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『アングロ・サクソン年代記』E写本 1086年における
deorfriðの意味について

福　田　一　貴

　『アングロ・サクソン年代記』E 写本は、いわゆる「ノルマン征服」から約

100年後の 1154年までの記事を含むという特異性を持つ写本である。この E

写本の 1086年 1  の記事に、ノルマン朝を開いた William 王の死についての記

述がある。この記事は、散文個所と The Rime of King William2  と称される韻文

個所とで構成されている。そして、この韻文の内容について Malasree Home は

その論文の中で、以下のように述べている。

all the major themes of the poem―the king’s avarice, his ruthlessness, his 

oppression of the ordinary man―are repetitions of the themes of the prose 

narrative,...3

1 『アングロ・サクソン年代記』E 写本には、1085年の年号が 2度繰り返えされてい

るため、この 1086年の記事は、実際に William 王の亡くなった 1087年の内容が記載

されている。以後、本論では、『アングロ・サクソン年代記』は、『年代記』と表記す

ることにする。

2 この名称は、Bartlett Whiting が本格的にこの個所を「詩」として扱って以降、用い

られているものである。(Bartlett Whiting, “The Rime of King William,” Thomas Kirby and 
Henry Bosley Woolf eds., Philologica: The Malone Anniversary Studies, (Baltimore: The Johns 
Hopkins Press, 1949), pp. 89-96)。本論でもこれに従い、必要に応じて、この名称を用

いていくことにする。

3 Malasree Home, “‘These things we have written about him’: the portrait of King William in 
‘Anglo-Saxon Chronicle’ 1086E,” Anglo-Saxon 1 (2007), p. 248.
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この指摘にあるように、この記事の散文個所と韻文個所とでは、その内容が密

接に関連している。4  しかし、この密接な関連にもかかわらず、散文個所では

一切言及されず、韻文個所にのみ見てとることができる内容が一か所存在して

いる。それが、deorfrið に導かれる一節である。この特異性にも関わらず、こ

の一節の意図についてはこれまで本格的に議論されてこなかったように思わ

れる。Home も、‘it [the poem on King William] does not contribute anything new, 

saving the reference to game-preserves, to the narrative of the prose portion’5  と指摘

するのみで、この一節の散文個所との具体的な関連については議論していな

い。この一節の役割と散文個所との関連は、この韻文個所の解釈のみならず、

1086年の記事全体を理解する上でも考察すべきことである。しかし、その関

連を考える前に、この一節を導く deorfrið という語自体の意味に曖昧な点があ

るので、まずはこのことを明確にしておく必要がある。そこで、本論では、こ

の語の意味について考察していくことにする。6

　以下が、deorfrið が導く一節である。

He sætte mycel deorfrið,      7 he lægde laga þærwið

4 散文個所と韻文個所の具体的な対応個所については、拙論「The Rime of King 
William 再考―1086年の記事との関連から―」、Asterisk 22（2013）、64-79頁を参照。

また、Ellen L. Wert も博士論文の中で同様のことを述べている。（Ellen L. Wert, “The 
Poems of The Anglo-Saxon Chronicles: Poetry of Convergence.” PhD diss. Temple University, 
1988.） Malasree Home は、上記の論文で、この記事の散文個所と韻文個所の内容の密

接な関連は、繋ぎ目を意識出来ないほど円滑に繋がっているが、これらの類似した内

容に対する態度の違いから散文・韻文、それぞれの個所の作者が異なっているという

論を展開している。この作者が異なっているかどうかについては、今後別の場で論じ

ていきたい。

5 Home, (2007), p. 250. 
6 この一節の 1086年の記事内での役割と意図については、以下の拙論ですでに論じ

た。「The Rime of King William における deorfrið を含む一節の詩人の意図について」、東

雄一郎、川崎浩太郎、狩野晃一編、『チョーサーと英文学：河崎征俊教授退職記念論集』

（東京、金星堂、2015年）、90-102頁。しかし、この論文では、紙面の関係で省略し

た点もあった。そこで、本論では、上記の論文で省略した点や新たに判明した点も含め、

改めて deorfrið の意味について考えていくことにする。
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þet swa hwa swa sloge heort oððe hinde,   þet hine man sceolde blendian.

He forbead þa heortas      swylce eac þa baras;

swa swiðe he/ lufode þa headeor     swilce he wære heora fæder.

Eac he sætte be þam haran      þet hi mosten freo faran.

His rice men hit mændon,      7 þa earme men hit beceorodan. 

「彼は、広く deorfrið を定め、それに対し、法律を制定した。雄じかや雌

じかを殺した者は誰であれ、盲目にするべきことを定めた。彼は、雄じか

を殺すことを禁じた、イノシシに対しても同じようにした。なぜなら、ま

るで、その父親であるかのように、彼は、雄じかを強く愛したからだ。ま

た、彼は、うさぎも自由に行動できるように定めた。有力な人々は、それ

に不満をもらし、身分の低い人々は、それを悲しんだ。」7

ここにある deorfrið を、DOE は、‘protection for game, game preserve’ と定義し

ている。この定義が示しているように、この語の、特に後半要素は 2通りに

解釈することが可能である。この点を、Clark は以下のように指摘している。

Both Bosworth-Toller and NED regard it as formed with frið “protection,” but 

Stratmann-Bradley, supported by Wyld (MLR, 5 (1910), pp. 347-8), derives the 

second element from fyrhð “fi r-wood” > “wood,” which by metathesis did give 

frith in Middle English. This may be supported by La3amon A 1432 3e huntieð 

i þes kinges friðe, which B renders as in þis kinges parc. On the other hand, no 

such metathesised forms seem to be recorded before the thirteenth century; and 

the “protection” > “preserve” theory gets some support from the sixteenth-century 

waterfrith, where frith can hardly be “woodland,” unless by that time a sense 

7 本論における『年代記』E 写本からの引用は全て以下の校訂本に拠っている。

Susan Irvine, ed., The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition Vol. 7 MS. E, (Cambridge: 
D.S. Brewer, 2004). また、本論に引用する古英語に対する日本語訳は全て拙訳である。
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“preserve” had developed from the original meaning and become independent.8

Clark のこの指摘によると、この derofrið の後半要素 frið は、古英語からの続

く意味（‘protection, peace’）として用いられているのか、あるいは、中英語期以

降に発達したと考えられる意味（‘wood’）として用いられているのかによって

その解釈が分かれていることがわかる。『年代記』の 1086年の記事が書かれた

正確な時期がわからないことに加え、この記事が書かれたと考えられる少なく

とも 1086年以降は古英語と中英語の過渡期 9  となっているため、これら 2つ
の解釈のどちらに従うべきかを即座に判断することは難しい。しかし、この記

事全体、さらに E 写本のノルマン王朝に関する記事に焦点を当ながらこの語

を考えていくと、より適切な解釈が浮かび上がるように思われる。

　この deorfrið に導かれる一節は、William 王が定めた林野法（Forest Law）の内

容を示している、と考えられてきている。このことから、deorfrið に対しても、

林野法が定める「森・猟園」すなわち、「禁猟区」を意味する ‘game-preserves’ と

いう訳が与えられていることが多い。実際、『年代記』の校訂本や現代英語訳の

中に、この訳語が与えられているものは少なくない。10  この語の後半要素を

「森・猟園」とみなす見解は、この frið が 13世紀に古英語 fyrhð の metathesis を

8 Cecily Clark, “Studies in the vocabulary of the Peterborough Chronicle, 1070-1154,” 
English and German Studies 5 (1952-3), p. 69. この論文を発表した後、Clark はこの E 写

本の 1070年から 1154年までの個所に対する校訂本を出版している。その 2版で

は、この 1952年の論文で指摘した内容は述べられておらず、この語に対しては、‘for 
an estate of the devastation involved in making the deer-forest’ と指摘されているにすぎな

いことは興味深い。(Cecily Clark ed., The Peterborough Chronicle 1070-1154, 2nd ed., 
(Oxford: The Clarendon Press, 1970), p. 76.)
9 事実、この The Rime of King William も古英語の伝統的な詩形である頭韻ではな

く、当時新しく取り入れられ始めた脚韻で構成されている。この韻文の脚韻が大陸

の影響によるものか、古英詩から発達したものかについても、Seth Lerer (“Old English 
and its Afterlife,” David Wallace ed., The Cambridge History of Medieval English Literature, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 7-24.) と Thomas Bredehoft (Textual 
Histories: Readings in the Anglo-Saxon Chronicle, (Toronto: University of Toronto Press, 
2001)) がそれぞれ異なる見解を述べている。
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起こした形と考えることにその言語的根拠を置き、上記の Clark の指摘にある

ように、La3amon の Brut にその例を求めている。その個所では、Caligura 写

本 11  の 718行目 12  にある friðe が、Otho 写本では parc となっており、写本が

制作された段階で、同時代人がこの friðe を、parc「森・猟園」の意味で取って

いたことをうかがわせている。ここから、1086年の記事の deorfrið の後半要

素も、「森・猟園」を意味する fyrhð の metathesis を起こした形と考えられ、全

体で「禁猟区」と解釈されるようになったと思われる。

　しかし、もし『年代記』の 1086年の記事における deorfrið の後半要素に「森・

猟園」の意味を Brut の 718行目の例を根拠に導くのであれば、1086年の記事

が書かれた段階の英語にこの言語的な発達が起こっていたのかどうかという疑

問が残る。中英語期において、古英語 frið が全ての例においてこの言語的な発

達を受けていたのであれば、『年代記』の 1086年の記事における deorfrið の後

半要素に「森・猟園」の意味を適用することも可能になるかもしれない。しかし、

Brut の 720行目には deorfrið が用いられており、ここでは両写本とも同じ語形

となっている。この例が示しているように、中英語期においても frið が必ずし

も parc という意味のみではなく、古英語の意味を残している例も存在するこ

10 代表的なものに、上記に挙げた Clark(1970) の注に加え、Michael Swanton, ed. and 
trans., The Anglo-Saxon Chronicle, (London: Dent, 1996) などがある。Swanton は、その注

でこの語を ‘beast-woodlands’ としている（Swanton, (1996), p. 221）。また、大沢一雄

もその翻訳でこの個所を「猟獣の保護区」としている。（大沢一雄、『アングロ・サク

ソン年代記』（東京、朝日出版社、2012年）、250頁。これらに対し、Plummer の校

訂本では、この語は ‘protection for deer or game’ としている。（Charles Plummer and John 
Earle, eds., Two of the Saxon Chronicles Parallel with Supplementary Extracts from the Others, 
(Oxford: The Clarendon Press, 1892).）
11 この作品のそれぞれの写本について以下のように考えられている。‘The Caligula 
text is archaic in language, largely devoid of French loanwords, rich in compound terms, some 
familiar from Old English, others apparently newly formed on traditional patterns; the Otho text 
eliminates many of Caligula’s archaism, frequently substituting French vocabulary for words 
in Caligula which are derived from Old English.’ (W. R. J. Barron and S. C. Weinberg, eds. and 
trans., La3amon’s Brut, (New York: Longman, 1995), p. ix.)
12 この作品の行数は、以下の校訂本に拠っている。G.L. Brook and R.F. Leslie eds., 
La3amon: Brut Vol. I, EETS 250, (London: Oxford University Press, 1963). 
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と 13  から、718行目の例を根拠に、『年代記』の 1086年の deorfrið の後半要素

が fyrhð の metathesis を起こした形とし、「森・猟園」を意味するとみなすこと

は難しいと考えられる。14

　この言語的な困難が含まれているにも関わらず、『年代記』の 1086年にある

deorfrið を「禁猟区」と考えるとすれば、この語が導く一節全体が林野法とい

う法律の内容を述べること自体を意図していることになる。この場合、これ

を、韻文個所の作者は意図していたのかどうかが問題になる。もし、韻文個所

の作者がこの法律の内容を伝えることのみを意図しているのであれば、その

法律の名称を用いているはずである。あるいは、少なくともその法律によっ

て制定された「禁猟区」を意味する当時用いられた名称を記すはずである。事

実、『年代記』をラテン語に翻訳したと考えられている Henry of Huntington の

Historia Anglorum の 1087年の項目では、新たに制定された「森」を意味する

Noueforest15  が用いられている。この Henry of Huntington のように、法律に関

する内容が直接示されているのであれば、林野法自体を述べることを意図して

いたことは明確になるが、『年代記』では、この法律の名称は、1086年の記事

のみならず、その他の個所でも一度も用いられていない。このことから、『年

代記』は、林野法という法律自体の内容を示すことを意図していたわけではな

13 事実、La3amon の Brut において、frið は 718行目の例を除いて、全て古英語から

の意味である ‘protection, peace’ で用いられている。

14 この点、Jurasinski も 1087年の記事が書かれた段階で frið が metathesis を起こし

た意味と考えることに対して以下のような疑念を示している。‘To posit the infl uence 
of a semantic change of course leaves unexplained the earlier occurrence of frið in the entry that 
clearly requires the meaning “peace, protection.”’ (Stefan Jurasinski, “The Rime of King William 
and its Analogues.” Neophilologus 88 (2004), p. 135.) ここで指摘されているこの記事の

中の frið については、後ほど触れることにする。また、La3amon の 15973行に frið of 
deoren という個所がある。残念ながら、この個所は Otho 写本には該当箇所がないため、

同時代の写字生の解釈は判り兼ねるが、この論文で扱っている deorfrið と近い意味で

用いられていると考えられる点でも興味深い例である。

15 Henry of Huntington による Historia Anglorum の校訂者である Greenway は、この点

について、‘ASC does not mention the New Forest by name’ と注で指摘している。(Diana 
Greenway, ed. and trans., Henry, Archdeacon of Huntingdon Historia Anglorum: The History of 
the English People, (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 405.  
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いと考えられる。また、William 王をはじめとするノルマン王朝の王達が制定

した林野法には、歴史的に、2つのものがその厳罰の対象として含まれていた。

つまり、ここで述べられている動物を殺すことに加え、森にある木を勝手に伐

採することである。16  林野法自体に重きを置いているとすれば、この両方の

点が含まれていてもおかしくないはずである。これらの点から、1086年の記

事の韻文個所の作者は、唐突ともいえる形で林野法という法律自体の内容の

みを示すことを意図していたわけではなく、林野法の内容を暗に示しながら、

この一節で示そうとする意図は別にあったと考えることができる。17

　このように見てくると、derofrið の後半要素を「森・猟園」と考えることは困

難であり、この後半要素は、古英語から続く意味（‘protection, peace’）を有する

語と考える方が自然であるように思われる。そこで、この意味で解釈すること

でこの一節の意味が言語的にも、1086年の記事の散文個所との関連からも適

切であるかどうかを見ていくことにする。

　古英語 frið は、IE*prāi- ‘gern haben, schonen, fridlich-frohe Gesinnung’18  に遡る

ことから、この語が意味する ‘protection, peace’ の根底には、「諍いのない状態」

という概念があることがわかる。このことを踏まえると、1086年の韻文個所

の deorfrið の意味は、「動物に対する保護」あるいは、「動物に対して諍いのない

状態」を示していると考えることができる。

　次に、1086年の韻文個所にある deorfrið と動詞 settan の語の配置について

も見ておく。古英語 frið ‘protection, peace’ が単独で、動詞 settan と用いられ

ている例が Alfred 王の法律に存在する。19  ここから、1086年の記事にある

deorfrið の後半要素を ‘protection, peace’ と考え、この語が動詞 settan と共に用

16 林野法の内容については、Charles A. Young, The Royal Forests of Medieval England, 
(Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1979) に拠っている。

17 詳しくは、拙論（2015）を参照。

18 Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, (Bern: Francke Verlag, 
1959), p. 844.
19 Eac we settað æghwelcere cirican, ðe biscep gehalgode, ðis frið:（さらに、我は、司教によっ

て聖別された全ての教会に対してこの聖域権を定める。） アングロ・サクソン時代の法
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いられていても、語の配置に関して不自然ではない。

　また、この語の後半要素を ‘protection, peace’ と取ることで、1086年の記事

の散文個所との関連がより明確になると思われる内容が、『年代記』E 写本の

1135年の Henry I 世の死に際する記事にある。

God man he wes, 7 micel æie wes of him: durste nan man misdon wið oðer on his 

time; pais he makede men 7 dær; wua sua bare his byrthen gold 7 sylure, durste 

nan man sei to him naht bute god.

「彼は素晴らしい人物であった。また、大きな畏敬の念が彼に対して存在

していた。彼の統治下で、いかなる者も、他者に対してあえて悪事を働く

ことはなかった。彼は人間に対し、また、動物に対し、平和な環境を作っ

た。金銀の重荷を運んでいる者に対して、いかなる者も、良い事以外は述

べることはあえてしなかった。」

ここには、当時、立派な統治を行ったと考えられる王は、その統治下で、人間

に「諍いのない状態」を作ることに加え、動物にも「諍いのない状態」を作った

人物であることが示唆されている。

　この点を踏まえ、deorfrið の後半要素を ‘protection, peace’ と考えると、William

王の統治について述べられている 1086年の散文個所との関連がより明確にな

る。それは、1086年の韻文個所の直後に「彼の統治について良い事も悪い事

も全て書いてきた」（Đas þing we habbað be him gewritene, ægðer ge gode ge yfele,）

という記述があり、この記事全体で William 王の統治の良い点、悪い点が描か

れていることを示している。この記事の中で述べられている内容の多くは、彼

の圧政という否定的な側面であることは事実であるが、同時に、William 王の

統治の良い点も以下のように散文個所で描かれている。

律に関する引用は全て以下の校訂本に拠っている。Flex Liebermann, ed., Die Gesetze der 
Angelsachen, (Sindelfi ngen: Scientia Aalen, 1960). また、この個所の frið の意味を DOE は
“technical, in the laws, of the privilege of sanctuary“ としている。
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Betwyx oðrum þingum nis na to forgytane þet gode frið þe he macode on þisan 

lande, swa þet an man þe him sylf aht wære mihte faran ofer his rice mid his 

bosum full goldes ungederad. 7 nan man ne dorste slean oðerne man, næfde he 

næfre swa mycel ygel gedon wið þone oðerne. 7 gif hwilc carlman hæmde wið 

wimman hire unðances, sona he foleas þa limu þe he mid pleagode.

「とりわけ、王がこの地にもたらした素晴らしい平和を忘れてはならない。

その結果、いずれかの重要な役に就く者が、懐に金をたくさん入れたまま、

煩わされることなく、国を往き来することができた。また、いかなる者も、

他人に対し多大な危害を与えられたとしても、あえてその人物を殺そうと

はしなかった。そして、もし、ある男が、ある女の意に反して通じたなら

ば、その男は、直ちに、その際に利用した手足を失うことになった。」

ここで描かれている「治安の良さ」（gode frið）は、William 王が人間に「諍いの

ない状態」を作ったことを示している。この個所に加え、韻文個所の deorfrið が、

動物に対して「諍いのない状態」を意味すると考えれば、上記の Henry I 世の統

治と同内容を述べていることになり、立派な統治を行った王が満たす 2つの

「諍いのない状態」が描かれていると考えることができる。そして、韻文個所

の直後の記述とも矛盾することなく、1086年の記事において、この一節のみ

見出すことのできなかった散文個所との繋がりに一定の明確さを見出すこと

が可能である。20  このように考えてくると、『年代記』E 写本の 1086年にある

deorfrið は、その後半要素を ‘protection, peace’ と考えた方が、言語的にも 1086
年の散文個所との関連からも自然であると思われる。

　これまで、1086年の韻文個所にある deorfrið の導く一節は、散文個所と

の関連を見出せずにきていた。そして、その原因の一つに、この一節を導く

20 このように考えると、deorfrið の一節が William 王の統治の良い点を示しているよ

うに見えるが、それはこの一節の内容から難しいと思われる。むしろ、韻文個所の作

者は、この点も踏まえ、意図的に William 王が人々を圧迫したと考えられる当時の統

治内容を用い、現実感を出しながら William 王の統治の良い点も暗に含めようと考え

ていたと思われる。詳しくは、拙論（2015）を参照。
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deorfrið の意味が 2通りに解釈が可能であった点があった。この語の後半要素

に中英語期に起きた言語的な発達を当てはめ、「森・猟園」と解釈すると、散文

個所との関連が見出すことができず、さらに、林野法という法律自体の内容が

唐突に示されているような印象を残してしまっていた。しかし、この語の後半

個所を ‘protection, peace’ と解釈すると、その語義は古英語から続くものとなり、

散文個所との明確な関連もこの一節の役割もある程度見出すことができるよ

うになった。このように見てくると、この個所の deorfrið は、その後半要素を

‘protection, peace’ とし、全体で「動物に対する保護、諍いのない状態」と解釈す

る方が自然であるように思われる。
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