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╇ 
¨』【《『¨¨, 》《╋╅]】‶, 〉╊ 〉╅‶【¨ ╇《¨〉╅, ╆《]╊╊ 】′〉╅╇╅╊-

〈《╈《 さあさ つけすうそし ほたそにけ, ねかす つちかおせかうかさそうふこ ちふぬあちへ. 《せ せかそてひかす-

しかすふこ あてちけいとて つそうちかすかせせそこ かすと さとしへてとちふ. 《せ せか てそしへさそ つさあねかて せあ 

いそかうそす さそせか う せかけくすかせせそ いしかつてみはけに おそつたかにあに け たそちあきあかて せあの うくそち さちあつそね-

せそこ えかちあしへおけさそこ つそ つてちあせけぬ ちそすあせそう け さあおちそう さけせそなけしへすそう, つせあちみきかせけか 

かえそ つしときけて とさちあのかせけかす すとくかかう, くあすさそう け たちそつてそ ねあつてせふに きけしけは, あ かえそ けくそ-

いちあきかせけみ う いちそせくか けしけ さあすせか うつてちかねあまてつみ うそ すせそきかつてうか ぬかちさうかこ. [あきおふす 

しかてそす てそしたふ しまいそたふてせふに つそいけちあまてつみ たそつすそてちかてへ せあ たふのせふか さそつてますけちそ-

うあせせふか たちかおたちけみてけみ, たちけくうあせせふか うそつさちかつけてへ おちかうせけか ちけてとあしふ てとちせけちそう.

《おせあさそ そいちあく ちふぬあちみ — さそせせそえそ うそけせあ, そて すあさとのさけ おそ たみて くあさそうあせせそえそ う 

おそつたかにけ, とさとてあせせそえそ う そおかみせけみ つ すとおちかせふすけ えかちあしへおけねかつさけすけ ほすいしかすあすけ 

け つけおみはかえそ うかちにそす せあ えちそくせそす いそかうそす さそせか — かつてへ うつかえそ しけのへ せかねてそ うちそおか 

ちかさしあすせそえそ たしあさあてあ けしけ のてあすたあ, とさそちかせけうのかえそつみ う せあのかす つそくせあせけけ. をかしけ-

さそす きか さあちてけせあ さとおあ いそしかか つしそきせあ. 〉あねあてへ にそてみ いふ つ てそえそ, ねてそ うせかのせけこ うけお 

ちふぬあちみ すかせみしつみ せあ たちそてみきかせけけ たかちけそおあ かえそ えそつたそおつてうあ せあ たそしみに つちあきかせけこ 

たちそおそしきけてかしへせそつてへま つうふのか 500 しかて, たそ すかちか てそえそ さあさ そちときかこせけさけ たちそおうけ-

えあしけつへ たそ たとてけ ちあくうけてけみ てかにせそしそえけこ たちそけくうそおつてうあ そちときけみ け くあおかこつてうそうあしけ 

せそうふか せあにそおさけ う そいしあつてけ けくえそてそうしかせけみ け そいちあいそてさけ すかてあししそう. ╊つしけ すふ たそ-

つてあうけす ちみおそす ちふぬあちみ XI つてそしかてけみ, そおかてそえそ う たちそつてとま さそしへねとえと け う のしかす つ 
nasal, てそ とうけおけす, さあさ つけしへせそ そてしけねあかてつみ そせ そて つうそかえそ つそいちあてあ XIV うかさあ, くあ-

はけはかせせそえそ おそつたかにあすけ けく さそしへねときせふに け さそうあせふに ほしかすかせてそう たそお つうそいそおせふす 

surcot, け つ しけぬそす, つさちふてふす すあつつけうせふす «のしかすそす-えそちのさそす» けしけ きか いそしかか しかえ-
さけす そつてちそせそつふす bascinet. 〉かつにそおつてうそ うせそうへ そさあきかてつみ せか すかせかか ちあくけてかしへせふす 

たちけ つちあうせかせけけ ほてそえそ うそけせあ つ ちふぬあちかす くあさあてあ ほたそにけ, さそえおあ う さそせぬか XVI つてそ-

しかてけみ せあ たそしか いちあせけ うふにそおけしけ いそこぬふ う たそしせそつてへま さそうあせふに しあてあに け てあいあちあに 

つ ちとさあうあすけ, う つしそきせふに たそ とつてちそこつてうと のしかすあに つ くあいちあしあすけ け つ そえちそすせふすけ 

たしますあきあすけ けく つてちあとつそうふに たかちへかう.

╇そうつか せか せあおそ おとすあてへ てあさきか け いとおてそ ちふぬあちけ うつかえおあ そねかちてみ えそしそうと いちそつあしけつへ 

う いけてうと. 》とつてへ おあせせふか そねかうけおぬかう う そてせそのかせけけ けつたそしへくとかすふに てあさてけねかつさけに たちけ-

かすそう け おそ そいけおせそえそ てとすあせせふ, みつせそ そおせそ: さそえおあ あてあさあ たちそうそおけしあつへ おそしきせふす そい-

ちあくそす, そせあ てはあてかしへせそ うふつてちあけうあしあつへ け そつせそうふうあしあつへ せあ たちけすかせかせけけ てあさてけさけ 

すあしそえそ たそおちあくおかしかせけみ, おあいふ おそつてけえせとてへ すあさつけすあしへせそえそ ほななかさてあ うそくおかこつてうけみ 

け そいかつたかねけてへ とつしそうけみ おしみ たかちかえちとたたけちそうさけ け ううそおあ う いそこ ちかくかちうそう. ╇あきせそつてへ 

おかこつてうけみ ordinate — う おそいちそす たそちみおさか — け そたあつせそつてへ そさあくあてへつみ inordinate, てそ 

かつてへ ちあつつかみてへつみ けしけ つすかのあてへつみ, つしときけて たそつてそみせせふす しかこてすそてけうそす う にちそせけさあに. 

[そせかねせそ, ちふぬあちつてうかせせふか さそすあせおけちふ — うそて とき ねてそ たちあうおあ, てそ たちあうおあ! — せかちかお-

さそ いふうあしけ たそちふうけつてふ け くあせそつねけうふ, せそ う てそ きか つあすそか うちかすみ おかすそせつてちけちそうあしけ 

しとさあうつてうそ け つたそつそいせそつてへ たちそおとすふうあてへ つそいつてうかせせふか おかこつてうけみ せあたかちかお.

『ふぬあちけ とねけしけつへ いけてへつみ せか てそしへさそ うかちにそす, あ たそてそすと とすかしけ う ちあうせそこ つてか-

たかせけ にそちそのそ つちあきあてへつみ たかのけすけ. ╅せえしそ-せそちすあせおつさけか ちふぬあちけ XII つてそしかてけみ け 

あせえしけこつさけか しあてせけさけ XIV け XV うかさそう うそそいはか ねあはか うかしけ いけてうふ, つてそみ せあ てうかちおそこ 

くかすしか, せかきかしけ つけおみ う つかおしか. ╇ たちそてけうそたそしそきせそつてへ ちあつたちそつてちあせかせせそすと すせか-

せけま, うふいけてふこ けく つかおしあ ちふぬあちへ うそうつか せか そいみくあてかしへせそ たちかうちあはあしつみ う ほてあさとま 

いかつたそすそはせとま たかちかうかちせとてとま せあ つたけせと ねかちかたあにと, にそてみ う そたちかおかしかせせふに つけてとあ-

ぬけみに け そさあくふうあしつみ う せかとおそいせそす たそしそきかせけけ. 〉そつけすふか けす おそつたかにけ つそくおあうあしけつへ 

つ ぬかしへま おそつてけきかせけみ すあさつけすあしへせそ うそくすそきせそえそ とちそうせみ くあはけはかせせそつてけ け たちかお-

つてあうしみしけ つそいそこ うかしけさそしかたせふか たちそおとさてふ つちかおせかうかさそうそこ すふつしけ け すあつてかちつてうあ 
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そちときかこせけさそう. 〉かて つそすせかせけみ, ちふぬあちへ おそしきかせ いふし おちあてへつみ, あ たそてそすと いちそせへ うそ-

うつか せか しけのあしあ かえそ たそおうけきせそつてけ. 『ふぬあちへ みうしみし つそいそこ たそしせそつてへま えそてそうとま さ 

つちあきかせけま いそかうとま かおけせけぬと あちすけこ 』ちかおせけに うかさそう.

〉かて せけねかえそ とおけうけてかしへせそえそ, ねてそ う たそたとしみちせそす つそくせあせけけ そいちあく ちふぬあちみ かつてへ 

たちあさてけねかつさけ けつさしまねけてかしへせそ そいちあく ねかしそうかさあ うそかせせそえそ, そおせあさそ ちふぬあちへ せけさそえおあ 

せか いふし けつさしまねけてかしへせそ しけのへ うそけせそす. 《せ たちけせあおしかきあし さ うそかせせそこ ほしけてか う くせあ-

ねけてかしへせそこ つてかたかせけ たそてそすと, ねてそ そしけぬかてうそちみし つそいそこ そおせそうちかすかせせそ ほしけてと そいはか-

つてうかせせとま け たそしけてけねかつさとま. 【あさそか たそしそきかせけか せか てそしへさそ おあうあしそ かすと つちかおつてうあ け 

うそくすそきせそつてけ そいかつたかねけてへ つかいみ おそつたかにあすけ, そちときけかす け さそせみすけ — うつかす てかす, ねてそ 

おかしあしそ かえそ てあさけす えちそくせふす, — せそ け たちかおそつてあうしみしそ たちかおそつてあてそねせそ つうそいそおせそえそ 

うちかすかせけ おしみ てちかせけちそうそさ け そててあねけうあせけみ すあつてかちつてうあ せあ そにそてあに, てとちせけちあに け う 

せあつてそみはかす いそま. 【か きか すそすかせてふ たそちそきおあしけ う せかす そはとはかせけか つそいつてうかせせそえそ たちか-

うそつにそおつてうあ — せあおすかせせあみ くあせそつねけうそつてへ ちふぬあちみ たそくうそしみしあ かすと たそちそこ つそうかちのあてへ 

ねとおかつあ, せそ てあさきか け うかしあ さ ねとおそうけはせふす たちそすあにあす.

╇かちせそ そぬかせけてへ すかつてそ ちふぬあちみ う そいはかつてうか け たそしけてけさか さとおあ つしそきせかか, ねかす ちあ-

くそいちあてへつみ う かえそ うそかせせふに なとせさぬけみに, そおせあさそ せか すかせかか うあきせそ. 《せ すそえ うふつてとたあてへ 

せか てそしへさそ う ちそしけ くかすしかうしあおかしへぬあ, とたちあうしみまはかえそ つそいつてうかせせふす けすかせけかす, せそ け 

つしときけてへ う さあねかつてうか さそちそしかうつさそえそ ねけせそうせけさあ, おかこつてうとまはかえそ さあさ くあつかおあてかしへ, 

つとおへみ けしけ さそすけつつけそせかち, うふたそしせみまはけこ とたちあうしかせねかつさけか そいみくあせせそつてけ, せあ うけお 

せか けすかうのけか せけねかえそ そいはかえそ つ ちあてせふす てちとおそす. 》ちそぬかつつふ ほうそしまぬけけ たちかてかちたかうあし 

せか てそしへさそ かえそ うせかのせけこ うけお, せそ け そいはかつてうかせせふこ つてあてとつ. ╇ XI つてそしかてけけ ちふぬあちけ 

みうしみしけつへ ねかす-てそ かおうあ しけ いそしへのけす, せかきかしけ うそそちときかせせふすけ つしとえあすけ け けすかしけ 

おそうそしへせそ せかうふつそさそか つそぬけあしへせそか たそしそきかせけか. [ XII うかさと そせそ つてあしそ うふのか — さあき-

おふこ つかせへそち いふし ちふぬあちかす (たとつてへ け せか さあきおふこ ちふぬあちへ — つかせへそちそす). [ さそせぬと 

XIII つてそしかてけみ けせふか ちふぬあちけ うふつてとたあしけ つそうかてせけさあすけ すそせあちにそう せあ くあつかおあせけみに 

たあちしあすかせてそう. [ XIV うかさと ぬかしそつてせそつてへ そいちあくあ ちふぬあちつさそえそ さしあつつあ せあねあしあ たそお-

うかちえあてへつみ くあすかてせそこ ほちそくけけ, たそつさそしへさと しまおけ つてあてとつそす たそせけきか — おうそちみせか せか 

つてそしへ うふつそさそえそ ちあせえあ — うつか ねあはか きけしけ, つしときけしけ け うかしけ つかいみ さあさ ちふぬあちけ. 

[ XVI つてそしかてけま たちかおつてあうけてかしけ せけくのけに つそつしそうけこ てそきか うそくうそおけしけつへ う ちふぬあち-

つさそか おそつてそけせつてうそ くあ いそかうふか くあつしとえけ, てそえおあ さあさ おちとえけか おそいけうあしけつへ てあさそえそ たそ-

しそきかせけみ つしときいそこ たちけ さそちそしかうつさそす おうそちか, えおか てちかいそうあしけつへ とす, ねとてへか け たそしけてけ-

ねかつさあみ けくうそちそてしけうそつてへ, つてあせそうけうのけかつみ たそおねあつ いそしかか うあきせふすけ, ねかす おそいしかつてへ 

せあ ちあてせそす たそたちけはか.

[としへてとちせふこ すけち ちふぬあちみ そてしけねあしつみ いそえあてつてうそす け ちあくせそつてそちそせせそつてへま. 《せ 

つてあせそうけしつみ えちあすそてかかす け けせてかししかさてとあしそす. 〈せそえけか ちふぬあちけ つおかしあしけつへ たけつあてか-

しみすけ け そつてあうけしけ たそつしか つかいみ ちあつつさあくふ そ おかみせけみに うかしけさけに しまおかこ, さそてそちふに くせあ-

しけ しけねせそ, け にちそせけさけ つそいふてけこ, つうけおかてかしみすけ け とねあつてせけさあすけ さそけに そさあくふうあしけつへ. 

╉ちとえけか うかしけ おけつさとつつけけ う そいしあつてけ くあさそせそうかおかせけみ け ちかしけえけけ, おかすそせつてちけちとみ つそ-

くかちぬあてかしへせそつてへ け うそつたちけけすねけうそつてへ せあてとちふ, — なあさてそちそう, うつてとたあまはけに う ちかくさそか 

たちそてけうそちかねけか つ てちあおけぬけそせせふすけ たちかおつてあうしかせけみすけ そ きかつてそさそつてけ けに そつせそうせそえそ 

くあせみてけみ. 〉あ おそちそえけか そおかきおふ, すとくふさあせてそう け つあおふ そせけ てちあてけしけ せか すかせへのか, ねかす 

せあ うかしけさそしかたせふか そちときけか, しあてふ け しそのあおかこ. 『あくとすかかてつみ, うさとつふ け さとしへてとちせふか 

うそくくちかせけみ うつかえおあ けすかしけ つうみくへ つ うそかせせふす たちそけつにそきおかせけかす ちふぬあちつてうあ. 『ふぬあ-

ちけ ねあつてそ うせけすあしけ つさあくあせけみす そ おかみせけみに すけなそしそえけねかつさけに えかちそかう け いそこぬそう, つそ-

うかちのけうのけに おそいしかつてせふか たそつてとたさけ う つちあきかせけみに. 《おせあさそ たかちつそせあきけ てかに しかえかせお 

けつさあしけ せか てそしへさそ いそみ, せそ け しまいうけ. ̈ つてそちけけ たそうかつてうとまて そ たちかさちあつせふに おあすあに せけ-

ねとてへ せか ちかきか, ねかす そ いけてうあに. 〉か しけのかせふ そせけ け ちかしけえけそくせふに ほしかすかせてそう. をかちさそうへ 

うつか とたそちせかか けつさあしあ つたそつそいあ たかちかせあたちあうけてへ け そえちあせけねけてへ きかつてそさそつてへ け てはかつしあ-

うけか うそけせそう くあ つねかて つそくおあせけみ いそしかか たちけかすしかすそこ おしみ つかいみ ちふぬあちつさそこ さとしへてとちふ.
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Кого считать рыцарем

》そつかすと, さあさ うけおけす, ちふぬあちへ うふたそしせみし おそうそしへせそ のけちそさそか すせそきかつてうそ ちあくせそそ-

いちあくせふに なとせさぬけこ. 〉そ せか うつか ちふぬあちけ けえちあしけ うつか ちそしけ — せかさそてそちふか そてせそつけしけつへ 

せあ おそしま てかに, さてそ つねけてあしけつへ ちふぬあちみすけ. ╇ ちかくとしへてあてか そたちかおかしかせけか てそえそ, さてそ かつてへ 

ちふぬあちへ, あ さてそ せかて, せか てあさ とき そおせそくせあねせそ, さあさ さあきかてつみ たそせあねあしと. ╊つしけ えそうそちけてへ 

Иллюстрация к Эглин-

тонскому турниру, 

1839 г. «Я вполне осоз-

наю, что сие лишь 

весьма скромное изо-

бражение сцен, нари-

сованных моим вооб-

ражением, но я, 

по крайней мере, сде-

лал хоть что-то в на-

правлении возрожде-

ния рыцарства». Так 

высказался 13-й эрл 

Эглинтон, организовав-

ший театрализованную 

постановку в романти-

ческом духе. В таком 

розовом свете рыцар-

ство и представляется 

большинству обывате-

лей в наши дни. (Биб-

лиотека иллюстраций 

Мэри Эванс)
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ВСТУПЛЕНИЕВСТУПЛЕНИЕ р

そ つそぬけあしへせそす なあさてそちか, てとて うつか う たそちみおさか: ちふぬあちへ — てそて, さてそ とおそつてそかせ おあせせそえそ 

てけてとしあ, たちけくせあせせそえそ くあ せけす おちとえけすけ ちふぬあちみすけ, たちけせみて う とくさけこ さちとえ ほしけてふ 

くあ つねかて たちそうかおかせけみ たちそぬかおとちふ たそつうみはかせけみ. 《おせあさそ つとはかつてうとかて えちそすあおせあみ ちあく-
せけぬあ う そいはかつてうかせせそす け ほさそせそすけねかつさそす たそしそきかせけけ さそちそしかこ, させみくかこ け うかしへすそき, 

け けに うそそちときかせせふに つしとえ — てかに きか せかすかぬさけに ministeriales, — みうしみうのけにつみ ちふ-

ぬあちみすけ, せそ せあにそおけうのけにつみ う くせあねけてかしへせそこ つてかたかせけ せあ たそしそきかせけけ さちかたそつてせふに.

╇そかせせそか そたちかおかしかせけか, そつせそうあせせそか せあ ちそしけ ちふぬあちみ せあ たそしか いそみ, う ちあうせそこ 

つてかたかせけ たちそいしかすあてけねせそ, たそつさそしへさと くあおあねけ かえそ すかせみしけつへ け, いかくとつしそうせそ, せか そえちあ-

せけねけうあしけつへ てかす, ねてそ つそうちかすかせせふか さそすすかせてあてそちふ そいふねせそ たそおちあくとすかうあまて たそお 

なとせさぬけみすけ «てみきかしそこ さあうあしかちけけ». ╆そしかか てそえそ, せかさそてそちふか けく うそかうあうのけに う たそし-

せふに おそつたかにあに け さ てそすと きか うかちにそす せか つねけてあしけつへ う つそぬけあしへせそす たしあせか ちあうせふすけ 

ちふぬあちみす け みうしみしけつへ せあ おかしか そちときかせそつぬあすけ, つかちきあせてあすけ け たちかおつてあうけてかしみすけ 

すかしさそえそ おうそちみせつてうあ, つしときけうのけすけ いそさ そ いそさ つ せあつてそみはけすけ ちふぬあちみすけ, たちけ ほてそす 

そせけ てけてとしそうあしけつへ そいはけす おしみ うつかに «うけおそうふす» てかちすけせそす «てみきかしそうそそちときかせせふか 

うそけせふ», けしけ «きあせおあちすふ». ]まいあみ たそたふてさあ けつさしまねけてへ せかちふぬあちつさとま つそつてあうしみま-

はとま けく ちあくえそうそちあ そ ちそしけ てみきかしそうそそちときかせせそえそ うそけせあ う いけてうか そいちかねかせあ せあ たちそうあし, 

う くせあねけてかしへせそこ すかちか たそてそすと, ねてそ くあねあつてとま せかうそくすそきせそ そてしけねけてへ てかに け おちとえけに 

おちとえ そて おちとえあ さあさ う たけつへすかせせふに けつてそねせけさあに, てあさ け たそ くあおあねあす せあ たそしか つちあきかせけみ.

【ちかてへか すかちけしそ さとしへてとちせそえそ つうそこつてうあ. 〉かくあうけつけすそ そて てそえそ, えおか け さあさそすと えそつと-

おあちま そせけ つしときけしけ, いかくそてせそつけてかしへせそ けに つそぬけあしへせそえそ つてあてとつあ け つたそつそいあ うかおかせけみ 

いそかうふに おかこつてうけこ — う たかのかす つてちそま けしけ せあ さそせか, — しまおかこ ほてけに そいひかおけせみしそ 

たそせけすあせけか てそえそ, ねかす そせけ くあせけすあしけつへ, け そいはけか ぬかせせそつてけ けに ちふぬあちつさそこ たちそ-

なかつつけけ. [そせかねせそ きか, せか うつか ちふぬあちけ けすかしけ そおけせあさそうふか たちかおつてあうしかせけみ そ てそす, 

ねてそ つねけてあてへ ちふぬあちつさけす, あ ねてそ せかて. [そせぬかたぬけみ ほてあ け う 』ちかおせけか うかさあ いふしあ せか すか-

せかか てとすあせせそこ け てちとおせそ たそおおあまはかこつみ ねかてさそすと そたちかおかしかせけま, ねかす う せあのけ おせけ. 

╆そしかか てそえそ, う けつてそねせけさあに てそ け おかしそ えそうそちけてつみ そ ちふぬあちみに, たそつてとたあうのけに せか たそ-

ちふぬあちつさけ, そいふねせそ, ねてそいふ そつとおけてへ けに たそうかおかせけか. 《せけ, そおせあさそ, そつてあうあしけつへ ちふ-

ぬあちみすけ: たしそにけすけ ちふぬあちみすけ, おとちせふすけ ちふぬあちみすけ, せそ てかす せか すかせかか ちふぬあちみすけ.

〉かつすそてちみ せあ たちけうかおかせせふか そえそうそちさけ, すふ うつか きか とつしそうけすつみ つねけてあてへ ちふぬあちかこ 

えちとたたそこ たちかおつてあうけてかしかこ そいはかつてうかせせそこ ほしけてふ, みうしみまはけにつみ てあさそうふすけ うつしかお-

つてうけか けに つたそつそいせそつてけ つちあきあてへつみ うかちにそす う たそしせふに おそつたかにあに (うせか くあうけつけすそつてけ 

そて てそえそ, さあさそこ けすかせせそ つたそつそい うかおかせけみ いそかうふに おかこつてうけこ そせけ けくいけちあしけ せあ たそしか) 

け ちあくおかしみまはけに そいはけか «いしあえそちそおせふか ちふぬあちつさけか» ぬかせせそつてけ. ╇うけおと せかそいにそおけ-

すそつてけ, たそおそいせふこ のあえ たそうしかねかて くあ つそいそこ けくうかつてせそか ちあくすふうあせけか つそぬけあしへせそえそ 

そたちかおかしかせけみ ちふぬあちみ け うさしまねかせけか «そちときかせそつぬかう» け たちかおつてあうけてかしかこ すかしさそえそ 

おうそちみせつてうあ, なそちすあしへせそ そつてあまはけにつみ くあ つてちそえけすけ ちあすさあすけ たそせみてけみ «ちふぬあちへ», 

う ねけつしそ ちふぬあちかこ さあさ うそけせそう てみきかしそこ さあうあしかちけけ け しまおかこ そおせそえそ さとしへてとちせそえそ 

つしそみ. ╇ ちあうせそこ つてかたかせけ てかちすけせふ «ちふぬあちへ», «てみきかしそうそそちときかせせふこ うつあおせけさ», 

あ けせそえおあ け いそしかか そいはかか «うそけせ» いとおとて けつたそしへくそうあてへつみ う おあせせそこ させけえか おそうそしへ-

せそ たちそけくうそしへせそ せあちみおと つ しあてけせつさけす miles (うそ すせそきかつてうかせせそす ねけつしか milites) 

け なちあせぬとくつさけすけ chevalier け gendarme.

Эра средневекового рыцаря

╇ たちかおしあえあかすそこ うせけすあせけま ねけてあてかしみ させけえか すふ いちそつけす うくえしみお せあ すけち ちふぬあ-

ちみ, そにうあてけう たかちけそお いそしかか ねかす う てふつみねと しかて, たちそつしかおけす すそすかせて かえそ たそみうしかせけみ 

う たそちと とたあおさあ 『けすつさそこ けすたかちけけ け う ほたそにと ちあせせかえそ 』ちかおせかうかさそうへみ — つ つかおへ-

すそえそ たそ おかつみてそか つてそしかてけか, — そてすかてけす すそすかせてふ うふおうけきかせけみ せあ たかちかおそうふか 
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たそくけぬけけ う ほちと てあさ せあくふうあかすふに くちかしふに 』ちかおせけに うかさそう, さあさそうあみ そにうあてふうあかて 

たちけいしけくけてかしへせそ うちかすかせせそこ そてちかくそさ つ 1000 たそ 1400 え. 〈ふ たちかおたちけすかす たそたふて-

さと そつすふつしけてへ とたあおそさ ちふぬあちつてうあ (たそ さちあこせかこ すかちか, う ╅せえしけけ) いしけきか さ さそせぬと 

XIII うかさあ け せそうそか うおそにせそうかせけか, うつかしかせせそか う せかえそ うそかせせふすけ とつたかにあすけ ゅおとあち-

おあ III う にそおか さあすたあせけこ たちそてけう のそてしあせおぬかう け なちあせぬとくそう け しまいそうへま さそちそしみ 

さ ちふぬあちつさそこ さとしへてとちか, さ てとちせけちせふす てそちきかつてうあす け てそすと たそおそいせふす たふのせふす 

くちかしけはあす. ╇ たそくおせかす 』ちかおせかうかさそうへか — つ つかちかおけせふ XI つてそしかてけみ — えそつたそおつてうそ 

ちふぬあちみ せあ たそしか いそみ うつか せあつてそこねけうかか そつたあちけうあしそつへ, け う おあせせそこ させけえか たそこおかて 

ちかねへ てあさきか け そ なあさてそちあに, たちけうかおのけに さ かえそ けつねかくせそうかせけま う XVI つてそしかてけけ.

╇ そたけつあせけけ つちかおせかうかさそうそえそ ちふぬあちみ せあちみおと つ とぬかしかうのけすけ そちときけかす け おそつたか-

にあすけ, けくそいちあきかせけみすけ う ほななけえけみに, せあ いちそせくそうふに おそはかねさあに け せあ とさちあのかせけみに 

すあせとつさちけたてそう, けつたそしへくとかてつみ のけちそさけこ つたかさてち たけつへすかせせふに ちあいそて. 〉あのけすけ そつ-
せそうせふすけ けつてそねせけさあすけ たそ つそいふてけみす てそえそ たかちけそおあ うふつてとたあまて すせそきかつてうそ しかてそ-

たけつかこ, そつてあうしかせせふに たそ つかいか すそせあにあすけ, さあさ てあ きか «をかちさそうせあみ けつてそちけみ» XII つてそ-

しかてけみ, たちけせあおしかきあはあみ たかちと あせえしそ-せそちすあせおつさそえそ あうてそちあ 《ちおかちけさあ ╇けてあしけみ 

ちそおそす けく あせえしけこつさそえそ ぃちそたのけちあ, つそねけせかせせあみ けす う せそちすあせおつさそす すそせあつてふちか 

』かせて-ゅうちと-あせ-】の, けしけ きか つそくおあせせふに つうかてつさけすけ つしときあはけすけ うちそおか てうそちけうのかえそ 

う XIV うかさか たあちけきあせけせあ ╋あせあ ‒ちとあつつあちあ. ╅うてそちふ なけさつけちとまて えしあうせそか う けせてか-

ちかつとまはかす せあつ うちかすかせせそす そてちかくさか. ╇ にちそせけさか «′あうそかうあせけか ̈ ちしあせおけけ» ╈けちあしへお 

[あすいちけこつさけこ, さしけちけさ そおせそうちかすかせせそ せそちすあせおつさけに け うあししけこつさけに さそちせかこ, 

たちかおつてあうしみかて せあす つそうちかすかせせとま かすと けつてそちけま け うくえしみお (たとつてへ け たちけつてちあつてせふこ) 

せあ ちそしへ かえそ つかすへけ う ちあせせけに あせえしそ-せそちすあせおつさけに たそにそおあに う ¨ちしあせおけま う 1170-に. 

【そえおあ さあさ きけうそか そたけつあせけか ¨ちしあせおけけ け 】ほしへつあ たそくうそしみかて せあす たちけつすそてちかてへつみ 

さ てそすと, さあさ たそおそいせふか しまおけ せあきけうあしけ いそかうそこ そたふて う ほてけに そいしあつてみに つてそしさせそうか-

せけみ ちあくしけねせふに さとしへてとち.

〉あ おちとえそこ つてそちそせか つたかさてちあ — にとおそきかつてうかせせふか ちあいそてふ: ほたけねかつさけか たちそけく-
うかおかせけみ X け XI うかさそう, たそおそいせふか «》かつせけ そ 『そしあせおか» けしけ つかちけけ つさあくあせけこ そ えちあ-

なか ╈けこそすか 《ちあせきつさそす, けしけ ╋かしそせつさそす, えおか ちあつつさあくねけさけ つそつちかおそてあねけうあまて-

つみ せあ つうかちにねかしそうかねかつさけに いそかうふに つたそつそいせそつてみに えかちそかう, あ てあさきか いそしかか たそくおせけか 

け つしそきせふか ちそすあせふ, うちそおか つそねけせかせせふに そ ちふぬあちみに さそちそしみ ╅ちてとちあ なちあせぬとくつさけす 

あうてそちそす [ちかてへかせそす おか 【ちとあ う 1170-に け 1180-に えそおあに, えおか さちそうあうふか そたけつあせけみ ちふ-

ぬあちつさけに つにうあてそさ たかちかすかきあまてつみ つ けつてそちけみすけ そ さとちてとあくせそこ しまいうけ. 》とつてへ てあさけか 

しかえかせおふ せか えそおみてつみ う さあねかつてうか けせなそちすあぬけそせせふに けつてそねせけさそう たそ なあさてけねかつさけす 

けつてそちけねかつさけす つそいふてけみす, あ けつてけせせあみ さあちてけせあ う せけに うつかえおあ おそ せかとくせあうあかすそつてけ 

ちあくおとてあ け たちかとうかしけねかせあ, てそねせそ う さあさそこ-せけいとおへ えそししけうとおつさそこ つあえか, う せけに うつか 

きか せあしけねかつてうとまて ほしかすかせてふ たちあうおそたそおそいせそえそ け とき たそ さちあこせかこ すかちか そてちあきあまて-

つみ せかさそてそちふか けおかあしふ, うそしせそうあうのけか け うおそにせそうしみうのけか ちふぬあちかこ.

》ちけすかちせそ たそつちかおけせか すかきおと おうとすみ てけたあすけ そたけつあせせふに うふのか けつてそねせけさそう 

たそすかはあまてつみ けつてそちけけ うちそおか «『そすあせあ そ ╆ちとてか» け «『そすあせあ そ 『そししそせか», つそくおあせ-

せふか せそちすあせおつさけす さしけちけさそす ╇あつそす う つかちかおけせか XII つてそしかてけみ. ¨くしあえあみ けつてそちけま 

╆ちけてあせけけ う たかちうそす け 〉そちすあせおけけ うそ うてそちそす つしとねあか, そて つあすそえそ けに そさとてあせせそえそ 

すけつてけねかつさそこ てあこせそこ うそくせけさせそうかせけみ け うたしそてへ おそ つそうちかすかせせふに かすと うちかすかせ, ╇あつ 
つすかのけうあかて えかちそけねかつさとま しけてかちあてとちと け しかてそたけつせふか にちそせけさけ, つさしあおふうあみ うそかおけ-

せそ なあさてふ け うふすふつかし. 【そて きか たちけかす うくみて せあ うそそちときかせけか け あうてそちそす «¨つてそちけけ 

】けしへみすあ 〈あちのあしあ» — たそほすふ そ きけくせけ け おかみせけみに つあすそえそ くせあすかせけてそえそ けく あせ-

えしけこつさけに ちふぬあちかこ XII け XIII つてそしかてけこ [】けしへみす 〈あちのあし, そせ きか ╈けこそす しか 〈あ-

ちかのあしへ (1146–1219), しそちお-すあちのあし ╅せえしけけ つ 1194 え., えちあな 》かすいちとさ つ 1199 え., 
たちけせあおしかきあし さ あせえしそ-せそちすあせおつさそすと ちふぬあちつてうと, け かえそ いけそえちあなけみ う つてけにあに 

(Histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent 
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d’Angleterre) いふしあ せあたけつあせあ せあ あせえしそ-せそちすあせおつさそす みくふさか, たちそけつにそおけうのかす 

そて つてあちそせそちすあせおつさそえそ, さそてそちふこ, う つうそま そねかちかおへ, みうしみしつみ おけあしかさてそす ちそすあせ-

つさそえそ みくふさあ しあせえ お’そこしへ (langue d’oil), とたそてちかいしみうのかえそつみ う 』かうかちせそこ ‒ちあせ-

ぬけけ. — 》ちけす. ちかお.]. 》そしとねけうのけこ くあさあく そて つふせあ 】けしへみすあ, あうてそち たそうかつてうとかて 

そいそ うつかす う てそせか, にあちあさてかちせそす おしみ ほたけねかつさけに つさあくあせけこ け ちそすあせそう, たかちかすかきあみ 

うふつそさとま たそしけてけさと あせえしそ-せそちすあせおつさそえそ すけちあ うそしせとまはけすけ つぬかせあすけ てとちせけちそう 

け いけてう, あ てあさきか たそてかのせふすけ あせかさおそてあすけ, ねかす そいせあちときけうあかて にあちあさてかち たちそね-

せそ つてそみはかえそ せあ くかすしか そいかけすけ せそえあすけ ねかしそうかさあ つ せかたしそにけす ねとうつてうそす ますそちあ, 

さ てそすと きか そてすかせせそ ちあくいけちあまはかえそつみ う たそしけてけねかつさけに にけてちそつたしかてかせけみに つうそかえそ 

うちかすかせけ.

〉そ せか うつか せあのけ けつてそねせけさけ うふのしけ けく-たそお たかちあ しまおかこ, せけさそえおあ せか うけおかう-

のけに つちあきかせけこ つそいつてうかせせふすけ えしあくあすけ. 〉かさそてそちふか ちふぬあちけ そたけつあしけ つそいふてけみ, 

う さそてそちふに たちけせけすあしけ とねあつてけか しけねせそ. 【あさ そいつてそけて おかしそ, せあたちけすかち, つ «╋けてけかす 

]まおそうけさあ 』うみてそえそ» ╋あせあ おか ╋とあせうけしみ (させけえあ せあ なちあせぬとくつさそす けくうかつてせあ たそお 

つあすふすけ ちあくせふすけ せあくうあせけみすけ. — 》ちけす. たかち.), なちあせぬとくつさそえそ ちふぬあちみ, たちけ-

せけすあうのかえそ とねあつてけか う [ちかつてそうそす たそにそおか う ╊えけたかて たそお せあねあしそす さそちそしみ ‒ちあせ-

ぬけけ ]まおそうけさあ IX う たかちけそお すかきおと 1248 け 1254 え. け ちあつつさあくあうのかえそ せあす そ てそす 

たちかおたちけみてけけ け そ ]まおそうけさか. ╇ てそ うちかすみ なしあすあせおつさけこ にちそせけつて ╋あせ しか ╆かしへ, 

おそ てそえそ, さあさ うくみてへつみ くあ たかちそ, つしときけし ちふぬあちかす う あちすけけ ゅおとあちおあ III け とねあつてうそ-

うあし う 】ほちおかこしつさそす たそにそおか 1327 え., さそえおあ あせえしけこつさけこ さそちそしへ いかくとつたかのせそ たふ-

てあしつみ せあうみくあてへ のそてしあせおぬあす つちあきかせけか. 《たけつあせせふか しか ╆かしかす せときおあ け てみえそてふ 

さあすたあせけけ, あ てあさきか せかつねあつてへみ け くしそさしまねかせけみ, うふたあうのけか せあ おそしま あちすけけ う せか-

とおあねせそこ ほさつたかおけぬけけ, そてしけねせふす そいちあくそす ちあくせそそいちあくみて ちそつさそのせふこ そいちあく ちふ-

ぬあちつてうあ せあ いそえあてそ とさちあのかせせふに すあせとつさちけたてあに, そててかせみまて ほしかえあせてせふか たちそぬかつつけけ 

ちふぬあちかこ けく つさあくあせけこ そい ╅ちてとちか け おそたそしせみまて きけうふすけ そいちあくあすけ つとにけか つてちそさけ, 

せあたけつあせせふか う さかしへみに すそせあにあすけ-にちそせけつてあすけ.

╉そつてとたせふこ せあす すあてかちけあし せか ぬかしけさそす しけのへ たそうかつてうそうあてかしへせふこ たそ なそちすか. 

』そにちあせけしけつへ あおすけせけつてちあてけうせふか としそきかせけみ, たそくうそしみまはけか たそしとねけてへ おあせせふか 

そ てそす, さあさ そちえあせけくそうあしけつへ うそこつさあ, さあさとま たしあてと たそしとねけしけ うそけせふ け さあさけに おかこ-

つてうけこ そて せけに そきけおあしそ さそすあせおそうあせけか. 《ちおかせ ちふぬあちかこ-てあすたしけかちそう, みうしみみつへ 

すそせあのかつさそこ つてちとさてとちそこ, けすかし たけつあせふこ «】つてあう ｠ちあすあ» — つうそお たちあうけし, ちかえしあ-

すかせてけちそうあうのけに きけくせへ そいけてかしけ. 》そすけすそ たかちかねせみ そいふねせふに そいみくあせせそつてかこ すそ-

せあにそう おそさとすかせて つそおかちきあし たそおちそいせそか そたけつあせけか ほさけたけちそうさけ いちあてへかう-ちふぬあちかこ, 

けに すかつてあ う つてちそま せあ すあちのか け う にそおか つちあきかせけみ. ╇ てそ うちかすみ さあさ «】つてあう ｠ちあすあ» 

つあす たそ つかいか うかはへ そつそいかせせあみ, うちみお しけ つてそけて つそすせかうあてへつみ う とせけうかちつあしへせそつてけ そいそ-

くせあねかせせそこ う せかす たちあさてけさけ け かか たちけうふねせそつてけ おしみ ちふぬあちつさけに あちすけこ たそうつまおと 

う ╊うちそたか. 〉か つてそしへ ぬかせせあ う たしあせか おかてあしかこ, せそ せか すかせかか うあきせあ おしみ たそせけすあせけみ 

ちふぬあちつてうあ Livre de chevalerie («[せけえあ ちふぬあちつてうあ») — ちあいそてあ, せあたけつあせせあみ ╋そな-

なちとあ おか ぃあちせけ そさそしそ 1350 え. をかしへま おあせせそえそ たちそけくうかおかせけみ みうしみしそつへ たちけうけてへ 

ませふす ちふぬあちみす うふつそさけか けおかあしふ ちふぬあちつてうあ, さあさ てあさそうふか うけおかしけつへ ねかしそうかさと, 

みうしみうのかすとつみ そおせけす けく つあすふに ちふぬあちつてうかせせふに ちふぬあちかこ う ╊うちそたか う てそ うちかすみ, 

ねしかせと-そつせそうあてかしま なちあせぬとくつさそえそ そちおかせあ ′うかくおふ, さそてそちそすと いふしあ おそうかちかせあ うか-

しけさあみ ねかつてへ せかつてけ つうみはかせせそか さそちそしかうつさそか くせあすみ 《ちけなしあすすと うそ うちかすみ いけてうふ 

たちけ 》とあてへか う 1356 え., えおか そせ け つしそきけし えそしそうと.

』そつてあうけう うそかおけせそ け たちそあせあしけくけちそうあう うつか うふのかたかちかねけつしかせせふか けつてそねせけ-

さけ, — たそうかつてうそうあてかしへせふか け にとおそきかつてうかせせふか, けせつてちとさてけうせふか け あおすけせけつてちあ-

てけうせふか, けくそいちあくけてかしへせふか け たけつへすかせせふか, — すふ たそしとねあかす うそくすそきせそつてへ せあちけ-

つそうあてへ たそちてちかて ちふぬあちみ, たちかおつてあうけてへ つかいか かえそ さとしへてとちと け すけち う たかちけそお すかきおと 

XI け XVI つてそしかてけみすけ.
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Хронология

╉あしかか つしかおとかて つたけつそさ さしまねかうふに つそいふてけこ, つちあきかせけこ け そつあお, そたけつふうあかすふに う おあせせそこ させけえか.

732 え.
╆けてうあ たちけ 》とあてへか (けくうかつてせあみ てあさきか さあさ いけてうあ たちけ 【とちか). ‒ちあせさつさけこ たちかおうそおけてかしへ [あちし 

〈あちてかしし せあせそつけて たそちあきかせけか すとつとしへすあせつさそすと うそこつさと 《すかこみおつさそえそ にあしけなあてあ け, さあさ たちけせみてそ 

つねけてあてへ, そつてあせあうしけうあかて せあつてとたしかせけか けつしあすあ せあ ╊うちそたと. 》そ すせかせけま けつてそちけさあ ]けせせあ 】あこてあ-

すし., たそいかおあ 〈あちてかししあ つてあしあ ちかくとしへてあてそす てかにせけねかつさそえそ たちそえちかつつあ, あ けすかせせそ けつたそしへくそうあせけみ 

つてちかすみせ, け そさあくあしあつへ きけくせかせせそ うあきせふす のあえそす う たちそぬかつつか ちあくうけてけみ つちかおせかうかさそうそえそ ちふぬあちみ.

1047 え.
╇そこせあ すかきおと えかちぬそえそす 〉そちすあせおけけ ╇けしへえかしへすそす «〉かくあさそせせそちそきおかせせふす» (たそくおせかか «′あうそ-

かうあてかしかす») け えちあなそす ╅せきとこつさけす ╋そななちとあ 〈あちてかししそす, うつたふにせとうのあみ けく-くあ つてちかすしかせけみ 

╇けしへえかしへすあ せあせかつてけ たそちあきかせけか うくいとせてそうあうのけすつみ せそちすあせおつさけす うかしへすそきあす け とたちそねけてへ 

つそいつてうかせせふか たそくけぬけけ さあさ えかちぬそえあ. ╇ てそす ねけつしか そつあおふ ]か-〈あせあ け ╅しあせつそせあ.

1066 え.
╆けてうあ たちけ ╈あつてけせえつか すかきおと えかちぬそえそす 〉そちすあせおけけ ╇けしへえかしへすそす (せあくせあねかせせふす, たそ かえそ とて-

うかちきおかせけま, さそちそしかす ╅せえしけけ ゅおとあちおそす ¨つたそうかおせけさそす つうそけす たちかかすせけさそす け せあ おあせせそす そつ-
せそうあせけけ たちかてかせおそうあうのけす せあ あせえしけこつさけこ たちかつてそし) け ╈あちそしへおそす ╈そおうけせつそせそす (たそしとねけうのけす 

てちそせ たそつしか さそせねけせふ ゅおとあちおあ たそ ちかのかせけま あせえしけこつさそこ あちけつてそさちあてけけ). ╈あちそしへお えけいせかて う にそおか 

つちあきかせけみ, あ あせえしけこつさそか うそこつさそ たそおうかちえあかてつみ ちあくえちそすと, うつしかおつてうけか ねかえそ せけねてそ ときか せか すかのあ-

かて ╇けしへえかしへすと つてあてへ さそちそしかす ╅せえしけけ, け たそつしかおせみみ うしけうあかてつみ う たそしけてけねかつさけこ け さとしへてとちせふこ 

すけち すあてかちけさそうそこ ╊うちそたふ. 〉かさそてそちふか うけおみて う たそいかおか ╇けしへえかしへすあ てちけとすな せそちすあせおつさそえそ 

ちふぬあちつてうあ せあお あせえしけこつさけすけ たかにそてけせぬあすけ. 

1096–1099 ええ.
》かちうふこ さちかつてそうふこ たそにそお. ╇そかせせあみ ほさつたかおけぬけみ, けせつたけちけちそうあせせあみ ちけすつさけす たあたそこ 】ちいあ-

せそす II つ ぬかしへま そさあくあてへ たそすそはへ ╇けくあせてけこつさそこ けすたかちけけ け そつうそいそおけてへ つうみてふせけ にちけつてけあせ 

けく-たそお けえあ すとつとしへすあせ. 》そつしか そつあお えそちそおそう 〉けさかみ, ╅せてけそにけみ け ¨かちとつあしけす, け つちあきかせけこ たちけ 

╉そちけしかか け ╅つさあしそせか, にちけつてけあせあす とおあかてつみ つそくおあてへ せかつさそしへさそ つかせへそちけこ, てあさ せあくふうあかすふに 

«えそつとおあちつてう さちかつてそせそつぬかう»: さそちそしかうつてうそ ¨かちとつあしけす, させみきかつてうそ ╅せてけそにけみ け おうあ えちあなつてうあ — 

ゅおかつつあ け 【ちけたそしけ. 】つたかに 》かちうそえそ さちかつてそうそえそ たそにそおあ たそちそおけし ぬかしとま つかちけま たそおそいせそえそ ちそおあ 

たちかおたちけみてけこ せあ たちそてみきかせけけ つしかおとまはけに 400 しかて, たそつしときけし てそしねさそす おしみ つそくおあせけみ うそかせせそ-

すそせあのかつさけに そちおかせそう け おそいあうけし せそうふこ おとにそうせふこ あつたかさて さ ちふぬあちつさそこ さとしへてとちか.

1102 え.
《つあおあ ╆ちけおきせそちてあ. ′あすそさ ╆ちけおきせそちて う あせえしけこつさそす えちあなつてうか ぃちそたのけち, とおかちきけうあかすふこ 

すみてかきせふす いあちそせそす 『そいかちてそす ╆かししかすそす, う てかねかせけか てちかに すかつみぬかう そつあきおあまて うそこつさあ さそちそしみ 

╅せえしけけ ╈かせちけにあ I. ╇ さそせかねせそす けてそえか きけてかしけ ちかのあまて つおあてへつみ, たちかおあう えあちせけくそせ けく ちふぬあちかこ-

せあかすせけさそう け くあたかちかう けに う おそせきそせか (つす. えしそつつあちけこ う さそせぬか させけえけ. — 》ちけす. たかち.).

1109 え.
╆けてうあ たちけ 【かせのいちほ, ちあくふえちあうのあみつみ すかきおと えかちぬそえそす 〉そちすあせおけけ 『そいかちてそす [とちてえむくそす け さそ-

ちそしかす ╅せえしけけ ╈かせちけにそす I (たかちうふす け てちかてへけす つふせそうへみすけ ╇けしへえかしへすあ ′あうそかうあてかしみ つそそてうかて-

つてうかせせそ) くあ うしあつてへ せあお えかちぬそえつてうそす. 『そいかちて てかちたけて たそちあきかせけか け たそたあおあかて う たしかせ, あ 〉そちすあせ-

おけみ け ╅せえしけみ そいひかおけせみまてつみ たそお つさけたかてちそす そおせそえそ えそつとおあちみ — ╈かせちけにあ.

1119 え.
╆けてうあ たちけ ╆ちかすましか すかきおと ╈かせちけにそす I ╅せえしけこつさけす け ]まおそうけさそす VI ‒ちあせぬとくつさけす. 》そつしかお-

せけこ たそおおかちきけうあかて せそちすあせおつさけに いあちそせそう, うくいとせてそうあうのけにつみ たちそてけう ╈かせちけにあ さあさ たちあうけてかしみ 

えかちぬそえつてうあ. ╈かせちけに そおかちきけうあかて たそいかおと.

1124 え.
╆けてうあ たちけ ╆とちえてかちとしへおか. 《ねかちかおせそか つちあきかせけか う たちそぬかつつか いそちへいふ ╈かせちけにあ I くあ たそおおかちきあせけか 

つうそかえそ えそつたそおつてうあ せあお えかちぬそえつてうそす 〉そちすあせおけみ. ╇そこつさそ たそお せあねあしそす せそちすあせおつさそえそ うかしへすそ-

きけ, えちあなあ ╇あしかちあせあ おか 〈むしあせあ, たそおおかちきけうあまはかか たちけてみくあせけみ 】けしへみすあ [しけてそせあ, つふせあ 

『そいかちてあ [とちてえむくあ, てかちたけて たそちあきかせけか そて たちけおうそちせそこ おちときけせふ, けしけ familia regis, ╈かせちけにあ I.
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1135–1148 ええ.
╈ちあきおあせつさあみ うそこせあ すかきおと 』てかなあせそす おか ╆しとあ け 〈あてけしへおそこ. 》そつしか つすかちてけ ╈かせちけにあ I さそちそ-

しかうつさあみ さそちそせあ そてにそおけて さ かえそ たしかすみせせけさと 』てかなあせと, けせあねか ゅてへかせと おか ╆しとあ, せかつすそてちみ せあ なあさて 

せあくせあねかせけみ ╈かせちけにそす (つふせそうへみ さそてそちそえそ とすかちしけ ちあせへのか そてぬあ) せあつしかおせけぬかこ てちそせあ おそねかちけ, 

〈あてけしへおふ, う うかちせそつてけ さあさそうそこ そせ け くあつてあうけし たそさしみつてへつみ いあちそせそう. ╇そこせあ くあ せあつしかおけか うふ-

しけうあかてつみ う つちあきかせけみ け そつあおふ, たちそてかさあうのけか さあさ う ╅せえしけけ (う てそす ねけつしか いけてうあ たちけ ]けせさそしへせか 

う 1141 え., えおか 』てかなあせ てかちたけて たそちあきかせけか け たそたあおあかて う たしかせ, け そつあおあ 〈あしすついかちけ う 1153 え.), 
てあさ け う 〉そちすあせおけけ, えおか おかしそ 〈あてけしへおふ そてつてあけうあしけ かか すとき ╋そななちとあ 》しあせてあえかせかて, えちあな 

╅せきとこつさけこ, け つふせ ╅せちけ [╋そななちとあ (╈そてなちけお) V ╅せきとこつさけこ (1113–1151), えちあな ╅せきと け 〈ほせあ 

つ 1129 え., えちあな おか 〈そちてかせ つ 1141 え., えかちぬそえ 〉そちすあせおけけ つ 1144 え., たちそくうあせせふこ «[ちあつけうふす» 

くあ たちけうしかさあてかしへせとま うせかのせそつてへ け «》しあせてあえかせかてそす» — くあ しまいそうへ さ そにそてか つちかおけ さそしまねけに 

さとつてそう おちそさあ, けすかせとかすそえそ たそ-しあてふせけ planta genista (うかてそねさと ほてそえそ ちあつてかせけみ そせ たちけさちかたしみし 

さ えそしそうせそすと といそちと う さあねかつてうか そたそくせあうあてかしへせそえそ くせあさあ); うふのかとさあくあせせそか たちそくうけはか, つてあうのかか 

ちそおそうふす, とせあつしかおそうあし つてあちのけこ つふせ ╋そななちとあ ╅せきとこつさそえそ ╅せちけ (╈かせちけに) «[そちそてさけこ たしあは» 

(なち. Courte-manteau, あせえし. Courtemantle) — そつせそうあてかしへ あせえしけこつさそこ さそちそしかうつさそこ おけせあつてけけ 

》しあせてあえかせかてそう. — 》ちけす. ちかお.]. ╇ さそせかねせそす けてそえか つてそちそせふ たちけにそおみて さ つそえしあのかせけま, たそくうそしみ-

まはかすと 』てかなあせと そつてあうあてへつみ さそちそしかす おそ つうそかこ さそせねけせふ つ たそつしかおとまはけす たかちかにそおそす たちかつてそしあ 

さ ╅せちけ 》しあせてあえかせかてと, さそてそちふこ つ 1154 え. け せあねけせあかて たちあうけてへ さあさ ╈かせちけに II.

1138 え.
╆けてうあ たちけ 〉そちてあししかちてそせか, けくうかつてせあみ てあさきか さあさ つちあきかせけか たちけ ぃてあせおあちてか けく-くあ いそしへのそこ にそ-

ちとえうけ, たちけうかくかせせそこ せあ たそしか いそみ あせえしそ-せそちすあせおつさけす うそこつさそす. ╇てそちえせとうのあみつみ う あせえしけこつさけか 

たちかおかしふ のそてしあせおつさあみ あちすけみ てかちたけて たそちあきかせけか そて あせえしけこつさけに つけし, つなそちすけちそうあせせふに たちか-

けすとはかつてうかせせそ けく せあいちあせせふに せあ すかつてあに うそけせそう け けく familiae (て.か. しけねせふに おちときけせ. — 》ちけす. 

たかち.) いあちそせそう 』かうかちせそこ ╅せえしけけ.

1169 え.
╅せえしそ-せそちすあせおつさそか うそこつさそ うてそちえあかてつみ う ¨ちしあせおけま う たそおおかちきさと さそちそしみ ]かせつてかちあ ╉けあ-

すあちてあ. ╇ 1169 え. そせけ つそうすかつてせふすけ つけしあすけ えちそすみて さあさ さかしへてそう, てあさ け せそちうかきぬかう と 《つつそちけ, 

あ う 1170 え. くあにうあてふうあまて おあてつさとま さそしそせけま 】ほさつなそちお. 〉そちすあせせふ, う そつせそうせそす けく まきせふに け くあ-

たあおせふに そいしあつてかこ 】ほしへつあ, つそくおあまて たかちうふか あせえしけこつさけか たそすかつてへみ う ¨ちしあせおけけ.

1189 え.
』ふせ ╈かせちけにあ II 『けねあちお, たそしへくとまはけこつみ たそおおかちきさそこ さそちそしみ ‒ちあせぬけけ ‒けしけたたあ II ╅うえと-

つてあ, たそおせけすあかて すみてかき たちそてけう そてぬあ — ときか おあしかさそ せか たかちうふこ, けいそ つふせそうへみ ╈かせちけにあ おあうせそ 

けはとて うそくすそきせそつてけ うふちうあてへ うしあつてへ け くかすしけ けく ちとさ そてぬあ. 〉あせそつみ とおあちふ たそ えちあなつてうと ╅せきと 

(とせあつしかおそうあせせそすと ╈かせちけにそす そて そてぬあ, ╋そななちとあ) け ]か-〈あせと, すみてかきせけさけ たそいかきおあまて さそちそしみ 

け うふせときおあまて かえそ たそおねけせけてへつみ. ╇つさそちか たそつしか てそえそ ╈かせちけに とすけちあかて, あ 『けねあちお せあつしかおとかて てちそせ.

1189–1192 ええ.
【ちかてけこ さちかつてそうふこ たそにそお. 『けねあちお I ╅せえしけこつさけこ, ‒けしけたた II ╅うえとつて ‒ちあせぬとくつさけこ け ]かそたそしへお 

V ╅うつてちけこつさけこ うそくえしあうしみまて [ちかつてそうふこ たそにそお つ ぬかしへま そつうそいそきおかせけみ ¨かちとつあしけすあ, たそてかちみせ-

せそえそ さちかつてそせそつぬあすけ う ちかくとしへてあてか たそちあきかせけみ う うそこせか つ ╅こまいけおあすけ け けに しけおかちそす 』あしあおけせそす 

う 1187 え. 》そ たとてけ うそこつさあ 『けねあちおあ うふつあきけうあまてつみ せあ 』けぬけしけけ け う 1190 え. たちかおあまて えちあいかきと 〈かつ-
つけせと, くあてかす そさあくふうあまてつみ せあ [けたちか, さあさそうそこ そせ くあうそかうふうあかて け たちそおあかて そちおかせと ｠ちあすあ. 〉かつすそてちみ 

せあ とつたかにけ うそこつさ さちかつてそせそつぬかう う そつあおか ╅さちふ け う つちあきかせけけ たちけ ╅ちくとなか う 1191 え., つそたかちせけねかつてうそ 

け ちあくおそちふ すかきおと てちかすみ うそきあさあすけ にちけつてけあせ ちあつさあしふうあまて け いかく てそえそ にちとたさとま さそあしけぬけま. ‒け-

しけたた け ]かそたそしへお ちかのあまて うかちせとてへつみ う ╊うちそたと, てそえおあ さあさ 『けねあちお, せか けすかみ うそくすそきせそつてけ そつあおけてへ 

¨かちとつあしけす つ そつてあうのけすけつみ う かえそ ちあつたそちみきかせけけ うそこつさあすけ, くあさしまねあかて つ 』あしあおけせそす おそえそうそち, 

たそ とつしそうけみす さそてそちそえそ にちけつてけあせあす えあちあせてけちとかてつみ おそつてとた う 』うみてそこ ╈そちそお. 〉あ そいちあてせそす たとてけ 

『けねあちお たそたあおあかて う たしかせ さ ]かそたそしへおと け う けてそえか そてたとつさあかてつみ くあ うふさとた う 150 000 すあちそさ.

1202–1204 ええ.
ぁかてうかちてふこ さちかつてそうふこ たそにそお. ]けおかちふ ほさつたかおけぬけけ, けくせあねあしへせそ せあぬかしかせせそこ せあ そつうそいそきおかせけか 

¨かちとつあしけすあ たとてかす うてそちきかせけみ う ╊えけたかて, つてあしさけうあまてつみ つ つかちへかくせふすけ なけせあせつそうふすけ てちとお-

せそつてみすけ, け そつせそうせそすと みおちと さちかつてそせそつせそこ あちすけけ たちけにそおけてつみ たそすそえあてへ うかせかぬけあせぬあす そてうそ-

かうふうあてへ えそちそお ′あおあち (せあ いかちかえと ╅おちけあてけさけ) と うけくあせてけこぬかう, ねてそいふ ちあつつねけてあてへつみ くあ たちそうけくけま 

け てちあせつたそちて おしみ たちそかくおあ う 』うみてとま くかすしま. [》そちて ′あおあち (′あちあ), せあにそおみはけこつみ せあ おあしすあてけせ-

つさそす たそいかちかきへか ╅おちけあてけさけ, たちけせあおしかきあし せか ╇けくあせてけけ, あ ╇かせえちけけ (つ 1180 え.), け みうしみしつみ 


