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ブルガリア・フォークロアにおける「聖ゲオルギオスの竜退治」の変容

（承前）

６．儀礼歌における竜退治の聖ゲオルギオス

　４月23日に定められている聖ゲオルギオス祭はブルガリアにおける農耕と牧畜の民間暦におい

て新年ともいうべき意義を持っている。ブルガリアではこの日に実質的に農作業が開始され、特

別な儀礼用のパンを焼く。またブルガリアではかつては大規模な羊飼養を生業とするものは、夏

期に羊群を高地山岳地域に移動させ、冬期には麓に降りてきていた。そしてブルガリアでは聖ゲ

オルギオス祭は伝統的に羊飼いが羊群を冬営地から夏営地へ移動させる出発の日であった。この

ために聖ゲオルギオスはしばしば農耕と牧畜の守護者として表象されている。

　しかし民間の儀礼歌においてはそれに加えて竜退治によって旱魃から水を解放する聖ゲオルギ

オスのイメージも同時に描き出されているのである。ドミータル・マリノフは次の歌をクリスマ

ス・イブに歌われるコレダの歌として南東ブルガリア、ブルガス地方のヴレソヴォ村で採集した

が、インフォーマントの老婆はこの歌はかつては聖ゲオルギオス祭の儀礼歌として歌われたもの

だったと証言したという［Маринов 1981: 596］。これも上述の神話的バラードと同様、収穫を保証

する聖ゲオルギオスのイメージが収穫の予祝を本質とするコレダの本質に一致したからであろう。

Тръгнал ми е цветен Гьорги 美丈夫ゲオルギは出発し

Да обиди нивен сънор, 畑の畔を見て回った

На път среща сура ламя, その途中で灰色の竜に出会った

Триоглава, шестокрила, 三つの頭を持ち六つの翼を持つ竜に

Път му пречи, ход не дава, 竜はゲオルギの道を塞ぎ

Затворила шест планини, 六つの山を閉ざし

Заключила шест извора, 六つの泉を止めた

Та не дава капка вода. 一滴の水をも与えなかった

Извади си цветен Гьорги, 美丈夫ゲオルギは抜き放った

ブルガリア・フォークロアにおける
「聖ゲオルギオスの竜退治」の変容
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Извади си остра сабля, 鋭い剣を抜き放った

Та замахна и отсече, 剣を振り上げると切り落とした

Та отсече до три глави. 三つの頭を切り落とした

Та бликнали, та потекли, すると湧き出し、流れ出した

Та потекли до три реки: 三つの川が流れだした─

Първа река жълто жито, 最初の川は黄色い小麦の川

Друга река ройно вино, 二番目の川は赤葡萄酒の川

Трета река мед и масло. 三番目の川は蜜とバターの川

Първа река по орачи, 最初の川は農夫のため

Втора река по копачи, 二番目の川は葡萄作りのため

Трета река по пчелари, 三番目の川は養蜂家のため

По пчелари по овчари. 養蜂家と羊飼いのため

 ［Маринов 1981: 596］

　ここでは旅立とうとする聖ゲオルギオスの前に水を堰き止めていた三つの頭を持つ竜が現わ

れ（１）、聖ゲオルギオスがそれを切り殺すと、その三つの首から三つの川が流れだすという内容で、

その三つは農作物である小麦と葡萄、養蜂と牧畜の産物である蜜とバターの川だったというもの

である。次のヴァリアントは、ベッソーノフが F. I. シシコフの収集したテキストによるものと

して紹介しているものである（２）。

Тръгнъл ми е свети Георги 聖ゲオルギは出発し

Сутрин рано на Гергиовден, ゲオルギの日の朝早く

Да обходи зелен синор, 緑の畔を見て回った

Сутрин рано на Гергиовден, ゲオルギの日の朝早く

Зелен синор башь пшеницa. 他ならぬ小麦畑の畔を

На срештa му сура ламя, その行く手に現れたは灰色の龍

Сура ламя със три глави. 三つの頭を持つ灰色の龍だ。

Свeти Георги отоговаря: 聖ゲオルギが言うことには─

«Ой ти тебе, сура ламио! 「おお汝灰色の龍よ！

Назад, назад, сура ламьо! 下がれ、退け、灰色の龍よ！

Че ще извадя злат буздуган, 私は金の棍棒を抜き放ち

Ще отсекa ли три глави, おまえの三つの頭を切落そう

Та ще текнaт до три реки, さすれば三つの川が流れだそう
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До три реки чьрни кръви!» 黒い血の三つの川が！」

Не сe върнa сура ламя. 灰色の龍は引き返さなかった。

Той извади злат буздуган, 聖ゲオルギオスは金の棍棒を抜き放ち

Та отсече до три глави. 三つの頭を切り落とした。

Текнaли се до три реки, すると三つの川が流れだした、

До три реки чьрни кръви: 黒い血の三つの川が─

Първа река по орачи─ 最初の川は農夫のため、

Башь пшеница; ほかならぬ小麦の川だ

Втора река по овчaри─ 二番目の川は羊飼いのため、

Пресно млеко; 搾りたての牛乳の川だ

Третя река по копачи─ 三番目の川は葡萄作りのため、

Ройно вино. 赤葡萄酒の川だ。

Стани сега, господине! さあもう起きなさい、家のご主人

Тебе пеем, Бога славим, あなたに歌おう、神を讃えよう

От Бога ти много здраве, 神があなたに多くの健康を送ってくれるように、

От дружинa със веселбa! 仲間たちから心楽しく祝われるように

 ［Бессонов 1862: No.116］

　この儀礼歌では龍は「水を堰き止め」てはいないが、マリノフの採集した儀礼歌と同じように

三つの頭を持つ龍が立ちはだかり、その頭を切り落とすと、同じように三つの川が流れ出す。し

かし流れ出す川は「水」のメトニミイと考えられる。ちなみに歌詞の最後はおそらく門付けをし

た家の主人への呼びかけで、この儀礼歌もおそらくコレダとして歌われたものであろう。

　歌われている三つの川に流れるものは小麦、牛乳と葡萄酒で、マリノフが採集した儀礼歌に歌

われる小麦、葡萄酒、蜜とバターと若干の違いがあるが、いずれもブルガリアの農耕・牧畜の重

要な産物であることに変わりはない。

　聖ゲオルギオスはこれらの儀礼歌でも竜を退治することによってによって水や川を解放し、豊

穣を保証する存在として描かれている。ここには４月23日という日付の機能によって農耕と牧畜

を同時に守護し、その暦を開始させるために不可欠な水の授与者として表象される聖ゲオルギオ

スの姿があるのである。

７．結　論

　こうして聖ゲオルギオスの竜退治に関するブルガリアの歌謡フォークロアを、その基となった

キリスト教伝説と、４月23日に定められたブルガリア最大の春の祭りである聖ゲオルギオス祭の
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農耕・牧畜儀礼、またそれにまつわる俗信との関連によって分析してきた。そのことによって明

らかになったのは、ブルガリアの聖ゲオルギオスの竜退治伝説における聖ゲオルギオスのイメー

ジが、その祝日の日付けの農耕・牧畜民にとっての意味によって影響を受け、大きな変容を遂げ

ていることである。その変容は祝祭からのメトニミックな連想と、竜と水とを結び付ける神話学

的メタフォアの二つの系列によって導かれていた。このことは、このモチーフを含んだブルガリ

ア民謡がロシアの巡礼霊歌のような叙事詩としてではなく、聖ゲオルギオス祭やクリスマスなど

の重要な民衆の祝祭にホロの歌あるいはクリスマス・キャロルであるコレダとして歌われている

こと重要な関連がある。

　一般的に、ヨーロッパにおける民俗儀礼は、しばしば単にキリスト教の祝日と異教の祭りの習

合したもの（二重信仰）として歴史的に説明されてきた。例えば聖ゲオルギオス祭を、起源的に

スラヴ異教時代の春の神ヤリーロの祭と結びつける視点がロシアの、古くはアファナーシエフ、

最近ではイワーノフ、トポローフの神話論［Иванов и Топоров 1974］、それを受け継いだクロア

チアのヴィトミール・ベライの神話論［Belaj 2007］に見出される。しかし歴史的な前後関係の

指摘はそれだけでは両者の理論的な因果関係の説明とは言えず、我々はまず当該の祭りの日付が

生業の一年の流れにおいて持つ機能的意味を考える必要があろう。何故なら当該の祭りの不変の

意味、すなわちその構造的核は、この機能的意味だからである。既に見て来たように、ブルガリ

アにおける竜退治の聖ゲオルギオスのフォークロアにおける多様なイメージは、前キリスト教的

な異教の影響と言うよりは、この構造的意味によって引き起こされたものであった。そもそもヤ

リーロの信仰はブルガリアには知られていない。

　最後に付け加えておけば、個々のスラヴ民族の農耕・牧畜暦の構造は、当然のことながら、そ

の民族のおかれている地理的条件によって規定され、たとえば４月23日という日付の機能的意味

も同一ではない。この日の儀礼において北の平原地帯である東西スラヴと山岳地帯である南スラ

ヴとの間に明瞭な違いが生まれているのはこのためと考えられる。

　聖ゲオルギオスの竜退治の叙事歌謡を比較する時、南スラヴにおいて竜が水の占有者として現

われるのに対して、東スラヴにおいて竜は水の占有者としては現れていない（３）。これはこの叙

事歌謡における聖ゲオルギオスの変容のありかたが、それぞれの民族における聖ゲオルギオス祭

の機能によって影響を受けていることを明確に示しているのである（４）。

注

（１）　聖者伝における竜には翼や頭を複数持っているという描写はない。これはフォークロア由来の竜のイメー
ジであろう。因みにロシアの巡礼霊歌「聖ゲオルギオスの竜退治」には９つの頭を持つ竜が登場する［伊東
2013a；伊東 2013b；伊東 2014］。

（２）　ベッソーノフの収録したブルガリア語テキストの表記は旧正法によっているが、ここでは現代ブルガリア
語の正書法によって書き直した。
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（３）　東スラヴと南スラヴの竜退治をモチーフとした叙事歌謡を比較したプチーロフの論考はこの点に触れてい
ない。またここでプチーロフ［Путилов 1968］はロシアの巡礼霊歌における聖ゲオルギオスの竜退治のモチー
フにも触れていない。

（４）　本文でも述べたようにブルガリアおよびバルカン一般の牧畜民間暦において、聖ゲオルギオス祭は冬営地
から夏営地への羊群の移動の開始日とみなされている。この羊飼いの新年ともいうべき機能を持つ聖ゲオル
ギオス祭の影響によってブルガリア民謡ではしばしば聖ゲオルギオスが羊飼いとして表象されるが、これに
ついては、［伊東 1988］を参照。そこでは牧畜民間暦におけるブルガリアの聖ゲオルギオス祭が、機能的に
ユダヤの「過ぎ越し」の祭りに対応するものであることが指摘されている。この着想は谷泰の『「聖書」世界
の構成論理』［谷 1984］に多くを負っている。

（５）　以下の文献表は本稿（Ⅰ）と（Ⅱ）［伊東 2015］共通のものである。（Ⅰ）の末尾にも文献表を付したが、
本稿に付したものを正とする。
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