなしに、アーサー騎士団の第一人者

Lancelot〈ランスロ〉の愛人になっている。しかし、いずれにしてもこの

〈王妃の不倫〉が〈聖杯物語〉にまで及び、〈アーサー王国の滅亡〉を招くの

は間違いない。もっとも、古代では、先代の王の死後その妻を、弟なり、当

然の王位継承順位を持つ者が、手に入れるというのは〈王位継承権〉を手に

したことを意味する訳で、先王の“后”は財産であると共に、特別な地位

（女王）にあった女性は、宗教的な力を持つ存在だから、これは当然のこと

と、見なされていた。だから Mordred の例が、〈異常〉と見なされるのは、

キリスト教思想が普及してからの思想であることは間違いない。（4642 行参

照）ただ、先王（アルテュール）の死が確認されないうちに、Mordred が恣

意的にした行為だとしたら、これは矢張り問題になるケースではあるだろ

う。
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