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12世 紀、ノルマ ンの征服 よりほぼ百年が経過 した頃、 プ リテン島の征服者 で
あるノル マ ン人は大 きな迷い を抱 き始 めていた。即 ち、 自分たちは未 だに厳然
たる征服者 なのか、あるいはプ リテ ン島土着 の人 々 との徐 々なる融合 の結果、
自分 たちはもはや この地 に同化・ 統合 された住民 ともい うべ き存在なのか、 と
い つたアイデ ンテ ィテ ィ上の問題 である。例 えばイ ングラン ドでは、 ノルマ ン
人 たちは ウォルセオ フ CWalthe∝ ?‑1076)の 「奇跡」を信 じるようにな つて
い た。 ウォルセオフはプ リテ ン島の被征服 民ア ング ロ・ サク ソンで あり、 ノー
サ ンプ リア伯であつた。彼 は征服 王 ウィ リアム 1世 に忠誠を誓 っていたが、や
がてノル マ ン人 が起 こ した反乱 に巻き込まれる。そ の反乱が鎮圧 された後 、彼
は反逆者 として この反乱 のただ一 人の処刑者 となる。 ウォルセ オ フの遺体 は彼
にゆか りの リンカン州 クロ ウラン ド (C■ owla■ ldlの 僧院 に引き取 られる。 が、
程 な く遺体が腐 らない とい う噂が流れ始め、やがて彼 の眠る僧院 はイングラン
ド各地か ら、奇跡 の力 で癒 されたい と願 う巡礼 が大挙訪れ るよ うになる。この、
ウォルセオフの墓参 りをす るアングロ・サク ソンた ちを、当初 ノル マ ン人は軽
蔑するだけだつた。しか し、12世 紀の中頃になるとノルマ ン人の態度 が変 わる。
彼 らもウォルセ オフの墓詣でを盛んに行 うようになる
もう一例あげてみ よ う。 1066年 のノルマ ンの征服か ら国王ヘ ン リー 2世 の治
世初年 の 1154年 まで、イ ングラン ドの国王たちには、Frenぬ と呼びかける家
1。

臣 と、En山 轟 と呼びかける家臣の 2種 類 があつた。Frenchは イ ングラン ドに
住 んでい る貴族 (ノ ル マ ン人)に 対 してであ り、Endishは イ ングラン ドに住 ん
でいる貴族以外 の一般 の人 々 (ア ングロ・サク ソン)に 対 して使 われた言葉 で
ある。 この慣習は、 しか し 1154年 以降変化す る。つま りこの年 より、Endish
は貴族 であろ うが平民であろ うが、イ ングラン ドに住んでい る者 を指す よ うに
な り、Frenchは フランスに住 んでい る者全てを意 味す るよ うにな った2。 12世
10
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紀 には征服者 ノル マ ン人 と被征服 者 で あるプ リテ ン島 土着 の人 々 との間に、
徐 々なる同化 が起 こり始めていたので ある。
こ うした現象 は ウェール ズで も始ま つてお り、本稿 で取 り上げるジェ ラル
ド・ オブ・ ウェールズ とい う人物 を通 じて、 ウェールズ におけるノルマ ン人 と
プ リテ ン島のネイティヴであるウェールズ人の同化 の先駆 け ともい える事例を
知 るこ とがで きる。 ジ ェラル ド・オブ・ ウェール ズ とは何者 なのか。彼 は様 々
な側面 を合わせ持つ人間だつた といえる。第 1に 、ジェラル ドは 12世 紀 当時、
稀 にみ る高い教養 を身 に付 けた聖職者 だ つた。 当時、学問や芸術において ヨー
ロッパの中心地だ つたパ リで学んだジェ ラル ドは、聖職者 としても、国家 の官
吏 としても申 し分 のない豊かな知識を身 につ けていた。第 2に 、ジェラル ドは、
イ ングラン ドか らウェールズヘ侵攻 し、そ こに定住 した ノルマ ン・マーチャー
価 atherbた ち、いわゆるノルマ ン辺境侯 の一族 だつた。第 3に 、 ジェ ラル ド
は ウェールズ人 の血が 4分 の 1流 れ る混血 の ノル マン人だつた。彼 は征服者階
級 の人間 として、 ウェール ズ人を見下す 一方で、 ウェールズの王族 につ なが る
母方 の血には強いプ ライ ドを抱いていた。 こ うしたジェラル ドの生い立ち、 と
りわけ彼 に流れ るウェール ズの血は、彼 の人生 の重要な節 日ご とに政敵か ら差
別や攻撃 を招 く要因にな つてい く。あるときはイ ングラン ド官廷か ら、ある と
きはカ ンタベ リー大司教 によつて、ジェラル ドは激 しく侮辱 され、傷ついてい
く。 当代一流 の知識人 であ りなが ら、ウェールズの血の故 に、 ジェラル ドはイ
ングラ ン ド王宮 を占める純粋 なノルマンの血を保 つ者 たちか ら信頼 されるこ と
はなか つた。や がて、 こ ういった 「苛 め」が原因 とな つてジェラル ドは自分を
ウェールズ人だ と認識す るに至る。
つ ま リジェ ラル ド・オブ・ ウェール ズの事例 は、征服者 ノル マン人の被征服
者 であるプ リテ ン島の住民へ の同化 とい う問題 と、 ノルマ ン人 のプ リテ ン島の
住民 としての 自覚、プ リテ ィッシュ・ アイデ ンテ ィテ ィの形成 とい うテーマ に
ついて、その起源 を提起す る一つのケース と考 え られ る。本稿 は、ジェラル ド
が 自身をノルマン人ではな くプ リテ ン島のネイテ ィヴであると認識す るに至 る
経過 を追 うことにより、プ リティッシュ・ アイデ ンテ ィティの起源 についての
考察を試みるものである。本稿 は 2部 構成 である。第 1部 はジェラル ドの歴 史
的背景について考察す るもので、 ジェラル ドの人間形成 に大きな影響 があつた
と考 えられ る南西 ウェールズのマーチャー社会 について焦点をあてる。第 2部
は、ジェラル ドの ウェールズ人意識獲得過程 を、彼 が生涯で 2度 立候補 した教
会セ ン ト・デ ー ヴィッズの司教選挙を取 り上げながら分析す る。

1部

ジ ェ ラ ル ドの 歴 史 的 背 景
1‑1ノ ルマ ンの ウェールズ侵攻

第
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ジ ェ ラル ド・ オブ・ ウェール ズ (Gerald of Wales,ラ テ ン語 で Giraldus
C,mbrensis,フ ランス語 で Giraldas de Barri,1146‑1223)は 、 ウエールズの
ペ ンプ ロー ク州 ●embrokeshじ 、マ ノー ビア (ManOiher)で 生まれ た。ペ ン
プ ロー ク州 を含む南西 ウェールズー帯は、古 くか らあるウェールズの王国の名
前 をとつて ダ ヴェ ッ ド (Dyfealと 呼ばれてきた。 この南西 ウェールズは、イ ン
グラン ド国王の度 々の介入 によつて、 ノル マン人 とウェールズ人 の関係が複雑
な状態 にな つていた地である。 この中で成長 したジェ ラル ドは、 この地の状況
族 のスポー クスマ ンのよ う
を反映す るよ うに、 あるときは 自分のマーチャ
に振 る舞 い、またあるときはイ ングラン ド王室の忠実な役人 として行動 し、そ
して最後 には一人の熱烈な るウェールズ人 として登場 して くるのである。
この南西 ウェール ズの地 の複雑 な状況を理解 す るには、マーチャー社会 が い
かに してこの地に形成 されたかを知 る必要がある。従 つてノル マ ン人の ウェー
ルズヘ の侵入 がまず明 らかにされ なけれ ばな らない。 この場合銘記すべ きは、
ノル マ ン人 の ウェール ズヘ の侵人 は、イ ングラン ド国王の命 でなされたイ ング
ラン ドの 「国家政策」ではな く、マーチ ャーたちの領 土欲 に基づ く私的な侵略
だった こ とである。少な くとも 1282年 のエ ドワー ド1世 の ウェールズ征服 まで
は、イ ングラン ドの国家的な侵略 とはいい難い。 イ ングラン ドではB・Iに 頭 を
抑 えられていた一部 の野 心的なノルマン人 に とつて、西 の地 ウェール ズは満 た
されない領 土欲 を晴 らす新天地で あ り、ゆ えに、 ノル マ ン人 の ウェールズ侵入
は、そ こに領 主権を確 立す るための利益第一の純軍事的なものであ り、彼 らは
3。
全 ウェールズの征服 とい う政治的次元の 目的を描 いていたわけではない
一方、イ ングラン ド国王側 は、 ウェールズに介入す る積極的な意図 はさほ ど
なか つた よ うに思われ る。初期 ア ンジュー朝のイ ングラン ド国王たちにとつて
は、 ウェール ズのよ うなプ リテ ン島の隅 で起 こつてい る出来事は、所詮副次 的
な問題 にす ぎず4、 彼 らはもつば ら大陸の広大なア ンジュビン帝国 の維持経営 に
注意を向けていた。例 えば、ヘ ン リー 2世 (在 位 :1154‑1189)は 35年 にお
ける治世 の うちで、イ ングラン ドにいたのはその 3分 の 1に も満 たない 10年 そ
こそ こに過 ぎない。
。 とはい え、国王たちは ウェールズ に対す る関心を放棄 して
いたのではない。必要に応 じて、国王た ちはウェール ズ人 の反乱鎮圧 のために
大軍を率 いて ウェールズ に侵攻 した り、マーチャー たちの領 土的野心を見過 ご
せ ない と感 じた ときには、彼 らを牽制 しに ウェール ズや アイル ラン ドまで遠征
した。そ してまさにこのことが、 ジェラル ドとの関係 の上で大 きな意味 を持 っ
て くる。 とい うの も、イ ングラン ド国王によつて抑 えつけ られたマーチャー の
中に、ジ ェラル ドの一族 がいた。 この事実は、後 にジェラル ドが抱 くよ うにな
る反イ ングラン ド感情の、そ もそ もの形成要因 ともな ってい く。
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ノルマン人は 1087年 の征服王 ウィリアム 1世 の死の直後からウェールズに
侵入 し始めた。彼 らの侵攻ルー トは、主に 3つ あるとされる。まず、イ ングラ
ン ド中西部 のシュ ローズベ リーを拠点にもつアーヌルフ・ オブ・モ ン トゴメリ
ー fAmur Of MOntgOmeryDが ウェールズの北部から侵入する。他方、イング
ラン ド西部のヘ レフォー ドからは、ベルナル ド・ ド・ヌフマルシェ Cernard de
N動 鰤ぬ0が ウェールズの東の境より侵攻する。そ して、南の境界からはロ
ベル ト・ フィッツ・ハモ Oobert Stz Ham∂ が入 つてくる。
北部から入 つたアーヌルフは西に向かつて進軍 し、カーディガン湾に達する。
そ こか ら彼 のノル マン人部隊はウェールズの王国の一つであるケ レディギオ ン
(Ceredigio→ を抜け、ペ ンプ ロークに至ると、そ こに城 を築き都市を建設す る。
・オブ・ゥィンザー CGerald
こ うしてできたペ ンプロー ク城 の城主がジェラル ド

OfWindsoryで 、彼 こそジェラル ド・オブ・ ウェールズの母方の祖父に当たる人
物である。「武官 ジェラル ド、当城の警備 の任 を与えられ し者」6と ゥェールズ
商警塑卿
記 してい る。ジェラル ド・ オブ・ ウィン
の年代記である 2″
"は
̀yη
ザーはまた、ウェールズ人のネス ト NestDと 結婚 したノルマン人 として知 られ
ている。ネス トはその美貌からトロイのヘ レンにちなんで 「ウェールズのヘ レ
ン」 とも讃 えられた女性 で、ダヴェッ ドの君主 フ リース・ アプ・ テウドゥール
Chys ap ttv山 曖)の 娘である。つまリネス トはジェラル ド・オブ・ウェールズ
の母方の祖母であり、フ リース・ アプ・ テウドゥールは曾祖父になる この南
西ウェールズの地において、ペ ンプロー クは征服者ノルマ ン人のシンボル とな
る。他方、ヘ レフォー ドか らウェールズ東部に侵入 して きたベルナル ドは、1093
年にアベルホンジー CAbeThonddu)に 到達す る。 この地でフリース・アプ・テ
ウ ドゥール はノルマン人 によつて殺される。彼 の殺害は、かつてウィ リアム征
服王が ウェール ズ人と結 んだ友好的な協定の終焉を意味 していた。ベルナル ド
はこのアベルホンジー に城 を築くと、地名をノルマン風にブ レコンerecon3と
7。

改める。
こ うしたノル マン人の侵入の結果、ウェール ズにはノルマン辺境候 の領 主権
マーチャー・ロー ドシ ップ 征 錮ぬer Lorぬ面p)が 確 立 されてい く。とはい え、
これは侵入 してきたノルマン人が作つた全 く新 しい概念 の領主権ではない。 ノ
ルマ ン人はウェールズ人を統治す るにあた り、自分たちが征服 した地に根付い
ていたもの、例 えば土着 の ウェールズ人にとつて親 しみのある地域の慣習、伝
統 といったものを使 つていた ノルマン人のこ ういつた取 り込みの才の巧みさ、
溶け込みの うまさを以て、彼 らは「カメ レオン」9と 形容 されたりす る。しか し、
8。

ウェールズ土着 の習慣や権威 を採用することは、単なる擬態 と見 るよりは土着
の人々に接近す るための征服者 としての能動的意思 と捉 えるべ きだろ う。征服
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者 とい うものは被征服者 の敵意 の 中に、ず つ とあ ぐらをかいてい られ るもので
はない。征服 した土地に定住できるか否 かは、結局 の ところいかに征服者 が被
征服者 の敵意 を和 らげてい くかにかか つている。
こ うい う観 点か ら、 ノルマ ン人 とウェールズ人 の結婚 も、ノル マ ン人 の征服
地域へ の安定 した定住 のための重要な政策だ った と考 え られ、 マーチャーやそ
の一族 は、 ウェールズ人 との婚姻 を進 めていった。前述 のジェ ラル ド・オブ 。
ウィンザー とネス トの例は、ノルマン人 とウェール ズ人 の婚姻 の中で も、最 も
注 目す べ きものの一つ で あるのは疑いない。 そ して、両者 の結婚に よつて出現
した新 しい世代は、ちょうどジェ ラル ド・ オブ・ ウェールズの例 のよ うに征服
者 ノルマン人 と被征服者 ウェールズ人の同化 への、大きなステ ップ となる。

1‑2

ウェールズ人の反攻
しか し、婚姻 による同化 が進む一方で、マーチ ャーたちの ウェールズ定住ヘ
のプ ロセス は、全体 として見れば非常な困難 を伴 つた。 まず、 ノル マ ンのイ ン
グラン ドに対す る迅速 かつ壊滅的な侵攻 に比べ、 ウェールズヘ のそれはゆつ く
りと、限定 された地域 にのみ行われたものだ った。 この こ とはノルマ ン人 に対
して ど う戦 えばいいか を考える十分な時間を、 ウェールズ人に与えるこ とにな
つた。 さらに、 ノルマ ン人たちは人員や物資 の補充 が基本的にできなか ったた
め、彼 らが 占領 した地を完全 に、永久に確保 してお くの に極 めて不利だ つた10。
なぜ補充ができなかったのか とい えば、先 に触れ たよ うにノル マン人の ウェー
ルズ侵攻 が、イ ングラン ドの国家政策 ではな く、 マーチ ャー たちの私的な領 土
欲 か らなされたか らである。こ うした侵入者 ノルマンの弱点は、例 えば 1135年
のヘ ン リー 1世 の死の直後に起 こった ウェールズ人 の大規模 な反乱 を導 く要因
になつてい く。ウェールズは侵略 されたが、完全 に征服 されたのではなか つた。
ノルマ ン人 たちは高地や山岳地帯でウェール ズ人 を打ち負 かす ことはで きなか
つた。 なぜな ら、そ ういった場所 ではノル マ ン伝統 の騎兵戦術 は用 をなさなか
つたか らである。 ウェールズ人 の戦い方 について、 ジェ ラル ド・オブ・ ゥェー
ルズは次のよ うに記 してい る。
ウェールズ兵は平原 での戦い とか、あ るいは整然 とした戦闘隊形で戦
つたときは、 さほど輝ける存在ではない。 しか し奇襲攻撃 とか夜襲で
は、彼 らは敵をさん ざんに悩ます。 一つの戦闘で ウェールズ兵 を打ち
負 かすのはたやす い。だが、長丁場 の戦争 となると彼 らを屈服 させ る
のは困難だ。彼 らは飢 えや寒 さに十分 に耐え、戦いで疲弊す るとは思
えない。戦況 が不利 なときも熱い心を失 わず、た とえ一つ の戦間に負
けようとも再び戦 う心構 えができてい る。そ してよ り激 しい戦闘へ、
もう一度立 ち向か うのだ11。
14
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いわば ウェールズ人は、山岳ゲ リラ戦に長 けた「12世 紀 の グルカ兵」12だ っ
た。彼 らは蜂起のチャ ンスを待 つていたので あ り、ヘ ン リー 1世 の死はそ の引
き金になつた ともいえる。ヘ ン リー 1世 はイ ングラン ドの王権 を認めさせ るた
めに しば しば ウェールズ に遠征 し、 ウェールズ人 との間にある種 の安定状態 を
確保 していた13。 だが、この国王の死後ひ と月を待 たず して南 ウェールズ に反乱
が起き、ウェールズ人 は急速に領土を奪い返 してい く。そ して 1136年 には、ダ
ヴェ ッ ドの大部分を奪還す る。加 えてステ ィープン王在位 中の王位 をめ ぐるイ
ングラン ド内戦 も、ノル マン人勢力を衰退 させ るの に一役買 つていた。 ウェー
ルズの反乱勢力は北 ウェールズのグイネ ズ (G￢ 卿 edめ の君主、オフィン・ グ
イネズ COwain GⅥ 卿edめ の下 さらに強化 され、失地回復 が進 んでい く。やが
て当初 は中立を保 つていたダ ヴェ ッ ドの グ リフィズ・アプ・フ リース (Gm鉗 だd

ap mys,フ リース・アプ・テ ウ ドゥールの孫でジェラル ド・ オブ・ ウェールズ
の血縁者)も 、反 ノルマ ンの ウェールズ大連合 に加 わってい く。 このグ リフィ
ズ・アプ・フ リースは、一般に ロー ド・ フ リース (Lord Rhys、 以後 ロー ド・フ
リースで統一)と 呼ばれ 、オ フイ ン・ グイネ ズの死 (1170)の 後、全 ウェール
ズの リーダー となってい く。 1135年 にはダ ヴェ ッドの大部分 がノルマ ン人の手
中にあった。 しか し、 1172年 にはノルマン人はペ ンプロー クとその周辺 の孤立
した地を持つだけとな り、あ とは ロー ド・ フ リースの手中に帰 していた14。
この ように、 ジェラル ド・ オブ・ ウェール ズが生 まれた時代 は、侵略 された
ウェールズ人が勢力 を取 り戻 しつつ あつた時であ り、ジェラル ドの幼年時代 は
ノルマ ン人 とウェール ズ人 の度重なる衝突が起 こつていた。例 えばジェラル ド
の少年 の頃 のある夜、 自分が住 むマ ノー ビアの隣町テンビー を ロー ド・ フ リー
ス が率いた ウェール ズ人 が急襲 した。 ジェラル ドは、そ の夜 のマ ノー ビアの町
に突如鳴 り響 いた敵の急襲を知 らせ る激 しい鐘の音や、男達が武器 を取 つてマ
ノー ビア城 に急いだことな どを書き記 してい る15。 ジェラル ドが生 きていたのは、
立 ち上がった ウェールズ人 によって劣勢 に立ったマーチャー たちが、必死にも
がいていた時代だ った。そ して、彼 らは勢力を挽回す るために、当然なが ら忠
誠 の対象 である彼 らの国王をあてに した。 だが、マーチ ャー の庇護者 で もある
イ ングラン ド国王は、皮肉なことに彼 らにとっては諸刃の剣 で もあつた。
1‑3 ヘ ン リー 2世 とマーチ ャー
イ ングラン ド国王のヘ ン リー 2世 は、当初 ウェールズ介入 に乗 り気でなか っ
た とされ る。 また、概 して初期 ア ンジュー朝 の国王た ちは、イ ングラン ドの王
権 が ウェール ズにおい てほぼ承認 されている とい うことを もつて満足 してい た
しか し、実際にはヘ ン リー 2世 はウェールズに都合 4回 遠征 してい る17。 こ
れ ら遠征 の 目的は、イ ングラン ド内戦の間にウェニルズか ら衰退 していたイ ン
16。
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ー
グラン ド王権を、再 び ウエールズ人 に認 めさせ る ことにあつた。 だか らウェ
ル ズ人 に押 され てい るマーチ ヤ た ちを助 けるとい う問題 は飽 くまで も副次的
た ちに 「借
なもの とされる。 しか し一説 によれば、ヘ ン リー 2世 はマー チヤ
り」があつたのだ とい う。彼 はイ ングラ ン ド王位 をめぐるステ イープン との内
戦でマーチヤ た ちに応援 を求め、彼 らの力 もあ つて戦 いを有利 に進め られ た
のだ とい う見方がある18。 彼 の遠征 は、それゆえ昔 の借 りを返す ためとい う一面
た ちが以前 の
もあつたのか も しれない。 とはいえ、ヘ ン リー 2世 はマーチヤ
の
る。
領 地を取 り戻 し力を回復す るのを決 して快 く思 つていなか つたも とみ られ
そのヘ ン リー 2世 の対 ウェール ズ策は 2段 階 に分けられ る。彼 の治世の最初
た ちに とつてみれば ウ
の 10年 間は、主に軍事 的な遠征 に費や され、マー チヤ
ェールズ人 の反抗 によつて失 つた土地の回復 を大 いに期待 させ るものだつた。
ズ
しか し、ヘ ン リー 2世 の態度 は 1164年 に行われた 4回 目の ウェール 遠征 が失
ド
ン の
敗 してか ら、劇的 な変化 をみせ る。 この遠征 は、 1163年 イ ングラ ド ウッ
ス トックで開かれ た会談 で、 ウェール ズ君主身分 の事実 上の停止をイ ングラ ン
ド側か ら要求 された こ とが原因 となつて起きた ウェール ズ人 の大規模な反乱を
べ
19。
鎮圧す るた めに行 われ たものである 過去 のいずれ と比 てもこの遠征 は大規
てい
模 で、ヘ ン リー 2世 はア ンジュ ビン帝国 の全ての地域 か ら兵 の動員 をか け
ン
「 コ
る。ウエール ズの年代記、ヨ″′ァη″戸曜И凛は語 る。 ス ッ トラン ド、イ
ー
グラン ド、 ノルマ ンデ ィ、 フラン ドル 、ガス コー ニュ、 ア ンジュ と、帝国各
しに
地 か らかつてないほ どの兵力が集 められ た。彼 は、ウエール ズ人 を根絶や
m。
しようと思い なが らこの大遠征 軍を率 いてオ ズ ウェス トリーにや つて来た」
しか しヘ ン リー 2世 の遠征軍がデ イー渓谷 (Dee vaney)に 進軍 してきた とき、
「凄ま じい風 と雨を伴 つた大嵐 が襲い、イ ングラン ド軍 の身動 きを取れなくさ
せ 、その うちに食糧 も尽 きて しまつた」21。 遠征軍 は予想 も しなかつた夏 の大嵐
に痛 めつ けられ、壊滅状態 にな つて しま う。
この失敗 はヘ ン リー 2世 に、 ウエールズを武力 で押 さえることの困難 さを悟
らせた と想像す るのに難 くない。同時に、マーチ ャーた ちの領 地回復要求 に耳
を傾けることがいかに無意 味なのか を思い知 らせ るの に十分だ つたろう。 1164
年以降、イ ングラン ドとウェール ズ との間にできあが つた新 たな平和的関係 を
打 ち破 る恐れの あるマーチ ャー たちの動 きに対 して、ヘ ン リー 2世 が常時 目を
光 らせ るよ うにな つた の も、 自ず と理解 できる。 こ うしたヘ ン リー 2世 の、対
ウェールズ政策 の劇的な転換 を裏付 ける例 として、 1171年 の ウェールズを通過
地 として実施 されたアイル ラン ド遠征 がある。 この遠征 はウェールズ側 の了解、
つま リロー ド・ フ リースの承認 を得て行 われた もので あ り、マーチヤーたちの
アイル ラン ドにお ける領地獲得欲 を抑えつ け、彼 らをイ ングラン ド国王の厳 し
16
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い監視下に留めてお こ とす る ものだった22。 そ こには、アイタ
レラン ドにまで侵入
し始 めたマーチ ャーたちと、現地 アイル ラン ド人 との混血によつて形成 されつ
つ ある、半 ばイ ングラン ドか ら独 立状態 の ノル マ ンーアイ リッシュ勢力の台頭
を芽 の うちに摘 んでお こ うとい う明確な意図が あつたとされてい る23。
しか し他方 でマーチ ャーた ちに とつては、イ ングラン ド国王のこの よ うな動
きは、理不尽な介入 として映 つた。それ も当然で、 ウェールズ人 の反攻が開始
されてか らとい うもの、マーチ ャーたちは国王にず っ と支援 を求めていたか ら
である。そ もそも 1167年 以降、マーチ ャーたちがアイル ラン ドに侵入 し始 めた
最大 の理由は、 ウェールズ人 の反攻 で失 った土地 を回復 してほ しい とい う度重
なる彼 らの要求 に対 し、イ ングラン ド国王が何 ら有効な軍事的支援 を しなかつ
たか らだった24。 マーチャーたちが助けを求 めた とき、国王は何 もしなかった。
それな らば と、再 び力 を盛 り返す べ く新天地アイル ラン ドに向かつた ところ、
逆 に国王 に頭 を抑 えつ けられ て しまうた。 当然、一部 のマーチャーたちに国王
不信 の感情 が大 きく育ちつつ あったのは疑 いよ うもない。そ うした、 ウェール
ズに見切 りをつ けアイル ラン ドに進 出 して行 つたマーチャーの 中に、ジェラル
ド・ オブ・ ゥェールズの一族 の者 が少なか らず い た。
以上が、 ウェールズ に侵攻 し、 そ こに定住 していつた ノルマン人たちの概略
で ある。 ジ ェラル ドの父や祖父たち、そ してジェラル ド自身 もこ うした、マー
チ ャーやイ ングラン ド国王の利害が頻繁 に対立 した時代 を生きていた。そ して
そ の両者 がお互いを牽制す るために、 ウェール ズ側 としば しば同盟す らした。
ジェラル ドはこれ らマーチャー、 イングラン ド国王、そ して ウェールズの 3勢
力 のいずれにも深 い繋 が りを持 つ一人のキー・パー ソン として この時代に登場
して くるので ある。従 つてこの特徴的な人物 の 出 自と、彼 を育んだマーチ ャー
の社会 をより詳 しく探 るために、 ジェラル ドの 出生の地であるダヴェ ッドに焦
点を当てて、そ こでの ノルマ ン人定住の状況を次 に追 つてみたい。

1‑4

ジェラル ドの77‑ツ

ダヴェ ッ ドは 1093年 、侵攻 してきたシュ ローズベ リー伯 のロジャー・オブ・
モン トゴメ リー とその息子アーヌルフ 。オブ 。モ ン トゴメ リー により急襲 され
てい る。2″ ′′η7卿 昭″″は、彼 らノルマンの迅速な襲来をこ う語 つてい る。
「フランス人たちはダ ヴェ ッ ドとケ レデ ィギオ ンを一気 に制圧 した そ して
。
、
これ らの 占領地に城 を建て、町 々を城塞化 した」%。 これ らの城 の一つが、ロジ
ャー の息子 アーヌルフがダヴェ ッ ド南部 に建てたペ ンプ ロー ク城 で、アーヌル
フはペ ンブロー ク最初 の ノル マ ン人領主 とな つた。 しか しこ うしてダ ヴェ ッ ド
に出現 したノルマ ンの植民社会は極めて不安定な状況の中にあった。1096年 以
降始 ま った ウェールズ人 の周期的な反撃 は、 これ らノル マ ンの 占領地域 の新住
17
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民に心体 まる暇 を与 えなか つた といつていいだ ろ う。 ウッ ドス トックの破談直
後 の大規模反乱以降、 ウェールズの各地 の土着 の支配者 たちは、次第 に互 いに
連携 して侵入者 ノルマン人 に強力な反撃戦 を展開 してい く。そ の結果、唯一ペ
ンプ ロー クとそ の周辺 だけが ウェールズ人 に対 して、 ノル マン人 が攻勢 に出 ら
れる砦 となつて残 つたので あるお。ウェール ズにおける大多数 のノルマ ン人住民
と同 じよ うに、ダ ヴェ ッ ドの ノル マ ン人 も彼 らのホーム・ ラン ドであるイ ング
ラン ドか ら補充人員 を迎 えることができなか つた。彼 らは、 自分 たちのい まい
る勢力で 自分たちを守 る しかな く27、 従 つて彼 らの リー ダーであるアーヌルフを
頼 らぎるを得 なかつたのである。 だがそ のアーヌル フは、 ウェールズ人の攻勢
の前 に有効な手立てを打つ こ とができず、ダ ヴェ ッ ドのおびただ しい領地 を失
い、1102年 ペ ンプ ロー クか ら逃亡 して しま う。 この時以来ペ ンプ ロークは、数
次 の遠征 で ウェールズ にイ ングラン ド王権 を浸透 させた こ とで知 られ るヘ ン リ
ー 1世 よるイ ングラン ド王室 直接支配領 に組 み入れ られ るこ とになる。 ジ ェラ
ル ド・オブ・ ゥェールズの母方 の祖父で、アーヌル フの副官だ つた ジェラル ド・
オブ・ ウィ ンザー が、アーヌルフの逃 亡の後、ヘ ン リー 1世 によらてペ ンプ ロ
ー ク城 の城 主に任命 されたのは、まさに この時 のことである。
ジェ ラル ド・ オブ・ ウィンザー は、 この時代 の鍵 を握 る重要な人物 だ とい え
る。彼 は、ウィ リアム征服王が任命 した ウィンザー城 の城 主だ った ウォル ター・
フィッツ・オザー (Walter itz Other)の 息子 であ り、ノルマ ンの名門フィッツ
ジェラル ド家 の始祖 で もある28。 ジェラル ド・ オブ・ ウィンザー はペ ンプ ロー ク
城 を改修 し、そ こに 「す べて の財産 と、妻 と、子供たち と、親 しき人たちを留
めおいた。深 い濠 と、高 い城壁 と太 い間 のかかつた頑丈な門 とで、彼 はそ の城
を頑強 に固めていた」29の で ある。彼は大変 な戦術家だ つた ともいわれてお り、
孫 ジェラル ド・ オブ・ ゥニールズは、 この祖 父に関す る興味深 いエ ピソー ドを
記録 に留 めてい る。それは、 1096年 の ウェール ズ人の大反乱の ときのことであ
り、その ときベ ンプ ロー ク城 は ウェールズの大軍に包囲 されていた。
包囲は長期間にわた つて続 き、城 に立て こもる兵士 は忍耐 の限界に達
しよ うとしていた。場 内の食糧がほとん ど底を尽い た とき、 ジェラル
ドは、まだ食糧 がた つぷ りあるかの よ うな印象 を敵に持たせ るために
一計を案 じた…彼 は四匹の豚を引いて くる と 一実際はそれが城内の食
糧 の全てなのだが一 それ らを解体 し、分 けた肉の塊 を城壁か ら敵に投
げつ けた…彼 はまた、 さらに巧妙な策 を思いついた。彼は部下に自分
の署名 入 りの手紙 を持たせて城 を脱 出 させ 、それをウィル フレッドの
とある宿 の外にわ ざと落 とさせた… この手紙が味方へ急 ぐジェラル ド
の兵 か ら偶然落ちた ように思わせるためで ある。手紙 には援軍 はい ら
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ない、城 内の食糧 は豊富で兵の士気 もす こぶる盛んであると書かれて
いた… これを読んだ ウェールズ側は即座 に城 の包囲を解き、撤収 した80。
このよ うな知略 に長けた人間がペ ンプ ローク城 の城 主としてイ ングラン ド国
王か ら厚い信任 を得ていた ことは想像に難 くない。すでに述べたように、 この
ジェラル ド・オブ・ ウィンザーはフ リース・アプ・ テ ウドゥールの娘ネス トと
結婚す る。そ してこの 2人 からはこの時代のマーチャーたちの動向を特徴づ け
る、ある重要なノルマ ン・ ウェル ッシュの混血 ファミリーが、歴史に登場 して
くる。ジェラル ド・オブ・ ウインザー とネス トには 4人 の子供が生まれた。 ウ
ィリアム・ フィッツ 。ジェラル ド、モ リス・ フィッツ 。ジェラル ド、デー ヴィ
ッド・ フィッツ・ ジエラル ド、そ してア ングハ ラー ドである。 この 4兄 弟 の 中
にあつてデー ヴィッ ド・ フイッツ・ジェラル ドは、第 2部 で見てい くことにな
るセン ト・ デー ヴィッズの司教 になり、甥のジェラル ド・ オブ・ ウェールズ に
大きな影響を与 える。 4兄 弟中唯―の女子アングハ ラー ドは 3人 の子供を産 ん
だ。マ ノー ビアの領主となるフィリップ と、 ロバー ト、そ してジェラル ド・ オ
ブ・ ウェールズである。 これに加えてジ■ラル ドにはもう一人の叔父、 ロバー
ト・フィッツ・ステ イープンがいた。ネス トがジェラル ド・オブ・ ウィンザー
と結婚する前の夫、カーデイガンの城主だったステ ィープンとの間にもうけた
子である。 この ロバ,卜 ・ フ ィッツ・ ステ ィープン とジェラル ド家 (the ttz
Geralds)か らジェラル ド・オブ・ゥェールズの 2の 兄、ロバー トとフィリップ、
そ して叔父であるウィリアム・フィッツ・ジェラル ドを始祖 とするカルー家 (the
Carews)の 全ての者が、新天地を求 めアイルラン ドに渡 つて行 つたのだつた31.
そ して、彼 らのアイル ラン ドにおける勢力回復 の野望は、国王ヘ ン リー 2世 の
介入 によつて遮 られることになる。
ともあれ ここにみてきたように、ジェラル ド・オブ・ ウィンザーは、ウェー
ルズのみならず アイルラン ドまで広がつてい つた混血勢カ ノルマ ンー ウェル ッ
シュの、一つの太 い源流 と捉えることができよ う。 ジェラル ド・オブ・ ウィン
ザー とネス トによつて確 立 された血統は、ペ ンプ ロー クのノルマン人社会 の中
で多大な影響力を保持す る一方、ウェールズ土着のダヴェッ ドの王族にも繋 が
っていたのである。そ して、 このことはジェラル ド・ オブ・ ゥィンザー とネス
トの子孫たちに、 ある深刻な問題を提起することになる。それ は、後にジェラ
ル ド・ オブ・ ウェールズが陥 つた、自分 はノルマン人なのか ウェールズ人なの
か とい う、アイデ ンテ ィテ ィ上の葛藤 だつた。
一方、ジェラル ド・ オブ・ ゥェールズの父方 の系譜は、母方 の系統にくらべ
かなり不明瞭である。そもそも、ダヴェ ッドの多くのノルマン人フアミリーは、
ノルマン人あるいはフラン ドル人領主たちの随員 としてウェールズに渡 つて き
19
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た者たち、つま り封土をもたない騎 士 とか、地方 領 主の末弟 とかいつた人 々 を
・ド
・バ リ(Odd de Bな 0
そのルーツに もつ とされ てい る。明 らかなこ とは、オ ド
とい う名 の一人 の ノル マ ン騎 士が、南 ウェールズの海岸線 に沿 つて移動 し、最
後にマ ノー ビアの城 主になつた とい うことだ。この男の息子が ウィリアム・ ド・
バ リ (Winiam de Barri)で 、アングハ ラー ドと結婚 した人物、つ ま リジェラル
ド・ オブ・ ウェールズの父である32。 ジェラル ド・オブ・ ウェールズはウェール
ズ人の血が 4分 の 1流 れる混血児だった。

1‑5

ハイプ リッ ド社会 の ダヴェ ッ ド

さて、 ダヴェ ッ ドではノル マ ン人以外 の入値者 も多数存在 していた。 そ うい
つた非 ノル マ ン人 グループの一つ に、 フラ ン ドル 人入値者がある。彼 らはペ ン
プ ロー ク州 の南部 において、他 の人植者グル ープ とはひ ときわ違 つた非常 に活
力 にあふれた コ ミュニテ ィー を形成 していた33。 この、フラン ドル人の ウェール
ズ移住 の原因は、従来彼 らの郷 土であるフラン ドルの天災に起因するもの とさ
れてきたが、詳 しくはわか つていない。少 な くともいい得 るこ とは、 フラン ド
ル人 は恐 らく 1107年 か ら 1111年 の間にヘ ン リー 1世 の指示 で移 って きたとい
うこ とだ譴。2″ ′ァ野7日 笙μこにはこの間の事情が次の よ うに記 されてい る。
その人々はプ リテ ンの海 の向 こ うにあるフラン ドルの地か らや つて来

た。あるとき海がその地を覆い尽くし、砂が大地一面に広がってしま
つた。 そのためそ こは不毛 の地になって しまつた…それゆえその人 々
は国王ヘ ン リーの も とに、彼 らが生活 できる新 たな地を懇願 しにや つ
て来た。そ こでベ ン リーはその人 々を Rhos(フ ロース、ペ ンプ ロー ク
の西の地)に 送 つた 。 鮨 弧は著者)
フ ラ ドル人はまた、旺盛 な聞争心を持 っていた といわれてお り、同時に商人
として も、あるい は農民 と して も優れた適性 を発揮 した らしい。何 で もや らな
ければな らない新天地 における入 植者 の条件 を兼 ね備 えていた といえる。 ジェ
ラル ド・ オブ・ ウェールズはフ ラン ドル人に関 して次 のよ うに語 つている。
フラン ドル 人は勇敢 で頑健 であ り、ウェールズ人に対 しては激 しい敵
意 を持ち、絶 え間 のない闘争状態 の中にあった。彼 らはウール貿易 に
とても長 け、陸にい よ うと海にい よ うと利益 の追求のためには必死で
働 き、危険に立ち向か う用意が常にで きてい る。彼 らは臨機応変 に手
に持つ もの をたちまちの うちに剣 に変 えた り、鋤 に変 えた りす る36。
フ ラン ドル人入植者 は、イ ングラン ド国庫 に州 長官を通 して税 を収める義務
を負 ってい た。そ の見返 りに、彼 らはイ ングラン ド国王の厚 い保護下 に置 かれ
ていた。そ してまさにこの事実は、第 2部 で見るよ うにジェ ラル ドが 1174年 に
セ ン ト・ デ ー ヴィッズ の教区において聖職者 としてのキ ャリアをスター トさせ
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た とき、 フラン ドル人 との間 に、 ある衝突 を起 こさせ るのである。 この他、ダ
ヴェ ッ ドにはイ ングリッシュ (ア ング ロ・ サクソン)や ノルマ ン人の混血 のア
ングローノル マ ン、ジェ ラル ド・ オブ・ ウェールズのよ うなノル マン とウェー
ル ズ人 の混血で あるノル マ ンー ウェル ッシ ュ、そ して ウェール ズ人 といつた
人々が混在 してい た。中で も人数的に一番多 かったのはイ ング リッシュであ り、
彼 らはダヴェ ッ ドで主に兵 士や農 民 といつた階層 を構成 していた。彼 らイ ング
リッシ ュは、プ リス トル海侠 の向 こ う側 のイ ングラン ド南西部 か ら、彼 らの領
主 と共にウェールズにや つてきたもの と考 えられてい る37。
こ ういつた植民 の結果、ペ ンプ ロー クに出現 した社会は 「フ ラン ドル人 とフ
ランス人 とサク ソン人」38の ハイブ リッ ド社会だった。人 々や言語、方言、慣
習 の多様性 はペ ンプ ロー クの著 しい特徴 であ り、そ こでは同一地域 に住む様 々
な人 々 によつて、例 えばノルマ ン人 はフランス語、イ ング リッシュは英語、 フ
ラン ドル人 はフラン ドル語、 ウェールズ人はウェールズ語を話 し、バイ リンガ
ル さえ稀 ではな く、ジェラル ド・ オブ・ ウェールズの長兄 のフ ィ リップはフ ラ
ン ドル語 を解せた とい う39。 加 えて、ラテ ン語 が宗教上の、また学問上の言語 と
して使 われていた。教養 を究めた一人 の聖職者であ り、 フランス語 を自身 の母
語 とし、ラテ ン語 を職業上の言語 としたジェラル ドが、 12世 紀 の英国史の表舞
台に登場 して くる背景 には、 このよ うな南 西 ウェールズ、ダヴニ ッドの渾然 と
したハ イプ リッ ド社会があつた。
以上が、 12世 紀の知識人を代表する優秀 なる聖職者 で あ り、 ノルマ ン騎士 と
ウ■―ルズ王族 の血統 を持つ混血 の人物 としての、ジェ ラル ヽ[オ ブ・ ウエア
ルズの歴史的背景である。 こ ういつた出 自のジェ ラル ドは、彼 の人生の ある地
点までは、勢い あふれ る征 服者 ノルマ ンの、マーチャー・ フ ァミリーの一員 と
して、多 くの ノル マ ン人 と同様 にブ リテン島土着 のイ ングリッシュや ウェール
ズ人を軽蔑 し続 ける。 一方 で、彼 は 自分に流れ る高貴な ウェール ズの血 を強調
した りもす る。 だが、そ んなジェ ラル ドは、や がて ウェールズ人 としてのアイ
デ ンテ ィテ ィを抱 くに至 る劇的な人生 の転換点に立つ。それ は、セン ト・ デー
ヴィッズの 2度 目の司教選挙 にジェ ラル ドが立候補 した ときだ つた。
第 2部 ジ ェ ラル ドの ウ ェー ル ズ 人 へ の 同化
2‑1 意識変化 :第 1段 階 (1183年 ごろまで)
ウェール ズ人お よびイ ングラン ド王室に対するジェ ラル ド・ オブ・ ウェール
ズの意識 の変遷過程は、大き く3段 階 に分 け られ る。第 1段 階 はジェラル ドが
ウェールズ人に何 の親近感 も、イ ングラン ド王室 に対す る何 の反感 も抱いてい
なかった時期 であ り、ジェラル ドの最初 のアイル ラン ド行 き直前 の 1183年 頃
(ジ ェラル

ド30歳 前後)ま で続 く。第 2段 階は 1183年 か ら ■94年 までの間
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であ り、 ウェールズ人 に対す る親近感 は第 1段 階同様 ないが、イ ングラン ド側
に対す るある種 の反感 が膨 らんでい く時期である。第 3段 階 は、ジェ ラル ドが
ウェールズ人に強い共感 を抱 くと同時に、イ ングラン ド側 に対する激 しい反感
を持つ に至る間で、 この劇的な段 階は 1194年 前後に始ま り 1203年 に終わる。
まず 第 1段 階だが、 この期間 はジェ ラル ドに とつて多彩な出来事を内包 して
い る。ジェラル ドの最初 のパ リ訪間 (1165‑1174)、 ジェラル ドが計画 し主導的
役割 を担 ったセン ト 'デ ー ヴィッズの教区にお ける教会改革運動 の推進 (1174
‑1176)、 そ してジェラル ドのセ ン ト・デー ヴィッズの司教選 への最初 の立候補

(1176)と いった事柄である。 ジェラル ドは幼少 の頃 より信仰 心の厚 い子供だ
った らしく、彼 の幼い兄 たちが砂場で城 を作 ってい るとき、「教会や修道院作 り
に夢中になってい る」40ょ ぅな子供だ つた らしい。彼 の父は幼 いジェラル ドの
こ とを 「私 の ビショップ」41と 呼 んだ とい う。 ジェラル ドはそんな父親や、母
方 の叔父 で 1148年 にセ ン ト・デー ヴィ ッズの司教になるデー ヴッ ド・フィッツ
ジェラル ドの もとで、ひ とか どの教会人 となるための勉強を進める。

18歳 で初 めて訪れ、勉強 のために滞在す るこ とになつたパ リは、一人 の若 き
教会人 としてのジェラル ドに多大な影響 を与えずにはおかなかった。 12世 紀後
半 におけるパ リとボ ロー ニ ャは、 ヨー ロ ッパ にお ける学問 の 中心であ り、パ リ
で行 われた教育は多様性 にあふれ、いずれ も洗練 されていた。 このパ リでジェ
ラル ドは世俗、教会の両世界にわたる法律 を学ぶのだが、当時国家 の官吏 とし
て採 用 され るこ とを 目指す者 に とって、 これ らを選択す ることは至極 当然の こ
とされてい た42。 っ ま り、ここにジェラル ドのイ ングラン ド王宮内での出世 を
目指す意図 を窺 い知 る こ とがで きる。 ジェ ラル ドはパ リで神 学者や法学者 と深
く交わるこ とになる。 中で も、当時パ リを代表す る法律 の権威 ピー ター・ ザ・

i:と

チャンター (Peter the Chanter)と 師弟 関係 をもつたことは、パ リか ら帰国後
セ ン ト・ デ ー ヴィッズ の教区で実践に移す ことになるジ ェラル ドの教会改革 の
考 えを形成す る上で、多大 の影響力を及ぼ したといわれ る。
彼 の教会改革 の考 えは 2つ の柱 より成 っていた。1つ は聖職者 のモ ラル改革
であ り、も う 1つ は世俗 の支配や干渉か ら、教会 が完全な る独 立 を達成す るこ
とにあつた。前者は聖職者 の性モ ラルの乱れに対する倫理改革である。 当時は
聖職者 が 1人 のみならず複数 の内妻 を抱 えることはあ りふれた現象 だった。 ま
た後者 は、人 々 に畏敬 されるべ き対象 として、教会 の高い威厳 を確 立す るこ と
であつた。 とりわけジ ェ ラル ドは、司教選挙 とい った聖職界 の行事は、国王だ
ろ うと干渉 を許すべ きではない、つ ま り司教選挙 の世俗か らの完全なる自由を
強調 したる。もともと、ジェ ラル ドのこの教会改革 の考え自体は後述 の、やがて
彼 が強 く抱 くことになるウェールズの教会的独 立の思想 とは直接 の関係 はない。
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しか しジェラル ドの教会改革にか ける尖鋭 な姿勢 は、彼 を後に フラン ドル人 と
の衝突 に導いてい く。そ してそれ は、イ ングラン ド王室側 がジェラル ドに対す
る反感 を育んでい くきっかけに もなつてい く。
1174年 にパ リか ら戻 つてきたジェ ラル ドは、ダヴェ ッ ドにあるセン ト・デー
ヴィッズの教区でカンタベ リー大司教 リチャー ド (mard Of DOver、 在位
:

1173‑84)の 理解 の もと、若き改革者 として教会人のキャ リアを積み始 めるこ
とにな る。まず、彼 は教会 の財源 となる十分 の一税 の支払いの徹底を推進す る。
この税 は、 この地特産 の ウールや チーズ に課せ られた ものだが 、 ノルマ ン人 の
ウェールズ侵入 の混乱で支払われな くな つていた。 ジェ ラル ドはこの十分 の一
税 を復活 させ よ うと強 く試みるのだが、 当然反発 は大 きく、わけてもフ ラン ド
ル人は頑強に拒否す る。 なぜか といえば、第 1部 で述 べ たよ うに、 フラン ドル
人はイ ングラン ド国王直々 の政策 で入 植 して きた とい うプ ライ ドがあ り、彼 ら
にとつてみれば国王以外 に税 を払 う義務 はない、 とい うことになる。 ジェラル
ドは職務 を遂行す る際 はいつ も厳 しい態度で臨んだ といわれてお り、時には中
世最強 の精神的武器 とされ る 「破門」を脅 しに使 い、また 自分 が所属す るノル
マ ンー族 の武力行使 を警告 として用 いなが ら、その教会改革運動 を実行に移 し
ていつた とされ る44。 このよ うな ことか らジェラル ドとフラン ドル人 との間に深
刻な対 立、衝突 がお きたのは間違 いのない ところで あ り、フラン ドル人住民を
通 じてイ ングラン ド国王は彼 らのジェラル ドに対す る誹謗・ 中傷を聞いたであ
ろ うことは想像 に難 くない。
ジェラル ドは、1175年 には、セ ン ト・ デー ヴィッズの司教である叔父のデー
ヴィッ ドによって、 ノルマ ン人 がプ レコン と改名 した ウェール ズ南東部 の町の
大執事 に任命 され る。大執事 は司教 を補佐 す る重 要な役職であ り、ジェラフ
レド
は この ときまだ 21歳 であったか ら、当時の一般例 と比 べて も異例 ともいえる出
世の早 さだつた。 このこ とはダ ヴェ ッ ドでのノルマ ン・ マーチ ャーの kilnの 絆
が、いかに地域社会に強い影響力を保持 していたか をよく物語 つているう。教会
改革を進める上で も、教会人 としての栄達 をはか る上で も、 ジェラル ドが、最
大限に自分 の kinの 力を利用 してい ることがこのことか らもよ くわかる。 ジェ
ラル ドの後ろ盾であった叔父 のデー プィッ ドは、1176年 に没 し、セン ト・デー
ヴイッズの司教 の座 は空席 となる。 ジェラル ドはこの とき、叔父 の後継者 にな
る決心 を固め、か くして彼 の最初 のセン ト・ デー ヴィッズ司教選挙の闘いが始
まるのだが、ここでぁ らか じめ確認 してお きたいこ とは、ジェ ラル ドがセ ン ト・
デー ヴィッズの大司教区問題 (metropolitan issue)を 当初か ら主張 していたわ
けではない とい うこ とである。 この大司教 区問題 を、 ジェラル ドが彼にとって
の第 1回 日のセ ン ト・ デ ー ヴィッズの司教選挙 の ときか ら主張 していた
ため、
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ヘ ン リー 2世 に疎 まれて司教任命 を拒否 されて しまつたのだ とは、 しば しば語
られ るところだ。 だが、 これ は誇張であ り、大司教区問題 を持ち出 したのはセ
ン ト・ デー ヴィッズの僧 たちよりなる聖堂参事会員 であつた とい う。そ のほと
ん どが ウェールズ人で構成 され るセン ト・ デー ヴィッズの僧 たちは、1176年 の
春 に ロン ドンの ウエ ス トミンス ター寺院で開かれ た教会会議 (synOd)で この問
題 を提起 したのであ り、 この会議 ヘ ジェ ラル ドが出席 していたか どうかは、疑
わ しい とされてい る46。 少な くともジェラル ドは第 1回 目の司教選 の時点では、
セ ン ト・ デ ー ヴィッズの大司教区問題 に関 して さほ ど熱心ではなか つたよ うで
ある。 では、 この大司教区問題 とは何なのか。 これは本論を進 める上で避 けて
通れない重要な内容 を含 んでい るので、そ の概要 ここで紹介 したい。
2‑2 ベルナル ドと大司教区問題
セ ン ト・ デー ヴィッズの大司教 区問題 を最初 に提起 した人物 は、司教ベルナ
ル ド (Bemard,1115‐ 1147)で ある。ベル ナル ドはセ ン ト・デ ー ヴィッズの最初
の ノル マン人司教で、 ジェラル ドの叔父、デー ヴィッ ド・ フ ィッツ 。ジェラル
ドの前任者 にあたる。ベルナル ドは、 自身が ウェールズの大司教 の地位 につ く
ことを主張 した。彼 によれば、 ウェールズ はキ リス ト教初期 の段階 か ら大司教
を擁 してい た地であ り、セン ト・デ ー ヴィッズはその総本山だ つた。それゆえ、
ウェールズはカ ンタベ リーの支配 に従 属す るこ とな く、教会的独立 を達成する
にふ さわ しい と説 いた。ベルナル ドの主張は、 ウェールズに古 くか ら存在する
教会 の独立 に関す る伝説に立脚 している。 中で も彼 に大きな影響 を与えたのが

aF a"ガ とい ぅ物語 で ある。 これ は 1090年 頃 ウェール ズ 人 の
Rhyrarch ofTInbadamと い う人物が著 した もので、セン ト・デー ヴィッズに
働 θ互ん

葬 られ、教会 の名前にもなってい る聖デー ヴィッ ドを始 めとした、 ウェールズ
におけるキ リス ト教初期 の頃 の聖人伝 をま とめたものである。注意 したいのは、
この 処 θ動雄 ″つ″″ によれば、聖デー ヴィッ ドは ウェール ズにおける最初 の
大司教 とな っているのだが、これ はベル ナル ドの主張 とは違 う。ベルナル ドは、
前述 のごとくキ リス ト教 が入 って きた初期 の段階 か らウェールズ には多 くの大
司教がいた としてい る47。 恐 らく、ベルナル ドは自分の主張を有利 に導 くための
戦術 として、 こ うい う変更を したのだろ う。
それでは、ベル ナル ドが主 張す るように、実際 に ウェールズがかつては大司
教 を擁 していた地であって、その本拠地がセン ト・デー ヴィ ッズだ ったのだろ
うか。結論 か らい えばこれは全 く定かではない。 この問題 について手に入 り得
る記録・ 情報 の全ては、 力Lθ 乃ら ゲ D″ ″ といったよ うな、信頼性 が極 めて疑
わ しい古い ウェールズの伝説や記録類 で しかない。 また、ベ ル ナル ドが活用 し
たわけでは ないが、 この問題 に関 して記述 のあるものの一つ に、ジェフ リー・
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オブ 。モ ンマスCeO■ ey of Moxlnlouth,?‑115Dが 著 した
蒟 7〆 滋θ
""麗
Zれ
勉ぬ とい う書物 がある。史料 としての信頼性は %θ L蜂 〆 2ガ ご
"aF斃
同様 二の次に して、同書 によればプ リテ ン島には ロン ドンとヨー クのほかに、
ウェールズのカイル レオ ン と、 3つ の大司教区があった。そ してヵィル レオ ン
の最初 の大司教 に任命 されたのはダプリグ

Dttg(6世 紀始 めの聖職者 とされ

る)で ある。そ して、ダ ヴリグが隠者 になるため大司教 を辞めた とき、聖デ ー
ヴィッ ドがそ の後 を継 いで大司教 になった。同書 によれば聖デー ブィッ ドはか
のアー サー王の叔父 とされ、 この聖デー ヴィッ ドの死んだ地 はカイル レオ ンの
西 のメニ ヴィア Meniviaに ある彼の修道院 (後 のセン ト・デー ヴィッズ)だ っ
たが、
彼 の地位 はあ くまでもカイル レオンの大司教 であった。勤 θ塾
〆 滋θ
̀呼
Xれ 卵 〆
とによれば、ここでアーサー王物語でお日1染 みのマー リー ンが登
"勉
場 し、 こ う予言す る。 メニ ヴィアはカイル レオ ンのパ リウム lp副hm)で 覆 わ
れ るだろ うと。 パ リウム とは教皇が大司教にそ の印 として授 ける白い帯 の こ と
である。 だか ら、マー リー ンの予言 はメニ ヴィアが大司教のい る総本山になる
ことを意味す るわけである。%θ 」
聞bねヮ ″ 滋θる軌卵 〆麗 れあの この部分は、
そ の後 のセ ン ト・ デー ヴィッズ大司教区復活運動 の関士 たちの主張 の根拠 とな
つてい く。例 えばジェ ラル ド・ オプ・ ウェールズ も後にここを論拠 に、 ウェー
ル ズの大司教区の本拠地 をセ ン ト・デー ヴィッズに移 したのは聖デー プィ ッ ド
だ つた と主張 してい る襲。 ともあれ、ウェールズにその昔イ ングラン ドと同 じよ
うに大 司教区が置 かれ、セン ト・ デ ー ヴィッズがその本拠地だった とい う点 に
関 しては、今 日それ らを確証す るに足る信頼性 の ある史料は、以上見て きた よ
うにない。 しか しベルナル ドや ジェ ラル ドが生 きていた時代は、 カンタベ リー
と闘 うの にこれで十分だ つたので ある。ベルナル ドは、セン ト・ デ ー ヴィ ッズ
に大司教区を確 立す べ く教皇 に手紙 を書き続ける。 のみならず 、 自ら2度 ロー
マ に出向いて さえい る。教皇 エ ウゲニ ウス 3世 は、ベル ナル ドの主張に好意的
であつた とされ 、 これに対 し、ベル ナル ドの主張が通ればウェール ズの教 会勢
力を一挙に失 うこ とになるカンタベ リー大司教 テオバル ド (Theobaldl lま 、ベ
ル ナ ドに敵対 した。 テオバル ドのベルナル ドに対す る攻撃は極 めて明決で、 あ
る一点 を徹底 して教皇 に訴えた。それは、ベル ナル ドを司教 に叙任 したのはカ
ンタベ リー大司教 であ り、 このこ とはベル ナル ド自身カ ンタベ リーヘ の服従 を
認 めてい ることに他な らない とい うものである49。
最終的に教皇エ ウゲニ ウス 3世 はテオパル ドあての 1147年 6月 29日 付 けの
手紙で、ある決定を表 明 した (こ の手紙 については、その写 しを後 にジェ ラル
ド・オブ・ ウェールズが ローマの教皇庁 の記録庫で発見 し、またそ のオ リジナ
ル をセ ン ト・デー ヴィッズで見つ けるこ とになる60b。 手紙には、翌年 の 1148年
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に ラ ンス で 開 かれ る教 皇庁 の 会 議 で この 問題 は決 着 され るで あ ろ うと記 され て
い た。 しか し肝 心 のベ ル ナル ドが 翌年 を待 たず して急 死 して しまい 、 この 問題
はそれ き り沙汰 止 みに な つて しま う。 ベ ル ナ ル ドの 後継 者 と して セ ン ト・ デ ー

ヴィッズの司教 になつたジェ ラル ドの叔父 のデー ヴィッ ド・フ ィッツ・ ジェラ
ル ドと、セ ン ト・ デー ヴィッズの全ての聖職者は、 これ以降 2度 と大 司教区問
題 を持 ち出 さない ように とカ ンタベ リー大司教テオバル ドに強 く命 じられ る51。
以 上がセ ン ト・デ ー ヴィ ッズの大司教区問題 の概略だが、それ に して もベルナ
ル ドとジェラル ド・オブ・ ウェールズ を比較 してみると感慨は尽 きない。ベル
ナル ドがカ ンタベ リー と闘 つたよ うに、その半世紀後、今度 はジェラル ドが 自
身 の 2度 目のセ ン ト・デ ー ヴィッズ司教選 の とき、 この大司教 区問題 を掲げて
闘 う。そ して、テオバル ドと同 じよ うに手強 く したたか なカンタベ リー大司教
ヒューバー ト・ ウォル ター (Hubert walter)と 、これまた教皇を巻き込 んだ熱
き闘い を演 じる。 まさに 「歴 史は繰 り返す」の観 が あるが、 この ときの、ジェ
ラル ドにとつて第 1回 日のセ ン ト・ デー ヴィッズ司教選 の ときは、まだ彼は こ
の問題に関心がなかつた。
確認す るな ら、 ジェ ラル ドの最初 の司教選立候補 は、大司教 区復活 を目指 し
てセ ン ト・ デー ヴィッズのカ ンタベ リーか らの教会的独 立を果 たす とい う考え
か らではな く、教会改革者 と して の情熱 に基づいた ものだった。 それは この と
きのジェ ラル ドの立候補 が、 カンタベ リー大司教 リチャー ドに支持 されていた
ことか らも知 るこ とがで きる5% ジェラル ドの立候補 がイ ングラ ン ド国王ヘ ン
リー 2世 の下に上程 されてきた とき、 リチャー ドはジェ ラル ドの改革にか ける

意 気込みや勇気 、学識 の高 さ、 ロー ド・ フ リース につなが る高貴な出 自な どを
国王 に好意的 に伝 えた とされ る53。 しか し、ジェラル ドの司教 へ の任命 は国王ヘ
ン リー 2世 によつて拒 否 され た。 ジェラル ドを薦 めるリチ ャー ドに、ヘ ン リー

2世 は次 のよ うに答 えた とい われている。
正直に過ぎ、気負 い あふれ る人間をセン ト・ デー ヴィッズの司教にす
るこ とは、国王に とつて も (カ ンタベ リー)大 司教にとって も必要で
もなければ得策で もない。イ ングラン ドの玉座 と (カ ンタベ リー)大
司教 の座が、そのこ とによって喪失 して しまわないために も54。
鮨 弧は著者)
ヘ ン リー 2世 はまた、 ごく親 しい者たちに内緒で次の ように漏 らしていた と
もいわれ る。
あの大執事 (ジ ェラル ドの こ と)を ぃ
・ デー
(マ ニ ウ、セン ト
ヴィッズのこ と)の 司教 に据 えるのは危険で ある。 なぜ な ら彼は南
ウェールズの王フ リース の血族 であると同時に、ほ とん どの ウェール
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ズの名門 と繋 がつている。 だか ら、 この よ うな実直で高い出 自の者 を
昇進 させると、 ウェール ズ人 に新たな力 と誇 りを与える ことにな り、
我々の得 にはな らない 。 (括 弧は著者)
結局 の ところ、 ジェラル ドはその体 に流れる ウェールズの血によつて、 キャ
リアの最初 の段階 か らイ ングラン ド王室 にとつて危険な人物 と見な されてい た
こ とがわかる。ジェラル ド1人 だけが、まだこのこ とに気がついていなかつた。
それは当然 なのか も しれない。レヽくら 1176年 の最初 のセ ン ト・デー ヴィッズの
司教選 に失敗 した とはいえ、彼 は この時点でまだ 30歳 の若 さである。教会人 と
して、前途洋々たる野心を抱 いていたに違 いない。
この後 ジェラル ドは再びパ リに渡 り (1176‑79)、 戻 つて くるとセ ン ト・デー
ヴィッズの教区で ピー ター・ ド・ ライア (Peter de Leia)の 補佐役 として活動
を始める。 ピー ターはジェラル ドに代わ リヘ ン リー 2世 によってセ ン ト・ デ ー
ヴィッズの司教 に任命 された人物 である。 この、補佐役 を していた期間 (1179

‑83)で 重要なのは、 ジェラル ドに対す るイ ングラン ド王室 の反感 が、次第に
募 って きた ことだ。教会改革 を断行するジェラル ドヘのフラン ドル 人 の強い反
発 が、ヘ ン リー 2世 のジ ェラル ドに対す る印象 を害 した可能性 はすでに見た。
そ のことは、ジェラル ドの司教就任 に対す る拒否権発動 に結 びつい た理 由の一
つ で もあつただろ うdだ が、 この ピー ター・ ド・ ライアのジェ ラル ドヘ の悪 ロ
は、イ ングラン ド王宮中にはるかに大きな影響 を与 えたのは確 かである。彼 は
ジェラル ドと組 んで仕事 を始 めた ときか らず つ とジ ェラル ドに敵対的であ り、
ヘ ン リー 2世 や 王官の重臣たちに対 し、 ロー ド・ フ リースにつ ながる ウェール
ズの血筋 の故をもつて、ジェラル ドの背信性を一貫 して警告 し続 けたのである。
ま とめるな ら、 この第 1段 階では最初のセ ン ト・ デー ヴィッズ司教選での失敗
はあつたもの、 ジェラル ドの 中にイ ングラン ド王室に対す る特別な反感は芽生
えてはい ない。 イ ングラン ド側 が彼 への警戒 心 を募 らせ始 めていたに もかかわ
らず、ジェラル ドは 自分 の将来的成功を疑 つてはいない。 しか し、 こ ういった
ジ ェラル ドの姿勢 は、次 の第 2段 階で転換 を余儀 なくされ る。

2‑3

意識変化 :第 2段 階 (1183‑90
第 2段 階 は、 ジェラル ドのイ ングラン ド側へ の反感 が次第 に成長 して くる時

期 である。わけて も 1190年 以降 は彼 の対イ ングラン ド感情 に大 きな転換がある。
しか し一方で、 ウェールズ人 に対す る彼 の親近感 はこの時期 まだ顕著 に育 って
い ない。 この時期 の大きな出来事は、ジェラル ドがイングラン ド王室の役人 と
して仕 え るこ とになった こ とだ。セン ト・ デー ヴィッズの教区で ピー ター・ ド・
ライアの補佐役 をしていたジェラル ドは、1183年 にヘ ン リー 2世 によつてイ ン
グラン ド王官に召喚 され、 1194年 にその任 を辞 してい る。 ジェラル ドがこの王
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室付きの官吏に召 された理 由 として 2つ の事柄 が あげ られ よ う。1つ は、 ジェ
ラル ドの ウェールズにお ける広範 な知識 と人間関係 が、イ ングラン ド王室 の政
策 を彼 の地に実施する上で極 めて有益だ とい う点だ。 このこ とは一方で、 ジェ
ラル ドをイ ングラン ド側 の ウェールズ封 じ込 め政策に必然的に巻 き込んで しま
うことを意味す るわけだが、 ジェ ラル ドはそ うした政策 の遂行 に意欲的であつ
た とされてい る56。 後 に述べ るが、1185年 の王子 ジ ョン とのアイル ラン ド行、
そ して数次 に渡 るウェールズ行、特に 1185年 のカンタベ リー大司教 ボー ドウィ
ン Cald蒟 → や、 1192年 のシ トー修道 士 ウィ リアム・ ウィベ ル トm肛h
Wibertbを 伴 った ウェールズ行は、ジェ ラル ドがイングラン ド王室 のこ うした
対外政策 を熱心に推進 していたことを物語 つてい る。 ジェ ラル ドは これ らの活
動 中に ウェールズ人に親近感 をほ とん ど示 していない。彼 はこ ういつた、国王
か ら命 じられた仕事 を首尾 よ く成 し遂げることで、イ ングラン ド王宮内により
深 く取 り入 り、立身出世を遂げる道 を探 してい た と考 え られ る。 ここに、 ジェ
ラル ドが王室の官吏になつた第 2の 理由がある。
では、ジェ ラル ドは官吏になる ことで何を目指 したのか。それ は、イ ングラ
ン ドの地で司教になることだつた と思われる57。 彼 が国王の側近の一人になろ う
としたのは、この願望 を成就 させ るためだ った とみていいだろ う。とい うの も、
当時、国王 は身近な取 り巻きの中か ら、司教 を指名 していた ことが よくあつた
か らである68。 この、イ ングラン ドで司教になる とい う野心がジェラル ドにあっ
たか らこそ 、次 の事態 の真相 も見 えて くる。それはジェラル ドがジ ョンの司教
の座 を与えるとい う申 し出を、4度 も断 つた ことである。ジ ョンは 1186年 に 2
度、アイル ラン ドの ウェ ックスフォー ド (W饂 おrd)と リー リン (L蟷Llinヽ を、
1190年 に も 2度 、ウェールズのバ ンゴール eangOぅ とサ ンダ ヴ ChnぬDの
司教 の座 をジェラル ドに与えよ うとした。 だが、いずれ もジェ ラル ドは辞退 し
た。 この拒否 の理由については、い くら最初 の 司教選には失敗 した とはいえ、
ジェラル ドは飽 くまで もセ ン ト・デー ヴィッズの司教になるこ とに大きなこだ
わ りを持 つていたか らだ と思われ がちである。 だが実際はそ うではな く、 ジェ
ラル ドの関心はイ ングラン ドで司教になるこ とに向けられていた と考 えられ る
ので ある。 なるほど、 セ ン ト・デ ー ヴィッズは、 ジェラル ドに とつて、叔父 の
デー ヴィッ ドを通 じて子供 の頃か ら深 い繋 が りをもつた特別 な教会 だった。 し
か し、 ジェ ラル ドはこの段階ではまだ、唯一セ ン ト・デ ー ヴィッズの司教にな
るとい う絞 り込みは していない といっていい。要す るにこの第 2段 階でのジェ
9。
ラル ドの関心は、専 らイ ングラン ドに向けられてい たと考え られ る。

ところで、この第 2段 階 は、ジェラル ドのイ ングラン ド王室 に対す る感情 の
変化、あるいはジ ェラル ドの ウェールズ人に対す る考え方を探 る上で鍵になる

