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ギラル ドゥス・カンブ レンシス こ とジェラル ド・ ドゥ・パ リ(Gerald de B館 嘔
c.1146・ 122う は、1146年 頃 ウェールズのペ ンプ ロー ク州 で生まれた。 ギラル
ドゥス・ カ ンブ レンシス とは ウェールズのジェラル ドを意味す る彼 の ラテ ン語
の筆名 であ り、事実、彼 には ノル マ ン人 の血 と、南 ウェールズの王家 に繋 が る
ウェールズ人 の血が流れ ていた。 したが って彼 は当時 の ウェールズ人 の支配者
や権力者 とは、 ご く親 しい 関係 ではなか つたにせ よ、親戚関係 にあつた。 これ
はギラル ドゥスの強み ともな り、また弱み ともな つた。
才知 に溢れ 、野心家 で もあつた彼 はパ リ大学で学問を修め、 ウェールズに戻
り聖職者 となる。ヘ ン リー 2世 の外交官 となつた彼は 、1188年 にカ ンタベ リー
大司教 の供 をして第 3次 十字軍兵士募集 のため ウェール ズを巡 つた。 それは早
春 の 7週 間あま りの旅であ つた。 その ときの模様 を記述 したのが、第 1巻 と第

2巻 を合 わせ 27章 か らな る中世 ラテ ン語 で 書 か れ た『 ウェー ル ズ紀行』
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レね∂である。

この本は読み物 として実に興味深 い。 地誌的情報 もさることなが ら、危険な
旅 の様子、12世 紀 の ウェールズで実際 に起きた事件、土地にまつわる伝説、奇
跡、不思議 な出来事、聖人 の祟 りといつたあ りとあ らゆる話題 に溢れ、それ ら
が克明に、 また興味深 い筆致 で書 かれてい る。時 として、彼 はそれ らの記述に
熱 中す るあま り、話 は次か ら次へ ととりとめもな く飛び 、最後 には ウェール ズ
の旅 とは無関係 の もの となつて しま うの も一度や 三度 ではなかった。 それ が欠
点か美点かは読者 が判断すればよい。
まずニ ュー ラ ドノー にお ける兵 士募集 (第 1巻 、第 1章 、以下 I,1の よ うに
表記す る)の 様子 か ら見てみ よ う。大司教直 々の兵 士募集 の説教でもあ り、熱
狂 に駆 られた男たちは後先を考 えず、十字軍に志願す るため大司教の前 に進 み
出よ うとす る。 一 方女性 たちは、夫や恋人を戦争に行 かせまい として、身 を挺
してそれ を食 い止 めよ うと修羅場が展 開す る。 一方、ギラル ドゥス とい えば、
大司教 の説教が終わるか終わ らない うちに、他 の者 をだ し抜 き、志願者第 1号
となる栄誉 に浴 した。 この よ うに、野心家 た る彼 は 自分 を売 り込む ことを決 し
て忘れない。
土地に関す る興味 ある記述 が多 々ある。南 ウェールズのニース川 では、危険
な流砂 の 中にギ ラル ドゥスの大事な本や荷物 を積 んだ馬 が飲み込まれそ うにな
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つた こ と (I,8)が 記 されてい る。またテイ ヴィ川 のサケ (Ⅱ ,3)や ビーバー (Ⅱ
,3)
の生態が詳細 に、生 き生 きと叙述 されてい る。 また伝開なが ら、 ス ノー ドニア
の移動する浮 島をもつ湖 と、片 目の魚 の住む湖 の話 (Ⅱ ,9)が お も しろい。少 々
気味 が悪 いが、ケマイ スでの ヒキガエル の大群 に食 われて骸骨になった男 の話

,2)も ある。
歴史上 の人物や同時代 の人 々 も興味深 く描 かれてい る。 中で もベ ンプ ロー ク
城 を ウェールズ軍か ら策略で守 った狡猾 な祖父 ジェ ラル ド・ オブ・ ゥィンザー
のエ ピソー ド (I,12)が 目を引 く。ロー ド・ リースの三男でカ ノリッグ・ アプ・
リース とい うウェールズ人 の若者 の風貌 と衣 装 (Π ,4)が 生 き生 きと描写 されて
(Ⅱ

お り、当時 の ウェールズ人 の若者 の姿を街彿 とさせ る。
教会 の堕落 についての記述 もある。 (Ⅱ ,4)ギ ラル ドゥスは聖職者 の不正や 、
教会 の堕落にた い して大鈍 を振 るつた改革者 であったが、旅 の途 中のス ランバ
ダ ン・ ヴァウルで地元 の邪悪な俗人 の権力者 が聖職者 として家族 ぐるみで教会
とそ の富 を支配 してい るのを知 った。 しか しなん とギラル ドゥスは結局 この不
正 を見て見 ぬふ りを したのであった。十字軍兵 士募集 とい う大事 の前 には、片
田舎 の教会 の不正など小事であ ると思 つた のか も しれない。
悪霊や妖 精、奇跡や祟 りといった超 自然的な話は この旅行記 の 中でも特に読
者 の興味をそそ る。腹 を立てるとその家 の秘密 を他人に喋 って しま う悪霊 (I,12)
がペ ンプ ロー クのステ ィー ヴンの家 にいた とい う。悪霊 に取 り憑かれた女 の話

(I,12)も ある。悪霊 が体 に入 った部分は盛 り上が ってお り、そ こに聖書や聖
遺物 を近 づ けると、悪霊 はそれ らか ら逃 げ よ うと して身体 中を逃 げまどった と
書 かれてい る。妖精 の国に行 つた少年 エ リデ ィルの話 (I,8)が ある。この話 は
妖精 の国 に行 つた人物 の名前 が文献に現れ る最古 の例 のひ とつ であ る。奇跡 の
話 も多 くある。天下の異変があると水 の色 が緑に変わる湖 (I,2)の 話や、マー
ガ ム修道院 の lヶ 月早 い収穫 (I,7)の 話、どこに捨 てて も次 の 日には もの と場
所 に戻 つて くる石 (Π ,7)の 話などがそれである。
大発見にまつわる話 もある。それはギラル ドゥスが幻 の書 であ るマー リン・
シル ヴェス タの予言 の書 を北 ウェールズの町ネ ヴィンで発見 した とい う記述 で
ある。彼 はこの予言 の書 を、大金 をはた いて購入 した のであった。 ギラル ドゥ
ス はそ の本 を翻訳 し公表す る予定だ とも述 べてい るが、その後その翻訳が世 に
出た とい う形跡はない。 おそ らく彼 は手 に入れたそ の書物 が、実は偽物だ と次
第 に思 い始 めたか らなのであろ う。
ウェールズの聖人 はアイル ラン ドの聖人 と同 じほ ど復讐 心が強 い とギラル ド
ウス は言 うが、聖人 の崇 りに関す る話 も多 い。 その典型的な祟 りのひ とつが失
明である。角 を持 った雌鹿 を射殺 した男 (1,1)は 、狙 い を付けた方 の 目の視力
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を失 つて しまつた。聖遺物 の首飾 りの金 の部分 を盗 も うとした男が失明 した
。
聖なる教会を犬小屋 として使 つた ヒュー伯爵 (Ⅱ ,7)は 、日の部分 を除いて全
身
鎧に覆 われていたに もかかわ らず 、その無防備 の 目をバ イキングの王に
矢で射
られ命 を落 とした とい う。
罰 として身体 の一部 が物 とくっつ くとぃ ぅ話 も多 い。 聖デイ ヴィッ ドの
教会
で鳩 を盗 もうとした少年 の手が教会 の壁 の石に くっつ く話
(1,2)や 、祭壇にキ
ス をす る と見せ かけて祭壇 に置 かれてあった
賽銭 を 日の 中に入れて盗む常習犯
の女 の唇 が祭壇に くっついて しまつたとい う話 (1,2)な どが
語 られ る。また聖
パ トリックの ラッパ を不謹 慎 に も吹いたバーナー
ドとぃ ぅ修道士の唇 が ラッパ
に くっつぃて しまった とい う話 (I,2)が 披露 され るが、この
話は彼 の『 アイル
ラン ド地誌』 の第 3巻 、第 34章 に既 に紹介 されてい る。
『 ウェールズ紀行』 は、 12世 紀 の ウェールズお よび ゥェールズ人を知るた
めの第 1級 の資料 となってい る。なぜ ならこの本はギラル ドゥス とぃ
ぅ同時代
の人間によ り書かれた ものであり、特に彼は ウェールズおよび ェールズ
ゥ
人と
い うもの を熟知 していたか らである。 ただ彼は、ノル マ ン
人やイ ングラン ド人
の社会を、進歩 した、活力に満ちた動的な社会 と捉えているのに し
対 、ウェー
ルズを野蛮で未開で静的な社会と捉えている感 があることは
否めない。 したが
つてこの著書か らは、活力に満ちた、変容 しつつ ある ウェールズの
姿は伝わっ
てこないの も事実である。 しかし、それを補 つて余 りあるものがこの
書物には
あり、読者を 12世 紀の ウェールズに誘 って くれ るのである
。

