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－1antを付加しない国名を中心に

石 塚 茂 清

1．はじめに

13世紀初頭に成立したニーベルンゲンリート（Nibelungenlied，ニーベルン

ゲンの歌）に記載されている地名は現在のドイツ語圏のみならず，ヨーロッパ

各地とその周辺諸国に及んでいる。この叙事詩には，Etzel王やDietdch王，

スペインの英雄Waltherといった民族大移動時代のヨーロッパ諸国の英雄たち

が登場している。叙事詩に記載されている主要地名はライン河畔とドナウ河畔

の両河川沿いに集中しており，ドナウ河畔の地名の方がライン河畔のそれより

も多く，内容的にも詳細である。地名や人名に関する記載は写本によって全く

異なる場合があり，いわゆる国名に関する記載も例外ではない。この叙事詩に

描かれている「国」は，特定の王に支配されている「王国」の場合の他に，あ

る民族や部族の居住する領域，いわゆる「部族領土」（S也mmesterdtorium）と

言える場合がある。すなわち，「国」と称しても，画然とした国境で隔てられ

た現代的な意味での「国」とは言い難いことがある。

当叙事詩には，デンマークやハンガリー等の比較的近い国々から，遠くはア

ラビア，モロッコ，インド等の国名まで記載されている。現在のドイツ語圏で

は，「ドイツの」という形容詞や，「オーストリア」という名詞が当叙事詩に出

現しているのであるが，国名の「スイス」は形容詞としても名詞（Mhd．：Switz）

としても言及されていない。ところが，これらドイツ語圏以外の国々の名前が

叙事詩全編に亘って散見される。本稿では，それらの国名が，当叙事詩の主要

写本にどのように記載されているのかを具体的に取り上げ，12世紀から13世

紀にかけての叙事詩人の見た世界と，それを写し取った写字生の世界の一端を

見て行くことにする。

ところで，校訂本に見られる綴り字は，校訂者の考えを反映し語形等を標準
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化したものであって，必ずしも写本の綴り字通りではない。また，写本通りに

すべての特殊文字を活字化することはドイツ語圏で刊行された校訂本やBatts

による対照本でも印刷技術の点から困難と見えて，一部の特殊な文字について

は文章による説明書きがなされており，本稿でも一部は同様の方法による。な

お，校訂本は語学上の高い価値を有し，校訂本に基づく研究は標準化した中高

ドイツ語の研究に欠かせないが，ドイツ中世の英雄叙事詩の原像に迫るために，

本稿では諸写本と校訂本を研究対象とする。

『ニーベルンゲンの歌』には，数多くの写本が残されており，本稿では復刻

された写本1や，写本のファクシミリ版2の数点を参照し，「国名表記」という

視点から，この英雄叙事詩の実像に迫ることにする。その際，主要写本を詩節

ごとに対照並記しているMichaelS．Battsによる刊本を参照すると共に，長年

の研究成果を基に綴り字を標準化したKarlB別1sch／deBoorやUrsulaHennig

による定評ある校訂本も随時参照する。諸写本に見られる国名表記と，校訂本

に見られる国名表記とを比較対照することにより，写字生の手になる写本の綴

りと標準化された校訂本の綴りとの国名表記に関する差異を明らかにしたい。

本稿では特に「1antを付加しない国名」に関する表記を具体例に基づいてアル

ファベット順に取り上げ，その後で「ゲルマン系の国名」と比較対照し，

ベルンゲンリートに表れている国名表記の特徴を探って行くことにする。

2．1antを付加しない国名

2．1．Arabi，Ar急b壬n；arab‡sch （Nhd．：Arabien アラビア）

古フランス語の名称であるArabiは，『パルチヴアール』でWolfねm von

1Unterkircher，FI召m：Ambmser Heldenbuch．Vollst畠ndige Faksimile－Ausgabe．Textband，

KommenbIもand．Gmz（AkademischeDnlCk－u．Verlagsanstalt）（＝Codicesselecti．43）1973．

この写本は皇帝M誠imilianI世の命により，Hans Riedが16世紀初頭（1504－1516）に主に南チ

ロルのBozenで，羊皮紙に筆写した大型本（46．0×36．Oc皿）のファクシミリ版。書名は，1806年ま

で写本が保存されていたInnsbmck近郊のAmb柑S城に因む。『ニーベルンゲンの歌』は

＞Rabenschlacht＜ と ＞Kudnln＜ の中間，Folio95m－127vaに収載されている。写本の言語は

S舶bayedschである。本書からの引用には，Blattzahlを原本通りにローマ数字で示しアラビア

数字を添える。その後の”r“はラテン語のrecto（表面），”V“はverso（裏面）を表す。［以

下，『アンプラス英雄本』と略記する］

2Ehdsmann，Otto‥DasNibelungenlied・Abbildungen，T招nSkhpt10nenundMatedalienzurgesamten

bndschh仙chenOberlie血mgderl．undderXXX．Ave爪tiure．G6ppingen（Al丘・edK血1merle）1973．

［以下，『Ehdsmann本』と略記する】
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Eschenbachも用いている3。『ニーベルンゲンの歌』で「アラビア」は，「黄金

と絹を産する国」として描かれている。アラビアに関しては，『Ba止SCh本』4

では，名詞としてArab＝Str．576，3），Arab‡n（Str．833，2）が各々1回ずつ5出現

している。形容詞としては，訂ab‡schemが1回（Str．366，1），肝急b‡schenが2回

（Str．362，1；1825，3）出現している。

名詞の用例は，クリエムヒルトの侍女たちの衣裳である「アラビア産の高価

な絹織物で作った衣裳」として，『B打tSCh本』ではAr急b＝Str．576，3），並びに

A拍b‡n（Str．833，2）と校訂されている。

しかし，このような長音記号は諸写本には用いられていない。例えば，A写

本（Str．535，3b）とB本（Str．573＜576＞，3b）はvzArabi，C写本（Str．582，3b）で

はvzArabinであり，長音記号は付いていない。d写本（CIII＜103＞Ⅴ，右列27

行目）ではArabiで，長音記号はない。a写本（Batts，S．727）ではArabiaで，

日本語表記の「アラビア」に最も近い綴り字になっている。D写本とb写本で

は血abyとなっていて，多くの用例に用いられている－iではなく，－y となっ

ている。

『Ba止SCh本』という校訂本で血畠bin（Str．833，2）としている個所は，この校

訂本が基準にしているB写本（Str．830＜833＞，2a）では血abyと綴られている。

同所は，A写本（Str．776，2a）とC写本（Str．841，2b）が共にA柑binで，D写本で

はArabynで，写本によって語尾に相違がある。

『Hennig校訂本』6ではAr急b‡n と長音記号を用いており，『Ba止SCh本』と

同様である。

「アラビア」の綴り字に関して，語尾が以上の語形と大きく異なっている例

を挙げる：b写本，d写本（CⅥⅠ＜107＞Ⅴ，右列38行目）が共に血abein，a写

3wol血mvonEschenbach：Pa血val・NachderAusgabeKar11月Chmamsrevi山e止undkommende止

von EberhardNellmann．Obe止mgenvon DieterK山In．BandII．Fmnk山九a．M．（Deutscher

KlassikerVerlag）1994．S．464．

一Ba止SCh，払rl／de B00r，Helmut：Das Nibelungenlied．（22．revi血e托e und von Roswitha

Wisniewskier由陀teAu血ge）Mannheim（F．A．Br∝khaus）1988．以下，FB糾1sch本』と略記する。

テクストの引用は主としてこの校訂本により，本文中にStr．を付し，詩節番号・行番号を示す。

行番号の後のaは前句（血lVerS），bは後句（Abvers）を表す。

5各語の出現回数についてはB畠uml編のコンコーダンスを参考にする。B畠uml，Fm氾H．and

Eva－MadaFallone：AConcordancetothe＜Nibelungenlied＞．（Ba止SCh－deB00rText）keds：W．S．

ManeyandSonLtd．，（England）1976．

6Hennig，Ursula：DasNibelungenliednachderHandsch地C．T肋ingen（MaxNiemeyerVerlag）

1977．［以下，『Hemig校訂本』と略記する】
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本はこれに－eの付いたArabeineである。

次に「アラビアの」という形容詞の語形を取り上げる。Kdemhiltたちが作

る衣裳には，Diear創）‡schen s‡den，舶zals6dersne（Str．362，1）（雪のように

白いアラビアの網）が用いられた。「掛け布団」にも「アラビアの絹」が用い

られている。bettedach von辿S‡den（Str・1825，2b－3a）（アラビアの綿
で出来た掛け布団）と形容詞が使われている。なお，上例のbette血chは

Etzelnburcの広間に，Gunther王や客人たちのために用意されていたのである。

この第1825詩節の「アラビアの」という形容詞の表記は写本により若干の

相違が認められる。『Batts対照本』7では，A写本（Str．1763，3）もC写本（Str．1869，

3）も打abischensidenであるのに対して，B写本では，a柑bisschenと－SS－となっ

ている。ここでは，何れもa－と小文字で書き始めている。

d写本（『アンプラス英雄本』の復刻版）ではvonArabischen（100v，左列58

行目）となっており，語頭が大文字（A－）である。この点はC写本を細字した

『Engels本』（S．66．Str．1869）も『Hennig校訂本』（S．288．Str．1869）もA－であ

り，同一の綴り字である。後者（Hennig，Str．1869，2b－3a）ではund manic

bettedach／von A虎bischen s‡den となっている。ここの一会－ という綴り字は

『Ba止SCh本』と同じである。なお，C写本のファクシミリ版では「i」の上部

に点のない「1」という文字である。しかし，この論文では便宜上，上部に点

のある文字「i」を用いている、8。なお，「文字iはラテン語で11世紀頃から

写本に現れ始めているがiに変わったのは1327年以降」9という。

『ニーベルンゲンの歌』に於いては網の産地として，アラビアの他にモロッ

コやリビア，更にアツアゴウク（Azagouc；Str．439，2）やツアツアマンク

（Zazamanc；Str．362，2）が出現している。

アラビアは網の他に「黄金（golt）」の産地としても描かれている。Kdemhilt

と侍女たちがSivdtやGuntherたちのためにWomezで衣裳を調える場面に出

7Batts，MichaelS．：DasNiklungenlied．P打allel血ⅦCkderHandsch此enA，BundCnebst山王Sa止en

der肋dgenHandsc加地eれ．T肋ingen（MaxNiemeyerVer】ag）1971．この刊本の823貫から897貢

までは写本のファクシミリ版である。【以下『Batts対照本』またはBattsと略記する1

8『アンプラス英雄本』では，「1」の場合と，「i」に近い文字（上の点は，真上ではなく，やや右

上方に付されている）の場合とがあるが，上部の点は書かれていないことが多い（Vgl．B召uml，

Fm旭H．：Ku血Ⅶn，DieHandsc止血Berlin．WalterdeGruyter．1969．S．29）『ニーベルンゲンの

歌』のC写本のファクシミリ版では，iの上の点がない「1」という文字が用いられているが，こ

の論文では，C写本について，上に点のある文字（i）を用いる。

，田中美輝夫著：『英語アルファベット発達史一文字と音価－』（開文社出版）昭和52年，196貢。
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てくる。

Uzar釦）‡schem golde vilgesteinesscein．（Str．366，1）

（アラビアの黄金に数々の宝石が燈めいた。）

89

この詩節は，『Batts対照本』ではA写本，B写本，C写本共に打abischem で

ある。

d写本の同所は『アンプラス英雄本』（C＜100＞V，左列58－59行目）に次の

ように初期新高ドイツ語で記載されている：Des Arabischem golde vil

gestainesschain．この文は，『Batts対照本』（d写本，S．113）でも大文字（A－）を語

頭に用いており，DesArabischemと同じ綴り字になっている。

2．2．Azagouc （アツアゴウク）

AzagoucはWol丘・amVOn Eschenbachの叙事詩『／てルチヴアール』にも見ら

れる地名である。次の文には，アツアゴウク産のビロード（Sam‡t＝Samt，Brokat）

のことが描かれている。

an血senahtfねuwenwas／r6cke如enerdenneing柑S，／

von重盗9ユ韮Sam叱／gesnitenwollancundewit・10
（これら八名の婦人たちの服は草よりもあざやかな緑色の，

アツアゴウク産のビロードで長くまたゆったりと裁断してあった。）11

ところでアツアゴウク（血agouc）という名称の語義は不明であるが，類似の

響きの名前はエチオピア，東インド，北アフリカのサハラ（Sahara）にあるとい

うt2。AzagaoucはParzival於いてツアツアマンク（Zazamanc）と共に次のように

国名として出現している：Parziva1750，19：Zazamanc und重盗聖生（Band

II，S．282）

Parziva1770，27 dievon虫皇g聖⊆undZazamanc，（BandII，S・314）

なお，「ツアツアマンクは従来たいてい東アフリカ（例えばエチオピア）の

■りWolfねmvonEschenbach：Pa㍑ival．NachderAusgabeK打1Ⅰ』Chmannsrevidie止undkommentje止

von Eberhard Ne11mann．Obe血gen von Dieter K仙n．BandI．Fmnk血止a．M．（Deutscher

KlassikerVerlag）1994．S．390．

11加倉井粛之・伊東泰治・馬場勝弥・小栗友一訳『ヴォルフラム・フォン・エツシェンバハ：パ

ルチヴアール』（郁文堂）1977年（第3版），123頁参照。

一2wol血mvonEschenbach：Pa血val．NachderAusgabeK打1bchmannsrevidie止undkommentie止

von Eberhard Ne11mann．Obe止mgen von Dieter K血n．BandII．Fmnk血止a．M．（Deutscher

KlassikerVerlag）1994．S．472．
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国とも推定されてきたが，Wolframはインドにある国を考えていたのかも知れ

ない。この名前はWol丘・amが考え出したのではなく，『ニーベルンゲンの歌』

から借用したのであると推定されている。」ほという。

このアツアゴウクは，『ニーベルンゲンの歌』では「絹地の産地」として描

かれている。

VOn皇望g塾生ders壬den einenw急転nrocsitnlOC，

edelundedche；（439，2－3a）

（アツアゴウクの絹地でつくった上品で豪華な軍衣を

姫＜女王プリュンヒルト＞は着用していた。）

『Ba止SCh本』（S．79）の脚注には，「オリエントの＜Orientalisch－＞国名」とあ

り，同書の巻末（387貢）には「オリエント＜Orient＞にある，網で有名な架空

の国」と説明されている。

『Batts対照本』（S．132－133）によると，A写本には対応詩節がない（『Batts

対照本』132頁）が，B写本では”VOn也空也dersiden“（Str・437＜4討＞，2），C

写本では von出盛dersiden（－0V＊－＝0の上に小さなⅤ）（Str・448，2）とな

っている。C写本に関しては，『Engels本』（Sp．17．31行目）が上記と同様”VOn

基望g聖三並dersiden“であるが，『Hennig校訂本』（S・70・Str・448，2－3）では”VOn

幽望ders‡den“と，語末を－Cとしている0

『Batts対照本』（727頁）によると，D写本でAzagovc（－gO－）であるが，Ⅰ写

本では血agavc（－ga－）となっている。同書（727頁）によると，以下の3写本（a，b，

d）の綴り字は互いに異なり，a写本がAzagank，b写本がAzagnlChとなってい

る。

d写本が所載されている『アンプラス英雄本』（101v，中列36行目）を見る

と，”VOn生血derseyden“で，『Batts対照本』（133頁）も”Amgoch“とな

つている。

2．3．India （Nhd．：IndieIlインド）

『ニーベルンゲンの歌』に描かれている国の中では，ブルゴンド国の都Woms

から最も遠い国がインドである。山exander der Gro鮎の時代にギリシャ語で

Indos と言っているが，この原義は「川」であったらしい。『ニーベルンゲ

ンの歌』では，Womezから壬sensteinに向かった勇者たちの衣裳の描写に固

13vgl．Wol血mvonEschenbach＝Parzival・BandII∴ a・a・0リ
S・465・
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有名詞として一度「インド」が出現している。

VonIndiademlande mansahsisteinetragen，

diek∂smananirw記te Vilherl‡chewagen．（Str．403，1－2）

（彼らは土∠上の国の宝石を着けており，それらの煙めく光が

衣裳に揺れ動くのが見られた。）

上記詩節目頭のVonIndi急demlandeは「インド国に産した」のことで，man

sahsisteinet柑genのsteineはEdelsteine（宝石）を意味している。

写本における綴り字を見ると，『Batts対照本』（S．122－123）ではA写本，B写

本，C写本共にVonIndia demlande となっている。このIndiaという綴り字

は写本Ⅰ，a，b，dでも同様である。

D写本（『Batts対照本』S．736）ではYndia と綴り，トではなくY－ を用いて

いる。『アンプラス英雄本』（d写本，Cl＜101＞r，中列16－17行目）の同詩節は

南バイエルン地方の初期新高ドイツ語で次のように書かれている：

”VonIndiademlande
mansachsystainetragen“ このように，d写本では，

「インド」にY－ではなく，トを用いている。

2．4．Kiewe キエウェ （Nhd．：Ⅹiew キエフ）

『ニーベルンゲンの歌』が書かれた13世紀頃には既にハンガリー王国の北

東に「キエフ公国」があり，当叙事詩にはキエフ出身の勇士たちが描かれてい

る。

VondemlandezeKiewen reitdavilmanicdegen

untdiewildenPetschen記re．（Str．1340，1－2a）

（三三三三L之1の国の大勢の勇士たちと
猛きペチェネーレ人たちが姦に駒を進めて来た。）

彼等は折れるほど弓を引き絞り，空を飛ぶ鳥に矢を放っていたのである。キエ

ウエ（Kiewe，NhdのKiew「キエフ」）の国の大勢の勇士たちがEtzel王の傘下

にあり，ラインの彼方から嫁いで来るKdemhiltをTreisenmareに迎えに来た

のであった。この詩節に見られる「ぺチェネーレ人」とは本来はトルコ族に属

する遊牧人種のことである。なお，この詩節の直前に払uze（Str．1339，1．Von

Riuzen）「リウセ人」（ロシア人）という語が出現している。

『ニーベルンゲンの歌』の詩人は，西暦434年にフン族の王となったEtzel

の時代も描いているが，国名としては，必ずしも 5世紀に存在した国々に限

定せず，むしろ当時の聴衆や読者に馴染みのある地域の名称を挙げていると考
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えられる。

主要3写本の綴り字を『Batts対照本』（S．406，407）で見ると，C写本（1367，1a）

でChyewen（『Engels本』52vも同形），A写本（1280，1a）でKieuen，B写本

（1337＜1340＞）でChiewen であり，3写本に同一の綴り字はない。主要3写本

以外の綴り字は，『Batts対照本』（S．736）によると，D写本でKyben，Ⅰ写本で

Kewen，a写本でChiuenn（－nではなく一nn）となっている。

『アンプラス英雄本』（d写本，CXV＜115＞Ⅴ，左列下から9－11行目）の文

を挙げる：”Vondemlanndeausα才β紺β乃raitdavilmanig“ここでは，1anndeは

－nn－，Vilとmanigは分離させずに，Vilmanigと一語として記載されている。
校訂本では，『Hennig校訂本』（S．212．Str．367，1a）でKyewenとし，『Batts

対照本』のChyewenとはCh－とK－との相違が認められるが，－i－とせず，－y－は

残されている。

2．5．Lyb‡急叫 Libia（Nhd．：Libyenリビア）

ブルゴンド国の都Womezには異国の極上の絹地が用意してあった。その網

地を王女Kdemhiltが壬slantに赴くS‡vdt たちのために裁断し，衣裳を調えた

のであった。このことを記した第364詩節に二つの国の名前が出てくる。ア

フリカ北西岸のモロッコとその東側の国リビアである。なお，『ニーベルンゲ

ンの歌』が書かれた頃，この一帯は〟mohad帝国といっている。

VonMa汀OCh凸zdemlande undouchvon 辿塾

deallerbestens‡den， 血eiemergewan

deheines比neges仙nne， derhetenslgenuOC．（Str．364，1－3）

（古来の王族が手に入れたうちでも，これ以上のものはないという，

モロッコやリビアの国に産した絹地が，たくさん用意してあった。）

モロッコとリビアは上質の絹地の産地国であり，そのような絹地をブルゴン

ド国の宮廷で所有していたことが『ニーベルンゲンの歌』の当詩節から読み取

れる。

リビアは『ニーベルンゲンの歌』に計2回出現しており，その綴り字は諸写

本によってかなりの違いが認められる。『Bむ1sch本』では上記のようモこ，Lyb伽

となっている。このように長音記号が二つ連続している語形は，『Batts対照本』

に拠る限りどの写本にも見出せない。B写本（Batts，S．111．Str．362＜364＞，1b）で

は，VOn Lybian となっていて，他の個所と同様に長音記号は用いられていな

い。このB写本に近い形はC写本（『Engels本』S．14v．Str．372）の0VChvon
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出である。A写本（Batts，S．110．Str．355，1b）は語頭がL－ではなくC－で，

Cybianとなっている。

もう一方の出現詩節は第7歌章（第429詩節3行目）で，VOnpfelle川zer』堕

と書かれている。このように，『Ba止SCh本』（Str．429，3）ではLyb‡a で，「リビ

ア産のpfellel（上等な絹地）」をイースラントのプリュンヒルトが着用してい

た衣裳の描写に出現している。このリビア産の美しく切り破られ得ない綿織物

をブリュンヒルトが武具として身に付けていたのであるが，WinderMaConnell

も指摘しているように‖，リビア産の上等な絹地をWomezのみならず，遠く

離れたイースラントでも用いていたのである。

”Libia“がC写本（Batts，S．130．Str．伯8，3a）の他に，Ⅰ写本，a写本，d写本
が同じLibiaという語形（『Batts対照本』S．736）である。同詩節がB写本（Batts，

S．131．Str．427，3）ではLybiaで，これはD写本も同形である。

以上の諸写本ではLibiaないしはLibyaであるが，b写本はLibeoと語形を

異にしている。最も異質なA写本（Batts，S．110．Str．355，1b）のCybianが2回

目の出現詩節（A写本，Batts，S．130．Str．408，3a）ではLibyaという語形であ

る。この点から，A写本の写字生が常にC－と書いたわけではないことが分か

る。なお，Cという文字とLという文字が，手書きの場合に類似の文字になる

ことも考えられよう。

『アンプラス英雄本』（d写本，C＜100＞Ⅴ，左列44－47行目）の文を挙げる：

”VonM打rOChausdemlandevndauchvonLibiandieallerpestenseyden“この

文は『Ba止SCh本』のStr．364，1bに対応している。ここでは，「リビア」はLibian

と綴られている。なお，bestenがpesten，「絹地」はseydenとなっている。

もう一個所は『アンプラス英雄本』（d写本，CI＜101＞Ⅴ，左列41－42行目）で

は”VOnpheylaus 辿由“（『Ba止SCh本』Str．429，3a，すなわちvonpfblle川zer

出払に対応）となっている。

校訂本では，『Ba止SCh本』がLyb乳『Hennig校訂本』がLib‡急であり，共に

長音記号を用いている。

2．6．Marroch，Marocco （Nhd．：Marokko モロッコ）

リビアの項（2．5）で触れたように，ブルゴンド国の都Womezでは異国の極上

‖F柑nCisG・Gen叫，WinderMaconell，UlrichM山1er，WemerWunderlich：TheNibelungenT柑山tion．

AnEncyclo匹dia．NewYorkandLondon（Routledge）2002．S．100．
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の絹地を用意していた。第364詩節にモロッコとリビアの名前が出ている。

Von辿聖吐血zdemlande undouchvon Lybi紬 （Str・364，1）

モロッコはアフリカ北西岸に位置するイスラム教王国である。諸写本の表記

を見ると，『Batts対照本』では，A写本（Str．355，1a），B写本（Str．362＜364＞，1a），

C写本（Str．372，1a）がすべてMa汀OChである。ところが，C写本をほぼ忠実に

再現している『Hennig校訂本』（S．14v，Str．372）ではVon望聖辿VZ dem

lande．と小文字で書き起こしている。『Batts対照本』（S．737）によると，写本

D，Ⅰ，b，dもすべてMo汀OChである。

『アンプラス英雄本』（d写本，C＜100＞Ⅴ，左列44－47行目）の文を挙げる：

”VonMa汀OChausdemlandevndauchvonLibiandieallerpestenseyden“

このように，『アンプラス英雄本』の「モロッコ」はMa汀OCh であり，主要3

写本と同じ綴り字になっている。要するに，「モロッコ」の綴り字に関しては，

語頭が大文字か小文字という違いはあるが，その他の相違は認められない。

2．7．SpaIカe （Nhd．：Spa山en スペイン）

イベリア半島のローマ領時代の地名であるHispaniaは，時代と地域によっ

て語頭のH音，Hi音を発音せず，また綴りに記載しない。古名Hispaniaの原

義は未詳で，フェニキア系の名称であろうと推定されている。

Spanien（スペイン）は『ニーベルンゲンの歌』では，英雄であるWalther（ワ

ルテル＜Wat－herワルトヘル）の故郷である。Waltherは青年時代に，Hagene

やHilte即nt と一緒に，人質としてエツツェル王の宮廷に滞在し，成長した人

物である。伝説によれば，Waltherは後に恋人の Hilte即nt（エッツェル王の

宮廷に仕える女官）と共にエツツエル王の宮廷から逃走し，ハゲネの親族と戦

つたという伝説がある。Waltherは，9世紀末にラテン語で書かれた英雄叙事

詩Wathadliedに登場している。『ニーベルンゲンの歌』では，Waltherという

名前は計3回出現している。この語源は，第一の要素が古高ドイツ語のwalten

（支配する）で，第二要素は古高ドイツ語のhari，hed（＝Heer，軍勢）であ

り，合わせて”imHeereHerrschende“（軍の中で支配する者，軍勢の支配者）

となる。

”VOn塾望Wa仙er“となっているのは，C写本（Batts，Str・1797，3a；Str．
1838，1a），A写本（Batts，Str．1694，3a）で，B写本（Batts，Str．1753く1756＞3a；

Str・2341＜2344＞，3a）では”VOn地Walther“としている。

なお，A写本では上述のSpanyeの他に，Yに始まるYspanie（イスパニエ）
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が”doimvon王由 Walt加r“（Batts，S．712・Str・2281，3a）という形で出て

いる。

校訂本ではaに長音記号が付いている。すなわち，Hennig版（Str．1797，3a；

Str．2403，3a）ではSpane，『B打tSCh本』（Str．1756，3a；Str．1797，1a；Str．23胡ご，

3a）ではSp叫eである。しかし，Ba托SChの辞書（S．287）では」－を用いず，Sp急ne
としている。

以上は，すべて－e に終わっているが，C写本では出現詩節によって相違が

ある。『Batts対照本』のC写本（Batts，S．712．Str．2402＜2403＞，3a）では”do

imvon塾塑Walther“としている。同詩節が写本C（『Engels本』S．87v・Str・

2402）ではs＊pan（s＊は縦長のs）であり，若干の字体上の相違があるが，－nに終

わっており，－eとはなっていない。

『アンプラス英雄本』に収載されているd写本では，第39歌章の部分は空

白であるが，第28歌章の当該詩行は”VOn辿Walther“（CX氾＜121＞Ⅴ，中

列，36行目）となっている。”Spane“ではなく，”Span“と綴られている点か

ら，C写本の二番目の出現個所と同様の綴り字であることが分かる。

3．ゲルマン系の国名

ニーベルンゲンリートには上記のような「1antを付加しない国名」の他に，

「1antの付く国名」がある。この他に，WeCの付くゲルマン系の国名も出現し

ている。以下には，それらの名称を取り上げる。

3．1．1antを付加する国名

『ニーベルンゲンの歌』に表れている「1antの付く国名」には次のような国

々がある。校訂本に見られる中高ドイツ語の標準的な綴りで，アルファベット

順に列挙すると，現在のドイツ語圏であるSachsenlant，Burgondenlant，Beyer

lant，D血ngenlant，∂sterlant，この東の隣国Ungerlant，Hiunelant，そしてこの

隣国であるWalachenlant，これは6sterlantの南側の国に付けられた名前であ

る。更には，inHiunenlantに滞在していた人物の故郷であるAmelungenla山，

低地ドイツのNiderlant，その北のTenelant，Nibelungelantと「1antの付く国名」

が連綿と続いている。Nibelungelantから海を隔てた西隣の国が王slantで，こ

れらの国々はゲルマン民族が移動し接触し，あるいは現に居住している地域で

ある。
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3．2．tiusch，tivsch，Ti血sch（Nhd．：deutschドイツの）

Deutschlandの語構成はDeutsch＋1andなので，－1andが中高ドイツ語の1ant

に遡りうる点から，「1antを付加する国名」に分類できる。現代のDeutsch一に

当たる語は，11世紀にはdiutisk で，国と人に対して適用されたのであるが，

『ニーベルンゲンの歌』には，中高ドイツ語のdiutisch，dutsch，tiutsch，tiusch

に1antの付いた語形は1度も用いられていない。ただし，形容詞tiuschは（von

den tiuschen gesten） （ドイツの客人によって）

だけ用いられている。C写本では「ドイツの」

（Str．1354，4a）という表現で1回

は表れず，全く別表現になって

いるが，A写本（Str．1294，4a）ではvonden塾虫望geSten（Batts．S．410），B写

本（Str・1351＜1354＞，4a）ではvonden虫辿望geSten（Batts．S．411）であり，語

頭の文字に相違が認められる。

『アンプラス英雄本』（d写本，CXV＜115＞Ⅴ，右列8－9行目；Batts．S．411）

ではvonden塾生gestenとなっている。すなわち，A写本やB写本のよう

な国名ではなく，数詞で表現されている。意味は「ドイツの客人によって」で

はなく，「千人の客人によって」であり，写本によって内容が全く異なる場合

があると言える。

3．3．Norwq∋ge ノルウェゲ（Nhd．：Norwegen ノルウェー）

北ヨーロッパの立憲君主国であるノルウェーは，ノルウェー語ではノルゲ

（Norge 「北方の道，北航路」を意味する）と言い，正式な名称はノルウェー

王国（KongeriketNorge）である。中世の北方ゲルマン人の通商用航路の一つに，

スカンディナビア半島西岸沿いに北上する航路である”Nordweg“（＜ Ahd．

nord 北＋Aムd．wec道；北航路）があった。この合成語の航路名が，9世紀

後半にはこの航路沿いの海岸地方を指す名称になり，NhdのNoⅣegenに至る

のである。

『ニーベルンゲンの歌』では，NonⅥ℃ge（ノルウェゲ）という所にNibelunc

族の国と城があるとされている：

Sik6meninddnwochen geritenindazlant

ZeNibelungesbtirge，darwarenslgeSant，

Ze聖9望望監indermarke；d畠山ndensidendegen・（Str・739，1－3）
（彼等は3週間の後にかの国に馬を乗り入れた。

ニベルンクの城，ここに彼等は派遣されたのだ，

勇士たちとの対面の地であるノルウェゲの国境へ。）
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B写本（Str．736＜739＞，3a）では”Ce 辿聖望監in der ma血e“，A写本

（Str．682，3a）では”Ze辿聖望g皇indermarke“と書かれている。

ただし，C写本では別の表現になっていて，固有名詞は書かれていない。こ

れは，C写本の写字生が何らかの意図を持って書き換えたのであろう。『Batts

対照本』（S．739）では，D写本とb写本は普通名詞のherberge（陣営）で，NoⅣ∝ge

という固有名詞にはなっていない。

d写本（CⅥ＜106＞r，右列31行目）では他の写本と異なり，Homwegeと綴

られている。『Batts対照本』の739貢でもHomwegeと細字している。この綴

りはNoⅣ∝geと似ているが，このように記載している理由は，d写本の写字

生であるHansRiedの作為によるのか，地理上の知識や情報獲得の問題なのか

は定かではない。

4．結び

「1antを付加しない国名」には血abi，Azagouc，India，氾ewe，Ly伯n，Ma汀OCh，

Non佗ge，Sp急nゎがある。即ち，アラビア，アツアゴウク，インド，キエフ［公

国］，リビア，モロッコ，ノルウェー，スペインである。これら「1ant を付加

しない国名」は，黄金（Arab‡）や宝石（India）の産地，あるいは網の産地（A点b‡，

Azagouc，Lyb‡紬，Ma汀OCh），英雄Waltherの故郷（Sp叫e），英雄S‡vdtに関係

のある地名（Nonv記ge），勇士たちの出身地（比ewe）の名前である。これら

の国々に共通している点は，NorⅣ記ge（ノルウェゲ，ノルウェー）を除いて

は，ゲルマン人の勢力が直接的には及んでいない周縁の地域であるという点で

ある。

より厳密に言うと，「1ant，WeCを付加する国名」と「1ant，WeCを付加しない

国名」に分類できる。その命名上の分岐点は，「現にゲルマン民族の勢力圏で

あるか否か，或いは過去に勢力圏であったか否かに存する」と考えられる。即

ち，「ゲルマン民族の勢力圏の国々」にはゲルマン民族の「国」を意味する

＜1ant＞，あるいは「道」を意味する＜WeC＞が付された国名になったのである。

それらの国々では，ゲルマンの英雄たちが割拠し，まさに『ニーベルンゲンの

歌』の舞台のコアになっているのである。

これに対して，「lant，WeCを付加しない国」，すなわちA拍bi，Azagouc，Ind壬a，

Kiewe，Lybian，Ma汀OCh，Sp叫eなどの国々は，地理的に「1antを付加する

国」の周縁に位置しているのであり，『ニーベルンゲンの歌』の主要登場人物

群の行動範囲に含まれない地域である。そして，その大部分の国々が，当時の
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宮廷の富を誇示するに足る貴重な品々の産出国として記載されている。別な観

点から言うならば，Gunther王や女王P畑nhilt，それにEtzel王などの宮廷に

備えられていた高価な品々を産する相当に遠い異国の名称が「1ant，WeC を付

加しない国名」であると言える。

（2002年2月）




