
クリエムヒルトの夢 －NL原典と図像－＊

石 塚 茂 清

1．「魔の夢」と二つの夢

ドイツ中世の英雄叙事詩ニーベルンゲンリート（Nibelungenlied，以下NLと

略す）には、不吉な夢の場面が作品冒頭（第1歌章）と、後編の第25歌車初

め（第1509詩節）に見られる。前者はブルゴント宮廷の王女クリエムヒルト

（Kdembilt）が見た夢であり、後者はクリエムヒルトの母ウオテ（Uote）の見た

夢である。クリエムヒルトの夢としては、結婚前に見た夢、いわゆる「魔の夢

（Falkentraum）」の他に、結婚後に見た夢も描かれている。結婚後の夢は、第16

歌章の第921詩節、第924詩節に記されている二つの夢である。第921詩節

は「二頭の猪の夢」、第924詩節は「二つの山の夢」で、両者には「二（zwei）」

という共通点がある。

クリエムヒルトの見た夢のうち、最も多くの絵画作品が描かれたのは、「猪

の夢」や「山の夢」ではなく、以下に取り上げる「魔の夢」である。ニーベル

ンゲンリート唯一の絵入り写本「王iundesbagen本（b写本）」1にほ計37枚の

押し絵があるが、その第1枚目がこの「魔の夢」である。ボーデン湖畔にある

Lindauの医師JacobHemannObereitによって1755年にこの叙事詩（今日のC

写本）が再発見されて以降、クリエムヒルトの「魔の夢」をま文学者のみならず，

芸術家の関心も喚起してきた。本稿でをま「魔の夢」の表現形態を諸写本に探り、

併せて「魔の夢」の代表的な図像作品を取り上げることにする。

2．クリエムヒルトの夢の内容 一緒写本の表記法－

ブルゴント族の居城のあるウオルメス（Vomez、現今のWoms）で王女クリ

＊

本稿は、平成13年度の科学研究費補助金（基盤研究（C）（2）の研究課題「ニーベルンゲンリ叫

卜原典と図像作品の比較対照研究」（課題番号13610618）（研究代表者：石塚茂清）にここる研究

成果の一部である。

1Homung，Hans：DasNibelungenliedinsp凱mittelalterlicben‡llust指donen．Die37Bildseitendes

HundesbagenschenKodex．VerlagsanstaltAthesiaBozen（S舶tirol）1968．
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エムヒルトは幸せな日々を送っていたが、あるとき不吉な夢を見た。それは、

「クリエムヒルトの飼っていた鷹が二羽の鷺の爪に引き裂かれるという夢」で

あった。この場面はAdoばHoltzmannによるC写本校冨丁本に以下のように記さ

れている2：

In disen h6hen eren

Wie sizuge einen valken

troumte

denir zwen am erkrummen；

irn kundein di汀e Werlde

Kムembilde，

StarC，SC旺n’unt wilde，

da3 Sida3 muOSte Seben，

leider nimmer gescbehen．

（Holtzmann．Str．12，1－4）

（このような高い栄巻の中にあって、クリエムヒルトは夢をみた。
たくま たか

それは彼女が飼っていた返しく、美しく、精惇な一羽の應を
わし

二羽の鷺が爪で引き裂いてしまうというものであった。

彼女にとってこの世でこれ以上に悲しいことは起こるべくもなかった。）

「一羽の鷹」は「ジーフリト（Sivdt）」を指し、「二羽の箪」は「ブルゴント

国の重臣ハゲネ（Hagene）と国王グンテル（Guntber）」を指している。内容的に

は、この二人によるジーフリト殺害を暗示している。この「二羽の鷺」の夢と、

本稿冒頭で触れた「二頭の猪」、「二つの山」という夢は、「敵対するもの」が

それぞれ「二つ」であるという共通点がある。

次にC写本の原典を挙げる。この写本をみると、校訂本とは改行の位置が

異なっているために、押韻の状況が校言丁本に比して分かり難い。また、原典を

中高ドイツ語に標準化した絞首丁本では綴り字にも若干の相違が認められる。

C写本は再発見の地から移され、近年までDonaueschingenの F也rstl．

恥rstenbergische Hoぬibliothek所蔵であったが、現在はKarlsruhe のBadische

Landesbibliothek所蔵になっている3。この写本のニーベルンゲンリート冒頭部

にUnsのUが大きく書き込まれており、その文字が羊皮紙の裏側に微かに透

けて見える。以下に示す写本右上の部分がそれで串る。C写本では、1爵節が3

行程度で記載されており、以下にB写本の第13－14爵節に該当するC写本原

典を挙げる。

‘Holtzmann，Adolf：SchulausgabedesNibelungenliedsinder畠ItestenGestalt．StuttgarL．

J．B．Metzler’scheBtlChbandlung．▲1863．S．2．

3Bumke，Joachim：Die〉Nibelungenklageく，BerlれWalterdeGruyter．1999．S．2．
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上記手写本前半（B写本の第13詩節に該当）をラテン文字に細字する：

IN Diren bohen eren trvmte C払出emhilde．

valcilen．触cbたhon

daz mv氏e ねben

Wie 幻 zvge

Ⅴ魚wiまde．denir zvene am

ir enkundein血汀e Ⅶ（er）1de．

ge仙ebe（n）．4

次に、上の詩節の押韻が明確になるように改行する：

‡N Di∫bn hoben eren trvmte C壬Idem壬Iiide．

Ⅶie 凸 zvge einen vaicben．氏arc払

denir zwene am erchⅣmme（n）．

ir enkundeindi汀e Ⅵr（er）旦de．

elnen

erchⅧme（n）．daz ri

leid（er）nimm（er）

たhon v畠wilde．

daz崩 daz mv氏e ぬben

leid（er）由mm（er）ge払ebe（n）．

この部分は「Batts対照本」5では、次のようになっている

In disen hohen eren trvmte C払出embilde．

Wie sizvge einen valcben．

denir zwene am erchrvmmen．

ir enkundein dirre wβ㌢1de．

St訂Cb scbon v畠wilde，

dazsidaz mvste sehen

leidβγnimmβγ g錦behe批
このようにBatts 本の綴りは、原典の綴りと近似ではあるが、4aのin di汀e

のような分離がなされている。また、押韻を意識して改行されており、語中の

－eトや語尾の－nがイタリックで補足的に印刷されている。

4Engels，Heinz：DasNibelungenlied．NewYorl（（Frededcka．Praeger）1969．

S．ⅠⅤ．Str．12．
S

Batts，MicbaelS∴DasNibeiungenlied．PaIallei血℃CkderHandschr挽enA，BundCnebstLesa蛇en

der抽出genHandscbd鮎n．T肋ingen（MaxNiemeyerVerlag）1971．［以下「Batts対照本」または

Battsと略記する］
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C写本（Hennig本）6では、1a（1行目前半）のerenがerenとなっており、

写本そのものにはない「長音記号」が付されている：

In disen b6hen eren

Wie sizuge einen valken

troumte Kdembilde，

denir zwene am e血mmen；

ir eTlkundein dirre wedde

starc，SCh∝n und wilde，

daz sidazInuOSte Sehen，

1eider nimmer gescbeben．

（Hennig．Str．12，1－4）

この部分のB写本7を次に取り上げてみよう。B写本はスイスのSt．Ga11en

にあるSt娩sbibliotbekに所蔵されている写本であり、これをC写本と較べると、

掠れている部分があるために、正確な読み取りの困難な個所がある。

ごて越冬二㌫笠諾び三亡三三…：三三●
。r

｛．′．‘一一価

ヾモ′4

癖l認猥 炒▼▼

▲さ

槻ヤ々▲男

ゃぶ争轡御霊赫拗守拗掛野屯
＜原典2：B写本の第ユ3詩節にあたる部分＞

以下にB写本の写本通りの改行で翻字する。このB写本は1貢が縦に2列

になっているので、1行の字数はC写本と較べて少ない：

In disen hoben eren trov＊mte8 chriemhi

1de，Wie si

SCOe司；n uII

Chrvmmen．

cbvndein

特徴的なのは、

ZVge 垂主堅し＿＿竺鍵盤担，StarCh

Wilde， denir zwene aren er

daz sidaz mvoさ担oste sebn，ir en

di汀e W■eddeleidgγ nimmβγ geSCeen． （Hs．B．Str．13，1－4）

人名（Cbriemhilde）が途中で改行されていることである。押韻

6Henni臥Ursula：DasNibelungenliednacbderHandscb地C．T肋ingen（MaxNiemeyerVedag）

1977．［以下「Hennig対照本」またはHennig本と略記する］

7scbr6der，W七mer‥DerNibelunge Lietund diu Klage．Die Donaueschinger‡ねndschr娩63．

（DeutscheTexteinHandschr挽en．Band3）B6blauVerlag，K缶InWien．1969．

8
trov＊mte

－0V＊－の部分をま、0の上にⅤが書かれている文字であることを示す。＊印の左側二つ
の文字をま、写本では上下に縦に1文字として書かれている。ドイツ語圏の写本説明の方式に倣い，

本稿でも印刷の便宜上、以下の翻字に於いて＊印を同様の記号として用いる。
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が明らかになるように、この詩節を全4行に改行する：

In 血sen bo‡len eren trOV＊mte Cbriembilde，

Wie sizvge 5麹臥望虫垂旦堅， StarCh scoe…幹n u丘＊ wilde，

denir zwene aren er chⅣmmen．daz sidaz mvo＊oste sehn，

ir en cbvndein dirre werlde

B写本を底本とするBartsch本（22版）

In disen h6hen eren troumte

Wie siz也ge 垂主§旦＿ヱ蔓塾辺，

denir zwene am erkrほmmen．

ir enkundein di汀e Werlde

1eidβγnimmβγ geSCeen．9

10は次のように校訂している

Kriemhilde，

StarC，SC∝n7 und wilde，

daz sidaz muoste seben，

1eider nimmer gescehen．

109

（Bartsch．Str．13，ト4）

B写本とC写本（Hennig本）の表記を比較する：

B．13，2b
sc∝n’（C．12，2b scb旺n）；B．13，4b gescehen（C，12，4b

geschehen）

なお、B写本とC写本の詩節番号が異なるのは、C写本にある第1詩節がB

写本では欠落しているためである。‾なお、A写本の第3詩節に当たる爵節が、C

写本とB写本の両者に欠落している。Ba托SChによる校訂本をま、B写本に準じ

てはいるが、本来をま欠落しているC写本とA写本の第1詩節（Unsistに始ま

る詩節）を含めており、純粋にB写本通りというわけではない。

次にマキシミリアンⅠ世の命によって16世紀初頭にHans Riedが筆写した

「アンプラス英雄本」（d写本）‖のこ山ベルンゲンリ叶卜第13詩節を見る。

実際の写本では詩節番号は付されていないが、行番号が明確になるように、B

写本に相当する番号を付す：

（13，1）In di良n12

9Hs．B．NL．Str．11（13）；Batts．S．5．

1のBar臨CれKarりdeBoor，Heimut：DasNibelungenlied．Mannheimハ（F．A．Brockbaus）1988．

（22．revidierte und von Roswitha Wisniewskie聯氾te Au鮎ge）以下，「】∋ar亡SCh本」または
「Bar亡SCb－de王う00r本」と略記する。括弧内のStr．に続き，詩節番号と行番号を示すが、行番号の

後のaは前句，bは後句を表す。

11unterkircher，F柑nZ：Amb柑SerIieldenbtlCh．Vollstまndige Faksimile－Ausgabe．Textband，

Kommenta血and．G㍍ほ（Al（ademischeDruck－u．Verlagsansblt）（＝Codicesselecti．43）1973．皇帝

MaximilianI世の命により，Hans Riedが16世紀初頭（1504－1516）に主にBozenで，羊皮紙に筆

写した大型本（46．0×36．Oc以）のファクシミリ版。［以下，「アンプラス英雄本」と略記する］
12

dif如の第3字（r）の下の部分は、縦線を中心に左右に1mm位ずつの横線のある文字である。
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馳mhilt．

（13，2）vie 付 tma傘eg einen

氏訂Cb たboo車n vnd wildt．

zwen Aren er酢Ⅶ0率men da之

付das muo車氏 肋en．（13，4）

in di∫旨r ge血eben‥13

ね1ckhen．

（13．3）den jr

‡rku王1de

このように、「アンプラス英雄本」では文章が縦列一杯に書き込まれている。

以下には、押韻に留意して、この詩節を全4行に書き換える：

（13，1）‡ndi血1

（13，2）wie ry

（13，3）den jr

（13，逢）‡rkunde

hohen eren

trua＊eg einen

zwen Å㌻en

汝aumbt 毘rymhi托．

ね1ckhen．触cね たboo＊n vnd wildt．

er酢Ⅵ0車men daz抄 das muo癖rt 由hen．

in di良r geたheben

以上のように同一詩節であっても、写本によって改行は元より各単語の綴り

字も極めて多様である。底本とする写本が異なる校訂本に至っては更に多彩な

綴字法を呈していることが分かる。

3．ウオテによる夢おい －諸写本の表記絵叫
ブルゴント国の王女クリエムヒルトは、不思議な夢を見たことを母のウオテ

（Uote）に話した。するとウオテは次のような「夢占い」をしたのである。こ

の部分のC写本ほ「図1」として先に挙げたが、それをラテン文字に翻字し

てみよう：

De‡ltrVO＊m 凸

ter vo癖ten．凸ne c壬1undes‡li如 beたゎaiden．baz

de‡ユdvziv払e氏． dazi氏 ein edelman．in we11e

inたbier vlo陀nban．14

（この萱のことを

do ぬgete．1rmVO車

d（er）紳en．der垂担担

goも bellVten，dvmv氏

彼女は母君ウオテに物語った。

母はやさしい姫に、次のように解き明かすほかに仕方がなかった。

「そなたの羊飼いの盤というのは、高貴な男性のことです。

運が悪いと、そなたはその方を程なく失わねばなるまい。」）

この詩節では、普通名詞も動詞も、1単語として書ききれない場合でも、そ

ユ3石塚茂滴著「ニ肘ベルンゲンの歌一言葉と舞台－」（朝日出版社）1998年。S．159－160．

1jEngels，Heinz：DasNibelungenlied．NewYork（Fredericka．Praeger）1969．S．ⅠⅤ．Str．13．
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れぞれの行の右端まで書き進んでからハイフンを付けずに改行している。この

ような記載の仕方では、いかなる押韻になっているのか分かり難い。そこで、

押韻を考慮した校訂本（Holtzmann本とHennig本）の当該詩節を見る。

C写本（Holtzmann本）：

Den troum

Sine kundes

《der valke，

in enwe11e

Sid6 sagete

niht bescbeiden

den du ziubest，

got beh也eten，

C写本（Hennig本）：

Den troum sid6

sine kundes niht

《der valke，den

Sagete

irmuoter Uoten．

ba3 der 酢10ten：

da3ist 垂L車重＿望墜；

dumuostinscbiere vloren b急n．》

（Str．13，ト4）

irmuoterUoten．

bescbaiden baz der guoten：

du ziuhest，dazist ein edelman．

in welle got bebtieten，

B写本（Ba比SCb－deBoor本、22版）

e

e

e

D．1n

d

S

《

n troum

kundes

ek一laVr

e
一・・・1
1eWn

▼l

Sid6 sagete

niht besceiden

den du ziuhest，

dtlmuOStinschiere vloren ban．》15

irmuoterUoten．

baz der guoten：

dazist ein edelman．

got behtieten， dumuostinsciere vloren h急n．》

（Str．14，1－4）

B写本とC写本（Hennig本）の表記の相違は以下の通りである：

B．14，2a besceiden（C．13，2a beschaiden）；B．14，4b sciere（C．13，4b

scbiere）

4．クリエムヒルトの結婚と、母の「夢占い」

クリエムヒルトは心の内で恋というものを諦めていたのであるが、やがて彼

女も、ある勇士の妻となる日がきた。この場面のB写本（Str．18，4）とC写本

（Holtzmann本。Str．17，4）を並記する：

s‡t wa托 Simit 仝ren eins vilktienen recken w‡p．（B写本）

（のちに彼女は晴れがましく、ある勇敢な武人の棄とはなったのである。）

s‡t waれ Simit eren eins vilⅥrerden recken

15「Hennig本」（注6）の4頁、NL．Str．13，1－4．

朗p．（C写本）
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C写本では「高貴な」という形容詞が用いられている。

「應」が象徴している人物は、クリエムヒルトの夫になる人であり、その人

物こそ、ニ｝デルラントの英雄ジープリトである。

この「應の夢」のエピソードを締めくくってニーベルンゲンリートの詩人は

次のように語っている。BaれSCh－de Boor本の第19詩節に相当するC写本原典

を見てみよう：

鮎間色和好抑．e電

磁磯嘲歳晩闘魂軌闘轡。鮎機雷緬敵地細魚隅曙ぷ嘘払あ二

等寒慧器璧整骨、
＜原典3：C写本（Donaueschingen－Karlsruhe本）の第1歌章最終詩節＞

この2行目6語目以下をラテン文字に細字する：

Der wa∫derfblbe valcbe．den爪inir trvo串meねcb．

denirbercbietirmvo＊t（er）．wie fbre爪daz 氾Ch．anirneh氏enmagen．diein

nv－gen爪nt．durch 爪n eines 氏erben．氏a叩 Vilmanich mvo＊t（er）kint．

（この勇士こそ、姫が夢に見て、 重量が占った

あの鷹であったのだ。 彼女は何とひどい復讐を遂をブたことであろう、

後にこの勇士を殺害した自分の近親の人々に。

この一人の死のために幾多の母の子らは命を失ったのだ。）

この詩行で特徴的なのは、二つ目の文の3番目の語（inir）である。これは前置

詞と所有代名詞が分離されずに1語として善かれたものである。この詩節を押

韻が分かるように全4行に書き換える：

Der warderfblbe valche． den瓜inir trvo＊meねch．

denir beたhietir mvo＊t（er）．wie fbre 凸 daz rach．

anir neb氏en magen．dein rlvgen 爪nt．

durcb 血 eines 氏erben． 氏a叩 Vilmanich mvo＊t（er）kint．

作品冒頭（第1歌章）にあるクリエムヒルトの「魔の夢」は、この叙事詩の

結末を予告するプロローグの役割を果たしている。
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C写本（Holtzmann本）：

Der was der selbe valke，

d芭nir bescbiet

anir na∋bsten

durcb s‡n eines

1r muOter．

八一

magen，

sterben

den siinir

Wle Sere Sl

diein sluogen，

Sta叩 Vilmanlger

C写本（Hennig本）：

Der was der selbe 唾，

denir bescbietir muoter．

anir n記bsten：magen，

dtlrCb s‡n eines sterben

den siinir

WleSere

diein sluogen，

Sta叩 Vilmanic

搬、搬細た。：，，ぷr韻語芸f．ごヂてふ打払肝げぷや・博子一触崩も讃で

由ふ．繊－‥嘘梅嘲，守一成一”1予言車一・㌻ンゝ欝鍔～ニ：ご…柄

野碑鶴野払一銭

troume SaCb，
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da3 raC壬I

sint！

muoter kint．（Str．18，1－4）

troume SaCh，

sidaz racb

sint！

muoter kint．（Str．18，1－4）

＜原典4：B写本（SanktGailen本）の写本。 S．291．Str．19，1－4＞

上記手写本（B写本の第19詩節に該当）をラテン文字に細字する：

Der war

血γ 砧1be valcbe．den
ムinir は0V率me ねch

denir beたietir mvo＊ter。Wi良re 凸 d拡

柑Cb・anir n血氏en magen．deinJlvo＊gen

Gnt．血rcb ムn eines 氏eぬen・ぬ叩 Vi呈 mane

ger mvo＊ter kint・

このB写本では、中間や行末に2種類のPunktがあるが、 長音記号は付加

されていない。また、詩節末から3番目の語が本来は1語なのに改行しており、

maneの後にハイフンが無い。この詩節の二つの押韻面を考慮し、全体を改行

する：

Der war由γ ぬ1be valche．

denir beたietir mvo癖ter

anir n圧さb氏en magen．

dvrcb ムn eines 氏erben

den 凸inir は0V＊me ねcb

。

Wi良re 爪 daz rach。

diein 幻vo＊gen 茄nt．

氏a叩 Vilmaneger mvo＊ter kint．

以下はBattsによる対照本の第17（19）爵節である：
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Der was dどγ Selbe 地，

denir bescietir mvがミter．

anir n記bsten magen，

dvrch sin eines sterben

den siinir trov＊me sach，

wisere sidaz racb

diein slvo＊gen sint！

Sta叩 Vilmaneger mvo串ter kint．

BaれSCh－deBoor本（第22版）では次のようになる

Der was der selbe valke，

denir bescietir muoter．

anir n諾血sten m会gen，

durch s‡n eines sterben

B写本とC写本（Hennig本）

B．19，2a besciet（C．18，2a

den siinir troume sacb，

wie sere sidaz rach

diein sluogen sint！

Starp Vilmaneger muoter kint．

（BarヒSCh．Str．19，1－4）

の表記の相違は以下の通りである：

bescbiet）；B．19，幼 maneger（C．18，助 manic）

5．「魔の夢」の絵画

（1）Hundes弘age‡且本の押し絵

＜図像1．15世紀の写本であるHundeshagen本の「魔の夢」＞

ウォルメス（Ⅶomez）の王城にあるクリエムヒルトの寝室を壁越しに見てい

る構図で、天蓋付きの幅広のベッドに王女クリエムヒルトが横たわっている。
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緑色の布団にクリエムヒルトは目を閉じて寝ている。木製のベッドの足下に立

つているのがクリエムヒルトの母、王妃ウオテ（Uote）で、夢占いをしている

場面である。両者共、王家の山員であることを示す金の冠を被っている。ウオ

テの頭上、天井の下に「魔の夢」の内容、すなわち一羽の應が二羽の鷺に襲わ

れている情景が描かれている。前方と背後から襲われている魔の色はブラウン

であるが、襲っている二羽の鷺は黒色である。この絵では、近代の絵画の手法

と異なるので、夢であるということが必ずしも明確でをまないが、Hundesbagen

本の挿し絵は総じて素朴なタッチでありながら、古代ゲルマンの生活を彷彿と

させる要素を多分に持っているために、ニーベルンゲンリ｝卜関係の研究書や

翻訳書の表紙や口絵によく利用されている。

ところで、ニ｝ベルンゲンリート唯一の絵入り写本「Hundeshagen本（b写

本）」は、He血ch Bembard Hundeshagen（1784－1858）によって1816年1月1

日に、Mainzに於いて再発見された写本である。16

この写本は羊皮紙本ではなく、紙の写本であるためにK訂1Lachmannによっ

て「b」という小文字表記の分類がなされている。写本の成立年は未詳である

が、1435年から1舶0年の間であろうと考えられている。この写本は現在Berlin

（Sti触喝Preuβ．Kultuぬesitz，Mgf855）に所蔵されている。17

彩色された押し絵の数は、歌車の数と同じく、元来39葉であったが、2葉

が紛失したため、現在残っているのは37葉である。写本の一葉の大きさは28．3

×20．38mである。押し絵を描いたのは手法の点から判断して、画家監0ⅣadⅥJitz

に近い人物であろうと考えられている18。

写本に用いられている言語は、SchwabenとBayemの境界地域の言葉で、東

シュヴァ肘ベン方言である。

（2）Sc払no耶rVOnCay呈os飴idの押し絵

ミュンヒェンのレジデンツにほシュノル（Schnorr）の手になるこ叫ベルン

ゲンリ肘トを素材とする大きなフレスコ画が描かれている。その中のクリエ

ムヒルトとジーフリトが並んでいる壁画では、クリエムヒルトの左肩に鷹が

留まっていて、それにクリエムヒルトが手を添えている。しかし、レジデン

16Homung，Hans：DerHundeshagenscbeKodex，S・10．

17Bumke，Joacbim：Die〉Nibelungenklageく，Berlin，ValterdeGruyter．1999．S．4．

はHo和仏n臥Hans：DerHundesbagenscbeKodex，S・13・
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ツの壁画には、「魔の夢」は描かれていない。

シュノルによる「魔の夢」ほ、KarlSimrockによる新高ドイツ語訳に添え

られた木版画の挿し絵として多くの読者の目に触れたものである。

、なお、ミュンヒェンのNymphenburgの工房で作製された磁器の絵皿にニ

ーベルンゲン伝説の名場面を描いたものがあり、これには「鷹の夢」も含ま

れている。

＜図像2．シュノルによる「魔の夢」の挿し絵＞

＜図像3．ミュンヒェンのニンフェンブルク工房製の血絵。絵師はTh．Mayr、1842年＞19

19w以per，UlrichScllulte：DasNibelungenliedinderdeutschenKunstdes19．und20．Jahrhunder亡S．

Anabas－Verlag，Gie鮎n．19糾．S．103．絵皿の図像は、筆者が2001年8月にミュンヒェンの

Residenz（Porzellankammer）にて投影したものである。
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6．クリエムヒルトの「猪の夢」と「山の夢」

王女クリエムヒルトが見た「魔の夢」と同じように、ジーフリト殺害を暗示

するもう二つの不吉な夢がニーベルンゲンリ｝ト前編に記されている。「魔の

夢」は、クリエムヒルトが未婚の頃の夢であったのに対して、以下に取り上げ

る二つの夢は、クリエムヒルトがジープリトと結婚してからの夢である。

クリエムヒルトの「猪の夢」はC写本（Str．929）に次のように善かれている：

Sispnzch zv dem rechen：《伽iwg㌢iagen sin．

mir trovmte hinte 1eide， Wieivcb zweiwildiv sⅥrin

1agent Vbβγ heide； da wrden blvmen rot．

dazicb sosere weine， daz tvo＊t mir armem wibe not．

（B写本のStr．921に相当）

（彼女は勇士に言った、「狩りはお止めなさいまし。

昨晩、私はいやな夢を見ました。 あなたを二頭の猪が

野原で追いかけていました。草花が来に染まったのです。

私がこんなに泣くというのも、 わけのないことではございません。）

C写本の校訂本（Hennig本）表記を以下に挙げる。波線の下線部は原写本と綴

り字に相違のある語である：

Sisprach 空文 dem 芝地‥ 《‡at奴監」視監〉」飴・

mir troumte b‡nteleide， Wle
ハヽ．ハ｝【）【し′ヽ′ヽ′ヽ JW

ぬ 日独beide， 銀地
dazicb s6sere Welne， daz

iuch zweiwildiu′ヽ′ヽ′ヽ／ヽ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・－ 【ゝ一／ヽ／ヽ′ヽノ■ヽノ

bluomen 三食・

SWln

放建mir amen 飴玉弘（Str・929）

以上の通り 36■語のうち21語が、変更部分の多寡の相違はあるにせよ、綴

り字に校訂が加えられている。壬iennig本はC写本の原典よりも、

本に造かに近い綴り字になっている。

Sisprach zuo dem recken：《l釦iuwer jagen s‡n．

mir troumte h‡nteleide，

jageten tiber heide， da

dazich s6sere weine，

次の爵節はクリエムヒルトの

S．278）（B写本Str．924に相当）

《Neyna，herre Sivrit，

wieiucb zw・eiwildiu sw‡n

B写本校訂

Ⅵ1rden bluomen r6t．

des get mir w琵≡rl‡he n6t．

（Ba托SCh．22．Aufl．Str．921，ト4）

「山の夢」である。C写本のStr．932 （Batts

を挙げる：

ia vurhtich dinen val．

mir trovmte hinteleide， wie ob dir zetai
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Vielen 茎望望旦墟：ich ensacb dicb nimmβγ me．

wiltv nv mir scheiden， daz tvo＊t mirinneklicbe乃 We．》

（Batts，Hs．C．Str．932）

B写本（B如SCb－deBoor）では以下のように校言丁されている：

《Neina，be汀e S‡出t！ j急

mir troumte h‡nteleide，

Vielen 蔓蜘：ine

Wildu von：mir scbeiden，

氏irbtich d‡nen val．

wie ob dir zetal

gesacildicilnimmer me．

daz tuot mir an dem berzen
we．》

（Str．924）

（「いいえ、ジーフリト様、私はあなたが最期を遂げられるのが怖いのです。

昨晩、私は二つの山があなたの上に崩れかかる厭な夢を見ました。

もうあなたの姿が見えないのです。

別れてゆかれるのが、心から悲しくてなりません。」）

以上の二つの不吉な夢は、ニーベルンゲンリート第16歌車の第972詩節以

下に詳しく伝えられているように、クリエムヒルトの愛する夫であるジ｝フリ

トが裏切られ、グンテルの同意を得たハゲネによって殺害されることの正夢で

あったわけである。なお、同一歌車にこれら二つの夢が連続して善かれている

が、Ba比SCh－de Boor（S．154，Anm）によると、「猪の夢」の方が「山の夢」よ

りも古い素材であるという。なお、これら二つの夢に関しては、「Hundeshagen

本」の第16歌単に添えられている「ジーフリト殺害」の場面の絵に「襲われ

る鹿」が描かれており、「ヴォルスンガ。サガ」第27章の「大きな雄鹿」との

関連からか鹿は描かれているが、猪は描かれていない。また、「崩れかかる山」

の絵も未見である。

7。取eriま弧の「魔の夢」

クリエムヒルトの「魔の夢」関係の図像作品としては、先に述べたミュン

ヒェンのResidenzの他に、2002年に改装なったBerlinのA触 Nationalgalerie

のニーベルンゲンリートの間に幅2m程の壁画がある。これは、Ernst Ewald

によって1875年に描かれたもので、絵の下にはくWIE KRIEMHILDEN

TRAEUMTE〉「クリエムヒルトの夢見のこと」と書かれている。この絵は、

ベッドに横たわるクリエムヒルトに向かって母ウオテが右手の人差し指と中指

を立てて、夢占いをしている場面である。母のウオテはガウンのような衣装を

着て、娘のクリエムヒルトを説得しようとして、前屈みの姿勢をとっている。
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クリエムヒルトはベッドに横たわりながら、左手は大きな枕に肘をかけ体を起

こそうとしている。クリエムヒルトも母と同じように右手を挙げている。この

ように右手を挙げているのをま、原典にあるように、クリエムヒルトが母の夢解

きに少女らしく反発している様子を表したものと考えられる。両者の間には、

一羽の應を襲う二羽の鷺が描かれている。これら三羽の鳥は、まるで闇夜に浮

かぶ大きな月を背景に飛んでいるかのように描かれており、「魔の夢」のエビ

ソ｝ドを描いた絵であることほ明らかである。

＜図像4．Emst Ewaldによる「魔の夢」、Berlin＞

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

このニ｝ベルンゲンリートの「魔の夢」と類似の夢が北欧の文芸作品にも見

られる。「ヴォルスンガ・サガ」（作者不詳、最古のテキストは1400年頃に善

かれた羊皮紙本。デンマーク王立図書館所蔵）の第26車に「美しい魔の夢」

が書かれているが、「ヴォルスンガ・サガ」の第27車には、「大きな雄鹿」が
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射られると善かれており、人名に関してニーベルンゲンリートと相違点が認め

られるものの、内容的には類似点が多い。また、シグルズ（NLのジーフリト

に対応）に関する伝説を始め、この「魔の夢」に関しても、ドイツと北欧の両

作品にほ深い関連性が認められる20。

20駄虹6der，F指nZRol£ ⅩdemhildsFalkenぬum，inPBB（T肋ingen）78（1956）s．319－348．「ヴ

オルスンガ・サガ」の邦訳としては菅原邦城訳・解説「ゲルマン北欧の英雄伝説j（東海大学出
版会）昭和54年がある。魔の夢については同書の75－80貢、181貢を参照されたい。谷口幸男

蛮「エッグとサガj（新潮選書）1976年、218＿224貢も「ヴオルスンガサガjを取り上もずており、221

貢以下に夢の解釈が記載されている。




