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I	 フランク-イタリア語版	(F)	

 

	 1  写本  fr.1116 

 

マルコ・ポーロのフランス語写本は、私の知る限り 20である１）。

そのうち15は今は失われた同一のテクストから派生しているが、そ

こではポーロの作品はとりわけ言語的観点からして著しく手を加え

られており、したがって一まとめに分けて検討されるべきものであ

る。［残りのうち］二つはフランチェスコ・ピピーノFrancesco  

Pipinoのラテン語版の単なるフランス語訳であり、ピピーノ・テク

ストの諸版の中に置かれるべきものである。もう一つは一カタルー

ニャ語版からのフランス語訳である。残る二つが執筆者のオリジナ

ル言語、すなわちこれから詳しく見てゆくごとく、イタリア語の語

彙と語形がひどく入り混じり、その個人独特のものがいっぱい持ち

込まれていて、まさしくフランスの言語で執筆していた千二百年代

イタリアの作家のフランス語が全面的に放棄されていない唯一のも

のである。パリ国立図書館（BNF）の写本 fr.1116 （旧7367）と、大

英博物館のコットン手稿Otho D 5に挿入されている断片がそれで

ある。  

	 写本 fr.1116は、小型フォリオ版、220×305mm、羊皮紙、14世紀始

めの数十年、職業写字生、明らかにイタリア人、の手になるもので

ある。芸術的価値はないが、筆跡の規則性と赤とコバルトブルーで

交互に色づけられた各章の 初の大文字の丁寧な仕上げが、稿本に

優雅な簡潔さの趣を添えている。本文を書いたのと同じ手になる

初の3葉には、見出しの一覧がある。第4葉から第111葉までに作品全

体が含まれ、2欄組み、1欄ほぼ34行である。文中の章題は、丁寧さ

の落ちる別の手になる。第82葉表［Ch.174マアバル］に、若干後年
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の手で欄外に付記――  qui diviça quine uve lo chor di sancto  

tomeo＜ここに聖トマスの遺骸の［ある］ところ［？］について語る

＞２＊  ――  があり、それがこの写本がイタリア、ほぼ確実に中部、

からのものであることを証している。２）  

	 この作品は、1518年にはブロワ王立図書館に所蔵されていた可能

性が極めて高い。３）   

	 1824年［フランス］地理学会は、この写本の印刷でもって『旅行

記回想録集』Recueil de voyages et de mémoiresの刊行を開始した。

それはポーロ研究にとって画期的なものとなった出版であったが、

その中には余りにも頻繁に転記と解釈の誤りがあり、部分的にメオ

ンMeonの助けを借りた編者ルー J.B.G.Roux de Rochelleに文献学の

知識が余りにも乏しかったことを示している４）。1863年にはバルト

リA.Bartoliが、千三百年代の無名氏によるトスカナ語訳を刊行した

さい、そのトスカナ語訳に欠けていた64章をこのルーのテクストか

らとって付録として再版した。彼の版には、いくつか正しい訂正も

あるが、新たな誤りもいくつか持ち込んだ５）。 1882年には、第 2章

から第13章までがリャンRiant伯によって再版された。二カ所の訂正

が、彼が原写本に当たったことを示してはいるが、彼に対しても  -

-  あるいはその協力者に対しても  --  我々がバルトリに対して下し

たのと同じ判定が繰り返されねばならない。６）  

	 ルーの刊本は、マーレイMurrayの英語版に主底本として用いられ

た７）。 1847年にはラザリV.Lazariがこの地理学会の刊本をイタリア

語に訳したが、総じて芳しいものとはいえず、いささか大胆な解釈

で何カ所か省略している８）。このテクストはまた、「現代フランス

語訳され、あるいは少なくともいかなる読者にも何苦労なく読める

よう手直しされて」、シャルトンEdouard Chartonによって『古今の

旅行家』Voyageurs anciens et modernes  の第2巻 (Parigi,1855,pp.256-

440)に収められたが、しかし実際にはひどく損なわれ、余りにも頻

繁に誤解されている。底本としては別のものを採用しているが、ユ
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ールH.Yule大佐もその英訳に同テキストを利用した。９）  

 

図 2	 F：BNF Fr.1116, f .4r（ 初のページ）  
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	 2  ルスティケッロ・ダ・ピーサ    

 

同書の第 1章にあたる冒頭の説明には、その旅の驚くべき事ども

を retraire＜語る＞ことが、マルコからジェノヴァの監獄で同囚だっ

たさるRustaciaus de Pise＜リュスタショー・ド・ピズ＞なる者に委

ねられた、とある。  

Le quel puis, demourant en le chartre de Jene, fist retraire toutes 

cestes chouses a messire Rustaciaus de Pise, que en celle meisme 

chartre estout, au tens qu'il avoit MCCXCVIII anz que Jesucrit  

nesqui. 

  	 「彼はまた、ジュヌの獄にあったとき、これらのことを全て同

じ獄にあったリュスタショー・ド・ピズ殿に語らせた、時にイ

エス・クリスト生誕1298年のことであった。」  

	 この名前については、それだけを切り離して考えるとnもuも共に

正しいから、その読みはあいまいである。この作品の執筆者の名前

が挙げられている他の僅かな写本は四つの家族のみに属し、そのど

れもがそれぞれ異なるフランク -イタリア語写本を祖本としている。

今は失われたあるフランス語改訂版［グレゴワール版］に由来する

一大グループでは、十の写本でRusta pisanとある（ロワィアル図書

館  19 II 1 のRosta pisan およびアルスナル図書館 cod.3511の  Ri- 

chard pisan は、疑いもなくこの読みの単なる異形である）。これは、

改訂者がRustaciausまたはRuctacians de Piseを読めず、おそらくそ

れをRustapisan de Piseの間違いと解し、そこからRustaという形がで

き、さらに de Piseが落ちていったものであることは明らかである。

現在、五つのトスカナ語写本［TA］と、今は失われたあるトスカナ

語稿本から訳された一つのラテン語版［LT］によって代表されてい

る も古いトスカナ語訳のグループでは、我らの主人公の名前は二

つのテクストに残っているだけである。すなわち、Rusticoとあるパ
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リ国立図書館 ital.434と、Rustichelum civem pisanumとある同図書館

写本 lat.3195である。これは、写字生にとっては通常の名前を縮小形

に替えるより縮小形を普通の名前に戻すほうがより簡単であること

からして、その元の版にRustichelloとあったことを示している。奇

妙な誤りのある後世のコピーだが重要な一家族［V］を代表してい

るソランツィァーノ写本ではReustregieloとあり、これは元のRusti- 

cheloの変形したしかし明らかな反映である。そこからもう一つのト

スカナ語家族［TB］と一ラテン語版［LB］が派生することになる広

く普及したヴェネト語訳［VA］では現にRustazoとあり、ラテン語

テクストのBostazoとそれから由来するトスカナ語グループのResta-

zoはそれに対応している（キジ図書館M VI 140のmessere statioとシ

エーナ断片のmessere stacioは、明らかにRestazoの 初の reがmesse-

re＜殿＞の短縮形と誤ってくっ付いたところから生じたものであ

る）。すなわち、おそらくこのヴェネト語の改作者は、不可解な  

RustaciausのうちRustacioとだけ解読できたのであろう。 1 0）  

	 以上が、マルコの同囚の名前が記されているポーロの作品の諸写

本から明らかになる僅かなことである。一方、手稿本の大部分がそ

の沈黙でもって我々に証しているのは、写字生たちがこの見慣れぬ

人名を解読できなかったということだけである。しかし、第一のト

スカナ語テクスト［家族］とソランツィァーノ写本が、フランク -

イタリア語テクストのRustaciausの前におそらくRustichel loとあっ

たことを証言している。  

	 ところでこのポーロの同囚は――これからじっくりと見て行くご

とく――ある騎士物語の広く普及した編纂物の結構知られた作家、

いわゆる「リュシティシャン・ド・ピズ」Rusticien de Piseと同一

人物であると正しく同定された。しかしながら、Rusticien（イタリ

ア語Rusticiano）はより近代的なスタイルのより新しい諸写本に現れ

る形――より後世のテクストに基づいた千五百年代始めの印刷本が

広めた形――であり、それに対して私の知る限り［彼のものとされ
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る騎士物語の］現存テクストのうち も古いものであるパリ国立図

書館写本 fr.1463には、RusticiausまたはRusticiansの形が二度出てく

ることを見て取らねばならない。３＊  

	 写本 fr.1463によって証言されているこの形から我々は、当時のゴ

チック小文字で aと iの交換が実に頻繁に起こっているかのフランク

-イタリア語写本［F］の問題の形を訂正することができる。さらに

Rustichelloというのが、トスカナおよびヴェネトの翻訳者がフラン

ク -イタリア語の元の名前に対応させた形であることを見れば、また

fr.1463と fr.1116のフランス語の -iausは通常イタリア語語尾 -elloを写

すのに用いられた語尾の一つであること（ isniaus, ostiaus, oisiaus, 

chastiaus, biaus等参照）を考えれば、これはRusticiausと読むべきで

あること、ならびにそれがイタリア語Rustichelloの単なるフランス

語訳であることが、十分明らかに導き出される。RusticiausがRusti-

ciansと読まれ、さらにRusticienと近代的な形に変わったのである。

とまれ、Rusticien および  Rusticiano なる形は我々の文学史から姿

を消すべきである、と私は考える。  

	 我々の結論は、Rusticiano＜ルスティチァーノ＞なる名は13世紀の

ピーサの住民台帳には全く見当たらないのに対して、Rustichello＜

ルスティケッロ＞という名は結構多いことからも確認される。 1 1）  

	 写本 fr.1116では、今やRusticiaus de Pise と読むことのできる名前

の前に、messire＜殿＞の称号が付いている。しかし同書の別の箇所

では、作者は自分のことにmaistre＜師＞という称号を採っており、

また fr.1463および私の知る別のアーサー王物語ものの写本で、リュ

スティショーが自分に認めている唯一の称号はmaistreである。おそ

らくmessire は、転記者の単なる間違いであろう。  

	 この、1271年頃からアーサー王物語の翻案者であり、1298年にジ

ェノヴァの囚人であった――彼がその作品中で、あるいは少なくと

もそれの今に伝わっている部分において、我々に提供する年代上の

データはこの二つだけである――maestro Rust ichel lo da Pisaにつ
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いて、私の調べた限りでは、トスカナあるいはジェノヴァの古文書

庫にはその生涯をより正確にできるようなものは何も発見できなか

った。RusticoおよびRustichelloが姓として多く用いられ、また姓に

は滅多に家の名が一緒に使われない―― 大限父親の洗礼名――時

代のことであるにもかかわらず、当時のピーサの記録はその頃公証

人のまるで一大家門のようなものがあった観を呈しており、その中

にグィードGuidoとルスティケッロRustichel loが極めて頻繁に現れ

る。中でも公証人Guidoの父＜Magister Rustichellus＞なる者がおり、

彼は 1284年からの公文書では quondam＜故＞となっている。我らの

作者がこの家系に属していた可能性はあるが、今に伝わっているデ

ータだけからは、今日ではいかなる同定も一切不可能である。 1 2）  

  ルスティケッロについての、一定の価値を認めることのできる証

言は二つしか残っていない。第一は、我々が今論じている写本の、

前に引用したごく限られた言明である。第二は、彼の名のもとに何

度か再版された、様々な題名と様々な長さの騎士物語ものの序文で

ある。  

	 前に引いたFの文章から引き出せるのは、ルスティケッロがマル

コの書に協力したということと―― re t ra i reという言葉にいかなる

正確な意味を与えるべきかはすぐ後に見る――それが起こったのは

二人が1298年にジェノヴァ人の捕虜だったから、ということだけで

ある。短いとはいえない長さの作品の作成が可能だったことからし

て、その投獄は結構長く続いたに違いないこともそれから引き出す

ことができる。しかし en le chartre de Jene＜ジェノヴァの獄で＞と

いうのが、一般的な表現なのかそれとも特定の同じ場所を指すのか

は我々には分からない。その年ジェノヴァには、メローリァの戦い [1

284年 ]で捕虜となった 8, 9千のピーサ人のうち多くの者がまだ生き

ていた。16年後［ジェノヴァ］共和国が彼らを祖国に返すことを決

定した1300年には、千人くらいだったろうか。ピーサ人ルスティケ

ッロもそれら生き残った者たちの中にいた可能性は排除できない。
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ピーサ人捕虜たちは特別の集団を構成していた。1288年9月17日のあ

る遺言状は、「ピーサ人の獄にいる」ピーサ人捕虜のための「食糧

用に20ソルド」の遺贈を含んでいる。特別の監獄を思わせる興味深

い文言である。1 3）もしルスティケッロがメローリァの敗者とともに

投獄されていたのなら、マルコのようなヴェネツィア人を同囚に持

つことは、特別扱いされぬかぎり――それは有り得ることだが――

起こり得なかったであろう。４＊  

	 騎士物語の編纂が我々に提供することのできる情報については、

マルコの書以外には、その信憑性が疑い得ないものであるところの

ルスティケッロの唯一の文学活動は、すでに引用した写本 fr.1463に

よって証言されているものだけであることを忘れてはならない。そ

れは、他のさらに広範なものを含む諸版に対して、それ自体一つの

家族を構成している。またそれは、全ての中で も古いものである

（13世紀末）。ルスティケッロのもう一つの作品である［マルコ・

ポーロ］『旅行記』Viaggiのフランク -イタリア語版に、言語的によ

り近いのもそれである。膨大なトリスタンものの中に分け入って道

をつけようとし、その fr.1463と、ルスティケッロの名の下にさらに

たくさんの題材を抱え込んでいるパリ国立図書館の fr.340と355のよ

うなテクストを比較対校して検討したルーゼスLösethは、その作品

の残りと必ずしも調和しない非常に長い断片である『パラメード』

Palamedeの 初の部分全体を、はっきりと明らかな改竄と認められ

てもよいと考えている。その改竄そのもの以外にそれら二つの写本

［ fr.340, 355］が fr.1463よりも余分に含む残りについても、彼はあ

えてはっきりとルスティケッロのものとは断言せず、彼のものかも

知れないと述べているだけである 1 4）。したがって私は、より後世の

より広範なテクストにのみ含まれているものから離れれば、ルステ

ィケッロについて貴重で信頼に値するのは、より古くより単純な版

［ fr. 1463］が我々に語っていることである、と考える。私が言って

いるのは、『ギーロン』Guironの刊本の冒頭にある序文のことで、
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それをここに fr.1463から再録しよう。  

Et sachiez tot voirement que cestui romainz fu treslaités dou livre 

monseingneur Odoard li roi d'Engleterre a celui tenz qu'il passe  

houtre la mer en service nostre sire Damedeu pour conquister le  

saint sepoucre. Et maistre Rusticiaus de Pise, li quelz est imaginés

desovre, conpile ceste Romainz, car il en treslaite toutes les tres  

mervillieuse novelles qu'il treuve en celui livre et totes les grein- 

gneur aventures. Et traitera tot sonmeemant de toutes les granz  

aventures dou monde, mes si sachiés qu'il traitera plus de mon- 

seingneur Lanceloth dou Lac et de monseingneur Tristan de Leo- 

nois, [le fiz au roi Meliadus de Leonois,] que de nul autre, por ce

que san faille il furent li meillor chevalier que fussent a lour  

tenz en terre; et li  maistre en dira de cist deus plusor chouses et 

plusor battailles que furent entr'aus que ne trueveres escrit en tre- 

stous les autres livres pour ce que li maistre le trueve escrit eu  

livre dou roi d'Engleterre.1 5 )  

「この物語は、イギリス王オドアール卿が我らが主なる神に仕え

て聖墓の征服に海の彼方にお渡りになったおり、その書物から訳

されたものであることをとくとご存じありたい。上にその肖像の

掲げてあるリュスティショー・ド・ピズ師がこの物語を編んだの

だが、つまり彼はその書に見い出したいとも驚くべき話と偉大な

冒険を全て訳したのである。また彼は、世界の大冒険を全てごく

かい摘んで語るが、しかし他の誰よりもラックのランスロ卿と、

［レオンノワのメリアドゥス王の息］レオンノワのトリスタン卿

についてより多く語ることをご存じありたい。なぜなら、彼らは

疑いもなく当時この世におわした 高の騎士だったからである。

また師は、これら二人について、彼らの間であった他のいかなる

書にも書かれていない多くのことと多くの戦いについて語るで

あろう、というのも、それらがイギリス王の書物に書かれている
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のを師は見い出したからである。」  

	 その巻の 後に、作品全体のフランス語とははっきりと異なるよ

り古風な別のフランス語で、きっとその「エドワードの書」のもの

であったと思われる、また充分にそうで有り得るエピローグがつけ

られている。作者はそこで、自分がエリー・ド・ボロンHelys de B

oronという名であること、その作品に対して光栄にもイギリスのヘ

ンリーから高い評価を賜ったことに恩義を感じていること、王自身

から「とても楽しめたこれのように」、続編を書く仕事を与えられ

たこと、を述べている。それで彼は、大変な労苦から少し休み、「こ

の冬の非常な寒さ」が過ぎて4月の快い季節になったれば、ただちに

それに取り掛かることであろう、と。ルスティケッロのプロローグ

とエリーのエピローグは、こうしてうまくつながることになる。ル

スティケッロの言っているその原典を正確に突き止めること、アー

サーものの混沌とした寄せ集めの中でのエリー・ド・ボロンの役割

を明確にすること、それはきっと悦ばしいことあろう。しかし、目

下のところ彼の具体的な人となりが我々につかめない以上、この

我々の無知が、かつてなされたごとく、エリー・ド・ボロンは全く

の空想の産物であると断定するための十分な論拠となり得るかどう

か、私は知らない。ヘンリー2世の「取り巻き」の中に、ルスティケ

ッロの書がその改作であり抜粋であるかもしれないところの一アー

サー王物語集の作者エリー・ド・ボロンなる者がいた、ということ

を受け入れるのに困難はない。そのエリーの作品が、そのパトロン

の孫［エドワード1世］によって所有され広められることになったと

て驚くことはない 1 6）。本当にもし、一般に言われるごとく、エドワ

ードが武術や騎士道に途方もなく熱狂的だったのなら、こうした書

物が好きだったとしてもうなずけよう。ルスティケッロの改作版は、

元のもまた撃ち交わす剣の「斬り合い」の連続でしかなく、そこで

は戦いのスタイルとテクニック、そして騎士階級の遍歴が支配的な

要素であったことをうかがわせる。どのような形でまたどのような
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経緯で、かのイギリス皇子の所有になる本がルスティケッロの手に

渡ったのか。それが起こったのは、イギリス皇子がオリエントに出

かけたときのことであったという事情が、すでに読者のこの好奇心

に応えるものとなっている。しかしそれから引き出せるのはただ、

有り得ることとして、ルスティケッロがイギリスに住んでいなかっ

たこと、皇子その人に仕えていなかったことだけであり、これは充

分な説明として我々に思い出さすよう、彼が忘れずに残した二つの

ことかも知れない。彼はイギリスのエドワードに仕えていた――12

70年皇子が諸侯や高位聖職者の大部隊とともにテュニジアの城壁の

下で聖王ルイの軍に合流し、ついでシチーリァそしてオリエントへ

と向かった時同行し、さらに英国の宮廷で王に仕えた 1 7 )  ――と一人

ならずから主張されたが、先に引いたプロローグはもちろんそうし

た断定の十分な根拠とはなりえない。別の者たちによると、巡礼の

使命を果たすべくシチーリァを離れるに当たって、エドワードは携

えていた円卓騎士の物語をシャルル・ダンジューのもとに預け、一

方ルスティケッロは、あるいはこのシチーリァ王［シャルル・ダン

ジュー］に仕えていたか、あるいは少なくともエリー・ド・ボロン

のもののごとき貴重な写本を借りられるほど王と良好な関係にあり、

それで「あるいはシチーリァ王の命により、あるいは単にその許し

を得て、我らがリュスティシャンはそれを急いで全部読み、ことご

とく短縮し、すっかり編み直した」に違いない、と 1 8 )。これらの仮

説もしかし、問題の文章の残念ながら控えめな意味を余りにも越え

ている。あの文でルスティケッロは、自分の仕事の発端と目的を明

らかにしようとしただけである。読者――あるいは少なくとも彼の

読者――にはまだ知られていないが、彼がイギリス王の所有になる

版で知った一冊の本の中に、遍歴の騎士一般、とりわけトリスタン

とランスロにまつわる数々の驚くべき冒険が物語られており、その

多くはまだ他のどの作家によっても語られていない。彼はそれを要

約して「書き直し」た（ここで用いられている、また一見彼が目の
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前にラテン語のテクストを前にしている振りをしていることを思わ

せうる treslaiter＜訳す／翻字する＞という言葉は、その原本のフラ

ンス語と自分がそれを移し変えようとしている言語との違いから彼

の念頭に浮かんだものか、それとも conpiler＜編む＞の単なる同意語

である）。彼の要約にはその手本の題材が全て移されるわけではな

く、彼にとってとりわけ偉大と思えた冒険だけである、と。  

	 ルスティケッロの伝記を組み立てようとする時その要素となった

のは、より後世のより広範な材料を含む写本にみられる、全く信憑

性のない他の陳述のこだまである。我々は、 fr.1463がエリー・ド・

ボロンの 初の編纂から取られたものであり、それには「続編」が

あるに違いないことを見た。事実、その「続編」は欠けることはな

かった。その 初にくるプロローグは、前に引いたエピローグには

っきりと呼応している。すなわち、いい季節がやって来た、騎士的

で気前のいい王との約束は現実のものとなり得る。かほどの成功の

栄誉に輝いた 初の作品（ヘンリー王はすでに彼に城を二つも贈り、

「騎士たちがフランス語で話していたあらゆるところで、‘彼のも

の’が‘彼の’時代に人々の間に広まっていた他の全てのフランス

ものに立ち勝って優れており、讃えられた」）、それは新たな書『パ

ラメデス』Palamedesの中にそれにふさわしく完成を見るであろう。

この第二部が、それに我らがルスティケッロが関わっておろうとお

るまいと、誰か急ぎ仕事の写字生によって、彼が要約した第一部に

付け加えられたとしても、それは自然なことだった。ルスティケッ

ロのプロローグとエリーの新たなプロローグは共に一つの巻に入る

ことになって、その作品自体の真の著者をめぐる何らかの不確実さ

を生み出さずにはおかなかった。千五百年代の始め、出版者ガイヨ

Gall iot  du Préはかのピーサ人とエリーとのどちらかを選ばねばな

らぬはめとなったが、彼には真の編者はもちろんその名が本の 初

のページに出ている方だと思われた。哀れエリーは姿を消した。彼

の［続編の］プロローグは残されたが、エリーの名の前にある je<
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私>を消し、エリーの名の後に続く部分全部がルスティケッロのこ

とになるよううまく切断した。一体なぜルスティケッロがロベル

ト・ディ・ボロンRoberto di Boronの忠実な武友となったのか 1 9 )、一

体なぜイギリスのヘンリーが彼に二つの城を贈ったと断言されるに

至ったのかが 2 0 )、こうして説明できる。それらは、ルスティケッロ

ではなくエリーのことなのである。  

  きっと今示したようなのに似た恣意によって、それの も広範な

編纂ものの 後に再びルスティケッロの名が表れ、そこではエリー

かそれともルスティケッロの作品を続けて書いた名の知れぬ量産作

家が、自分の作品が年代的に前後したことを謝っている。  

Ci fine maistre Rusticien de Pise en loant et en ringratiant le pere

 et le filz et le saint esperit et .I. meismes dieu filz de la benoite

 vierge Marie de ce que il  m'a donne lieu et temps force et sens 

de mener a fin si haulte et si noble matiere comme est ceste dont 

j 'ay traittie en mon livre de tant de nobles preudeshommes dont  

j 'ay les fais et les proesces recitees et recordees en mon livre. Et 

s'aucuns me demandoit pourquoy je ay parle en mon livre de Tri- 

stan avant du roy Meliadus son pere, je respons que ma matiere le

 requeroit, car je ne puis pas avoir mises toutes mes paroles en  

ordre pour les intervalles qui avenoient entre deux fais. Et pour ce

 que cest livre n'est mie propement d'une seule personne fait, ne il

 n'est tout de Lancelot du Lac, ne il n'est tout de Tristan, ne tout

 du roy Mediadus, ains est de plusieurs histoires et de pluseurs  

croniques dont je les ay extraites et conpillees a la requeste du  

roy Edouart d'Engleterre, sicomme il est contenu au commencement

 de mon livre, et cest livre est appellé Meliadus por ce que le roy

 Meliadus fist plus de nobles fais a cellui temps que nul des autre

s chevaliers de qui nous avons parlé.2 1 )  

「ここにリュスティシャン・ド・ピズ師は、本書においてその事
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績と武勲を物語り想起したかくも多くの貴顕について、この書に

おいて物語ったこれのごとき、かくも高く貴い題材を終わりまで

導く所と時、力と情を授け給うたことに、父と子と精霊、そして

優しき童貞マリアの子たる唯一なる神を讃えかつ感謝申し上げ

つつ、ここに筆を擱く。もし誰方かが、本書においてその父メリ

アドゥス王より先にトリスタンのことを語ったのは何故かとお

尋ねになるならば、私の題材がそれを必要としたからだとお答え

しよう。というのも私は、それら二つの間にあった隔たりのため、

私の言葉を全て順序だてて並べることができなかったからであ

る。また、本書は全くただ一人の人物についてなされたものでは

なく、全てラックのランスロについてでも、全てトリスタンにつ

いてでも、全てメリアドゥス王についてでもなく、本書の 初に

述べたごとく、イギリスのエドゥアール王の求めにより、私がそ

こから抽き出して編んだ多くの物語と多くの年代記からなされ

たものだからである。また本書がメリアドゥスと呼ばれるのは、

その当時メリアドゥス王が、ここに語った他のどの騎士たちより

も多くの高貴なことをなしたからである。」	  

	 この箇所にすっかり信を置いたがため、これがエピローグとなっ

ているそのカオス的な編纂物全体がルスティケッロの作と考えられ

た。これによると、ルスティケッロははっきりとエドワード王から

依頼されて、前からあった編纂物のハイライトとなる場面を要約し

ただけでなく、様々な年代記や物語を利用して自分のものもつけ加

えたことになる。かくしてそれは彼個人の業績と認められることと

なった 2 2 )。しかし、我々の認識の現状では、これに関しては 大の

留保が必要のように思える。ルスティケッロについて語るとき、い

まだにこの問題を覆っている闇がすっかり晴れてしまうまでは、 fr.

1463に含まれていないものについてはなんであれ慎重でなければな

らない。したがって、今までに彼についてなされた一般的な判定は

全て捨てるか、疑ってかかってしかるべきである。あの嫌疑をかけ



 - 16 - 
 

られている例の編纂物とは彼はなんの関係もないかもしれない以上、

彼のは「円卓もの全ての中で も出来が悪い」とか、『ギーロン・

ル・クルトワ』Guiron le courtoisは彼によって「まさにずたずたに」

された（P.Paris,  op.cit. ,  II,358）といったことを繰り返すのを続け

ない方がよい。また同じ理由から我々は、愛のためではなく騎士的

礼儀のために戦う騎士として、トリスタンよりメリアドゥスの方が

賞賛されているというその純真な謹厳さ故に、フランス的でない精

神だ（ ibid., III,64）、と彼を非難したりしないであろう。それにし

てもこれは、 高の誉れはまさしく も純粋なものにこそ授けられ

るべきはずのこのような題材においては、奇妙な非難だと言わねば

ならない。また、彼がランチッロット［ランスロ］とジネヴラの恋

に黙していることから、哀れなフランチェスカは善良なルスティケ

ッロによって削除されたテクストを読んでいたなら恋に陥らなかっ

ただろう（ ibid., III,60-1）５＊、といった非難も同様である。おそら

くエリーのテクストにおいてすでに黙されているのであろう。また、

彼の話は相互によくつながっていず、それが属する領域に充分に絡

まっていないといった非難（ ibid . ,  III,57-8）も、我々は彼に投げつ

けることはできない。ルスティケッロはおそらく単なる要約者であ

り、［自分は］選んだだけだと告白している。彼の知性の乏しさを

示すために、例の『メリアドゥス』の彼のものとされるエピローグ

が何度となく繰り返されるが、「私は私の材料がそれまで知られな

かったと答えよう。なぜなら私は、私の言葉を全て順序よく並べる

ことができなかったからである」なんぞと、まったくもって冗談と

言った方がいいようなひどい読み方をしておきながらである 2 3 )。あ

のエピローグが誰のものかについては疑義の認められることは、

我々はすでに見た。  

  伝記的観点からは結論として、1820年にジェンギュヌGingueneが

『フランス文学史』Histoire litteraire de la France第 15巻で書いた

と同じように、ルスティケッロについては「その人物もその生涯も
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何も分からない」というのは、残念ながら本当である。百年後、優

れた中世学者ラングロワCh.-V.Langloisも同書の第35巻で、彼につい

て同じ言葉を繰り返すほかなかった。我々は、我々によって明らか

にされたことが、古い過ちや空想的な憶測の余地をなくさせ 2 4 )、研

究者に何らかの確実な記録の発見を容易にさすことを望むものであ

る。  

 

	 3  マルコの書への彼の協力  

 

マルコの同囚とエリーの要約者が同一人物であることは、疑いな

いこととして我々はすでに認めた。二つの書の序文の極めて密接で

決定的な対応性は、ずっと以前から指摘されてきた。  

R：Seigneur enperaor et rois et princes et dux et quenz et baronz, 

civalier et vauvassor et borgiois et tous les preudome de ce monde

que aves talentz de delitier voz en romainz, ci prenes ceste, et le 

feites lire de chief en chief; si i troveres toutes le granz aventures

 .... 

「帝に王、君に公、伯に男、騎士に陪臣に紳士の殿方、それに物

語を楽しむ才をおもちのこの世の御方は誰あれ、これを手に取っ

て隅から隅まで読ませて下され。さすればそこに大いなる冒険を

全てご覧になるでありましょう･･･。」  

M：Seignors enperaor et rois, dux et marquois, cuens, chevaliers et 

borgiois, et toutes gens que voles savoir les deverses jenerasions  

des homes e les deveresites des deverses region dou monde, si  

prennes cestui livre et le feites lire. Et qui trovereres toutes les  

grandismes mervoilles .... 

「帝に王、公に侯、伯、騎士に紳士の殿方、それに世界の様々な

種類の人間と異なる諸地のことをお知りになりたい御方は誰あ

れ、この書を手に取って読ませて下され。さすればそこに大いな
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る驚異を全てご覧になるでありましょう･･･」［§1］６＊  

	 これら二つの書き出しの否定すべくもない類似性ゆえ、同一の名

前が付されていることも加えて、この二人の著者の同一性について

真剣に論議することは一度も行われてこなかった。 2 5 )  

	 編者が同一人物なのだから、ルスティケッロの作品とマルコの書

が文体的に一致するのは当然だ、と研究者たちが考えていたのは明

らかだった。ポーチェは、ルスティケッロの名の下に出版されてい

た作品――『宮廷人ジローネ』Girone il  Corteseと『レオンノワの

メリアドゥス』Meliadus de Leonnois――を調べてみたが、例の地理

学会テクストの言語は何も見出されず、そこで刊本は似ていないに

しても稿本は似ている、と書いた 2 6 )。ユールはそれら二つの写本を

調べ、それと同じ意見は持てないと述べた 2 7）。ところがこの二人の

どちらも、何よりもその作者が誰であるかについてまず心配なく、

その言語が失われたオリジナルにより近いものとして残っているル

スティケッロのテクストを突き止めることが必要だということは考

えなかった。我々にとっては、すでに述べたが、それは fr.1463であ

る 2 8 )。あのように完全に同じ形で始まるこれら二つの作品の中に、

他にも同様な一致があるのかどうか、それによってマルコの書の中

に確実にその協力者に帰すことができるものを取り出し、彼の協力

そのものの性格と限界をよりよく定めることができる一致があるの

かどうか、それを正確に見極めることを我々に可能にさすテクスト

はこれである。もちろん、その題材とその配列が誰のものであるか

を確信し、ルスティケッロは自分のものとしてはただ言葉の衣装と

何らかの修辞的な飾り（繋ぎの文句・戦闘の描写・語り）をそこに

加えることができただけだとアプリオリに理解するためには、マル

コ・ポーロの作品、その中味をなす記事の新しさ、豊かさ、正確さ

を知るだけで十分である。この印象はしかも、写本 fr.1463と対照す

ることによってより明らかなものとして確かめられるのである。  

	 これから対照させる箇所から充分に証明されるとおり、これら二
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つの写本の言語は基本的に同一であることが分かる。異なりは、こ

れら二つのテクストを再生した写字生の違いでもって容易に説明が

つく。ルスティケッロは、マルコによって物語られた現実の驚異の

書においても、謎のエリーによって語られた空想の驚異の書におい

ても、同じ特徴的なフランク -イタリア語を用いているだけでなく、

もっぱら冒険物語のどちらかといえば貧弱で抽象的な言語に馴染ん

でいたため、日常生活の具体的なもの（例えば「油」）を表わさな

ければならないとなると、全くその用意がないものだから、ことあ

る毎に、自分がたっぷりともっている安易な紋切り型の言い回しを

乱用することに訴えようとする。この習癖を専らとすることとその

言語手段の乏しさに、もちろんその執拗な物語的メンタリティーそ

のものが加えられねばならず、そのためマルコによって描き出され

たオリエントも、彼の目にはログレスかコーンウォールの王国と同

じ色調、同じ漠然とした輪郭を持つことにならざるを得なかった。

様式的な表現の同一性はおそらく、往々にして歴史上の現実と、彼

にとって唯一の親しいものである想像上の現実との間の空想的な融

合の印であろう。同じプロローグを用いていることは――それだけ

でまた、いかにルスティケッロがその連れ合いの作品の中に何より

も驚異の側面を見ているかを証すものであるが――この編者が、こ

れほど異なる二つの題材、取り組む仕事の間に設定していたこの内

的な相関関係をすでに充分によく表している。  

	 とまれ、さらに決定的な例に事欠かない。  

	 クビライの宮廷へのポーロたちの到着、滞在、そしてヴェネツィ

アへの帰還は、しばらくどこかの城に逗留し、その後自らの目的地

に向かった遍歴騎士の一つの冒険となる。  

R (21c)：montrent (sic) en lour cheval et chevauchent tant qu'il  

furent venus a Kamaaloth et desmontrent en la cort et s'en vont en

 la maistre sale. Et quant li roi Artus li voit venoir il se lieve ....

 M. Tristan s'enienoille a ses pies, mais li roi ne le souffre pas,  
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ainz le drece herament ... et s'en tornerent en la maistre sale la ou

li roi estoit a grant compagnie de baron et mout en fait grant joie

et grant feste li roi Artus et toz les autres chevaliers et barons de 

la venue de M. Tristan. Et ensi demore M. Tristan en la cort du 

 roi Artus.	 Quant M. Tristan ot tant demorez en la cort dou roi 

Artus con vos aves oi ... 

「彼らは馬に乗り、それを駆ってカマーロットに来たり、その宮

廷で馬を降り、大広間に入って行った。アルトゥ王は彼らがやっ

て来るのを見て、立ち上がり･･･。トリスタン卿はひざまずいた

が、王は恐縮して彼をすぐ立ち上がらせた・・彼らが大広間に戻

ると、そこには王が大勢の諸侯と共にあり、アルトゥ王とその他

の騎士や諸侯は皆トリスタン卿の到来を大いに歓迎し、盛大に祝

った。かくしてトリスタン卿は、アルトゥ王の宮廷で過ごした。

トリスタン卿は、皆さんがお聞きになったように、長くアルトゥ

王の宮廷で過ごしたので･･･」  

R (11a)：Quant li viel chevalier ot demores en cest chastiaus plus 

d'un mois, si dit qu'il veaut torner en son pais ... et quant la da- 

me et sa fille virent que li viel chevalier s'en veaut aller ....  

「老騎士は、この城でひと月以上過ごすと、自分の国に戻りたい

と独りごちた･･･奥方とその娘は、老騎士が立ち去りたがってい

るのを見て･･･」  

M (7a sgg.)： se mistrent a la voie et chevauchent tant ... qu'el fur

ent venus a ... Clemeinfu .... Il s'en alent au mestre palais, la ou  

il treivent le grant kaan a mout grant conpagnie de bairon. Il s 'enj

enoillent devant lui ... le grant kaan les fait drecer en estant ...  

mout fu grant la joie et la feste que fait le grant kaan et toute  

sa cort de la venue de ceste mesajes .... Il demorent en la cort .... 

「彼らは出発し、馬を駆って…クレメィンフ…にやって来た…。

彼らが大宮殿に行くと、そこにはグラン・カアンが大勢の諸侯と
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共にいた。彼らはその前でひざまずいた…グラン・カアンは彼ら

をすぐ立ち上がらせた…グラン・カアンとその宮廷皆がこの使節

たちの到来のために行なった歓迎と祝いはとても盛大なものだ

った…。彼らはその宮廷で過ごした…」［Ch.14-15］  

 

図 3	 Fの同上箇所（ f .7r .a30 sgg.）  
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M (8b sgg.)：Et quant messere Nicolau et meser Mafeu et meser 

Marc furent de-mores avec le grant kan tant com vos aves oi, il di

strent entr'aus qu'il voloient retorner en lor contree .. . .  Et quant le

 grant kan voit que meisere Nicolau et mesere Mafeu et meser Ma

rc se doient partir .... 

「ニコラゥ殿とマフェゥ殿とマルコ殿は、皆さんがお聞きになっ

たように、グラン・カンのもとでかくも長く暮らしたので、自分

たちの地に戻りたいものだと語り合った…。グラン・カンは、ニ

コラゥ殿とマフェゥ殿とマルコ殿が出発したがっているのを見

て…」［Ch.18］  

               図 4	 Fの同上箇所（ f .8r .b9 sgg.）  
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バルカ［ベルケ］とアラウ［フラグ］の間の戦争には、アイルラ

ンド王とノルガッレス王との間の戦争に用いられたのと同じ表現が

使われる７＊：  

R (67b)「その地で語られているところによれば、イルランド王

とノルガレス王の間に大きな争いがもち上がった。それは、双方

に接するさる城のために起こったのであり、どちらもそれを自分

のものにしようと望んだのだった。かくして彼らは争い、戦を始

め、どちらも･･･と努めることとなった」  

	 	 M  (106c)「すなわち･･･東タルタル人の王アラウと西タルタル

人の王バルカの間に大きな争いがもち上がった。それは、双方に

接しているさる地方のために起こったのだった。どちらもがそれ

を自分のものと望んだからである･･･。彼らは戦を挑み合い、ど

ちらも自分の下にあった全ての者を呼び集めた」［Ch.237］  

	 使者の派遣と挑戦の文学的モティーフは完全にルスティケッロの

レパートリーに属し、彼によれば、戦さはすべからくまず 初にそ

れがなければならない：  

	 R  (67d-68a)「･･･彼らは出発し、馬を駆って、大きな平原にや

ってきた･･･。そしてイルランド王のから半リーグのところに大

天幕と天幕を張り、そこにうまく整然と陣を築いた。四日間休養

した後、ノルガレス王はイルランド王に使者を派遣し、皆さんが

お聞きになるような言葉を伝えた。使者は二人の騎士だった。一

人はブリォ・ド・ゴーネ卿、もう一人はとても賢明なノルガレス

の騎士だった。  

	 この二人はまっすぐ敵の陣営に向かい、王の天幕の真ん中で馬を

降りたが、そこには彼が大勢の騎士と諸侯とともにいた･･･。王の前

に来ると使者たちは上手に丁重に挨拶し、王は、実際にそうだった

が賢王らしく、彼らに上手に賢明に挨拶を返し、彼らを自分の側に

座らせた。彼らはしばらくそうしていたが、ブリォ卿はつと立ち上
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がって、次のように言い、･･･それ以上は口を閉ざして何も言わなか

った」  

	 	 M (101b sgg.)「･･･彼らは出発し･･･馬を駆って敵が待ちかまえ

ている平原にやって来た。彼らは、アコマット［アフマド］のか

ら十マイルのところにうまく整然と陣営を築いた。陣営を築くと、

アルゴン［アルグン］は、とても信頼している二人の家来を召し、

彼らを叔父のところに派遣し、皆さんがお聞きになるような言葉

を伝えた･･･」［Ch.222］  

	 「･･･この二人の賢者たちは･･･まっすぐ陣営に向かい、アコマ

ットの大天幕のところで馬を降りると、そこには彼が大勢の諸侯

と共にいた･･･。アコマットは上機嫌に、よくぞ来られたと言い、

彼らを自分の前の大天幕のところに座らせた。彼らはしばらくそ

うしていたが、二人の使者の一人がつと立ち上がって、次のよう

に語り･･･それ以上は口を閉ざして何も言わなかった」［Ch.223］ 

	 ある箇所でマルコ・ポーロは、チァンバ［占城］の王からグラン・

カンのもとに送られた恭順のメッセージのことに言及しているが、

ポーチェは、そのマルコの言葉は、1278年にコーチシナ［交趾］の

使節からクビライのもとに送られ、マルコも直接目にした手紙の忠

実な翻訳」（ポーチェ自身の強調）であることは明らかだと述べて

いる。しかしここでも我々は、ルスティケッロのいつもながらの文

学的技法に出会う。  

R  (16a)「殿、･･･老騎士は自分の主君のごとく殿に挨拶し、慈

悲を乞い求めるものにございます･･･」  

	 M  (74b)「殿、チァンバの王は自分が忠誠を誓った主君のごと

く殿に挨拶し･･･好意を求め、慈悲を乞うものにございます」［C

h.177］  

	 君主たちが臣下を戦さに駆り立てるときの弁舌もまた、全てルス

ティケッロの竈から出てくるものである。トクタイとアラウは、ア

ーサー王や善き騎士褐色のブラノールさながらに語る。  
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R (76b)「･･･それゆえ余は各々方に、いかにすれば我らがより

賢明に進むことができるか考えることと、我らと我らの子孫が全

世界から畏れられていることを耳にするに至るまでそれをなす

ことを、お願い申そう」  

	 	 R  (8c)「･･･それ故騎士殿方、正しいのは我らなのだから･･･我

らはきっと敵に対して戦うことができる。なんとなれば、彼らは

実際の半分の人数であり、我々の方がずっと正しいのだから･･･

もし我らが出立したことを全て言うなれば」  

	 M (110d)「今や余は各々方に、うまく事を運ぶよう考えること

と、この戦において、我々が全世界で語られるようにすることと、

我らと我らの子孫が永遠に畏れられていると聞くようにするこ

と以外、言いたくござらぬ」［Ch.247］  

	 M (107b)「誤っているのは彼らであり正しいのは我らであるこ

とは、この上ない真実なのだから、我らは、戦に勝利することを

銘々が確信せねばならぬ」［Ch.243］  

	 M  (107c)「もし彼らが実際の人数の半分だったら･･･出立する

だろう」［Ch.243］  

	 M  (101b)「･･･我々は、我らの側にある大なる正義ゆえに、勝

利するであろう」［Ch.222］  

	 聞く者たちの態度も同じで、主君の言葉を聞いて：  

	 	 R (76b)「そこにいた諸王に諸侯に高貴の者たちは、アルトゥ王

が彼らの前で言ったことを聞いて、じっと動かずその言葉に耳を

傾けていたが、と突然一人のとても年老いた者が立ち上がった」  

	 	 R (8c)「その城の騎士たちはその後、騎士が語ったのを聞いて、

その騎士は本当に賢明であり、とても上手に語ったと言い合

い･･･魂が体の中にある限り、彼を見捨てたりしないであろう･･･

と言った」  

	 	 M (101a)「そこにいた諸侯と騎士たちは、アルゴンが上手に賢

明に語った言葉を聞いて･･･皆じっと黙っていたが、と突然一人
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の大武将が立ち上がって、次のように話した･･･我々は、我らの

命が体の中にある限り、殿を見捨てるようなことはいたさぬと、

はっきり申し上げまする」［Ch.222］  

	 しかし、決まりきった同一の物語的文体がよりよくまたさらに大

きな規模で表れているのは、もちろん戦闘の場面である。［マルコ

の書での］大「ナッカール」の描写と必ずある弓手への言及を別と

すれば、紋切り型は不変である。我々はいつも夜明けの大きく美し

い平原にいる（R.18b「戦いが行われるその日がやって来ると、トリ

スタン卿は朝早く起きた」；M.107d「戦いが行われるその日がやっ

て来ると、アラウは朝早く起きた」、34dも）。双方で大部隊が組織

され、二人の将軍のそれぞれがそこに「優れた隊長」を配する。次

いで軍の一方が果敢に敵に向かって行進し、平原の真ん中辺りで止

まる。怯むことなく留まっていたもう一方の軍もまた動き出すが、

敵から矢が一本か二本射られると止まる（R.9b「敵がそのようにし

てやって来るのを見た 初の戦いで、彼らは怯んだ様子は少しもな

く、逆に彼らに対して･･･とても勇敢に向かって行った」；M.56b「タ

ルタル人は彼らがやって来るのを見ると、怯んだ様子は少しもなく、

勇敢で大胆な様子で･･･進んで行った」）。一休止の後、攻撃の命令

が下される：「隊長」たちは、部隊を互いに突進さす（R .9c「その

者たちはなんら遅れを取ることなく、むしろ敵に向かって突進する

にまかせた」、78a「互いに相手に向かって突進するにまかせた」、

引用は以上のみにしておく；M.35b「で彼らは遅れを取ることなく、

一方が他方に突進するにまかせた」、ほぼ同じく 102b, 108b）。本

格的な戦闘は、規則正しい一連の典型的な瞬間からなる。まず矢を

射ることから始まり、それによる破滅的な結果、負傷・死・うめき

声・叫び声が描写され、雨あられと降り注ぐ矢で必ず空が暗くなる。

次いで剣と棍棒に移り、その結果頭・胴・腕が切られ、再び馬と騎

士が倒れ、もう一度叫び声と泣き声が起こる。その衝突の激しさを

要約する何らかの常套句――‘かつて見られた も恐るべきもの’
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――が続き、哀れな敗者と残されたその妻たちへの同情が伴う。君

主たちの勇敢さと並外れた能力への何らかの言葉――‘双方から等

しく讃えられた’――の後、軍隊のどちらかが退却を余儀なくされ

たことが示される。勝者はしばらく相手を追跡し、やがて疲れて自

分たちの幕舎に戻ってくる。これらの瞬間の一つ一つにほとんど変

わることのない決まり文句が対応し、それらは当時の他の作品にも

うんざりするような単調さで繰り返し現れるが、もし編者がルステ

ィケッロ・ダ・ピーサでなければ、マルコの書にはきっと登場しな

かったことであろう。 2 9 )  

	 マルコの登場人物が、侮辱とか威嚇とか気高い怒りとか何かかっ

こいい騎士的なポーズを取る箇所も、全てルスティケッロの手法に

帰すことができる。ルスティケッロの戦士の一人がすでに、「我々

は中途よりもさらに先まで出向いて参ろうと勇敢に答えよう」と、

ノガイが「中途まで出向いて参ろう」と、同じ言葉でトクタイの威

嚇に答える前に口にしている。敵の威嚇のメッセージを「侮蔑」「軽

蔑」すること、死ぬほど怒り狂うこと、挑戦してくる裏切り者に「酷

い死」に方をさせない限り、その悪事を「すっかり暴く」のでない

限り、武器も王冠も決して身に帯びることはないであろうと、「皆

によく聞こえるよう大声で」言うことは、アーサーであれクビライ

であれ、チンギス・カーンであれプレーテ・ジァンニであれ、ルス

ティケッロの英雄の欠くべからざる態度である。これ以上はもう必

要ないであろう。ルスティケッロがどこまで騎士物語の悪夢に取り

付かれていたかは、アラウの次の言葉がそれを示している（107c）：

「敗北が我々の身に降り懸かるくらいなら・・戦場で死に、己の名

誉を守るほうがましだ」。円卓の騎士たちも次のように考えていた

（69b）：「ここで名誉を失うくらいなら死んだほうがましだと、銘々

が心の中で呟いた」。  

	 この「宮廷」世界とその言葉遣いへの明らかな執着からして、い

くつかの物語的展開が当然のものとなる。自分の宮廷で全く騎士的
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な信頼でもってもてなしたまさにその相手から宿敵の手に渡された

ドル王が犠牲者となった裏切り、いかなる名誉の法則にも反するこ

の前代未聞の例は、前に同様な場合を描いた者、つまり武器を持た

ぬ自分の主人を 悪の敵の手に渡す振りをするトリスタンの策略を

かつて語った者、の興味を大いに引いたに違いない。これら二人の

裏切られた者の嘆きは同じである。R (41a)「何ゆえ余を殺したいの

か。余はそなたらをもてなし、誉れを与えたではないか」。一方M 

(48d)「余はそなたらを余の客として大いにもてなさなかったか。な

のにそなたらは余を敵の手に渡そうとする」［Ch.122］。まだ幼い

頃父を殺され、武器を携えることができるようになるや、君主のト

クタイ王の前に行き、正義と復讐を願い出たトロブガの息子たちの

話［Ch.243］は、ルスティケッロに、すでに自分が語った極めてよ

く似た話、まだ「小姓」だったときに父を殺され、騎士となってそ

の父殺しを亡き者にするためアーサー王の宮廷にやって来た若い武

士の話（ cfr.CC.15 sgg）を思い出させたに違いない。無敵の巨女カ

イドゥの娘（M .98d「彼女は・・それほど大きくたくましかったゆ

え、巨女でないと言えば間違いだった」［Ch.217］）の冒険は、前

に「全世界で見出しうる も大きく も力強き騎士」カラカドスを

讃えたことのある者にとっては、この上なく興味深いものだったに

違いない。彼についても同じように言っている（13c）：「カラカド

スはそれほど大きくたくましかったゆえ、巨人でないと言えば間違

いだったと皆さんに言おう」。  

	 キンサイ［杭州］の店の女たちを語るときの彼の繊細さは、マル

コの書の全体の調子の中でも際立っている（66d）：「その女性たち

はとても優美で、天使にも似たものである」［Ch.167］。ここでも

ルスティケッロの文体的習性を考慮する必要がある。女性の美しさ

を示す彼のやり方がそれである。王妃ジネヴラ（77b）や、トリスタ

ンが一緒にハープを弾いてすごす美しい宮廷女性についても、ルス

ティケッロは同じように言う（51a）：「彼女は人間の女性といわん
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よりは、精神的なものに見えた」。  

	 このようにみてくれば、たとえ fr.1116が、 fr.1463のようにまた当

時の騎士物語のように、 も典型的に物語り的な決まり文句に溢れ

ていたとしても驚くことはない。お決まりの、「彼らは数日騎行し

て、‘話に’語るべき冒険に出会うこともなく･･･にやって来た」に

対して、ルスティケッロは、「話に」を取り去るか、それを「本書

で」に替えることで満足する。しかし、退屈極まりない、余りにも

頻繁な「それについて皆さんに何を語ろうか」「本当にご存知あり

たい」「ちょうど皆さんがお聞きになったような形で」「何ら遅滞

することなく」「その間一言も口を利かなかった」「翌日になると」

「諸侯が確かにいる時」などの他に、章の始めで、「さて話に語ら

れるごとく」（例えば27b）とか、「師がそれをすっかり明らかにす

るであろう」（71b）といった、すでに騎士物語の中で機械的で無意

識的になるほど頻繁に用いられた言い方に出くわすのは興味深い。  

	 さらに、「盛大な歓迎と盛大な祝いをする」「悪らつで不実な」

（R.14dとM.12a）「疑いと恐れ」「仕えもてなす」「よく立派に」

「うまく賢く」といった、いつもながらの二詞一意がお好みの決ま

り文句としてルスティケッロの用語に属するものであることに注意

しよう。なるほどこれらは、「安全に進む」（R.40aとM.5a）、「極

悪事を企む」（R.11bとM.94d）、「馬で引くことができるほど」（R.

2c, 15, 15a等とM.108d）などや、その他たくさん引用することがで

きるものと同じく確かに当時の用語法に共通の表現であるが、この

二人の作者の同一性以外にマルコの作品の編纂の特異性をさらによ

く証明するものとなっている。伝統的な決まり文句のわずかな異な

りの中にも、ある種の調子への耳の慣れが見いだされる。R.(3b)「か

くも大きな怒りがあったため、決闘で死ぬことはなかった」；M.(4

8d)「かくも大きな怒りがあったため、後に決闘で死ぬことはなかっ

た」。R.(9c他 )「さらにひどく遅れるかもしれないと彼は言った」；

M.(6c)「さらにひどく遅れるかもしれないと彼らは言った」。R.(13
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b)「もし彼が走り去ったなら、求めることはしないであろう」；M.

(86a)「もし彼が走り去ったなら、求めることはしないであろう」。

次の二つの文の構造を対照されたい：R.(15d)「当時この世で彼は、

も長く生き、自分の体を もよく使うことのできた騎士だった」；

M.(29a)「この世で彼らは、 も労働に耐え、粗末な僅かなものしか

費やすことを望まず、領土と支配を征服するに も適した者たちで

ある」［Ch.75］。  

  写本 fr.1463から、ルスティケッロがマルコの書の執筆者であると

いう上述の説にいたる充分な証拠を認めるのに、これ以上の細部が

必要とは私には思えない。序文の retraire＜述べる＞は、 raccontare

＜語る＞、 esporre＜表す＞と共通の意味を持っている。また、我々

が今何がしか行なった大急ぎの検討は、その編纂がどのように行わ

れたかについても想像することを可能にする。今までは――バルト

リや他の研究者によって――ポーロが故郷の方言で、しかし自分の

筆記者のトスカナ語の耳にできるだけ合うように配慮しながら、友

達に話をするように気楽に口述した、と考えられてきた。そして後

者は、マルコによって口にされた言葉を一つ一つすぐさまフランス

語に置き換えて書き留めた、と。編纂のこの慌ただしさ、つまり口

述と同時に翻訳されたことから、テクストが含む大量のフランス語

でない言葉、この筆記者が友人の唇から出たとおり拾い上げ、うっ

かりしてあるいは即座に翻訳できなかったがためそのままになった

言葉の多さが証明できる、と。そこからまた、イタリア語の語幹に

何でもいいからフランス語の語尾をくっ付けた 悪のフランス語ま

がいの多くの言葉が証明される、と。同じ章の中で同一の地名や人

名がいつも様々な形で表れるのも、これら批評家によれば、他のい

かなる証拠がなくとも、ルスティケッロがポーロの口述どおり書い

た有力な証しである。つまり、東方の言語に通じていないため、そ

れらの名前を自分の耳に聞こえたとおり書いたのである。作品の形

式が整っていず錯綜しているのは、その場で語り自分の考えの糸を
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たどるのに精一杯で、明快さ・優雅さ・芸術性に配慮することがで

きない者の話であることをまさに示している、と。しかしこれらの

理由のどれも、今少し注意深い検討に耐え得ない。多少ともイタリ

ア語的なままの言葉は、もちろん口述筆記されたものではない fr.14

63にもいっぱいある。固有名詞に見られる綴の異なりは、普通名詞

においても同じように絶えず著しい形で見られるし、 fr.1116に特有

のものではなく、比較的丁寧に校閲されたテクストでもさらに異な

った形で出てくる。  

ポーロの作品の「形式」をめぐる判定についても、冗長さ・忘却・

絶えざる繰り返し・いくつかの修辞的モティーフの膨らませなどが

それを当時の散文とは別の作品にしているとか、それらを説明する

ためには口述が即興的になされたことを考えに入れる必要があると

いったことは、全くもって正しくない。思い出したりわき道にそれ

たりする者のようなあの長たらしさ、あのうるさい冗漫さ、あの悪

気のない断片性は、物語作者ルスティケッロの特徴である。また、

マルコの書が芸術性を欠いているというのも、私には当たっていな

いと思われる。同書は明晰に構想されており、歴史的・物語的な要

素が無味乾燥な地理的羅列とうまく交互している。例えば仏陀の伝

説についてのようないくつかの箇所は、 も美しい散文物語の力強

いオリジナリティーを有している。マルコの書は 初から 後まで、

すでに自分の材料を目の前にし、それを 良の方法で作品にしよう

としている一人の文学者の落ちついた編纂物であることを示してい

る。マルコと語りながら少しずつ取ったメモに基づく編集なのか。

それともマルコ自身が作成したメモに基づくものか。私には後者の

方がより有り得る仮定と思われる。同書の大部分は、捏造されたも

のでも要点だけ記したものものでもない具体的なデータからなって

いる――そしてマルコの要約者は誰も、実際彼の情報の中から選別

し、そうして選んだものをほとんど文字どおり再録するほかなかっ

たのである。ルスティケッロの役割ははっきりと、かくも長く東方
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に暮らして西方のいかなる言語でも正確に言い表すことが出来ない

と感じていたマルコのそのメモを、受け入れられ得る文学語で編む

ことだったに違いない。彼が、そうした役割を引き受けながらもな

お、いかに［騎士的］冒険物語のスタイルとヴィジョンに忠実であ

ったかは、我々は充分に垣間見た。それ以上のことは何も言えない。

彼がその好奇心、その質問、その忠告でもって、同書の 初の誕生

に、材料の選択と配列に、いくつかの箇所のさらなる展開に、貢献

したかどうか、それがどの程度だったか、我々には全く分からない

のである。 3 0 )  

 

図 5	 ジェノヴァの牢のマルコとルスティケッロ  

（出展不明@bing.com）  
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	 4  写字生    

 

すでに述べたが、この写本がイタリアで書かれたことは、私には

確実と思われる。とりわけ色付き大文字の型、羊皮紙の質、 erある

いは reではなく相対的なティルド［波型符˜ ］を有するほとんど変

わらぬ rの音価が、そのことを示している。写字生がイタリア人であ

ることは、いくつかのちょっとした手がかりからも窺える。13aに  

une bella do femene＜一人の美しい女性＞とあるが、これは写字生

が donna＜女性＞と書き始めて後で訂正したことによってのみ説明

し得る誤りである。彼は、元の写本の誤りを必ずしもいつも訂正す

ることはできず、例えば全編にわたってmaintes＜多くの＞の代わり

に、きっと前の写字生が誤って鼻音の舌尖音を残した形manintesを

使っている。母音の後の語頭子音の重複（de ssa(1b), e ssez(38d), 

e lla(25b), a ccelui(4c), a cchief(49d)等）は、トスカナの写字生を

思わせる。有声の sの音価をもったxが比較的まれに用いられている

が、これは他の地域の写字生においては優勢であった。今に伝わる

このコピーと、 初のオリジナルとの間にはいくつかの失われた中

間写本が想定されなければならないことからして、今のテクストが

示す筆記基準の一貫しない多様性は、写字生が複数であったことの

結果である蓋然性が極めて高い。綴りについては、 fr.1463の方がず

っと統一されている。一方それと比較して、イタリア語の古めかし

さはこの手稿本の方がより優っている。そうした意味で、我国の転

記者によって何かがつけ加えられた可能性は極めて高い。本文中に

挿入されている見出し自体、巻頭のの見出し［目次］に較べてすで

により強いイタリア性を備えている。  

	 責任は 後の写字生とその前の者たちの間で分け持たれるべきで

あるとしても――様々な版の研究がいくつかの誤りはより古い手本

に遡ることをよく示している――今取り上げている写本は本質的に
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かなり凡庸なものである。欠落・ナンセンス・書き直しが結構頻繁

にある。それを納得するには、この写本をあるがままに再生させる

ことにしたルーの版をざっと見れば十分である。  

	 もちろん私は私の転記版からは、語や句の繰り返し、語や文字の

転倒、似た文字の交換など、確実に写字生の不注意な過ちに帰せし

め得る誤りは全て取り除いた。vocをouc(XXV I26),neを en(XLII 17, 

CLXXIX 31),toutを tuot(LXIX 32),drasを dars(CXV 35),liを il(CLXXV

II 28),esclaifを escalif(LXII 18)とするなどの明らかで頻繁な転倒（単

語全体の恣意的な置き換えについては例えばXXXVIII 9,LVI 8,LX

VI 16の註参照）は、訂正を要するのみならず、他にもあるかも知

れない類推的な訂正にとって、この型の誤りの頻繁さを忘れないた

めにも有益である。いくつかの文字の交換は当時の写本に共通する

が、このテクストにおいても典型的で、単なる不注意とみなさなけ

れば馬鹿げているであろう８＊。 tを c(colli(XXXVI 39),aporce(XL 4),

cangut(LXI 8),escion(LXX 96),endemencier(LXXIXh他 ),charcre(XCVI

I 1),couciaus(CLXXV 108)等 )、また cを t(antesor(XCII 16),antestere(C

LXXV 134),sepoutre(CLXXIV 7)等 )にする混同は極めて頻繁である。

aを i(sivoient(VII 5),chabitier(XXVII 16),chichaion(XXXIV 7),pisse(L

VI 13, XXXVI 37),achison(LXXVIII 20)等 )、ある場合には iを a(baco

ngnoit(IX 5))とする混同が頻繁である。文字 eは時に rと混同され (bri

congnoit(XIX 33),obrient(XIX 45))、さらに頻繁に tと混同される (dev

tr(XXXVIII 61),stroit(LII 17),fint(XVII 12))。 rを t(veoit(XXXI 19),co

tal(XLIX 16),ancestete(LIX 20))、 tを r(ronbe(XXIX 17),renduc(LXXI

V 15),rostainement(LXXIX 14),metroit(XVI 15)等 )にする混同も希で

はない。 lの sとの混同については、たとえばXXXVII 19, XXXVIII 

4, LIX 11を参照のこと。 iと rについては、LX 19。  

	 固有の言語的特徴を可能な限り尊重するという、このようなテク

ストを前にした時の初歩的な義務と、もう一方の、全く言語的な事

実から純粋に筆記上の事実を区別することがほとんど不可能である
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ということから、近代の転記者としての私の決断は極めて僅かなも

のだった。しかしながら、近代の慣用（単語の分割、大文字、現行

の句読点法、改行、複合副詞の一語化、uとvの区別、アポストロフ、

後の音節にアクセントのある複音節語の語尾の -e ,-esの上のアク

セント）の他に、綴りの同等性が確実な場合は、今日の読者にとっ

て読むのがより困難でないものとなり得るような適応と単純化を採

用することを恐れなかった。すなわち私は、時々現れる確実に寄生

的なhを取り去った。語末から二番目の音節にアクセントのある語で

eの後の語尾の zを sに、それが有性の sの音価を持っている場合は ss

を sに替えた。qの代わりにquと書き、関係代名詞のようなよく使わ

れる語のために、quとkの間で揺れている綴を確定した。半母音yの

音価を持つ iから口蓋音の音価を持つ iを区別するため jを導入し、一

方写字生がそれを gで表しているところではその綴をそのままにし

ておいた。語尾のm(latim, gram型 )を nに替えた、ただしそのmがイ

タリア語の名残りを思わせ得る場合 ( f l um型 )はそのままにした。

我々の手稿本では、 comと conは全編にわたってイタリア語の con＜

とともに＞としてもイタリア語の come＜のように＞としても、とも

に区別なしに用いられていることからして、また後者のためには	  

comeという形 (例えばXCVIII  14,  XCIX 45)も希ではないことから

して、中世学者ではない読者には、comeの意味では comという綴を、

もう一方には conを用いるのが適当であろうと考えた。  

	 口蓋音 lは写字生によって実に様々な形にされている。iを加えて (r

eculient(LVIII 17),humilient(XV 4),merveliose(LXX 79),consilier(LX

X 30))；ilで (vailance(XXXIII 9他 ),horeiler(XXXV 11),meilor(XXXV 

12),acoilent(XLVI 19), oreiles (XLVIII 4),toail(LX 22),travailent(LX

I  11) ,merve i loses (LXX 95) ,moi le r (LXX 83) ,agu i les (CXXVII I  11)

等 )；illで (meillor(XXIII 17),vaillance(XXX 6他 ),recoilli(XXXVII 40),

aparoilles(XXXIII 19他 ),bataille(XL 13他 ),toaille(LX 22他 ),aille(XX

XVII 3他 ),aguilles(CLXXV 78)等 )； iliで (meilior(XXII 3他 ),mervoilie



 - 36 - 
 

r(CLXX 9),moilier(CLXXV 74)等 )； illiで (entaillier(LVIII 24),merveil

liose(CLXVII 10),escuillies(CXXVII 10),taillier(CLXXV 40))；単にg 

で (recogent(XIX 12))；単に iで (recoient(LVIII 6),mervaie(XXIII 22),

moier(LXX 85))；glか (racuglent(XIX 12))、iglで (aguigle(XXXV 9))；

単に lでもって、 iの後のみならず (file(XLV 5他 ),humilent(XIII 2))、

他の母音の後でも (humelent(XLII 14),pavelon(CCIX 12),おそらく vu

ole(CLXXV 105, CLXXVI 15))； llで (travalle(LXX 75)とすでに引い

た travailent,fallent(LXV 26)と failent(XXIV 5)と faille(XXXIII 20),all

e(CXXII 13)と ailent(XVIII 21)と aillent(CV 10),おそらく vollent(LVI

II 15))。私は、li, i, g でもって表されている場合を除いて、口蓋音

価が確実な場合は全て ill形に一般化してその綴を統一した。  

	 口蓋音nには、写字生はng(biconges, renge, longe)、gn(mensogne(2

5c)とmensonge(4a),mensongne(108a))、ngn(reingne,longnes,scingnes等 ),

ngni(montangnie(CLXXVI 14)),n(vergone(CXCIII 43))を当てている。

私は近代的なgnを採る。  

	 文字 cは、とりわけ語尾にまさにばらまかれている。私は、ルーと

メオンが行ったごとくそれを一律に zに置き換えるのは誤りだと思

う。なぜなら写字生自身が同じ言葉でさえそれに与えている等価音

の多様性が、それが音声的にかなりの異なった音に対応しているに

違いないことを示しているからである。私は、写字生自身が何か確

実に等価なものを示していない場合は全て、そのままにした。同じ

ような頻度である時は cある時は cでもって書かれている abundance, 

vaillanceのような語にとっては、無意味であると思える。語尾の場

合は、同じ語でも zと sが交互するので、それが常にその等価である

場合は全て zに、他の場合は sに替えた。 cire(10d)と  gire(66d他 )、 ce

ngibre(50a)とgengibre(49a他 )のタイプの異形の場合は、gを選んだ。u

xance(85b), usance(25a),  ucance(15c他 )のタイプの異形の場合は sを

選んだ。  

	 語尾の二重子音 (null, ociss型 )は一つにし、トスカナ風の二重子音



 - 37 - 
 

と、行末のために母音をそれに続く子音から分けざるを得ないとき、

その場合は次の行の 初にすでに書いた子音を繰り返すのが常であ

るが、写字生が進んで用いている子音の重複を廃した。 comandeme

ntのような写字生がうっかり書いた形から私は、同様な場合におい

て cumの語頭を単に co-でもって解決することにした。その綴が単な

る eよりもはるかに優勢ないくつかの単音節語 (nei ,  sei ,  dei)におい

てのみ、ne,se,deと確実に同じ場合は、eiという特別の綴をなくした。

写字生によって気まぐれにまき散らされた無数の語尾の sについて

は、des tous les costumesのような場合のdeに値するdesの sのみを犠

牲にした。テクストを一見すれば、何故私が ch, c, g（この 後の文

字は、 uの前でも確実に口蓋音として用いられている： gungent）の

使用をもう少しきちんと規則化できなかったかすぐ分かるであろう。

sachies sagies saquies saiesとか、 chascun quascun cascun cascunと

か、 charchent gargentとかの異なりは、単に綴の揺れの問題ではな

いことを余儀なく疑わしめる。そうした疑いのいらないごく僅かな

語 (chi qui, gere ghere, longe longue等 )については、同写本の中で支

配的な綴に統一するのが正しいと思えた。ce (=イタリア語接続詞 se,

例えば  ce il morust)、 cil (=s'il), enci, ci(=イタリア語代名詞 si；例

えば ci trove = si trova)などの語においては、cを sに替えた。場所の

副詞 sa(=イタリア語qua)は caと記した。極めて普通の形のごく希な異

形は尊重しなかった (例  prescent(LXXXVIII 5), oiscelant(XCIV 10),

 これらは極めて普通のpresent, oiselerに対して孤立している ; 無数

の couseあるいは cousseに対して、 cousceは唯一である )。  

  私の転記の本文中のカギ括弧内とテクストの脚註は、以上に述べ

た基準以外に、私がどこでまた何故写本から離れたかを示すもので

ある。またこの稿本が、舌尖音符の頻繁な省略と、iの点が極めて少

なく（特に写本の前半）、時として恣意的であるため読者を戸惑わ

すかもしれないことをその時々に示すためである。  
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5  同写本の言語    

 

写字生たちが残したもので有り得るイタリア語の痕跡をしかる

べく考慮にいれても、Ｆの言語はその元の本質ゆえ、語彙と形にお

いてイタリア語の影響を深くまた様々に被った混合的フランス語で

あることを表している。当時の他のフランク -イタリア語の作品のい

かなるものとも結び付けたり取り違えたりされ得ないし、またそれ

らの 良のものと比較してもフランス語の侮り難い知識を示してい

るとはいえ、一般的にはＦに対しては他のフランク -イタリア語作品

になされたのと同じ言語的特徴が当てはまる。作者が採用した言語

を変質させまた損なっているのは全て、イタリア語の慣用と傾向の

名残りか、それともフランス語を支配する法則の間違った解釈と誤

った一般化である  

	 我々が前にしている言語は、すでにみたごとく確かにルスティケ

ッロ・ダ・ピーサの言語である。それが、私の考えるごとく純粋に

本からのみ得た学習の結果であれ、あるいはその言語自体以外何の

証拠もないにもかかわらず人が繰り返したがるごとく、アルプスの

彼方への旅か滞在の成果であれである 3 1 )。しかし、おそらくもう一

つの要因を忘れてはならない。ルスティケッロの言語には、マルコ

が彼に提供したに違いないメモが影響していることが考えられ、そ

のメモがすでにフランス語で認められていたことは有り得ないどこ

ろではないということである。フランス語と言っても、それがオリ

エントの寄港地で大いに普及していた一つの時代の、「コンスタン

ティノープル人」 3 2 )の息子であり甥である一人のレヴァント［東地

中海］人のフランス語という意味である。いくつかの有り得るヴェ

ネト語性（単複二つの三人称の極めて頻繁な混同、口蓋音 lの gまた

は iへの転換、 abatando, ociandoのような形、pare, pirun, cabater,  

moreles, ostrigeのような言葉）、これらは誰か写字生が持ち込んだ
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ものであるよりは、この旅人の元の草稿に遡り得るのかも知れない。

例えば、第74章15行に出てくる言葉guasmal＜混血児＞は、確かにテ

クスト自体の中で主張されているごとく、フランス語であるが、し

かしとりわけビザンティン世界とフランス -ギリシャ関係において

記録されているものである。  

  自分の作品の編纂に他人を煩わせたからといって、フランス語を

知らなかったことを意味するわけでは全くない。その書が認められ

ることになった言語の選択が、彼のものでないことはありえない。

そのことに含意されている、フランス語が享受していた世界性の認

識は、フランスがその書その騎士たちの冒険その通商によって当時

かくも広範に広めていた文化の全く外にあった者だったとしたら、

奇妙であろう 3 3 )。それなしには一つのフランク -イタリア語文学作品

が不可能であったろうと思われる特別の言語意識がその中に認めら

れる次の言葉は、マルコのものであってルスティケッロのものでは

なく、またそれはロマンス語の統一のまだ生きづいている感覚であ

る：「しかしマンジ地方全域で、一つの言語と一つの文字法が用い

られていることをご存じありたい。もっとも、ちょうどフランスに

近いロンバルディア諸地方のラテン人たちのもとでと同じように、

言葉は地域によって様々である」［Ch.172］。 3 4 )  

 

	 6  Fとマルコのオリジナル   

  

私に先立つ研究者たちは、ポーロの諸版のただ一部にしか注意を

払わず、その一方かの手稿本のモノとしての古さ、そのテクストが

提示する全体性と表現の直接性の性格、言語の特異性に印象づけら

れて、Fがジェノヴァの獄で口述されたままのポーロのオリジナル

作品に当たると確信した。ところが、本当は一つのコピーなのであ

る。しかしそのコピーは、その全体性において彼の 初の口述を我々

に伝えてくれているかもしれない。実際、Ｆを失われたオリジナル
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と同定し、それと較べてのあらゆる異りは、それが誤解や恣意的な

書き換えではないと言える場合は、後の追加か見直しとみなされて

きた。しかしながら、それによってかの写本が損なわれている欠陥

からして、それを原本の直接のあるいは極めて近い写本とすら見な

すことはできないということを、直ちに言わねばならない。形式的

により完全で内容的により豊かないくつかのコピーがそれに先だっ

てあったということを、‘アプリオリに’排除してかかることはで

きない。そうした疑いは、この研究においてこれから取り上げる諸

版の検討によって正しいことが証明されるであろう。私がたどり着

いた  -- そしてこの序論の諸章からはっきりと浮かび上がってくる

ことを望む――結論は、オリジナル・テクストは、転記者たちによ

って徐々に貧しいものとなり漸進的短縮の諸段階を経た、というも

のである。Ｆは、すでにそうした段階の一つを表すものなのである。  

 

	 7  コットン断片  

 

大英博物館のコットン手稿Otho D v、聖地に関する様々な文書か

らなる、唯一の手になる14世紀末の羊皮紙雑録集は、92d-93dに我ら

のテクストの断片を含んでいる 3 5 )。その稿本全体をひどく破損した1

731年の火事が、焼け残ったその僅かな段落を損ない、大部分判読不

能なものにしてしまった。次のように始まる： Ici dist et comence 

[le] liv[re qi est ap]elle le divisement et lez div[ersitez du] monde

solonc ce qome ad veu en levant cestassavoir as parties dinde par 

decca tanqe en Ermeyne la petite qe beneite s[eie] dieu le creatour

de toutes [les] choses. これに、作品の第 1章となっている序文が独

立した一章として続く。次に、プロローグの第 2-19章が、大きく短

縮されて一章にまとめられている。 後に小アルメニアの章とトゥ

ルコマニアの章の数行がある。そして、私が読み違えていなければ、

次のように終わる：de lour merchandie et ces laborent le plius  
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beaux。この断片においてプロローグが被っているこの強度の短縮だ

けから、失われたテクストの中には単なる要約しかなかったと推測

するのはもちろん行き過ぎである。しかし、はっきりと残っている

二つの章（Fの IとXX）が、これが慌ただしい凡庸な写しであること

を我々に十分示していると思う。いずれにしてもしかし、この断片

は重要である。ポーロのテクストが、グレゴワールの改訂フランス

語版や他の俗語やラテン語への翻訳とは別に、 初のフランク -イタ

リア語版の装いのままで広まったことの確かな証拠である。いくつ

かの文のＦとの一致が他の言語による中間写本のあったことを排け

る一方、この版の底に我々が垣間見るテクストは、それがイタリア

においてしかもＦとは独立に作成されたことを示すいくつかの細部

を備えている。  

	 幸いにして十分に完全な形で残っている冒頭の部分は、この断片

がどのようなものであるかの見通しを与えてくれる 3 6 )：  

Seignur emperours rois et du[cs] et markis cuens chivaliers et bur-

geis . . .  autres gentz qe vollez savoir lez diversez generacions dez 

homes et lez diversitez de divers regions do monde si prenez ceste

liver et le fetez lir si troverez lez g[rant] merveiles de grantz pro-

vincez do lev[ant] et primer de la grant ermene et de percie et de 

tartars et de yndes et dez mentz autres provinces et generacionsde 

genz sicome nostre livre vous devisera apertement .. .en ordre come

Marc3 7 ) et Poule de le meliors sage et noble citeyn de Venese  

counte pur ceo qe il lez vitz et bien i a plus[iur] chosez qil ne  

vit pas mays lez sout dez homez citains et de verite. Et pur ce 

omettroms les chosez veues por chose veu et lentendu por entendu 

[por] ce qe nostre liver soit droit et veritable sanz [men]songe. Et 

sachez qe onqes home [ne vit tant co]me monsir Markes3 8 )  et sir  

Poule ...... levant et demmora en celes partiez por [celes choses]  

savoir XXVII ans. Ceste liver fuist fait  . . . . . .  incarnacion de Jhesu 
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Crist MCC IIIIＸＸ  X[VIII]. 

	 この転記者、あるいはその前の者は、フランス語版のポーロのテ

クストを前にしている。そのことは、 citablesを citains、また別の箇

所（ 93b）で vileを viteとするといった間違いが証している。作者が

誰か、彼は知らない。Poloは一つの名となり、序文では、――もち

ろん後続の章の「ニッコロとマッテオ」という対の影響で――「マ

ルコとパオロ」という奇妙な対になっている。Poule de le meliors 

sage et noble citeyns ＜ 高の賢人にして高貴の市民のポール＞  

（meliorsの 後の二文字は一つの nかもしれない）は、まことに際

だった証拠である。言うまでもなく原形はdit le melion ＜ミリォン

と呼ばれる＞だった。このあだ名は公式記録でマルコの名に付され

ており、ある一つのフランス語テクストから派生するLやVBなどが

その名を挙げており、この書が早くにその名のもとに知られるよう

になったことからして、作品のオリジナル版に記されていたに違い

ない。一方ではBaldevins, achatant, ordiner, del (sepulcre), mandar 

(invia-reの意味で ), condurのような語や、liverのような綴がその前の

イタリア語がかったコピーを考えさすのに対して、他方では文法の

全体的な規則性と正しさは、フランス人写字生あるいは少なくとも

フランスの言語にとても堪能な者を考えさす。そのことは、語尾の

黙音の eの削除 (fest, venu, mesur, parti, sivr, compaigni)の頻繁さか

らも結果すると私には思える。  

	 この断片が形の上でFから離れるいくつかの細部は、それに対し

て、次章で取り上げる改訂版でグレゴワールによって用いられたテ

クストにこれを近づける。Barcaの代りにAbarca； au dereain la  

venqui Alauの代りに a la fin fuit desconfist Abarca； il dit a soi  

meismeの代りに si ce pensa en soy；dit qu'il vuelt qu'il ailleの代り

に comanda qil se apareilast；lor mesnieの代りに son hostel；por les 

fluns qui estoient gransの代りにpor lez ... flumars qe troverentと、

これらはそのフランス語改訂版［FG］にそのまま現れる異形である。
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使節たちはどこでも<serviz et honurez sur lur ch[emin de tout ce]

 qils savoient comander>「その道中彼らが命じることのできた全て

のものをあてがわれ、もてなされ」たことを述べた後の、<pur le  

[tables de coman]dement quil avoient>「彼らが持っていた勅命の牌

によって」［§9］という箇所は、この断片とFG――および他の版

――には共通してあるが、Fには欠けている細部である。グレゴワ

ールによって用いられた写本が、この断片の祖本であったかもしれ

ないことも排除できない。  

	 言語的観点からは、我々が今述べている僅かな段落が属するこの

テクストは、きっと我々の版にいくつかの重要な貢献をもたらすこ

とになるであろう。Fに les ydules et ... les autres conversations de 

jens「偶像［崇拝の徒］と･･･その他の種類の人々」とあるところが、

この断片では as ydolastres et as autres ge . . .  des gentzとなってい

る。FとFGは一致するけれども、generationがおそらく正しいであろ

う。先に引いた序文の、lez grant merveiles de grantz provincez do 

levant>「東方の大地域の大いなる驚異」は、それに対応するＦの箇

所より文体的により自然であるように私には思える。perles espice-

ries lez queux le merchaantz de ... achatant la et le meynent por  

universe monde「･･･の商人たちが買い求め、全世界に持ち運ぶ香味

料」［Ch.20］という文は、Fのその箇所（XX 10-11）９＊よりはっき

りとよりルスティケッロ的なタイプのものである。  

 

 

【註】（ *訳註）  

1*.  マルコ・ポーロテクスト研究の歴史を画期するものとなったベネデット

の、Marco Polo,  I l  Milione,  prima edizione integrale ,  a  cura di  Luigi  Foscolo 

Benedetto,  Firenze Leo S.  Olschki 1928, の前半を構成する  ' Introduzione: La  

t radizione manoscri t ta ' ,  の第 1章  Cap.I :  La redazione franco-i tal iana (F ) ,  pp.x

i-xxxii i（「ベネデット『マルコ・ポーロ写本』 (1)」大阪国際女子大学紀要 24-2,
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 1998, pp.165-90より転載）。原典からの語句および文の引用には、適宜原文と

その訳もしくはその一方を付けた。原著では地の文中での引用にはイタリック

体が用いられているが、本訳ではその必要がないので普通体にした。［	 ］内

訳者補足。  

 

（原註）（抄訳したものがある。原本ではページごとに番号が振られている

が、ここでは通して付ける。）  

  1）H.Cordierは、H.Yule,  The Book of  Ser Marco Polo the Venetian concern-

ing the  Kingdoms and Marvels  o f  the  East  transla ted  and edi ted  wi th  notes ,   

London 1921,  t . I I ,  p .526で「 16」挙げている。しかし、そのリストの n.21と 23

（ ib id .  p .537）は同一写本の誤った重複であるから、「 15」に訂正されるべき

である。  

  2）問題の写本は我々の版の主底本であるから、他の慣例的な細部については、

本書でこの後に復元されるテクストに譲る。同写本については、Catl .  des mss.

 de la Bibl .  Nat.の他、P.Paris  in Nouveau Journ.  Asiatique, t .XII ,1833,p.249; L.

Delisle  in Bibl.de l 'Ecole des Chartes , t .XLIII ,p.229; C.V.Langlois  in Histoire  

l i t t .  de la France ,  t .XXXV, p.250 参照。同写本の写真複製版は 1902年Dr. A.  

Steinerによって出版されている（Karlsruhe,  J .Gutsch）。  

 3）Guillaume Peti tのカタログには、Divisement du monde de Marc Pol ci-  

toyen de Venise qui  parle  de la  grant  Armenie,  de Perse,  des Tartes;  de Inde

 et  plusieurs aultresと記載されている（ cfr .  Repertoire de la l ibrairie de Blois ,

 n .67 in  H.Omont,  Anciens inventaires  et  catalogues de la  Bibl .  Nationale ,  t . I ,

 p .9）。しかしその指定の対象は、タイトルにやはり devisementの語が用いられ

ていることからして、現 fr .5631にも当てはまる。事実、P.Arnauldet ,  Inventaire 

de la  l ibrair ie  du chateau de Blois  en 1518 ,  in  Bibl iographe moderne ,  t .VI ,  1

902,  p.311は、 fr .5631をのみ考えている。現 fr .1116は第 1葉の上部に、 1682年の

N.Clementのカタログの番号であった 7367のほかに、 1645年の P.J.Dupuyの第 2カ

タログの番号であった 645が記されている（ cfr .  Omont,  op.ci t .  I II ,  35:  le  devi-

sement  du  monde qui  es t  une  descr ip t ion  h is torique  des  provinces  e t  royaume
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s）。 1622年のN.Rigaul tのカタログは二つのDevisement  du mondeを記載してお

り（Omont,  I I .  480.  n .776,  II .  484.  n .1031）、問題の写本がそれら二つのどち

らに当たるのか、私は決定する手がかりを持たない。16世紀末のCatalogue des 

bibliotheques du roi  a Parisも、二つのDivisement du mondeを記載している  

（Omon t . I ,  296,  n .666,  668）。 en vie i l  f rancois＜古フランス語＞と特に記さ

れていることからすると、おそらく二番目の方であろう。  

  4）私の解釈と Rouxの解釈との主な異なりは、テクストに付けた脚註にその

時々に示してある。  

  5）I  viaggi di  Marco Polo secondo la lezione del  codice magliabechiano piu 

antico reintegrati  col  testo  francese a s tampa,  Firenze 1863,  pp.319-432.  Roux

からの章は I-VII ,XIX,XXVII-XXX,CXXI-III ,CXXXIX,CXLIII-VI,CXLIX-CL,CLIV,

CLXII,CLXXVII,CLXXXVI-VII,CXCIII ,CXCVI,CXCVIII-CCXXXIII.  

  6）H.Michelant & G.Raynaud,  I t ineraires a Jerusalem et  description de la  

Terre Sainte rediges en francais  aux XIｅ ,  XIIｅ ,  e t  XIIIｅ  s iecles ,  Geneve 18

82,pp.203-12.  Rouxの誤りと、leesse,  frersのような奇妙な綴り以外に、例えば以

下の例が見られる： amentovour(III  4) ,  deunent(III  7) ,  la  venqui(III  14),  au pae

sse(III  18) ,  seulevant(III  21) ,  pensent(IV 12) ,  honorablamente(VI 3) ,  qui  aun a

 nom(VIII  9) ,  a  lor  en  charge(VIII  13) ,  a les(X 2) ,  legant(X 12) ,  p ius  qe(XI 1

3),don legat(XII 2) .  

  7）H.Murray,  The travels  of  Marco Polo greatly amended and enlarged from 

valuable early  manuscripts  recently  published by the French Society  of  Geogra

phy  and  in  I ta l y  by  C oun t  B a lde l l i  B on i ,  E d inbu rg  1844 .  同書は数版を重ね

た： cfr .  Cordier-Yule,  II ,  p .571.  

  8） I  viaggi di  Marco Polo veneziano tradott i  per la prima volta dall 'origi-  

nale di  Rusticiano di  Pisa e corredati  d ' i l lustrazioni  e  di  documenti ,  Venezia.  

活字は Pietro Naratovich。  

 9）初版は 1870年。彼が「折衷テクスト」と呼ぶものの形成におけるいわゆる

地理学会テクストの役割については、同書 t . I ,  Introd .p .142参照。  

  10）この名前が、問題のヴェネツィア語訳の後世のコピーおよびそれから派
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生したテクストにおいて被った以下のごとき変形については、好奇的価値しか

ない：Bibliot .  Governativa di  Lucca ms.1296のOstazo ,  Santaellaのカスティリャ

語版の Eustachio ,  Framptonの英語版のUstacheo.  

  11）この名前が諸写本で示す形が一定しないことは、すでに Lazar i (p .270)が

注目していた。Yule（ Introd .  pp.61,  63）はすでに、RustichelloとRusticianoの二

つの形の間で決定することの必要性を見て取り、本当の名は前者である蓋然性

が極めて大きいとしながらも、それら二つの形が一体どのようにして互いに交

換し得たのかを、何らかの形で説明しようとした（彼によれば garofalo,  garofa-

noのようにイタリア語ではよくある、 nの lへの「流音の置換」によって）。  

  12） 1786年ピーサのさるアルカディァ・アカデミー会員 R.Tempest iは、翌年

無記名でDiscorso accademico sul l ' Is toria  le t teraria  Pisanaのタイトルで出版さ

れたピーサ市についての講演への註 (p.74)で、マルコ・ポーロの文章上の協力者

を、彼が 1280年のピーサのアンツィァーニ［長老・評議員］のリストにその名

を発見したRustichello  di  Leopordo Balsaniなる者に同定した。この仮説は、い

かなる具体的根拠にも基づいていなかったが、有り得ることとしてG.B.Baldell i

-Boni ,Viaggi  di  Marco Polo i l lustrat i  e  commentati ,  Firenze 1827,  t . I ,  p .Xおよ

びBartoli ,  op.cit .  p .LVIIIに記載された。さらに、疑いないことと敷衍されて、  

Att i  del  R.Is t i tu to  Veneto  di  sc ienze , le t tere  ed art i ,  1924-25,  t .LXXXIV, par te  

2ａ ,  pp.321-37で取り上げられた。しかしそれに対する我々の詳細な論駁Giorn.

 s tor.  della let t .  i tal .  t .LXXXVIII,  1926, pp.121-7を見られたい。  

 13）ジェノヴァ国立古文書庫の記録《 Francisci  Morati i  Guil ielmi de Sancto 

Georgio et  al iorum notariorum》 ,  a .1277-1310, f .12参照。  

  14） E.Löseth,  Le roman en prose de Tristan,  le  roman de Palamede et  la   

compilation de Rusticien de Pise,  in《Biblioth.  de l 'Ecole des hautes etudes》,  

fasc.82,  Paris  1890, p.473.  

 15）手稿本 340および 355の読みに従って、 Löseth,  op.ci t .  p .422に再録。そこ

には Rusticienという形のほか、tot  sonmeemantの代わりに tot  certainemantなる異

形が見られるが、そのこともまた、それら稿本が 1463と較べて劣っておりより

新しいものであることを示している。  
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16）G.Paris（Merlin ,  t . I ,  pp.XXVIII  sgg;  Lit t . franc. ,1909,§63;  Esquisse ,  190

7,  pp.119-20）によると、MeliadusおよびGuironを Elia di  Boronに帰すのは疑い

のないペテン。その典拠、その親戚関係、その活動について彼の言とされてき

たものは全てまったくの嘘。様々な偽作は、 初の偽作すなわちMerl inの「続

編」の一つの著者Robert  de Boronと名乗る者の作品、に続く直接の結果である。

しかしもしその「続編」の著者が、 Parisが論駁し難く証明しているごとく、偽

のRobert  de Boronであるなら、彼が口にしている言葉は全て偽りであらねばな

らないということは結果しない。つまり偽者というのは、自分が偽物であるこ

とを隠すために、確実に信用できることに訴えざるを得ないものである。Ro- 

berto di  Boronになりすますためには、その親戚関係、友人関係、弟子を受け継

がなければならない。彼はきっと l i  contes del  braitを知っているし、Eliaが文字

どおり書き始めた親戚関係を思い出さす箇所を知っている。また、偽作者もま

たこの開始者の仕事を引き受けるのは自然である。 Parisは、偽 Robertの箇所か

らいかにして Eliaに関する様々な捏造に至るのか、示すのをためらっている。

しかし、 Eliaの文章からいかにしてごく自然に偽者の言に至るかと同じように

証明できるであろう。例えば偽者は、「私は、若かりし時も老いてからも私の

武友であったエリー卿に祈る」と言う。 Eliaを名乗る者の文章は、この言葉の

こだまであろう：「我々は久しく武友であったがため」。ただ二番目の偽者は

（「人間の考えることには限度があるものだ！」と Parisは叫んでいるが）、さ

らに彼の若さを保ち給うよう神に祈っている。しかし、 en jovenesche et  en  

viel lece＜若かりし時も老いてからも＞という偽Robertの表現の中に、 Eliaの lon

guement＜久しく＞の拡大した翻訳を見て取ることは、ずっとより簡単ではない

だろうか。  

  17）例えば、Bartoli ,  op.cit .  p .LVIIや Encyclopedia bri tannica,  11ａ  ed. ,XIV, 

900c:「ルスティチァーノ・オヴ・ピサ、彼は長らくイングランドのエドワード

1世の宮廷にあった･･･」参照。  

 18） P. Paris ,  Les manuscrits  francais  de la Bibliotheque du Roi ,  t . I I ,  pp.357

-8.  

 19）Cfr.Yule,  Introd.  p.60 n. .  Yuleの誤りは、Ward, Catalogue of  romances ,  
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I ,367で論駁された。  

 20） I .D ' I sa rae l i ,  Ameni t ies  o f  l i t e ra ture ,  1842 ,  I ,  p .58 :「リュスティシャン

は、･･･ '気前良さと素晴らしい城に励まされて '、英国宮廷の騎士道を讃えるこ

とに貢献した多くの取り巻きの一人だった」；  H.Murray,  op.cit .  p .28;  Bartoli ,

 op.cit .  p .LVII.この誤りは、Yule,  Introd .  p .63ですでに説明されている。  

 21） Fr.340,  fol .121d; fr .355, fol .423f.  

 22） P.Paris ,  op.cit .  I I ,  355 & III ,  56-61; G.Paris ,  Litt . franc .§64. 

  23）Yule,  Introd.  p .60;  Langlois ,  op.ci t .  p .249.  

  24）私は、何か一つだけの典拠に基づく推測はもちろん考慮に入れなかった。

しかし、全く根拠のない断定は数多い。 も根強いものの一つは例えば、ルス

ティケッロが旅行に情熱を持っていたというものである。P.Paris ,  op.ci t .  I I ,  35

5:「彼は旅することが好きで、疑いもなくフランスとイギリスを旅した」。こ

れが、F.Tassi ,  Girone i l  Cortese,romanzo cavalleresco di  Rustico o Rusticiano 

di  Pisa.-  Volgarizzamento inedito del  buon secolo ,  Firenze 1855, p.XIでは :「そ

の中でいつも燃え盛っていた旅することへの情熱に突き動かされて、いかに彼

がフランス、イギリスそれにイタリアの大部分を歩き回り、至るところでその

並々ならぬ知識の疑いない痕跡を残したか示すに、我々は躊躇しないであろう」

となる。 Ist i tuto Venetoの前掲記念号のChi fu e che cosa fece Rusticiano da  

Pisaと題した論文でA.A.Michieliは、同じような細部の正確さでもって我々に情

報を提供する :「裕福ではないにしても由緒ある家に生まれた彼は、若くして早

フランスとイギリスに赴いたに違いない・・」。  

  25.  この二つの「冒頭の文」の同一性に 初に気付いたのは、 P.Paris ,  nel   

Nouv.Journ.Asiat . ,  t .c i t .  pp.250-1。彼の知る限り、散文の編纂ものには他にその

ような出だしの文章をもつ例はなかったと言う。  

 26）G.Pautier ,  Le l ivre de Marco Polo ci toyen de Venise,  conseil ler  prive et  

commissaire imperial  de Khoubilai-Khaan,redige en francais  sous sa dictee en 

1298 par Rusticien de Pise. . . .Paris  1865,  I ,  pp.LXXXVI-VII.  

  27） Introd .  pp.61-2.  

  28）P.Meyer,  De l 'expansion de la langue francaise en I talie  pendant le  moy
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en age,Rome  1904,p.25ですでにこの写本に注意が払われている。 Langlois ,  op. 

ci t .  p .256も参照。  

  29）［この注の 初に両写本の同一性の例がさらに 1ページにわたって挙げら

れているが、省略する：訳者］こうした叙事的・物語的文体の使用は当時歴史

的な題材では普通であったことを、ルスティケッロの弁明のためにも知らねば

ならない。Martino da Canale参照。典型的な例として、Historia de preli is『ア

レクサンドロス戦史』が、ロマンス語翻訳者によっていかなる修辞的発展でも

って物語的枠組みの中に取り込まれたかを参照されたい (A.Hilka ,Der al t frazosi

sche Prosa-Alexanderroman nach der berl iner Bilderhandschrif t  nebst  dem latei

nischen Original der 《Historia de preli is》 ,	 Halle 1920,	 pp.37 sgg).  

  30）［「ここでも批評家たちの空想は働くことを止めなかった」として、二

人の共同作業の形をめぐる Pauthier ,  P.Vidal-Lablache（Marco Polo,son temps et

 ses voyages ,  Paris  1880） ,  Michieliからの長い引用があるが、もはや一般的に

も十分に批判されていることでもあるので、省略する：訳者］  

  31）例のA.A.Michieliは相変わらず確信に満ちて、 Emporium ,  LXI,  p.121で：

「事実彼は長くフランスに暮らした･･･」。  

  32）叔父のマルコはその遺言状の中で自分のことを、「かつて在コンスタン

ティノープルの余マルクス・ポーロ」と記しているし、ポーロの作品自体から

も、父と叔父マッテオがコンスタンティノープルに住ま居を持っていたことが

分かる。  

  33）マルコはフランス語を知らなかったであろうということが、まだ若くし

て家族に従いてアジアへの旅に出たことと、その教養形成が全てクビライの宮

廷で行われたことから引き出されてきた。長い不在によっても彼がすっかり忘

れることのなかった唯一の非東方語は、父や叔父との間で確実に使われたヴェ

ネト語であろう。しかしながら、記録がほとんど全く欠けていることから余儀

なくされる単純化を絶対的なものと見なす権利は、我々にはない。ポーロたち

のコンスタンティノープル滞在はどれくらい続いたか。 1270年ニッコロが、今

や 15歳の息子マルコとヴェネツィアで再会したのは、おそらく 10年の不在の後

だったことを我々は知っている。その間彼はずっとヴェネツィアにいたか、彼
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の教育と勉学はどのようだったか。アジアではポーロたちは、彼らの命令に服

する従者、とりわけドイツ人［アラン人］ 1 0＊、の一団に伴われていたことが分

かっている。彼らの交易の性質と規模は正確にどのようなものだったか、彼ら

の教養と言語は本当にどのようだったか。  

 34）アンブロジァーナ図書館ms.Y 160 p.  sup,  fol .81r.  写字生は lat inosではな

く Zaytosと書いているが、誤りは明らか。本書 Introduzione,  cap.VI参照。  

  35）同写本の解説は、Ch.Kohler ,  in  Recueil  des historiens des historiens des

 croisades -  Documents  armén iens ,  t . I I ,  p .XCIV. Th.Smith,  Catalogus l ibrorum

 manuscr .  Bibl .  Cottonianae,  Oxford 1696,  p .75に記載。 1802年のCatalogue ,  p .

369では欠本となっている。  

  36）写本の状態からして、私の転記を絶対と保証することはできない。省略

形への補足はイタリック体にし、推定箇所はカギ括弧に入れたが、Ｆとの対校

からすれば十分確実と思われる。  

  37） cの上に私には分からない記号があるが、数行後の同じ言葉が私には  

Markesと書かれてあるように見えることからすれば、 -esに相当するものか。  

  38）この読みは間違っているかも知れない。  

  

（訳註）  

	 2*. quine (?)  は不詳。聖トマスの遺骸があるのは、ポーロでは「マアバル地

方のさる小さな町」（Ch.176）、マドラス郊外マイラプル。   

	 3*. 写本 Fr.1463は、次の付録「メリアドゥス」（抄訳）参照。  

4* .  ルスティケッロがどのような事情でジェノヴァの獄にあったのか、一般

に言われるごとくメローリァの海戦（ 1284年）で捕虜になったのかについては、

一切記録がなく確定しない。なお、ジェノヴァとの和平は 1299年 7月 25日（当時

のピーサ暦では 1300年）。ルスティケッロについては前掲拙稿「ルスティケッ

ロ・ダ・ピーサ」参照。  

5＊ .  ダンテ『神曲』（第 5歌）に語られる、フランチェスカ・ダ・リミニとパ

オロの悲恋。二人はランスロと王妃グィネヴィアの恋物語を読んでいるところ

をフランチェスカの夫に見付かり、惨殺される。  
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  6* .  Rは Rust ichel lo（騎士物語）、MはMarco（旅行記）。その後の数字は、

写本の葉と欄。Ch.は、後のBenedetto自身のイタリア語集成訳（ 1932年）で採ら

れている章（ Ricciの英訳および愛宕の和訳の章区分に同じ）。写本 Fの章番号

とは異なる。  

 7*.  以下、原文の引用は省略する。  

  8*.  以下、分綴は省略する。  

 9*.  F:  tutes le  speserie  et  dras de fratere se portent  a  ce[ste]  vi l le  et  toutes

 autres chier  coses;  et  les  mercans de . . .  hi  vinent et  l 'acatant .(p.14)  ala  

	 10*（原注 33）．＜ドイツ人＞は、写本 F alan ia inz＜アラン人＞／ /alamainz

＜ドイツ人＞（Ch.146「サイアンフ襄陽府」）をどちらに読むかであるが、後

者であるかは疑問。前者＜アラン人＞の可能性の方が高い。Ch.150「チャンジ

ュ常州／鎮巣」では alani＜アラン人＞。  

 

 

図 6	 獄中でのマルコとルスティケッロ  

（揚州・マルコ・ポーロ記念館模型）  

 


