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Iiまじめに

ニベルンク（Nibelunc）という語は，ニーベルンゲンリートという長編叙事詩

の中では指示する対象が数回に亘って移り変わっている。語形が同じであって

も，単純に同一人物ないしは種族名を表すわけではない。多様な語義を持つニ

ベルンク（Nibelungeなどの変化形を含めて）という語彙の正確な把握は当叙

事詩の解釈にとって重要な位置を占めると考えられる。

『ニーベルンゲンの歌』の新高ドイツ語形はDas Nibelungenlied（以下，ニ

ーベルンゲンリートと表記する）で，書名にNibelungen－が用いられている。

これは，ニーベルンゲンリ・－ト「写本C」の最終詩節（第2440詩節）の4行

目後句に，くdazist der Nibelungeliet．〉と書かれているところからきている。

Nibeluncという語形は，ニーベルンゲンリート前編の主人公であるジーフリト

をニベルンクたちが迎えた詩句の用例が唯一のものである：

Denreckenwolenp丘engen Scilbuncund〃言ゎgJ〟プヱC．（91，1）l

（その英雄をシルブンクとニベルンクは快く迎えた。）

なお，本稿のタイトルのNibelunc は中高ドイツ語の単数Nominativ であ

る。Nibelunc のNトの発音は，新高ドイツ語のNibelungenに於けるNi－よう

な長音ではなく短音で，Nibeluncの発音は従って「ニベルンク」となる。

この叙事詩の写本C最終行後句にはderNibelungeという複数Genitivの語

形が「ニベルンクの者たちの，二ベルンク族の」という意味で用いられている：

dazistdgγ州∂βJ㍑チ酢1iet．（C，2440，4b）

（これがニベルンク族の歌である。）

先に見た第91詩節1行目に出ているNibelunc が，「ニベルンク」という個

人名であるのに対して，最終詩節の複数Genitivのder Nibelungeは「ニベル

’本稿の詩節番号はぬrlBa托SCh他の編纂になるBr∝khaus社刊行のDas Nibelungenlied，第22

版（F．A．Br∝khaus，Mannheim1988年）に拠る。以下「Ⅰね止SCh本」と略す。
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ンク族の」という意味で，「種族く部族〉名」を表している。

Ⅱ Nibeluncの変化形と語義

Nibeluncは中高ドイツ語の単数Nominativである。このNibeluncは第91詩

節1行目の用例が唯一のもので，Nibelunge，Nibelungenなどの他の語形は

Nibeluncの変化形である。Nibelunc の変化形としては，Nibelunges（単数，

Genitiv），Nibelunge （単数Dativ；複数Nominati吋 Genitiv／Akkusativ），

Nibelungen（単数Akkusativ；複数Dativ）がある。

ニーベルンゲンリート前編のNibeluncは，ジーフリトによって獲得された

宝の元の所有者を指している。ハゲネはこのNibelunc という名前を，ジーフ

リトの若い頃の行為についての報告の中で挙げている：

die如enen」Ⅵ∂gJ〟聯 Sluocdesheldeshant，

Schilbuncund〃才∂gJ㍑プ聯乃，diurichenk血egeskint．（87，2－3）

（したたかなニベルンクの者たちを この勇士は討ったのだ，

勢威ある王の息子達である シルブンクとニベルンクを。）

文法的には，第87詩節2行目のNibelunge はsluocの目的語で，複数

Akkusativである。87，2aのNibelungeと87，3aのくSchilbuncundNibelungen〉

とは同格語であるが，これらの中間に主語と動詞が入り込んで隔てている。3

行目のNibelungenは，Nibeluncの単数Akkusativである。

命名法について見ると，種族や部族を表す－unCを用いた脚韻になっている

ところから判断して，Schilbunc とNibeluncの両名は，父系祖先2の名を採っ

た命名と言える。

ところで，ニベルンクとジーフリトが出会ったときに，シルブンクとニベル

ンクの兄弟は「分配」に不満であった。戦いが始まり，ジーフリトは名剣パル

ムンクで二人を殺害する。この時に，「（王子の）ニベルンク」はこの世の者で

はなくなる。ジーフリトはニベルンクの「お供，臣下たち」，即ちNibelunge

2piper，Paul：DieNibelungen．Bd．2．S．24Anm．なお，ニーベルンゲンリートでは，兄弟名が頭

韻ないしは脚韻になっている。例えば，頭韻としては，Gunther，Gem6t，GiselherのG－（ニーベ

ルンゲンリートでは3兄弟の父の名はDancI台tであるが，伝説上の父の名はGibichunge）によ

る結びつきが見られる。シルブンクとニベルンクの兄弟は，古い脚韻の接尾辞－unC（vgl．

Gibich〟J曙e，Amel〟曙e）による命名である。ニーベルンゲンリートでは頭韻脚韻の双方が人物名

称に用いられている。女性名の頭韻も見られる（Hartung，Oskar．Die deutsche Altert加1er des

NibelungenliedesundderKudmn．1894．S．31）‥fね1che，旅rねL
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（ニベルンク族）を，そして王子たちの国を中世盛期の封建法（Lehnsrecht）00

に則して自らのものとしたのである。

Nibelungeとは，ニーベルンゲンリートの第87詩節から第91詩節によれば，

具体的には「シルブンクとニベルンク」であり，彼等は「今は亡きニベルンク

王の息子（王子）たち」である。ニーベルンゲンリートの諸詩節でNibelunge

が具体的に指示しているのは，「ニベルンクの一族郎党〈家来たち〉」，「ニベル

ンク国の君主〔たち〕」であったり，ニベルンクの黄金や剣が含まれるところ

の「ニベルンクの宝の所有者」でもある。なお，宝の所有者は何度も移り変わ

っていくので，ニベルンクという名前が指す人物〔群〕も変転していく。

Ⅲ 「ニベルンクの宝」について

ジーフリトがシルブンクとニベルンクという王子たちの遺産をどのようにし

て分配したかを，第88詩節から第89詩節にかけて，ハゲネは次のように語

っている。これは，ハゲネがブルゴントの王たちに「龍との戦い」について話

す（第100詩節）よりも前の詩節である。

b‡〃才わeJ〟聯5horde vilmanegen蜘enenman．（88，3）

（ニベルンクの宝物の傍らに多くの荒々しい家来どもがいました。）

Ho止der4〃才みβJ㍑ナ酢ざ derwargargetragen

凸zeinemholenberge． （89，1－2a）

（ニベルンクの宝物は 山の洞窟より

あまねく運び出されておりました。）

侠儒アルベリヒのことや，宝を運び去る事について語られている第19歌章

では，dazNibelungesgolt（1107，3）やhort…VOnNibelungelande（1116，2－3）

という語句が用いられている。

クリエムヒルトが夫のジーフリトを失ってから3年半が経った頃，ハゲネが

グンテル王に「クリエムヒルトと仲直りすれば，ニベルンクの黄金はこの国の

物になるでしょうに。」と言っている場面：

《… S6k∝meZedisenlanden 血z州∂gJ以，聯S卯は》 （1107，3）

（「…そうすればニベルンクの黄金は この国へ参りましょう。」）

3ploss，Emil：Sieg如ed－Si即rd，DerDmchenk云mpfer．B6hlau，K61n1966．S．31．

tderは後置された定冠詞でHoI＝こ係る。Heldeneposでは「名詞＋前の名詞に係る冠詞＋

Genitiv」という配語法が見られる。Vgl．sundenKhemhilde．
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やがて，クリエムヒルトはハゲネ以外の者たちと和解する。

Darnachvilunlange tmogensidazan，

dazdiuvrouweKhemhilt dengr6zen如γfgewan

〃0乃〃拍gJ〝聯5Jα乃dg und血0止，inandenRin．（1116，1－3）

（その後まもなく人々の勧めで，妃のクリエムヒルトは

大いなる財宝を ニベルンクの〔人々の〕国から

取り寄せ， それをラインの畔へ運ばせた。）

1116，3a の語形はコンコーダンスではNibelungesとしている。

本によって異なっており，コンコーダンスが依拠した

この語は諸

Bartsch－de

Boor－Wisniewskiの20版（1972年）ではNibelungesであるが，22版（1988年，

183ページ）ではNibelungeとなっている。ここのNibelungeは複数Genitivな

ので，意味内容としては「ニベルンクの人々の」である。このように，詩節に

よっては指示する対象が微妙に変動するので，以下の訳文では宝の本来の所有

者たちを含意していると考えられる場合には単に「ニベルンクの」とすること

がある。

「ニベルンクの剣」について

D6gabensiimzemiete d彪爪∂βJαタ酢55甜βγf．（93，1）

（その時，彼等は報酬として彼に ニベルンクの剣を贈った。）

この剣は，写本Cによると，mitirvaterswerte（C．94，3a）（彼等の父［祖］

の剣で）とあるので，Ba止SCh本の「ニベルンクの剣」というのは，これら二

つの写本から「父王であるニベルンクの持っていた剣」であると考えられる。

diesluocsitmitzome

undrecken sibenhundert

〟吉Jdg椚節JOお乃ざ紺βγお，

（これらの者たちを

diuS‡vddeshant，

twanger〃0乃〃言ゎβJ㍑プ轡ZJα乃f

dazhiezβαJ∽㍑乃C．（94，3－95，1）

ジープリトは怒って打ち倒し，

その上にニベルンク国の 勇士七百名をも

S

paulPiperのDieNibelungen（2）の244ページ（Str．1117，3a）でもNibelungeとしている。しか

し，HelmutdeBoorのDasNibelungenlied（Leipzig，1959年，S．350）ではNibelungesである。こ

のように綴り字に相違があるのは，写本間に異同があるためである。つまり，M．S，Batts（Das

Nibelungenlied，T肋ingen1971．S．337）によると，写本A（Niblvnges），写本B（Nibelvnge），写本C

（Nibeluれge），写本D，Ⅰ，0，d，h（Nyblvnges）である。即ち，写本A，D，Ⅰ，0，d，hは－geSで，写本B，

Cは－geである。
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名剣で征服した， この剣はパルムンクといった。）
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このパルムンク（Balmunc，写本Cの第94詩節3行目ではPalmunc）という

名剣の所持者はニーベルンゲンリートでは必ず「死神」の手に落ちてしまう。

ニーベルンゲンリートでの名剣パルムンクの所有者は紆余曲折を経て次々に移

って行くが，その名を所有者川副こ並べると，（1）ニベルンク，（2）ジーフリト，

（3）ハゲネ，（4）クリエムヒルトとなる。

ニーベルンゲン伝説の北欧の稿本では，呪われているという「ニーベルンゲ

ンの宝（黄金）」が，何時の場合にも，その宝の所有者を破滅に追いやってい

る。ところで，ニーベルンゲンリートでは，この宝に当たるのが，作品全体か

ら判断すると，「ニベルンクの財宝」の総体と言うよりは，実質的には財宝の

一部とも言うべき「ニベルンクの剣」，いわゆる「Balmunc（パルムンク）」と

見なすことができよう。

V Nibelunge manとNibelungelant

II章で述べた通り，87詩節から91詩節によれば，Nibelungeとは，「シルブ

ンクとニベルンク」であり，彼等は「今は亡きニベルンク王の子息（王子）た

ち」である。Nibelungeは更に「ニベルンクの一族郎党，ニベルンクの家来た

ち」でもあり，あるいは「ニベルンク国の君主（たち）」であり，更にはニベ

ルンクの剣が含まれるところの「ニベルンクの宝の所有者」である。これは，

ジーフリトがイースラントを密かに抜け出して，軍事的な力を得るために千名

の精鋭な兵を連れてくる詩節（477－511詩節）の内容と合致する。第8歌章

の501詩節では佃sent Nibelunge（千人のニベルンク人）と言っている。これ

が，次の502詩節では，derNibelunge man（ニベルンクの〔勇〕士たち）と

称されている。これは実際上は「ジーフリトの家来たち」ということになる。

そして，彼等の国はNibelungelant（ニベルンク族の国，ニベルンクの〔人

々の〕国）と呼ばれている。若干の例を挙げよう：

nochmedesr∂tengoldes von〃才∂gJ㍑ク聯わ乃f．（92，3）
まぶ

（更に多くの眩しきニベルンクの国の黄金）

undreckensibenhunde止 加angervon〃才∂βJ㍑タ酢わ乃f（94，4）

（そしてニベルンクの国の勇士七百人を彼［ジーフリト］は平らげた。）

ジーフリトがニベルンクの城の客殿で，勇猛な巨人を縛り上げた時：

dium記reWurdenkdnde inaldgγノⅥ∂gJ〟タ酢Jα乃f．（492，4）

（この噂がニベルンクの国の隅々に伝えられた。）
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ジーフリトとクリエムヒルトは結婚後に，父王のいたNiderlant（ニデルラ

ント）に行ったのだが，その後，更に北の地に移っている。第12歌章の739

詩節には，Nonv記ge（ノルウェーゲ，ノールウエー）の国境に「ニベルンクの

城」（Nibelunges b址ge）があり，ここに，ウオルムスから使者が遣わされた。

第13歌章冒頭詩節は，王妃クリエムヒルトがジーフリトと共にブルゴント国

のウォルムスに向かう場面である：

WievrouKdemhilt untouchirmagedin

gegenRine山oren von〃才∂gJαプ聯Jα乃J．（778，2－3）

（どんな風に王妃クリエムヒルトとその侍女たちが

エペルンクの国よりラインに旅をしたのかを［申し述べよう］。）

NiderlantのSantenからではなく，Nibelungelant からとあるので，ニベル

ンクの宝を押さえているジーフリト像が鮮明になる効果があると考えられる。

Ⅵ 千名のニベルンクたち

第8歌章の501，505詩節で描かれている「ジーフリトが同行者として選ぶ

千名のニベルンクたち（＝ニベルンク兵）」は，更に第10童の580，597，617，634

の各詩節でも描かれている。ジーフリトの言葉を挙げる：

《irsultbaldegan／

untbringetmirderrecken，derbesten，diewirhan，／

f戎sβ刀J〃才∂gJ〟ク聯，dazmichdiehiegesehen．》（第8歌章，501，1b－3b）

（さっさと出かけて行って 我らが持っている最善のニベルンクの

勇士千名を召し連れ， ここで私に会わせてくれ。）

Wolddzechundertrecken diewarenschierekomen．

Gzdenwurdenわ25g乃f derbestend∂genomen．（505，1－2）

（およそ三千の兵士が 間もなく集まってきた。

その中から最善の一千名が 採択された。）

なお、この505詩節では，Nibeluncの語は直接的には出てこない。プリュン

ヒルトがウオルムスに到着した時の場面にも彼らは描かれている：

D∂dievonIslande zenschi鮎nk6mendan

untouchvonノⅥ占gJ〟，聯乃 dieS血desman，

sig釦止enzuodemlande （580，1－3a）

（イースラントの人々， 並びにニベルンク〔国〕からの

ジーフリトの配ドの者たちは 船にて到着，
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彼らは上陸を急いだ。）

erfuort’dgγ〃拍gJ㍑櫛 比sentw記tlicherman．（597，4）

（彼はニベルンク勢〔の〕一千騎を率いていた。）
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このように，ニベルンクの兵たちは，イースラントに留まらずに，ブルゴン

ト国のウオルムスまで来たわけである。そして，このウオルムスに於いては，

ジーフリトとクリエムヒルトが婚約する時の描写に描かれている：

mansachd才g〃i∂gJ〟，聯 mitsamtSifhdeg急n．（第10歌章，617，4）

（ニベルンク〔の勇士〕たちが揃ってジーフリトの方に赴くのが見えた。）

第8歌章以下の，千名のニベルンクの勇士は，第25歌章（王侯たち，フン

族の国へ旅すること）の1523詩節で再び言及されている。

Die〃拍βJ‡‘ク郁Slihelde k6menmitindan

in佃senthalspergen． （1523，1－2a）

（ニベルンクの勇士一千名は，鎖鎧を身に着けて

彼等〔ブルゴント勢〕と行を共にした。）

この詩節の写本間の異同を記す7：

写本A1463，1－2a．Di〃宮地プ節S helde／komen mitin dan／in tvsent

halspergen，

写本B1520（1523），1－2a Di〃抽β如節S helde／chomen mitindan／in

tvsenthalspergen．なお，写本Cにはこの詩節は含まれていない。

Ⅶ くニベルンクの1ant〉と〈Niderlant〉

第6歌章と第10歌章で，（der）Nibelungelant，（die）Nibelunge，Niderlantが，

ジーフリトの国と人々のために用いられている。

βαZJα乃′zg乃〃言ゎβJ〟ナ邸7号5酔才dβdientehie

untouchSchilbungesrecken，untirbederguot．（721，1；721，3）

（ニベルンクの国土と シルブンクの軍兵，

及び両者の財宝は ジーフリトの支配に属していた。）

h

Nibelungesは前置されたGenitivである。写本Cにこの詩節はない。写本Cには他の詩節（C．

1559）があり．エッツェルンプルクヘ向かう一行で生き残るのは司祭だけであることを示唆して

いる。写本C1559，1－2．lndenselbenziten／wasn∝hdergloubek柑nC．／d∝hhlmtenSeinen

kappelan，／derinmessesanc：Batts（S．464）では，Ziten：比eiten；kappel急n：Capplan．

諒1祭の命が助かったことは，写本Bでは，1578－1580詩前に記載されている。
r

M・比止亡S・DasNibelungenlied．S・465・
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第13歌章冒頭は，故国に帰っていたジーフt」卜とクリエムヒルト夫妻がウ

オルムスからの招きに応じて旅立つところから始まる：

Alleirunmuoze dielazenwirnusin

undsagen，WievrouKdemhilt untouchirmagedin

gegenRine山oren 〃0乃〃才∂gJ〟ナ聯由乃f．（778，1－3）

d6reitmitsinenvdunden 5酔才fderdegen

undouchdiu址neglnne， darsihetenvreudenwan．（779，2－3）

（彼等のあらゆる骨折りは ひとまず措いて，

どういう風に王妃クリエムヒルトと その侍女たちが

エペルンク国よりラインヘ旅行したかを語ろう。
はちから

そこで
一門の同胞を従えて 勇士ジーフリトは

王妃と共に 歓びがあるであろう彼方へと駒を進めた。）

第17歌章（クリエムヒルト，夫を悼むこと，並びにジーフリトの埋葬のこ

と）の一節：

D6mandenedelenhe汀en hetenubegraben，

1eitanemaze sahmandiea11ehaben，

血emitimkomenwaren von〃舶〝プ聯Jα乃よ（1071，1－3）

（生まれ高き君主の 葬られたとき，

彼〔ジーフリト〕と共にニベルンク国から来ていた

人々は限りなき悲嘆に浸っていた。）

第18歌章（ジゲムント帰国の事）の一節：

diurossgezogenwaren denSigemundesman，

alssiwolden血en zer〃才わgJ加聯Jα乃f．（1083，2－3）

（数々の乗馬が引き出された， ジゲムントの家来達のために，

彼等がニベルンク国へ・旅立とうとしたときに。）

同じく第18歌章，クー」エムヒルトが亡き夫の墓地のあるウォルムスに残っ

て，「ジゲムント王達とは帰らない」と話す場面：

ichhabeniemenmage in〃才∂βJ〟，聯Jα〃J．（1085，3）

（私〔クリエムヒルト〕はニベルンク国には一人も縁者が居ないと。）

この「ニベルンク国」は，ジーフリトではなく，その妃のクリエムヒルトの

国のことである。なお，ジーフt」トの居住地は当初はSigemundeslant（720）

と呼ばれている：

Ma汀e Z’allenziten derwa止Vilgeseit，
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Wierehtelobel‡chen 血ereckenvilgemeit

lebtenz’allenstunden in5なぞ，乃〃タ‡dg5Jα乃f．（720，1－3）

（ジゲムントの国では 朗らかな騎士らが明け暮れ

195

いかに栄誉に溢れた生活をしているかという噂が

始終いろいろと伝えられた。）

しかしながら，ジーフリトは，生地であるSantenではなく，クリエムヒル

トと一緒にニベルンクの国で，しかもzeNorw；egeinderma止e（739）にある

ところのニベルンクの城の中で支配し，そこに住んでいる。ウオルムスから使

者が向かった時の描写がある：

Sik6menin血inwochen geritenindazlant

Ze〃才占gJ㍑タ聯5∂由聯，darwarenslgeSant，

zeNorw記geindermarke；d畠山ndensidendegen．（739，1－3）

（彼等は3週間の後に かの国に駒を乗り入れた，

ニベルンクの城に，そこへ彼等は派遣されたのだ，

ノルウェーゲの国境； そこで彼等は勇士に対面した。）

このニベルンク国はウオルムスから遥か遠い地にあり，そこへの旅はこの

739詩節によると3週間かかる。ニーベルンゲンリートの詩人はジーフリトを

その親戚と共に新たにニベルンク国へと移動させ，そしてこの国のどこかにア

ルベリヒの宝を隠させ，自分の仲間に見張らせたのであろう。ところで，ジー

フリトの生地であるSantenのあるニデルラントからウオルムスヘの騎行は7

日を要したと書かれている：

Aナ‡dg桝S才占gチヱdg乃椚0聯乃 ZeWomez以densant

ritendievilk山enen．（71，1－2a）

（七日目の朝， ウオルムスの河岸に

勇士達は 駒を乗り着けた。）

1098詩節ではジゲムント王をニデルラントへと行かせている：

erbrahtesorgende azdemlandesint

den如nicmitsinenrecken heimze〃才dβ〟α乃f．（1098，2－3）

（彼〔キーゼルヘル〕は 悲しみながらこの国から

王〔ジゲムント〕とその郎党をニデルラントヘ送り帰した。）

ジゲムントに関係する場合は，人物表示に国名（Niderlant）が用いられている：

D6sprachvon〃才dβ〟の壬dβ derhe汀e5など′花王‘7ヱf：（761，1）

（ここにニデルラントのジゲムント王が言った：）
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ジーフリトの場合には，NibelungelantとNiderlantの双方が用いられている。

derheltaz（von）Niderlantの用例：

グンテル壬の言葉の中で：

derhel川zノⅥdβγわ乃J（855，3b）（ニデルラントの勇士は）

d6begondevragen derheltvon〃才dgγわ乃J：（883，2）

（そこでニデルラントの英雄は尋ねた。）

Si出tdervil址ene，derheltvon州dg〟α乃J．（934，2）

（猛きジーフリト，ニデルラントの勇士が〔討ち殺した〕。）

vonNiderlande derk也eneSi血t の用例：

D6sprachvon〃才dβ血刀dg derkiieneS‡血t：（973，1）

（するとニデルラントの勇士ジーフリトは言った）

jaistvon〃才加地乃滋 der払eneS‡出terslagen．（1018，4）

（いかにもニデルラントの猛きジーフリト様は殺害されました。）

ところが，上記2詩節の中間には，Niderlantではなく，Nibelungeが使われ

た詩節がある： d6hiezHagentragen

5酔才fals∂t6ten 〃0乃ノⅥ∂gJ㍑御仏乃f

鮎reinekemenaten， d急manKdemhildevant．（1003，2b－4）

（さても ハゲネは ニベルンク国のジープリトの亡骸を

クリエムヒルトのいる寝室の前に運ばせた。）

d61acvil錘merliche dgγゐgJf〃0乃〃ど∂βJ㍑7聯血刀′．（1011，4）

（そこにニベルンク国の勇士は，むげに痛ましく横たわっていた。）

臣下たち（Mannen）を称呼する場合，Niderlantの用例は888詩節だけ（ジ

ゲムントの言及のすぐ前）であって，Nibelungeの用例の方が多い；

S血deunddensinen zesehenezwasgetan．

d∂hiezersichbereiten
（7才g即0乃〃才dgγ血刀f．（888，2－3）

（これはジーフリトとその郎党に見せるためであった。

彼〈ジーフリト〉はニデルラントの面々に身支度を命じた。）

第17歌章，ウォルムスの宮廷で，ジーフリトの死を告げる場面：

D61iefeinbotebalde，daersiligenvant，

deS汝ideshelde
von〟才∂どょ〟ナ郡山乃J．（1015，1－2）

（そこで直ちに一人の使者が ニベルンクの国の

ジーフリトの郎党らが眠っている所へ駆けつけた。）

D6sprachens‡nerecken
von州∂gJ〟，聯由乃′：（1027，1）
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（ここにニベルンク国の彼〔ジーフリト〕の勇士達は言った。）
●＜

Swiemichelw記r’irJamer undswiestarcirn6t，

d6（＝dennoch）vorhtesiha止e dβγ州∂gJ〟プ聯t6t8

vonirbmodermannen，dazsiez（＝denKampf）understuont．

（1030，1－3）

（彼女〔］三妃クリエムヒルト〕の悲しみは大きく，

彼女の悩みは 激しかったけれど，
ぴと

自分の兄弟の家来のために，ニベルンク人が
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討ち取られてしまうのを恐れて，彼女はそれ〔戦い〕を止めさせた。）

第17歌章（ジーフリトの葬儀の時の様子）：

d6wasdβ〃〃ど∂βJ伽，節乃 Vilmichelarbeitekunt．（1058，4）

（かくてニベルンクの面々には 大きな苦難が経験された。）

第18歌章（ジゲムント帰国のこと）：

derktienen〃才∂gJ㍑ク聯hant．（1095，4b）（猛きニベルンク勢の勇士らは。）

Ⅷ ニベルンクとブルゴント

ニーベルンゲンリートの第1歌章はクリエムヒルトの紹介で始まっている。

その国の名前はこう善かれている：

dazenβ㍑†卯乃dβ乃 S6wasirlantgenant．（5，3）

（ブルゴントでは，そう彼等の国は呼ばれていた。）

つまり，「彼らの国はブルゴント国と呼ばれていた。」というのである。とこ

ろが，写本Jの第5詩節3行目には，ニベルンクと善かれている：

dazen〃才∂βJ㍑聯乃9 s6wasirlantgenant．（Hd．J．5，3）

（ニベルンクでは，そう彼らの国は呼ばれていた。）

つまり，「彼らの国はニベルンク国と呼ばれていた。」と言って，早くもニベ

ルンクの宝の所在地を表している。ニーベルンゲンリートでは，特に後編でニ

ベルンクとブルゴントが同義で用いられることもあり，この写本Jの例は写字

生の書き間違いか，あるいは同じ者たちを指すことになる語のいわば「早すぎ

る交替」と見なすことができよう。ニーベルンゲンリート後編の2175詩節（写

本B，2172）に関しても類例がある。写本A（Str．2112）ではNybelvnge，写本B

2行目後半の直訳は「ニベルンクの郎党の死を…」でder

りpiper，Paul：DieNibelungen（ⅠⅠ）S．50．

Nibelunge は前置された複数Genitiv．
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（Str．2172）ではNibelvngeとなっている個所が，写本Cと写本a（Batts．S．738）

ではBurgondenとなっている。

なお，第3歌章に於いてハゲネはブルゴント国の宮廷の人たちに「ニベルン

ク」や「ニベルンク族」「ニベルンクの宝」について物語っている。第24歌

牽からのNibelungeは，第25歌章1523詩節（写本Cには記載されていない詩

節）の記載は別として，実質的にはブルゴント族と同一と見なされるようにな

る。ただし，Nibelungeという語だけが用いられているのではない。即ち，以

下の詩節で直ちにBurgondenという語の使用が皆無にはならないのである。

第27歌章の終末近くを見てみよう：

D6sprachzg乃β〟御乃dg乃 derrittervilgemeit，

恥edegerderedele：（1713，1－2a）

（ここにいとも凛々しい騎士の 身分高きリュエデゲールは

ブルゴントの人々に言った：）

この「ブルゴントの人々」をこの詩節の僅か2詩節後では詩人は「ニベルン

クの人々」と記している：

Dieboten鮎rstrichen mitdenm記ren，

dazdie〃才∂β血ク聯 ZenHiunenw記ren．（1715，1－2）

（使者の面々はニベルンクの人々がヒウネン（＝フン）の国に

来るという知らせを携えて先駆けした。）

次の第28歌章では，ジーフリトの場合に，ある時は出生の地であるNiderlant

が用いられたり，またある時はニベルンクの宝を所有していたために，近接す

る詩節においてNibelungelantが用いられている10。

Khemhiltnochsereweinet denheltvon〃才∂gJ〝，聯Jα乃J．（1724，4）

（クリエムヒルトは今なお酷く嘆いている，ニベルンクの国の勇士を。）

これはディエトリーヒ王の言辞の一節であり，「ニベルンクの国の勇士」と

はクリエムヒルトの夫であった「ジーフリト」を指している。

dazervon〃招βγわ批わ S汝idensluoc，（1733，2）

（彼〔ハゲネ〕はニデルラントのジーフリトを討ったと，）

この2詩節後には，dieBurgondenman（ブルゴントの騎士の面々；1735，1b）

と書かれているが，4詩節後では，同じ人たちに別な表現を当てている：

Khemhiltdiuschαne mitirgesindegle，

川Kettner，Emil：Die6ste汀eichischeNibelungendichtung．S・102．
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dasidie〃拍如才郡 mitvalschemmuoteenp鮎．（1737，ト2）

（美しいクリエムヒルトは 侍女たちを従えて進み出て，

偽りの心を抱きながら ニベルンクの人々を迎えた。）
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ここで，dieNibelunge（ニベルンクの人々）を用いているのは，クリエムヒル

トが間もなくハゲネに向かって問いかける言辞の前触れ的な意味を持っている

と考えられる：

ho止dβγ州占βJ〃曙g， Warhabtirdengetan？（1741，2）

（ニベルンクの宝を そなたは何処にやりましたか？）

ハゲネはこれに対して1742詩節でhort dβγ州∂gJ㍑ナ聯 という同じ語句を用

いて返答している。第28歌章の後の諸詩節ではNibelungeもBurgondenも出

現しない。第29歌章に至り，詩人は再びBurgondenをハゲネの言辞の中で用

いている：

vordenm6ht’ichger托en nochinderβ㍑堺乃dβ乃1ant．（1776，4）

（あれ位の相手なら わしはまだブルゴントの国へ帰れそうじゃ。）

ハゲネは，ニベルンクの宝を奪い名剣パルムンクを手にしているとはいえ，

自分の国は「ニベルンク〔国〕」などではなく，「ブルゴント」と言っているの

である。

第31歌章には同一詩節に両語が出てくる文章がある：

Dancwa止dervilk也ene，

Sines he汀enlngeSinde

diurossmanwolgesatelt

（剛勇なダンクワルトは

derhetzuoz’imgenomen

VOn月〟柳乃dβ乃1ant．

den址enen〃才わgJ㍑ク聯乃Vant．（1870，2－4）

ブルゴントの国の主君の

従者たちを自分の手許に
ぴと

猛きニベルンク人のため

引き取っていた。

馬に鞍が付けられているのが見えた。）

「主君」に対する形容としては「ブルゴント」を用い，より大勢の人々に対

しては「ニベルンク」を使っている。しかも同一詩節に同一語が出現する単調

さを避けるための使い分けをしていると考えられる。この詩節以下でも，「ブ

ルゴント」は用いられ続ける。

Ⅸ ニベルンクと称されないジーフリト

女王ブリュンヒルトのいるイーゼンステインから優に24時間で，ジーフリ

トは自分の国となるニベルンク国へ行く：

dazhiezzen〃祐gJ〟ア酢乃， daerdengr6zenho托besaz．（484，4）



200 石 塚 茂 清

（そこはニベルンクと呼ぶ国で，そこで彼は莫大な宝を手に入れた。）

ニベルンク国は「ノールウェイの国境（に）」あるとも書かれている。さて，

ニベルンクという名前が，財宝の所有者に帰属するのが当然であるならば，ジ

ーフリトもニベルンクと呼ばれて良かろうー－。ところが，ニーベルンゲンリー

トに於いては，ジーフリトはニベルンクとは呼ばれていない。ジーフリトはメ

ールヘン的な力を手中にしているにも拘わらず，ニベルンクという名前はジー

フリトには受け継がれずに，財宝と結びつけられていく。そして変転するニベ

ルンクの宝の所有者たち（但し，ジーフリトを除く）に対して使われている。

ニベルンク固からの使者であるゲーレが帰った時に，ハゲネが言った：

ho止der〃言わgわ‘，聯 beslozzenhatsinhant．

heysolderkomenimmer inderβ〟ナ卯プ7dgプ71ant！（774，3－4）

（ニベルンクの宝を 彼〔ジーフリト〕は持っている。

ああ，あの宝がいつか ブルゴントの国に渡ったらいいのだが。）

クリエムヒルトが夫であるジーフリトを失ってから3年半が経った頃，ハゲ

ネがグンテル王に，「クリエムヒルトと仲直りすれば，ニベルンクの宝はこの

国の物になるでしょうに。」と言っている場面：

…

S∂k（モmeZedisenlanden 血z〃拍βJ〟曙g5卯Jf．（1107，3）

（…そうすればニベルンクの黄金は この国へ参りましょう。）

後編（1523，1）では，黄金はブルゴント族の物に変わっている。ニーベルンゲ

ンリートの後編で，ブルゴント族がニベルンゲと称されているのは，ジーフリ

トの死後に，ブルゴント族がエペルンクの宝を自分の物にしたという事から説

明できるのであるが，ブルゴント族はジーフリトの死後に，第10歌章で，宝

を自分たちの所へ奪い取ってから何年間も（エッツェル王の求婚と結婚，フン

族の国でのクリエムヒルトの平穏な滞在，彼女の兄弟の招待など），ブルゴン

ト族が常にNibelungeという名前で呼ばれずに，つまり宝を意識せずに筋が進

行している。

Ⅹ1iet，nOt（n6t）と書名

この英雄叙事詩の現代ドイツ語による書名は概ねDas Nibelungenliedとなっ

ている。ところが，写本Aを元にした刊本などでは，Der Nibelunge n6tとし
わざわいさいやく

ていることがある。叙事詩の結びが「これがニベルンクのノート（＝禍，災厄，

tlpanzer，FdedIich：DasNibelungenlied．EntstehungundGestalt．Stuttga吋K6ln1955．S．305．
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厄難）である」となっているのは，かなり古い伝承に由来しているためであろ

う。「ニベルンクのノート」という言い回しは，ブルゴント族の没落を表すた

めには適切であると言えよう。この歌の後編の1526詩節からは，グンテルと

その家来たちは，通例の名前であるブルゴンデンの他に，ニベルンゲとも称さ

れており，この叙事詩の写本A，Bは次のような言葉で締め括られている12：

ditzeistder叫占g血聯′ヱOf．（A．2316，4）

Dizistder〃才∂βわJ7酢770′．（B．2379，4）

（これがニベルンクの厄難－：lである。）

しかし，前編にプリュンヒルト伝説を含む新しい作品にとっては，「nOt，n6t

（災い）」という言い方は狭小過ぎよう。従って，「ノート」を後の世の編纂者

がより一般的な「これがニベルンクの1iet（歌）である」という文言によって

置き換えたのであろう。そしてこの名前を，この記念碑的作品の1757 年から

1782年までの初期の版が，改作者の文句，つまり「1iet（歌）テキスト」に

よって最終部分を表現したのである。いわば，この偶然から，「ニベルンクの

歌（1iet）」が主流を占めるに至ったのである。さもないと，我々は「ニベルン

クの災い」と言っていたことであろう。

写本Cの最終詩節を見てみよう：

hiehatdazm記reeinende： dazistder〃才∂βわ‘プ聯J才gf．（C．2440，4）14

（ここに物語は終わりを告げる：これがニベルンク〔族〕の歌である。）

1757年にスイスで出版されたボードマー（JohannJakob Bodmer）のテキスト

のタイトルと出版地，出版年は次の通りである：《chriemhildenRache，unddie

Klage；ZWey heldengedichte．Aus dem schw紬ischen Zeitpuncte．Samt

FraglllentenauSdemGedichtevondenNibelungenundausdemJosaphat．Darzu

k6mlllteinGlossaIium．Zyrich．1757》

この版は，写本A（写本Aの1582詩節まで）と，1ietに終わる写本C（写本C

の1682詩節以降）に依拠している。すなわち，二つの写本の混合版である。この

版のみならず，1782年にべルリーンで刊行されたミュラー（ChdstophHeindch

Myller）編纂の版も写本Cに依拠している。その雷名は次の通りである：

lコDas Nibelungenlied・Palコ11eldl¶Ck der Handsch此en A，B und C nebst Lesa托en der肋dgen

HaIldschl油en．Hl－Sg．VOnMichaelBatts．T抽ingen1971，S．722，723．

l’l服部正己訳（昭和19年，養徳社）の雷名は「叙・li．言古ニベルンク族の厄難」である。

l■Hcnnlg，Ul－Sula：DasNibelungenliednachderHandschl舐C・MaxNiemeyerVerlag・T肋ingen・

1977．S．375．ただし，Batts S．722の写本C．2439，4bでは、hatではなく，hatとなっている。
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《Der〃才∂βJα7節乃上古gJ，einRittergedicht aus dem XIII．oderXIV．Jahrhunder【．

ZumerstenMaleausderHandschr批ganzabge血ⅥCkt．》

ⅩINibeluncの語義分類

（a）語義が変転している観点から分類すると次の4グループになる。

（DNibeluncの第一は，「ニベルンク王。存命中はニベルンク国の王で，ニベ

ルンクの宝の所有者。息子の名前はシルブンクとニベルンクである。」

②Nibelunc の第二は，「ニベルンク王の二人の息子（ニベルンクとシルブン

ク）の一方の王の名前。」

③Nibeluncの第三（複数形のNibelunge）は「ニベルンク王の一族郎党」［王

族名，血族名］ないしは「ニベルンク族」［種族名］，「ニベルンクの人々」

［集団名］である。これは「ニベルンクの宝を所有している者たち」であ

り，時に「彼らの住む国」を指す。このニベルンク国の支配者は変転する

のであり，彼らの住む場所，活動地点も北から南へと移動する。

④第四のNibelungeは，この歌の後編で用いられており，1526詩節からは

「ブルゴント王家，つまりグンテル王とその臣下，勇士たち」】5を表してい

る。彼らは以前の通例の名称であったBurgonden［王族を含む種族名］と

並んでNibelungeと称されている。

（b）歌章の観点からNibelunc，Nibelungeという名前の用法の変遷を述べると，

まず第一にNibelungeは「アルベリヒの以前の主人たちと，アルベリヒの縁者」

に限定されている。第二は「ジーフリトの国とその国の人々」にも用いられて

いる。第三はこれをほとんど専ら（ただ1523詩節は異なるが）「ブルゴント

族」に当てている。このような用法の不均一は，元々三つの異なる出典があっ

たという仮説によって説明され得るであろう柑。この叙事詩の詩人は「ジーフ

リトはニベルンク・ラントに住み，そして支配している」と言っているのに，

それでもなお長いことジーフリトをニデルラント国の王であるというイメージ

の下に書いている。名前を新たな対象に当てるに際して，急激な変化をさせず

に，名称の緩やかな変化ないしは順応によって前編を後編へとつなぎ，ニベル

ンクの宝という主題の太い軸が全編に亘って通るように意図したと解釈できよ

う。

15schulze，Ursula：DasNibe】ungenlied・Rec】am，LiteI加urstudie，1997 S・89・

1hKettner，Emil：a．a．0リ S．103．
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ⅩⅠINibeluncとその変化形の出現詩節

ニーベルンゲンリートに現れているNibeluncと，その変化形の出現詩節を

詩節順に挙げる。行番号は，例えば1行目の前句は1a，後句は1bとなる。一

詩節は4行なので最終詩節後句は4bとなる。原文の下線部の数（Numems）と

格（Kasus）を挙げ邦訳を示し，必要に応じて語句を補う。本表作成にはBauml

編のコンコーダンス17を参照したが，全変化形と出現詩節を統合し，詩節順に

並べ替えている。

．ト柑、j，子f
原 文 数，格 訳 文

87，2a diekhenen〃i占gJ㍑聯 pl．Akk． 勇敢なニベルンクの看たちを

87，3a Schilbuncund〃f∂βん‘ナ聯〃，Sg．Akk． シルブンクとニベルンクを，

88，3a b‡〃言ゎeJ㍑タ邸5horde Sg．Gen．

そば

ニベルンクの宝の傍に

89，1a Hor亡der〃拍血ナ節5 Sg．Gen． ニベルンクの宝は

89，3b derノⅥ∂gJ㍑，唱ゼman． Pl．Gen・

やかり

ニベルンクの族が（…）。

90，4b eranden〃才ムgノー〃好g〃Vant．Pl．Dat・ 彼はニベルンクの国で…を経験した。

91，1b Scilbuncund∧な∂どJ〟〝C． Sg．Nom． シルブンクと三づ並立之は（…）。

92，3b VOn〃加J以曙elant． Pl．Gen・ ニベルンクの国の（輝く黄金が）。

93，1b dazノⅥ占βJ〟，聯5SWert． Sg．Gen．

つるぎ

ニベルンクの剣を。

94，4b twangervon州∂gJ〟I聯Iant pl．Gen． 彼はニベルンクの国の…を征服した

98，3b die〃才占血聯Sman． Sg．Gen． ニベルンクの家臣たちが（…）。

484，4a dazhiezzen〃伽J㍑聯乃． pl．Dat・ それは三さ坐之之と呼ばれ〔る国だっ〕た。

492，2b in〃吉占gJ〃聯5Sal． Sg．Gen． ニベルンクの（王・城の）客殿で。

492，4b ina】der〃才占βJ〟聯1ant． p】．Gen． ニベルンクの匡Ⅰの隅々まで。

501，3a 山sent〃才占eJ㍑J堺 pl．Akk．

ぴと

千人のニベルンク人を（…）。

502，3b derノⅥ占gJ〟，聯man． pl．Gen． （千人の）ニベルンクの人々を（…）。

524，3b Oz〃拍βJ批一節Iant． pl．Gen． ニベルンクの国からの（・‥）。

580，2a untouchvon〃拍血，聯乃 pl．Dat． 並びにニベルンクの〔国〕からの

597，4a erfuort’der〃加J㍑，堺 pl．Gen． 彼はニベルンク勢の…を率いていた

617，4a mansachdie〃i占eJ〟I酢 pl．Akk． ニベルンクの勇士たちを（人々は見た）

】71j血Il11，FlⅥnZ H．，Fallone，Eva－MaIla：Aconcor血ncetotheNibelungenlied．（Ba止SCh－deBoor

′rext）Leeds（England）1976．S．470．



204

721，1a

739，2a

774，3a

778，3b

lOO3，3b

lOll，4b

lO15，2b

lO27，1b

lO30，2b

lO58，4a

lO71，3b

lO83，3b

lO85，3b

lO95，4b

llO7，3b

ll16，3a

ll16，3a

1271，1b

1278，3b

1323，1b

1392，1b

1523，1a

1526，2a

1527，2a

1715，2a

1724，4b

1726，4a

1737，2a

1741，2a

1742，2a

1870，4b

1900，2a

DazlantzenノⅥ占eJ㍑γ酢乃

Ze〟i∂gJ〟ナ堺5b山■ge，

ho比der〃加J加聯

VOn〃f∂gJ㍑，節1ant．

VOn〃才∂βJ㍑ナ酢1ant

derheltvon〃fムgJ〟ナ聯Iant．

VOn〃加J加チ聯1ant．

VOn∧巧∂βJ〟聯1ant：

der〃姑g血ク聯t6t

dいvasden〃言ゎgJ〟，聯乃

VOn〟f∂β血聯1ant．

Zer〃才∂eJ〟，酢1ant．

in〃才∂βJ〟，聯1ant・“

derk山enen爪ムgJ〟乃卯hant．

daz〃盲∂eJ〟確rぴgOlt．

（Hd．A）von州∂g山呼ぶIande

（Hd．B，C）von爪占gJ王川酢Iande

石 塚 茂 酒

pl．Dat．

Sg．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

Pl．Gen．

pl．Dat．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

Sg．Gen．

Sg．Gen．

pl．Gen．

ニベルンクの国〔土〕と

ニベルンクの城に（至り…），

ニベルンクの宝を

ニベルンクの国から。

ニベルンクの国の

ニベルンクの国の英雄は。

ニベルンクの国の（ジーフリトの‥う。

ニベルンク〔国〕の勇士たち：

ニベルンクの〔人々の〕倒されること

ニベルンクの人々には…であった

ニベルンクの国から。

ニベルンクの匡Iへ。

ニベルンクの国には。」

勇猛なるニベルンクの人々の
こがね

ニベルンクの黄金は。

ニ′ヾルンクの固から

ニベルンクの人々の国から

以下，ニーベルンゲンリート後編

VOnノⅥ∂血，聯1ant

VOn〃才∂gJ㍑，聯1ant，

derノⅥ占gJ伽聯gOlt，

VOnノⅥ占eJ〟，聯1ant，

Die〃才∂gJ〟ナ節5helde

erwasden〃i占gJ㍑聯乃

ezergiedenjⅥ∂gJ加，聯〃

dazdie〃伽J㍑，聯

denheltvon爪∂gJ〟聯Iant．

”tr6stder〃才占eJ㍑，聯，

dasidie〃iわβJ〟聯

hortder〃加J〟†聯，

dazichhortder〃i∂gJ王‘J聯

den仙enen〃伽J王J一節乃Vant．

”SWerSlehtdie州占gん‘ナ材e，

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Gen．

Sg．Gen．

Sg．Gen．

pl．Dat．

pl．Nom．

pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Akk．

Pl．Gen．

pl．Gen．

pl．Dat．

pl．Akk．

ニベルンクの国の（黄金を）

ニベルンクの固から・＝，

ニベルンクの黄金は…，

ニベルンクの国での…，

ニベルンクの勇士（一千名は）

彼はニベルンクの人々に〔とり〕…だった

これがエペルンクの人々に・‥となった

ニベルンクの人々が（…ということを）

ニベルンクの国の勇士を

「ニベルンクの保護者よ，

そこで彼女はニベルンクの人々を‥・

ニベルンクの宝を（どこに…）．

ニベルンクの宝を私が…という

猛きニベルンクの人々のため…が見えた。

「ニベルンク族を討とうとする方には，
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2175，2a

2347，3b

2348，4a

2379，4b

”irk由enen〃伽J〃喝ど，

daz〃f占血，聯5SWert・

州仙〃聯5SlVertdazguote

dazistder∧肋J〃呼gn∂t．

pl．Nom．

Sg．Gen．

Sg．Gen．

pl．Gen．

「猛きニベルンクの勇士たちよ，

ニベルンクの剣が。

ニベルンクの名剣が

これがニベルンク〔族〕の厄難である。

備考 各語の出現回数はコンコーダンスによれば次の通りである：

Nibelunc（1），Nibelunge（35），Nibelungen（8），Nibelunges（11）．

しかし，Bartsch－deBoor－Wisniewskiの22版では1116詩節3aがNibelungesでは

なくNibelungeなので，本稿が依拠する刊本での数値は Nibelunc（1），Nibelunge

（36），Nibelungen（8），Nibelunges（11）となる。

＊ この論文は，平成12年度筑波大学学内プロジェクト助成研究（B），研究課題名「ニー

ベルンゲンリートの人物名称に関する言語学的研究」（研究代表者：石塚茂滴）の研

究成果の一部である。
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