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“King Arthur" in Welsh tradition
Yu11. FUWA
要旨 Abstract The五gure of Arthur in the Welsh tradition is elusive: the
name of Arthur appe 紅s variously in early Welsh poems such as “Englynion
y Beddau，＂‘'Pa命r yw'r porthor？” but only briefly. Other occurrences are
found in Nennius and Annales Camh.n·ae, where Arthur takes a role of a
leader in battle （“dux bellorum”） leading twelve battles to victory for the
Britons (in Nennius), and be falls together with Medrawt in the battle of
Carolan (in Ann ales Camhri.ae). Nennius records two supernatural
incidences concerning Arthur ’s dog and his son, both of which attest to
Arthur's established reputation as a local hero and to his close association
with Welsh legends. Yet these references 訂e rathe1·台agmentary, and more
comprehensive account of Arthur ’s character appears in Culh wch ac Olwen.
This story offers a basic structure of Arthurian world, i.e., his court, his
warriors and magician, his relatives, his equipments such as a sword and a
shield, and the prnblems/adventure brought before Arthur to be solved.
羽That is noticeable here is va肝eness about the setting spatially as well as
about the identi五cation of Arthur as the “King'. The work does not call
Arthur King; neither does it mention Ai・thur ’s father and son, thus lacks the
male genealogical evidence to establish Arthur in time. His court, Celli Wig
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Arthur is rOarning arollnd as a legendary foko五 c herO

円卓 の騎 士の物語 として知 られ る 「アーサー王物語」体系 では、 ウーサー・
ベ ン ドラ ゴン とイグ レイ ンを両親 に Tintagdで アーサ ーは生を受 け、宮廷 を
Cnrnelotに 構 え、王妃には Gumevereを 迎 える。円卓 の騎 士 としてはアーサー
の甥 である Gaw血 兄弟、王妃 と恋 に陥る円卓第一の騎 士 Laxlcelot、 聖杯 を成
就す る G7alahadな どの騎 士 たちが登場 し、 さまざまな冒険や戦 い に繰 り出 し、
最後 はアーサーの甥 であ り息子であるモー ドレッ ドの裏切 りによつて王国が崩
壊す る とい う物語 が展 開す る。 この物語 の 大枠 を提示 したのが Geo最 ey of
tta F%餃 B」勉″濃密 (1136/38年 頃)で ある。 Geo鮨 ey
Monmouthの コ躊ι
の影 響 は広 範 か つ 甚 大 で の ち の ア ー サ ー 王 伝 説形 成 の 中核 とな るの だが 、
FoFum‐ Onに おける本発表 は Gett■ ey以 前 にどの よ うなアー サー像 の原型 が見
出せ る のか 、 ウェール ズ伝 承 にお け るア ー サ ー 像 を Nennlusの ‐ sO″ ′

働 "bttaら そ して θ遡 渤 aο α ゅ を中心 に追 い求
、ん
"が
める試み である。
NenIL■uSの アー サー はブ リテ ン島に侵攻 してきたサク ソン人 に対抗 して戦
う戦争 の指導者 (dux benOrum)で 、 12の 戦 いですべ て勝利 し、一時に 960
名 の敵 を斃す超人的な活躍 をみせ る戦 士である。同 じく Nenniusに はアーサ ー
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の大 と息子 にまつ わる不思議な事象 の記録 が含 まれ 、それは ウェールズに残 る
遺跡 の謂れ を語 つているよ うな印象 を受ける。ん塑″ω O"洗 力θではアーサ
ーヘ ニ度言及 されてい るが、いずれ も戦 い にまつ わる項 目においてである。 ひ
とつ は Badonで の戦 いで十宇架 を担 いだアーサーが勝利 を収 めた とい う叙 述、
そ して も うひ とつ は Medrawdと アーサーが ともに CnmlaIIで 斃れ た との叙述
である。Nenniusと 共通 な点は、アー サー がキ リス ト教徒 の戦 士 として戦 いブ
リ トン人 が勝利 した ことである。 いずれ にせ よ、後世 の物語群 とはかけ離れ た
断片的 な記述 に終始 してい る。二つの資料 の年代決 定は難 しいがおお よそ 9世
紀 ごろの制作 と考 え られ てい る。Nenniusに 遺跡 の謂れ と絡 めてアーサーの名
前 が記録 され てい るこ とは、す でに 9世 紀 にはアー サー とい う人物が伝説化 し
遺跡 の伝承 として説明す るに足 りる 「知名度 Jを 獲得す る存在 であつたことを
示 してい るといえるであろ う。
上記 の断片的 な記述 に比 して物語 のま とま りをもつ最古 のアーサー王物語 は
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θ翅 酸力 ′εα ttη で ある。 アー サー を中心 とした一 団が、Culhwぬ が 巨人
Ysbaddadenの 娘 01wenと 結婚す るために必要な品々 を獲得す るために、難 問
の数 々 を解 決 してい く物語 で ある。 主な登場人物は、後 のアーサー王物語 で も
アーサー王の古参 として脇 を固める Cdと

Bed叩 、そ の ほか血 縁者 としては

C凸wchと そのおば、母方 の兄弟 Go.」 .an

mab Rcaと そ の息子 Gwに re、 「 弓

番 の Glewl￢ γd GafaeraЦ 魔術師 の Menw mab TdrⅣ aedな どである。欠
落 してい る人物 はアー サー の父親、そ して息子たちの名前 (Nenniusや ̀Taね
p″ 'r porthorγ 'に 挙 が つた屋、
子たちへ の言及 もない)で ある。つ ま リアーサー
の直系の家族構成は不詳 である。 とはい え、 の ちの円卓 の騎 士 として名 を連ね

る Caiや Bedw「 、魔術師 の Merhnに 類す る存在を認 めることはできる。
アーサーの空間的な活動範囲 は ウェールズ とコーン ウォール で 、後 の作品 に
見 られ るよ うな汎 ヨー ロッパ 的な広 が りはない。 キ ャメ ロッ トの代 わ りにアー
サーが宮廷を置 くのは Cem Wigで 、そ もそも 「森 」 (Cぬ =grOve,G宙 g=
fOrest)を 意味す る地が拠点であるのは示唆的 である。宮廷 (Llys)を 開いて
い るものの、アーサー に対す る呼称や肩書きに 「王」 (brenhln)は 一度 も用 い
られてい ない。 アー サーの持 ち物が紹介 されてい るが、剣 と槍 と盾、小刀 とい
う武具は戦 士 と必要な持ち物 であ り、移動手段 の船、着衣 としての上着、狩猟
に必要な犬、居場所 として の広 間であ り、国王の象徴 となるよ うな王冠、玉座
な どへ の言及 がないの も注 目に値す る。 アーサー はこの島の長 の 中の長 である
との表現 は見 られ るが具体的な国王 とい う地位 とは結び付け られてい ないので
ある。
同様 に、行動 の動機 について も曖味で ある。物語 の導入 におい も Clllhw凸
の 中 し出 自体が深刻 な問題 ではな く、まだ見た こ ともない娘に恋 を したので、
結婚 の望みを叶 えてほ しい とい う要望である。要望を受 けたアー サー は Olwen
の父親 Ysbadaddalllの 名前 さえ知 らぬ と答 えてい るよ うに、アー サーが乗 り出
す の は雲 をつ かむ よ うな曖味な探索 である。後 の騎 士道 ロマ ンス において も国
王アーサ ーの元 に問題解決 の依頼 に訪れる者 がい るが、往 々 に して 問題 は比較
的具体的 (領 地 を奪われたので取 り返 して欲 しい、捕虜 となった人 を助 けて欲
しいな ど)で 、問題 を解決す る場所 も特定 されていることが多い(も ちろん物語
の タイプによるが)。
θ翅 歿力′οα 物 の場合、アー サーの行動 を支配す る行動規範 は の あ あb
に見 られ るような名誉 と主君 のために命 を賭 して戦 うこ とを求めるよ うな英雄
的な倫理観 では な く、0.」 .Padelが θ滋 翅 ′οα 7a22の アーサー は ロビン・
フ ッ ド的 と評す るよ うに、 どこか楽観 的な民話的な雰囲気が漂 う。 アーサーの
役割 は ■耐 ch

n咄

を追 う戦 いの先導者 であ り、また争 いの仲介者 に もな り、
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囚人 の解放者 としての任務 も こなす実動部隊 の一員 である。後 のアーサー王物
語 にみ られ る富廷に留ま り政で頭 を悩ます静的なアー サー王 とは対照的で、き
わめて活動的なアーサー像 である。 C凸 渤 ″ ク 酸塑 では C■llhwchの 要望
を叶 えるとアーサー に付 き従 つた一 隊は皆それぞれ の国へ と帰 つた と物語が締
め くくられ て い る。 アー サーの宮廷 Celli Wigが 具体的な地名 を表すかは不明
で、アーサ ーの一行 が活動す る基点が森 とい う語源 にふ さわ しく、 ウェールズ
の森 とい う漠然 とした空間である。 アーサ ー とそ の一 隊はあたか も架空 の時を
駆 け巡 りt空 間を浮遊 したのち、任務 の終了 と共に霧散 して しま つたよ うな印
象 が残 る。国王 とい う呼称 の欠如 に加え、系図を示す父 と子の名前 の欠如、具
体的な地名 と結 びつ かない宮廷 の設定 と相侯 つて、 ウェールズのアーサー を不
可思議な時空間 の存在 としてい る とい えるのではないか。

特別講演 Eisteddlfod〜 ウェール ズのナ シ ョナル・ イ ベ ン ト
森野 和弥

Eおteddfodi the National Event ofWales
Kttzuya Mon3o

・

要 旨 Absttact:The talk is insphed by the National Eisteddfod ttd tries to
present the llnage ofthe National Eisteddfod fllom the宙

vpoint of a person

e■

ntho宙 sits the festival for the fbst time.
Kbywords:Eisteddfod,national,surpttses,uniqueness

l.ア イ ステ ッズ ヴォ ッ ド「五つの不思議」
アイ ステ ッズ ヴォッ ドにまつ わる 「不思議」について話す ことか ら始 めま し
ょ う。最初 の不思議は、私 がアイ ステ ッズ ヴォッ ドの研究をや つてい るとい う
こ とです。私 自身は、 も ともとアメリカ演劇、そ して身体文化論を勉強 してい
ま した。それが、10数 年前 に文 部省 (当 時)の 在外研究員 として ウェールズに
滞在す ることにな りま した。 なぜ ウェールズか ?と いえば、 もちろん、 ここに
い るパー トナーのせいです。それはさておき、ウェールズの民族文化大祭 アイ
ステ ッズ ヴォッ ドを演劇的視点か ら研究 しま した。
第 二の不思議 はアイ ステ ッズ ヴォ ッ ドそ の ものの性格 です。 ウェールズ をあ
げて の 「ナ シ ョナル 」 な催 しなのに、実際 に行 つてみると農協 のフェアを大き
く したよ うな ノ リなの に驚 きま した。アイ ステ ッズ ヴォ ッ ドは南北交 互に開催
され るのです が、会場 はたいてい町 の外 で、駐車場 は雨 が降 るとぬか るむため
歩行用 に板 を渡 してあつた りします。野外に仮設パ ヴィリオンをい くつ も建 て、
終わ つた ら片付 けて しまいます。 ウェール ズ とい う 「国」や 「民族」を参加者
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