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比較考 察

:ウ

ェ ー ル ズ と 日本 の 文 学 に 見 る ヒ ー ロ ー 像
ウェールズ大学バ ン ゴール校 ウェール ズ学科
2004年 度提出 Mphil論 文 の要約

A COmpararlve Study:The httrary Construct■ on ofWelsh and Japanese
Heroes in Socio‐ Cultural cOntexts,An Abridged versiOn Ofan Mphil」 阻 esis

for the Ye,T2004 submitted to the Department ofWelsh,university of

Wales,B,ngOr
藤 沢 邦子
and ab五 dged、 だrsiOn of̀2ヽ COmparaive Study:The
Literary Colllstruction ofWelsh and」 apanese HerOes in SodO・ cultural
Contexts'subnlitted tO the Department ofW‐ elsh,Ul五versLy oflVales,
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Japanese lvarr■ Or heroes in hterature,whO Ъved'at tlmes ofsocial
istab並 ty and transltiOn,share the umversal ЪerO'characte」 おtics such as
courage,htegrlty and generosity
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Yet, they are peculiarly local, reflecting the respective history, religion,
naturaf environment and cultural tastes. Welsh heroes, such as King
Arthur and Owaia Glyndwr, are depicte d as'ideal ruler'in poetry as well as
prose narratives, some of whom are expected to be 'y mab darogan, or the
son of Prophecy' reflecting the national aspiration. Japanese heroes, such as
Yamato Ta-keru anil Minqm oto Yoshitsune, tend to appear as 'the son of
Fate'as well as 'the NobiJity of the Defeate il tn Kojik[ Records ofAncient
Matters and, The Tale of the Heike, reflecting world views ancl aestheticism
of the Japanese.
Key Words: hero, fate, prophecy, poetry, court culture
Kuniko Fujisawa
じめ に :背 景 事

表題論文につ7｀ その 2005年 4月 の口頭試問。学内審査員の D■ Branwen Ja逃

Jason W Da宙 es(現 代詩 の講師。 2004年 度 の
Eおteddfodに おいて クラウン)と 、学外審査員 の Dr.Rhannon Andrews(ク イ
(前 ウェール ズ学科 長)、 D■

ーンズ大学)か ら「おめで とう、合格 です」 と言 われた瞬間を、私は生涯忘れない
だろ う。高年 アマチ ュアの好奇心を受 けとめ、柔軟 に熱 心に指導 して くださつた先
生がたに感謝 の気持ちで一杯 だつた。
比較 とい う手法を選 んだのはい くつかの理 由に よる。第一に、ウェールズ独特の
「予言 の息子」に強し 関心があ り、それを短期間に研究す るには、少 しは知 つてい
る 日本 の ヒー ロー との対比が適切な出発点に思われた:第 二に、翻訳業お よび国際
親善奨学生 とい う立場 から、ウェールズ文化 を学びつつ 、自分 な りに 日本文化 の一
端 を発信 で きた らとい う願 いが あつたか らである。 この点では、指導教官 の D■
trerry Hunterが 学際的探究心あふれる米 国人 とい う幸運に恵まれた。'先 生はナシ
ョナ リステ ィックな傾 向のあるウェールズに 「外か らの視点」を持ち込む ことは有
意義 とし、「主要文献 に即 した具体 的な、かつ創造的な論文 を」 と激励 して くださ
つた (し か し、 日本文化や文学 に通 じた一―少 なくとも興味を持つ一一審査員 を探
す とい うご苦労 を大学側に強いたようである。それだけに、日頭試間の後半で 日本
の詩歌 につい ての質 問が続 いた ときは、嬉 しい驚 きを覚えた)。 第 二に、国際ケル
ト学会 (2003年 アベ ラス トウイ ス)に 参加 して多様 な視点やアプ ローチを見聞 し
た ことも、比較手法へ の追 い風になつた。こ うして、拙論 の ̀A COmparaive Study:
The Literary Construct■ on of Welsh and」 apanese Heroes in Socio‐ Cultural
Contextヾ がで き上がった。問題 は私が ウェールズ語 の資料が読 めないこ と、審査
員 が 日本語 の資料が読 めない ことで、参考文献が英訳 のあるものに偏 りがちになつ
た。また、書 くほどに、日本文学 についていかに無知かを痛感 し、恥 じ入 つた次第
である。
要約 の構成 について
ここでは表題論文 を、 1.彼 我 の ヒー ローの特徴 を社会文化史的 に考察 し、 2.
ヒー ロー像 の形成に関わつた文学伝統 (特 に詩)を 中心に要約 し、若千 の加筆修正
,ヽ
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も行 なった。
ユー ラシア大 F■
̲を 隔 てるこ とはるか、 ウェールズ と日本は、民族、宗教、歴史、
風 土、言語 な どまるで異 なる。にもかかわ らず、社会や文化 の文脈において両者 に
興 味深い類似 を見いだせ る。島国の成 り立ち (そ れ故 の辺境性 )、 黎明期 の大陸文
化 の大きな影響 (ロ ー マ とキ リス ト教、中国 と儒教、中韓 を経たイ ン ド仏教)と 土
■
着の文化 (ク ル トの神 々 と日本 の神話 )、 これ ら外来 と固有 の もののシンク レテ
ィズム、民族や伝統へ の誇 りと愛着 (そ れ故 の保守性 と偏狭性)、 宮廷文化 と詩人
i、 古代か ら現代 まで の
や吟遊す る語部 の活躍、行動美学である騎士道 と武 士道
詩歌への愛好 (芸 術 レベル と生活 レベルで楽 しまれ、アイ ステ ッズ ヴオッ ドや歌会
始 が今なお盛況 )、 修道院 と僧院 の果た した役割 (写 本や翻訳 を行なつて大陸文化
との接点 とな り、教育 に寄与 し、宗教活動 に伴 う音 楽や美術 を生んだ)な ど、平行
マ
す るものが多い。ウエールズ文学や 日本文学の もつ独 自性や普遍性にも拘 らず 、
イナーな言語お よび内向きな国民性 のためか、国外 であま り知 られてい ない ところ
も共通す る。
こ うして似 て非な る諸事情を背景 として、異なる価値観や美意識 が醸成 され、そ
れぞれの国 民が期待す る ヒー ローが誕生 し、文学や伝説 で語 り継 がれ 、これか らも
生き続 けるだろ う。
ヒー ローの定義は時代 によ り、国情や社会 によ り、また個人 により様 々である。
オ ッ ク ス フ オ ー ド英 語 辞 典 は広 義 な ヒ ー ロ ー を a man 3・ho exhbLs
extraordhary br"e撃 缶mness,forttude,or greatness ofsot in any Course of
action, Or in connectiOn with any pursuit, work, or enterprise; a man of
admired and venerated for詭 a凸 vements and noble qualities"と してい る。
これを世界古今 の英雄 詩、叙事文学、伝説な どに限ると、高貴 な生まれ、武勇 にす
ぐれ、信義 を奉 じ、忠誠 と名誉 を重ん じ、死 を恐れ ない伝統的 な ヒー ロー像 が浮か
び上がる。今 日、こ うした価値観 のあるものは問い直 され、無名 の庶民の ヒー ロー、
ア ンチ ヒー ロー とい う考 え方 も存在す る。
論文では、ウェールズ と日本 の文学伝統にみる戦 士 ヒー ロー (warrior hero)に
『 マ ビノギオ ン The Mabinogion』 や『 ゴ ドジン
注 目した。市 ウェール ズ側 は、
aガ翻と別 の登場人物 、そ して頌歌 (prtte・ pOettt eulogy2 paneyt)や 悲歌
(elegy)で 称賛 された歴史上のプ リンス、 さらに予言詩 と深 くかかわるアー サー
王や オフイ ン・ グ リン ドゥール について考察 した。 日本側 は『古事記』や『 平家物
語』で語 られる、倭建 と源義経 を中心に ヒー ロー像 を探 つた。時代の空気、宮廷歌
人 の役割、官廷文化、美意識 な どを窺 い知るために、天皇や貴人への寿歌や挽歌そ
の他を収 める『 万葉集』、日本 の詩すなわち和歌を確 立 した『 古今集』も参照 した。
万国の戦 士ヒー ロー が共有す る普遍的な特徴 (Cambeム 」.1988 Ⅵis,Jan de,
1963 Bo￢ ra,c.M,1964 Hatto,AT,1980こ れ らは世界 の神話、英雄文学 を通
して、英雄 エ トス を論考 してい る)に カロえて、ウェールズには 「理想 の為政者」に
して 「予言 の息子 y辺 2ル あ roga」 の伝統 があ り、 日本 には 「運命 の息子」 とで
も呼ぶべ き 「美 しく滅びた者」への強い共感 がある。前者 はきわめて政治的・現実
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的 であ りなが ら、ケル ト的な神秘主義 に包まれてい る。後者 は悲運 を従容 と受け入
れ 、その生き方 (死 に方)に は 日本的美意識 Vが 反映 されてい る。風 土 もヒー ロ
ーの資質 に影響する。狩猟・牧畜民族 のヒーローは熊や ライオ ンや鷲 といった動物
シンボ リズムに彩 られ男性的であるのに対 し、わが農耕民族 のヒー ロー は風貌 とメ
ンタ リテ ィにおいて植物的な 宙 受動性 お よび女性的 ともいえる優美 さをもつ。多
くの図像 において、アーサー もグ リン ドゥール も体躯堂々、髭を蓄 え、重 い金属の
鎧 を着てい る。古代ケル ト戦士像 としては 「瀕死のガ リア人」 (紀 元前 3‑2世 紀)
や ヒルシュランデ ンの石像 (ハ ル シュタッ ト期)が あ り、 ともに裸体で トル ク (首
環 )を 身につ けている。一方、
『 古事記』で も、ます らをぶ りの『 万葉集』で も、
『平
々
ーン
士が
シ
が
っ
で
ある
建は白鳥にな
て
泣く
多
。倭
天翔ける、義経
家物語』 も、戦
は人艘跳 びをす るなど、彼 らは若 さや軽やかさや華麗 さを身上 とす る (む ろん、田
力男命や坂田金時の よ うな肉体派 ヒー ロー もいないわけではない)。 さらに社会制
度 も ヒー ローの資質 に影響す るようだ。倭建や義経 は悲憤擦慨す ることはあつて も、
強 く自己主張す ることはない。ウェールズの ヒー ローに比べ主体的でない とさえ言
える。 これは自らの分 (環 境・ 運命 )や 社会規範へ の順応 と関係す るのではないだ
ろ う力ヽ アーサー とオフイ ン・ グ リン ドゥール は大領主であ り、自らの戦 士団を抱
え、雄弁 であ りi、 自らの決断で行動 した。 これに対 し、倭建は父帝か ら少数 の供
を与 え られただけで (し か も文面 にみる限 り、騎馬 ではなく徒歩 の行軍 である)、
義経 は上皇あるい は将軍 の命令 で頼朝 の軍勢を率い るのみだつた。二人 とも自らの
王宮・ 居城はもとよ り家来 に与える領 土を持たず、客地 に死んだ。
倭建は死の直前 に帝に次の よ うな書を送 つてい る:
Your servant at yo1lr biddhg penetrated the dヽ tant eastern W■ lds,
… I die alone on the empty moo■ I regret not the loshg ofthも b。 (し
I regret only that l m,y not come to you
6ヽ heelet 1952:185)価

;

義経 は自分の行動を 「[鎌 倉殿 の]御 代官 のそのひ とつ に選 ばれ 、勅宣 の御使 とし
て朝敵 を傾 (か たぶ)け 、累代 の弓矢 の芸 (わ ざ)を あらは し、会稽 の恥辱 をきよ
む」 (巻 十二 、腰越)と 説明 してい る。
1 ヒー ロー像
1‑1 ウェールズ :予言 の息子
ケル トの予言は ドルイ ドの音か ら呪術 として存在 した と考えられてお り、それ ら
に つ い て 古 代 ギ リシ ャ人や ロ ー マ 人 に よる記 述 が 残 っ て い る (Koch,」 T,
1994:Part l)。 6世 紀の歴史的タ リエ シンや マルジンの よ うに予言者だ った とされ
る詩 人 もい る (初 期の予言詩 については Parry7 T,195526・ 33.)。 マルジンは、12
世紀 に、モ ンマスのジェフ リー によ り魔法使 いメル リヌスまたはマー リン として再
生 された。 13世 紀の ウェールズのジェラル ドは、 トランス状態で占い をす る詩人
(attη ′り を目撃 した (Thorpe,1978246)。 予言詩 ( ′ レ こ
の は宮廷での
正統的なものではなかつたが、大 きな影響力を持ちつつ 15世 紀 まで存続 した。主
題 と語句はほぼ一貫 してお り、幸 い現在 を嘆きつつ 、「赤い ドラ ゴン (ブ リテ ン)
「ケル ト諸族の結束でア ングロサ
が 白い ドラゴンに勝つ」 (島観a壺 3彦 あ凛′
")、
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nγね aと い っ た未 来 を予言す る。
ク ソン をブ リテ ン島 か ら追 い 出す 」 い
悲 願 の先 頭 に 立つ の が予 言 の 息 子 で 、 ア ー サ ー や グ リン ドゥール の 他 に H五 eム
Cynan,Cadwallon,Cadwala颯

OW血

Lawgoch,WttLam Herbert,Henry Tudor

へ
らがいた 。征 服 され た民族 に とつ て 、予言詩 は栄 光 の過 去 へ の 誇 りと未 来 の希望
を与 え る政 治 的イデ オ ロ ギー で あ り、ウェール ズ 民 間 口承 文化 の重要部 分 を 占 めて
い た (W■ 11,ms,G.,1979:71)。 ま

′″″あ列 によれば、 トロ
ジェフ リーの『 ブ リタニア列王史 Jbし並 ′ε
昇□ 3■′
イ の英雄 アエネアスの孫 ブルー トゥス (2r の は、女神 ダイ アナの夢 のお告げでブ
リテ ン島 (1う ッsnγ ねめ にや つて来た。彼 は巨人を退治 し、王 となつてロン ドン
に都 を築き、国法を定 め、平和に治 めた (鴨 orpe,1976154‐ 75)。 この時間的・地
理的に壮大 なブ リテ ン神話 が ウェール ズ人 の集合 的記憶 とな り、Roman‐ Britons
としての強固なアイデ ンテ ィテ ィの元 となった CLynch,P,2000181‐ 2)。 この神話
はパ クス・ ロマーナ (Shs‐ Willinms,P,1983)へ の、また ローマによる文明化 と
繁栄 (Dぁ 槌 s,」 .,199326・ 43)へ の思慕 (ん ルθ励)と 平行す るか も しれない。そ
の誇 り高きブ リ トン人 が他民族 による征服や圧政 を経験すれば、黄金 の夏 に喩 えら
れ る 「過去の栄光」 の回復を願 うのは必然 と言えよう。 国民的 ヒー ローのアーサ
ー (6世 紀 ?)や オ フイ ン・ グ リン ドゥール (1354‑.1416)は 、 ヨー ロッパ諸
国 の ヒー ロー と英雄気質 を共有す るに止ま らず、時が くれば眠 りか ら覚 めてブ リテ
ンの主権 を取 り戻す救国 ヒー ロー (naiOnal redeemer)な のである (Hettken,ER,
・
1996)。
ーの
ー
12の
サ
″
はヽア
勝利 を記
の
互競
α
カ
ン
歴史
』
年代記『 ブ リ ト 人
ー
して い る。 ウェール ズ文学史 にお ける英雄 の時代 (c.450‑c.600)の 理想一一
『 ゴ ドジン』 では勇
courage in watt generostty m peace― 一 を具 えたアーサーは、
者 の範 として言及 されてい る。 しか し彼は、歴史上の一人物 とい うよ り、異教徒ア
ング ロサク ソン と戦 つた複数 の戦士隊長 (′ t2Xら α″")が 合体 され た ヒー ローで
̀遡
ある。そのためか、三題歌や聖人伝には好戦的で傲慢なアーサーがお り (Coe,JB
θ泌)を 求 めて異界
and Yollng,S,1995)、 『 マビノギオ ン』だけでも、不思議 (″ ο
に遠征す るケル ト的戦 士か ら、共同体を富ま し外敵・ 災禍 (ダ嘘コaslか ら守 る土
俗的 な首長、そ して理想的なキ リス ト教君 主まで、多様 なアーサーが登場する。彼
力｀
最初 である。アーサー
について予言 めく言及は 「墓 の詩 Zリ タ面 yB翻あ
の墓 は謎 だ とす る この詩 は、彼 の生存伝説 を長 く支 えてきた。
『 タ リエ シンの書
塑 b̀金 』の 「木 々の闘い の どの 翻 θコ」 の最後 にも、文脈や 正確 な意 味は
″
不明だが、Druids,wlse one,prophecy to Arthurと い う 1行 が ある (Ford,
Patrick,1977:187)。 彼 を明確 な 「予言 の息子」に したのはモンマスのジェフ リー
で (同 時に 「ウェールズのアーサー」 を全 ヨー ロ ッパ的英雄 に仕立てた)、 傷つい
たアーサー は りん ごの島 (rws/脇 z )で 再来 の時を待つ ことにな つた。彼 が眠
る洞穴の民話はウェールズ各地に残 つてい る。
グ リン ドゥール (父 方はパ ウイスの、母方 はデハイバルスの王家の末裔)は 、豊
かで文化的な生活 を享受す る ウェールズ貴族 ( 髪痴の であつたが 、なによ りも
12」
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自分 を軍事的 リー ダー は物″ ガ b2・ りdめ とみな していた とい う (Davies,RR.,
バ ロン として宮廷にも出
1997:77)。 彼 はロン ドンで法律 を学び、イ ングラン ド王の
ヘ
入 りしていた。 しか し時代 は激動期、しかもウェールズ全土にイ ングラン ド の不
「
ゴ
満 が鬱積 していた。 グ リン ドウール はイオ ロ・ ッホ の詩 で ウェールズの唯一
″ の ″ )」 と称 えられ、同時代 の少なか らぬ予言詩 で暗示をか
の首長 ("′
けられていたが、プ リンス・オブ・ ウェール ズを名乗 つて決起 したのは 1400年 、
｀
40歳 の時である。土地係争 でのイ ングラン ド議会 の不正義 と侮辱 X力 直接 の引き
五
スの 3人
金だ が、今 日では熟慮 した末 の賭 け と解 され てい る。 彼 はブルー トゥ
の息子が ウエール ズ・ス コッ トラン ド・イ ングラン ドを分割統治 した とい うブ リテ
ン神話 か ら説 き起 こして 自らの正当性 を訴えた。 また『 ブ リテ ンの予言 た 理θ̀

I至 是鎮讐Ψ裟劣
ツ■■ミッF風 露勇F泥 /慮 雇姦ど 舌
ちこ
(短 期だ が実現)、 ア ヴイニ ヨンの教皇 に
ビジ ョンを加 えたの も
「栄光の過去」に、議会、独 立 した教会、大学 とい う未来的
̀gζ
「
ュ・ ナシ ョナ リズム
彼 であり、歴史家 ロイ ドはグ リン ドゥール を 近代 ウェル ッシ
述 こ うした史実 とは別 に、変装 し
の父」 と呼んでい る (Lloyd,J.E.,19311146)。
て敵を欺 く、危機一髪 の脱出、姦計 を見破 り懲 らしめる、山野をかけめぐり嵐 をよ
ぶ 、 といった逸話 にもこと欠 かず、敵 にも味方 にも超 自然的 な力をもつ人 と信 じら
ール は言 う。
れ るようになつた。シェー クス ピアの『 ヘ ンリー四世』で、グ リン ドゥ

鰐

,そ リ

… at my tth
The front ofhea n was ftt ofiery shapeS,
nd the herds
The goats rЯ n iOm the mountalntt Я
Were strangely d力 morous to the frighted ields.
Tbese signs have 31narked lne eXtraordinaryj
and an the c。 1lrses ofmy l」 e do show
I,m notin the ron ofh血 g lnen
(F廿 stPartofKhg Hemγ IV kt ⅡI,SCene l)

ヘ ン リー 四世率 い る大軍 との攻防か らゲ リラ戦ま での華 々 しい戦い にも拘 わ ら
ール に関
ず敗れたグ リン ドゥール は、霧 に包まれた山に消える。各地にグ リン ドゥ
わ る共同体 の記憶 (cごダ aの を残 し、その神話的 大きさはアーサーに匹敵す る。
きわ めて異例な ことに、彼 の死を悼む悲歌は残 つていない。詩が戦火 で焼 けたか ら
ではなく、詩人が勝者イ ングラン ド王に阿つたか らで もな く、民衆が少なか らぬ戦
禍 と荒廃 をひ どく恨んだか らでもない。詩人はグ リン ドゥールの死を認 めるような
悲歌や鎮魂歌 をあえて作 らず 、ウエールズ人の多 くは (イ ングラン ド人年代記作者
が彼 をどう描 こ うと)彼 の再来 を望 んだ のであろ う。 16世 紀前半、ウェール ズ人
「
年代記作者 エ リス ‐グ リフ ィッズ は伝承 に基づ き、 グ リン ドゥール は来 るのが
100年 早かつた と悟 つて山の洞穴に潜 んだ」 (Henken,ER,1996,3)と 記 してい
る。
「最後 の予言 の息子」ヘ ン リー・ テ ューダー は、予言詩 をた くみ に利用 し (信 じ
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ール
ン
てもいただろ う)、 ドラゴン旗 を掲げ、長男 をアーサー と名 づ け、 グ リ ドゥ
い
の進軍路 を辿 つた。 1485年 、彼 がヘ ン リー七世 としてテ ユー ダー王朝 を築 たと
ms,Ghnmorj
「
き、ウェール ズ人 は これを グ リン ドゥールの遅まきの勝利」 (WilliЯ
1998:60)と 喜んだ。
を帯びていたか
ウェール ズ とイ ングラン ドの両方 において、予言 がいかに現実味
「
ー ーの死を確認す るた め」
を付記 しておきたい。ヘ ン リーニ世 は 1165年 に、 ア サ
ス ウエ
エ
ー ー
グラス トンベ リー修道院 の墓 を掘 り返 した。 1278年 、 ドワ ド 世は ィ
「 なる予言 の息子」
リンニ世 0電 み7助 ム の首をロン ドンで引き回 して、彼 が 次
じてお り、これは
にな らない よう喧伝 した。イ ングラン ド王 は予言詩 をたびたび禁
オフイ ン・ ロー ゴ ッホ
予言 の伝統 を椰楡 しなが らも危険視 していた こ とを物語 る。
ールズ王家 の血 を引 くロー ゴツホが
はフ ランス王に仕 える傭兵隊長であつた。ウエ
ングラン ド王は刺客
予言 の詩句 どお り「海 のかなたか ら」帰還す ることを恐れ、イ
の予言詩 にはキリ
ロ パ
を送 つて彼 を殺害 した (Carr7 A.D,1991)。 中世 ヨー ッ 諸国
かな り民
ス ト教の メシア再来説や千年 至福説 が与つているが、ウエール ズの場合 は
とい う側面は薄いよ
族色 が濃 く、ヒー ローによる宗教的救済、聖地奪還 、社 会改革
うである。
ヘ ン リー・ テ ユー ダーがブ リテ ン神話 にい う「ロン ドンの王冠」 を戴いた とき、
ール は 20世 紀 になつても危機 が
予言 は実現 したわけだが、アーサーや グ リン ドウ
生 じるたび、詩歌 の中に蘇 り、ウェール ズ人 を励ます。
ones
い とき、
■ Gぽ
ウェール ズの未来 (6ン″υ Fyaめ 運動が危機 に瀕 して にた
"」
こ う語 らせている。
は 「去 り行 くアーサー 丘″ あ 滋 ′昴 2r」 で、アーサ
I go now tO the halcyon sllmmer
OfAv・ alon to be healed,
Butl shan return tO Iny land,
I shan lead i to宙 Ctory7
恥 en the time comeS,and the day
'Ъ

Ofis■ lme amongst countrles.…
And the Day、 だu come atlast
And my ben、 durmg,my SWOrd
l shall gr■ p,I shan b」 ng back

1罫
壁
を
翻
婆詩
ゝ
滉槻l繰 故
語
績 π
I偉謙器軍
手思
歌
黙
累
を 詞 ・ 作 曲。 自 ら力強 く歌 つて 、 時代 の応援歌 とした。
の

d舞

して、次

よ うな歌

作

Oh! I know Owain wtt come back,
Like high tilde after ebb,

me a rainbow aι er the r血

,

meada、 m

after the night,
By God,I know he覇置 come (Henken,E.R,1996:180)
ヒー ロー な の であ
彼 らは今 なお 、民衆 のた め に戻 つ て くる こ とを期待 され る救 国

る。

19

©日本カムリ学会 2006
Bwletin Cymdeithas Astudiaethau Cymreig Siapan 2-1:13-33

■‑2
日本 :運命 の息子
「
これ に対 して、日本 の 「運命 の息子」は、散 る桜 に喩 え られる 美 しく滅びた者 」
へ の詠嘆 と愛惜 の対象であることが多い。判官贔 贋はこの 日本人のメンタリテ ィの
‐ロー達 (倭 建、義経、補正成、
最 たるもの とい えよう。Ivan■ IomSは 日本 のヒ
「
天草四郎、西郷隆盛 ら)を 高貴なる敗北者」 と捉 える (Morrt,I,1975)。 偉人
が いか
や成功者 は必ず しもヒー ロー とみな されない。一途 に潔 く悲運に殉 じた者 、
ヒー ロー 自身が運命 を
に欠点があろ うとも、国民的共感 を勝ち とるようだ。そ して
遠
強 く意識 してい る。lVheeler訳 の『 古事記』では、倭建が nty preOrdahed饉
712
『 古事記』が編纂 された
suddenly endhざ と言 う。上代 の神話 でありながら、
におい
る
年 には仏教 も浸透 していたので、ここには倭建の宿命観がみてとれ 。書簡
の
て義経は 「骨肉同胞の義 を絶す。す でに宿運きはまるところか。はたまた前世 業
因の悲 しきかな」 (巻 十一、腰越)と 嘆く
させた
の
幼い安徳天皇は 「先世の十善戒行の響ノ;に よつて、いま万乗 主と生まれ
二
一
まへ ど、悪縁 にひかれて、御運す でにつ きさせ給ひぬ」 (巻 十 、先帝身投)と
位 の尼に説 かれる。
であり、そのた
洋 の東西を問わず、戦士ヒー ローにとつての関心事は名誉 と忠誠
「ゴ ドジンのヒー
めに命を賭 けて戦 うことが彼 らの存在理由であつた。それゆえ、
ロー達は笑 いながら運命 に向かつて馬を駆 つた」 (Willinms,I,19355)。 ただ し、
こ
キ リス ト教 では自殺は許 されず、また西欧では戦争 で捕虜 になることは不名誉な
とではなく、武術試合でも慈悲 を請 うことができた。日本では虜囚の辱 めを受ける
べ きではなく、敗軍の将兵 は自死を遂げることが良 しとされた。神道は先祖 に不名
を教 え、
誉 をもた らす なと教 え、仏教は再生 と無私を教え、儒教 は忠孝 と自己犠牲
が
それ らが相乗 して 自死へ の心理的正当化を助 けたか もしれない (本 来それぞれ 現
しい最期 、
世の幸せや平安を説いていたはず だが)。 避け られない運命を前に、美
名誉の死がいつそ う重要 になる。平敦盛は戦いの前夜、陣 中で笛 を吹き (巻 九、敦
盛最期)、 荒法師弁慶でさえ最後 の戦いにおいて敵前で舞 つている (『 義経記』、巻
,「

ノ ヽ )。

平家の勇将知盛 はこ う下知 した。
べ
い くさは今 日ぞか ぎ り、者 どもす こしも退 く心ある か らず。
へ
天 竺 、震胆にも日本我朝 にもな らびなき名将勇士 とい ども、
運命尽きぬれば力およばず。 され ども名 こそ惜 しけれ。
べ
東国の者共によわげ見ゆな。いつのために命 をば惜 しむ き。
(巻 十一 、鶏合・壇浦合戦)
へ
へ
一
そ して御 座船に行 き、「見苦 しか らむ物共、み な海 入れ させ給 」 (巻 十 、先
の
が か
帝身投)と 言 つて、自ら船 を掃 き清 めた。物心 ともに美 しい最期 をと 気概 う
がえる。「見 るべ きものは見はてつ」 と言 つて悠揚 と海 に入 つた知盛は、栄枯盛衰
の一切す なわち 「運命 を見た」 のであろ う (巻 十 一、内侍所都 入)。
へ
しつ
の
義仲 の茅L母 子は 「弓矢 とりは年頃 日頃いかなる高名候 ども、最後 時不覚
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れ ば、ながき疵 にて候 な り」 と主君 に自害をすす めた (巻 九、本曾最期)。
戦士の名誉 と死 の捉 え方 について、 さらに見てみよう。
那須与― は神仏 に 「射損ずるほ どな らば、弓切 り折 り、海に沈み、大龍の春属 と
なつて長 く武士の仇 とな らんず るな り。弓矢 の名 をあげ、いま一度本国へ迎へん と
おぼ しめされ侯 はば、扇 のまん 中射 させてjIBは り候へ」 (巻 十一 、扇の的)と 祈念
す る。恥 をかいた ら死 ぬだけでな く、「祟 る」 と悲壮 です さま じい。
義経 は、海戦 のただなか海 に落 ちた自分 の弓を家来の制止 も聞かず に拾い、言 つ
た。「弓を惜 しむ にあらず。叔父 人郎為朝 が弓なん どな りせば、わ ざとも浮べて見
『 これ こそ源 氏の大将
すべ けれ ども、肛弱 (お うじや く)た る弓を平家に とつて、
の弓。強いぞ弱 いぞ』 と、あざけ られんが口惜 しければ、命に代 えて取 つたるぞか
し」 (巻 十一 、弓流 し)。 自己基準 か らも外聞か らも、恥 (名 誉)と 死は不可分だつ
た。
倭建は、兄を殺す ほど猛 々 しいが女装 して熊襲 を惑わす ほど美 しく、都 に妃があ
りながら行 く先 々の媛 と愛 を交 わす。m 父帝 の愛が薄 いことに泣 くか と思えば、
出雲建を謀 つて討つ。地方神を侮蔑 してその罰 で正気を失 うか と思えば、功ある者
を とり立てて国造 りを進 めてい る。さらに倭建は連歌の始祖 とされ (河 野伸江 :8)、
『 平家物語』巻二、卒塔
短歌 の始祖 とされ る荒ぶ る神須佐之男 (『 古今集』仮名序、
婆流 し)に 負 けない文化 ヒー ローで もある。
『 古事記』 の ヒーロー達はきわめて多
面的 で、ギ リシ ャ 。ローマの神 々の ように人間 くさく、支配者 になつた人間が神格
『 マビノギオ ン』 の ヒーロー達は失
化 されていつた ことが窺 われ る。 これに対 し、
われたケル トの神 々の記憶 であつた とい う (Davies,」 ,1998:37 Mac Callla,P,
1975)。 しか し物語は 12世 紀 に書 きとめられたた め、キ リス ト教 的な色彩を帯び、
中世社会 が反映 されてい る。‐
義経は (1159‐ 1189)は 戦術家 に して闘将、はかな く輝 か しい生涯を送 つた。天
狗 に武術 。兵法 を伝授 された といい 、情 けあるもののふ として同時代人に愛 され 、
逃避行での逸話 を各地に残 した。多 くの美女 に慕 われたこの笛 の名手 は、都育 ちの
『 平家』巻十一で
雅 びさを持つ美丈夫でもある (た だ し、
『 義経記』では美形だが、
は 「色 白 う、せ いちい さきが、むかばのこ とに さしい で」 とある)。 その栄光 と没
落 の物語は、時代が下るにつれ変容 し、伝説化 した。義経 は武家 による初の年代記
『 平家物語』で語 られ、幸若舞 で舞
『 吾妻鏡 (東鑑 )』 に記 されてい るだけでなく、
われ、軍記物語や御伽草紙 で読まれ、華麗 な絵巻物 に描 かれた。後 の能・狂言・歌
舞伎 。文楽・ 小説 か らテ レビ ドラマ まで、彼 は生 き続けている。 しか しどの時代 に
おいて も、日本人 の彼へ の思い はあ くまで愛惜 だ。芭蕉が高館 を訪ねたときの 「夏
草や つ わもの どもの 夢 のあ と」 も、義経主従 あるいは藤原一族へ の鎮魂 歌 であ
る。
上に見てきた ように運命 の息子 たちは 「運命」を疑 わない。彼 らにとつて運命 は
人間の力 で変 え られない前世か らの定めだが、ウェールズの運命 とい う概念 はす こ
し違 うか も しれ ない。Rowland,」 (1990:23‐ 30に よれば、運命 は神 の下にあるも
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のの、無用 の死は知恵や節度によつて軽減 しうるとい う考 えが、ウェールズの諺や
醗
において、サ
詩に見 られ るとい う。W 『 老サ フル フの歌 の コυZ¨
・
い
ワルフは息子 たちの死 とい う運命 的に夕の は避 け られたかもしれな と考 えてい
る。彼 は、名声 を強いた 自分 の頑迷 さが逃げるか留 まるかの判断を息子 か ら奪い、
口
2月 」翻 硼 で
『 ヘ レーズの歌
徒 死に追いや つたのではないか と悔や んでい る。
̀渤
に帰 した
は、王女ヘ レーズ は自分 の過剰なプ ライ ドや傲慢 さがパ ウイス王国を灰儘
と嘆いてい る。M
ウェール ズ戦 士 についてのジェ ラル ドの観察もまた興味深い。「彼 らはベ ッ ドで
死 ぬこ とを恥 とし、国上 の 自由と防衛 のために戦場 で死ぬ ことを名誉 と考 えていた。
だが、彼 らは臆面 もな く逃げるこ ともある、立ち直つて明 日出直すために。 ウェー
藤沢)」 (Thorpe,1978233お よび 260)。
ルズ征服はたやす いこ とではない (要 約、
独 立国家 を 目指 した知将 グ リン ドゥールの 15年 に及ぶゲ リラ戦を予言 してい るか
にさえ思える。
日本 に 「予言 の息子」が生まれなからたのはなぜか ? 第一 に予言 の息子 を必要
とす る状況 がなか つた。倭建 の 自鳥伝説や義経のジンギスカン伝説は、その死を信
じた くない大衆 の気持 ちの表れであろう。 しか しそ こには、ウェールズにおけるよ
うな帰還へ の願望 はない。武 士道 の仇討ちは家族や藩 とい う所属集団のためであ り、
源平 の争い も国内 の覇権争いであ り、外敵 を倒 して国の主権を取 り戻す とい う意味
合 い はない。第 二に、輸廻転生 とい う考えはあつて もメシア再来思想はなか つた。
代 わ りに、人は死 して祖霊 に昇華す るとい う神道思想 があ り、農耕民族 にはすべて
を水 に流す よ うな淡白さがある。 さらに、因果応報 とい う仏教思想 があつて、それ
は古来か らの怨霊への畏怖 にも通 じた。倭建や義経や平家武者 の蘇 りは、必ず しも
歓迎すべ きもので はなか つた。爛 第二に、終末論に似 た末法思想 はあつたが、前
者 がその後 に千年至福 とい う明 るい展望をもつのに対 し、後者はもつぱら悲観的な
無力感をもたらした。一揆 な どで世直 しヒーロー を 「現在」期待す るこ とはあつて
も、「未来」 に予言 の息子 を期待す るとい う発想 は 日本にはなかつた と言 えよ う。
Nlu

2 詩 の伝統
2.1 ウェールズの詩人

ウェールズ国歌 「わが祖先 の古き土地 コあ ″Zグ ル Nレ あ 讀 こあるように、
ウェールズは「詩人 と楽人の国 飾 hご 腸贔″ a 四 女洒あ 」である。XLXそ のアイ
デ ンテ ィテ ィは詩 の伝統 によつて保 たれてきた と言 われ (HumphreyS,E,1989)、
それを担 つた詩人 (レ rdめ は階層化 されてはい たが一般に社会的地位は高 く、 ト
ップの 「宮廷お抱 え詩 人 barddわ 山 」や 「詩人の長 pe22Cttdiの 権利や義務 は
古 くか ら法律書 (のを涎力 夏力わ)で 定められ ていた (Lewis,C1992134)、 ギ
ル ド的な組織のなかで詩 の教育が 口伝 で行 われた。最 も重要なのが頌歌 であ り、そ
の 中で戦士エ トス あるい は ヒー ロー像 が作 られていつた。タ リエ シンは主君イ リエ
ンを ̀latts defendet battle‐ ― ― g10rd,cattle‐ raide■ feeder ofヽ翡 es'と 勇猛
さを称 え、̀He slays,he hangs,supptts,pr"畳 es'と 強 くて気前 の よい首長 とし

０一
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てい る (Clancyj」 P,2003:39‐ 41)。 戦場 の トポ スには torn flesh,men stahed
with blood','By ttgathg they made women￢ なlows,Many a mother with her
tear on her eyem'な どと生 々 しい リア リズムが見 られる。当時 の詩人 たちは独創
性 よりも伝統を重視 したので、後代 の詩や物語で も、戦士 ヒーローについて似 たよ
うな語句 や表現が繰 り返 されてい る。 とはい え、英雄時代 か ら騎 士道時代へ と進む
につれ、キ リス ト教 の影響 が増 し、 ヒーローの具 えるべ き美徳や資質 も少 しずつ変
わ つてい く (Maton■ s,TE,1970。 14世 紀初 めの成 立 とされ るル ールブ ック
伽 凛′蛭嬰 ″ケ妥塑 麟売物ガ (Wtthms,G」 ,1934)に は、王や聖職者や婦人を
n その
含 む 貴族 のいかなる美徳 をいか に称賛すべ きかが詳細 に定められ ている。
結果、 グ リン ドゥール は、戦 士 として ̀LiOn whch aoes d,mage to a host,
feedhg the cows',̀the Candle of battle'と 謳 われる以上に、為政者 として 'wlse
and"ittプ ,̀hl17nble and gentle to the weak'と 称 えられてい る (」 ohnston,D,
199330‐ 32)。 詩人 らは こ うした詩作法 はもとよ り、歴史、法、系図、物語 な どの
伝承 に通暁 していた専門職能集団であつたか ら、「イ ン ド・ ヨーロ ッパ に共通す る
詩人 の理想 に基づ き、王権 の判定者 と自負 し、そ の詩は統治者 の威信 お よび臣民の
安寧 の安全弁 として機能 した」 (McK)nna,CA,1991:4‐ 5)と い う。公的使命 と影
響力 をよく自覚 してお り、詩人はパ トロンである主君をただ賛美す るだけでなく、
王や貴族 を 「理想 の為政者」 と称 えることにより、彼 らをその範疇 にはめるこ とも
できた。詩人 と主君 とが相互依存 の関係 にあつた と言 つてよいだろ う。ブ リディズ
は 「I made fame for thee」 C酬 ,C.W,1992:129)と 豪語 し、カ ンズル ウは
「Without me you would be unable to utter/And I,Lkewisel would be unable
べ
to utter宙 thout you」 (Lynch,P,2000:172)と 歌 つてい る。為政者 がある き姿
か ら逸脱す ると、甘い頌歌は苦い風刺、脅 し、呪い にも転 じえた。好例 が 「ダヴィ
ーズヘ の警告 助轡産をD寺 ゝや「グ リフ ィーズ・ヴァプ・カナンヘ の警告 均り姥あ
らの後卿」 (同 上)で ある。詩 が社会的芸術 であつた時代においては、
衡 茜臓
"あ 的 プ ロパ ガ ンダにな りえた。例 えば、詩人は移動 の 自由を与えられて
予言詩は政治
いたので、グリン ドゥールの決起をい ち早 くウェールズ全土に伝 え、支持 を訴 えた
の も吟遊詩人であつた (Sl灘 mOre,I,198032)。
ウェールズ は古 くか ら戦 士貴族社会であ り、王の近衛兵団 (″ 鋤動)の エ リー ト
戦 士はメー ズ (2ωOに 象徴 され る厚遇 を受け、その返 礼 として王に死 をも辞 さ
ない忠誠を誓つた。ゴ ドジンの戦士たちも黄金 の トル クをつけて宮廷大広間の饗宴
に連 なつた。詩人 の第一の義務 は、頌歌 において主君 の善政や ヒーローの武勲をた
たえるこ と。第二の義務 は、
『 マ ビノギオ ン』の グイディヨンの よ うに物語を語 り、
泌
人 々 を楽 しませ るこ と。 そ して戦時 には、詩人 は 「ブ リテ ンの主権 勧め励 θ
爵 酔力」 を朗誦 して、士気を鼓舞 した。 (Jenkhs,D.,2000:142・ 166)。
『 ゴ ドジン』の作者 アネイ リンの詩句 か ら察す るに、彼は戦士団 に従軍 してか らく
も生還 し、そ の負 け戦で死んだ同胞 につい て物語 つてい る。 (」 arman,A.OH,
19902お よび 74)。 亡き ヒー ロー を偲ぶ悲歌 はまた生き残 つた者へ の遺訂1で あ り、
反撃 の糧 となったに違 いない。そ してアネイ リンが「The poets ofthe n‐ orld indged
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「
lSed wh上 there
hm to be of matt heart」 (同 上:18)、 Hyfaidd Htt wtt be prЯ
の
に伝 えるの
a minstrel̲」 (同 上0と 詠 じた とお り、 ヒー ロー像 を作 りそ 名 を後代
も、詩人や語部 であつた。
2.2 日本 の詩人
であ り、
ウェール ズ と違 って 、 日本 は 4世 紀か ら天皇 を頂点 とす る文人貴族社会
XX1 550年 頃か ら 1500年 頃 まで、
宮廷詩 は文芸 の 中心であつた (Mhet E,1968:1)。
mそ の担 い 手 である読 み人 の中 には女性 を含 めた皇族や貴族 が 多数 いたので 、
「官廷詩人」が どのよ うに専門職だ つたかは、研究者 の あいだで未だに議論 されて
「
『 岩波
いる (例 えば、野 田浩子『 国文学』 (1981年 9月 )の 詞人、宮廷歌人論」、
「
ともあれ、
)。
『 万葉集』の
講座 :日 本文学 史』 1巻 (1995)の 万葉 の歌人たち」
での歌、覇旅歌、
歌人 らは、命 により雑歌 (天 皇の治世を寿 ぐ歌、宮廷行事や行幸
の
した。彼 ら
宴席 な どでの歌)、 相聞、挽歌 などを詠作 し、また古今東西 歌を撰録
があつた
の
はい わば官僚芸術家であ り、ウエールィの詩人 の よ うに社会的責任 自覚
で
地
とは思われ ない。 しか し、読 み人の階層 の厚 さ (天 皇か ら防人や遊女ま )や 域
「
:802‐ 803)を
的広 が りやテーマの多様性 (例 えば、巻五・ 山上億 良 貧窮問答歌」
して機能 して
の
考 えると、詠作・代作 であれ選録であれ、詩人 たちは社会 記録者 と
いた と言 えよう。や がて社交遊戯的 に始まつた歌合せが文学的色彩 を強 めると、宮
るこ とに
の
廷詩人は優劣 を審判す る判者 をつ とめ、批評意識や歌論 発展にも貢献す
の
い
なつた。集 まつて歌を作 つた り競 った りとい う意 味で、宮廷は詩 と う言葉 饗宴
の場 でもあつた (大 岡信 、198765‐ 69)。 漢詩文 が主流 の唐風賛美の 8‑9世 紀 を経
て 、905年 、最初 の勅撰 和歌集『 古今集』 が編纂 された。かなの普及 による国風文
いる。
化 の復興 であ り、その仮名序 で紀貫之は、 こ う記 して
和歌 (や ま とうた)は 、人の心 を種 として、万 (よ ろず)の 言
・・・花に鳴 く鶯、水 に住 むかはづの声 を
の葉 とぞなれ りける。
聞 けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を よまざりける。力
をも入れず して天地 (あ めつ ち)を 動 か し、 日にみ えぬ鬼神 を
もあはれ と思はせ 、男 (を とこ)女 のなかをもやはらげ、猛 き
武 士 (も ののふ)の 心をもな ぐさむ るは、歌な る。
(佐 伯梅友校注『 古今和歌集』仮名序、2004:9‐ 22)
大岡信 は ここに、日本 の詩 の特質や 日本人の思想 における自然性原理が示 されて
い ると指摘す る (『 大岡信著作集 8』 1977:82‐ 114)。 貫 之の この詩論は、Keene,D
(1987:22‐ 23)に よれば、超 自然的な存在 がその霊感 (muse)に 動 かされた詩人を通
して語る とい う西欧の考 え方 と大 きく異 なる。ウェールズの詩人 も詩神 に霊感 を与
えてほ しい と祈 る。
MinerD E,(1968:1‐ 17)は 日本の中世詩の二大特徴を雅 (couly beaut,と 風流
へ
(elegance)と 捉 え、西欧 の文学が行動・思想・道徳的責任 の信念一一社会性――
をもつの に対 し、日本文学 は自然 (花 鳥風 月)へ の感懐や観照 を強調す る。お のず
と主題は抒情的・私的 なものにな り、カロえて和歌は詩形 がきわめて短 かい。そ のた
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め 日本には英雄 「叙事詩」が存在 しにくく、戦士ヒー ローは『 平家物語』や『 太平
記』な どの詩的散文で語 られた。 しか し、
『 万葉集』 の長歌 には英雄詩 とみてよい
ものがあ り、述 次 に挙げる防人の歌 には、素朴 な古代戦士のエ トスが感 じられ る。
畏 (か しこ)き や。命 (み こと)被 (か がふ)り 明 日ゆ りや
共寝む。妹な しに して (巻 二十)
草 (か え)力 ゝ
今 日よりは 顧みなくて 大君 の
醜 (し こ)の 御楯 (み たて)と 出で立つ我 は (同 上)
中世 の戦 士ェ トスは、封建制度 の下での弓馬 の道である。
弓馬 (き うば)の 家 に生まれ来て、命 (め い)を 頼朝 に奉 り、
かばねを西海 の波 に沈 め、山野海岸 に起き臥 し明す武士 (も ののふ)乃 、
鎧 の袖枕片敷 く隙 (ひ ま)も 波 の上。
ある時ハ船 に浮かみ、風波 に身 を任せ 、
ある時ハ 山背 (さ んせき)の 、馬蹄も見 えぬ雪の中 (う ち)に ・・・
)
(能『 安 宅』
こ うした封建制での戦死エ トスは名誉や功名へ の報いに深 くかかわる。轟 義経
と瀕死 の郎党 とのや りとりには、同時代人が理想 とした主従関係 が投影 されている。
弓矢取 る者 の敵矢 に当た つて死 ぬ るは覚悟の前、こ とにも 「源平の
戦に奥州 の佐藤 二郎兵衛嗣信 とい う者 が・ ・・ 主君 の御命 に変 わって討た
れた」 と、末代までの物語 にされ るこ とは、今生 の面 日、冥途 の思い 出、
これ に上越す誉 は ございませ ぬ」 心猛 き判官 も鎧 の袖 に涙 を しば りなが
・・ 。一人 の僧 を招 いて 「f‐ 4う て死んだ この者 のために、一 日経 を書
ら、
いて 、弔つてい ただきたい」 と頼み、た くま しく肥 えた黒馬に、 りつぱな
鞍 をおいてその僧 に賜 つた。 (河 出版『 平家物語』、1967烈 め
しか し散文 において も、詩 の重要 さは顕著である。
『 古事記』には、倭 建の恋歌・
連歌・ 望郷歌だけでな く神 々や天皇の歌もあ り、110首 の形 も長 さもさまざまな歌
謡 が含 まれ る。コ 『 源 氏物語』は実に 800余 の和歌 で彩 られてい る。
室町時代 に書かれた『 義経記』では、義経 は逃避行 のつれづれに正妻 と歌を交わ
し、弁慶 と辞世 の句を交換 してい る (巻 第 人)。 当時 の美意識 では、義経 は強 く優
しく雅びでなければな らなか つたようえ
っ
『 平家物語』の平忠度 の言葉 か らは、詩 による永遠 の名声 とい う価値観 が伝 わ
て くる。
選集 (せ ん じふ)の あるべ きよし、承 り候ひ しかば、「生涯 の面 日に、
一首の御恩 をか うむ り候 はばや」 と存 じ候ふ ところに、やがて世 の乱
れ出で来て、その沙汰 もな く候ひ しことども、一身 のなげきと存 じ候。
……世 しづ ま りなば、さだめて勅撰 の沙汰候 はんず らん。その うちに一
首御恩 をか うむ り、草のか げまでも 「うれ し」と存 じ候 はばや 。
(巻 七 、忠度 都落)
忠度を討 ち取 つた とい う勝 ち名乗 りを聞い て、敵 も味方 も「あない とほし。武芸
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にも歌道にも達者 にておは しつ る人を」と「涙 をなが し袖をぬ らさぬはなか りけ り」
と惜 しんだ。 (巻 九 、忠度最期)も し彼 が捕虜 になった ら反応は違 っていただ ろ
う。
『 平家物語』 は和漢混交体 の散文だが、随所に七五調 リズムの混 じる語 りで ある。
軍記物語であるか ら残酷で悲惨な場面は予期 され るところだが、戦場 の トポスでさ
え血 なまぐささよ り抑制 された詩情 がある。ウェールズの戦場 トポスに見 られ るリ
ア リズム と激 しい詩情 とは対照的である。
海 には赤旗 、赤印、投げ捨て、かなぐり捨てたれば、龍田山の もみぢの
嵐に散 るが ご とし。 なぎさに寄す る白波 も薄紅 にぞな りにける。
主なき船は風 にまかせて、いず くともな くゅ られ行 く。
(巻 十一、早輌)
文学に見 る戦 士 ヒー ローは歴史、宗教、風 土、国民性 、美意識 、文化的嗜好 の産
物である。世界共通 の ヒーロー資質に加 えて、ゥェールズでは「理想 の為政者」、「予
言の息子」 とい う特徴 があ り、彼 らは過去 。現在・未来にまたがる存在 だった。 日
本 では 「運命 の息子」、「美 しく滅 びた者」 とい ぅ特徴があ り、前世か らの宿縁に縛
られて死んだが、国民 の ノス タルジー とともに生き続けた。そ うしたィメー ジの形
成 と伝承には、上 に見 て きた とお り、詩人や語部 が少なか らず貢献 して きた。国民
がそのイメージに双方 向的な影響 を与えた ことは言 うまで もない。価値観や運命観
や死生観 の背後 には、土俗的な再来思想や御 霊信仰 も見え隠れする。現代 の グロー
バル な文明 の交流 を経て も、長 く受け継がれた個 々の文 明の本質や国民 の ン
メ タリ
ティはそ う変わ るもの ではない。 ウェール ズ と日本 の戦 士 ヒーロー はこれか らも、
新 しい解釈や さま ざまな表現形態を与えられつつ 、生 き続 けることだろ う。
[注 ]

iD■

Hunterは ウェールズ 中世詩 が専門であるが、タリエ シン誌 の共同編集やアメ リカに移住
した ウェールズ人の研究でも知 られる。後者 についての著書 の翌げ ″ 力′α配力 ん政轟ぁ は
″
2004年 の The BoOk Ofthe■ arに 選ばれ、そのBBCド キュメンタリーは Gwyn ArWillinms
鞭
AAwardを 受賞。それ らの業績で 2005年 には α凛給″ /3ょ ″ の名誉 ドルイ ドに選
ばれた。なお、D■ Hunterが ハー プァー ド大学に出講 された半年間は、現 ウェールズ学科長
DI Peredur■ 卿Chの 指導を仰 ぐとい う幸運にも恵まれた。‐ 勁融Chは 生粋 の ウェールズ人
で、sわ tlndЮ の詩人 として も高名である。
妊 ケル
1曇 最雰禁 憶色雀 lた 品ぶ ?欲
1看瑠彦j嬌為∫〔J撃 」
亀
ξ
層廃
r髭
n意
m騎 士道は 9‐ lo世 紀 に封建制が確立 した頃生まれたキ リス ト教的な行動
倫亀 英雄時代
(Heroic Age)の 武勇、忠誠 、名誉、寛容に加えて、敬神、東 己、礼節、慈悲、婦人へ の献身
などが加わった。 アーサー王の騎士団や円卓はもつと古 いフィアナ戦士団を起源 とするとい
う
増
'総
麒 諭
戦
,TT棚 勝
穏 酵 織 11常 翻 嚇
ず
0麟4と ズ1980;Iten,Mα ″t′ (198り
翼 等鞍
「道の
新渡戸稲造によれば、武士
深淵は封建制度が生れるずっ と前から存在 した とい う。すな
わち、神道は祖先崇拝や忠孝を教え、仏教はすべてを運命に任せる平常の感覚を教え、儒教は
仁、
義、
礼、
智、
信を教え、それ らが融合 した道徳体系であった とする。
新渡戸
『 武士道』 (1998)。
;
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勝部真長 によれば武士道は 3つ に大別 される :古典的武士道 〈
鎌倉時代 の御恩 と奉公 、江戸時
代の葉隠思想)、 理論的武士道 (人 倫 の道 の実況、例えば『 忠臣蔵』)、 明治武士道 (近 代的・国
民的な道徳体系)。 勝部 「武士道 の二つのタイプ」、
『 日本 の心』 (1987)。 1900年 出版 の新渡戸
い
の
士
の
としては、菅野
論を問 直す も
覚明『 武 道 逆襲』 (2004)、 池上英子『 名誉 と順応 :サ ム
ライ精神 の歴史社会学』 (2000)な どが一読に値す る。
'ウ ェールズでは、守護聖人 De宙 Santを 始めとする宗教 ヒーローが多 くの聖人伝 に記録 さ
れてい る。この伝統は近代にも受け継 がれ %θ 2滋わヮげ 〆 ″包θ
力2姥膨
では 100人 以
上の非国教徒聖職者が ヒーロー的に扱われてい る。 グリン ドクールの時代はまた、多
くのア ウ
"ワ
ロー
ロー・
ヒー
い
ル
が
た時代でもあ
り
に
ている
ト
、詩 も歌われ
ネサ ンス
。 (Rees,E.A2001)。
ロ
期の行動的啓蒙家は 文化 ヒー ー であ り、Em「 Humphreys,tJohn Da■■es,Alun Robertsら
は、 ウェールズ的な民衆 ヒー ロー (fok hero)と して、産業革命以後 の労働運動の闘士や平和
運動 の指導者 を挙げてい る。
V人 類学者梅悼 忠雄によれば、「日本人は、なんでもかでも、美の尺度ではかろ うと しているの
ではない力、 芸術的感動をもつて行動の原理 としていることが多いのではない力祐 宗教や科学
の追及 も一種 の美的体験 として受け とめられてい るふ しがある (要 約藤沢)」 『 文明の生態史観』
(1967:35)。

■ 大岡信によれば、「石 田英一郎は 日本文化 の性格を規定 した二大要因 として、日本 の置 かれた
地理歴 史的条件 の特殊性 と、本来の意味での牧畜生活の欠如 した植物的な自然性 とをあげてい
る」
『 大岡信著作集 8』 (1977:10め。
,『 マ ビノギオ ン』のアー サー は宮廷で争 い ごとを裁定 し、また
『 ブ リタニ ア列王史 ″お勧物
,"泌 』 では、将兵 の前 で大演説 を してい る (Thorpσ 232‐ 33)。
ル 多 Iほ ι
述 意外 に も、手元の倉野憲司校注『 古事記』 (岩 波文庫 1966)に 、この文面はない。Wheler
の英訳書は 1952年 の出版で、底本については未確認。彼は駐 日米国大使だつたことがあり、
稀本 にアクセスで きたのかも しれなし、
景 Gr過ths,ME(193つ は優れた予言詩研究だが、近年は次 のよ うな論考も注 目されている。
Gru37dd,GF(2003、 国際クル ト学会);」∞置ns,MB(1990)ケ ンブ リッジ大学、博士論
文。
Xブ ラン ウェンや プ レデ リ母子の例 に見るよ うに、侮蔑 (sa2‐■aの は許 しがたいことだった。
ウェールズ法 には、侮蔑 の償い について詳細 な規定がある。Jenhns,Dav述 (1980お よび Ellis,
T P。 (1926)。

● Davlesは この反乱 を、時代 の変化や 人心 を読み 、自分 の年来 の夢 を実 現 しよ うと した とみ る
(Davles,R R 1977:150)。 シェー クス ピアはグ リン ドゥール を神秘的で hot■ loodedな 人物
としたが、Dr.Lynchは 彼 を level■ eadedな 指導者 とす る (Lpch,P211112)。
述力
め 翅 ″η脅力 e pt 16,2000に よれば、この政治理念 のゆえに、2000年 に行
"%′ 1000年 間に (ヨ ーロッパ に)影 響を与えた人物」 とい う欧州の政治家・ 学者 を
われた「過去
対象 としたアンケー トで、グリン ドゥール は 7位 だった。
述 これは聖婚 とも思 われ、ケル ト人の王が土地の女神 と結婚 して統治権 (soveFigntypを 得 る
とい う考えに通 じる。Wheleち P(1952:駆 xv‐ XXXVinに よれば、一部の欧米 日本学者は、性に
関す るオープンな記述 のため、日本神話を卑俗 と評 している。人類学者Ruth Benedお tは 、「(日
本人 に とって)肉 体的快楽の追求 とい う人間的感情は自然なこと。性 が人生において [義 理や
孝行や忠誠などの徳 目に比 して〕
低い地位 を占めてい る限 り、快楽は少 しも悪 くない」 (要 約、
藤沢 )と 説明 している。Benedlct,R(1980:18め
‐ 魔法を使 う王マー スが、罪 の子 らに洗礼を施 している。ケル ト的魔女が登場する一方で、
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し
や アーサーヘの恭順を条件 に相手を許 してい
司祭 も登場す る。一騎打 ちに勝 つた騎士は、洗ネ
る。 ウェールズ法による裁定や、職人や召使 の生活が散見 される。
▼ 類似の論考が Obrlen,M(1911)に 見られ る。
M二 つの詩 の英訳お よび解説 については参考文献中の Ford,PK(197419731999お よび
Rowland,」 (1990;1990参 照。同時代のアングロサク ソンの詩や散文にも、運命 と自由意志
の問題、神 の摂理 と個人の責任 を扱 つたものがある OraheFnこ JB,1991)。
M Wheler訳 『 古事記』 には、次のよ うな記述がある。
Ъen the Sovereign heard of lJtt death, he∞ uld not sleep, and food was not
ヽ
型
slreetわ his taste He lamented the loss,saylng・ Oh,evll thng tllat has

曽塁鯖 I鶴
篠
暮
墨
製 ざ
ギ猥 纏毅駆ガ亀
T主 芳
発
を
悲し
んじ
た
管
學の
疎
の
による崇
りとし、能
の
亡
大地震を平家 怨霊
では

、平家滅 後
を命 じたとも読 める。
『 平家物語』
いる。中世人にとつて、元寇は
の亡霊に悩まされて
が
『 船弁慶』では、義経 知盛
へ
の天
誅 と見えたかもしれない。
ン伝説 と相まって)義 経迫害に対す る鎌倉
べ

(ジ ンギスカ

つな、●■天皇)が ある.『 平
なかつた訳ではない.カ レー トウスヘのをのお告げを思わせる神功卸ら の夕のお告げ (『 古事Fd中
の
の
について
嬌話がある
.
宗物爾』にも 吉凶を占つて決定を下したり人相兌が璽勢を読む場面や 聖徳太子 r未 来口

Π盪

日本に子

=が

意 ここでい う楽人はハープの弾き語 りを したパ フォーマーであろ うか。詩人 と語部 の関係 に
ついては諸説 があ り、Ford,PK(1975‐ 6152‐ 62)Parry 2(195569,Mac Cana(19757‐ 8)
Roberts,BE(1992:81‐ 82)ら を参照 されたい。 日本 の話 りについては兵藤裕 己『 平家物語――
語 りと原態』、同『 太平記 <よ み >の 可能̀制 が興味深 い。
▼ 社会の変動 につれ権威 が蔑ろにされ秩序 が乱れ た時代であつたこと、フランス風宮廷恋愛 に
よる道徳問題 があつた ことを反映 してい るか も しれない。
癒 中国の 中央集権制 に倣 つた国軍 (農 民 を徴兵 し、歩兵 と射手か ら成 る)が 日本に誕生
したのは 686年 の こ とである。8世 紀 には 自前 の馬 に乗 つたプ ロフェ ッシ ョナルな戦 士が
地方 に出現 し、封建制度 の発展 とともに、12世 紀 には武 士階級 として勢力 を持 つ に至った
(池 上英 子、 2000:51)。 新興 の彼 らは名 誉文化 を打ち出 して 自らのアイデ ンテ ィテ イ と
しつつ 、王朝文化 に も憧れ と敬意 を抱 い ていた。
螂『 万葉集』 (成 立 770年。しか し400年 頃から600年 頃の歌を収集)か ら
『 新続古今集』 (1439。
いる
が
されて
21の
歌集
編纂
。宮廷文化 につい
この
に
勅撰和
間
最後 の勅囲 までに相 当す る。
ては第 1章 C∝ 耐″ and Human Vduesお よび MorHs,I(199の を参照。
灘u柿 本人麻呂の長歌 (巻 二・ 199‐ 201)は 149行 と長 く、壬申の乱で英雄 的な戦死を とげた
高市皇子 を悼んでい る。
通V 武士は主君か ら所領 を与 えられ、その代償 として戦時には命をかけて軍務 に励んだ (御 思
と奉公)。 こ うした君臣関係 と封建制度 に基づ く秩序を維持す るために名誉文化が生まれ、それ
池上『 名誉 と順応』2000)。 現実的な利害
は武士にとつて内面的 にも外面的にも必要であつたく
を内包 したこの主従関係は、 ヨー ロッパの領 主 と騎士の間に見 られ る保護 と忠誠の相互契約 に
べ
ペ
ー
きわめて近い。
『 マ ビノギオン』では、 レディル とキルフ ッフがアーサ の騎士になる く努
力 してい る。
次のよ うな戦時中にもてはや された歌も含 まれる。
神風 の 伊勢 の海 の /大 石に 這ひ廻 (も とほ)ろ ふ
細螺 (し ただみ)い 這ひ廻 り 撃ちて し止まむ (中 巻、神武東征、征旅 の歌)
主要参考文献
2面
2Fι
Bo海 ,Cec■ Maurlce(1960蒟 を σ tt bndon:Macm■ lЯ n
9カ f ttθ カ カ面 鍛 腱3mグ カ
Brom￢ th,Rachel,et al,ed(1999%θ ル カrzr〆 筋θフそ′
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