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ドイツ中世の騎士観
その基本構造を探求する

尾野照治

I 騎士がヨーロツパ中世に存在したことは全く疑う余地はないが.当時

の詩人達の多様な解釈と象徴化によって，実際よりも一層豊かに存在でき

たと言ってよい。社会史的にみれば，騎士は社会階級の大きな一新種では

あるが，その背後に長い過去を引きずっているものではない。 O.Borstり

によれば.riterがラテン語の milesの訳語として 11世紀後半に現われた

とき.それはまだ騎馬兵士の意味しかもっていなかった。その後riterの

派生語である riterschaftが.12世紀前半から使われだしたけれども，そ

のときでもまだ騎馬兵士の意味範暗から脱け出てはいない。その後.12 

世紀終り頃から 13世紀中頃にかけて.tを重ねて綴る ritterという新し

い語が頻繁に使われるようになってから，はじめてこの語のもつ意味も変

化してくる。当時の数多の叙事詩，叙情詩に見られるように，単なる騎馬

兵士の意味から拡大して，勇敢さや寛大さ.高貴きや高潔さ.そして清ら

かさや優雅さなどの意味をすべて併せもつ，当時の最も重要な語の一つに

大きく成長した。それと同時に，時代の雰囲気と社会的要請もあって，騎

士の理想があちこちの宮廷で説かれるようになった。吟遊詩人や恋愛歌人，

教会の御用学者や説教師などが.彼ら自身の作る詩，歌，説教集や論文の

中で，それをキリスト教的な騎士の理想として説いた。騎士は，とりもな

おさず神の下僕である。それと同時に封建領主の下僕であり，かつ崇拝す

る貴婦人の下僕でもあるという。従って，神への奉仕，主君への奉仕，そ

して女性への奉仕という三つの奉仕が.義務として騎士に課せられる。騎

士の実在は，騎士の理想の実在をも意味していた。その基底を構成するも
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のは，奉仕と自己放棄である。自由も享楽も約束されない厳しい生である。

12世紀まで主人のために家臣として騎馬で戦ってきた単なる戦士は，こ

こにきて次第に連帯感を強めて結束し，独自の生活様式をもっ騎士階級を

形成していく。この特別な社会では，当然ながら特別な理想が生まれ，そ

の理想、が階級内の分裂を妨げると同時に，騎士達の帰属意識をも高める機

能を果す。

11.経験の浅い未熟な少年が.高潔な騎士の理想、に憧れて，騎士社会へと

誘われていく様子は，ドイ ツ中世のいくつもの詩作品に描き出されている。

Hartmann von Aueの信仰告白であり，かつ大いなる腫罪を意図した作

品Gregoriusでは，主人公と後見人役の僧院長との激しいやりとりの中に，

騎士観の重要な一端がうかがわれる。フラ ンスのアキテーヌ公国の大公夫

妻に生まれた男女の双子は，両親を失った後お互いに助け合いながらも ，

その純粋な親密さを悪魔に妬まれて，ついに妹は実の兄の子を身ごもるこ

とになる。この恐ろしい罪におののいた兄は，膿罪のために聖地への巡礼

に旅立ち客死する。妹は生まれた子を小舟に乗せて，やむなく海へ流す。

その子の傍らには，出生の由来を記した象牙の板と金貨が添えられる。海

に流されたその子は，荒海を三日間漂流したのち，運良く漁師に拾われる。

偶然にこれを目撃した僧院長の計らいで，その子は漁師の家で育てられな

がら，僧院学校で教育を受けることになる。 しかも，僧院長に才能を認め

られたため，その名をもらってグレゴーリウスと名付けられる。 ある日彼

は，養父母の実子と喧嘩をしたために，脹を立てた養母から「捨て子めjと

罵られる。そのとき初めてグレゴーリウスは自分の素性を知り，やるせな

い思いでこの地を去り .異郷へ旅立とうと決心する。そこで聖職に就くた

めの勉強を断念し，騎士として名を挙げたいとの強い望みを，僧院長に打

ちあける。この作品の中で，初めて騎士が問題になる箇所である :

n
F
“
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'NQ waz ob mine vordern sint 

von selhem geslahte 

daz ich wol werden mahte 

ritter， ob ich hate 

den willen undz gerate? 

weizgot nQ was ie min muot， 

hate ich geburt und daz思lot，

ich wurde gerne ritter. 

daz sueze honec ist bitter 

einem ieglichen man 

der ez niezen niene kan. 

ir habet daz stieziste leben 

daz got der werlde hat gegeben: 

swer imz ze rehte hat erkorn， 

der ist salic geborn. 

ich belibe hier Iihte state， 

ob ich den willen hate 

des ich leider niht enhan. 

ze ritterschefte stat min wan.川

〈ひょっとしたら私の親の家柄は高貴で，意志と武具さえあれば，

私は騎士になることができる素姓の者かもしれません。ふさわし

い家柄と財産があれば，ぜひ騎士になりたいといつも願っていま

した。味わうすべを知らない人にとっては，甘い蜜さえ苦いもの

です。院長様は，神様がこの世にお与え下さった，最高に麗しい

暮らしをなさっておいでです。そのような暮らしを自分にふさわ

しいものとして選んだ人は，幸多き生まれの方です。もし私にそ

の気があれば，多分いつまでもここにとどまることでしょう。で

も残念ですが，私にその意志はありません。私の希望は，騎士の

生活に向いているのです。〉
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グレゴーリウスはここで，自分が憧れる騎士になるためには，そうなろ

うとする強い意志とふさわしい武具，そして家柄と財産の 4つの条件が必

要であると主張する。騎士になるためには，何よりもまず騎士になろうと

する強い意志が必要である。苦行僧の修行にも匹敵する厳しい修錬を，長

い間耐え忍ばねばならない。強い覚悟と意志がなければ，実現しないこと

を言う。甲宵や楯，槍，剣などの武具が.立派であればあるほど，それを

身につける騎士も立派であるとみなされる。家柄も重要で，当時の騎士に

は，身分の高い貴族しかなれなかった。社会的身分が世襲制に支配されて

いる時代である。有能で立派な騎士は，自分の所有する財貨を貧しい人々

に，あるいは功労をたてた家臣達に，気前よく分かち与えなければならぬ。

そうすることのできない貧乏な騎士や.喜膏な騎士は，人々から名望をか

ち得ることはできず，恥辱を嘗めなければならない。グレゴーリウスは，

とれらの条件がすべて備わる可能性を予期しながら，騎士の生活に大きな

憧れを抱いている。

herre， iu ist vil war geseit: 

ez bedarf vil wol gewonheit， 

swer guot ritter wesen sol. 

ouch han ich ez gelernet wol 

von kinde in minem muote hie: 

ez enkam (1z minem sinne nie. 

ich sage iu， sit der stunde 

daz ich bedenken kunde 

beidiu tibel unde忽lot，

sO stuont ze ritterschaft min muot. 

herre， swaz ich der buoche kan， 

da engerou mich nie niht an 

und kunde ir gerne mere: 

-4-
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iedoch sδman mich sere 

ie unz her zen buochen twanc， 

so turnierte min gedanc 

so man mich buoche wente， 

wie sich min herze sente 

und min gedanc spilte 

gegen einem schilte! 

ouch was mir ie vil ger 

vUr den griffel zuo dem sper， 

vUr die veder zem swerte: 

daz ist des ich ie gerte. 

minen gedanken wart nie baz 

dan so ich ze orse gesaz 

und den schilt ze halse genam 

und daz sper als ez gezam 

und daz undern arm gesluoc 

und mich daz ors von sprunge truoc.3
) 

〈院長様，お聞きになったことは，本当のことです。立派な騎士

になろうとするなら，まことに十分に騎士道の慣習に従うことが

必要だと思います。だけど私は子供の頃から，すでにこの心の中

で騎士の道を十分に学んできました。この夢が私の心から離れて

いったことは，一度もありません。申し上げます，私が善悪の判

断ができるようになって以来，私の気持はずっと騎士の道に向い

ております。・… -院長様.私はどれほど書籍に通暁しでも勉学を

厭うたことはありません。むしろもっと学びたいくらいです。し

かし私は，これまでどれほど勉学の道へと励まされても，私の心

の中では馬上試合をしていたのです。どれほど勉学の道に導かれ

でも，私の心は騎士に憧れ，楯のことを考えていました。いつも

私の心は石筆よりも槍を求め，ペンよりも剣に憧れていました。

これこそ私がいつも望んでいたことなのです。軍馬にまたがり.
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楯を前に構え，槍をしかるべく腕にかかえ，馬はギャロップで私

を運ぶ，そういうことを心の中で考えるときほど，私が幸せを感

じたためしはありません。〉

立派な騎士になるためには，なによりも十分な修錬が必要であるが.グ

レゴーリウスは，直接体験によって騎乗や武闘の技術，および諸々の教養

を身につけるのではなくて 幼時からいつも心の中でその修錬を積んでき

た。僧院で教育を受けている間，優れた僧になるための勉学を厭うことは

一度もなかったが.騎士になろうとする夢は，絶えず心の中に抱いていた。

白昼夢の如く，憧れの騎士として馬にまたがり，楯を荷い.槍を構え，剣

を振るう。このような夢を見るときが.グレゴーリウスにとって，最も大

きな幸福感に酔いしれるときである。騎士社会への誘引力が，どれほど強

いかを知実に表わす一節である。

waz solde ich ane ere? 

ob ich mit rehter arbeit， 

mit sinne und mit ma吐leit

erwirbe guot und ere， 

des priset man mich mere 

dan dem sin vater wunder lie 

und daz mit schanden zegie. 

wes bedarf ich me danne ich han? 

min ors sint guot und wol getan， 

min knehte biderbe unde guot 

und hant getriuwelichen muot: 

s6 bin ich ze harnasche wo1.4
) 

〈名誉を失ったら，私は一体どうなるのでしょう。私がしかるべ

き労苦を荷い.分別と雄々しい勇気をもって，財産も名誉もかち
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うるなら，父親から多くの財産を相続し，恥ずかしくもそれを蕩

尽した人より，私はもっと多くの称賛を受けられます。だから私

は，今持っている以上には必要ありません。私の馬どもは美しい

駿馬だし，従僕らは有能で立派，忠誠を尽くしてくれる者達で，

武具も満足いくものです。〉

騎士になるためには，何よりも精神性が重んじられる。自らすすんで労

苦を身に受け，何事においても理性的に対処すべきであり，臆病風に吹か

れて逃げ回ってはならず，常に勇気をもって苦難に挑戦しなければならぬ。

財産をもたなければ，騎士になっても無意味であるという僧院長の助言の

通り，貧しさは騎士にとって恥ずべきことである。だからといって，親か

ら棚ぽた式に相続した財産を，人々に分かち与えるのは易きに過ぎる。自

ら奮闘して獲得した財貨でなければ，浪費しがちである。苦難を克服して

得た財貨を，貧しい人々や功労のあった家臣達に，気前よく分かち与える

寛大な心をもち，寡婦，孤児，病人らの弱い人々をやさしく助け，暴力を

博む倣岸不遜な輩をくじいて名望を得れば，おのずと人々から称賛を得る

ことができる。グレゴーリウスは，今は財産をもたぬ貧しい騎士だが.こ

れから地位と財産の得られる所へ行けさえすれば，努力を惜しむことなく

必ずやり抜いて，騎士として必要なものがすべて備わった人物になる覚悟

である。駿馬，有能で忠義な従僕達，ふさわしい武具は，すでに備えられ

ているので，これからは，財産が得られる所へまっしぐらに進むのみであ

る。騎士になるためには，少なくともどれほどの物と，どのような態度が

要求されるかが.典型的に描き出された一節である。

III. 13世紀前半に活躍したドイツの著名な格言詩人 Reinmarvon 

Zweterは，先の叙事詩 Gregoriusとは異なった詩風で.Ritterideeにつ

-7-
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いて次のように歌う:

Ein herre von geburte vri 

ob der rittr unt kneht， dienestman unt eigen sl， 

wie daz geschehen muge， des sol niht wunder nemen 

man noch wip. 

Ein vri geburt niht irren kan， 

ein herre ensi wo1 vri unt doch der企rendienestman， 

ein ritter siner tat， der mi1te ein kneht， der zuhte ein 

Swelch herre a1sus undersniter】ware，

der dQhte mich ein hubscher wunderare: 

hie vri， dort dienestman， hie eigen， 

Qf jenez ein rittr， Qf diz ein kneht， 

ware er ze disen vunven reht， 

ein kunigin solt im ir houbet neigen.5
) 

eigen lip. 

〈生まれが自由身分である主君が，騎士であり小姓でもあり，ま

た従僕であり奴隷でもあるということが.どうして起こりうるの

か.世の人々は誰も不思議に思つてはならぬ。

人は自由身分に生まれでも，次のことを妨げることはできぬ。

即ち，主君は確かに自由であるが.しかし名営には侍かねばなら

ないし，行いは騎士らしくしなければならず，気前よさにも従う

べきであり.更に曙みにも隷従すべきことを。

このように継ぎはぎ仕立ての服のような主君は，宮廷作法に優

れた人であるように私には思える。こちらでは自由身分だが.あ

ちらでは従僕，そしてそちらでは奴隷。ある場合には騎士だが.

他の場合には小姓。主君がこれら 5つの特性を体現するのにふさ

わしい人であるならば，女王といえども彼に頭を垂れるべきであ

る。〉

-8-
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自由である人は，実は不自由な人であると言う。高貴な家柄の出で，高

い教養と生活の自由を車歌できる人は，様々な義務を負うがゆえに，かえ

って不自由な人生を強いられることになる。高貴な生まれの主君は，当然

騎士階級にも属することになる。そのとき騎士として，名誉を求め名誉に

停いて振る舞うがゆえに，名誉の従僕と言ってよい。常に騎士らしく振る

舞おうとするところから，騎士見習い(小姓)のようでもある。そして経

済的に貧しい人々，寡婦・弧児・病人などの社会的弱者に対して，財貨を

気前よく分かち与え救済しなければならないから，気前よさの従僕と言っ

てよい。更に宮廷的礼儀作法を十分に身につけ それを規範にして行動し

なければならないので，曙みの奴隷と言うこともできる。本来は自由で，

高貴な生まれの人しかなりえなかった騎士を，すなわち人々の羨望の対象

を，詩人は逆の視点、から見る。実は様々な手棚足伽をはめられ，不自由な

生活を強いられている騎士を，そして諸々の徳操に支配される従僕に甘ん

じなければならない騎士を 裏面から容赦なく暴き出して見せる。この詩

節は，騎士たる者が当然備えるべき 5つの徳操，即ち心の高貴さ，名誉，

勇敢で正しい振る舞い.気前よさ .そして宮廷的稽みから，騎士観を簡潔

に論じたものである。これら 5つの徳操を身につけることのむつかしさは，

詩人の締めくくりの言葉 「女王といえども，彼に頭を垂れるべきだJに

明確に表現されている。

IV. Hartmann von Aueの叙事詩 Gregoriusと.Reinmar von Zweter 

の格言詩から.Ritterideeの輪郭が得られた。これを更に深めるためには，

当時の若者に対する騎士教育がどのようなものであったのか.そしてそれ

がどのように実践されたのかを，詳細に考察する必要がある。 13世紀前

半にドイツで活躍したイタリア系の詩人 Thomasinvon Zerklareは，そ

のあたりの事情を，彼の格言詩的な叙事詩Derwelsche Gastの中で，次
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のように叙述している:

Juncherren fuln von Gawein 

haren， Clies， ~rec， iwein， 

und fuln rihten sin jugent 

gar nach Gaweins reiner tugent. 

volgt ArtOs dem kunege her， 

der treit iu vor vil guote ler， 

und habt ouch in iuwerm muot 

kunic Karln den helt guot. 

lat niht verderben iuwer jugent: 

gedenket an Alexanders tugent， 

an gevuoc volgt ir Triftande， 

Seigrimos， Kalogriande. 

warta， warta， wie fi drungen， 

die riter von der tavelrunden， 

einr vurn ander ze vrumkeit. 

kint， lat iuch niht an trakeit 

und volget vrumer liute lere， 

des komt ir ze grδzer ere. 

irn fult hern Key volgen niht 

von dem mir vil unwirde gefchiht: 

der tuot mir allenthalben not. 

ja ift her Key noch niht tot 

und hat dar zuo erben vil: 

ichn weiz war ich mich keren wil. 

finiu kint heizent alfam er: 

e was ein Key， nu ift ir mer. 

ez fchint daz Parzival nien lebet， 

wan der her Key nach eren ftrebet 

mit luge und mit unftatekeit， 

mit fpotte und mit fchalkeit. 

gelouben fult ir mir ein mare， 

ob ichz Parzival ware， 

-10 -
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daz ich etlichen Key ftache 

daz ich im ein rippe noch zebrache. 

ouwe， wa biftu Parzival? 

wan war noch inder dehein gral 

und [tuende er umb einn phenninc phant， 

in erloft niht Keyes hant.6) 

〈生まれ高貴な若者らは，ガーヴアイン，クリーエス，エーレク，

イーヴァインについて聞くべきだ。そしてガーヴァインの清らか

な徳操に，なにからなにまで倣って，自分の青春を正しくしなさ

い。あなた方の前にとても立派な教えを掲げる，高貴な王様アル

トゥースに従いなさい。更に，立派な英雄カール大帝をも，あな

た方の心に留めなさい。そしてあなた方の青春を堕落させないよ

うにしなさい。アレクサンダ一大王の徳操のことも思いなさい。

礼儀作法の点では，トリスタン，セグレモス，カーログレナント

に従いなさい。気をつけてよく見よ，なんとまあ円卓騎士達は，

先を争って手柄をたてようと急いだことか。若者らよ，怠惰に身

をまかせずに，立派な人々の教えに従いなさい。そうすれば，あ

なた方は大きな名誉を得ることができる。但しカイ殿に従つては

ならない。彼のせいで，私の身に多くの恥辱がふりかかるのだか

ら。彼はあらゆる点で，私を窮地に陥れる。まことにカイ殿は，

まだ死んでいないし，それどころか彼の跡継ぎが数多くいるのだ。

それにしても私は，いずこへ向かおうとしているのかわからぬ。

彼の跡を継ぐ者らは，彼と同じ名前である。以前カイは一人であ

ったが，今ではもっと多くのカイがいる。パルツィヴァルは，今

はもうこの世にいないと思われる。というのは，カイ殿が嘘，心

変わり，恥辱，技摘さによって，名誉を求めようとしているから。

あなた方は，私の話を信ずるべきだ。私がパlレツィヴアノレなら，
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カイの一人を刺し貫いて，その肋骨を粉々にするであろうという

話を。ああ悲しいかな，パルツィヴア/レは今いずこ。というのは，

まだどこかに聖杯が存在していても，それが一ペニヒの抵当にで

も入っていれば，カイの手はその聖杯を救い出すことはしないで

あろうから。〉

詩人は，アルトゥース王の円卓騎士達の中で，特にガーヴァインに徳操

の理想、型を見ており .アレクサンダ一大王の徳操も，それと同列に置く。

若者らは，高貴な騎士のすぐれた徳操に倣って，ともすると悪の道にそれ

ていきがちな青春を，常に正しくしていくべきである。そのために，立派

な教えを示してくれるアルトゥース王と，勇敢な英雄カール大帝をも，生

き方の模範とすべきである。この両者を手本と何ぐ限り，青春を堕落させ

ることはない。宮廷的礼儀作法の点では，トリスタ ン，セグレモス，カー

ログレナントの三騎士に，その理想型を見る。いかなる場合にも，宮廷的

な晴みを忘れたことがない騎士達である。若い頃から怠惰に身をまかせず

に，十分に人格を陶冶すべく厳しい修錬に耐え，常に名誉を求めて模範に

倣ってきたからである。この騎士達の対極に置かれるのが.徳操とは無縁

のせっかちな騎士カイである。いつも不名誉きわまりない行動に走るカイ

がひとたび動けば，まわりの人々に必ず損害をもたらす。もし若者が.彼

の一端でも手本にするようなことがあれば，堕落の一途をたどることにな

る。若者達に，真似ることがないようにと，詩人は厳しく警戒を呼びかけ

る。この不徳の騎士カイの対極に置かれるのが.聖杯騎士のパルツィ ヴア

ルである。これほど高い徳操を体現し，宮廷的礼儀作法を身に備えた騎士

は，もう今の世にはどこにもいないと言う。悪貨が良貨を駆逐する如く，

カイの生き方に倣う若者があまりに多くはびこって，パルツィヴァルのよ

うな徳操高き生き方に倣う者がいなくなった。カイは平気で嘘をっき，技
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滑に振る舞つてはその場しのぎをする。誠実さを重んずることなく，たび

たび心変わりを見せ，名誉を求めても結果は恥辱そのもの。このように野

蛮な輩が閤歩する世の中に，徳操高き清らかなパルツイヴアルの活動する

場は，到底見つからぬ。

これに続いて Thomasinは，若者が官険物語から，騎士として何が重

要であるかを学び取るべきであると力説する。官険物語はフィクションで

はあるが.宮廷的礼儀作法を理解させ，それを習得させる機能をもっ。で

きることなら，みじんも偽り言のない真実の話によって，礼儀作法や道徳

心を高める方が望ましい。しかしそれができない場合には，フィクショシ

でも十分にその機能を果すことが可能であると，詩人は確信をもって言

う:

Ir habt nu vernomen wol 

waz ein kint harn und le[en [01. 

ave die ze finne komen fint 

die f uln anders dann ein kint 

gemeiftert werden， daz ift war. 

wan fi fuln verlazen gar 

diu fpel diu niht war fint: 

da mit fin gemuet diu kint. 

ich enfchilte deheinen man 

der aventiure tihten kan: 

die aventiure die fint guot， 

wan fi bereitent kindes muot. 

f wer niht vurbaz kan vernemen， 

der fol da bi ouch bilde nemen. 

fwer fchriben kan， der fol fchriben; 

fwer malen kan， der fol beliben 

ouch da mit; ein ieglicher fol 

tuon daz er kan tuon wol. 
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von dem gemalten bilde fint 

der gebOre und daz kint 

gevreuwet oft; [wer niht enkan 

ver[ten [waz ein biderb man 

an der [chrift verften [01， 

dem fi mit den bilden wo1. 

der pfaffe [ehe die [chrift an， 

fδ[01 der ungelerte man 

diu bilde [ehen， fit im niht 

diu [chrift zerkennen ge[chiht. 

daz felbe [01 tuon ein man 

der tiefe finne niht ver[ten kan， 

der [01 die aventiure le[en 

und laz im wol dermite we[en， 

wan er vindet ouch da inne 

daz im bezzert fine finne， 

[wenner vurbaz ver[ten mac， 

[o verlies niht finen tac 

an der aventiure mare. 

er foI voIgen der zuht lere 

und finne unde warheit. 

die aventiure [int gekleit 

dicke mit Iuge harte [chone: 

diu luge ift ir gezierde krone. 

ich [chilt die aventiure niht， 

[wie uns ze liegen ge[chiht 

von der aventiure rat， 

wan fi bezeichenunge hat 

der zuht unde der warheit: 

daz war man mit luge kleit. 

ein hulzin bilde i[t niht ein man: 

[wer ave iht verften kan， 

der mac daz verften wol 

daz ez einen man bezeichen [01. 

fint die aventiur niht war， 
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fi bezeichent doch vil gar 

waz ein ieglich man tuon 101 

der nach vrUmkeit wi1 1eben woJ.7> 

〈未熟者が何を聞き何を読むべきかを，今あなた方は確かに知っ

た。しかし分別ある人々は，未熟者とは異なった方法で導かれる

べきである。これは本当のことだ。というのは，分別を身につけ

た人々は，真実ではない話をすべて振り捨てるべきだから。しか

し未熟者らは，真実ではない話にも心を向けるがよい。官険物語

を作るすべを心得ている人を 私は非難するつもりはない。官険

物語は結構なものである。というのは，それは未熟者に，心の準

備をさせるものだから。これ以上のものがわからない人は，その

場合，絵も手にとるべし。文章をものする人は，書きなさい。絵

を描ける人も，いつまでも描きなさい。誰もが.自分にうまくで

きる仕事をすべきだ。百姓と未熟者は，描かれた絵を見て，しば

しば喜びを得る。立派な人が書物で理解すべきことを理解できな

い人は，絵で満足しなさい。司祭は書物をよく読むべし。しかし

教育のない人は，絵を見るべきだ。なぜなら，教育のない人は，

書物を解するすべを知らないのだ、から。深い意味を悟れない人も，

同じようにすべきである。官険物語を読むべきだし，それによっ

て幸せになれるようにせよ。という のは，彼もまたその中に，自

分の分別をより良くしてくれるものを発見できるからだ。彼にそ

れ以上の理解能力がある場合には，冒険物語で日々を無駄にする

なかれ。噌の教え，分別そして真実に従うべきである。冒険物語

は，しばしば嘘で見事に飾られている。ともあれ嘘は，冒険物語

を飾る最高のものである。冒険物語に促されて，私達はつい嘘を

つくのではあるが.それでも私は.冒険物語を非難するつもりは

に
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ない。それは噌と真実を，比喰的に表しているものであるからだ。

真実は，嘘でくるまれている。木に彫られた人物像は，実際の人

ではない。しかし，いやしくも物を解せる人なら，その彫刻が人

を表していることを，充分に理解できる。官険物語は真実を語つ

てはいなくても，立派に暮らそうとする人の誰もが何をなすべき

かを，十分に教えてくれるものなのだ。〉

わが国では，教育を十分に受けられなかった多くの俗人達は，中国伝来

の仏典のみならず，邦語で書かれた解説さえも直接読み解くことができな

いため，絵巻物を見ることによって，仏教が説くところを視覚的に理解し

た。その事情はヨーロツパでも同様である。その場合，民衆の興味をかき

たて心を強く引きつけるために，そしてよりよく理解させるために，いき

おい嘘も方便というべき方法をとった。徳操高き立派な人になるように導

く場合，経験未熟な若者と分別盛りの大人とでは，おのずからその方法が

異なる。分別の備わっている人には，作り事を避けて，ひとえに真実を求

めさせるべきである。冒険物語は作り事によって飾られたものだから.で

きる限りこれを避けて，噌の教え，分別，真実の 3つに従って行動させる

のが望ましい。それに対してまだ分別の備わっていない経験未熟な者には，

官険物語を聴かせて，そこに登場する騎士の正しい振る舞いと，その模範

的な生き方に倣わせるべきである。そのようにすれば，官険物語ですら十

分に人々を教化するのに役立つ。更に，教育のない百姓や未熟者などには，

絵を見て真実の意味を理解する方法もある。絵は真実そのままを写し出す

ものではないが，描いた人の意図するところを，その絵から汲み取ること

はできる。木彫についても同様である。人物像は，その人をありのままに

表現できるものではないから嘘と言ってよいが.しかしその像が何を表し

ているかは，誰にでもおよそのところは理解できる。冒険物語も同様であ
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る。いくらかの真実はあっても，それは本来作り事であって，嘘でくるま

れたものであるから，やはり嘘の産物である。それにもかかわらず，登場

する立派な騎士達の生き方は，未熟者にとっては模範となりうる。冒険物

語はフィクションではあっても，人々を十分に教化するはたらきをするも

のである。しかし，詩人がここで最も強く主張しているのは，絵によって

理解する初期の段階から早く脱け出ることである。そして更に，フィクシ

ョンである物語から教えを得る段階をも早く終え，若い時から十分に分別

を備えながら，早く真実のみを求めるように努めることである。徳操は，

嘘によってではなく真実によってこそ 飛躍的に高められるからである。

V 12世紀中噴のドイツで， Pfaffe Lamprechtは，かつて最も大きな人

望を集めたアレクサンダー大王の，偉大な事蹟を讃える歌を作った。これ

は古代フランス語の原典を改作し敷街したものではあるが.古代世界の異

教的な素材が.この歌によって初めてドイツに輸入された記念碑的作品で

ある。若い噴のアレクサンダーの，帝王学とかなり重なり合う騎士として

の教育が.どのようになされたのかを述べたのが.次の一節である:

N U hdret， wi er sih fure nam: 

swa ein frumich riter zo ime quam， 

den bot er lib unde gut 

unde ne karte neheinen sinen mut 

an neheinen tumben man; 

vil harte wol im daz gezam. 

ime was sin gebare， 

als er ein furste ware 

ubir alliz ertriche. 

ih sage U werliche: 

die meistere， di er do gwan， 

巧
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di waren cunstige man. 

si begunden in wisheit leren 

und zugen in ze grδzen eren. 

si larten ime striten 

und vermezzenlichen riten 

in sturm unde in volcwich， 

sδdaz is nie ne wart sin gelich. 

der liste di er von in gwan， 

der wart er en vil vorneme man.8) 

〈アレクサンダーがどのように振る舞ったかを，さあ聞きなさい。

立派な騎士が彼の所を訪れると，彼はその騎士に命も財貨も捧げ

るが.経験未熟な者には，全く構うことがなかった。これは彼に，

とても似つかわしい振る舞いで 地上のあらゆる王国を支配する

帝王のま日き振る舞いであった。本当のことを言おう。その当時，

彼につけられていた教師達は博学な人々で，彼に様々な知識を教

え，大きな名誉が得られる生活をするように指導した。更に，戦

の仕方や，激戦の中を勇猛果敢に馬で斬り込んでいく方法も教え

たので，その点、で彼と肩を並べられる勇士はひとりもいなかった。

教師達から授けてもらった知識によって，彼は極めて秀でた勇士

になった。〉

Der eriste meister sin 

der lartin kriechisch und latin 

und scriben ane pergemint. 

noh dan was er ein lutzil kint. 

und lartin vil manige buch 

und andire wisheit genuch. 

Sin meister， den er dar nah gwan， 
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der lartin wol mOsicam 

und lartin di seiten zihen， 

daz alle tδne dar inne gihen， 

rotten unde der liren clanc， 

und von ime selben heben den sanc. 

Der dritte frumete ime wole: 

er lartin a11ir dinge zale 

unde lartin al di wisheit， 

wi verre diu sunne von dem manen geit; 

unde lartin ouh di list， 

wi verre von den wazzeren zo den himelen ist. 

Der meister， den er do gwan， 

was Aristotiles der wise man 

der lartin alle di cundicheit， 

wi der himel umbe geit， 

und stach ime di list in sinen gedanc 

zerkennene daz gestirne und sinen ganc， 

da sih di wisen veren mite bewarint， 

da si in dem tiefen mere varint.9
) 

〈アレクサンダーの最初の教師は，ギリシャ語とラテン語を，更

に羊皮紙に書き記すことも教えた。アレクサンダーがまだ小さな

少年であった頃のことである。教師は更に，古今東西の書物の解

説をし，他の様々な知識も伝授した。

彼が次に師事した教師は，音楽一般と，すべての音が正し く響

き合うように弦の調律をする方法，そしてロッテやリラを演奏し

自らも歌う方法を指導した。

三番目の教師も，十分に彼の役に立った。すべての物の数え方

や，太陽が月からどれほど離れて運行しているかという知識一切，

更に，海から天までどれくらいの距離があるかといったことも教

授した。

ハヨ
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彼が師事した次の教師は，賢明なアリストテレスであった。こ

の教師は，天がどのように回転しているかという知識一切を授け.

更に，天体とその運行を知るための技術も，彼の記憶に植えつけ

た。賢い船乗り達は，天体のこのような運行を観察することによ

って，外海を航行するときも安全でいられるのだ。〉

Einen meister gwan er abir sint 

Alexander daz edele kint， 

der lartin mit gewefene varen， 

wi er sih mit einem schilde solde bewarn， 

und wi er sin sper solde tragen 

zo deme， dem er wolde schaden， 

und wi er den erkiesen mohte 

und gestechen， alsiz ime tohte; 

und alse der stich were getan， 

wi er zδdem swerte solde van 

und da mite kundicliche slege slan， 

und wi er sinen viant solde van， 

und wi er sih selben solde bewaren 

vor allen， di ime woldin schaden; 

und wi er sinen vianden lagen solde， 

di er danne untwirken wolde， 

und wi er zδden riteren solde gebaren 

zδdiu daz si ime willich waren. 

Der sehste bestunt in mit grδzen witzen 

und lartin ze dinge sitzen 

und lartin， wi er daz irdehte， 

wi er von dem unrehten beschiede daz rehte， 

und wi er lantreht bescheiden kunde 

allen den er is gunde. 

Umbe daz und vil manich ander 

alsus wart daz kint Alexander 

listic， gwaldich unde balt. 

nu 
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nu allir erist was er zwelif jar alt.10) 

〈しかし高貴な王家の子供であるアレクサンダーは，後にもう一

人の教師についた。その教師が教えたのは，武具・武器の扱い方

であった。どのようにして楯で身を守ったらよいか.刺し貫きた

い敵に向かつて，槍をどのように携えていくか.どのようにして

敵を思いのままに狙って刺し貫くか どのようにして万に手をか

け，巧みに太万をあびせたらよいか，どのようにして敵を捕える

か，こちらを打ち負かそうとするすべての敵から，どのようにし

て身を守るか，根こそぎ打ち倒してやりたい敵どもを，どのよう

に待ち伏せするか.そして騎士達を臣従させるためには，彼らに

対してどのように振る舞えばよいかということを。

6番目の教師は，アレクサンダーに移しい専門知識を授け，裁

きの方法を教えた。どのように熟考し，正しいことを不正からど

のようにして区別したらよいか.そしてラント法に従って裁く方

がふさわしいと思われる場合には どのようにしてすべての人々

を，その法に従って裁くべきかということを。

このようにあれこれ多くの方法によって，少年アレクサンダー

は，賢く，たくましく，そして勇敢に育っていった。そのとき彼

は，やっと 12歳になったばかりであった。〉

アレクサンダーは少年の頃から.もうすでに地上のすべての国々を支配

するだけの分別を備えていた。立派な騎士が訪れると，命や財貨すべてを

投げ出してまでも歓待するが.経験未熟な人や卑しい心をもっ人には，自

分の心を決して向けることはなかった。自分にとって模範となる人にのみ，

その目を向ける。彼のこの態度に，すでに大きな向上心が表れており.大
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王としての片鱗がそこに見てとれる。彼は幼少の頃から，幾人もの教養の

豊かな博学な家庭教師について，帝王学をおさめた。ここで述べられる帝

王学としての知識と技術は，そのまま中世の一般の騎士もまた，必ず身に

備えるべきものであった。すなわち帝王になるべく生まれついた人も，や

はり騎士道の修業を積まなければならぬ。十分な知識を蓄える者のみが，

難局に際して臨機応変の行動がとれるからだ。古きを温めて新しきを知る

のは，いつの時代にも必要なこと。古今東西の多くの深い知識をもとに，

自らの行動を他の範となるべく正し 将来の国の展望をきり聞きつつ.臣

民を正しく導いていく。それができて初めて，王としての大きな名誉を獲

得することができる。戦争に参加するとき，しかも激戦となったときにこ

そ，特に騎士の真価が問われる。騎士は常に勇猛果敢に振る舞わねばなら

ないから，どれほど激戦になっても臆病風に吹かれではならぬ。敵陣の中

へでも斬り込んでいくほどの勇気が要求される。その際，武具の扱い方，

馬の乗り方など，習得すべき事柄は多い。これらの方法を修得するのも，

アレクサンダーは実に早く巧みであったので，若くして誰よりも優れた勇

士に育っていった。

第 lの家庭教師は，アレクサンダーに古典語のギリシャ語とラテン語を

教える。豊かな文化を育んできた古代ギリシャとローマの言葉を知らない

者は，教養人とは言いがたい。まして王者としての資格はない者である。

彼は古今東西の書物を読み解く力を身につけると同時に，書く技術も習得

したが，当時，紙はまだほとんど製造されておらず，羊の皮をうすくなめ

したものが紙の代用になった。第2の家庭教師は，音楽一般の知識を授け

るとともに，ロッテやリラなどの弦楽器の調律の方法と，その演奏の仕方，

更に歌い方をも指導した。音楽が重要視されるのは，それによって象徴的

に神の摂理が直観できるという考え方に基づく。第3の家庭教師は，算術

や天文学を教えた。まだ羅針盤の存在していないとの噴，はるか海の彼方

n
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の国へ航海する際には，天体の位置と運行を知ることは，必須不可欠の知

識であった。算術に堪能で，距離，時間 重量などを計算できなくては，

国の政治や経済を，王として指導していくことはできない。第4の家庭教

師は，アリストテレスである。詩人の見方からすれば，現代の学問体系の

中で評価されるほどには，この学者は高い評価を得ていない。彼はこれま

での家庭教師よりももっと詳しく，天体の運行について教えたが.しかし

これは地動説ではなくて，天動説であった。精巧な天体望遠鏡が，まだ作

られていなかった時代のことである。第 5の家庭教師は，武具の扱い方を

教えた。楯，槍，万のそれぞれについて，最も合理的な扱い方がある。戦

いの状況に応じた扱い方を，詳しく綿密に修得しなければならない。自分

と同じように武具を扱う技術と知識を身につけた騎士達を，一定の秩序の

もとに従わせ統率するためには，王としてどのようにリーダーシップを発

揮すべきかも教えた。第6の家庭教師は，様々な専門知識を授けるととも

に，裁判のやり方も教えた。不正を裁くには，まずそれを正しいことから

区別しな砂ればならぬ。王たる者は，法のもとに裁く べし。当時の法の基

礎であったラント法に従うのがふさわしい事件の場合には，その法に従う

のがよいと勧める。法治国家の萌芽は，すでにここに見られる。アレクサ

ンダーは，弱冠 12歳でもうすでに，古今東西の書籍の知識や，諸々の科

学技術を身につけたという。修得する早さも，騎士にとっては一つの評価

基準である。

VI. 12世紀初め噴のドイツにおいて.Gottfried von Strasburgは，その

有名な作品 Tristanund Isoldeの中で，主人公のトリスタ ンが騎士に成

長していく過程を，詳しく描き出す。勇士リヴァリーンが戦死してから，

彼とプランシェフルールとの聞に生まれた子供を，家臣のルーアJレが引き

取る。亡き王の子供であることが知れると，殺害される危険が大きいので，
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彼はこの孤児を自分の子と偽って育てた。洗礼が施され，トリスタ ンと命

名された主人公は，初めの 7年間をルーアル夫妻のもとで養育され，その

後は明敏な家庭教師をつけて 修行のために外国へ送られる。騎士として

の修行が始まった噴の様子は，次のように描かれる:

Nu daz daz kint getoufet wart， 

nach cristenlichem site bewart， 

diu tugende riche marschalkin 

nam aber ir liebez kindelin 

in ir vil heinliche pflege: 

si wolte wizzen alle wege 

und sehen， ob ime sin sache 

stuende ze gemache. 

sin sueziu muoter leite an in 

mit also suezem vlize ir sin， 

daz sime des niht engunde， 

daz er ze keiner stunde 

unsanfte nider trate. 

Nu si daz mit im hate 

getriben unz an sin sibende jar， 

daz er wol rede und ouch gebar 

vernemen kunde und ouch vernam， 

sin vater der marschalc in do nam 

und bevalch in einem wisen man: 

mit dem sander in iesa dan 

durch vremede sprache in vremediu lant; 

und daz er aber al zehant 

der buoche lere an vienge 

und den ouch mite gienge 

vor aller slahte lere. 

daz was sin erstiu kere 

uz siner vriheite: 

do trater in daz geleite 
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betwungenlicher sorgen， 

die ime da vor verborgen 

und vor behalten waren.11) 

〈その子(トリスタン)が洗礼を受け キリスト教のしきたりに

従って秘蹟(サクラメント)が行われてから，徳操高き主馬頭夫

人は，彼女の愛するこの子のねんごろな育児を再び引き受けた。

その子が快適にしているかどうかを 彼女はいつも知りたがった

し見たがった。この子の優しい母は，彼がただの一度でも転んで

痛い目にあうことを許さないほど熱心に，その子に全身全霊を傾

けた。彼が話し方や立ち居振る舞いの仕方を十分に心得て.実際

またそのようにするのを， 7歳になるまでに彼女がしつけると，

主馬頭である父は，ある賢い人の手にこの子を委ねた。父は子に

外国語を学ばせるために，早速その賢い人をつけて，子を外国へ

送り出した。しかしこれは，書物の勉強をすぐに始めてもらうた

めと，どんな勉強よりも書物にたずさわってもらうためであった。

これは，彼の自由からの初めての踏み出しであった。そのとき彼

は，これまで彼の前から姿を隠し棚上げされていたのに，今は強

制によって抱かされている憂いと，道連れになってしまった。〉

in den uf bluenden jaren， 

do al sin wunne solte enstan， 

do er mit vrouden solte gan 

in sines lebenes begin， 

do was sin beste leben hin: 

do er mit vrouden bluen began， 

do viel der sorgen rife in an， 

der maneger jugent schaden tuot， 

und darte im siner vrouden bluot. 
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in siner ersten vriheit 

wart al sin vriheit hin geleit: 

der buoche lere und ir getwanc 

was smer sorgen anevanc; 

und iedoch do er ir began， 

do leite er sinen sin dar an 

und sinen vliz so sξre， 

daz er der buoche mere 

gelernete in so kurzer zit 

dan ie kein kint e oder sit. 

Under disen zwein lernungen 

der buoche unde der zungen 

so vertet er siner stunde vil 

an iegelichem seitspil: 

da kerte er spate unde vruo 

sin emezekeit so sere zuo， 

biz er es wunder kunde 

er lernete alle stunde 

hiute diz， morgen daz， 

hiure wol， ze jare baz.12) 

〈彼のすべての喜びが生まれ出ょうとし 彼が大喜びで人生を始

めようとしたとき，つまり花の咲きはじめる年噴に，彼の最も素

晴らしい人生は終ったのだ。彼が大喜びで花を開こうとしたとき，

多くの人々の青春を踏みにじるその憂いの霜が，彼を襲って喜び

の花を枯らした。初めて自由を得たのに すべての彼の自由はそ

のとき失われた。書物の勉強とその重荷は，彼の憂いのはじまり

であった。ところが，彼が書物の勉強を始めると，全身全霊をと

ても激しくそれに傾注したので 彼は後にも先にもどの子供もで

きなかったほどに多くの書物を きわめて短期間のうちに習得し

たのであった。書物の勉強と外国語の習得という二種類の勉学の

po 
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かたわら，彼は自分のもてる多くの時聞を，あらゆる弦楽器の演

奏に費した。見事に演奏ができるようになるまで，彼は朝から晩

まで，弦楽器の演奏に全精力を傾注した。彼は四六時中，今日は

この楽器，明日はあの楽器と訓練を積み.今年は上手，次の年は

もっと上手という具合いに 年とともに次第に腕が上がっていっ

た。〉

uber diz allez lernet er 

mit dem schilte und mit dem sper 

behendecliche riten， 

daz ors ze beiden siten 

bescheidenliche rueren， 

von sprunge ez vreche vueren， 

turnieren und leisieren， 

mit schenkeln sambelieren 

reht und nach ritterlichem site. 

hie banket er sich ofte mite. 

wol schirmen， starke ringen， 

wol loufen， sere springen， 

dar zuo schiezen den schaft， 

daz tet er wol nach siner craft 

ouch hare wir diz mare sagen， 

ezn gelernete birsen unde jagen 

nie kein man so wol so er， 

ez ware dirre oder der. 

aller hande hovespil 

diu tet er wol und kunde ir vil. 

ouch was er an dem libe， 

daz jungelinc von wibe 

nie saleclicher wart geborn. 

sin dinc was allez uz erkorn 

beid an dem muote und an den siten. 

ヴ
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nu was aber diu salde undersniten 

mit werndem schaden， als ich ez las， 

wan er leider arbeitsalic was.13
) 

〈これらすべての勉学や習い事のほかに，彼は楯と槍をもって巧

みに馬を乗り回す方法や，馬を見事に左右に操る方法，馬を大胆

に跳躍させたり，ぐるぐる円を描くように走らせたり.手綱を緩

めて一目散に走らせたり.太腿ではさみこむように圧して，正し

く騎士らしいやり方で御する方法などを学び取った。彼はしばし

ばこういう風に動かして，乗馬に打ち興じたのである。見事に防

御したり，激しく格闘すること ，すばやく走ったり，大きく跳ん

だり，そのうえ槍を投げることも。これらの技を，彼は力の限り

見事にこなした。またこの物語が伝えるところによると，およそ

誰であれ彼ほど見事に，狩り出し猟や追い立て猟を習得した者は

いないということだ。あらゆる種類の宮廷の遊びを，彼は見事に

やってのけ.またそれらの多くに通暁していた。また肉体の点で

も，彼以上に神の祝福を受けて生まれた若者は.これまでいたた

めしがないほど立派であった。彼に関することは，心ばえでも礼

儀作法でも，すべてが傑出していた。しかし私が原典で読んだと

ころによると ，今や彼の幸福は，絶え間のない不幸と混ぜ合わさ

れていた。というのは.彼は悲しいことに，苦しみの祝福をうけ

ていたからである。〉

Nu sin vierzehende jar vur kam， 

der marschalc in hin heim do nam 

und hiez in zallen ziten 

varn unde riten， 

erkunnen liute unde lant， 
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durch daz im rehte wurde erkant， 

wie des landes site ware. 

diz tet der lobebare 

so lobelichen unde also， 

daz in den ziten unde do 

in allem dem riche 

nie kint so tugentliche 

gelebete alse Tristan.14
) 

〈トリスタンが 14歳になったとき.主馬頭は彼を故郷へつれて

帰り，領国の風習がどのようであるのかを正しく知ってもらうた

めに，絶えず彼を徒歩や馬で見て回らせ 領民と領国を熟知させ

た。殊勝なトリスタンは，父が命ずることを，称賛に値するほど

熱心に実行したので，その当時，国全体の中でも，彼ほど徳操高

き暮らしをした者は，誰ひとりいなかった。徳操にのみ自分の心

が向いており，あらゆる不徳を嫌う立派な人に対して，世間の

人々は皆当然そうするように，トリスタンに対しでもやはり，好

意のまなざしをそそぎ，敬愛の心を抱いたのであるJ

王あるいは騎士になるべく生まれついている者は，洗礼をはじめとする

秘蹟(サクラメント)を受けなければならぬ。それが済んだ後で，ある程

度の話し方や立ち居振る舞いができるようになると，騎士になるための修

業が早速始められる。その場合，初歩的な一般教育は，身分の高い者は家

庭教師から，そうでない者は修道院付属の学校で受ける。トリスタンは，

まず家庭教師をつけて外国へ送り出され，外国語を学ぶことによって，古

今東西の書物を播く訓練を積まされた。親権者から離れて，やっと自由を

謡歌できるようになったときから，皮肉なことに厳しい騎士の修業が始ま

る。自由は，若者の放縦をもたらすのではなくて，騎士修業の強制と，そ
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れに伴う憂いをもたらした。外国の書物を自分で読み解く能力とともに，

音楽の素養も重要視される。ロッテやリラなどの弦楽器を見事に演奏でき

なければ，立派な騎士とはみなされない。トリスタ ンは，音楽についても

みるみるうちに腕をあげていった。騎士としては当然ながら，武具・武器

の扱い方や，馬を乗り回す技術も覚えなければならぬ。更に，戦場での防

御と格闘の仕方，疾走，跳躍，槍投げについても，十分にその技術を習得

する必要がある。それらに加えて，狩りの方法，宮廷で行なわれるチェス

やカードなどの遊びにも，長けていなければならぬ。肉体美についても，

平素から鍛錬を欠かさず，筋骨隆々たる美しさを保つことが求められる。

しかし，それ以上に求められるものは，心ばえと礼儀作法である。いかな

る苦難に直面しでも.敢然とそれに立ち向かう勇気，惜しみなく財貨を分

かち与えるだけの，気前よさに裏うちされた大きな心，物腰と言葉に援と

上品さが感じられる宮廷的作法。これらがすべて一身に体現されるとき，

人々の尊敬を集め，大きな名誉となる徳操が生まれる。高い徳操が騎士の

目ざす最後的目標であり， トリスタ ンは，他のどの騎士よりも徳操高い暮

らしができたので，世のすべての人々の好意と尊敬を集めることができた。

これは，詩人が主人公に与える最大の讃辞である。

刊.中世のドイツで，大衆に最 も好まれた作品に.W olfram von 

Eschenbachの Parzivalがある。 13世紀はじめ頃に作られたとされる宮

廷叙事詩である。主人公パルツィ ヴアルの父王が死んだ後，母親のヘルツ

エロイデは，息子に夫とは違った人生を歩ませるため，彼を騎士の社会か

ら遠ざけて，人里離れた森の中に移り住んだ。しかし幼いパノレツィヴアノレ

は，ある日騎士の一行に出会い.自分も騎士として出世をして，アルトゥ

ースの円卓へ赴きたいと母親にせがむ。幾多の苦難を経てから，やっとア

ルトゥースの宮廷にたどりついた。そこで「赤い騎士」と呼ばれるイ テー
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Jレを，騎士が用いない奇妙な投げ槍で倒し，彼の甲宵を身にまとって，見

かけだけは騎士らしくなる。そこから更に，老騎士グルネマンツの城に到

達する。白髪の人に教えを請うようにとの母の教え通り，パルツィヴアル

はそこで騎士道を修めることになる。城主グlレネマンツはこの若い客に

騎士について次のように教え諭す:

habt iuch an minen rat: 

der scheidet iuch von missetat. 

sus heb ich an: lats iuch gezemn. 

ir sult niemer iuch verschemn. 

verschamter lip， waz touc der mer? 

der wont in der m1lze rer， 

da im werdekeit entriset 

unde in gein der helle wiset. 

ir tragt geschickede unde schin， 

ir mugt wol volkes herre sin. 

ist hoch und haht sich iwer art， 

lat iweren willen des bewart， 

iuch sol erbarmen nδtec her: 

gein des kumber sit ze wer 

mit milte und mit guete: 

vlizet iuch diemuete. 

der kumberhafte werde man 

wol mit schame ringen kan 

(daz ist ein unsuez arbeit): 

dem sult ir helfe sin bereit. 

swenne ir dem tuot kumbers buoz， 

so nahet iu der gotes gruoz. 

im ist noch wirs dan den die gent 

nach porte alda diu venster stent. 

Ir sult bescheidenliche 

sin arm unde riche. 

wan swa der herre gar vertuot， 
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daz ist niht herlicher muot: 

sament er ab schaz ze sere， 

daz sint och unere.15l 

〈私の助言に従いなさい。この助言は そなたを悪から引き離し

てくれる。きあ話を始めよう。しかるべき態度でよく聴きなさい。

あなたは決して恥じらいを忘れてはならぬ。恥じらいを失った人

は，なんの役に立とうか。そのような人は，いわば鳥の羽がはえ

かわって落ちるように，そこで名誉がすり抜けて落ち，地獄に向

かうのだ。あなたは美しい体と美しい容貌を備えている。一族の

長になることもできょう。あなたが今身分高くても，これから身

分高くなっても，心踊ることなく，数多の困っている人々を憐れ

まなければならぬ。その人達の苦しみに対しては，あなたの気前

よさとやさしさで守ってあげなさい。謙虚であるように努めよ。

立派な人は困窮しでも，恥辱と戦うすべを心得ている。それはひ

どく苦しいことだ。このような人を，すすんで助けなさい。その

人のために苦しみの償いをしてあげるなら，神の御挨拶があなた

に近づく。そのような人は，窓辺にまでパンを求めて乞食をする

人々よりも，もっと惨めなのだ。あなたは深く思慮して，ときに

貧乏人に，ときに金持ちになりなさい。というのは，主君がすっ

かり浪費してしまうなら，それは主君らしい心ばえではないし，

そうだからといって，金の亡者になりきるのも不名誉なことであ

るからだ。〉

gebt rehter maze ir orden. 

ich pin wol innen worden 

daz ir rates durftic sit: 

η
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nu lat der unfuoge ir strit. 

irn sult niht vil gevragen: 

ouch sol iuch niht betragen 

bedahter gegenrede， diu ge 

reht a1s jenes vragen ste， 

der iuch wil mit worten spehen. 

ir kunnet haren unde sehen， 

entseben unde drahen: 

daz solt iuch witzen nahen 

1at derbarme bi der vravel s1n. 

sus tuot mir rates volge schin. 

an swem ir strites sicherheit 

beza1t， ern hab iu solhiu leit 

getan diu herzen kumber wesn， 

die nemt， und 1azet in genesn. 

ir muezet dicke wapen tragn: 

so'z von iu kom， daz ir getwagen 

undr ougen unde an handen sit， 

des ist nach isers rame zit. 

so wert ir minneclich gevar: 

des nement wibes ougen war.16) 

〈正しい節度に秩序を与えよ。私は，あなたが助言を必要として

いることに，しかと気がついていた。さあ，無礼な振る舞いをや

めなさい。みだりに物を尋ねてはいけない。だが言葉であなたの

気持ちを探ろうとする人の質問には 適切でよく考えられた返答

をすることも，嫌がってはならぬ。あなたは，見たり聞いたり，

味わったり嘆いだりするすべを心得ているのだから，このような

感覚によって，あなたを分別に近づけなさい。勇気とならんで憐

れみの心も放っておいてはならぬ。助言に従う態度を，私に見せ

なさい。あなたが戦いで恭順を要求する敵が.心痛と言えるよう

な苦しみをあなたに与えたのでなければ，服従の申し出を受け入
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れ，敵を生かしておきなさい。あなたはしばしば甲宵を身にっけ

なければならぬが.それを脱いだら，目の下や手をよく洗うがよ

い。武具の錆がついているから。そうすれば，あなたの体は愛ら

しき色になり，婦人達の目はそれに気づくのです。〉

Sit manlich und wol gemuot: 

daz ist ze werdem prise guot. 

und lat iu liep sin diu wip: 

daz tiwert junges mannes lip. 

gewenket nimmer tag an in: 

daz ist reht manlicher sin 

welt ir in gerne liegen， 

ir muget ir vil betriegen: 

gein werder minne valscher list 

hat gein prise kurze vrist. 

da wirt der slichare klage 

daz durre holz ime hage: 

daz pristet unde krachet: 

der wahtare erwachet. 

ungeverte und hamit， 

dar gedihet manec strit: 

diz mezzet gein der minne. 

diu werde hat sinne， 

gein valsche listecliche kunst: 

swenn ir bejaget ir ungunst， 

so muezet ir guneret sin 

und immer dulten schemeden pin.17
) 

〈雄々しく，心晴れやかでいなさい。それは，立派な称賛を得る

のに役立つ。また御婦人方を愛しなさい。これは若い男の心を高

める。御婦人方に対しては，決して移り気を抱いてはならぬ。そ

れこそ雄々しい心というものだ。御婦人方に嘘を言おうとすれば，

aaτ 
q
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あなたは数多の御婦人をだますことだってできる。立派なミンネ

に対するひどい手練手管は，称賛を楽しむ期聞を短くするものだ。

林の中の枯れ木は.忍び寄ってくる男どもの嘆きの種になる。踏

むとベキッと折れ，ポキッと音をたてて.見張りが目をさますか

ら。道らしき道のない所，棚をめぐらした所では，よく争いが起

こる。ミンネも同様だ。気高い ミンネは，ずるい策略を見抜く目

をもっている。あなたがミンネの不興を被れば，名誉を失い，今

後ずっと恥辱の苦しみを味わうことになる。〉

パルツィヴァルに騎士としての心構えを説くグネルマンツは，まるで厳

父のごとき口調である。騎士たる者は，恥じらいを忘れてはならない。恥

じらいを忘れたときに，名誉も失われるからである。一族の頭になるほど

の者は，堂々たる体躯と美しい容貌も兼ね備えているものである。困って

いる人々を助ける憐れみの心，そして己を常に高めようとする品性も要求

される。苦しんでいる人々を救うために，寛大でやさしい心をもつこと，

そして絶えず謙虚であることも不可欠である。立派な人をすすんで助けよ

うとする人は，神から慈愛あふれる御挨拶をいただける。蓄財をしすぎな

いよう，また浪費も慎むように，節度をわきまえるべし。賢者の助言には

素直に従え。礼儀作法を守らぬ行ないは厳しく禁じられる。人にみだりに

物を尋ねてはならぬが.自分が受ける問いかけには，思慮深い適切な返答

をするがよい。そのためには，何よりも立派な分別を身にっけなければな

らない。倣岸な敵を打ち砕こうとする勇気とともに，恭順の意を示そうと

する敵を赦す慈悲心も，同時に育てていかなければならない。

騎士たる者は，甲胃を身につける機会が少なくないが，それによって汚

れた顔や手を洗い.常に清潔を保つことが要求される。そうすれば，おの

ずから婦人達の目に留まろう。彼女らから称賛を期待するのであれば，

「
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堂々として晴朗な心をもっと同時に その婦人達を正しく愛さなければな

らない。心変りを隠して嘘をつき.婦人をだまそうとすることは，厳に慎

むべきである。邪悪な手練手管を用いて，清らかなミンネを蝶摘するなら ，

称賛はたちまちのうちに消えて，呪いと罵倒に変わる。ミンネにきらわれ

るようでは，名誉を失うのは勿論のこと，生涯にわたって恥辱の苦しみを

味わうことになる。城主がパ1レツィヴァルに大きな期待を寄せて，立派な

騎士になるための心構えを 具体的に草々と説いていく一節である。

四.Hartmann， W olfram， Gottfriedらの詩人によって，宮廷叙事詩の

中で具体的に語られた騎士のイデーは， Thomasin von Zerk1areの格言

詩的な作品の中では，もっと寓意的な表現を与えられる。 Derwe1sche 

Gastの次の一節では，人が神によって祝福され永遠の生を得ょうと望む

なら，節度を守れぬ心，怠惰，菩沓，妬み，怒り.愚かさを，足の下にし

っかりと踏みつけて，絶えず不徳と戦わなければならないと.厳しい忠告

が与えられる:

Swer riter heizet ode ift， 

der fo1 fich ze dirre vrift 

ze wer bereiten harte wol. 

ein ieglich biderbe man fo1 

beidiu an a1ter und an jugent 

fich wafen gegen der untugent. 

in [01 niht dunken ze vi1， 

[wer ze got komen wi1， 

[wie 1ange er hie ftriten [01， 

erget ez im dar an wol. 

[wer dar an gedenken wi1 

daz er gewinnet vreuden vi1 

und fchiuhet groz mue unde 1eit， 
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den fol niht dunken arbeit. 

ob er ftrit mit der untugent 

beidiu an alter und an jugent: 

wan nie dehein kempfe gewan 

fo grδze ere fo der man 

der die untugent Uberkomen 

mac. daz han ich wol vernomen. 

Waz hilfet daz. ob ein man 

ftete unde lant beherten kan. 

den untugent behertet hat 

und der zir gebote ftat? 

fwer untugenden an gefit. 

der ftrit einn riterlichen ftrit. 

ja heize ich daz niht riterfchaft 

daz ein man bricht einen fchaft. 

daz ift riterfchaft gar. 

fwenn man der untugende fchar 

Of die erde beftriuwet nider 

und lat fi niht Of komen wider.18
) 

〈騎士と称される人，あるいは実際に騎士である人は，今しっか

りと悪徳に対して戦う準備をするべきだ。立派な人は誰でも，老

年においても若年においても，不徳に対して武装すべきである。

神のもとに行こうとする人が，この世で不徳とどれほど長い間戦

うことになっても ，その戦いで見事に勝利するなら，その人はこ

れをあまりにも辛いことだと思ってはならぬ。喜びをたくさん得

て，大きな苦しみや悩みを避けようとする人は，老年でも若年で

も不徳と戦うことを，苦しいことだと思うべきではない。という

のは，不徳を打ち負かすことのできる人が行なった戦いほど，大

きな名誉を獲得した戦いは，これまで一度もなかったからだ。そ

のことを，私はしかと聞いた。不徳に支配され，不徳の命令下に

円，.
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置かれている人が.町や国を支配できても，それが何の役に立と

うか。不徳に勝利する人は，騎士の戦いを行なう。まことに私は，

男が槍を折ることを，騎士の振る舞いと言っているのではない。

不徳の群れを大地に散りじりにさせ，二度と芽を出させないよう

にすることが.非の打ち所がない騎士としての振る舞いなのだ。〉

Alfo ich iu vor han ge[eit， 

der untugende [char ift breit. 

ich han iu geteilet gar 

die untugende in vier fchar. 

[wer mit den vier fcharn ftriten [01 

der bedarf gotes helfe wol. 

nu tuo war， edel riter， tuo， 

[i ritent allenthalben zuo. 

Hδhvart ritet， daz ift war， 

ze vorder[t an der er[ten [char; 

Unkiu[che treit ein brinnent [per; 

Erge ift gewafent mit uner; 

Trakeit i[t mit bosheit 

vom houbt unz an die vueze gekleit: 

den vieren volget gar ir her. 

nu wer dich， edel riter， wer! 

ir fchal fol dich niht [chrecken: 

du folt dine tugende wecken， 

daz [i dich wafen gegen in. 

den vanen fol dir geben der Sin， 

daz du diner tugende her 

beleiten kunne[t wol ze wer. 

daz [wert nim du vomme Reht， 

daz du daz krumbe mache[t fleht. 

den fchilt git dir Befcheidenheit 

und den halsperc Sicherheit: 

wan fwelich man be[cheiden ift， 
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der ift ouch ficher zaller vrift. 

Geloube fetzet Qf daz houbet 

den helm dem der da reht geloubet.19) 

〈先にあなた方に話しておいた通り，不徳の群れは大きい。私は

それらの不徳を，すっかり 4つの群れに分けた。これら 4つの不

徳の群れと戦うべき人は，確かに神の助けを必要とする。さあ気

をつけなさい，高貴な騎士よ，気をつけなさい。不徳の群れは至

る所から，馬で攻め寄せて来るのだ。思いあがりが馬でやって来

る これは本当のことだ一一第 1の群れの先頭に立って。不貞

は燃えさかる槍を荷っている。喜音は恥辱で武装している。怠惰

は頭から足先まで，卑しさで飾られている。これらの軍勢はすべ

て. 4つの不徳の群れに従う。さあ身を守れ，高貴な騎士よ，身

を守れ。彼らの轟きに驚くべきではない。あなたの徳操が.不徳

の群れに対してあなたを武装してくれるように，その徳操を目ざ

めさせよ。あなたの徳操の軍勢を，戦えるようにしっかりと率い

ていくために，分別はあなたに戦旗を与えるべきだ。あなたはデ

コボコを平らにするために，正義から剣を受け取りなさい。思慮

深さはあなたに楯をくれるし 堅忍不抜はあなたに鎧をくれる。

というのは.思慮深き人もまた，いつも微動だにしないからだ。

信何は，正しく信仰する人の頭上に，兜を置く。〉

daz werc ift an geloube enwiht: 

der Iip anz houbt ift ouch ze niht. 

daz ros Geding dir geben fol， 

daz du rite[t ane zwivel wol 

under der untugende fchar: 

fi fol dir entwichen gar. 
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die fporn gebe dir Vrumkeit， 

wan du folt niht durch zageheit 

din ros wider ziehen: 

du folt den ftrit nimmer gevliehen. 

Kiufche fol dir den zoum geben， 

du folt dermit rihten din leben: 

man fol fich enthaben wol 

des daz man niht tuon fol. 

den fatel gebe dir Statekeit， 

wan dich fol weder liep noch leit 

neigen weder hin noch her. 

du folt mit der Diumuot fper 

an dem erften poinder fin， 

daz du dich， riter， lazeft fchin.20) 

〈人の行ないは，信何がなくては無に等しい。頭をもたぬ体も無

に等しい。あなたが不徳の群れの聞を，疑いなく馬を見事に進め

られるように，希望があなたに馬を与えるべきだ。そうすれば不

徳の群れは，あなたからすっかり離れていくことになろう。勇敢

さはあなたに，拍車を与えるがよい。というのは，あなたは臆病

のために，自分の馬を引きもどすべきではないからだ。あなたは

戦いから決して逃げるべきではない。節度を守る心は，あなたに

手綱を与えるべきだ。あなたはその手綱を操って，自分の生活を

正しい方向に向けるべきだ。人はすべきでないことを，しかと慎

むべきだ。移り気のない誠実な心は，あなたに鞍を与えるがよし、

というのは，喜びも悲しみも，あなたをあっちへこっちへと動揺

させるべきではないから。騎士よ，あなたは自分の姿がよく見え

るように，慎みの心の槍をもって，突撃する最初の騎士の群れに

いるべきだ。〉
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Du fo1t die UbermUete ftechen 

abe， fo maht du fchier zebrechen 

wo1 der untugende fchar: 

du fo1t fi uberriten gar. 

du [olt mit der Vrumkeit fporn 

Uber graben， tiber dorn 

der Gedinge ros machen fpringen. 

du [olt ez ha1t des betwingen 

daz im berge unde [teine 

und ouch mos fin gemeine. 

Wirf din ros fnellichen 

umbe， wan dir muoz entwichen， 

daz wizze， vor und hinder gar 

der untugende breitiu fchar. 

f war du din ros keren wil 

mit der Kiufche zoum， da mUezen vi1 

untugende vallen， daz ift war. 

ja fo1tu nider treten gar 

Unkiufche unde Trakeit， 

Erge， Nit， Zorn unde Nerrifcheit. 

ob dir fin durft gefchiht， 

du fo1t des fwerts vergezzen niht 

daz du enphienge vomme Reht， 

und mache dermit die wege fleht 

ze beiden [iten unde wit. 

der biderbe man fo1 imme ftrit 

flac uber flac an za1 geben. 

f wer wi1 ewic1ichen 1eben， 

der muoz vehten zaller vrift， 

alfδhie gefchriben ift.21) 

〈あなたは思いあがりの心を，その槍で突き落としてやりなさい。

そうすればあなたはすぐに 不徳の群れを蹴散らすことができる。

あなたは馬に乗って，不徳の群れをすっかり打ち負かしなさい。
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更に，勇敢さの拍車によって，希望の馬を，溝の上や茨の上を跳

ぴ越えさせなさい。あなたは馬に，山や石や沼地に慣れ親しむよ

うに強要すべきだ。あなたの馬の向きを，さっと転じなさい。と

いうのは，あなたの前でも後でも一一このことを知っていなさい

一一不徳の大きな群れは，あなたを避けていなければならないか

ら。あなたが節度を守る手綱によって，あなたの馬の向きを転じ

ようとする所では，多くの不徳が討ち死にすることになるのだ。

このことは本当である。まことにあなたは，節度を守れぬ心，怠

惰，喜音，妬み，怒り.愚かさのすべてを，足の下にしっかりと

踏みつけなさい。あなたが必要とするなら，正義から受け取った

剣を忘れてはならない。そしてその剣によって，道をどちらの側

も平らに広くしなさい。立派な人は戦いに際して，数限りなく斬

りまくるべきだ。永遠に生きょうとする人は，ここに書かれてい

るように，いつも戦わなければならない。〉

騎士たる者は，なによりも不徳を寄せつけず，絶えず不徳に対して武装

し，身を守るべきである。この世での不徳に対する戦いがどれほど長引こ

うとも ，死後に神のもとへ行けるのなら，その戦いを辛いものだと思って

はならぬ。不徳にまみれて地獄に落ち，永遠に苦しむことと比べれば，地

上の一時的な苦しみなど 問題とするに足りぬ。不徳が二度と芽を出せな

いほどに，仮借なき戦いを続けることが.本来の騎士の戦いである。詩人

はふさわしいアレゴリーを用いて，戦いならびに武具，武器を表現する。

目を見張らせる技量である。騎士は，思いあがり.不貞，菩沓，怠惰とい

う4つの不徳の群れに対して，徳操の軍勢が勝利できるように，十分に分

別を働かせるべきだ。正義を行なう心は剣，思慮、深さは楯，堅忍不抜は鎧，

神への敬度な信仰は兜，希望は馬，勇気は拍車，節度を守る心は馬を操る
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手綱，移り気をもたぬ誠実な心は鞍，控えめにする心は槍である。これら

の武器および武具を用いて，対立する諸々の悪徳，すなわち節度を守れぬ

心，怠'情，喜音，妬み.怒り，愚かさのすべてを，足の下にしっかりと踏

みつけ，永遠の生を求めるのが.騎士本来の戦いである。

IX.ドイツ中世，特に 13世紀の人々の抱いていた，騎士についてのイメ

ージを考察するために，当時のいくつかの著名な作品に.その素材を求め

た。なかでも特に，騎士に関して詳密な描写と説明がなされている箇所を

抜粋して，騎士観の基本構造というべきものを探ってみた問。 Hartmann

von AueのGregoriusでは，両親を失った王子が.近親相姦の罪におの

のきながら，騎士の道を歩む。まず騎士になるための最低要件として，意

志，武具，家柄，財産が挙げられる。そして財産，名誉を得るには，苦難

をものともせぬ勇気と分別が必要であり.更にそれに駿馬，馬具，忠義な

従僕も加えられる。 Reinmarvon Zweterの格言詩では，騎士である殿様

の二面性が扶り出される。高貴な家柄の主君は，社会的には自由身分であ

るが.名誉，騎士らしさ.気前よさ .たしなみのそれぞれに隷属している

ゆえ不自由身分でもあると ウイットに満ちた説明がなされる。

Thomasin von Zerklareの Derwelsche Gastでは，騎士の模範として，

アレクサンダ一大王，アルトゥース王ならびに彼の円卓騎士達，更にカー

ル大帝が挙げられる。そこでは宮廷的礼儀作法と高い徳操が.特に重んじ

られ，礼儀作法を身につけるためには，フィクションの官険物語もその役

に立つと言う。しかし立派な騎士になるためには，若いときから意識して

分別を育て，ひとえに真実のみを求めるのが望ましいと言われる。

Pfaffe LamprechtのAlexanderでは，古代の異教的人物である主人公

に，キリスト教的騎士の衣装が着せられ，騎士のイデーが語られる。理想

的な騎士になる人物は，幼少の頃からすでに並はずれた分別が備わってお
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り，騎士道を含む帝王学の修得も早い。ギリシャ語，ラテン語をはじめ，

音楽，武器・武具の扱い方，戦いの技術，裁判の方法，更に自然科学全般

についての知識を，幾人もの博学の家庭教師から学び取った。 Gottfried

von Strasburgの Tristanund Isoldeでは，父母を失った王子が.家臣

に育てられながら，立派な騎士に成長していく姿が.詳細に描かれる。家

庭教師をつけられ，留学先で外国語と古今東西の書物を繕く修練，楽器の

演奏，武器・武具と馬の扱い方，戦闘の仕方，陸上競技，狩猟，チェスや

カードの遊びをも修得。肉体の美も求められるが.それよりも心ばえと礼

儀作法，そしてなによりも徳操が重んじられる。

W olfram von EschenbachのParzivalでは，主人公の少年が母親の望

まない騎士に憧れ，騎士の世界に誘い込まれていく様子が描かれる。恥じ

らいを忘れず，美しい肉体も維持すること。そのうえに，高い品性と憐れ

みの心，気前よさ，心のやさしさ，謙虚，深い思慮，正しい節度，賢い問

答，分別，勇気，慈悲の心，武具・武器の扱い方，晴れやかな心，ミンネ.

誠実さの重要性が説かれる。 Thomasinvon ZerklareのDerwelsche 

Gastを再度取り上げたのは，重要な騎士の心得が，アレゴリーの形式で

見事に語られているためである。 4つの不徳の群れを征服するために必要

なものは，剣としての正義，楯としての思慮深さ.鎧としての堅忍不抜，

兜としての信仰，馬としての希望，拍車としての勇気，手綱としての節度，

鞍としての誠実さ.槍としての慎みの心であると述べられる。

以上考察してきた， 6つの作品の抜粋から推定されうる騎士観は，ここ

にまとめたものの最大公約数であり，その基本構造の中心をなしているの

は，徳操 (tugent)であると考えてよい。
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8) Karl Kinzel (HrsgよLamprechtsAlexander. Halle， 1885. V. 155-170 
9) Ebd.: V. 171-196 

10) Ebd.: V. 197-224 

11) Friedrich Ranke (Hrsg.): Gottfried von Strasburg， Tristan und Isolde. 
Dublin/Zurich 1978， V. 2043-2073 

12) Ebd.: V. 2074-2102 

13) Ebd.: V. 2103-2130 

14) Ebd.: V. 2131-2143 

15) Karl Lachmann (Hrsg.): Wolfram von Eschenbach， Parzival. Berlin 

1965， V. 170， 13-171， 12 

16) Ebd.: V. 171， 13-172， 6 

17) Ebd.: V. 172，7-172，28 

18) Heinrich Ruckert (Hrsg.): Der walsche Gast des Thomasin von 

ZircIaria. Ebd. V. 7419-7450 

19) Ebd.: V. 7451-7480 

20) Ebd.: V. 7481司 7500

21) Ebd.: V. 7501-7530 

22) Jδrg Arentzen/Uwe Ruberg (Hrsg.): Die Ritteridee in der deutschen 

Literatur des Mittelalters. Darmstadt， 1987特にこの文献から，少なか

らぬ示唆を得た。
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