
物語をどのように終わらせるのか
──『ペルレスヴォー』の場合──

植　　田　　裕　　志

　散文アーサー王ロマンスの一つ『ペルレスヴォー』1（作者不詳、推定13世紀前半）の終わ

り方について、かつて Le Gentil は、「巧みであるとは言えない」（“La fin du Perlesvaus nʼest 

pas adroite.”）と評した2。それは、物語の後半になると、一方では主人公ペルレスヴォーによ

る旧教（ユダヤ教？）制圧の戦いの旅、他方ではアーサー王の侵略者との戦いが別々に語ら

れ、作品が前者の主題にそってペルレスヴォーの約束の地への船出で終わる時、後者のアー

サー王国の話については敵が依然として王国の地を狙ったままである。Le Gentil は F. Lecoy

の評言も紹介している。「『ペルレスヴォー』の作者は結末をつける（conclure）ことに苦労し

ている。物語は終わらない（“Le roman nʼen finit pas.”）。この点では『聖杯探索の物語』（La 

Queste del Saint-Graal）とは対照的で、こちらははるかにずっと厳密である」。

　たしかに『聖杯探索の物語』では、物語はアーサー王の円卓の騎士たちがいっせいに探索の

旅に出発するところから始まり、そして最後はガラアドが聖杯の騎士として選ばれて、約束の

地に向かいこの探索が終了するまで、騎士たちの冒険の旅のみが語られる。そして探索が終了

するとともに物語が終わる。いわゆる『ランスロ＝聖杯物語群』（Lancelot-Graal）にあって

は、この『聖杯探索の物語』に続く次の『アーサーの死』（La Mort Artu）において、アー

サー王国の内紛による騒動からベイドンヒルの戦いでのアーサー王の死までが語られる。これ

と比べれば、『ペルレスヴォー』では、聖杯探索が終わったあとにまだ続くであろうアーサー

王国の話が中途半端なままに残っているように見える。

　おそらく中世においてもこの中途半端さを感じた人間がいるようで、『ペルレスヴォー』の

ブ リ ュ ッ セ ル 写 本 で は、 本 文 の あ と に、「 こ の 物 語（“iceste estoire”） の 後、 物 語（“li 

contes”）は、ブリアンがランスロを憎むあまりにどのようにしてアーサー王のもとを去るこ

とになったかを始める。……この物語は（Cist contes）はとても長く、とても冒険に満ち、重

要なものである。しかしこの書もまたいずれ話をやめることになろう、さらにまたの機会のた

めに。……」という数行が加えられている3。が、Nitze によれば、「奥書」（colophon）はこれ

だけのもので、実際に何か書き継がれたようなものは残っていないという4。

　『ペルレスヴォー』の物語は始まりもわかりやすいものではない。アーサー王の宮廷の場面

から始まるものの、読み進むにつれて、実はクレチヤン・ド・トロワの未完の韻文物語『聖杯

の物語』（Le Conte du graal）の続篇となっていることがわかる（この作品では “graal” の正
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体は謎のままであるので、『グラアル（器の名前）物語』とすべきであろうが慣習に従ってお

く）。『聖杯の物語』の主人公ぺルスヴァルは漁夫王のもとを訪ねてグラアルを目にしながらも

それにまつわる問いを発することを忘れてしまう。のちに彼は正気を失って数年を過ごし、や

がて伯父のもとにたどり着くが、作品はその後ゴーヴァンの冒険の旅の話の途中で途切れ、グ

ラアルについての謎はそのままに残される。この未完の物語から、一方では韻文による続篇

（いわゆる “Continuations” ４篇）が書き継がれ、また他方ロベール・ド・ボロンがグラアル

をイエスの受難の聖遺物（「聖杯」）とする韻文物語を書き、そしてこれをもとにした『散文ぺ

ルスヴァル』や、『ランスロ＝聖杯物語群』中の『聖杯の物語』、『聖杯の探索』といった散文

物語が書かれることになる。それが『ペルレスヴォー』では、物語を読み進むうちに、漁夫王

の城で質問をしなかった騎士が、やはりそのおじの庵という場面で、ただしぺルスヴァルでは

なくペルレスヴォーという名で登場する。『散文ぺルスヴァル』や『聖杯の探索』では、聖杯

探索の物語が、前者ではペルスヴァル、後者はガラアドを主人公として、改めて始めから語ら

れるのに対して、『ペルレスヴォー』では、『第１続篇』同様、筋の上では、クレチヤン作品で

中断されたところから物語が再開していると言える。

　したがって、『ペルレスヴォー』という物語作品の終わり方を問題にするならば、あらため

てそのはじめも含めて考慮してしかるべきであり、実際、作者はその点にも十分配慮している

ことがうかがえる。また、「始まりから終わりまで」という時、何について言っているのか、

テクストないし作品そのものなのか、あるいはそこに書かれた一つの物語のことか、あるいは

またその物語に含まれる数多くの物語のことか、それを区別する必要があるように思われる。

こうした点からこの作品全体を見直す時、この一見中途半端に思える終わり方に、作者の積極

的な意図がうかがわれるように思われるのである。

　『オックスフォード写本『ペルレスヴォー』のテクストは自らを一冊の書物として、タイト

ルを宣言するところから始まり、その後に、この書の由来とも言うべき前書きが続く。

グラアルと呼ばれる聖なる器の物語（“Li estoires du saintisme vessel que on apele Graal”）、そ
の器にこそ救い主が地獄から民を贖うために十字架刑に処せられた日に救い主の血が納められた
のである。ヨセフスがこれ [ この物語 ] をある天使の声の告げるままに記録した、それは彼の書
いたものと彼の証言によって、イエス・キリストが自らの死と磔刑によって新たにしようとした
その教えを弘めるためにさまざまな騎士や僧たちがどのように苦難に耐えることを望んだかにつ
いて真実が知られるためであった。（l. 1‒7）

そしてこの後で、三位一体の言葉とともに、次のようにこの書の始まりが告げられる。

聖杯の至高の書（“Le hauz livres du Graal”）が父と子と聖霊の名において始まる（“commence”）
（l. 8‒9）。
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ただし、これに続くのは、物語の主人公の紹介とその父方母方の家系についての説明、そして

ブリタニアの名君アーサー王の紹介であって、これらは読者に物語本篇の前提を伝えるプロ

ローグのようなものである。

　テクスト冒頭がタイトルだけというのは、中世ロマンスにおいてめずらしいものではないだ

ろうか。『ペルレスヴォー』についても、ブリュッセル写本の冒頭は「さあお聞きください」

（“Oiez”）、シャンティ写本の冒頭は「ここに始まるは」（“Ci coumence”）となっているが、作

者がタイトルだけで始めたところを、後の写字生が不自然に感じて付け加えたもののように思

われる。その後に、三位一体の言葉とともに、「始まる」という言葉があるからである。

　なお、作品テクストに従えば、この作品のタイトルははじめから７行目まで全部か、略称で

あればそのはじめをとって『グラアルと呼ばれる聖なる器の物語』とすべきところ、ただこれ

に類した文言が他でも出てくることもあってか、オックスフォード写本を校訂した Nitze は、

８行目に出てくる『聖杯の至高の書』（Le Haut Livre du Graal）をタイトルとしたのはもっ

ともなことである。ただし、他の聖杯物語と区別するために、本稿でも、慣用的な『ペルレス

ヴォー』（Le Perlesvaus）を使う。

　また前書きにおいて、テクストの架空の伝承が知るされているのも興味深い。ヨセフスと

は、おそらく『ユダヤ戦記』や『ユダヤ古代誌』で知られるフラウィウス・ヨセフスの名を借

りたものだと思われるが、物語の本篇の途中でも、しばしば「ヨセフスが証言するところで

は」とか、「ここで物語が言うには」などと、説明や注釈が加えられることになる。

　そしてプロローグでは物語本篇を理解する上で重要な点があらかじめ記されている。まず第

一に、主人公について、この聖なる物語が「ある優れた騎士の血筋のために」（“por le lignage 

dʼun buen chevaliers”, l. 14）語られているとか、そして「優れた騎士の血筋について」（“De 

cel lignage fu li Buens Chevaliers”, l. 36）語られている、と言われながら、その名前は明らか

にされていない。いや、むしろ、「主人公の名と様子についてはみなさんこれからお聞きにな

るでしょう」（“dont vos orroiz le non e la maniere”, l. 56‒57）と、隠されていることが強調さ

れている。また Nitze 版で大文字を使った「優れた騎士」という表現（“li Buens Chevaliers”）、

それは校訂者がこの表現を称号として解釈しているということであるが、もともと中世の写本

では固有名詞を大文字で始める習慣はまだなかったであろうから、称号か、それとも「ある優

れた騎士」を受けて定冠詞つきの表現になったものか、どちらとも曖昧である。

　第二に重要な点は、すでにこのプロローグで、物語の主題が簡潔に述べられていることであ

る。

しかし、彼がほんのわずかな言葉を発するのをぐずぐずしたために（“par molt poi de parole 
quʼil delaia a dire”）、大ブリタニアに大いなる災いが到来し、すべての島と土地が大いなる苦し
みに陥った。しかし彼はその優れた騎士たる武勲の働きによって（“par la valor de sa buenne 
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chevalerie”）、それらを喜びの状態に戻した。（l. 18‒22）

クレチヤンの物語を知る者であれば、これから始まる物語がそれと同じ主題の物語であり、し

かもその結末まで語られることになると見当がつく。ただこれだけ読んだところでは、クレチ

ヤンの未完の物語の続きであるとはわからない。ぺルスヴァルの物語が始めから語られると思

う。ただし、クレチヤンの物語とは物語の状況設定に決定的な違いがあることを不思議に思

う。クレチヤンの物語の主人公ぺルスヴァルは、漁夫王のもとを訪れ、目の前を運ばれていく

グラアルを目にしながらもその器に関する問いを発しなかった、そのために漁夫王の傷を癒す

機会を逸する。そして、物語はグラアルとこれにまつわる問いも謎のままに途切れる。ところ

がこちらの物語では主人公の騎士の沈黙が大いなる不幸を招いたということで、失敗の意味が

違っている。

　第三に、主人公の血筋、家系（父方と母方）がこのはじめに詳しく記されているのだが、ク

レチヤンの物語からうかがい知ることのできるものよりもずっと詳しく、しかも異なる点も多

い。とくに奇妙に思えるのは、主人公の母方の祖がアリマタヤのヨセフであり、このヨセフが

「彼の母のおじ」（“oncles sa mere”, l. 23）という点である。ロベール・ド・ボロン以来、聖杯

の最初の守護者がイエスの受難に立ち会ったアリマタヤのヨセフということになっていたのだ

が、そのアリマタヤのヨセフが主人公よりせいぜい２世代前の人間だとすれば、ここに語られ

る物語、実際にあった出来事として語られる物語は、イエスの受難からせいぜい数十年後のこ

ととなる。

　以上のように、プロローグではまず、物語の聖なる血筋の主人公を紹介した後に、つぎのよ

うにアーサー王が紹介される。

書物の権威がわれわれに言うところでは、われらが主の磔刑の後、ブリタニアのアーサー王ほ
ど、彼自身とそして彼の宮廷に集う騎士たちによって、イエス・キリストの教えをよく弘めた地
上の王はいなかった。（l. 58‒61）

　だいたいアーサー王物語というものは、まずかの名君アーサー王を讃え、そしてアーサー王

の宮廷から物語を始める。ここでもさらにアーサー王を讃える言葉が続くのであるが、ただ、

この「優れた王アーサー」（“li buens rois Artuz”, l. 61）の善行は即位後10年のことで、その

後に王は「ある意欲の衰え」（“une volentez delaianz”, l. 69）に襲われて、宮廷の集いを催す

ことも、善行を施すこともなく、王のもとに集まる円卓の騎士たちも減った、「もはやいかな

る冒険も彼の宮廷に到来することはなかった」（“Nule aventure nʼavenoit mes a sa cort.” l. 

74‒75）と言われる。そこで、

とある主の昇天の祝日のこと、アーサー王は Cardueil にいた。そして食事を終えて席を立ち、
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中央広間から別の部屋へ行くと、王妃の姿を目にした、王妃は窓辺に腰かけていた。（l. 78‒80）

というように、キリスト教の祝日の宮廷の場面から物語の幕が上がる。ここからが物語本篇の

始まりである。

　本来のアーサー王物語であれば、アーサー王の宮廷にまず何かある謎の人間か物が出現して

そこから物語が展開していくのであるが、本作品の場合、プロローグの最後にあったように、

アーサー王の謎の病のために、そういう「冒険」（aventure）が到来する（avenir）ことがな

い。そこで、物語本篇はここから、アーサー王が王妃グニエーヴルの勧めに従って、単身で

Saint-Augustin 礼拝堂へ旅をする話ではじまる。そして王が Saint-Augustin 礼拝堂で、神秘的

な光景（幼子の姿が血を流す男の姿に変わる）を目にすることによって、王の病が癒える。そ

こで王があらためて Pennevoiseuse に騎士たちを招集すると果たして謎の乙女の一行が現れ

る、というように、物語が展開していく。実は、アーサー王の Saint-Augustin 礼拝堂への旅

では、礼拝堂の隠者の話から、読者はすでに漁夫王の館を訪れて問いを発しそこねた騎士がい

たこと、その失敗のために地上には戦乱がはびこり、王自身も、王位について40年のうち、

この３年は悪しきものであったと知る。読者はこうして、プロローグにあった本作品の主題、

聖杯の城で失敗を犯し大いなる不幸をもたらした者がその武勲によって旧に戻したという物語

のうち、その前段はこの物語の本篇が始まった時点では過去のことであったと知る、この物語

がおそらくクレチヤンの物語の続きであろうと見当がつくのである。

　このように、作者はこの作品を始めるにあたり、意図してきわめて手の込んだ仕組みをしつ

らえているように思われる。一方では、作品に、タイトル、前言、プロローグと、一冊の書物

としての形式を与えて物語本篇をはじめる。他方、また物語の内容としては、まず聖杯とその

主人公を紹介した後に、アーサー王の宮廷から始めながらも、ここで語られる物語がおそらく

クレチヤンの物語の続きとなっていること、しかもアーサー王の始めの旅によって「冒険」の

物語が再び始まることである。漁夫王の館を訪れた者の失敗は、物語を語ることも中断させて

しまった、聖杯を前にした沈黙が、物語を語ることも沈黙させたとでも言うように。

　こうして順を踏んで物語本篇が始められたのと対をなすようにして、作品の終わりも、物語

本篇のあと、後日談のエピローグ、そして奥付と、これもここで便宜的に区分すれば、順を経

て作品が終わるようになっている。まず物語本篇は、聖杯城のペルレスヴォーのもとへ、かね

て約束のあった赤い十字の白い帆の船が美しい装いの者たちを乗せて迎えに来て、ペルレス

ヴォーが船に漁夫王や母の遺骸などを積み込んで出発するところで終わる。

ペルレスヴォーのいる船は遠ざかった。いくつもの声が城からあがり、出発にあたって彼らに神
とその優しき母との加護があるようにと祈った。（l. 10159‒10161）
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しかし、それに続けてすぐ以下のように、この聖杯の物語の終わりが告げられ、次いで聖杯城

の後日談がエピローグのように語られてゆく。

ヨセフスが我々に記録するところでは、ペルレスヴォーはこのように出発し、いかなる地上の人
間もその後に彼がどうなったのか知らず、また「物語」（“li estoires”）はこの点に関してもはや
何も語っていない。しかしヨセフスが我々に言うところでは……（l. 10162‒10164）

しかしこの後日談も２段階がある。まず、ペルレスヴォーのいとこである隠者 Joseus につい

て。彼は聖杯城に一人とどまって生涯を終え、彼の死後、城は荒廃したが、礼拝堂だけはその

ままに残った、いや現在もそのままに残っている、と記される（l. 10164‒10169）。次に Joseus

亡き後に廃墟と化した城を訪れた二人の騎士について。その廃墟の中がどうなっているのか興

味を持って出かけたものが多数あったが、二人の騎士を例外として、ほかの者は誰も戻って来

ることはなかった、二人はそこで長い間厳しい隠者生活を送った後、生還したのだが、そこで

のことについては何も語ることなく、敬虔な生活のうちに死んだのだと言う。このようにし

て、聖杯にまつわる物語は、この書が書かれた現在にまで言及するとともに、聖杯城に関わる

神秘は俗世では謎のままに残されたことが強調される。

　そしてここで、改めて物語の終わりが告げられ、書物の由来が記されている。

ここで聖杯の聖なる物語が終わる（“Ici faut li saintismes contes du Graal”）。この物語を記録に
とどめたヨセフスは、この物語を聞き、崇める者たちに主の祝福を与える。この物語がフランス
語（“romanz”）へと翻訳されるもとになったラテン語本はアヴァロン島（“Isle dʼAvalon”）の、
Mares Aventurex の端にある僧院にあったものである。そう、そこはアーサー王と王妃が横た
わっている場所である。そこに住み、また、初めから終わりまで真実であるこの物語の全体を所
有する聖なる人々の証言によれば。」（l. 10186‒10192）

伝説的な二つの地名、アヴァロン島と Mares Aventurex が出ている。Mares Aventureux の

方は、物語の中の登場人物 Sire des Mares（ペルレスヴォーの領地 Kamaalot の城を奪うが、

ペルレスヴォーに殺される、l. 5396以下）を介して、物語の世界とつながっている。アヴァロ

ン島は、ジェフリー・オブ・モンマスの『ブリタニア列王史』以来、最後の戦いで重傷を負っ

たアーサーが運ばれて行ったとされる伝説の場所である。この作品では、３度物語の中にこの

地名が出てくる。まずアーサー王と王妃グニエーヴルの子、Loholt の首（Keu に殺された）

が運ばれていった場所として（l. 6378）。次にランスロが冒険の旅の途上でこのアヴァロン島

にたどり着き、二つの柩を目にする。一方には Loholt の遺骸、そしてもう一方には王妃グニ

エーヴルの遺骸、というのもこの作品ではグニエーヴルが息子 Loholt の死を嘆いて命を落と

すのである（l. 7586）。そこの僧はまた、アーサー王が亡くなれば、Loholt の柩にはかわって

アーサー王の遺体が安置されると教える。そして３度目にアヴァロン島の名前が出るのは、

アーサー王自身が、ゴーヴァンと共に、聖杯城からの帰途にそこに宿をとり、二つの柩を目に
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するところである（l. 7804）。

　Nitze はこの物語に出てくるアヴァロン島を、1191年にアーサー王の遺骸発見の宣伝を行っ

たグラストンベリー修道院と関連づけているのだが5、その真偽のほどはともかく、少なくと

もこのエピローグでは物語の中のアヴァロン島が現実にある場所として示されている。

　このようにエピローグでは、一方で聖杯城の廃墟、他方ではアーサー王ゆかりのアヴァロン

島というように、語られた物語と現実とのつながりが強調されている。そしてテクストの最後

は「本当である、初めから終わりまで」（“vraie des le commencement desqʼen la fin”）と、ま

さに「終わり」（“fin”）という単語で終わっている。

　ところで、物語本篇の前と後というところとは別に、本作品は、いくつかの枝篇（branche）

に分けられているという点でも書物としての形式的特徴を持っている。

　作品のはじめのプロローグにも、また物語本篇のはじめにも、枝篇に分けられていることを

うかがわせる文言はない。ところが、物語本篇はじめの、アーサー王による Saint-Augstin 聖

堂詣での話が、無事に帰還したアーサー王とグニエーヴルとの会話で終わると、

さてここで聖杯の別の枝篇が始まる。物語が語るには、アーサー王は王妃と Cardueil にいた
……」（l. 567‒568）

と、いわば語りの仕切り直しが行われる。こうした定型表現が全部で10回出てくる。いずれ

も、「何番目」という言葉はないが、Nitze 以来、テクストの始め（タイトルで始まる）から

最初のアーサー王による Saint-Augstin 聖堂詣でまでを第１枝篇として、以下第11枝篇まで

（エピローグも含めて、テクストの終わりまで）にテクストを分けて呼ぶのが慣例になってい

る6。各枝篇の長さはまちまちで、最小が第２枝篇の309行、最長が第８枝篇の2052行、だい

たい後の方の枝篇が長く、それだけに作品全体を見通した区切りとはなっていない。ただし、

主人公ペルレスヴォーが物語の舞台に登場（再登場）してくることになる第７枝篇の冒頭から

は三位一体の秘蹟への言及とともに始まる。「ここに聖杯の別の一つの枝篇が、父と子と聖霊

の御名において再び始まる、この書の権威とこの書を記憶に残したヨセフスがそのことを証言

しているように。」（l. 2924‒2926）

　三位一体への言及はこの後、各枝篇冒頭でかならず加えられている。そして、第11枝篇の

初めの定型表現は「ここで聖杯の最後の枝篇が、父と子と聖霊の御名において始まる。」（l. 

8711‒8712）というように、「最後の」という語を加えてもうすぐ作品が終わることを予告して

いる。

　作者は作品を切れ目なくつづく語りではなく、まとまった一冊の書物として、しかも聖なる

文言が繰り返し読者に聞こえるように意図しており、作品の終わりをここでも明示しているこ

とがわかる。
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　『ペルレスヴォー』の物語本篇は、アーサー王が Pennevoiseuse で開いた宮廷の集いの場面

に始まり、ペルレスヴォーが聖杯城から船出する場面で終わるまで、物語世界の時間の進行に

ほぼ従って出来事が語られていく一つの物語として考えることができる。ここで、「ほぼ」と

いうのは、後述するように、しばしば同じ時間のうちに行われた二人の騎士の別々の冒険の旅

を語る時には、まず一方の旅、次いで時間をいくらか遡って他方の旅を語ることが行われるか

らである。ひとつの物語テクストからは、いろいろなレベルの「物語」を抽出して語ることが

できる。これも後述するように、たとえば、ある場面に登場した人物が語る物語というものも

あれば、ある場面の出来事をそれよりずっと以前に語られていた別の場面の出来事と関係づけ

て語られる物語もある。そうした物語と区別して、ここでまず取り上げるのは、一方向の時の

流れに従って起きた出来事がそのままの順で語られていく、そういうレベルの物語である。

　このいわば一次のレベルの語りにおいて、『ペルレスヴォー』でははっきりと二つのスタイ

ルが区別できる。一方は「冒険物語」スタイル、他方は「歴史物語」スタイルとも呼べるもの

である。

　たとえば、ゴーヴァンによるペルレスヴォー探しの旅のくだりを取り上げよう（l. 4181以下）。

　ヨセフの盾を持つ騎士（ペルレスヴォー）を探すためにアーサー王の宮廷を出たゴーヴァン

とランスロはとある道の分岐点（十字架が立っている）で分かれて別々に進むことにする。

ここで物語はランスロについては黙り、そして語るには、ゴーヴァンは大急ぎで馬を走らせ、そ
の騎士を見つけることについて助けてもらえるように神に祈る、というのもほかに望むものはな
いから。馬を進めるうちに、日は暮れ、森の中のとある隠者のもとにやってくると、隠者はゴー
ヴァンをたいそうよくもてなした。 （l. 4181‒4185）

ここからゴーヴァンの旅の物語が続く。まずは、この隠者の庵の場面。隠者からある騎士につ

いての話を聞く。夜になる。翌日、隠者の庵を出立したゴーヴァンは＜乙女たちの女王＞

（Reine des Pucelles）の城にやってくる。

ゴーヴァン殿はその夜、中に泊まると、翌日、ミサを聴いてから出発した。彼はできるだけ海の
近くへと向かい、海岸に沿ってずっと馬を走らせ、その騎士の船が見えないかとながめるために
何度も馬を止めたが、そうしたものは少しも目に止まらなかった。ずっと馬を進めるうちに、彼
は＜乙女たちの女王＞（Reine des Pucelles）の城へやってきた。女王はそれがゴーヴァンとわ
かるとたいそう喜び、さきに優れた騎士ぺルスヴァルが戻って来てそこから彼のおじを追放した
島をゴーヴァンに見せた。（l. 4217‒4224）

女王は「優れた騎士ペルレスヴォー」の話をするが、現在どこにいるか、詳しくはわからない

と言う。その城に宿をとったゴーヴァンは翌日、城を出て、馬を進めるうちに、一人の騎士、

＜臆病騎士＞（li Coart Chevalier）なる者に出会う。
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ゴーヴァンはその夜、城中に泊まり、歓待を受けた。翌日、ミサを聴いてから女王に暇乞いをす
ると武装したまま海辺に沿って馬を進める、というのも女王が彼に語ったところではその騎士が
陸よりは海で移動することが多いということだったので。彼が海のそばのとある砂地の森の中へ
入ると、一人の騎士がまるで誰かから命を狙って追われているかのように大急ぎで来るのが見え
た。ゴーヴァンは「さて、これほど急いでどちらへ行かれるのかな」と言った。（l. 4231‒4237）

こうした語りのスタイルは『ペルレスヴォー』に限らず、『散文ランスロ』（Lancelot en prose）

や『聖杯探索の物語』（Quête du Graal）にも共通した「冒険（aventure）の旅」の語りのス

タイルである。一人あるいは複数の騎士が、馬を進めては、ある場所（城や隠者の庵）にたど

り着く、あるいはある人間に出会う、その連続である。いま、取り上げたゴーヴァンの旅の場

合、ランスロと別れた後、

　　「隠者（の庵）」→「＜乙女たちの女王＞」→「＜臆病騎士＞」→「緑十字の金の盾の騎

士」→「騎士の遺骸を運ぶ娘」→「老騎士の城」→「金の盾の騎士」→「隠者 Josimas」

→「Vermelle Land での騎馬試合」（l. 4181‒4494）

というように出来事が続く。

　こうした物語においては、騎士の旅は、読者にとっては、一つの出来事から次の出来事ま

で、せいぜい数時間と思われることもあれば、１日、あるいは、幾日が過ぎたのかわからぬま

ま、どちらの方角へどれだけの距離を進んだのかもわからぬままに語られていく。ペルレス

ヴォー探しの旅で、ゴーヴァンとランスロは一年後の再会を約して別れるのだが、ゴーヴァン

の旅についての物語が Vermelle Land での騎馬試合でいったん中断すると、物語は二人が別

れた時点にまで時間を遡って、今度はランスロの一連の冒険が語られる（l. 4495以下）。やが

て次にはそちらが中断して、話が再び Vermelle Land での騎馬試合が終わった後のゴーヴァ

ンに戻ると、ゴーヴァンはランスロと別れた場所へ戻る（l. 4681）。ここで、読者は二人が別

れてからいつのまにか１年が経っていたことに気づかされる。

　読者にとっては、芝居の上演のように、たとえばゴーヴァン自身は、いつも舞台にとどまっ

ていて、背景の方が替わるような印象を持つ。ある場面からつぎの場面の間に背景の方が動

く、あるいは暗転して別の背景があらわれる。したがって一つ一つの出来事、城や隠者の庵に

たどり着くとか、見知らぬ騎士や乙女に遭遇するというのは、実はゴーヴァンのみならず読者

にとっても、思いがけないもの、いや神の意志によって、見知らぬ城や乙女の方が自分の前に

立ち現われてくる、そういうものである。そしてこれがこの作品での “aventure” の意味であ

る。“adventure”、“ad-venir” とは、騎士が何かに「向かっていく」のではなく、何かが騎士

に「向かってくる」という動きを示すものである。だからこそ、アーサー王の宮廷についてさ

え、プロローグでは「多くの素晴らしい “aventures” が王の宮廷に到来していた（“avenoient”）」

（l. 63‒64）と言われ、アーサー王が出会った乙女が「あなたの宮廷はあらゆる宮廷のうちで最

も威厳があり、最も “aventure” に富む（“aventureuse”）ものだった」（l. 338‒339）と称賛し
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ている。

　したがって、このような “aventure” という語に、ふつうは逆にこちらが何かに向かってい

く意味をもつ「冒険」の訳語をあてるのは、誤解を招きやすいのだが、ほかに適当な訳語が見

つからないので、本稿では、この中世ロマンス的な意味で「冒険」の訳語を使う。

　一連の「冒険」の物語のいまひとつの特徴は、ひとつの「冒険」と次の「冒険」との関係

が、時に無関係であり曖昧でありながら後になって明らかになるということである。

　ゴーヴァンによるペルレスヴォー探しの旅の場合、はじめの＜隠者の庵＞の冒険で、隠者は

「ある騎士」について語るが、それがペルレスヴォーのことであるのかどうか、ゴーヴァンは

もちろんのこと、読者にもはっきりと示されていない。また、ゴーヴァンが出会った緑十字の

金の盾の騎士が何者かはやはりゴーヴァンにも読者にもわからない。それがペルレスヴォーで

あったとわかるのはその後の冒険、＜隠者 Josimas＞のところである。その場面になってはじ

めて読者も前にあった「冒険」の意味がわかる。しかし、それまでは、それぞれの「冒険」の

意味はわからない。それだけに、読者はどのような「冒険」がどのような順番であったのか、

わからなくなってしまう。しかも、そういう読者をさらに戸惑わせるように、ちょうど、ゴー

ヴァンが Vermelle Lande へ向かうところで、

あなたがたがこの至高の物語においていま聞いているこうした冒険の数々（“aventures”）は、
ヨセフスが言うところでは、われらが救い主の教えを弘めるために到来した（“avindrent”
＜advenir）ものである。彼7はすべてを記録することはできないのであって、彼がもっともよく
記憶しているもの、聖霊の働きによって彼が確かなこととして知った冒険の数々だけを記録して
いるのである。（l. 4390‒4394）

と注釈がされている。

　ところで、さきに指摘したように、こうした一人の騎士の一連の「冒険」の物語が中断さ

れ、時間を遡って、同じ時間に別の騎士が遭遇した一連の「冒険」が語られることがある。ペ

ルレスヴォー探しのゴーヴァンの旅では＜Vermelle Land での騎馬試合＞の冒険の話が終わる

ところで、つぎのようにゴーヴァンからランスロへと物語の場面の中心人物が交代する。

ここで物語はゴーヴァン殿については話すのをやめ（“se [taist] ci li contes”）、そして言うには
（“et dit que”）、ランスロがゴーヴァン殿と同様にぺルレスヴォーを探して、馬を進めると、以
前に彼が盗賊騎士たちを絞首刑に処した、あの隠者の庵へやってきた（l. 4495‒4497）

そしてランスロの遭遇した一連の「冒険」が、

　　＜Joseus の庵＞→＜手に鳥をのせた騎士＞→＜騎士の遺骸を運ぶ娘乙女＞→＜ある乙女

に導かれて訪ねた盗賊騎士団のアジト＞
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と続く。その最後の「冒険」で、ランスロが盗賊騎士たちに包囲され、ランスロ危うしとなっ

たところで、また

ここで物語はランスロについて語るのをやめて、ゴーヴァン殿について話すには（l. 4679）

と、＜Vermelle Lande の騎馬試合＞の後のゴーヴァンにもどる。すなわち、前のゴーヴァン

の一連の「冒険」に続ける形で、

　　（＜Vermelle Lande の騎馬試合＞）→（前にランスロと別れた場所）→＜Joseus の庵＞→

＜緑十字の金盾の騎士＞（ペルレスヴォーであるとわかり二人の騎士は同道する＞→＜盗

賊騎士から逃れて来た騎士＞（ランスロの危機を知り、救援に向かう）→＜盗賊騎士に閉

じ込められたランスロ＞

というようにゴーヴァンの次の一連の「冒険」が語られ、そしてゴーヴァンとランスロが合流

する（l. 4679‒4836）。

　このように、同じ時間のうちに、一方でゴーヴァンの一連の「冒険」があり、他方にランス

ロの一連の「冒険」があるとき、それぞれの旅を、「物語はここでゴーヴァンについて語るの

をやめて、そしてランスロについて言うには」というような場面転換の定型表現で切り替えな

がら交互に語っていく、これは『散文ランスロ』や『聖杯探索の物語』にも共通する特徴であ

る。この語りの手法をかつて Pauphilet や Payen らは「物語の編み上げ」（entrelacement du 

récit）という表現で説明し、その後 Kennedy も、また近年では Strubel もこの用語とその視

覚的イメージで説明している8。

　ただ、この用語はもともと F. Lot が用いたものであり、後述するように、Lot がこの用語で

意味していたものは違っていたのだが、すでによく知られている用語であるので、ここでは、

何が「編み上げられているのか」という点を確認した上で、このような語りの方法も「編み上

げ」の一つの方法として、この用語を使うことにする。

　ゴーヴァンとランスロによるペルレスヴォー探しのくだりで考えると、語りはゴーヴァンの

一連の「冒険」G1（＜隠者の庵＞から＜Vermelle Lande の騎馬試合＞まで）、続いてランス

ロの一連の「冒険」L1（＜Joseus の庵＞から＜盗賊騎士団のアジト＞まで）、そしてまたゴー

ヴァンの一連の「冒険」G2（＜Vermelle Lande の騎馬試合＞から＜盗賊騎士団のアジト＞ま

で）と続く。そこで、ゴーヴァンの旅物語とランスロの旅物語とをそれぞれ１本ずつの紐、糸

とみなすと、ちょうど靴の紐を編み上げていくように、まずゴーヴァンの糸（連続 G1）、次い

でもどってランスロの糸（連続 L1）、そしてまたゴーヴァンの糸というように穴を通しながら

編んでいく、原理的にはこのようなイメージを「編み上げ」とするならば、ここで編まれてい

るのは、「冒険」の主人公となる人物ごとの旅、時間、物語である。適当な用語がないのでこ

こでは「旅物語」と呼んでおく。

　『ペルレスヴォー』の物語の多くはこうした「冒険」の物語からなっている。そしてその多
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くは主要な登場人物であるペルレスヴォー、ゴーヴァン、ランスロ、アーサー王を主人公とす

る「旅物語」であるが、＜車の乙女＞（Damoiselle du Char）、Clamadoz、Dandran, Melio de 

Logres も短いものではあるが、そうした主人公として語られる。

　構成の複雑さという点から見ると、第１枝篇のアーサー王による Saint-Augustin 聖堂詣で

の話では、まだ並行して語られる他の騎士のストーリーはなく、初めから終わりまで途切れる

ことなく一本の連続で終わっている。これに対して、先に取り上げたペルレスヴォー探しの

ゴーヴァンとランスロそれぞれの冒険の旅は、２人の旅物語が並行して取り上げられているの

はすでに見た通りである。もっとも複雑なパターンとなると、アーサー王とゴーヴァン、ラン

スロによる聖杯城への旅のくだりである。ここでは３人で Cardueil を出発するものの、とき

にランスロが、ときにゴーヴァンがあとの二人を残して寄り道をする。すると、アーサー王と

ゴーヴァン、次はランスロ、再びアーサー王とゴーヴァン、そこへランスロが合流、次はゴー

ヴァン一人、ゴーヴァンがアーサー王とランスロに合流と、語りの主人公がめまぐるしく代

わっていく。

　ここで興味深いのは、ゴーヴァンもランスロも、物語にはじめて登場するのは、だれか別の

人物を中心とする旅の物語に現れるということである。アーサー王の宮廷を辞した＜車の乙

女＞が出会ったのはゴーヴァンであり、ペルレスヴォーが病が癒えておじの庵を出たときに出

会い、一戦を交えて謎の騎士、これがランスロである。ゴーヴァンとランスロが漁夫王の城を

探す旅の途中であったということ、これは聖杯の探索がすでに始まっている、聖杯の探索の物

語の途中からこの作品の物語が始まっているという設定に合っている。それに対してアーサー

王は誰かの旅の途中で姿を現すということはなく、はじめの Saint-Augustin 礼拝堂詣での旅

も、後の聖杯城詣での旅も、宮廷を出発し宮廷へもどるアーサー王の旅物語（時に二人連れと

なる）が語られる。

　さらに興味深いのは主人公ペルレスヴォーである。ペルレスヴォーが物語の舞台に登場する

のは第７枝篇冒頭である。それ以前にゴーヴァンの旅を通して、読者は主人公ペルレスヴォー

が漁夫王の城の訪問の後、おじの庵で病の床についていた──ただしその時はパル・ルイ・

フェ（Par-lui-fet）という名前で──ことを知っている。このペルレスヴォー登場の直前はラ

ンスロの「冒険」の旅であった。しかし、ここでは「ランスロについて話すのをやめて、ペルレ

スヴォーについて言うには」などというような主人公転換の定型表現は使われず、先に指摘し

たように三位一体の言葉と共に新しい枝篇の始まりが宣言され、ペルレスヴォーが登場する。

ここで聖杯の別の一つの枝篇が、父と子と聖霊の御名において始まる、この書の権威とこの書を
記憶に残したヨセフスがそのことを証言しているように。このありがたき至高の物語がわれわれ
に証言するところでは、寡婦の子はまだ王 Pelles とともに彼の庵にあって、彼が漁夫王の館を
出て以来患った病の苦しみゆえにおじに告解し、……優れた騎士ペルレスヴォーは森で鳥たちが
歌うのを聞くと心は騎士としての活躍に奮い立ち、……心のうちに気力を、四肢にはみなぎる力
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を、そして思いのうちは意思を感じた。彼はすぐに武具を身に着け、馬に鞍を置くと、そこにま
たがる。（l. 2926‒2940）

「森で鳥たちが歌うのを聞くと」などというところは、クレチヤンの作品の物語の冒頭、それ

はアーサー王の宮廷ではなく、ぺルスヴァルが母とともに暮らすその生地であったが、あのぺ

ルスヴァルの登場の場面と似ている。そこでこちらは新生ぺルスヴァルの再登場、あるいはぺ

ルスヴァルならぬペルレスヴォーの登場と言うわけである。こうして物語に登場したペルレス

ヴォーについて、ここから彼を主人公とする冒険の旅物語も語られていくことになるが、一連

のペルレスヴォー探しのくだりでは、いったん読者の前から姿を消す。そこで、ゴーヴァンや

ランスロを主人公とするそれぞれの旅の途上に、見知らぬ騎士として登場する。そして、ゴー

ヴァンやランスロがついにペルレスヴォーをペルレスヴォーとして見出だす、ペルレスヴォー

探索が成就してからは、ペルレスヴォーが登場する時は、つねに物語の中心人物として、その

旅の物語が語られていくことになる。

　さて、以上のような「冒険」の物語スタイルとは性格の異なる物語スタイルが、作品の途中

から、「冒険」の旅の物語の間にときおり割り込んでくる。それは第10枝篇途中、行数から言

えば作品の４分の３を越えたあたり、物語の進行からすれば聖杯城から帰還したアーサー王が

Cardueil に開いた宮廷の場面からである。

　まず王妃グニエーヴルを亡くしたばかりで悲しみの癒えぬアーサーの前に、Madaglan の使

者が現れ、先方の要求が告げられる（円卓の返還、Madaglan の妹とアーサー王の結婚、ユダ

ヤ教への改宗）。続けて「王は Cardueil に長い間滞在した」（l. 7864）と、王がキリスト教を

弘めるために、聖盃と鐘を王国中に普及させたという事実が語られる。すると、

ある日、王のもとへ Brien と Méliant が大軍を率いて王の領地内へ馬を進め、Pennevoiseuse を
攻めようとしているとの知らせが届いた。王は完全に武装した多数の騎士とともに Cardueil か
ら出て、馬を進めると、ついに Brien とその軍勢が目に入り、Brien の方もアーサー王を目に止
めた。彼らは隊列をあたり一帯に配置した。（l. 7870‒7874）

と、ここから両軍の戦闘、Brien の負傷と Brien 軍の敗北、そして「アーサー王は Brien des 

Illes を Cardueil へ運ばせた」と、そのまま王の Cardueil への帰還までが語られる。

　使者の到来から Brien との戦闘への出陣、そして帰還まで、ここまでは広い意味でのアー

サー王宮廷での「冒険」の場面と考えられなくもないが、使者の到来がもとになって Brien と

の戦いが起きているわけでもなく、こうした語りはこれまでの「冒険」物語の語りとは性格の

異なる、歴史叙述のスタイルとなっている。

　王の帰還のあとも、「アーサー王は Brien des Illes の傷の手当てをさせた、そして長い間
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Brien を獄につないだが、やがて Biren は自分の全領地を王に委ね、王の臣下となった。」（l. 

7913‒7914）と、しばらく時間を経たものの、やはり舞台は Cardueil の宮廷のまま、Brien が

家令に取り立てられたことが語られると、あらたな使者、女王 Jandree から派遣された乙女の

到来となる。乙女は先の Madaglan 王の使者と同様の警告を伝える。それから、

乙女は Cardueil を出発すると女王のいる地へ戻り、女王にアーサー王からの伝言を伝えた。女
王は言った、「本当に、私はあの人をこの世のすべての男性よりも愛しているというのに、あの
人は私の望み、命令を拒むのですね。でももはやあの人には持ちこたえられませんことよ。」彼
女は兄の Madaglan 王に伝言を送り、兄がアーサー王に復讐し、アーサー王の自分の牢獄を連れ
てくるのでなければ自分の方がアーサー王に戦いを仕掛けることを伝えた。この物語が言うに
は、この王の領地はアーサー王の領地からはるかに遠く、アーサー王の領地の端に来るにも二つ
の海を渡らなければならなかった。王 Madaglan は大量の軍勢と船とともにアルバニアに着いた。
その地の者たちはこれを知ると、備えを固め、最善を尽くしてその地を守ろうとした。王
Madaglan とその配下の多くが船から出陣し、野に火を放った。（l. 7963‒7975）

というように、いわば語り手に導かれて、物語の出来事の場所は、Cardueil のアーサー王の宮

廷から女王 Jandree の居所、次にアルバニアへと移る。もはや一人の騎士の旅でもなければ、

また行く先知れずの旅でもない。詳しい地図がイメージできるわけではないが、あらかじめわ

かっている（想定できる）場所の間をＡという点からＢという点へと移動する。この後、物語

はまたアーサー王の宮廷に移り、王がランスロにアルバニア派遣を命ずる。すると「ランスロ

は宮廷を出ると、40人の手勢を連れて、Madaglan 王が先着していた、アルバニアの地へ来た。

その地の者たちはランスロが来たことを知ると心の中でたいそう喜んだ。」（l. 7993‒7997）と

いうように、これもすでに話に出てきているアルバニアへと一挙にとぶ。

　以降、おおまかにいえば、ここから物語は、アーサー王の宮廷を中心とした「歴史物語」と

ペルレスヴォーを主人公とする「冒険物語」が同時に語られることになる。ただし、細かく見

れば「歴史物語」にはランスロやゴーヴァン（と Mélio）の「冒険物語」も挿入されている。

　7826行から8155行　「歴史物語」　Madaglan 王の使者の来訪からアルバニアに派遣された

Brien des Illes の軍勢の敗退まで

　8156行から8250行　「冒険物語」　「とある宮廷聖霊降臨祭の日、アーサー王は Cardueil に

居た」から始まり、謎の矢と乙女の出現、ランスロの出発まで

　8251行から8280行　「歴史物語」　（場面転換の定型句）　アルバニアから帰還した Brien の

ランスロに対する中傷の話

　8281行から8493行　ランスロの「冒険物語」　（場面転換の定型句）　＜負傷した騎士＞→

＜危険の礼拝堂＞→＜隠者の庵＞→＜果樹園＞→＜危険の城＞と続き、最後はランスロ

の帰還から「歴史物語」へと切れ目なく移る（「彼は大急ぎでアーサー王の宮廷へと急

いだのだが、王はたいそう不安な思いをしていた、というのも Madaglan が……」l. 
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8492‒8494）

　8494行から8661行　「歴史物語」　再度のランスロのアルバニア派遣、ランスロが帰還する

と Brien に騙されたアーサー王がランスロを投獄する

　8662行から9256行　ペルレスヴォーの「冒険物語」　（場面転換の定型句）　聖杯城から出発

→＜２人の若者＞→＜Aristor との戦い＞→……→＜Camaalot の母と妹＞→……

＜Jandree の城＞（船に乗る）

　9257行から9437行　Mélio とゴーヴァンの「冒険物語」　（場面転換の定型句）　前のランス

ロの「冒険物語」の最後＜危険の城＞から続く Mélio の冒険で始まる。＜ある乙女＞→

＜礼拝堂と乙女＞→＜Galie の騎士との戦い＞→＜ある騎士　ゴーヴァンの危機＞→

＜ゴーヴァンの救出＞（ここから二人旅となる）→＜船上で戦うペルレスヴォー＞→

＜ある騎士　アーサー王宮廷についての近況＞

　9438行から9536行　「歴史物語」　（場面転換の定型句）　Claudas 王軍の脅威、アーサー王

宮廷でのランスロの解放、Brien が Claudas のもとへ逃げる

　9537行から10161行　ペルレスヴォーの「冒険物語」　（場面転換の定型句）　＜船での戦い＞

→＜四つの角笛の島＞→……→＜赤の塔 Vermeille Tor＞（下船）→＜ある騎士とその

妻＞→＜おじの黒隠者 Noir Ermite の城＞→……＜聖杯城（四つの角笛の島への出発で

終わる）＞

以上のように物語の進行を整理すると、ちょうど先にゴーヴァンの冒険の旅物語とランスロの

冒険の旅物語が並行して語られていたように、ここではペルレスヴォー、ランスロ、そして

Mélio とゴーヴァンそれぞれの「冒険の旅物語」に対して、「歴史物語」がやはりひとつの物

語として並行して語られている形になっていることがわかる。「冒険物語」から「歴史物語」

へ、また「歴史物語」から「冒険物語」へ移るときにも、冒険の旅の主人公交代の際に使われ

る定型表現が使われていることでもそのような印象を与えている。この歴史物語の中心はアー

サー王の宮廷であり、したがってその主人公はと言えば狭くはアーサー王の宮廷、広げれば

アーサー王国、いやこの世界、俗世、歴史世界と言える。ここに語られている歴史物語とは、

見方を変えれば歴史を主人公とする「冒険物語」とも言える。

　同じ散文聖杯探索物語である『聖杯の探索』はアーサー王の宮廷での探索の開始の宣言から

主人公ガラアドのサラスへの出発に至るまですべてが「冒険物語」であり、ランスロ＝グラア

ル物語群においては、そのあとに続く『アーサーの死』が、探索が終わった後の、アーサー王

とその王国の終焉を語る「歴史物語」となっている。それに比べて、一見すると、『ペルレス

ヴォー』では作者が、欲張って、聖杯探索の物語の途中、それがまだ終わらないうちに、アー

サー王国の歴史物語も取り込んだものの、しかもそちらは中途半端なままに終わっているよう

に見える。本稿の冒頭に取り上げた Payen の評言、「『ペルレスヴォー』の終わりは巧みであ

るとは言えない」とはこの点について述べたものである。しかし作者はむしろ積極的にこの聖
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杯の物語にアーサー王国の物語を取り込んだのではないだろうか。

　『ペルレスヴォー』の物語本篇が始まった時点、物語の世界はいわば語りの時間が止まった

状態にある。プロローグと、そして第１枝篇のアーサー王の Saint-Augustin 聖堂詣での話を

通してわかるのは、主人公たる騎士の漁夫王の城での失敗により、大ブリタニアを大いなる不

幸が襲い、それはアーサー王にも及んでアーサー王自身が無気力となり、すぐれた「冒険」の

場であるアーサー王の宮廷に「冒険」が訪れなくなったということである。しかし、王妃グニ

エ ー ヴ ル の 勧 め に よ っ て ア ー サ ー 王 は Saint-Augustin 聖 堂 を 訪 れ、 そ こ で 王 は 化 体

（transsubstantiation）の秘儀──ここでは幼児が、脇腹から血を流す男に変化する──を目

にする。その帰途、天の声は、王に病が癒えたことを告げる。帰還した王は騎士たちに触れを

出し、以前のように宮廷の集いを開催する。するとそのアーサー王の宮廷に＜荷車の乙女＞一

行が登場、ここから「冒険物語」が始まる（再開する）。ゴーヴァン、ペルレスヴォー、ラン

スロによるそれぞれの探索の「冒険物語」は、ペルレスヴォーによる「聖杯城の奪還」に至

る。このとき、Cardueil のアーサー王の宮廷では東西に二つの太陽が現れ、天の声がアーサー

王に聖杯城への旅を促す。そこでアーサー王の「冒険物語」が語られ、王が宮廷へ帰還したと

ころで、アーサー王の「歴史物語」がはじまる（再開する）。この「歴史物語」は語りの上で

は一つの「冒険物語」として、さらに続くペルレスヴォーの「冒険物語」と並行して進む。二

つの太陽、それは聖と俗、聖杯とアーサー王国、「冒険物語」世界と「歴史物語」世界の象徴

である。

　歴史物語がどのような話題で始まっているか（再開されたか）という点も興味深い。物語の

始めから、アーサー王の宮廷は、何度も舞台に現れるが、それは「冒険物語」の開始と終了の

点としてである。異国からの脅威など、いくらでもあってもおかしくないのだが、アーサー王

国は安泰であるかのようである。「歴史物語」は Madaglan 王からの使者、異国からの脅威に

よって始まっている。その契機は王妃グニエーヴルの死である。Madaglan がアーサー王に円

卓対する自分の権利を主張し、返還を求めてきたのである。この作品ではグニエーヴルはラン

スロの恋人とは言え、とくにランスロと二人きりになる場面もなく、重要な役回りがあたえら

れているように見えない。しかも、読者が知らないうちに息子の死を嘆いてアーサー王の留守

中に死んだことになっている。しかし、物語冒頭で、「冒険物語」の再開となる契機を作った

のが、グニエーヴルであり、今度はそのグニエーヴルの死が「歴史物語」の始まりになってい

ることは興味深い。

　ではこのアーサー王宮廷を中心とする歴史物語とペルレスヴォーの冒険物語は最後はどのよ

うな関係で終わるのであろうか。もとをたどれば、聖杯城でアーサー王がペルレスヴォーに別

れをつげたところから二人は別々の物語の主人公として語られる。アーサー王については、聖

杯城からの帰路が冒険物語として語られるが、その後、アーサー王は歴史物語の中の登場人物

たちの一人ということになる。最後にペルレスヴォーが約束の島へと船出したときというの
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は、ペルレスヴォーの母や妹も含めて多くの者たちが死んだあとと言うことであればずいぶん

と月日が経っているはずである。その時点でアーサー王の宮廷はどうなっていたか。「歴史物

語」は先に Brien の逃亡とランスロの解放の話で終わっているが、それがペルレスヴォーの最

後の船出の時点からもうずっと以前のことなのか、あるいはまだそれほど日が経っていないの

か、明示されていない。

　ただし、作者は二つの「物語」の関係におそらく意図的に接点を設けている。一つは女王

Jandree の城。「歴史物語」において、Jandree はアーサー王の敵対勢力としてその存在が語ら

れているが、実際に彼女自身の王国への侵入が語られているわけではない。その Jandree の城

に「冒険物語」の主人公ペルレスヴォーが単身乗りこみ、改宗させる。これが空間的接点であ

るとするならば、時間的な接点は Vermeille Tour（赤の塔）で、ゴーヴァンと Melio が船上

のペルレスヴォーを目撃する時である。出来事はゴーヴァンと Melio らの「冒険物語」の一場

面として出てくる。二人はペルレスヴォーが単身で旧教徒（ユダヤ教徒）たちと戦うのを目に

するが、船はすでに海上にあって彼らは眺めるだけ、そのまま自分たちの旅を続ける（l. 9403

以降）。その旅物語は、アーサー王の宮廷への帰還で終わり、そこからはアーサー王の宮廷を

中心とする歴史物語となる。これが最後の歴史物語となってランスロの解放、Brien の逃亡、

Claudas のアーサー王国への侵攻で終わる。そこで、物語はペルレスヴォーの冒険物語へ移る

が、それは、Vermeille Tour で船に乗りこみ、異教徒と戦うところ。先にゴーヴァンの側か

ら見た場面を、今度は船上のペルレスヴォーの側から語ることになる。こうしてアーサー王世

界の「歴史物語」とペルレスヴォーの「冒険物語」には間接的に──というのはゴーヴァンの

冒険物語が仲介しているからだが──時間的空間的に接点が設けられている。ただし、もはや

ペルレスヴォーとゴーヴァンが出会うということはないという点で、読者は二つの物語、二つ

の物語世界が別々に存在していることに気づかされる。やがて、ペルレスヴォーの「冒険」の

旅は＜黒の隠者（Noir Ermite）＞との戦いでの勝利などを経て、聖杯城へ帰還、それからさら

にペルレスヴォーの母や妹など多くの者たちが死んだ後に、最後の船出となる。Vermeille 

Tour での船上の戦いから、あるいは聖杯城に帰還してからでもかなりの時が経っているはず

である。同じ Vermeille Tour の地点のゴーヴァンの旅からつながる歴史物語の最後すなわち

アーサー王国への Claudas の侵攻は、ペルレスヴォーの最後の船出より前のことであろうか、

それとも後のことであろうか。物語にはそれを判断する確実な手がかりはない。われわれはと

もすると、アーサー王国の滅亡の物語というものを知っているから、ペルレスヴォーの船出の

後も、語られるべきアーサー王国の歴史物語があるはずだと考えるが、あるいは物語の最後が

ぺルレスヴォーの船出であってみれば、その時点でアーサー王の死、アーサー王国の滅亡もす

でに過去のことになっている、ただ作品では語られていないだけだとも考えられないだろう

か。
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　さて、ここまでとりあげた「冒険物語」と「歴史物語」は、どちらもテクストの進行に沿っ

て展開していく物語である。ところで『ペルレスヴォー』では、物語に登場する人物どうしの

会話の中にでてくる物語、登場人物による物語がしばしば重要な意味を持つ。厳密にいえば、

一つの物語作品は、その中の登場人物のコトバも含めて一人の語り手によって語られていると

いうことになるが、その中からさらに「登場人物の語る物語」というものを区別することがで

きる。

　たとえば、物語冒頭のアーサー王による Saint-Augustin 聖堂詣での途上でアーサー王が出

会った乙女の話である。その乙女は不当に奪われた自分たちの城を取り戻すために、Julain le 

Gros des Vax de Kamaalot（カマアロの谷の）の息子、ペルレスヴォーを探していると言い、

その名の由来からはじめてつぎのように語る。

彼が生まれた時、その子が正式の洗礼名としてどのような名を持つことになるのか、彼の父は問
われて、ペルレスヴォーという名を持つことを望む、というのも Sire des Mares が自分からカ
マアロの谷の多くの部分を奪っていたので、自分の息子が神の導きによって騎士となるようであ
れば、この名によってこのことを思い出すことを望んでいたから。若者はとても美しく、気品が
あった。成長すると、森をめぐり、ウェールズ人らしく投槍で鹿を追うことを始めた。彼の父と
母は彼をたいそう愛していた。ある日彼らは住まいを離れて遊びにでた。……住まいと森との間
に礼拝堂があった。……祭壇の前に一つの美しい柩があり、その表側にはある男の顔が描かれて
いた。若者は父にその柩の中にはどんな人が横たわっているのかたずねた。父は若者に答えた、

『息子よ、なるほど私には言うことができないのだ。なぜならこの柩は私の父のそのまた父が生
まれる前からここにあるので』……。（l. 457‒475）

　ここではペルレスヴォーについての物語が、父との会話まで含めて語られている。こうして

クレチヤンの作品の続篇のようであって、実はぺルスヴァルの物語を語り直す、クレチヤンの

物語の前提を変えることになっている。

　また、ペルレスヴォーが物語に登場するまで、こうしてさまざまな登場人物によって「ペル

レスヴォーなる騎士」、「聖杯城で失敗した騎士」、そして「Pelles の庵で病の床にある騎士」

について語られる。その究極の場面とも言えるのが、漁夫王とゴーヴァンとペルレスヴォーの

妹 Dandrane の３人が会話する場面で、３人がそれぞれに、漁夫城のもとを最初に訪れた騎士、

Pelles の庵で病の床にあるパル・ルイ・フェ、そしてペルレスヴォーという騎士について語り

ながらそれらが同一人物であると気づかない。しかしそのことが逆に読者にはそれが同一人物

であるとはっきり印象づけられることになる。その場面を経て、第７枝篇冒頭、三位一体の秘

蹟「父と子と聖霊の御名において」の言葉と共にペルレスヴォーが登場する9。

　登場人物が語る物語の中には、物語には一度も登場することのない人物に関するものもあ

る。その一つがアーサー王とグニエーヴルの息子 Loholt の死の経緯である。ペルレスヴォー
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は、「冒険」の旅の途中で、死者の弔いの勤めをしている隠者に出会う。隠者は Loholt の弔い

をしていると言い、巨人 Logrin のことから話を始める。

「あなたが通っていらしたこの森の中のこの荒地はログレス王国の始まりです。かつてここには
一人の巨人がおり、それは大きく残虐でおぞましく、誰も王国の半分ほどの土地にはあえて住も
うとはしませんでした。そして巨人は今日あなたがごらんになったようにこの地を破壊し、荒ら
しておりました。Loholt は冒険を求めて父アーサー王の宮廷を出立しておりました。神の導き
によって彼はこの森に分け入りました。彼は残虐な巨人 Logrin に討ってかかり、Logrin も彼に
対抗しました。神の意によって Lohout が Logrin を倒しました……」（l. 4920‒4927）

そして隠者は、Loholt がいつもの習慣で自分が倒した Logrin の体の上で寝ているところへ、

Keu が来合わせ、手柄を横取りするために Lohout を殺したのだと言う。

　消息不明の Lohout の身の上をアーサー王が心配していること、Keu が Logrin の首を宮廷

に持ち帰ったことはさきに、Pennevoiseuse のアーサー王の宮廷の場面で語られている（l. 

4004以下）。しかしこの真相をアーサー王の宮廷に知らせるのはペルレスヴォーではない。そ

れは、さらに後、ペルレスヴォーによる聖杯の奪還がなった後に、アーサー王の Cardueil の

宮廷を訪れた乙女である。乙女の運んできた謎の小箱、それを Keu のみが開けることができ

た時、小箱の中に納められていた首が Loholt のものであり、Keu こそその殺害者であること

が明らかになる（l. 6292）。

　登場人物が語るコトバの中からどれだけを物語とみなすかと問えば、あまり厳密な定義など

できない。テクストにしてほんの数行のこともある。たとえば、ゴーヴァンが Joseus の庵で

出会った騎士がゴーヴァンに言う、

「あなたに忠誠を誓った者（homme lige）であり、あなたの過ちによって殺された婦人の子息で
ある Méliot de Logres からのあなたへの伝言です。Nabigan de la Roche が彼の父 Marin を殺し、
さらに彼が継いだ領地を自分のものにしようとしている、だからゴーヴァン殿に助けにきていた
だきたい、とのことです。」（l. 4714‒4716）

　ここでは、騎士のコトバの中にさらに Méliot のコトバが埋め込まれている。ゴーヴァンが

Méliot の母の死を招いた件については記憶力のよい読者であれば最初のゴーヴァンの冒険が

始まったばかりの時に起きた事件であることを思い出す（奥方は不貞を疑われて夫に殺され

る、l. 1334）。しかし、ここで言及されている、Nabigan de la Roche が Marin を殺した、とい

う場面はこの物語には出てきていない。それでもこの「Nabigan de la Roche が彼の父 Marin

を殺した」という文もひとつの物語とみなす、あるいはひとつの物語の一部だとみなすことは

できる。というのもずっと後に、ゴーヴァンが Nabigan を倒す場面が出てくるからであり（l. 

7076）、「Nabigan についての物語」あるいは「Méliot についての物語」を語るには、この出来

事は欠かせない。

175

（19）



名古屋大学文学部研究論集（文学）

　このように登場人物たちの語る話をもとに、読者は『ペルレスヴォー』からさまざまな物語

を抽出できるのであるが、この時代の古フランス語作品テクストにおいては、語り手も含め

て、誰が語っているコトバなのか、語調による違いはない（たとえば特に現在の日本語の場合

とは大きく違う）。さまざまな物語は誰が語る物語とも区別がつきがたく混然としていると言

える。

　ある登場人物のコトバの中にさらに別の登場人物の語る物語があるというのとは、シンメト

リックに、実は語り手のコトバも二つ以上のレベルを区別できると言える。というのも『ペル

レスヴォー』では、しばしば「物語（conte）が言うには」、「物語（histoire）が言うところで

は」、「ヨセフス（Josephes ）が証言するには」というような文言が挿入されているからであ

る。それらは必ずしも厳密に使い分けられているとは思えないが、典型的な例をあげると、

ここで物語（“li contes”）はその乙女については黙り、そして言うには、ゴーヴァンは高い森の
中を行き……（l. 975‒976）

彼ら［近隣の隠者たち］は礼拝堂に入るやいなやその最後尾の者から鐘を取り上げるとそれを祭
壇に捧げ、そして地面に戻した。それから彼らはとても聖なる栄えある勤めを始めた。物語

（lʼestoire）が我々に証言するところでは、当時、アーサー王の領地にはいかなる聖盃（カリス）
もなかったのである。（l. 7219‒7222）

ゴーヴァン殿はとても悲しい思いで［その隠者の］庵に泊まると翌日はミサを聴くとそこを立っ
た。すぐれた僧ヨセフス（“Joseph” li bons clers”）がこの至高の物語（“cest haut estoire”）にお
いて我々に物語るところでは、この隠者は名前を Josimas と言い、かつてはとても優れた騎士で
あったが、神への愛ゆえにすべてを捨て、神のために自らの体に苦難を受けることを望んだ。こ
の至高の物語（“cest haut conte”）であなたがたが聴いているすべての冒険は、──ヨセフス

（“Joseph”）がそう言っているのだが──、われらが救い主の教えを弘めるために起きたことで
ある。彼はすべてを記録できるものではないが、こうした彼がもっともよく覚えていて、聖霊の
力によって本当に起きた冒険であると彼が知っているものを記録している10。この物語（“Cist 
contes”）が言うには、ゴーヴァン殿はずいぶんと旅を続けると騎馬試合が行われるはずの
Vermelle Lande へやってきた。（l. 4386‒4395）

　「物語」（conte）、「物語（歴史）」（histoire）、そして「ヨセフス」が、一方で物語の進行を

リードし、他方では語られていることについて注釈を加える、ときに過去について、未来につ

いて語る。ここに挙げた例でもわかるように、これら三つの使い分けが厳密にされているわけ

ではないが、主に「物語」（conte）が語りの進行の役割、「ヨセフス」が証言、「物語（歴史）」

（histoire）がその両方の役割を果たしている。これら三つによって、そのコトバが違う、語り

方、文体が変わることはないのであって、それが顕著にわかる興味深い例が、登場人物（ゴー

ヴァンが出会った隠者）のつぎのようなコトバである。
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「この城は質問の城とよばれております。あなたが質問したことはすべてその意味を、優れた僧
であり優れた隠者であるヨセフス（“Josep le bon clerc et le bon hermite”）、この方のおかげで
私どもがそれを知っているこの方の証言によって知ることになります。彼はそのことを聖霊と天
使のお告げによって知っているのです。（l. 2156‒2160）

物語の中の登場人物が、物語の翻訳者であり記録者であるヨセフスの名を持ち出して語ってい

る。このように、厳密に考えれば、テクストのある部分について「誰が語っているのか」は、

曖昧になっている。しかし、ともかく、テクストの進行にそって語られている物語、「冒険物

語」や「歴史物語」とは別の次元で多くの物語が、たとえば「ペルレスヴォーの出生と成長の

物語」や「Loholt の物語」などと呼べるような物語が織り込まれている。

　そもそも何を物語と考えるかという時、単に時系列にそって語られていることが物語である

のか、あるいはなにかの主題によってまとめられていることが物語であるのかという区別が重

要であるように思われる。もちろん、ここで厳密な「物語」の定義をするつもりはない。むし

ろ具体的に、われわれはこういうものを「物語」と考えるのではないかと、『ペルレスヴォー』

をもとに整理してみたいと思う。

　さきに取り上げたゴーヴァンによるペルレスヴォー探しの冒険物語の一部、ランスロと別れ

たところから、Vermelle Lande での騎馬試合が終わるところまでは、

　　１．「隠者（の庵）」→ ２．「＜乙女たちの女王＞」→ ３．「＜臆病騎士＞」→ ４．「金の盾の

騎士」→ ５．「騎士の遺骸を運ぶ娘」→ ６．「老騎士の城」→ ７．「金の盾の騎士、ある乙

女」→ ８．「隠者 Josimas」→ ９．「Vermelle Land での騎馬試合」（白い盾の騎士）

というように、時の経過に沿って出来事が順番に語られている。この旅の目的ははじめからペ

ルレスヴォー探しであるということを読者は知っているから、この旅は「ゴーヴァンによるペ

ルレスヴォー探しの物語」として理解される。しかし、「ペルレスヴォーを探す」と言っても、

この旅の初めにおいてゴーヴァンとランスロは、ペルレスヴォーをヨセフの盾を持つ騎士とし

て認知している（かつて＜荷車の乙女＞が宮廷に残したアリマタヤのヨセフゆかりの盾、銀と

青の斜め帯に赤い十字の盾）。そこで、ペルレスヴォーが、自分が持つ盾をあれこれ替えて

（まず金の盾、騎馬試合では白の盾）、ゴーヴァンの前に現れるので、ゴーヴァンは自分が探し

ている人間と、それと気づかぬままに話をし、戦うことになる。そして読者もはじめはゴー

ヴァンと同じ立場にある。

　４番目の金の盾の騎士の出現の冒険では、読者もこの騎士が何者かわからない。ペルレス

ヴォー探しとどういう関係があるのか、またこれまで語られてきた物語とどういう関係がある

のか、あるいはないのかわからない。またこの騎士のいう40日後の Vermelle Lande での騎馬

試合も今後どういう意味があるのかわからない。次の５番目の冒険、「騎士の遺骸を運ぶ乙女」

では、この乙女が死んだ騎士の仇討ちをしてくれる騎士を探していること、そのために
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Vermelle Lande での騎馬試合へ行く途中であることがわかる。この時点では、この冒険もペ

ルレスヴォー探しとは関係がない。そしてこれまでの冒険との関連という点では前の冒険と

Vermelle Lande での騎馬試合の話題で共通しているだけである。その次の６番目の冒険「老

騎士の城」で、老騎士はゴーヴァンに自分を金の盾の騎士から守ってくれるように頼み、また

ゴーヴァンの方はそれとは別の騎士としてヨセフの盾を持つ騎士ぺルレスヴォーの消息をたず

ねる。老騎士はペルレスヴォーが Vermelle Lande での騎馬試合に参加するであろうと教える。

ここにおいて、ゴーヴァンと読者は、前の二つの冒険で話題に出ていた Vermelle Lande の騎

馬試合がペルレスヴォー探しの目的にとって意味があるとわかる。しかし、金の盾の騎士に関

する話は、やはり前の二つの冒険と関わりを持つものの、ペルレスヴォーとは別の騎士に関す

るものとして理解される。次の７番目の冒険でゴーヴァンは再び金の盾の騎士と遭遇するもの

の、再びそこに現れた乙女によって老騎士の陰謀が明らかになり、金の盾の騎士と戦うことな

く別れ、その正体はわからないままである（乙女の兄は老騎士の策謀のために城のそばを通り

かかったある騎士と戦って死んだ）。とすると、この冒険もペルレスヴォー探しとは直接的に

はほとんど関係のない話に思われる（この乙女がやはり Vermelle Lande へ向かう、というつ

ながり以外は）。次の８番目の冒険に現れた隠者が金の盾の騎士がペルレスヴォーであること

をゴーヴァンに明かす。そこでこの時点になって、読者はこれまでの冒険に登場し、また話に

出た金の盾の騎士が、この一連の冒険の旅の目的であるペルレスヴォーであるとわかる（そう

ではないかと気づいていた読者は確認する）。

　このように語りの進行に沿って進む旅においても、それぞれの冒険の持つ意味、冒険に出て

くる登場人物の話題の持つ意味は、はじめから明らかである場合もあれば、後になって振り

返って明らかになる場合もある。ゴーヴァンの一連の冒険で、はじめに金の盾の騎士が出現し

た冒険を、あとになって「伏線が張られていた」と、あまりに単純な例ではあるが、日本語で

はそう呼ぶことができる。出来事の時間軸にそった進行を「筋」、「線」としてイメージするよ

うに、意味のつながりも線としてイメージする。

　こうした意味のつながりは、もちろん、一連の冒険の旅物語の中だけではなく、複数の冒険

の旅物語相互の間もあれば、登場人物の話、そしてヨセフスや「物語」（“le conte”, “lʼhistoire”）

と言った語り手の注釈とも関係づけられる場合もある。意味のつながりの拡がりということで

あれば、どこからどこまでと限定できない。

　先ほど取り上げた、アーサー王の息子 Loholt 殺害の話をもとに意味のつながりを考えてみ

る。まず、アーサーが Pennevoiseuse で開いた宮廷の場面のはじめ、王は一方で Loholt の消

息を案じ、他方では Logrin le Jaiant を倒して首を持ち帰った Keu に報奨として土地を与えた

ことがわかる。この時、語り手の次の言葉がその二つの出来事の関連をほのめかしている（「し

かし Keu が自分に対してどのような企みを働いたのかを知っていれば、王は Keu の騎士とし

ての働きとその勇気とをかくも称えることはなかったであろうに。」l. 4010‒4012）。次いで、
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先に取り上げたように、ペルレスヴォーの冒険の旅の途中で、ある隠者がペルレスヴォーにそ

の真相を語り、Loholt の首を持ち去った乙女について話す（l. 4909以下）。その次にはアー

サー王の Cardueil の宮廷に、ある騎士の首を運ぶ乙女が訪れ、殺害者が Keu であると明らか

になる（l. 6292以下）。

　しかし、この Loholt 殺害に関わる物語は、Loholt に殺された Logrin le Jaiant を中心に考え

るとまた違った拡がりを見せる11。

　ペルレスヴォー探しが終わり、ゴーヴァンとランスロが帰ってきたアーサー王の宮廷に、焼

け死んだ二人の騎士の遺体が運び込まれる（l. 5446以下）。それは＜炎のドラゴンの騎士＞

（Chevalire au Dragon ardent）からの使者で、＜ドラゴンの騎士＞は Keu が首を持ち帰った

Lorin le Jaiant の死に関してアーサー王に復讐すべく、いわば王に対して宣戦布告をしてきた

というわけである。物語はそこから Camaalot を出発点とするペルレスヴォーの冒険の旅に移

り、その４つ目の冒険としてペルレスヴォーがアーサー王の宮廷へやってくると、ちょうどそ

こへ＜ドラゴンの騎士＞からさらに４人の騎士の焼死体が送られてくる（l. 5631以下）。また、

そこへ前にも出てきた、騎士の遺体を籠（“litiere”）で運ぶ乙女も登場し、この騎士を殺した

のがほかならぬ＜ドラゴンの騎士＞であり、その騎士とはペルレスヴォーのいとこ Alain であ

るから、Vermelle Lande の騎馬試合の優勝者であるペルレスヴォーに仇討ちが要請される。

この後、ペルレスヴォー、ゴーヴァン、ランスロにこの乙女が付き添って、＜ドラゴンの騎

士＞との戦いに出発する。が、１番目の冒険＜回転する城＞において、その中に入ることので

きないゴーヴァンとランスロはこの任務から脱落、そしてペルレスヴォーが次の冒険で＜ドラ

ゴンの騎士＞を倒す。

　ここでアーサー王の宮廷へ騎士の遺体を籠で運ぶ乙女が訪れたところから、さかのぼって、

この謎の乙女がこれまでどのように物語に登場してきたかを振り返って整理すると、３回にな

る（読者はどれだけ覚えているだろうか）。始めはペルレスヴォー探しのゴーヴァンの旅の途

上で現れ、ゴーヴァンに、この騎士の復讐をしてくれる騎士を求めて Vermelle Lande へ向

かっているとだけ言っている（l. 4266以下）。次はここから４つ先の冒険、Vermelle Lande の

騎馬試合の場面、その優勝者が白い盾の騎士（ペルレスヴォー）ともゴーヴァンとも決まらぬ

うちに、白い盾の騎士が姿を消したので、ゴーヴァンに仇討ちを依頼するが断られる（乙女は

白い盾の騎士がペルレスヴォーであると知っており、それをあとになってゴーヴァンに教え

る）。３回目に物語に乙女が登場するのは、ランスロによるペルレスヴォー探しの旅物語の３

番目の冒険となる。ここで乙女はランスロに、つまりは読者に、乙女の運んでいる騎士が＜ド

ラゴンの騎士＞に殺されたことを話している。物語が語られる順に従っている読者にとって

は、まずはじめにある乙女が駕籠で運ぶ騎士の遺体という謎が示され、次にはこの乙女がゴー

ヴァンやランスロの旅の途中で彼らの旅の目的とは直接意味のつながりを持たない形で出現し

ながら、この騎士の仇を討つために戦うべき騎士（ペルレスヴォー）、その騎士の殺害者（＜ド
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ラゴンの騎士＞）といったように読者には事情が少しずつ明らかになり、そしてアーサー王の

宮廷ではこの騎士の正体（ペルレスヴォーのいとこの Alain）も加わり、またこの仇討ちに

アーサー王にとっての意味も加わる。

　ところで、先に「物語の編み上げ」（entrelacement du récit）の技法という用語をとりあげ

たとき、はじめにこの用語を用いた F. Lot にとって、Lot は後の Pauphilet, Payen, Kennedy, 

Strubel とは違った意味で使っていたことを指摘しておいた12。『散文ランスロ』を著した F. 

Lot がこの用語で考えていたものは、今、とりあげた意味ないし主題のレベルのものである。

　　いかなる冒険もそれだけで自己完結したひとつのまとまりを形づくるものではない。一方

ではそれより前のいくつものエピソード、それらは一時的に脇に置かれていたもののそこ

にさまざまな分枝（ramifications）を伸ばし、他方ではすぐ後の、あるいはずっと後のさ

まざまなエピソードが、そこで始まっている。計画的な枝のもつれ（錯綜）である。この

編み上げの技法の例を挙げようとすると枚挙にいとまがないほどである。それらの数はあ

まりに多いので、すべて数え上げようとすれば、『ランスロ』を端から端まで語ることに

なろう。13

　ここでイメージされているのは、編まれた数本の紐というよりたくさんの枝の絡み合いとい

うものである。ところが、いわゆる「物語の筋」 （“fil du récit”, “fil narratif”）という語の意味

の曖昧さのゆえに、「編まれている紐」は意味の連関というより、冒険の連続と誤解されたの

ではないかと思われる。

　われわれは一方で、意味の連関とは別に時間軸に沿って連続して起きた出来事の数々をまる

で点と点を結ぶようにして一本の線としてイメージする。そこでまず重要なのは順番であっ

て、出来事と出来事との間の意味上の関係ではない。散文ロマンスの冒険物語の語りは、冒険

のひとつひとつが区別しやすいのでこのイメージにぴったりあてはまるが、一般に物語のテク

ストについてみれば、出来事と出来事の区別と言うものはそれほどわかりやすいものではな

い。『ペルレスヴォー』でも歴史物語のくだり、たとえばアーサー王がランスロをアルバニア

に派遣して侵入者を撃退するというくだりでは、出来事に区切ると言うのはそれほど自明のも

のではない。

　ところが、他方ではわれわれは何らかのコトバ（情報）とコトバ（情報）との間に意味の上

での関連を見つけるとやはりこれらを線で結ぶようにイメージする。たとえば、さまざまな情

報の中から、ある乙女が運ぶ騎士という存在、その殺害者の名前、騎士の素性（ペルレス

ヴォーとの関係）、殺害者とアーサー王との関係といったものを結びつける。そうした関連づ

けの中には、例えば「＜炎のドラゴンの騎士＞が Loholt を殺したから、Loholt のいとこのペ

ルレスヴォーが＜炎のドラゴンの騎士＞に仇討ちをせねばならない」とか、「Loholt が Logrin 
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le Jaiant を殺したので、＜炎のドラゴンの騎士＞が Loholt の父であるアーサー王の敵となる」

というような因果関係も含まれる。しかし、関係づけは因果関係だけに限るものではなく、つ

ながりも一本の線分、ないしその一本の連鎖とは限らず、ネットワークのように際限なく広が

りうるものである。

　おそらくわれわれにとってわかりやすい物語、あるいは物語の筋というものは、この二つの

関係づけが重なってイメージできるもの、「＜炎のドラゴンの騎士＞が Loholt を殺したから、

Loholt のいとこのペルレスヴォーが＜炎のドラゴンの騎士＞を倒した」というようなもので

あろう。そして、一つの物語の終わり方を問題にする時には、意味ないし主題のレベルでの結

論が問題となるのである。

　このような意味ないし主題のレベルで『ペルレスヴォー』から抽出できるさまざまな物語と

いうのは、どのような物語をどれだけ抽出できるか、それは一義的に決まるものではない。こ

こでは、本作にとって重要なもの、物語という点で重要なものをとりあげる。

　本作品でもっとも重要な「物語」、それはまさに作品のタイトルである、「聖杯の物語」、「聖

杯に関する物語」ということになる。聖杯とは何かについては作品冒頭で「救い主が地獄から

民を贖うために十字架刑に処せられた日に救い主の血を納めた聖なる器」である記されている

（l. 1‒3）。そしてプロローグでは、物語の主人公の父方の祖としてアリマタヤのヨセフの名を

挙げ、この「優れた兵士（“li buens soudoiers”）」がエルサレムで十字架刑に処せられた救い

主の体をピラトからもらい受けると、その脇腹を刺した槍と合わせて聖なる器、すなわち「そ

こに救い主を惧れをもって信じる者たちが、救い主が十字架にかけられたときにその傷口から

流れた血をためた」ものを保管したと言われている（l. 31‒35）。これはロベール・ド・ボロン

の『聖杯の物語』（Estoire du Saint Graal）以来の聖杯の起源にまつわる話をそのままに引き

継いでいる。こうして『ペルレスヴォー』では、クレチヤン・ド・トロワの『聖杯の物語』

（あるいは『グラアルの物語』とよぶべきか）では、「グラアル」という謎の器が、イエス・キ

リストにまつわる「聖なる器」としてはじめから提示されている（言葉としては）。ただ、ロ

ベール・ド・ボロンの物語では、この器がエルサレムから遠いブリタニアへともたらされる経

緯が語られているのだが、『ペルレスヴォー』では、いきなりアーサー王国の漁夫王の館で出

現したことになっている。しかも、プロローグによれば、アリマタヤのヨセフが物語の主人公

（つまりペルレスヴォー）の母のおじであるというからには、われわれの感覚からすれば、物

語はイエスの磔刑から100年いや50年も経っていない時代のイギリスということになる。

　やはりプロローグにおいてある優れた騎士が「ほんのわずかな言葉を言うのを怠ったがため

に大いなる不幸の数々がブリタニアに到来した」（l. 18‒20）ことが記されていたのだが、物語

が始まって、はじめのアーサーによる冒険で登場した Sain-Augustin 聖堂の隠者によって、こ

の事件失敗がこの物語が始まった時点ですでに起きてしまっていたことを読者は知る。
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あ る 大 き な 苦 し み が あ る 騎 士 に よ っ て 招 来 さ れ た。 そ の 騎 士 は「 漁 夫 王 」（“riche roi 
Pescheeur”）の館に泊まった、その者に聖杯（“li sainz Graauz”）と穂先から血の滴る槍とが出
現したが、その者はそれで何を供するのか、それで誰に供するのか問わなかった。彼がそれを問
わなかったために、あらゆる土地で戦いが始まり、……（l. 350‒354）

　そしてやがてアーサ王の宮廷に現れた＜荷車の乙女＞が、この騎士の失敗がもとで漁夫王は

「苦しい衰弱」（“une doleureuse langeur”, l. 635）におち、アーサー王も無気力になり、また自

分の髪も抜け落ちたのだと言う。クレチヤンの物語ではぺルスヴァルが訪れる前に、漁夫王は

すでに傷を負っており、グラアルについての問いを発することによって傷を癒すことができた

はずであった。『ペルレスヴォー』の作者はクレチヤンの続篇を書いているようで、こうして

もともとの設定を大きく変えてしまったことになる。

　＜荷車の乙女＞はまた、「いずれかの騎士が漁夫王のもとへ行き、この騎士よりももっとう

まく問うか、あるいはある騎士が聖杯を獲得するまでは私の髪はもどらないだろう」と言う

（l. 652‒654）。誰かが、前の騎士（ペルレスヴォー？）が失敗した試練にあらためて挑戦する

ことが求められていることになる（アーサー王の無気力は、アーサー王自らがはじめに Saint-

Augustin 聖堂詣でをしたことによって癒されている）。確かに、この後に物語に登場するゴー

ヴァン、ランスロはいずれも漁夫王の城をめざして旅をしている（「そなたはどちらへ向かっ

て道を進んでいるのですか」──「漁夫王の領地へ向かっております、それが神意にかなうも

のであれば」l. 707‒709）。ゴーヴァンは漁夫王の城にたどり着き、王と対面し、そして聖杯と

槍が運ばれる様子を３度目にする。聖杯の中にはまずカリス14があるように見え、次には「幼

子の姿」（“la forme dʼun enfant”, l. 2439）が、そして３回目には宙に浮く聖杯の上に、「十字

架に釘で打ち付けられ、脇腹を槍で刺された一人の人間の姿」を目にする（l. 2449‒2450）。し

かし、ゴーヴァンもなぜが物思いに沈んだまま問いを発することなくその場面は終わる。この

後、いよいよペルレスヴォーが物語の世界に登場し（再登場）、ペルレスヴォーによる再訪問

が期待されるが、次にそこを訪れるのはランスロとなる。しかし、ランスロは漁夫王に会うこ

とはできるものの、そもそも聖杯が出現しない。語り手はそれが「彼が疚しさを感ずることも

なく愛していた王妃の罪のため」（l. 3751‒3752）であると説明している。で、ペルレスヴォー

はと言えば、彼が再訪する前に、Dandrane に告げられる天の声によって、漁夫王が死んだこ

と、その漁夫王の礼拝堂は＜死の城の王＞に占拠されてしまい、もはや聖杯が現れることがな

くなったことが明らかにされる。となれば、先に Kamaalot 城を敵から守ったペルレスヴォー

の次の使命は、これまでの聖杯の探索（quête）、すなわち漁夫王の城を訪れて、漁夫王に聖杯

にまつわる問いを発することではなく、聖杯の獲得（conquête）、簒奪者＜死の城の王＞を倒

して聖杯を獲得することとなる。果たしてペルレスヴォーはいとこの Joseus を含む13人の隠

者たちとともに＜死の城の王＞の軍勢が守る城を攻め、ついには＜死の城の王＞を自殺に追い

込み勝利する。そこで聖杯が血の滴る槍とともに再び姿を現したことが事実として語られる
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（l. 6254）。

　次に聖杯について語られるのは、アーサー王による聖杯城訪問の時のことである。

聖杯はミサの供犠において５つの形で（“en. v. manieres”）で出現したが、それを言うことは決
してできない、というのは供犠の秘密事は、神が許しを与えたものでなければ誰もあからさまに
言ってはならないから。アーサー王はすべての変化（“muances”）を見た。その最後は聖盃（カ
リス）の中にあった。（l. 7223‒7225）

ここで、聖杯自体が形を変えること、それは化体（transsubstantiation）の秘儀と共通するも

のであり、その変化をアーサー王は目にしたと語りながら、読者には明らかにされることはな

い。物語の最後、ペルレスヴォーの船出の場面では、まず天の声がペルレスヴォーに、

聖杯はもはやここに出現することはない、そなたがほどなくして、聖杯がどこにあるか知ること
になろう（l. 10138‒10139）

と告げている。聖杯はどこに行くか、それはペルレスヴォーが船で向かう「四つの角笛の島」

であろう。こうして、聖杯についての物語は、聖杯とは何か、どのように見えるものかという

点については謎のままに終わる。

　作品の前書きにおいて、ヨセフスが「ある優れた騎士の家系のために」（“por le lignage dʼun 

buen chevalier”, l. 14‒15）、この聖なる物語を記録した、と記されているように、読者はこの

作品をもとに、ペルレスヴォーとその家系の物語というものも考えることができる。ペルレス

ヴォーについては、すでに述べたように、物語に登場する以前に、登場人物の話から、Julain 

le Gros の息子として Kamaalot で育ったペルレスヴォーであり、漁夫王の城で失敗した者（ぺ

ルスヴァル）、そして隠者 Pelles の庵で病の床についているパル・ルイ・フェとして語られ、

その三つが一致したものとして読者に認知されている。そして物語に登場すると、大きな仕事

としては、Li Sire des Mares を倒して故郷 Kamaalot を守り、次いでおじの一人である＜死の

城の王＞（Roi du Châteu Mortel）を倒して漁夫王亡きあとの聖杯城と聖杯を奪還して聖杯の

守護者となり、さらに＜黒の隠者＞を倒して奪われていた数々の首を取り戻す。つまり、まず

自分の家族のために戦い、つぎに聖杯のために戦い、最後は邪悪な存在に捕らわれていた死者

たち（地獄に堕ちていた者たち）のために戦う。その合間にも古い教え（ユダヤ教）に固執す

る者たちとの戦いを続け、ときに敵対する者たちを血祭りにあげることも厭わない。磔刑のイ

エスが血を流したように、今度は敵が血を流すこと、そのためにペルレスヴォーは戦う。そし

て最期は、神が遣わした船に乗って、異界とも言える＜四つの角笛の島＞へ向かう。ついに、

ペルレスヴォーは、はじめに漁夫王のもとを訪れたのが自分であったのかどうか明かすことな

く物語に登場してから最後まで、まさに「優れた騎士」（le Bon Chevalier）として活躍する、
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ちょうどイエスが救い主（le Sauveur）と呼ばれるように。

　ではその家系はといえば、はじめのプロローグで紹介された人物たちのほとんどすべてにつ

いて、物語本篇でその最期が語られていることがわかる。母方の祖（母親のおじ）アリマタヤ

のヨセフと父方の祖ニコデムスについては、それぞれ聖杯城の近くの謎の柩、Kammalot の城

の近くの謎の柩の中の遺骸の正体がこれら二人であることがペルレスヴォーによって明らかに

され、後にそれらの柩は聖杯城に運ばれ、最後にはペルレスヴォーの船に積み込まれる。母の

兄弟である３人のうち、漁夫王については、聖杯城の最初の訪問者の失敗のために患った病で

死んだこと、隠者 Pelles についてはペルレスヴォーを恨む Aristor に殺されたことが報告され

る。そして＜死の城の王＞については聖杯城での戦いでペルレスヴォーに攻められて自決する

さまが描写されている。ペルレスヴォーの母と妹 Dandrane は聖杯城に身を寄せていたが、ペ

ルレスヴォーが最後の船出をするのは二人の死後である。またプロローグに、ペルレスヴォー

の父の11人の弟の名をすべて挙げた上で（l. 47‒52）、父と同様にいずれも救い主のために戦っ

て死んだとあるが、物語本篇がはじまって彼らの死が過去のことであるとわかる。そしてペル

レスヴォーは自分が訪れたある島で、父とおじ12人の遺骸がそこに安置されていることを知

る（l. 9830以下）。 

　そのおじたちと物語の関わりはこれだけではない。まず11人のおじの名前の中に、物語の

舞台として出てくる地名が入っており（Meralis du Pré du Palés, Fortimes de la Vermelle 

Lande, Galerians de la Blanche Tor）、また３人については、その息子たち、つまりペルレス

ヴォーの従兄弟たちが物語に関わってくることである。ゴーヴァンが旅の途上で出会った乙女

が駕籠で運んでいた騎士の遺骸というのは後になって Elinanz dʼEscavalons の息子の Alain で

あるとわかり（l. 5673）、聖杯城のペルレスヴォーのもとに現れた乙女は自分が運んでいる騎

士の首というのが Bruns Brandalis の息子であると言う（l. 8690）15。ペルレスヴォーはそれぞ

れ＜火を吐くドラゴンの騎士＞と＜赤の騎士＞（le Roux Chevalier）を倒すことで一族の者の

仇を討つ（l. 5888, l. 8844）。そして３人目、Calobrutus の息子 Caloburus については、ペルレ

スヴォーが船旅の冒険で訪れた島で鎖につながれているところを発見し、Gohart を倒して、

解放する。先に引用したように、ペルレスヴォーの冒険のすべてがこの物語に記録されている

わけではないとするならば、ほかにもペルレスヴォーによって名誉を回復されたり、救出され

たりした従兄弟たちもあったかも知れないということになる。そして最後には聖杯城の跡をま

もる Joseus とペルレスヴォーのみを残してこの聖なる家系も絶える。その意味ではペルレス

ヴォーの家系の物語にも結末が与えられている。

　聖杯とペルレスヴォーの物語に対して、ではアーサー王の物語としてはどうであろうか。こ

の作品では、アーサー王国に敵対する Claudas 王軍が侵入したという知らせが届いたところ

で、その物語は終わっている。しかし、この時、息子 Loholt も、そして王妃グニエーヴルも

すでに死に、遺骸はアヴァロン島の柩に納められている。Loholt の柩にはアーサー王の死後、
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かわって王の遺骸が納められることになっていると言われる。ここに王の死とおそらく王国の

滅亡が予告されている。ところで、物語の途中、アーサー王は聖杯城へ向かう「冒険」の旅の

途上で、とある小さな城の僧から自分の出世の秘密を聞かされている。

Uter 王、この方はアーサー王の父ですが、王はあるとき盛大な宮廷の集いを催し、すべての家
臣を招集しました。この城の城主は名を Goloés と言いました。彼はそこへ行ったのですが、そ
の時に名を Ugerne という妻も連れて行きました。（l. 6584‒6587）

僧は、こうして、Ugerne を気に入った Uter 王が、メルランの助けを借りて、自分の姿を

Goloés に変え、Ugerne を騙して一夜と共にした、そこから生まれることになったのがアー

サー王であると言う。このアーサー王出生の秘密はジェフリー・オブ・マンモス以来、よく知

られている話である。これに続けて僧はその場にある柩を示して、かつてそこにメルランの遺

骸が納められたが、神か悪魔かいずれによってか運び去られたと付け加える。メルランの柩の

話はいかにもその死を過去のこととして印象づけるために作者が加えたと思われる。また、僧

の話を聞いて、はじめて自分の出生の秘密を知ったアーサー王はゴーヴァンとランスロに対し

て恥ずかしく思ったとある。

　同じように聖杯城からの帰途、今度はゴーヴァンの出生の秘密が明らかになる。訪れた古城

こそ、ゴーヴァンの生まれた城であったが、ゴーヴァンはその城主の妻が Lot 王と関係してで

きた子であるという（l. 7300‒7328）。ゴーヴァンもまた姦通によって生まれた子であると。

　ランスロについてはこのような出生にまつわる物語が語られることはない。しかし、ランス

ロは漁夫王の城を訪れる直前に出会った隠者に王妃への恋について告白し、隠者の忠告にも関

わらず、この恋を捨てるつもりはないことを宣言する。

　このように、この作品ではアーサー王とゴーヴァン、ランスロには姦通の罪が影を落として

いることがわざわざ強調されている。この作品にあって、アーサー王国とはこのように罪で穢

れた俗世の世界として示されているとも言える。アーサー王はこれまでの40年のうち、３年

前までは名君として讃えられたが、この３年間は謎の無気力に襲われ、自らの Saint-Augustin

聖堂詣でによって、気力を回復し、それがペルレスヴォーの登場、聖杯城の奪還の契機となっ

て、王みずから聖杯城を訪れ、聖杯の供犠に参列する。しかし、その後はアーサー王国を狙う

外敵の侵入に悩まされることになる。作者にとっては、この聖杯の物語に俗世世界の代表であ

るアーサー王を組み入れることは必要であったが、そのアーサー王国の物語を詳しく語るつも

りはなかった、従ってあえてその終わりを記すつもりはなかったと考えられる。ペルレス

ヴォーが船出した時、アーサー王国の物語は書かれないままに終わっている。それは、この作

品がクレチヤンの物語の続篇であるようで、それをはじめから語り直しているようになってい

ることと同じであるように思われる。
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　聖杯の物語、ペルレスヴォーの物語、アーサー王国の物語、そして Loholt の物語などと、

この作品からはさまざまな物語が抽出できるのであるが、ではそうした物語はすべて結末がつ

けられていると言えるだろうか。今、挙げた中で、アーサー王国の物語以外はきちんと終わっ

ていると言える。では他の物語はどうであろうか。

　作者は、主人公たちの前に現れる謎の乙女たち、騎士の首を運ぶ乙女や騎士の遺骸を運ぶ乙

女、ランスロを憎む乙女などについては忘れずにそれぞれの物語を決着させている。ただ、た

とえばランスロが訪れた燃える町の「冒険」などはその後の物語に何も関わることなく作品が

終わる（l. 3504）。また＜狂える城＞（Chastel Enragié）の乙女のように、城を征服したペル

レスヴォーに迫られて改宗したことがいったん次のように語られて終結するのであるが、

ヨセフスがこの物語においてわれわれに証言するところによれば彼女は Celestre の名（洗礼名）
を得た。彼女は自分の洗礼をたいそう喜び、心がけをよいものに変えた。隠者は長い間城内にと
どまって堅い信仰を教え、城内で主のお勤めを続けた。乙女はとてもすぐれた聖なる日々を送
り、次いでとてもすぐれた務めを行った生を終えた。（l. 9154‒9159）

その後、Melio の冒険の旅物語のところで、Melio はこの乙女がある騎士によって鞭打たれな

がら連行されているところへ遭遇する （l. 9319‒9346）。いったん終わったはずの＜狂える城＞

の乙女の物語が、語り直されている。

　「冒険」の物語は、すべてが語られているとは限らない、また同じ場所同じ人間がいつも同

じように存在しているわけではないことを思わせる。アーサー王とゴーヴァン、ランスロが聖

杯城に向かう途中のこと、以前にそれぞれ聖杯城を訪れたことのあるゴーヴァンとランスロが

自分たちが知っていると思っていた場所がすっかり変わってもはやどこにいるのかわからない

と語られているのであるが、そこに次のようなヨセフスの証言が加えられている。

ヨセフスがわれわれに証言するところでは、島々の姿は神の意により到来する多様な（“diverses”）
冒険ごとに姿を変えており、騎士たちもそれらが多様である思われるのでなければ冒険の探索は
決して彼らの望むものでなかった。（l. 6615‒6618）

この言葉はこの物語の中の騎士についてと同時に、この物語の読者にも向けられたものである

ように思われる。『ペルレスヴォー』のような「冒険」の物語では、読者は読み進むにつれて、

これまでどのような「冒険」を読んできたのか、そのさまざまな「冒険」相互の間にどのよう

な意味のつながりがあるのか、うまく思い出せない。ひとつひとつの「冒険」は、まさに舞台

で幕が上がるごとに、どのような場面、どのような登場人物が現れるかも知れないようなもの

で、同じ場所、同じ人間がその時その時で違う意味を持つかも知れない。その全体像を把握し

ようとして、どこが始まりでどこが終わりとも把握できないような物語である。
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　『ペルレスヴォー』という作品は、一冊の書物、はじめがあり、終わりがある作品として示

されている。そしてその物語のテクストは自ら始まりを宣言し、終わりを宣言している。しか

し、物語というものをさまざまなレベルで考えれば、そこには一方で、はじまりと終わりのあ

る物語があり、途中から始まり途中で終わる物語があり、またいつまでも終わりがなく果てし

なく続くような物語が含まれている。作者は作品の主題である聖杯とペルレスヴォーの物語に

関してはまさに筋の通った結末に導いている。しかし、アーサー王とその王国の物語について

は、これを聖杯の物語とともに語られるべき物語として意図してとりこみながら、作品自体に

その最期を語ることをしなかったように思われる。これはこの作品がある点から、つまり物語

の時間からすればクレチヤンの続篇であって始めが欠けているように見えるのと同じように、

その終わりも欠けているように見える。しかし、語られる物語としては、この作品の中にはじ

まりから終わりまでが語られている、ということではないだろうか。

　『ペルレスヴォー』は近年また改めて注目されるようになっているが、実は作者のある一面

についてずっと触れられていないように思われる16。われわれは一方で物語全体の意味を問い

（十字軍の精神の反映であるとか、終末論的図式が意図されているとか）、一つ一つのエピソー

ドの意味を問う（夢の中で脇をナイフで刺された人間が目が覚めたら本当にナイフで刺されて

いる、カユの夢）。解釈する立場としては、ときに作者が意図していたかどうかとは関係なく

論じられることもある。たとえば精神分析学的解釈のように、むしろ作者の意図しないところ

に意味を認めることができるとするならばそれはそれできわめて興味深い解釈である。

　ただこの作品の場合、作者が明らかに意図して、他の聖杯物語とは設定を変えた点がいくつ

もある。まず、漁夫王の城での沈黙による失敗の意味を変えた。主人公は漁夫王の病を癒す機

会を逸したのではなく、むしろその失敗が漁夫王の病を引き起こしたことにした（さらにアー

サー王を含め大いなる災いを引き起こした）。つぎに、その失敗した騎士をペルスヴァルでは

なく、ペルレスヴォーと名前を変えて登場させている（『散文ペルスヴァル』では、ペルス

ヴァルが同じ名前で登場し、散文の『聖杯の探索』ではペルスヴァルとは別にガラアドが聖杯

の守護者として新たに登場している）。そしてペルレスヴォー（ペルスヴァル）が再び訪れる

前に、漁夫王は死んでしまい、聖杯をめぐる問いの謎が謎のままに残されるとともに、ペルレ

スヴォーの使命が聖杯の探索ではなく、聖杯の奪還となった。そしてアーサー王国の最期とな

る前に王妃グニエーヴルの死が語られていることである。また大きな枠組みとして、アーサー

王の聖杯との関わり、アーサー王の聖杯城詣でとアーサー王国の歴史物語の取り込みも他の聖

杯物語と違う点である。

　こうした作者の意図が正確にどのようなものであったのか、そこは解釈の問題である。た

だ、同時にあえてこのような新たな構図のもとにこの物語を書いた作者、それは学僧（clerc）

であったろうが、その作者のいわば知的態度というものにも興味を持つことができる。作者

は、ある種の知的な遊びとして楽しんで書いたように思えるのである。すでにあった聖杯の物
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語の枠組みをあちこちで変えた上で、ケルト伝来のモチーフとキリスト教の秘蹟を交えた数多

くの冒険を盛り込んだ迷路のような物語に読者を誘いこむ、それはひとつの知的なゲームのよ

うなものであったのではないか。現代の感覚で言えばエッシャーの騙し絵やペンローズの三角

形のような遊びと言えば遊びであり、しかし細部にまで及ぶ知的厳密さはゆるがせにしないよ

うな態度である。
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ば、この乙女は物語のはじめのアーサー王の Saint-Augustin 詣での途中に出現し （l. 267）、ついで聖杯探
索の旅の途上のゴーヴァンが出会った乙女（l. 885）ということになるが、乙女はアーサー王からアーサー
王が倒した黒騎士の首をもらい受け、しかもゴーヴァンにはその首をそれから＜黒の隠者＞に渡すつもり
であると言っている。Nitze も指摘するように、これは作者の記憶違いによるものと思われる（t. 2, p. 
213）。Nitze は実は第１巻（1932）校訂テクスト41頁、この乙女がアーサー王と話す場面の頁の上部の柱
には “PERCEVALʼS SISTER” としていたが、第２巻（1937）注釈でこの間違いを訂正している。この物
語にはしばしば謎の乙女が登場する──ぺルスヴァルの妹 Dadrane も最初の登場では正体不明である
──ので、読者が混乱するのももっともである。 

16 『ペルレスヴォー』研究では、2011年に CEMM（「モンペリエ中世研究センター）主催で開催された討論
集会「『ペルレスヴォー再考』」の論文集が Revue des Langues Romanes の Tome 118 (2014), Tome 119 
(2015) で刊行され、今後さらなる関心をよぶことが期待される。ただ本論文集の Leupin の解釈など、難
解ながら刺激的で興味深いものであるが、たとえば論文タイトルにもある “autodestruction du roman”
というアイデア、それはなんらかの形で作者自身が意図したものか、それとも作者が気づかぬうちに21

世紀の文学批評からすればそのように解釈できるものを作り上げたものか、そこがわかりにくいのが残念
である。Leupin, « Le Perlesvaus, autodestruction du roman », Revue des Langues Romanes, Tome 118, 
2014, pp. 117‒139. 

キーワード：ペルレスヴォー、アーサー王ロマンス、聖杯ロマンス
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Abstract 

Comment finit-on le réict ? — le cas du Perlesvaus

Hiroshi UEDA

 Selon J.-Ch. Payen, « La fin du Perlesvaus nʼest pas adroite. » : Perlesvaus part en bateau, à la fin, pour sa 
dernière destination, tandis que le royaume du roi Arthur reste toujours menacé dʼune puissace adversaire. 
Nous essayons de comprendre la fin du Perlesvaus positivement en y distinguant plusieurs types de récits.
 Lʼauteur donne à son œuvre une forme du livre fini : le récit divisé en « branches » est précédé dʼune 
description du titre et dʼun prologue, et suivi dʼun épilogue et dʼune indication sur la rédaction.
 Le récit est rédigé de deux styles différents de narration. Les récits dʼaventures racontés pour chaque héros 
(quêtes du Graal, voyages de combat contre lʼAncienne Loi) sont entrelacés (entrelacement des temps). Le récit 
de la cour dʼArthur (conflits dans sa cour et guerres contre lʼennemi ) se poursuit avec le style historiographique. 
Mais ce récit-ci se trouve entrelacé avec les récits dʼaventres. Le temps terrestre de la Grande Bretagne est 
confondu avec le temps céleste du Graal.
 Dʼailleurs, le lecteur voit, en suivant le fil du récit, des informations fournies à de différentes occasions se 
développer en récits secondaires : histoire du meurtre de Loholt, histoire de Perlesvaus le Bon Chevalier, etc. 
Le lecteur se perd dans ce réseau de relations (entrelacement de thèmes).
 Notre auteur fait semblant de reprendre le récit de Chrétien et de laisser son récit en suspens à son tour, 
et prétend de raconter une histoire totale du Graal, « du commencement à la fin ».

Keywords: Perlesvaus, roman arthurien, Graal
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