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い くつ かの 出来事を含 んでい る。 それ らは少 し触れたが、 ジェラル ドの数次に
渡 るアイル ラン ド行や ウェールズ行 であ る。 アイル ラン ドについては、 ジェラ
ル ドは生涯 の うちで都合 4回 行 つてい る。初回は 1183年 で、王室 の官吏になる
直前で あ り、 2回 日は 1185年 である。そ して、この 2度 の訪間は、イ ングラン
ド王室に対す るジェラル ドの反感形成過程 を考 えるとき、大 きな要素 とな る。
初回 のジェ ラル ドのアイル ラン ド行は、 自分の一族 の者 を訪れた旅だ った とさ
れ る。一族 の者 とは、第 1部 で見 てきたよ うに、 1169年 にアイル ラン ドに侵攻
し定住 した者 たちである。 この ときジェ ラル ドは 自分の一番 上の兄、マ ノー ビ
アの領主であるフィリップ 。ド・バ リと一緒 に行 った。 フィ リップは、彼 らの
叔父である ロバー ト・ フ ィッツ・ ステ ィー プンが彼 に与えて くれた南西アイル
ラン ドの新 しい土地を受領 しに赴 くところだった60。 2回 目の 1185午 の ときは、
アイル ラン ドを父ヘ ン リー 2世 より与え られた王子ジ ョンに同行 した訪間で、
イ ングラン ドの官吏 としての公的な ものだ った。 この時 ジェ ラル ドに課せ られ
た任務 は、 アイル ラン ド侵攻以来、そ こで定着 し根 を深 く張 りつつ あったマー
チャー たちの動 きを見張 り、そ の行動を牽制す るとい うものだ った。
しか し、イ ングラン ド側 の計算 とは裏腹 に、 ジェ ラル ドはアイル ラン ドにお
けるマーチ ャー たちの境遇 に同情 して しま う。 これ も第 1部 でみたよ うに、ヘ
ン リー 2世 はアイル ラン ド南西部におけるノルヤ ン・マーチャー たちの領土獲
得行動 を押 えつ けるために、その地域へ の王権支配 を厳 しくした。例 えばヘ ン
リー 2世 による 1170年 のアイル ラン ドにおける港湾封鎖や マーチャーたちが獲
得 した土地 を没収す るとい う警告 は、そ うした政策 の一端 といえる。 当然なが
らマーチャーたちは、アイル ラン ドで獲得 した土地財産 に対す るイ ングラン ド
王権 の高圧的な介入 には我慢 が な らなか った し、国王やそ の命令を遂行す る王
室 の官吏たちには憎 しみす ら抱 く。特にジェラル ドの一族は、国王か ら行政長
官 に任命 されてアイル ラン ドに派遣 されて きた ウィリアム・ フィッッ・オー ド
リン OWimnm ttz Auddin∂ の高圧的なや り方 に、苦 しめ られた とい う61。 も
しか した らジェ ラル ドは初 めてのアイル ラン ド行 の前か ら、彼 の一族 のイ ング
ラン ド王室 に対す る不満 を開 いていたのか もしれない。そ して、心の 中に反イ
ングラン ド王室感 情のが 、アイル ラン ドの現状を見る前か ら芽生えていたのか
も しれない。 いずれに して も、 この初回 と 2回 日のアイル ラン ド訪間が、彼 の
反イ ングラン ド感情を形成す る契機 となったのは間違 いない62。 ィ ングラン ド側
の 目論見に反 し、 ジェ ラル ドのアイル ラン ド派遣 は、彼 を してアィル ラン ドの
身内であるマーチ ャーー族 に多大な同情を抱か しめる結果 となつた。 そ して、
ま さに この点に、 ジェラル ドはまぎれ もな くダヴェ ッ ドのマーチャー社会を故
郷 に生まれてきた人間だ つた とい うこ とを、我 々は再び確認できる。
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同様 に、 ジェラル ドの 2度 に渡 るウェールズ行 は、 ウェールズ人 を牽制す る
ための国王の政策 の一環 だ つた。今度 はジェラル ドに流れ るも う一方 の ウェー
ルズの血が利用 される。 1188年 の彼 の最初 の ウェールズ行は、カ ンタベ リー大
司教 ボー ドウィンを伴 つての ものだつた。ボー ドウィンは 1184年 に没 したジェ
ラル ドの理解者 であつた リチ ャー ドの後継者 で、その ウェールズ行 の 目的 は第
3国 十宇軍の必要性 を説 き、聖地に向か う兵員 を募 るこ とにあつた とされ る。
だが、真 の狙いは ウェールズ全ての司教区の聖堂において大衆 に祝福 を授 ける
ことで、カ ンタベ リーの権威 を知 らしめることにあつた63。 この、カ ンタベ リー
大司教 の ウェールズ全地域へ の説教 の旅 にジェ ラル ドが 同行 した とい うこ とは、
特別 な意 味がある。それは、 カンタベ リーの権威 が ウェールズ に浸透す る こと
に、 ジェラル ドが何ひ とつ反対 しない、黙認 した とい うことで ある。 この こと
は、セ ン ト・デ ー ヴィ ッズの大司教 区問題 にジェ ラル ドがこの時期無 自覚 であ
った こ とを証明す る以外 の何者でもない といえるだろ う。事実、ジ ェラル ドは
ボー ドウィン との同行 を非常に喜んでいた64.
ジェラル ドの ウェール ズ人へ の意識 は、 この時期成長 が見 られなか つた。彼
は多 くの ウェール ズ語 を知 つていた し、その言語 に興味 もあつた。 だが ウェー
ルズ語を話せるよ うに勉強 しようとは しなか つた。要す るにジ ェラル ドは ウェ
ールズ人を野蛮だ と見な していたので ある65。 ジェラル ドはボー ドウィ.ン と行 つ
た この ウェール ズ全土の旅か ら帰ると 2冊 の本 を著す こ とになる。 1191年 に完
滋″ 〆
滋
と、 1194年 の 働 θ¨
成 した %θ Ja げ ′
"ψ のtts
″囲 である。 この 2冊 には彼 ウェールズ人への批判や軽蔑 が随所 に見て と
れ る。例 えばジ ェ ラル ドは次 に示す よ うに、カ ンタベ リー を賞賛す る一方でセ
ン ト・ デー ブィッズには冷淡である。
カンタベ リー は国王の好意 を享受 している。莫大な富 と資質に優れた
多数 の司教た ちの奉仕、そ して文学や法律 に精通 した多 くの学識豊か
な人 々の存在。対 してセ ン ト・ デー ヴィッズには、 こ ういつた優れ た
点は全 く見 られない。そ のひ どい状態への考慮 が何 もなされ ていない66。
の中のある章で、
ジェラル ドは、驚いた ことに、 裂
短ウ ″錮 〆 物
つてのけてい る。 そ して、本当に、それは
ウェールズ征服 に関す る助言 さえや"Zね
後 のエ ドワー ド1世 によるウェールズ征服 (1284年 )の 際 に、数多 くの貴重な
情報 を与えたとされ る67.ジ ェ ラル ドの ウェールズ人へ の態度は、反感 とい うレ
ベル ではな く敵対的だ つた といえよ う。 けれ ども、彼 に とっては ウェールズ の
王族 につ なが る高貴な血筋は全 く別問題 で、常 にネス トの子や孫たちの勇 ま し
さと業績 を賞賛 していたので あ り68、 この面で彼 の態度 には矛盾 が見 られる。
そ の後 1189年 にヘ ン リー 2世 が没す ると、ジェラル ドは ウェールズヘ 2度 (都
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合 3回 日、 4回 目になる)送 られ る。 この派遣 の 目的はイ ングラン ド国王死去
に伴 って不穏 な動 きを見せ よ うとす るウェールズ側 を牽制 し、和平を維持す る
ための ものだった。 この 2度 に亘 る派遣 の内で、最初 の国王死去 直後 の ウェー
ルズ行はカンタベ リー大司教ボー ドウィンの指示 による もので、 この時はジェ
ラル ドは うま く目的を果 た した といわれてい る69。 しか し後 の方 の 1192‑93年
に亘 つて行われた ウェールズ派遣は、ジェラル ドを出せ ばウェールズの有力者
ロー ド・ フ リース との間に友好関係を結ぶ ことがで きるとイ ングラン ド側 が期
待 した よ うには運 ばなか つた よ うである。加 えて、 この とき同行 したシ トー修
道 士 ゥィリアム・ ウィベ ル トのジェラル ドヘ の中傷は悪 辣 で、 ウェールズ行 よ
り戻 つてきた直後 か ら、 ウィベル トはジェラル ドをイ ングラン ド国工 に対す る
反逆者 であ り、 ウェール ズ人 の反乱 を助長 してい るとの噂 をまき散 らし執拗 に
攻撃 した とされ る70。 このよ うなジェラル ドヘの反発は 1180年 代 の後半に著 し
く増加 した もの と思われ る。 イ ングラン ド王宮 のジェラル ドの攻敵たちは彼 の
ウェール ズの血 を徹底 して叩いた。 ジェ ラル ドは ウェールズ人 の クォー ター に
過 ぎなかったが、政敵 たちに とってみればそれで十分だ ったので ある。後に、
ジェラル ドはイ ングラン ド王宮に対す る自らの嫌悪感 を述懐 している。 また王
官へ の度重なる貢献にもかかわ らずヘ ン リー 2世 や リチ ャー ド1世 は 自分 に何
も報いては くれなか った と嘆 いてい る71。 こ ぅぃった宮廷 の人々の侮辱や 、懸命
な働 きに対す る報 いのな さは、イ ングラン ド王官 人 あ抜 き難 い敵意 となつて、
1190年 頃までにはジェラル ドの中に大きく膨 らんでい く。そ して、そのことが
王室の官吏を辞める第一の原因 となつていったのは間違 い ない と思われる。
もはや ジェラル ドのイ ングラン ドの地で司教 になるとい う夢 は、潰 えて しま
つた。 もともと、彼 のそんな夢 は実現不可能だ つた のか も しれない。 ジェラル
ドはイ ングラン ド側 に とって利用価値があっただ けだった。領 土欲 に燃 え、 し
ば しばイングラン ド王権 を も無視す るノル マ ン・マーチ ャー と、反乱を繰 り返
す ウェールズ人 を牽制す るために、その双方へ血の繋が りを もつ ジ ェラル ドは
恰好 の持 ち駒ではあって も、王室官吏として厚 く信任 し、ま してや国王の膝元
イ ングラン ドで司教 を任 せ るには、まさにその双方の繋 が りの ゆえ、あま りに
も危険だった。 い まや ジェラル ドは著 しくイ ングラン ド王権 に対 して敵意 を強
めてい る。そ して、 ジェラル ドが 2度 目のセン ト・ デー ヴィッズの司教選挙 に
立候補 し、その問いの過程 で彼は さらに質的な転換 を見せ る。 ウェールズ と
人
してのアイデ ンテ ィテ ィをつい に抱 くに至るのである。

2‑4

意識変化 :第 3段 階 (1194‑1203)
この第 3段 階は、彼 の人生 のハイライ トともい える時期 である 1194年
。
頃ま
で は、ジ ェラル ドは ウェールズ人 はよく知 ってい るが、彼 らには の
何 好意 も抱
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・デー ヴィッズの第 2回 目の司教選 の期間(1198‑1203
いていない。だが、セン ト
年)を 通 して、彼 は劇的に変 わる。わけても 1199年 以降、ジェラル ドはセ ン ト・
デー ヴィッズのカンタベ リーか らの独 立を叫ぶ聞 士 として、 さらには ウェール
ズ全上 の大司教 を 目指す人物 として歴 史 の表舞台に登場 して くる。そ してイ ン
グラン ド国王や、 1190年 に死んだボー ドウィンの後任 としてカ ンタベ リー大司
・ウォル ター と激 しく対 立す る。ちなみに 1199年 には、
教 になつた ヒューバー ト
ジェ ラル ドはセ ン ト・ デ ー ヴィッズの聖堂参事会 で司教に推挙 されてい る。つ
ま り、セ ン ト・ デ ー ヴィッズの意思 としては、 ジェラル ドを司教 にす る方向で
固ま ってい る。そ して、つい にジェラル ドは、 ウェールズ人 こそ我がプ リテ ン
の民族であ り、自分はまぎれ もない ウェールズ人 であると宣言す るに至 る72。 こ
の 6年 間続 いた 2度 目の司教選 を通 じて、彼 は、 ウェールズ人 のアイデ ンテ ィ
テ ィを獲得す るので ある。
ただ残念な ことに、ジェラル ドの ウェールズ人に対す る親近感 の成長過程 を、
彼 が王室 の官吏を辞 めた 1194年 か ら克明 に追 うのは、この間の史料 の欠如 によ
り困難 とされてい る73。 しか し、彼 の心情 の変化 の道筋 は、おおむね提示するこ
とができる。推察できるのは、ベル ナル ドが半世紀前に提起 したセ ン ト・デー
ヴィッズの大司教区問題 について、 ジェラル ドは 1199年 までに精力的に学び、
そ の意義 を真 に理解 したに違 い ない とい うこ とだ。 もちろん彼 はセ ン ト・ デー
プィッズが、かつ ては ウェールズの大司教 の総本 山であつた とい う古い伝説を
″冨
以前か ら知 つていた し、/そ のこ とを自身の著作 乃 θあ
げ 泌

"攣

に書きも している。 しか しこの 2度 目の司教選 に臨むまでは、彼 は この問題 に
心奪われ ることはなか つた。 ゆえにジェ ラル ドが ウェールズ人へ接近 し、つい
には ウェールズ人 としてのアイデ ンティテ ィを抱 くよ うになるのは、 このセ ン
ト・ デー ヴィッズの大司教区問題 の正 当性 を理解 し、その結果 1人 の聖職者 と
して、古 より大司教の威光輝 く地 としての ウェールズヘ の意識 を新たに したこ
とが大きい と考えられ る。そ してそれに よつて、これまでは自分 の高貴な側面、
つ ま り王族 との繋 が りとい う個人的なご く狭 い面だけの ウェールズ との関係 を
誇 つてきた ものが、大司教区問題 に啓発 された こ とで、 ウェールズ全体 とい う
より普遍的なものへ誇 りが質的 に転化 していつたせいか もしれない。
加 えて、ジェ ラル ドの ウェールズヘ の接近 は、彼 が官廷 か ら引退 してほ どな
く世 に出 し、イ ングラン ド王室 とカ ンタベ リーか らの完全な決別 と敵対 関係対
をもた らした とい われている、力売 〆 α遡‰リ
″ arz遺 とぃ ぅ論文
74。
であつた とされ る
ジェフ リー はヘ ン リー 2世ー
の最年長 の庶子で、晩年 には ヨ
ー クの大司教 になった人物だが、野心家だ ったため政敵 も多か った とされ75、 ィ
ング ラン ドの最高司法官 ヒューバー ト・ ゥォル ター も、そんなジェフ リーの政

©日本カムリ学会 2006
Bwletin Astudiaethau Cymreig Siapan 2(2):9-43

敵 の 1人 だ つた。 ヒューバー トは、第二次十字軍に同行 して 1190年 11月 19
日の中東 アク レ (Acre)攻 撃 の ときに戦死 したボー ドゥィンのあ と、 しば らく
空位 になつていたカ ンタベ リー大司教 の座 を 1193年 か ら兼 ねるよ うになる。こ
の 力蜂 〆 a履‰明 施 滅め ″ 〆 yar■ の中で、ジェラル ドは当時まだ存命 して
いたジェフ リーの行動や人 とな りを称 え、 一方でジ ェフ リー に敵対 して きた
人 々 を弾劾す る。恐 らくジェ ラル ドは宮廷 で孤立 した 自分の姿 とジェフ リー の
生 き方 を重ね、大きな共感 を抱いたのだ ろ う。何れにせ よ、 これは、 ジェ ラル
ドを中傷 したイングラン ドの宮廷人 に対す る仕返 しだつた とい うことがで きる
が、現実に生きてい る人 々への痛烈な非難 を下 した書き物は、当時では極 めて
異例 で、そ のジェフ リーの敵対者 としてジェラル ドに名指 しされた者 の中に、
ヒューバー ト・ ウォル ターがいた 。当然 この論文への反発は凄ま じく、ジェラ
ル ド2度 日のセ ン ト・ デー ヴィッズ司教選 における ヒューバ ー ト・ ウォル ター
の尋常な らぎる敵意 は、 まさにここに出発 していた といえるのか もしれない。
も う一つ ジェラル ドが ウェール ズ人へ接近 していつた要因 として指摘 できる
のが、武器 を持 つて立ち上が った ウェールズ人 に対 して下 されたカ ンタベ リー
大司教 の破 門の乱用 である。 ジェ ラル ドは政治的な 目的 のために、教会が この
破門 とい う最強の精神的武器 を使 うことを非難 している。 ジェラル ドは、 ウェ
ールズ人 が反乱を起 こす のは防衛 であること、つ ま り自分たちの体や土地、そ
して 自由を侵略者 ノルマ ン人 か ら守 るためだとい うこ とを次第 に気が付いてき
たもの と思われる77。 もつ ともジェラル ド自身、かつてはセン ト・デー ヴィッズ
の教区で教会改革運動 を強力に推 し進 めていた頃は破門を威嚇 に使 つていたの
であ り、彼 の言動 には自己矛盾や 一貫性 の無 さが終始つ きま とう。
2‑5 ウェールズ人 ジェラル ドヘ
ジェ ラル ドの 2度 日の司教選は 6年 とい う長 い年月に及んでい る。 これは、
セ ン ト・ デ ー ヴィッズの僧 たち とジェラル ドが共同 して事にあた り、教皇 をも
巻 き込んだ効果的な戦術 で臨んだ結果 だろ う。ではなぜ教皇 を巻 き込んだのか。
そ のね らい は、カ ンタベ リー大司教 ヒューバー ト・ ウォル ター の横槍 を防ぎ、
ジェラル ドの司教 への、そ して最終的 には大司教へ の叙任を合法的に進める こ
とにあった。 ジェラル ドのこの 2度 目の関いは、 ウェールズのイ ングラン ドか
らの教会的独 立 を達成 し、ベルナル ドが半世紀前に目指 した よ うに、ジェ ラル
ド自身が ウェールズの大司教 になることを 目的に してい た。 しか し、ジェ ラル
ドにはベル ナル ドと比べ て決定的 な違いがあった。それはベル ナル ドが ウェー
ルズの大司教になろ うと思 つた とき、彼 はすでにセ ン ト・ デー ヴィッズの司教
だ つた。 これに対 し、い くらセ ン ト・ デー ヴィッズの僧職 による参事会で選 ば
れた とはいえ、ジェ ラル ドはイ ン グラン ド国王や カンタベ リー大司教 に承認 さ
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れた 「正式 」な司教ではなかった。従 ってジェラル ドは、 まず教皇 に直接 司教
へ の叙任 を請願 し、そ の次 に ウェール ズの教会的独 立を果 たすため、大司教ヘ
の叙任 を申 し出なけれ ばな らなか った。要す るにジェラル ドは教皇 に 2つ のこ
とをほ とん ど同時に願 い 出る必要があつたのである。教皇 に とつてみれば、 こ
れは確かに面倒な ことではあっただろ う
他方、 ヒューバー ト・ ウォル ター に とつてみれば、ジ ェラル ドがセン ト・ デ
ー ヴィ ッズの司教 になることは当然受け入れ られない話である。 だが最悪 のケ
ースは、ジェラル ドが大 司教 にな つて しま うこ とだった。 こ うなると、達成 さ
れた ウェールズの教会的独 立が、 さらに、 ウェールズ人 の反乱 に火 を注 ぐこと
にな り、そ の結果 ウェールズのイ ングランか らの政治的独 立へ と繋 が りかねな
い。そ のこ とを恐れていた ヒューバー トは、ゆえにジェ ラル ドとの闘いで風向
きが思わ しくなか つた初期 の段階 では、 ジェラル ドが大司教 になることを放棄
す るのな ら、セ ン ト・ デー ヴィッズの司教 として承認 しよ うといつた取引を持
ちかけた とされているЪ。だが、ジェラル ドは この妥協案 を一顧 だにせず、ウェ
ールズの大司教 となってイ ングラン ドか らの教会 的独 立 を果 たすために邁進す
る。面子をつぶ された恰好 の ヒューバー ト・ ウォル ター は、それゆえ怒 りの火
‐
球 となってジェラル ドの前に立ち塞がるので ある。
1196年 6月 、セ ン ト・ デー ヴィッズの参事会は満場一致で ジェラル ドを司教
に選出す ると、教皇イ ンノケ ンテ ィウス 3世 にジェラル ドの司教へ の叙任 を し
rマ に送 る。 ジェ ラル ドの、 この司教叙任請願 のための
て もらうべ く、彼 を 口‐
ローマ行は生涯 の うち に 3回 にも及び、ベルナル ドのそれをも上回る。一方、
教皇イ ンノケ ンテ ィウス 3世 は、 ジェラル ドの主張に共感 を示 していた といわ
れてい る。 ただ、教皇 はこの問題 を考慮す るために、セ ン ト・デー ヴィッズが
かつ て大司教 を擁 していた教会 であったことを信 じるに足る証拠、例えば歴代
の教皇か ら教会セ ン ト・デー ヴィッズに与えられた特権 といった ものを証明す
るものを要求 し、そのためにジ ェラル ドが教皇庁 の記録庫 を調 べ るのを許可す
るとい う好意を見せる。 ジェ ラル ドはそこで、前述 のベル ナル ドの ところで見
てきたエ ウゲニ ウス 3世 がカンタベ リー大司教テオバル ドに宛てた 1147年 6月

29日 付の手紙の写 しを発見す る。それ にはセ ン ト・デ ー ヴィ ッズがカンタベ
リー に従属すべ き教会であるとい うことを、明 らかに未決定の問題 として残す
と記 してあつた。そ してジェ ラル ドが ローマか らセ ン ト・ デー ヴィッズに戻 り
教会 の記録庫を探 してみ ると、エ ウゲニ ウス 3世 のその手紙 のオ リジナル と、
ベル ナル ドが集 めたこのセ ン ト・ デー ヴィッズ大 司教区問題 に
対す るさま ざま
70。
な文書 が出て きたので ある ま さにこの頃はジェラル ドにとって 2度 目の司教
選 とい う闘い 一 もはや、大司教 へ の聞い といった方がいいか もしれない― の
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ピークで あ り、ほとん ど勝利 を収めそ うな勢 いだ った。
だが、カ ンタベ リー大司教 ヒューバ ー ト・ ウォル ター は政争経験豊富な、 し
たたかな相手 であ り、勝つためにあらゆる手を講 じてい く。彼はジ ェラル ドが
最 も頼 りとす るマーチャー 族 に、手 を引 くよ うにと破門の脅 しをか けて揺 さ
ぶ る。強 く抵抗 したジェラル ドの長兄 フィ リップ・ ド・バ リは、ついには破 門
された と伝 えられてい る∞。 ジェラル ドを満場一致で推 したセン ト・ デー ヴィ
ッズの聖職者たちに対 しては、他 の教区の よ り高 い地位 を約束 した り、 ときに
は賄賂 を与えるといつた買収作戦 でその団結 を切 り崩 していった。 リチャー ド

1世 の不慮 の死 (1199年 )に よつてイ ングラン ドの王位 についたジョンにも、
ヒューバー ト・ ウォル ターは強い影響 を及ぼ し始 める。 ジ ョンはジェラル ドと
一緒 にアイル ラン ドを訪れるな ど、彼 をよく知 ってお り、 もともとは彼 に反感
を抱い てい なか つた とされる。 ジェラル ドに司教職を 4回 も申 し入れたの も彼
の教会人 としての高い学識 に敬意 を払 つてい たことの表れだろ う。 だか ら、セ
ン ト・ デ ー ヴィッズの参事会 が派遣 した使者 の一行が、ジェラル ドを司教 とし
て指名す る旨の承認 を求めるため海 を渡 り、 フ ランスのシノンに居 を構えるイ
ン グラン ド国王に会い に来た ときも、 ジ ョンは好意的 に彼 らを迎え、ジェラル
ドが司教 の座 に就 くことに暗黙 の承認 を与えた とされる31。 しか しそのジ ョンの
態度 も ヒューバー ト・ ウォル ター の影響 によつてほどな く変わ り、 ジェラル ド
に対 して敵意 を抱き始 める。 そ してジェラル ドを助ける者 は誰 であれT座 の敵
であると宣言す るようになる。 ジ ョンは 日常的にジェラル ドを反逆者 と呼ぶ よ
うにな り、ついには 1203年 に、王の威厳を軽 ん じ平和を乱す王国の敵、と宣言
す るに至 るのである82。
・デー ヴィッズ司教選 の終わ り頃までに、
ジェラル ドは、この 2回 目のセン ト
完 全 にウェールズ人 と同化 して しまった と思われ る。問いの最後 は、 ウェール
ズ の君主たちがジェラル ドの 中心的な支持者 となる。初期 においては、マーチ
ャーやセ ン ト・ デ ー ヴィッズの聖職者たちがジェ ラル ドの支持者だ ったが、 も
はや彼 らは ヒューバー ト・ ウォル ター によって切 り崩 され沈黙 してい る。そ ん
な ジェ ラル ドの最後 の作戦が、 ウェールズの君主たちか らの手紙 を携 えて教皇
イ ンノケ ンテ ィウス 3世 に訴えるとい うことだった。手紙 には、セ ン ト・ デ ー
ヴィッズ の大司教区問題 でジェ ラル ドが展開 した論点の全てが記 されてお り、
表 向きは ウェールズ君主たちが連名で教皇 に宛 てた形 とはなってはい るが、そ
の草稿 をジェ ラル ドが書いたのはほぼ間違 い ない とされ る。 この手紙が重要な
のは、強欲 で ウェールズの習慣や言葉 を理解 しない司教ばか りをカ ンタベ リー
大司教 が ウェールズに送 り込んで くるこ とを取 り上げ、 ウェールズ語を理解 し
ない人間はウェール ズ の司教 になるのに値 しない とジェラル ドが指摘 してい る
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点である 。ジェラル ドは ウェールズの司教 になろ うとす る者は、ウェールズ語
を話せ な くてはな らない とす る考 えを固めていた。つ ま り、言語 こそアイデ ン
テ ィテ ィの核 であると、彼 は明確 に認識す るよ うになつてい た。 ジェ ラル ドが
この問 いの終 り頃までに、 ウェールズ語 を著 しく上達 さてい た こ とはほぼ確実
とされてい る雛。以前は、ジェラル ドはウェールズ語を喋 るのを嫌 が り、それを
喋 る人 々 を軽蔑 さえしていた。 ウェールズ人 と同化 したい とい う彼 の姿勢 のみ
な らず、この聞い勝 ちたい とい う彼 の強い情熱 を示す もの として理解 できよ う。
こんなジェラル ドを、ウェール ズ 中東部ポ ウイス (Powys)の 君 主グエ ン ウィ
ン ウィン (Q腱 頭wttw→ は賞賛 の気持 ちを込めて次 のよ うに語 つてい る。
わが ウェールズは、 しば しばイングラン ドと大きな戦い を してきた。
しか し、 この我 らの時代 に、セン ト・デー ヴィッズが司教に選 んだ者
によつてなされたものほど、偉大で、真剣 なものはない。彼 は、国王
と、大司教 と、聖職者全員 とイ ングラン ドの人々 を攻撃 し、悩 ます こ
とを止めなか った。その、決 して萎 えることのない情熱 で、 ウェール
ズの栄誉のためにお。
ジェ ラル ドの、 ウェールズ人 であるとい う自己認識 は、ま さに こ う した状況
の 中で ピー クを迎 えてい く。そ して、彼 は さらに語気 を強めつい には こ う叫ぶ
のである。
わがプ リテンの人民 一それは今や WelsLと 悪 しく呼ばれてい る―は、
絶 え間なき反撃でノル マ ン人やサ クソン人か ら自由を守 り、そ の力 と
武器でついに奴隷 の頸木を取 り払 うに至 った 。
ジェ ラル ド・ オブ・ ウェールズはつい ウェールズ人 と同化 した。

2‑6

敗北
セ ン ト・ デー ヴィッズの司教選 にか ける凄ま じい までの情熱 と、教皇イ ンノ
ケ ンテ ィウス 3世 の好意 と6年 間 とい う長 い聞いの年月にもかかわ らず、 ジェ
ラル ドは最終的には敗れて しま う。それは皮肉に も教皇 自身 の決定だ った。イ
ンノケンテ ィウス 3世 はイー リー とウス ターの司教へ手紙を出 し、 この問題 の

決定を表明 した。手紙 には延 び延びになってい るセン ト・デ ー ヴィ ッズの選挙
を両司教 に監督す るようにと促 し、セ ン ト・ デー ヴィッズの司教 には適切な人
物 が選 ばれ、カ ンタベ リー にて叙任 され るべ き ことが記 されてお り、セ ン ト・
デ ー ヴィッズの大司教区問題 については何一つ記述がなかった87。
教皇 のこの決定の背景 には、教皇がセ ン ト・デー ヴィッズ のほか に、当時 も
う一つ巻 き込まれてい た別 の選挙戦、 ドイ ツ国王 をめ ぐる選 挙問題 が強 く影響
していた もの と考 えられ る。 もともと教皇庁 は ドイ ツ国王フ リー ドリヒ 1世 に
位 :1155‑1190の イタ リア圧迫政策 に警戒感 を強めてお り、その後継者ハイ ン
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リヒ6世 のシシ リー併合には危機感 を抱いていた。 このフ リー ドリヒ 6世 の夭
折後、王弟 シュヴァーベ ン太公 フィリップ ●hihp of SwabiDと 、 フ リー ドリ
ヒ 1世 によってイングラン ドに追われたハイン リヒ獅子公の子オ ッ トー OttO
of SaxOnypの 両者が、それぞれを支持する勢力によって国王に選ばれる。二重
選挙による混乱状態が ドイツに出現するのだが、王位継承の正 当性の面では、
フィリップに分があるのは明 らかで ある。 だが、 フィリップは兄のハイン 6
リ
世 のシシ リー政策継続 を主張 し、教皇側にとっては ドィッ国王になってほしく
ない人物である。ゆえに教皇 インノケンテ ィウス 3世 はオ ッ トーを強 く推す。
このオ ットーは、ィ ングラン ド国王ジョンの甥だった。教皇がオ ッ トーを推す
こ とはまた、大陸政策 に影響力を持つイ ングラン ド国王の強い後ろ盾が得 られ
ることでもあり、教皇側にとっては好都合だったといえる。従 つて、セン ト・
デー ヴィッズの件で敢えてジェラル ドの主張を受け入れ、ジ ョンの印象を悪 く
す るこ とは、オ ットー を推す上での共同戦線に亀裂が入ることにな り、教皇庁
の利益にならない。こ う教皇は計算 したと推察できる 。教皇は一教会人として
はジェラル ドを理解できた。 しか し、現実 の政治的な事情か ら、彼を見放 した
のだろ う。
ジェラル ドに とっての不運は、 ヒューバー ト・ ゥォル ター とい う、 この上な
い したたかで策略 に富んだ難敵と闘わなければならなかったことだ。だが こ
、
のカンタベ リー大司教 が立ち塞が ったか ら、ジェ ラル ドが勝 て なかったわ
けで
は決 してない。 ジェラル ドが敗れた真 の理 由は当時の国際情勢であ り、パ ワー
ポ リテ ィクスの結果だつた。 だか ら例 えカンタベ リー大司教 が もつ と柔和な人
物だった として も、ジェラル ドはやは り勝 てなか ったに違いない。
織
ジェラル ドが 2度 日のセン ト・ デ ー ヴィ ッズの司教選 を聞 ってい
く過程で抱
くに至 った ゥェールズ人 としてのアイデ ンテ ィテ ィは、その後長 く残 ってはい
なかった とぃわれ る。 司教選 に敗れ、 ウェールズの教会的独 立 を
達成するとい
う情熱 が消え去 ってい くの と共に、彼 の ウェールズ人 としての 自己認識
も消え
去 って しまったかの よ うである。 1203年 以降、ジェラル ドはイ ン
グラン ドの リ
ンカンに隠棲 し、学問 に耽 ることで身を慰 めなが ら 1223年
に没する。彼 の ウェ
ールズ人に対す る醒めた意見 は、1203年 以降に か
書 れた彼 の書物 の中に散見で
きるとい う。隠棲後 のジェラル ドは、ウェールズ人に対する情
熱を見 る限 りは、
何 の共感 も抱かなかった 2度 目の司教選前 の状態に戻 つて しまっ
たかのよ うだ。
の
彼 この変わ りよ うについてはぃ くつかの理由が考えられ
るが、一説 によれば
ジェ ラル ドは元来が コスモポ リタ ンで、彼 にとっ
ては故郷 の ウェール ズの町に
い るよ りも、パ リや ロン ドンにい るほ うが
快適 だったのだ とい う89。 も しそ うな
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ら、 ジェラル ドが ウェールズ人に共感 し、同化 していつたのは司教選を闘い抜
くための味方 を得 る単なる戦術、計算 とみなす こ ともできよ う。
しか し、 これは説得力 の あるとらえ方 とは思 えない。 も し単なる戦術な ら、
ジェラル ドは言語 がアイデ ンテ ィテ ィの核 であると認識 して、積極的な態度 で
ウェールズ語 を学ぶ姿勢 は持たなか っただろ う。 また、戦術や計算 では、12世
紀 当時にブ リテ ン島の西端 ウェールズの地か ら、海 を渡 リアルプスを越えて ロ
ーマ まで、 1度 のみな らず 3度 までも行 けるものではない。 肉体的な強さのみ
な らず、精神的な強 さ、信念 がなければ成せ る技ではないか らである。む しろ
ジェ ラル ドについては、首尾 一貫性 を欠 いていた と考えるほ うが より適切だろ
う。す でに見て きたよ うに、 ジェ ラル ドはセン ト・ デー ヴィ ッズの司教の座 を
め ぐる 2度 目の問 いの直前までは ウェールズ人 を見下 していた。 しか しそ の司
教選 の最中に彼は ウェールズ人 に同化 してい き、そ してそ の後再び変わる。そ
のいずれ の場合 もジェ ラル ドは本気 であ り、 自分 に正直だ つた。要す るに考え
方 が場 あた り的で一貫性 がないのである。
しか し、 こ うした首尾一貫性 の欠如 は、多かれ少なかれ混血 の、つ まリウェ
ールズやイ ングラン ドの地にお いて征服者階級 を形成 していたノル マ ンー ウェ
ル ッシュ、あるいはアング ロー ノルマ ン といった 2つ の血 を持つ人々の宿命 だ
つたのだろ う。 なぜな らば、彼 らは一様 に ウェールズ人でもあ リノルマ ン人 で
もあるとい う、アイデ ンテ ィテ ィ上のジ レンマ を抱えていた。 こ うした混血 ゆ
えのジ レンマ を抱 える人 々は、 自分たちの精神 のルー ツを求め、そ の 2つ の血
の狭間で揺れ、思考 の行 き来 を繰 り返す ものである。 しか し、 この よ うな動揺
は永遠 には続か ない。結局 の ところ、好 む と好まざるとにかかわ らず、征服者
は被征服地 で圧倒的多数 を形 成 している土着の人 々 と混血 し、同化 していか ざ
るを得ない。 も し、征服者 がそ こでの永久なる定住を欲す るな らば、だ。 そ し
て実際、ウェールズに侵攻 してきた征服者 ノルマ ン人は、 この地に定住する以

外に道はなかった。 このことは必然的にノルマ ン人をその地 のネイテ ィヴ、つ
まリウェールズ人としてのアイデ ンテ ィティを抱かせる道 に導いて行 く。
ジェラル ドの場合は、 この よ うな例、即ち征服者階級 に属する人々が陥 った
アイデンテ ィテ ィの危機 と、その次に来るネイティヴヘ の同化 といつた現象を
考えるときの、一つの事例 として とらえられる。それはい うならば、征服者階
級 のある一人の人間が、一歩だけ先に勇気を持 って土着 の ウェールズ人の方に
進んだ。しか し、す ぐにまだ純粋な征服者ノルマ ンの血 を保 っている者たちに、
寄 ってたかって苛められ叩かれてのびて しまったとい う歴史の一つの出来事だ
つたと表現 して もよい。実際 にジェラル ドは、ノルマン人 のプ リテン島のネイ
テ ィヴヘの同化 とい う歴史の流れ の中で、早い段 階でウェールズ人に同化 して
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いつたので ある。
征服 した側 の民族 としてのアイデ ンテ ィテ ィの危機 と、それ に続 くネイテ ィ
ヴとの同化は、プ リテ ン島において次第 に一般的 な現象 とな つてい く。 ジェ ラ
ル ド・ オブ・ ゥェール ズは、一歩だけ、他 の ノル マ ン人 の先 を行 つたのだ。 ゆ
えに、本論 で述 べ てきたジェラル ドのケースは、母国である大陸 フランス との
精神的絆 を断ち、やがてプ リテン島に住む民族 として、「プ リテ ィッシュ・ アィ
デ ンテ ィテ ィ」を獲得するに至 る征服者 ノルマ ン人の変化の、「起源 」 と見るこ
とがで きるだろ う。そ して、 ジェ ラル ドの ウェールズ人に対す る感情 の一貫性
の無 さ、つ ま り彼 自身 の民族や文化 の拠 り所を め ぐる混乱は、全体 として見れ
ば、この 12世 紀 のプ リテン島に次第 に現われて きた征服者 のルマ ン人 のアイデ
ンテ ィテ ィ・ クライ シスの、一つの反映にはか な らない。
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