北海沿岸文化を訪ねよう
ヴァイキングの歩みとともに

第4回伝説と三幸善つ生きるノルウェ巾
スノツリの｢ノルウェー王のサガ｣の伝承と受容
伊藤

轟Ito Tsukusu(信州大学准教授)
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｢ハラルドルからの使いに答えるキューサ｣
ゲ)ステイアン･クローグ画(1899年)
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アルブレッド王｣
現勧ウインチェスターのアルプレ輝夫王像

ダニエル･マグノース画(1852年)

肯んじなかった豪族がアイスランドに渡ったというのが理由

アイスランドサガからノルウェーへと遡づてみろ
英国の代表的な､いや古典的なコメディ集団､モンティ･

としてサガには記された｡

『ハラルドル美髪王のサガ』によると､オスロ周辺の単な

彼らの代表作の1つ､ミュ

る‑豪族にすぎなかったハラルドルは､貴婦人ギュ‑サの

‑ジカルの『スパマロット』の日本語上演も最近話題にな

愛を求めようとするがトキュ‑サは｢デンマ‑クを統｣し

ったので､思い出される人もいるかも知れない｡そんな彼

たゴルム王のように､私のためにノルウェ‑全土の王となる

らの『空飛ぶサ｣カス』という番組内に,中世アイスランド

ような殿方でなければイヤです!｣と彼の求愛を突っぱね

で書かれたサガをパロディにしたコ‑ナ‑があった｡ ｢ほら

た｡愛を断られて落ち込むかと思いきや,ハラルドルは｢ま

吹きソルケルは,グドリ‑ドを争ってノルウェ‑のソクナ谷

さに男の求める道を教えてくれた｣と逆に奮起し､ノルウ

のビョルトグァ‑ドを殺したハ‑ケンの息子の油髭のア‑ヴ

ェ‑を手中に収めるまでは｢髪を硫らない｣と誓いを立て

ァルの息子のヴァルダレスク出身のエリックの息子のギアノ

るoその後数年かけて戦う中で.髪は伸び放題､乱れ放題o

ンの息子のホワルの知り合いだった剛勇グドムンドを殺し
出川｣と､文字で読んでも耳で聞いても混乱するような文

人々は彼を｢髪の汚いハラルドル｣と呼んだそうだ｡しか

章が､まるで中世北欧のサガの特徴であるかのように語ら

を洗って櫛で硫いた｡すると美しい金髪が風に擁いたとい

パイソンをご存じだろうか了

くしけず

し､見事にノルウェ‑の覇王となった彼は,誓い通りに髪
すなぴ

れる｡もちろん､ジョ‑クである｡

けれどこの｣見ノンセンスな創作文章の中にも､アイ
スランドに入植した英雄の父祖は､様々な理由でノルウェ

‑に住まなく(住めなく)なった豪族だという,サガの重要

う｡以来,彼はノルウェ‑の最初の覇王として｢ハラルドル

美髪王｣と呼ばれることとなった｡
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な背景が認められる｡大西洋に浮かぶ絶海の孤島アイスラ

そもそも現代英語のNorwayにあたる最も古い英語の

ンドへの入植は9世紀末に始まるが､ハラルドル美髪王が

記録はNor8wegだった｡現代英語ならばNorth‑way､

ノルウェ｣の統‑王権を西暦872年頃に獲得し､それを

すなわち｢北の道｣である｡ノルウェ‑北部からスカンテ
一重
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ィナヴイア半島の海岸線を左弦に見ながら､南下してき

船を擬してロンドンを攻めた｡時のイングランド王エゼルレ

て,さらにイングランドまで航海するル‑トは昔から知られ

ッドは､アルフレッド大王の曾々孫にあたるが､後の歴史

ていたようだo =の航路を記録する現存最古の写本は,イ

家たちからthe日nready ｢無策王｣という不名誉な渾名

ングランド南西部のウェセックス王国の王都ウインチェスタ

で呼ばれる.が､この時は､知恵に恵まれたようで.オ‑

‑を訪れたノルウェ‑人オッタル(古北欧語Ottarr,古英

ラ‑ヴル王にギ)スト教の洗礼を授けることに成功する｡キ

語Ohthere)の口述を伝えている｡オッタルはセイウチの

リスト教徒になったオ‑ラ‑ヴルは､以後､イングランドに

牙などをアルフレッド大王に持ってきた商人で､航海士でも

敵としてやって来ることはない､とエセルレッドに誓った｡

あった｡おそらくはノルウェーの豪族でもあっただろう｡自

その後,オ‑ラ‑ヴル王がイングランドに侵入した記録

分の出身地は北ノルウェ葛のハロガランドであるとも言っ

はない0ただ̀,歴史著述家はオ｣ラ‑ヴル王の伝記を中

ている｡ 878年に､アルフレッドはウェドモー(Wedmore)

世の写本に書き残した｡アイスランド人スノッリは17のサ

{¥イースト.7ング1)7の王権をだてた北欧人グトルム

ガを集めてノルウェ‑王列伝『へイムスク)ングラ』を編んだ｡

(Guthrumr)との間に協約を交わし､ロンドンからチェス

『トリュッグヴイの息子オ‑ラ｣ヴルのサガ』も含まれている｡

タ‑までを結ぶワトリング街道以北の土地は北欧人に､南

王は,現在のトロンへイムに王都を建設し､そこに現在の

側はウェセックス王国の領土とした｡北部分は後にデ‑ン

大聖堂の元になるニグロス教会を建立｡今日に至るまで､

ロ葛と呼ばれることになる｡ ｢北方人(デ‑ン人)の法律の通

北欧のギ)スト教信仰の‑大拠点となっている｡トロンへイ

じる土地｣という意味である｡

ム周辺は､ノルウェ‑の中でも特になだらかな地形が広が

ノルウェー王列伝『へ･イムスクIIングラ』

2人のオーラーゲル
994年の9月8日､ハラルドル美髪王の孫にあたるオ‑
ラ‑ヴ)レは,テンマ‑ク王スヴェインとともに. 94隻の軍

る穀倉地帯だ｡そこを王都としたオ‑ラ‑ヴルの目に狂い
はなかった｡海岸から見えるトロンへイム周辺は麦畑の広
がる美しい稜線が続く｡いわゆる峻厳なフィヨルドを覆うノ
ルウェ‑の森とは異なる景観が日を楽しませてくれる｡
ノルウェ‑の王にはもう‑人｢オ｣ラ葛ヴ)叫と名乗る男
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ス･クローウス指揮

現在のステイクラスタシル(ステイクラスタト)に建つ

歴史博物館を兼ねる文化センタ南
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初版へ
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に立つ望オーラーウル王の銅像

3巻本

ﾄｩ

(ｪﾙ?

?

蓼蓿

?,)‑ク｢方‑‑ララ･r.j

￨ト÷二言言/‑ウ

ニクワ7,.ノン｣ CDイ工

(London: ｣ongman,

‑テポリ交響楽E.ネー

Brown, Green, and

メ= JL巧と,,r?‑,護

vｰ

｣ongmans, 1 844)

‑
‑
,‑
‑
‑
̲

真‑,‑｣=‑男v=S護‑==±奮発̀ =違=
i,̲

̀

フィヨルドを臨む〇 ㌢)漢タの小屋

ラ1レドル美髪王の血を引くが､若い頃にフランスのル ア

プリ‑タと妄ニーJ;‑の萎詳

ルへの信仰が広められた｡
‑

がいる｡聖オ‑ラ‑ヴル王と呼ばれる聖人である｡彼もハ

‑

にタロス大聖堂内)

教化に反対したノルウェ‑西部の大領主ハ‑コンらは決起
し､オ‑ラ‑ヴルは‑晴海に亡命する｡ハ‑コンの死後､

再びノルウェ‑に戻った王は､トロンへイム近くのステイクラ

ノルウェ‑やアイスランドの豪傑たちの話がイギ)ス人に知
られていたとは､不思議なことではないだろうカ̀? 『ヘイ

ムスダ)ングラ』は学者の耳目を集めていた｡しかし､古
い中世の北欧語を読むことは,当時の英国民にとっては

スタジルで討ち死にをする｡遺体は密かにニグロス教会ま

困難｡そこで,スコットランド人サミュエル･レング(Samuel

で運ばれて埋葬されるが､その埋めた地面が光り輝くとか､

しaing)による3巻本(Tj]e Hej

そこで傷が癒されたなどの噂があがり､ダ)ムケッルという

丑e K玩gs oi Norway, translated from the Icelandic of

宣教司祭が確かめると､王の体は腐ってはいなかった｡こ
うして､オ‑ラ‑ヴルは聖人とされ､彼の奇跡の物語は｢聖

朋s血

呼Ja,

or, ChroJ]jcJe of

sn｡rr｡ Sturles｡n)が1844年に世に出ると､人々は飛び

っいた｡ 1889年の第二版ではタイトルも『ヘイムスグ)ング

ォ‑ラ葛ヴル王のサガ｣となって『ヘイムスダ)ングラ』に

ラ､あるいはノルウェーの王たちのサ刺(He王のs妬皿glaタ

はもちろん,独立した作品として他の著者によって執筆さ

｡r fj]｡ Sa卵s o姐]e Norse K克gs)となって､45年の間に｢サ

れたりもした｡現在､彼が戦死したステイクラスタジルには

ガ｣という語彙が人口に胞表し始めたことを伺わせる｡

歴史博物館が建ち､毎年夏になると､聖オ‑ラ‑ヴル王

しかし､特に『ヘイムスグ)ングラ』中の『トリュッグヴイ

の偉業を称える野外劇が催され､多くの観光客を楽しま

の息子オーラ‑ヴルのサガ』は米国のH･W･ロングフ

せてくれる｡

ェローのTa｣es ofa耽ysIde血皿(1863‑73)の中で､ =の

聖オ‑ラ‑ヴル王の遺体の奇跡を見たダ)ムケッル司祭

サガが｢オ‑ラフ王のサ剤という詩として再話され､さら

は.その後イ‑/グランド̀に赴き.セルスイー修道院の院長と

に､ウスタ‑州でしがないヴァイオリン教師を営んでいたエ

して着任する｡彼によって,イングランドでも聖オ葛ラ‑ヴ

ドワード･エルガー(1857葛1934)によって､オラトリオ｢オ

‑

イングランドから多くの聖職者を招増する｡強引なキl)スト

しかし,現代のモンティ･パイソンにパロディ化されるほど

‑

ノルウェ‑王として､ノ)レウェ‑をキリスト教化する意図で

‑.=

現代の英蕗圏に生きろオーラーウル

ンにヴァイキング行で赴き､そこで洗礼を受ける｡帰国後､
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北欧神話の主神とされるオ‑ジンと
愛馬スレイプ二ル

北欧神話の雷神ソ‑ル
二頭の山羊の引く手に乗って空

を駈ける

:

北欧神話の豊稜神フレイルとへ 北欧神話の豊穣神フレイルと彼の
彼の恋のメッセンシャ‑であるス 窓の相手ケルスル
キール二ル
なぜか､スキ葛ル二ルに与えたは

ずの､ひとりでに戦う剣を腰にまだ

北欧神話の悲劇
誰にも傷つけられないはず

つけている

のパルドル神が+.盲目の見

本ズルが射たヤドリギに貫
かれて死ぬ｡木ズルを唆し
ているのは､北欧神話のト
リックスタ〇､日キ神

北欧神話の神々は､世界の終わりの戦
いでほとんどが死ぬ｡主神オージンが
死んだ後､息子のウィーサルは､父の
仇である狼のあごを､靴で踏んで引き裂
く｡靴の皮が傷んだら､中世のアイスラ
ンド人は､ウィ‑サルの靴とするために､
その皮を捧げたと言われている

秦､訪高手.夕をf., JL‑./#文のUとつ

｢雷神ソ‑ルカ̀̀̀, {なたを受け入れますようにoオージン神がそ

なたを引き取りますよう!｣という祈りの文句が刻まれている
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葛ラフ王のサガからの場面｣ (作品30番;1896年初演)

は,今も静かにフィヨルドを望む｡ベルゲンは現在もノルウ

として歌曲に仕上げられた｡この｣曲のために､それまで

ェ‑第二の都市だが, 14世細二王都としての機能をオスロ

英国には古典派以後の音楽家は育たないという悪評を破

に譲った後も､中世後期はハンザ同盟の交易都市として栄

る作曲家として､エ)レガ｣は英国のみならず､ブラ‑ムス

えた｡ギ)スト教が浸透した後も､異教徒は十分にベルゲ

やワ‑グナ‑のいたドイツでも認められるようになったので

ン近郊で活躍していたようである｡というのも､ 1955年の

ある｡

ベルゲンの大規模工事をきっかけとして,中世のヴァイキン

グ時代より後に使われたル‑ン文字の碑文が大量に発見

両びノルウェーへ

されたのだ｡今は､ブリュッゲン博物館に保管されている､

ェルガ‑の作品は､しかしながら､その先例がなかっ

時代もばらばらな大量の木片は,内容も多岐にわたり､恋

たわけではない｡ノルウェ‑本国で､独立運動や国民音楽､

人へのラブレターや商売の備忘録のようなbのbあれば､

ノルウェ‑の国としてのまとまりを求めた芸術家たちの中か

異教の神々への祈りの文句も刻まれており､当時の‑投の

ら､エドヴァルド･ダ)‑グ(1843‑1907)は､未完成なが

ノルウェ‑人たちの生活を紡彿とさせてくれる｡

らも1873年に三場だけのオペラ｢オ‑ラヴ･トl)ユグヴァソ

北欧の神々への信仰が生きていた時代,あるいは異教

ン｣作品50番を書き上げた.それは, ±さに異教の神々

信仰がキリスト教信仰と相克していた時代を､中世ノルウ

とギ)スト教との戦いを予感させるオ‑ケストレ‑ションによ

ェ葛の黄金期と見なす傾向は今もある｡オスロ市庁舎の回

って構成されたオラトリオであった｡神々への呼びかけを

廊に木造のレリ‑フとして飾られている異教の神々や神話

する巫女と異教の司祭の独唱と異教徒たちの合唱が交互

のモチ‑フ.竜殺しのシグルドの彫刻は,現代に生きるノ

に展開される楽曲は､芝居の中とはいえ,十分に荘厳な

ルウェー人が,過去を失わぬよう努めていることの証であ

宗教曲となっていた｡

ろう｡ゆっくりと夕日が沈むオスロの海に輝く残照を見なが

ダ)‑グは､後年､ノルウェ‑西部の都市べ)レゲン近郊

ら､北欧神話の｢神々の黄昏｣は､いつまでも長く残る日

のフィヨルドの畔に居を構え,フィヨルドの際に建てた作曲

の光に似て､今もノルウェ‑人の心に,また､それらを高く

小屋で仕事をしていた｡愛妻ニナと眠る岩壁に掘った墓所

評価した英語圏の人々の心にも生きているようにも思えた｡

