
ヴォルフラムの文体

－Knappheit－
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
買Hルフラム・フォソ・エッシェソバハについて，同時代の詩人ゴットフリート・フォソ・

シニトラースブルクは「トリスタソ」鳩「（出まかせの言葉で跳びはねる）兎ρやから」勘

「奇怪な物語の創作者話の種の密猟老」2）と攻撃レさらに「その注解を魔法の書で探す（こ
，とが必要だ）」3）とその不透明（dunke1）な語法を非難する。また，ヴォルフラム自身も・「私　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

のドイッ語ほところξころでよく曲がって（krt　mP）しまう」4）と，自分の詰屈（た解吻）な

文体を認める。この自他ともに認めるヴォルフラムの加湖ρでdunke1な語法鵬詩人の

芸術的個性の蓑現であり，詩人の胸奥の内面的表示である。本論で嫁，ヴォルフラムの文体

のうち特に個性的な表現法であるKnappheit－「一行の文もしく．は脚韻を踏む二行連句

に・．より広くより深い意味，内容を凝縮し，よウ効果的に表現する語法をこう表記する一

をとりあ砒　「パルツィヴァール」5）をテキストに，この文体の分類と，その修辞的機能を
分析してみることにする。　　　　　　　　　　　　，　　』　　　，　　　　　『　　　　　　　　’

玉　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
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1．一行文によるKnappheit
一　　　　　　　丁　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

一行の文鵜より深い意味表現を凝縮したこの文体の用例を11∴「パルヅィヴ7一ル」の各

巻ごとに統計をとると，．表のような結果になる。．　　・…　　・　一
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metaphor三schな表現法によるもので6），このうちの約35％が人物描写に利用されている。

次に，この文体の内容を検討してみる。　　　　　・

第一巻，プロローグ，パルッィケァールの父ガハムレトと第一の妻ベラカーネの物語。ま

ず，プ官ローグで，ヴォルフラムは彼の主人公を次のように紹介する。

er　k茸e且e，　tr記cl宝che　wis，／．．．．／er　wibes　ougen　s茸eze，／unt　da　bi　wibes　herzen

suht，／vor　missewende　ein　wariu　vluht　4，18－2a

（彼，勇敢にして晩成型の人，．．．．彼は婦人の目の喜び，同時に婦人の胸の悩み，そして

道を踏み外した行為のまことの避難所）

MetapherとEllipseが見事に組み合わされ，可能な限り凝縮されたこのKnappheitは，

連続して用いられることによりその表現効果を何倍にも高め，聞き手に，まだ登場しない主

人公の全体像を欠けることなく十分に伝えてくれる。敵軍に攻囲されたベラカーネは，ガハ

ムレトに援助を求める。
ir　kiuscbe　was　eh　reiner　toロf　　28114，　　　　　　　　　、

i彼女の純潔は聖なる洗礼であった）

異教徒であるベラカーネの心の純潔は，キリスト教徒ガハムレトにとうて，神聖にして最も

清らかなキリスト教的儀式，洗礼と比せられるものである。見つめ合い，話し合う二人は互

し・をこ慕、、合う気持を抱く。

docll　was　ir　lip　sin　selbes’ P1p：／ouchl　hete　er　ir　den　muot　gegeben，／sin　leben

was　der　vrouwen　leben　　29，14－1a

　　　　　　　　　　　，e　（しかし彼女は彼自身だった。彼もまた彼女に心を与えていた。彼の命はその婦人の命

，であった）一　　　　　　　　一

連続したKnappbeitは，ガハムレトとベラカーネの誠実で深い愛を表現している』敵軍め

包囲から解放された彼女は，ガハムレトと結ばれるが，やがて，彼はひそかに彼女のもとを

去る。　　　　　　　　　　　　”　　　　　嘱1』

ir　vr6ロde　vant　den　d養rren猛w1c　57，10．

（彼女の喜びは詰れ枝を探した）　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

愛しながらも去っていったガハムレトを恋い慕い，愛の損失を嘆き悲しむベラカーネの気持

がここできじ鳩の行為に例えられ，彼女の痛々しいまでの誠実が，聞き手の胸を打つのであ

る7＞。　　　　　　　　i

謫�ｪはガハムレトと第この妻ヘルツェロイデの物語。ガハムレトは遠く残しそきたべラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’Jーネを思い出し胸rを痛める。

wan」jan肥r三st　ein　sch温rpfer　gart門90，1L

（なぜなら心の痛みは鋭い突き棒である）　　　　　’　　　　　　　”，　　　・

駆の撒嫉いの中にあって・ベラヵ一ネ捺獲甑鰭を駆嬉て破き棒bまうに該齢やお撫し㍑の楽い場か購し嚇抱と駆拉ぐるのであるiガ竺レト

はヘルツェ戸イデと結ばれるが，騎士の冒険を求め，彼女のもとをも去る。ある日ヘルツェ

ロィデが見た夢は，稲妻に激しく打たれる恐ろしいものである。　　　　　一，

も血鵬nde　z甑er　was　s呈皿1 Euz　b104，　a　　　　　　　　　　　　・
π　　　　　　　　　　角1曲　　　　　　　　　　　　　　　　一一r■一一

（一かみなりとともに．一燃える涙が降り注いだ）

1この五個の単語からなる1Knappheitは，その内容を侮倍にも膨らませる。雷鳴どともに彼
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女に激しく降り注ぐ稲婁の火花は，夢を見ながらその辛さに流し続ける彼女の熱い涙と溶け

あうのである。員覚めた彼女に，ガハムレトの死が伝えられる。悲しみの中で彼女は一入の

男子を生む。

ir　schimpf　ertranc　in　riuwen　vurt　114，4，

（彼女の楽しい気持は悲しみの流れに溺れ死んだ）

わが子の誕生の喜びも，愛する人の死の悲しみに消し去られ，ヘルツニロイデはこの後一切

の喜びを避けるのである呂）。　　　　　　　　　　　一

第三巻はパルツィヴァールの少年時代が舞台となる。ヘルツ呂ロイデはわが子を連れ，畑

を耕し森を開墾する生活に入る。彼女は召使に，騎士についてわが子に話すことを禁止する。

der　site　vuor　angestliche　vart　117，　29，

（このことは危険な道をi進むこと｝こなった）

この極めてヴォルフラム的な短文は，息子パルツィヴァールと彼女の運命を暗示し，聞き手

の関心を物語のその後の展開に向ける効果を持つ。騎士を知り，騎士となるぺく旅立ったバ

ノレツィヴァールの粗暴さは，エシ昌一テ夫人の恥ずかしさを呼び起こす。

，T宴sscham　begu丘de　swit宮en　132，＆

（彼女の恥ずかしさは汗をかいた）

やがて，彼は領主グルネマンツのもとに来る。

des　site　was　vor　va玉sche　ein　vhht　162，24．

（彼は不実に対する避難所であった）

このすべてに勝れた老領主のもとで，彼は騎士としての教育を受ける。息子同然に可愛がり，

自分の娘と結婚させようと思うていた領主は，パルヅィヴァールの辞去の申し出に嘆き悲し

む。

ir　2agel　ist　jamerstricke　haft　17乳一26こ　　　　　　　　　　　　　一　’

（それ一騎士一の尾は悲しみの縄の結び目である）

騎士の最後を，馬の尾をとめるしりがいと比して，騎士のしりがいは悲しみという縄である

と説くのである9）。

第酋巻で，コソドゥヴィーラームールスと結婚したバルツィヴァールは，彼女のもとを去

り旅を続けm），，第五巻で，グラール誠にやって来，犬広間に通される。　　　　　　　．

da　man　ja1per　v廿r　s1　tru。。．231，10

（そこで彼らの前へ悲しみが運ばれた）

ここに居合わせた人々の前に運ばれた槍は，この城のあるじアシヲ身ルタスの傷による苦痛

と，それによる城内の人々の悲痛，さらに，この後パルツィヴデ幽ルを待ち受ける大きな悲

嘆を表わす。この誠におげる数々の不思議と犬きな嘆ぎを目の当たりに見ながら，グルネマ

ンツの教えを言葉どおりに守り，問いかけを怠ったパルツィヴァールほ，その夜夢を見る。

圭mswit2ten　adern　unde　be互n　245、19．』　　　　　　　』

．（彼の内臓も骨も汗をかいた）　　　　　　　一　　　　　　　　　　・　．

昔，彼の母基ルッェロイデがガハムレトの死を予感して見た夢にも負けない恐ろLい夢はジ

彼に大きな苦痛を与え，泪覚めた彼に襲いかかる苦難を暗示する。人影の見られぬ城を飛び

出したパルツィヴァールは，彼のたあ夫の愛を失ったエシ昌一テ夫人と出会い，再び夫の愛を

取り戻してやる。彼女と夫オリルスの愛の和解は、K照ppheitによって実に美しく描かれる。
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weindiu　ougell　h盗nt　s壮e宮eゴmu亘七、272，12．

（涙する目は営いロを持つ）IP

第六巻はアルトゥースの陣営が舞台となる。アルトゥースの円卓に招かれたパルツィヴァー

一ルは，女性の誠実を縛って離さない紐に例えられる。

sin　glast　was　wibes　stgete　ein　bant　311，25．

一　（彼の美しさは婦人の誠実の紐であった）　　　　　　　　　　　　　　　・

彼の美しさはすぺての女性の心をつかみ，女性の移り気も彼の前では消えてなくなる。喜び

の絶頂にある彼のもとに，今一人の醜い乙女がやって来る。　　　　　　一

ir　m記re．was　e玉n　br廿cke　313，14」　　　　　　　　　　　1

（彼女の話は橋であった）

：彼女のもたらした知らせは，喜びの川に架けられた橋であり，‘この橋を渡って悲しみがやっ

て来るのである。彼女は，パルツィヴァールがグラール城で問いかけを怠ったこと，そのた

めグラール王の苦痛を救済できなかったことを激しく非難する6

ir　he1les　ba証，　ir曲1dβ且　v工uoch，ノdes．　gan2en　prises　reht　upruoch！み＿＿；．ir

vederangel，　ir　nater且zan　1み．．．．．ir　sit　der　heliehirte丘spi玉、ん．．．．．irVr6uden

Iet露e，　ir　tr負rens　w芭r！　316，11－28．

（そなた，救いの追放，至福の呪い，完全なる栄誉のまったくの無関心。．．．．そなた，毛

針，毒牙よ。，．，。そなたは地獄の牧人たちの慰み者だ。．＿そなた，喜びの終極，悲し

みの提供）

IEI玉ipseを混じえたこのK飴ppheitは，プロ目一グの主人公紹介における好意に満ちた賞

賛の言葉と対照的に，【最大限の敵意，呪いに満ちている。今，彼は，大きな屈辱の中，失意

のどん底に突き落とされる。神を失った彼はその揚を去る12）。

第七巻と第八巻はガーヴァーγの物語。パルツ’オヴァールに代って新たに物語を引き受け

るガーヴァーソが紹介される。　　　　’1

sl且her猛e　was　2e　velde　e圭n　burc　．339，翫

（彼の心は戦場にあっては誠であった）

彼の騎士としての高潔な振舞，勇敢な行為戦場において勝ち得た数多くの名誉は，堅固な

城のごとく決して揺らぐことがない。城を攻囲された父と姉の救援を訴える7歳の少女ナビ

ロートの言葉は，連続したKnappheitの形をとり，幼いながらもミソネの資格を得た女性

のごとく，誠実にガーヴァーソに婦人奉仕を求めるのである。
ir　5託工n三t　der　w含rheit　ich，み…／mips恥es　namen　s111t　ir　h自n：／n血sit　maget　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

UI｝de1工【1aB　　369，．17－20ボ　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

（あなたは本当に私です。．＿私の名前をあなたは持ウてください。今は乙女と男Q両

方になってください）13㌔、　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

第九巻では，神を失い放浪の旅を続けるパルツィヴァールが登場する。．聖金曜日，巡礼中

の老鵬士に聖者を訪ねるよう勧められた彼は，この老騎士の歩んで来た道を雪の上の足跡を

たどって進んでいく。やがて，かつて工掌ユ・一テ夫人の愛を取り戻してやった場所にたどり

着く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　噛

dirゴ．　sla　i垂d負塾玉ht　halden　lie2　456，’1．　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　・　　　｝

一（その跡は彼をそこで立ち止まらせはしなかちた）
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足跡はまだ続き，彼はさらに歩き続けるのだ。この道は彼の運命の人，七賢者トレフリツェソ

トの庵に通じ，パルツィヴァールはこの人によって神の愛を取り戻すことになる。しかし，

トレフリツェソトと出会い，まず彼に訴えるバルッィヴァールの嘆きと神への憎悪は激しく

強烈である。

』min　vr6ude　ist　lebe雄dec　begraben　461，　12，

（一神が苦悩を余りにも高くしたので一私の喜びは生き埋めになってしまった）

was　an、kers　wおr　diu　vr5dde　min2　461，14．，

（一神のカが助けることのできるものなら一私の喜びはどんな錨だろうか茸私の喜びは

海底にしっかりと下ろされた錨のように揺らぎないものとなっていることだろう）

これに対して，傲慢な気持を戒め謙虚さを勧めるトレフリツェγトの教えは，Kn卸pheit

によって豊かな表現力を持つ。

ぜ　dieエn蓑et　ie　h6chvaft廿berstreit　473，　生

（謙虚な気持は昔から傲慢な気持に打ち勝ってきた旦昔も今も変わらず謙虚な気持があ

れば傲慢な気持を抑えることができるはずである）14）

第十巻からガ占ヴァ乙シ第二の物語となる。ガーヴァーソは一人の女性に会洗美しいナ

ルゲルーゼは彼の心を完全に奪ってしまう。
φ　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　σ　命　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　翫　●

唐戟@w記re　eln　re1宮el　mlmen　glr　508，28．

（彼女はミソネの情熱めおびき餌であった）

ミソネの奉仕を望む彼に彼女の態度は冷たい。

m宝nougen　sl且t　des　herze駐var　510，16．　　　　　　噂

（私の目は心の危険です）　　　　1’　　一，　　　　　一　　一　　　　、

この巻に見られる5例のX血apゴheitほいずれも；：ナルゲル㌣ゼの美しきと；彼の彼女へめ

愛を描写する15）。この後の彼の冒険はすべて彼女へのミソネの奉仕によるものである。

第十二巻では，牙ルゲルーゼにようて次々と要求される危険な』騎討ちをいずれも勝利で

切り抜けたガーヴァーソに，ナルゲルーゼはこれまでの高慢な態度を詫び，・彼女の抱き続け

てきた胸の苦しみを打ち明ける』彼女の苦しみは勇士チデガストの死たよるものであった。；

ich・was　sin　h邑rze，一er舶s　mh　lip・613，2乳『 @　…　　・　　・
（私は彼の心，彼は私の体でした）　　一　　’　　　　　　　、

このK血appheitの中で，オルゲルービの完全な愛が，噛また，これまで高慢霞振舞いガ」ヴ

アーソを翻弄し続けた彼女の心の誠実，貞節が輝きを増す。ようやく彼女の愛を獲得したガ

一ヴァーソは愛ゆえの悲しみから解放される。　、　『b　　∴

sin　riuwe　begun、de　hinken　622，26．

．’ i彼の悲しみはびづこをひいた）ゆ1　　　　　　　　　　　　　　’．

第十三巻の終りで，ガーヴァーソは一人の騎士に幽会う。

er　sch血r　der　ritterschefte　678，　2a

（彼は騎士の戦いの雪であった）　　　　　　　ド　　　　’

この勇ましい勇士，主人公パルツィヴ旗一ルを，作者ヴ才ルフラ．みは熱烈に歓迎する。

an　de：l　rehten　sね訂i　di2111a∋reごist　komen　　678，　30、　　1

（この物語は一枝からト本来の幹に来たのだ）　　　　　．

第十四巻，　　　　　b
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der　was　in　strite　eins　ma丘nes　her　679，7・

（彼は戦いでは一人にして一軍に値した）

二人の勇士は，相手が誰か気付かぬまま，激しい戦いを始める。ガーヴァーソが勝利を諦め

かけた時，アルトゥース王の使者がその場を通りかかり，ガーヴァーソの名を呼ぶ。これに

よって相手を知ったバルツィヴァールは，戦いを中止する。ガーヴァーソは一族との戦いを

嘆きながらも，一族の勝利を喜ぶのだ。

hie　ist　crumbiu　tumpheit　worden　s玉eht　689，26。

（ここでねじれた愚かさが真すぐになうた言愚かにも一騎討ちをしたがその結果はよか
った）17）　　〒

第十五巻で，パルツィヴァールは異母兄フ孟イレフィースに出会う自

ieweder　des　alldern　herze　truoc：／量r　vremde　was　heinlich　genuoc　738，9－10．

（それぞれが相手の心を持っていた。彼らの見知らぬ関係は十分に親しい間柄だった）
ここで両者は一騎討ちを始ある。激レい戦いの中，バルツィヴァールの剣が折れ休戦となる。　　　　　　　　　　　　tここで互いに名乗りあい，兄弟であることを知る。フェイレフィー・スは言う，

エnit　dir　selben，hastu　hie　gestriten4gein　mir　selben　icll　kom直f　s士rit　gerite丘

752．15－16．　　「

（おまえはここでおまえ自身と戦った。私自身は自分との戦いに馬を進あて来たのだ）

二人はアルトゥースの陣営で歓迎される。この席にグラール城の使者クソドゥリーエが現わ

れ，パルツィヴァールをグラール城主にせよというグラールに現われたお告げを知らせる。

du　hetes　ju丘ge　sorge　6r箔ogen　782，2孔

（そなたは若い一時の一悲しみを育ててこられた）

彼が生を受けた瞬間から始まった悲しみと苦難の生活は；今ここに終止符を打つ勘。

@　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　圃
ﾈ上，、言語表現が一行文に凝縮されたKnappheitについて，その内容と，背景となる舞

台を見てきた。ここにおいて，言葉はもはや単に伝達の手段ではなく，また，思考，感情を

符号に置き換えただけの表現の具ではない。ここでは，君葉は自ら創造力を持つ。言葉は意

味の具体化であり，詩の心を備えた肉体である19）ゴ上記の用例のように，この言葉の舞台で

は詩人ヴォルフラムはもはや傍観者ではない。ともにその場に立つか，自ら振舞うのである。

この文体は詩人の心であり，詩人の歓喜，涙である。

a　二行連句によちKnappheit

脚韻を踏んだ二行の文が一つの全体性を持ち，より深い内容を含むKnaPPli壱itの各巻に

おける用例数は次の袈のとおりであるポ　　　　．　　　　　・

巻　　　　用例数　　　　巻　　　　用例数

1．　　　　　　　　8』　　　　　，　　1歴1．　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

ユ【．　1　　3　　　　　X．・’　　　2

IH．　　　　5　　　　　XIV．　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

v【．　　　　2　　　　計　　　　24
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次に，この文体の内容を検討してみる。

第一巻のプロローグにこの文体は集中する。

ist　2wivel　h」er2en．　nachgeb直r，／daz　m、uoz　der　s創e　weゴde功、　s血r　1，1－2、

（疑いが人の心と隣り合わせになれば，魂にとってそれは苦渋となろう）

s6　habet　sich　an　die　blankeロ／der　mit　st3已ten　geda且ken　　ユ，　13－14，

（これに対して誠実な心を持った人は真白な色に自らを保ちつづける）

，ugent　hat　vil　werdekeit，／da2　alter　s宝uften　unde　leit　5，13－14．

（若者には素暗しいことが多い，でも老人にあるのは溜息と悲しみである）鋤

第二巻では，富と徳に恵まれこの上なき喜びを享受しているヘルツ罷ロイデに，愛する人

ガハムレトの死の知らせが近づいてくる。

alsus　vert　diu　mennischeit，／hiu士e　vr6udβ，　morgen　leit　lo3，23－24

（人の世はかくもの，今日は喜び，明日は悲しみ）

今，まさに，パルツィヴァールの物語が始まらんとする。ここで詩人は，自分は騎士であり，

自分も立派なミγネの奉仕ができると主張する。

vil　hもhes　topels　er　doεh　spilt，／der　a！1　ri鍍ersdbaft　ロach　I亘：丘二en　zilt　1ユ轟，

19－20．

（騎士の戦いでミソネーを得ようとする者憶，法外な賭金のさいころ遊びをすることにな

る）

そして，自分は文字を知らないとし，この物語に書物を期待しないように訴える。

d量siu　ave醐ure／Ψ磁ane　4er　buo。he　st呈ロre　1…5，29－30・

（この物語は書物の支えなしにすすむのだ）

第三巻で，詩人は自ら，あるいは高潔な老騎土グルネマソツの雌を借りて，ミソネと誠案

について説く。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う

w麺hei亡，出ユorde且1！¢h¢ゴ窃i睾e；／6焙1並v｛∋士t掘d　vuor皇e　triu噺肥琉圭t奪　116，13－14

（女性，㍉汝にふさわしい態度，昔から今に至るまで常にこれに俘い，倖ってきたのは誠

実である）

swer　die｛玉uτ｛血triuw｛｝Ii｛ie鑑，／ibe1韮ev三撞r｛三三e呂6玉e！niaet　11β，　17－18．

（誠実の元あにそれr貧困一に苦しむ人，その人の魂腺地獄の業火をまぬがれる）

ge…P」werd、er　1茎1in且e　va工S¢圭1er　list／hat　g・ei且pr宝se－kuゴze　vr蓋st　　172，　15－i右・

（高貴なミンネに対する軍誠実な策は，賞賛されてもわずかな問だけである）鋤．

第四巻で，騎士としての勝れた働きでコソドゥヴィーラ・一ムールスのミソネを得，第i匠巻

のグラール城で大きな幸せを取り逃した・・ルツィヴァー・レは，都六巻謡がちょうの鯛か

ら雪の上に落ちた三滴の赤い血畷を思㍉咄し意識を失う。雪の上に立つ鍵円卓の騎士淋

立ち向かう羨，無意識のバルツィヴ7一ルに雪の上に倒される。

der温oha養曲aft号erwarp　ie　spoも：〆s知de皿嚢fli11宅肥r｛ヨe撒溢aif　got　28駐・1レユ2・

（損害を受けた者が得る電，の嫉昔も今も嘲笑である。’素運に与る者湘ま常に隷の助けが

ある）

グラー・曝での苦悩篠への思い，この六き賭しみが，今，彼り意識を奮ったのである・

tr“霊en　u轟ξ玉e　nlif1瓦e／糞きriehet　2恢∋beβ呈轟載e　　296，　9－1｛工

（悲しみとミソネ壷ま強靱な甘さを打ち1砕く）
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@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

ガーヴァーンの機転によって意識を取り戻したパルツィヴァールはアルトゥースの陣営に招

かれるが，ここに大きな悲しみが待ち受けている。魔女クンドゥリーエの呪いの言葉によっ

て，彼は屈痔のどん底に突き落とされるg

第七巻，ガーヴァーソの物語への移行に際して，詩人は主人公交代に対する聴衆の理解を

訴え，物語が正しく理解されるためには聴衆の共感が必要と説く。

im　w記re　der　liute　volge　guot，／swer　dicke」lop　mit　lwarheit　tuot　338，11－1a

（もし常に本気でほめるなら，聞き手の共感が必要となろうン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，翌＜香C　swaz　er　sprichet　oder　sprach，／diu　rede　belibet　ane　dach　338，13－14、

（なぜなら，一さもなくば一彼が何を語り，話したところで，言葉は≦受け入れられる

一宿を見出すことはない）22）

第十巻で，・ガーヴァー・ソは美しきオルゲルーゼに出会い心を奪われる6ここで詩人は正し

いミソネと本当の誠実について述べる。’

sol　ich　der　waren　mi具且e　jehen，！diu　Inuo且durch　tr1uwe　mir　geschehen　532，

　　　　　　　　　　　、P7－18．

（私が本当のミソネと言う時∫それは誠実がゆえに私が抱くものをいう）

また詩人は，おしろいを塗りたくり顔色を作る婦人にも攻撃の矛先を向ける。

swelh　wiplich　herze三st　st記te　ganz，／ich　w記n　diu　treit　deR　besten　gla血z　551，

29－30．

（誰であれ女性の心が誠実さにおいて無傷な’らぽ，思うに，その誠実こそ最高の輝きを

持っている）　　　　　　　　　　　，

オルゲルーゼに魅せられたガーヴァーソは，ミ、ソネの奉仕のため，』彼女を連れ立って危険な

冒険の旅へ向かうのであるd　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　；

第十四巻，ガーヴァーソ物語の終幕を前にアルトゥースは，ガーヴァーソとその妹イトニ

エーの恋人グラモフランツ，両者の敵意を解ごうとする。”1

sw盒ha乞die　minne　underΨert，／dem　stヨeten　hefzen　vr6ude　er　wert　726，21－22，

（憎しみがミジネに入り込めば，誠実な心から喜びを遠ざけることになる）　，

　　　　　　　　　　　　　　　　　’
ﾈ上見てきたように，このKllappheitが述べられる場面は，舞台の開幕前か，あるいは

幕間である。つまり，詩人は，’1・における一行文の．KnaPpheitと異なり，ここでは，舞台

に立つことをしない。幕の降りた舞台の袖から解説し，自説を説き；見栄を切る。，この差し

出がましく強引な感じを与える自己主張を，詩人ヴォルフラムはf二行の，二脚韻を踏み巧み

に凝縮された詩形を用いて格言的に抑え，これによって聞き手はそこ．に，もはやdas　dich・

terische　Ichの存在を慧識しない。・この文体は物語に抑揚を与え，物語はこ，こで，新たな

展開への勢いを得るのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一@　　　　　　　　　　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A
D　　　’　　　a　Ellipse．によるKnapPheit

文成分を省略することによっ鳩そこで描がれる像，そこで展開される場面を生き生きと

浮かび上がらせる効果を狙った一行文による’Knappheまtの用例は次のとおりであるb

第一巻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　辱
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hermjn　anker　dr血f　gen3et，／guldiniu　se11　dran　gedr記t　14，27－2＆

（白てんの皮の錨がその上に縫い付けられ，黄金の紐がそこにあしらって一あった一）

ir　cr6ne　ein　11ehter　rubin　24，　12．

（彼女の王冠は一個の輝くルビーで一あった一）

ei且durchstoche皿　ritter　dran，30，　26．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　・

’　　（その一旗の一上に一人の槍に突き刺された騎士が一旗印として見られた一）

ge三n　der　porte　er　vaste　ruorte　42，25．

（城門に向け彼は勢いよく一馬を一飛ばした）

第二巻

ein　zobe1宝n　anker　drunde　71，3．

（黒てんの皮の錨がその下に一取り付けてあった一）　　　　　　　　”

derv荘r凱anec　teppech　breit　82，　29．　　　　’

（その前に多くの輻広のじゅうたんが一敷かれてあった一）

第五巻　　　　　　　　　　　　　　　．

ie　vier　geselleロsundersiz　230，　1．

（四人ずつ，特別の席一を占めた一）

de「v紅「e董n・tePPech　sin・ewel　230，3．

（その前に円形の敷物一が置いてあった一）　　　　　、

6die　jungste豆，　nu　dieεrsten　240，15．

（先程最後の一組で入って来た一者達は，今度は最初一の組で出て行った一）

sin　ouge皿、　t三ef，　die　gruoben　w宝t　256，23

（その馬の目は深く一落ち込み㍉．・隅窩は広一かった一）、

dar　u豆de玉iehte　blicke，／［ir　h砒noch　wizer　denne　e圭n　swan、コ257，12－13．

（その下には明るい輝き一があうた一。〈すなわち白鳥より白い彼女の肌が〉）

第六巻　　　、

n量ht　breit，　sinewel　gesniten　309，21．　　　　　　　　　　　　　、

（一絹布は一幅広の形でなく円形に裁断されて一いた一）’　　　　　　　　・

第七巻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽　　一
h三eein、・t，ost，　diu、a1↓der　dort　357，　L　　　　　　　　　　．

（ζちらでも，あちらでも槍のデ騎討ちが一行なわれた一）　　　　　　　・

2e　beder　site　rotten　unge孟alも，／言ar2血血e℃rie　ma1主ecvalt　357，　与一a　　　　　　．

（両軍とも軍勢数限りなく，小姓の岡の声はさまざま一であった一）

．　　第八巻＿、

（こちらには樹が一箇所だけ生えている林，あちらには野原が一あった一）

第九巻　　　　　　　　　　　　，　　・’一…’・　　　1　　　』

ge五uog　s6，unc，　gar邑ne　bart　446，30。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’「

（多くの者は大変若く一そのため一全くひげも生えていな一’かった蝉）

第十巻

gesteppet鉦pa玉m蓋t　552，1乳∴．・、．　　　　　　　　　　　　・
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（一ベッ．ドの掛けぶとんは一やわらかい絹地に刺し子にして一あった一）

第十一巻

enmitten　dr己f　ein　anger　565，　3．

（その中央に草原が一あった一）

b茸den　al星eロ雄iht　wan　einen　sch三lt　662，13．

（すべての者たちの手にただ同じ楯を一みとめることができた一）

第十四巻

hurtecliche，　unt　doch　als6　680，　工L

（一彼らは一激しくぶつかり合って一戦った一，しかし一これは一このような結果を一

生むのだが一）　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　’

“fe葦nem　plane　bi　dem　mer　681，　a

（一彼らがいたのは一海の近くの平野であった）

第十五巻　　　　　　　　　　　、

dar血f　bluominiu　schape1776，7ξ

（一彼らは一その上に花冠を一かぶった一）

K．Ruhは，ヴォルフラムが特に凝縮した表現を用いるケースとして，実際に目にされる

光景を言葉にした場合を挙げている23）。上で見た用例において，聞き手は光景を目の前に見

ることができ，場面は聞き手の目の前で展開する．詩人ヴォルフラムはうここでは，聞き手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　覧�ｨ語の中へ誘い込むのである。　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　占k　　、　　　　　　　1　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　，S　事件の内容のKnappheit　　’

一行文の中に藁つの出来事全体淋凝縮された用例は，2例見られる。1　　

第三巻で，恋人の屍を抱いたジグーネは，いとこのパルツィヴァールに自分の不幸を嘆き，

恋人が死に追いやられたいきさつを話す。　一　　　　　’

e三nbracken　seil　gab　im　de豆pi丘　141，1a

（一本の猟犬の紐が彼に死の苦しみを与えたのです）　　　　　　　　　　　　・

ジグーネに求められるまま猟犬の紐を取りに行き，オリルスに打ち倒されたシーアーチトゥ

ラソダーの話は，ヴ才ルフラムの後期の作品「ティトゥレル」に詳しいが，．この出来事に関

しては「パルツィヴデール」では語られることなく，ごれについての知識がない聞き手には

理解されえないところである。一この出来事は物語の進展にはさして重要ではなぐここで多

くを語ることは却って不自然であるのに対して，この一行文は最大限に簡略化されながらも

表現法においては決して不自然でなく，そればかりか，開き手に大きな好奇心をも与えると

いうすぐれた効果を持つ。’

第四巻では，女王コソドゥヴィーラームールスが敵に包囲され，ベルラベイレの町は飢餓

に陥っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・1．　　　一　　　　　　　一1

si　arp」den」C！a魚id6s　bete　184，21．　　　　平

（彼らはクラーミデーの求婚一の結果一を刈り取った）

コソドゥヴィーラームールスがクラーミデー王の求婚を拒んだためペルラベイレは攻囲され，



ヴォルフラムの文体　　　　　　　　　　　　　　　98

城内の人看は王の返報を受けるはめになったのだが，この話は後になって語られ，この一行

文だけでは話の全容を知ることはできない。しかし，この一行文は，前後の詳細な飢餓に関

する描写を中断することなく，しかも，これにより，苦しみの原因となった出来尋事にっいて

聞き手の関心をいやが上にも高めるのである。

ヴォルフラ4が，他の宮廷詩人のような特定のStilidealを持たないことは，ヴォルフラ

ムの文体に関する今日の研究で明らかである別）。詩人は様々な個性的語法を並置し，あるい

は対置することで文に緊張感を与え，これが全体的なハーモニーを生む独特な修辞法をつく

りだす。つまり，ヴ才ルフラムの文体はその全体牲において，dmke1でもschlichtでも

なく，rhetorischでもvolkst廿mlichでもない。またgermanischでもantikでもなく，

h砿5chでもu血hdfischでもない25）。本論で扱ったKnappheitは，簡潔な構文の中に詩入

の心が最も豊かに織り込まれた文体である。ここで，詩人は詩の胸奥にあり，詩人のdas

dichter三sche　Ichは聞き手の目の前には現われない。つまり，ここでは，詩人が言葉を操

り物語るのではなく，1剣造力を有する言葉が光景を描写し，詩人の胸奥を表わすのである。

上述のように，ヴォルフラムの言語芸術は，彼の独創的語法の対立とそれが醸し出す調和の

上に成り立つ。その中にあって，この文体は，詩人の最も幸運な発掘品，最も優れた創作品

であり，最も成功した芸術品であるといえまう。

〔註〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
P）　Gottfried　von　Straβburg：Tr三stan　4638　ff，

2）Ebd．4665五

3）Ebd．4689£

4）Wolfra！n　von　Escheロbach　l　Willehalm　237，11．

5）Wolfram　von　Esche油ach：Par言iΨaL乳Aus邸vo且K．　Lachmann，　besorgt　von　E．

Harロ，　Berli111952．

6）その他の用例はいずれも，「あなたは私です」，「私は私自身を打ち倒そうとしていた」のように，

二人の切り離しえない一体性を衷わしたものである。

7）　Aロdere　Belege：1，22L　2，10　fL　2，1且　4，1翫　8，22，28，＆　55，22，56，2ff，57，23．

8）　Andere　Belege：64，20．80，8．91，8．96，乳100，16．112，2＆

9）　Sonstige　Belege：117，3．120，1．139，14．ユ43．26，146，9f．160，26．ユ67，2甑170，’ユa

171，16。

10）VgL　195，1“

11）　Vg1．　auch　247，26，272，14

12）　So駐st圭ge　Bele宮e：289，24．292，28，297，11．317，27．

13）　VgL　so皿st　auch　350，30、369，10．　uロd420，23f．　im　a　Buch、

14）　A11dere箪elege：437，26．472，17．493，1伍

15）　Vg1．　son5之auch　514，19L　5工4，27．531524　fL

16）　VgL　auch　613，軌



’・94　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

．17）　Vgi．　auch’715，9f．　　　一　　・　　　　　．　　　　　　’”　　、　、　　、，『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

18）　VgL　so旦st・auch　740，12．740，28．752，17．　un4．804，・16．　i卑16。　Buch，・1　　　．、i．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、」■．●

・19）．Bert　Nage13　Stau丘sche　K1母ssik，　De耳tsche　Dichtung　um｝200，．H？ide1⇔erg　1977声・Sr．．576．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一Q0）　Sonstige　Belege：1，15　f．2，13　f．2，17　f．3，23　f．．12，27　f．，・，，．．　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
Q1）　Andere　Belege；172，17　f．172，21　f．

22）　Vg1．　auch　358，19．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒Q3）Kurt　Ruh：H6丘sohe　Epik　des　deutsch巳n．　Mittelalters，2．　Teil，　Ber且in　1980，　S．200．

24）Joachim　Bumke：Wolfram　voa　E呂chenbach，　Stuttgart　1964，　S．15．；Joachim　Bumke：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　．

cie　Wolfr鋤Ψon　Esche且bach’Forschung・seit　1945，’ l廷ncheh　i970，　S，37；　’　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「f25）∫oachiml　B血mk色：ble　Wolfram　vbh　Esch6nbach壼6rもoh皿君・s6it・1945，　S．’94．・・


