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IV ヴェネト語版 (VA)１＊）  

  

 

  1 ヴェネト方言稿本  

 

 今に伝わるポーロの数多くのヴェネト方言稿本は、互いに独立した複数の家

族に分けられねばならない。カサナテンセ断片、あの名高いピピーノ修道士の

訳に典拠として用いられた断片がその最も古い証言である版を、我々はまさし

くヴェネト語版と呼ぶ。この版は、これまでに検討してきた家族より本質的に

優れているというわけではないが、反響の広さ・複雑さ・長さの点で歴史的に

他のどれよりも優っている。かのローマの断片の念の入った優雅さと本として

の体裁、自分の典拠に対するピピーノの賛辞  ――「彼により忠実に俗語で著さ

れ編まれたマルコ・ポーロの・・書」――、 それに由来する二次版の数の多さ

などは活発な出版活動のあったことを思わせる一方、一般読者が避け難い曖昧

さに陥ったことを証している。すなわち、著者がヴェネツィア人なものだから、

ヴェネト語版をオリジナル版とみなし、それとして求め讃えたのである。この

版の原型に直接あるいは間接に遡る稿本ならびに刊本の複雑な総体の中から、

当然ながら何よりもまずその原本に忠実な形で残っている写本、すなわちヴェ

ネト語稿本、を区別しなければならない。今日では残念ながら僅かなものとな

っているそのグループに、一トスカナ語訳 (TB)の原本と、ピピーノと無名氏の

手になる二つの異なるラテン語訳 (Pと LB)、の原本をたぶん加える必要がある。

長い時間の過程で、トスカナ語への再訳の原本となったものにとても近い一コ

ピーから、二つの異なる中間写本を経て、VA のさらに二つの異本が生じた。

その一つは今日一ルッカ写本とサンタエリャのカスティリァ語訳によって、も

う一つは最も古いヴェネツィア印刷本によって、その余りにも数多い再刊本と

類似の稿本を伴って代表されている。トスカナ語訳は、今度は一ドイツ語訳と

第三の一ラテン語訳 (LA)の基となったのだった。  

 ヴェネト語テクストのペン書き稿本は、その最初の形では六つしかない１）。  

VA１ . -- カサナテンセ図書館写本 3999。わずか 8 葉からなり、折り目とま

だ残っているタイトルが示すように、何かの古書のカヴァーとして使われてい

た。美しい羊皮紙稿本の残り、おそらく 14 世紀始めの数十年。なん箇所かで

折り目と黒ずみや皮膜の極度の摩耗のため、いくつかの言葉が消えたり読めな

くなっている２）。これは、1906 年ペラエズ M.Peraez によって刊行されている。  
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  図 1 VA1：カサナテンセ稿本（最初のページ Ch.37「コルモス」）  
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  VA２ . -- リッカルディァーナ図書館写本 1924。マルコの作品だけを含む。

誰か一私人により個人的使用のために作られた凡庸な紙写本、おそらく 15 世

紀前半。現状では 36 葉、1 欄組み、密度の異なりあり。章始めの赤以外飾りな

し。ペルシャの章に始まる（「I.ペルシャ地方と八王国、第 1、・・カルディス

タム［クルディスタン］の残りの半分である第 2」）が、最初の 8 葉が落丁して

いることが古い番号から分かる。現在の第 5 葉は XIII と記されている。最後も

欠けており、男女島の章で終わる：「これら二つの島の者たちは皆同じである。

キリスト教徒である。女たちは決してやって来ない」。新番号での第 1 と第 4

葉は上端を少し欠く。同じ手になる短いタイトルと欄外の付記が通常の見出し

に取って替わっている。  
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図 2 VA2：リッカルディアーナ稿本、最初のページ（Ch.33「ペルシャ」）  
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VA３ . -- パドヴァ市図書館写本 CM 211３）。紙、73 葉番号付き、うち最初の

4 葉は見出しの目次。テクストは c.6r に始まる：Signori Re duchi marchexi 

chonti chaualieri prinzipi et baroni et tuta zente a chui dileta de sauer le 

diuersse zenerazion de zente e de I regniami del mondo tole questo libro e 

fatelo lezer.２＊）   72r に終わる：In quello mar si e arquante ixolle in le qual 

naxie molti erfalchi e falchoni pellegrini li qual se portano per diuerse parte 

del mondo. Laus deo.「その海には島がかなりあって、たくさんのシロハヤブ

サとオオタカが生息し、世界の様々なところに持ち運ばれる。神に讃えを」。転

記者は自分の名と日付を書き加えている：「私ことニコロ・ヴィトゥーリ nicholo 

vituri によるヴェネツィア市民マルコ・ポッロ marcho pollo 殿の書終わる、主

の 1445 年 7 月 24 日」。ヴィットゥーリ家の紋が第 1 葉の下欄を飾っている。

この稿本はかつてパドヴァのラザラ Lazara 家に所蔵されていた。  
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     図 3 VA3：パドヴァ稿本 f.6r（最初のページ Ch.1「序」）  
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 VA３bis. -- アンブロジァーナ図書館写本 Y 161 P.S.。付記にあるとおり、

1793 年に作成された前者［VA３］の忠実なコピー：「本日 1793 年 6 月 10 日、

私ことパドヴァの公教授ジゥゼッペ・トアルド Guiseppe Toaldo 博士により複

写せられ、照合も終わった、これもサン・マルコ公共図書館用の予定である」。

本書を通じて我々がさらに何度も出会うことになる、このマルコ・ポーロの熱

心な礼賛者でポーロのテクストの功績高い収集者である僧院長トアルドは、何

年も捜し求めてきたマルコの体系的な版を、このようにして他にもいるかも知

れない研究者に近づき易いものにしようとしていた。しかし今引いた付記に後

に次のように書き加えなければならなかった：「1797 年に起こった出来事のた

め手元に置く」３＊）。これと他の同類のテクストはその死の時まだ彼のもとに

あり４）、後にある時そこから何らかの研究を引き出せないかと考えた男爵クス

トーディ Custodi によって購入された。「トアルド自ら――とクストーディは

前に引用した論文の中で書いている５）――――  ポーロの旅行記に広範な注をほど

こすつもりだった。その目的のため、いくつかの手稿本の正確で信頼できるコ

ピーを作らせ、様々な稀覯書を集め、必要に応じて多くの注を付け、主要な論

争点に関して論文をすでに作成し、パドヴァ・アカデミーでそれを読み上げた。

そこから彼の極めて精力的で理論豊かな作品が出来上がると期待されていた。

ところが、1796 年のイタリアの政治的混乱と翌年秋の彼の突然の死が、着手さ

れて間もなしにその壮大な目論見を断ち切ってしまった。しかしながら、彼に

よって用意されたものは失われることはなかった、＜そして何年も後私は、重

大な国務が私の力よりは意志を自由にするや否や、小さからざる値段でそれを

手に入れた＞、そしてそれをその価値にふさわしい公共の貢献のために差し出

すとき（それは今到来したと思われる）を待っていた。それを私は、充分かつ

ためらうことなくなすであろう。何故なら、その寄託がどのような形でなされ

たにせよ、博学の士の研究の成果を手を加えることなく保ちしかるべく明るみ

に出すのは、優れた作品の愛好者にとって神聖な義務だからである」。もっとも、

このプリーナのかつての協力者に関して計画された様々な研究のどれも、完成

には至らなかった。1829 年以来その蔵書はアンブロジァーナ図書館と結びつい

ていたので、彼がもう一度活用し明るみに出そうとしていたトアルドの資料は、

あるいは少なくともその多くは、クストーディの死とともにそこに移った６）。  
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  図 4 VA3bis, f.5r（最初のページ）  
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VA４ . -- 今取り上げているヴェネト語版の一コピーが、フィレンツェのイッ

ポリート・ヴェントゥーリ -ジノーリ -リーシィ Ippolito Venturi-Ginori-Lisci

侯爵個人の古文書庫に所蔵されている。紙小型本、おそらく 15 世紀最初の数

十年、マルコの書のみを含む。欄外の見出しは現状では最初の 15 タイトルが

欠け、第 16 章の見出しから始まる：di baldacho la che sta el papa di sarasini 

e chomo el fo presso 「サラセン人の法王のいるバルダーコ［バグダード］に

ついて、彼はいかに捕らえられたか」。もとの番号の痕跡は（多くの葉で消えて

いたり不正確だが）、この稿本が最初の 3 葉を欠いていることを示している。

テクストは揃っており、cc.9r-122r を占める（c.66 の後は写本の番号は全て 1

引かねばならない）。書き出し：Signiori inperadori Re e duxi e marchessi conti 

e Chavalieri principi e Baroni e tuta giente a cui dilecta de savere le 

diversse gieneracione de la giente e li regnami de mondo .... 結び： in quel 

mar e arquante isole in le qual nasie grifalchi e falchoni pelegrini li qual se 

portano per diversse parte del mondo. Fenito e 'l libro. Deo gracias amen.  

最初の保護紙の上に、アントーニォ・ディ・ピェロ・ヴェスプッチ Antonio di 

Piero Vespucci なる者が 1517 年 4 月付けで私的な性格のメモを記しているが、

これはおそらくアントーニォ・ピェロ (1480-1527)のことで、航海者アメリーゴ

Amerigo の親戚で同世代人である７）。この稿本は、代々受け継がれたのちロレ

ンツォ・マガロッティ Lorenzo Magalotti の貴重な収集から来ている。  

 VA５ . -- ベルン市図書館写本 557８）。紙、16 世紀、155x207、皮張りの木

の装丁、羊皮紙の背表紙綴じ。第 1 葉の内側に覚え書き（1500 年代末の筆跡）

を記した紙が貼られている：「ヴェネツィア人マルコ・ポーロ｜目にされた驚異

｜大アルメニア、ペルシャ｜タルタリア、インディアなどで｜イタリア」。最後

の葉の内側にテクストそのものの最後の紙が糊付けされ、そこで作品が終わっ

ており、Finis＜終わり＞と書き入れがある。稿本は 101 葉からなり、番号は

近代のもの、1 欄組み、密度は様々。章に番号がふってあり（番号は第 1 章の

後から始まる）、赤の頭文字で区別されている。作品は 2 冊にまたがっており、

第 1 巻は 59 章（F の第 76 章まで）、第 2 巻は 67 章からなる。書き出し：

Signori.Re.duxi.principi.conti.marchesi.chaualieri e baroni e tuta giente a 

cui dileta de saper de le diuerse generation de mondo.tollete questo libro.  

結び：In quel mare e alquante isole in le quale nasce molti alifarchi e falconi 

che se portano per diuerse parte del mondo. ボンガール Bongars の所蔵にな

り、彼は自らの手で最初の見開きの上部に書き込みをしている：「ボンガール、

アンスル Ancel 殿の好意により、ヴルコブ Vulcob 殿の蔵書より筆写」９）。別

の手で：「本書はアンスル殿の所蔵になる」。  



10 

 

 

    図 5 VA5, f.1r（最初のページ）  
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以上の 5 写本は  -- VA３bis はもちろんその原本に吸収される  -- 疑いもなく

一つの同じ祖本に由来するものであるが、それを復元するにはこれらだけでは

充分ではないであろう。このうち VA３と VA４の二つだけが全部揃った形で今

に伝わっている。揃っているということについては、これが P と大筋において

一致していることから、もちろん P はもっとずっと古い良好な稿本に基づいて

いるのであるが、我々はある程度確信することができる。しかしこれらは後世

の劣悪なコピーである。それらとて全体としては揃っているというだけで、個々

の章や個々の文中での省略・要約・曖昧・恣意的な書き換えがないわけではな

い。またこのグループは、［オリジナルテクストの］復元に充分な基盤を提供し

ない１０）。五つのうち最も古いもの［VA１］は、現状では 30 ばかりの章 (F の

XXXVII-LXIX 17)しかとどめていない。職業写字生の仕事で、字体は丁寧、最

初の原本から遠くなく、［全部揃っていれば］我々にとってきっとその代りとし

て大いに有益であったことであろう。VA２も、もし最初と最後の偶然の欠落と、

転記者あるいはその原本の奇妙な混乱が、作品の長さを VA３の半分ちょっと

にまで減らしていなければ１１）、多くの場合より正確で豊かなその読みによっ

て、我々にとって貴重なものとなったであろう。それの原本がこれほど欠落の

多いものでなかったことは、写字生の告白そのものから明らかであると思える

が（c.7v には実際同じ手になる書き込みがある：「＜カスカル［カシュガル］

は一独立国であった＞に始まる章がここに欠けている」）、いくつかのとんでも

ない誤りは、その前からあった欠落がさらなる書き変えでひどくなったのでな

ければ説明がつかない。VA５については、VA３からも VA４からも直接由来す

るわけではないが、それらの典型的な誤りと一致する著しい忠実さからして、

それらによって無に帰されるとみなすことができる。その上、すでに減ってい

た作品の分量がさらに 30 章ばかりなくなっている。  

 

 2 ラテン語訳  

 

 このヴェネト語版は、世に出るやほとんどすぐ二つのラテン語重訳を持つと

いう名誉を手にした。フランチェスコ・ピピーノの訳［P］については、その

成功はあれほど広範かつ複雑であり、ポーロ研究におけるその重要性もまたし

かりなので、それには特に 1 章を設けることにしよう４＊）。それほど好運では

なかったもう一つの訳［LB］は、今では二つの稿本のみに無名氏による断片と

なって伝わっている。  

 その古い方、アンブロジァーナ図書館写本 X 12 P. S.：綺麗な羊皮紙小型本、

12x17、14 世紀前半、135 葉(109 番が繰り返されている。 f.121 は誤って 120
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となっている )、De mirabilibus mundi「世界の驚異」の共通のタイトルのも

とに、「Marcus Polus Venetus ヴェネツィア人マルコ・ポーロ」と「Frater Ayto 

アイト修道士」の作品を収める。ハイトンの部は第 77 葉表で終わり、同裏か

らマルコの書が始まる：Incipit prologus in librum de mirabilibus mundi「世

界の驚異に関する書の序ここに始まる」  - Reges et principes et barones 

cunctique homines qui delectamini audire et scire diversas generationes 

gentium et regionum mundi accipite hunc librum.  結び (f.135v):Quando 

autem sunt apti ad matrimonium ducuntur ad insulam mulierum ubi 

ordinate consumunt matrimonium suum. Hii sunt optimi christiani sub 

obedientia unius episcopi existentes; sunt omnes castissimi viri et 

honestissime mulieres.「結婚することになると、花嫁が島に連れてこられ、

そこで結婚式を行う。これらの者たちは最良のキリスト教徒で、ただ一人そこ

にいる司祭に従っている。皆とても忠実な夫と貞潔な妻たちである」 - Explicit 

quantum potui invenire 「私が目にすることのできた限り、ここに終わる」(こ

の最後の言葉は、より完全なテクストを前にしなかった写字生の嘆きを表すも

のではもちろんない、何故なら LB ならびにこの家族の他のグループでは作者

はよく 1 人称で語らされており、また inveni＜私は目にした＞という形が頻出

するからである）。この稿本には、「元公爵アントーニォ・サヴォルニャン

Antonio Savorgnan の蔵書より、1808 年」との書き込みがある。今も鉛筆書

きの 126 という番号が記されているが、男爵クストーディ Custodi の収集で付

けられたもの、あるいは少なくとも彼の寄贈になる写本の目録のものであろう。

中味については、全体として VA３の最初の 83 章にけっこうきちんと対応する。

その後からは要約と見なすことすらできず、単にメモを記したもの、厳密に順

序どおりでなくおそらく全く記憶に基づいてなされた、「驚異」の短い抜粋とな

ってしまっている。  

 もう一つのテクストは、ヴァティカン図書館ヴァティカン写本 lat.2035 の

cc.32b-36d と 39a-42d を 占 め る 二 つ の 短 い 断 片 の み か ら な る

(cfr.Codd.vat.lat.III,p.418)。2 ページの欠落はあるが、作品の最初の部分が上

に引用したのと同じ「書き出し」からカムルの章まで再生されている (cfr.アン

ブロジァーノ稿本の ff.77v-107r)。結び：quamdiu hanc curialitatem facerent 

hospitibus de uxoribus suis tamdiu eorum ydole sive dii  haberent pro bono 

et terre eorum in omnibus bonis per conveniens habundarent.「このように

自分の妻で客をもてなすかぎり、彼らの偶像あるいは神々は善くあり、その土

地は暮らしにとってあらゆる良きものに豊かである」１２）。  
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  3 トスカナ語訳  

 

 ヴェネト語版から生じたトスカナ語の小家族 TB は、今日では六つの写本に

よって代表されている１３）。  

 TB１ . -- フィレンツェ国立図書館パラティーノ写本 ms. palatino 590(旧

572)(cfr.I codd.palat.della Naz.ii,pp.161-62)。マルコの書のみを含む。おそら

く 14 世紀最後の数十年のもの。39 葉、1 欄組み、1 ページ約 41 行、見出しと

飾りなし、技巧のない普通の字体、インクのかすれと湿気による染みで今は一

箇所以上でほとんど読めなくなっている。最後の紙は上部約 3 分の 1 が欠けて

いるうえ、残った断片の一部も湿気で損じている。現第 5 葉は移動されており、

現 c.37 の後に置かれるべきであろう。書き出し：Signori Imperadori re duchi 

marchesi conti cavalieri principy e baroni e tutta giente a chi diletta di 

savere di diverse generazione delle gente .... 結び：In quello mare sono 

alquante ysole nelle quali naschono molti girfanchi e molti falconi  pellegrini 

y quali si portano per diverse parti del mondo. 

 TB２ . -- ヴァティカン図書館キジァーノ写本 ms.chigiano M VI 140。小型本、

綺麗な紙写本、59 葉（写字生が数字 13 を 2 枚にふっているので、2 番目の 13

から後は全て 1 増えることになる）、1 欄組み、1 ページ約 36 行、1400 年代の

字体、極めて密。余白に別の手でいくつか書き込みあり。第 1 葉上部に巻のタ

イトル：Qui comincia il libro di Missere Marcho Polo da Vinegia. Delle cose 

maravigliose che trovo per il Mondo: yhesus christus.「マルコ・ポーロ・ダ

・ヴィネージァ殿の書ここに始まる。彼が世界で目にした驚くべき事どもにつ

いて：イエス・クリスト」。 書き出し：Signori Duci Conti Marchesi Cauaglieri 

et Baroni e tucta buona gente. Ad chi dilecta di sapere de diuerse 

generationi del mondo. Togliete questo libro et fatelo legiare.  暗闇の地の章

で終わる：Gli uomini di questa oscurita pigliano molte bestie delle quale 

fanno grande guadagno. Et vendono le pelle a coloro che confinano con loro 

et vedano a llume di fuocho. Or per non tediare piu il Lectore, ne ancho lo 

auditore di questo, delibero di fare fine et de non dir piu oltra. Ad laude et 

gloria dello omnipotente iddio. Anco se in alcuna cosa havesse fallato, la 

qual cosa non credo, mi soctomecto a correctione di ciaschuno de 'ntelletto 

sano. Amen.「この暗闇の地の人々は多くの獣を捕らえ、それで大儲けする。

彼らと境を接し火の明かりでものを見る人々に毛皮を売る。さて、本書の読者

や聴衆を退屈させないようこれで終わり、もうこれ以上話さないことにする。

全能の神の賛歌と栄光を。私はそんなことはないと思うが、いくつかのことで
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は間違っていたとすれば、健全な知性を備えた各人の訂正に従う。アーメン」。

各章にはおおむねタイトルが付けられているが、見出しの付いていない稿本を

前にした写字生の困惑を示すような体のものである（「皇帝ボードゥァンの御世

に」「王国と呼ばれる一王国について」といった類）。前述の書き込みは所有者

がヴェネツィア人であることを明かしているように思える（例えば：un monte 

dove e una torre che fa zenno quando apiccia foco o se fa romor「火を付けた

り音をたてたりすると合図をする塔のある山」）。教皇アレクサンデル 7 世［在

位 1655-67］のものだったことがあり、彼は 1 枚の紙を挟み込み、その中でシ

エナ人特有の頻繁な言い回しを指摘し、この作品が「1420 年頃」なったものだ

との考えを述べている。  

 TB３ . -- シエナ市立図書館雑録写本 C v 14。短い断片、1400 年代前半、2

欄組み、タイトル赤、作品の序章のみを含む、第 26 葉裏と第 27･28 葉の 2 面

を占める。前者と同じタイトルと書き出しを有する。我々［F］の第 19 章始め

の少し後で終わっている：Et quando quelli due fratelli si dovevano partire, e 

misser Marcho con loro, el signore gli fece venire tucti e tre dinanti da lui et 

diede a lloro due tavole d'oro di comandamento che elli fossero franchi.「こ

れら二人の兄弟とマルコ殿がともに出発するときになると、君主は彼ら 3 人を

御前に召し、自由に通行できるよう彼らに 2 枚の勅命の金牌を授けた」。  

  TB４ . -- メディチ・ラウレンツィァーナ図書館アシュバーンアミァーノ写本

ms.ashuburnhamiano 534。美しい小稿本、職業写字生の手になる、おそらく

1300 年代後半。27 葉、2 欄組み、章の最初は赤とコバルトブルー、タイトル

赤。第 1 葉下部若干破損し欠落。マルコの書以外含まず。書き出し：Incomincia 

il libro di messere Marco Polo cittadino di Vinegia nel quale tratta delle 

conditioni et provincie del mondo le quali e vidde e cierco nel tenpo che visse 

in questo mondo come raconta per lo detto libro. -- Singniori Inperadori re 

duchi e conti e cavalieri e principi e baroni e tutta gente a ccui dilecta si 

sapere diverse ingienazioni (sic) di gienti e conditioni del mondo prendete 

questo libro e trovverete le grandissime e diverse cose della grande Erminia 

e di persia e di tarteria e d'india e di molte altre provincie.  結び(27v)：Et in 

quello mare sono molte isole delle quali e nelle quali nascono molti girfalchi 

e molti falconi pellegrini. E sse volete sapere piu innanzi domandatene un 

altro che io marco non cierchai piu inanci. Deo gracias Amen. -- Finito il 

libro di Messere Marco polo cittadino di vinegia. Ringratiato sia sempre 

l'altissimo iddio. Amen. 第 1 葉上部に名前ピェロ・ペルッツィ Piero Peruzzi

が記されている。この名前は最後の葉の裏にも繰り返されている：di piero di 
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Iacopo Peruzzi et delli amici「ピェロ・ディ・イァコポ・ペルッツィと友人た

ちの」 . 同じ手が、第 2 葉下部に「どうか売らぬよう」と書いている。この稿

本はかつてプッチ蔵書の一部をなし、その収集の写本リスト 138 番と同一視さ

れるべきものである。  

  TB５ . -- ラウレンツィァーナ図書館アシュバーンアミァーノ写本 770。紙、

15 世紀、凡庸な出来、見出しなし、前半のみ章の冒頭色つき。テクストは

cc.1-113r（元の番号）を占める。最初 26 と記されていた紙を欠く。書き出し：

Signori inperadori re duchi et conti cavalieri principi et baroni et tutta 

giente a cchui dilecta di sapere diverse gienerazioni di giente et conditioni 

del mondo prendete questo libro.  結び：In quel mare sono molte ysole nelle 

quali sono molti girfalchi e molti falconi pellegrini. Se volete sapere piu 

inanzi domandatene un altro che io marcho polo non cierchai piu. Finis. 前

者同様プッチコレクションに属し、前述カタログ 343 番に記された Relazioni 

dei Viaggi di Marco Polo『マルコ・ポーロ旅行記』に当たるものである。  
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図 6 TB5, f.21r（Ch.157「ザイトン」‐Ch.159「ジパング」）  
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TB ６ . -- フ ィ レ ン ツ ェ 国 立 図 書 館 マ リ ァ ベ キ ァ ー ノ 稿 本

cod.magliabechiano cl.XIII, n.73、15 世紀最初の 4 半世紀に作られた様々な題

材を集めたもの、cc.2-34 にポーロのテクストを含む。第 60 葉裏の同じ手で転

写された小作品の末尾に、「1425 年 7 月 16 日私 doffo spini ドッフォ・スピー

ニにより書き写し終わる」との書き込みあり１４）。きちんとしたコピーで保存

良好、見出し付きタイトル、紙面全体に密度異なりあり。書き出し (c.2r)：

Incomincia il libro di messer marco polo cittadino di vinegia nel quale tracta 

delle conditioni e province del mondo lo quale vide e cerco nel tempo che 

visse in questo mondo come raccontera per lo detto libro -- Signori 

inperadori Re duchi e conti chavalieri principi e baroni e tucta gente a chui 

dilecta di sapere diverse generationi di gente .... 結び(c.34r)：E in quello 

mare sono molte isole delle quali e nella quali naschono molti gerfalchi e 

molti falchoni pellegrini. E sse volete sapere piu inanzi domandatene un 

altro che io marcho non cerchai piu avanti deo gratias amen -- Finito i libro 

di messer marcho polo cittadino di vinegia ringraziato ne ssia sempre 

l'altissimo iddio amen. その後に例によって写字生にお馴染みの書き込みがあ

る：Qui scripsit scribat「書いた者が書く」等。保護用の最初の紙の裏の  -- 今

では上半分だけになっているが  -- 同書に含まれる作品の目次の末尾に、

questo libro e di gachinoto d'adonardo de bardi chiamaxi marcho「本書はマ

ルコと呼ばれるガキノート・ダドナルド・デ・バルディの所有になる」との書

き込みあり。ストロッツィァーナ蔵書の一部をなし、877 番の番号をもち、

Marco Polo delle condizioni e Provincie del mondo『マルコ・ポーロ、世界の

様と地について』のタイトルで記載されていた。1679 年には、Luigi del Sen. 

Carlo di Tommaso Strozzi が所有者として署名している。  

 

 中味を対校してみるだけでも、以上六つの稿本のどれも十全の忠実さをもっ

て翻訳者の最初の稿本を代表していないことは明らかである。全部のうち最も

古くまた一番揃っている TB１が、もうすでに充分に無秩序で不正確な一コピ

ーである。他の五つは、重要さでは TB１に劣らないがそれとは独立した二つ

の異なるコピーに遡る。この小グループの起源の同一性は確実である。また、

さらに B１ , B２・B３ , B４・  B５・  B６の三つの異なる下位グループに分れ

ることも確実である。  

 B２と B３は、確実に同一の原本に基づいて作成されたものである１５）。これ

ら二つのテクストの同一性はほとんど絶対的であり、同じ見出し、B１に対す

る同じ異読を有している（例：「二人の兄弟は、グラン・カーネが多数の諸侯と
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ともにいる町に着くと、その前でとても恭しく silinginochiaro＜ひざまずいた

＞」とあるが、B１は e inginochiaronsi dinanzi dallui）。B２はしかし、B３

よりもいくぶん保守的でない。後者のいくつかの読みは、B２では訂正された

り変えられたりしているのに対して、B１にはそのままあり、確実にこのグル

ープの祖本に遡る［以下、冒頭の数字は F の章・行］。  

 I 18-9:B２ :pareva a llui che fusse gran male et grande pericholo et degno 

di riprensione che cosi grande e stranie cose non fusseno decte「かくも大変

な珍しいことが語られないのは、彼には大いに悪く危険でまた残念なことに思

えた」-- B３ :grande pericholo e riprensione -- B１ :che fosse grande male e 

grande riprensione -- VA３ :pareva a llui ch'el fosse gran mal e grande 

reprensione che chusi grande e stranie chosse e meraveie non fosseno dite.  

III 13:B２ :et conbacterono insieme con grande dampno dell'una parte et 

dell'altra「合戦して双方に大きな被害があった」 -- B１・B３ :et combatterono 

insieme e gran danno fue dall'una parte e dall'altra -- VA３ :e chonbate 

insieme e gran dalmazio fo da l'uno lato e da l'altro.  XVI 6-8:B２ :et volse il 

signore provarlo come sapea fare una ambasciata; mandolo ad una tera alla 

quale egli peno andare ben VI mesi「君主は彼が使節の役目を果たすことがで

きるか試そうとした。彼をある地に派遣したのだが、そこに着くのに 6 カ月も

かかった」  -- B３ :una ambasciata ad una tera -- B１ :e volle lo signore 

provallo chom'egli sapesse fare una ambasciata a una terra la quale egli 

brigo ad andare bene sei mesi -- VA３ :e piaque al grande Chaan de provar 

chome marcho savesse far una ambasciaria a una tera a la qual el state ad 

andar ben mezo ano.  XVI 14-6:B２ : marcho sappeva cosi' bene le contrade 

perche andava cosi atorno et cercava con grande diligentia le novelle delle 

contrade 「マルコはその地域のことをとてもよく知っていた、というのもそ

こを歩き回ってその地の情報をとても熱心に求めたからである」 -- B３ :et 

inveniva con grande diligentia -- B１ :marcho sa cosi ben le condizioni delle 

contrade di lae perch'eli andava cotanto atorno e ivenia (sic) con grande 

diligentza le novelle delle contrade -- VA３ :marcho sape chusi ben le 

condizioni delle corte de oriente perch'elo andava tanto attorno e invegnia 

d'ogni gran cosse e grande dillegienzia aveva.  

 B４・B５・B６は、それら相互の類似性が極めて緊密で一貫していることか

らして、一つのテクストと考えてよい。B４と B５は、互いに独立しているよ

うに私には思える。一つの同じコピーのコピーで、その元の読みをあるときは

一方がまたあるときは他方が忠実に映している。B５は、B４と異なる少数の読
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みが転記者の訂正であることも排除できないことからして、それの単なるコピ

ーということもあり得るかもしれない。これら三つの稿本に保たれているテク

ストは、B１と B２に保たれているのと同じであるが、頻繁な削除と系統だっ

た文体上の圧縮によって著しく短縮されている。全体としてお粗末だが、さほ

どひどくはない原本に基づいて行われた、またある種の明敏さがなくもなく巧

みにやり遂げられた、慌ただしい要約である。  

 

  4 ヴェネト語版の性格とポーロの作品の批判的テクストのための価値  

 

 VA・P・LB・TB がただ一つのテクストの単なる異本であることを示すため

の証拠を、わざわざ挙げる必要はないと私は考える。以下の検討の過程で引用

する箇所で充分であろう。  

 これら四つのグループの関係とそれぞれの価値に関しては、定めておくべき

本質点は以下である１６）。  

 VA は一フランク -イタリア語稿本、すなわち F の第三の兄弟で、グレゴワー

ルの改訂版とトスカナ語訳から我々がすでに垣間見たもの５＊）に加えられるべ

きもの、から直接由来している。そのことは全般にわたる言語的一致から確信

できるが、原文がそのまま生き残っている箇所が頻繁にあることでさらに著し

いものとなっている (quant le pluie est remesse に対応する quando l'aqua e 

rimessa＜雨が止むと＞。Tout enverses sor la tere に対応する el versato in 

tera＜地上に注がれた＞。cheitif et vil に対する cativi e villi＜邪悪で卑劣な

＞。nes rebufes と naso rebufato＜天井を向いた鼻＞。poson＜魚＞ , deslialle

＜不実な＞ , afaitade＜皮なめし＞ , inavrano＜突っかかる＞等）。これらのい

くつかは TB にも見られる。しかし、二つのグループを全体的に対校してみる

と、TB に VA の名残りのあることが分かる。  

 P は VA の一翻訳である。ピピーノ版の起源に関するいかなる他の見解も放

棄されるべきである。その典拠をヴェネト語とする考えは、ピピーノ自身が『年

代記』の中で次のように明らかにしている箇所に批評家たちの注意が引きつけ

られて以来、有力となり始めた：「私がロンバルディア俗語からラテン語に訳し

たその書でヴェネツィア人マルコ・ポーロが書いているとおりに・・私はたど

る」６＊）（ロンバルディアの名でもって、いかなる北部の口語も意味すること

が出来るのはそのとおりであるが、当時とりわけヴェネト語がトスカナ語に対

して文学的に有力なものとなりつつあった）。『年代記』の最初の編者ムラトー

リは、問題のテクストがヴェネト語に由来するものであることをきっぱりと示

すことをためらわなかった１７）。次のような文、「ヴェネツィアでは俗語で
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transmontanus＜北風＞と呼ばれる aquilonarem ventum＜北風＞」、「我々が

俗語で pignatellam＜深鍋＞と呼ぶ肉を煮るための ollam parvulum＜小鍋＞」

でもって、テクストそのものが読者を正しい道に導くことができたであろう。

もっとも、もし読者がいたのならの話であるが。オリヴィェーリの注と、とり

わけペラエズによるカサナテンセ断簡の刊行は、かのボローニァ人が依拠した

かもしれないヴェネト語テクストが実際に存在していたことを証明した。念を

押すには、それら二つの版の体系的な比較で充分だった。それは私には疑問の

かけらも残さなかった。さらにまたピピーノが、今に伝わっている VA のみな

らず、LB および TB に典拠として用いられたものよりも全体としてより崩れて

いない稿本に依拠していることを私に納得させた。例えば P は F と同じように、

「彼らは 4 月にアッコンに着いた」と言うのに対して、VA２・TB・LB は「4

月半ば」と言う。VA３に「3 番目の君主はバクイ［バトゥ］・カアン、4 番目そ

して 5 番目はモング・カアンという名である」とあり、同じ奇妙な欠落が TB

にはあるが、P にはない。P は正しく、「長さ 1 掌尺の犬のような caudas＜尾

＞をしている」と言うのに対して、VA２も「1掌尺もある大きな尾をしている」、

しかし VA３は「掌のような大きな chorni＜角＞をしている」、TB２「1 スパン

もある高い collo＜首＞をしている」とある。メロンについて、F は「ウリのよ

うにすっかりぐるりを剥く」、VA１「カボチャの中をするように周りを切る」

(VA２「カボチャにするように中を切る」、VA３「カボチャにするように周りを

切る」 )、TB２「我々がカボチャにするように彼らは切る」、LB「瓢箪が切ら

れるようにこのメロンの周りを切る」。P のみは「瓢箪にするように、そのメロ

ンを糸 seu conrigias＜あるいは紐＞状にグルグルと切る」とあって、もとの

VA がフランス語の箇所の正確な訳と、加えてそのちょっとした解釈の一つを

合わせもっていたことを示している。  

 LB は直接フランス語テクストから来たものではありえない。turris del ferro 

＜鉄の塔＞、Baldacho＜バグダード＞、arbore solo＜唯一の樹＞――これらは

単に訳者あるいは写字生がイタリア人であることを証しているのかも知れない

が――といった形を別にしても、いくつかの奇妙な誤りはイタリア語の中間写

本のあったことを暴露している：＜山の老人＞を示すための episcopus＜枢機

卿＞、これはきっと vecioa あるいは vechio＜老人＞が vesco＜司教＞と読まれ

たことから生じたのであろう。Maison de fust＜葦［竹］の家＞を campanas 

ligneas＜木の鐘＞、これはイタリア語の capane＜小屋＞が誤って campane＜

鐘＞と書かれたためと推測される。これら 2 グループの極めて緊密な類似性か

らして、訳者が VA か TB のどちらを用いたか絶対的な形で決定することはで

きない――しかし、VA の今に伝わる稿本と一致するより大きな文字どおりさ
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は、それ［LB］がヴェネト語に由来するものであることの充分強力な徴しと思

える。いずれにしても、もし TB からだとすれば、我々が知っているものより

も古く、VA に対してより保守的な TB の一コピーを想定する必要に迫られよう。

カンバル［カンバリク］市のところでその宮廷の祝祭と組織についての章は、

TB では勝手に順序を変えられていたり欠落が多いが、アンブロジァーナテク

ストでは VA２とピピーノにあるとおりの順序と完全さをもってみられる。そ

れに用いられた典拠は、まだ良好な状態だったに違いない。ゲルケラン湖［カ

スピ海］を聖レオナルドの奇跡の池と混同するという、VA･P･TB が陥ってい

る過ちを LB のみが犯していないという事実を重要視する必要があるとは私に

は思えない。何故なら、その箇所で余りにも明らかな勘違いを、自発的に訂正

しようと試みていることが見て取れるからである：「その湖の側にゲルケラン海

と呼ばれる一つの海の入り江がある」１８）。しかしながら、VA２が「ゾルザー

ナ［グルジァ］には、常に mandemilich＜マンデミリク＞と呼ばれる王がいる」

（TB２ :namdemelich＜ナムデメリク＞）と書くのに対して、LB には「ジョル

ジャーナには常に david melich＜ダヴィド・メリク＞と呼ばれる王がいる」と

［正しく］あり、イタリア語の中間写本のみならず、それに先立つ段階を疑い

もなく証していることを観察することができる。  

 TB は VA のトスカナ語版である。我々の知っている稿本が証言するところか

らすれば、そのヴェネト語原典は、我々が VA２の祖本の中に推測しなければ

ならなかったカンバル市にかかわる部分の、あの奇妙な混乱をすでに顕してい

たに違いない。またそれは、全般的に VA３より優れており、そのグロテスク

な書き換えを持たないが、少なくとも対比が可能な章では、VA１に対して、ま

た時として VA２より劣っている点では同じである。二つばかり例を挙げると、

VA１は正しく「皆町の外の自分の庭園に出かけるが、そこには川と水が沢山あ

るので、それぞれ自分の庭に水をもち、そこに住まう。夏には何度もその平地

の周囲にある砂漠から、人を殺すほどのものすごい暑さがやって来る」。VA２

は VA１と一致する。P の訳も同じである。LB 自体も正確である。ところが VA

３は、その箇所の誤った句読点のために次のようになっている：「彼らは夏には

何度も砂漠の方に住む」。TB２は、「彼らはたいてい砂漠の方に住む」。F の

XXXVI 24 に対応する箇所は、VA２は、「彼らは＜その町＞と道をとてもよく

知っている」と正しい。VA３は、「彼らは道をよく知っている」と言うにとど

まる。TB２は同類の省略をもって、「彼らは道をよく知らず次々と進んで行く」。 

 これら 4 グループ全ての比較検討から、VA のオリジナルがあったに違いな

い姿が充分に明確な形で浮かんでくる。すなわち、個々のコピーを歪め、とり

わけ VA２の読みを困難なものにしているそれぞれの変更、滑稽な謎などから



22 

 

自由である。もし F３［VA 家族の祖本となったフランク -イタリア語テクスト］

がすでに縮小された稿本でなかったのなら、訳者は F の第 137-138 章、第 139

章の大部分、第 179-180、197-199、200-217、221-234 章を省略した。要約す

ること、作品の内容を手直しすること、順序を入れ換えることにほとんど頓着

せず――第 140、160-161、192 章だけは、内容により論理的な配列を与えよう

としていることが見て取れる――同じ主題をめぐる二つあるいはそれ以上の章

を確かに合理的にだがしばしば一つにする。形式については、当時の慣例を考

慮すればごく僅かの自由しか譲らず、たいていの場合忠実である。  

 当然のごとく VA も、我々が TA において指摘した誤りのいくつかに陥って

いる。例えば、LXXII 19(この家族の代表を一つに限るためピピーノを引く：

l.I,c.63「すなわち gatte＜猫＞ほどの大きさの・・gatta＜猫＞のような足をし

たとてもきれいなある動物」)、LXXV 84-5(P I 67「そこにはまたその大きさの

ためちょっとした町と見まがうほどのとても大きな僧院がある」 ), CLVI 15(P 

II 67「戦に向かうときそれぞれ自分の額に cum ferro calido＜熱した鉄で＞印

を押す」), CLXXV 8-9(P III 23「この地方の nomine var＜ヴァルという＞第

一の国には Sendeba＜センデバ＞という名の王がいる」), CLXXV 127(P III 24

「牛が死ぬとその adipem＜脂肪＞を取り、それを自分の家に塗り付ける」 ), 

CLXXVIII 67-9(P III 30「皆牛の de pulveribus ossium＜骨の粉から＞作った

ある軟膏を最大の敬意をもって自分の体に塗る」 ), CXCIII 27-8(P III 41「女

たちは他の人種よりも 4 倍も大きい manus＜手＞をしている」 )。  

 トスカナ語訳者を誤らせたいくつかの箇所は、ヴェネト語訳者をも、しかし

違った結果で混乱させた。 les roi des pelames＜毛皮の王＞は rondes＜ロンデ

ス＞と訳されている １ ９ ）。 berci domesce＜栽培されている蘇木＞と berci 

coilomin＜コイロミン［コイラム］蘇木＞はとんでもない間違いを引き起こし、

写字生のある者は＜ロヴィーニ＞［小狼］、ある者は＜レモン＞、ある者は＜ラ

イオン＞あるいは＜山猫＞と書く２０）。  

 VA 特有の解釈の誤りは、全体としてとても数多いというほどではない。以

下に、記録が充分に確実なものの中からいくつか挙げる：  

 II 7 (il ont consoil entr'aus「彼らは＜相談し合った＞」 ):VA３ :eli aveno 

consiglio＜助言を得た＞  de dover andar plui innanzi -- P:secundum sibi 

data consilia＜自分たちに与えられた助言＞ .  XVIII (Argon le sire dou 

levant「＜東方［タルタル人］の君主アルゴン＞」):VA３ :in quel tempo ... mori 

una regina d'India＜インディァの一人の女王＞  -- P:barones unius regio 

indorum＜インド人の唯一の王の諸侯＞ .  LXXX 9-10 (la primer fu Ciorcia

「第 1 は＜チォルチァ［満州］＞」):P:quatuor igitur provincias tunc obitinuit 
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rex quorum ista sunt nomina Fuciorcia＜フチォルチァ＞  Cauli ... -- VA３ :la 

prima a nome facirocia＜ファチロチァ＞ .  LXXXIV 7 (sunt toutes blances 

et merles「真っ白で＜銃眼がついている＞」 ):VA３ :et e molto grosso muro e 

tuto saldado fuora de color biancho e vermeglio＜白と深紅＞  -- P:est autem 

murus palacii grossus valde ... cuius tota exterior facies undique colore albo 

et rubeo＜白と赤＞  est depicta -- LB:est intus et extra coloribus variis＜様

々な色＞  decoratus.  LXXXIV 53 (covrir cel mont des roces de l'azur「その

山は＜ラピスラズリの岩＞で覆われている」):VA３ :quel monte e tuto choverto 

d'erba la qual e molto verde＜緑濃い草＞  -- P:coopertus herba virenti＜緑の

草＞  -- LB:ille monticulus est totus herba viridi＜緑の草＞  coopertus.  

CXIX 12-4:(ne menuient pain de forment mes menuient ris「麦のパンは食べ

ず＜米を食べる＞」 ):VA３ :non manzano pan de formento perche el nonn e 

sano in quella provincia ma fano pan de riso＜米のパンを作る＞  -- TB２ :ma 

pane di riso＜米のパン＞  -- P:de riso autem panem faciunt＜米からパンを作

る＞ . 

 小さな統合・短い解説・結論的決まり文句などによる、自分のテクストに対

する訳者のコメントはけっこう頻繁だが、幸いなことにその調子はとても控え

目である：  

  III 20:pasano el fiume che se chiama tigri uno di quatro fiumi del 

paradiso「ティグリスという＜天国の四川の一つ＞を渡る」 -- LB:transiverunt 

Tigrim unum de quattuor fluminibus paradisi -- sic TB -- P:trnasiverunt 

fluvium tygridis qui unus est de quatuor fluminibus pardisii.  VII 2-3:VA

３ :domandolli delle condizion de latini molto sotilmente「彼らにラテン人の

ことを＜とても詳しく＞尋ねた」 -- TB:soctilmente -- LB:subtiliter indagavit 

-- P:inquisivit diligenter.  XXIII 29-30:VA３ :el fiume de Eufrates ch'e uno 

di quatro fiumi del paradiso「＜天国の四川の一つである＞エウフラテス川」 -- 

sic TB,LB,P.  LXXXV 36:VA３ :si fa perche li tartari non posano far dano ne 

robar; lo signor atende molto per suo onor che robaria non se faza in la tera 

la dove l'abita「タルタル人が危害を加えたり盗んだりできないようにする。

＜君主は、自分が住んでいるところで盗みが行われないよう、自分の名誉にと

ても注意を払う＞」  -- P:summum enim studium adhibet rex ut arceantur 

fures.  XCIV 56:VA３ :et eno tuti queli chuori vergati bianchi vermegli e 

negri, ed e color natural, de queli lioni chusi fati se trova asai「どれも白・

朱・黒の縞の皮をしており、＜自然の色で、そうした恰好のライオンはとても

たくさんいる＞」  -- P:qui colores naturales sunt, multi enim leones sic 
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colorati habentur in regionibus illis.  CXVI 36:VA ３ (VA ２に同じ ):le 

menano a quelli forestieri a vinti e a trenta al trato sechondo che eno i 

forestieri「女たちを一度に 20 人 30 人と他所人のところに＜その数に応じて＞

連れていく」  -- TB２ :secondo che suono i forestieri.  CXXXI 29:VA３ :si che 

spesse fiate inira (=inavra) lo lion fortemente e tanto atende lo lion ai chani 

che l'omo el po bonamente saitar a suo senno「何度もライオンに突っかかり、

＜ライオンが犬にかまっている間に人間は思うがままにうまく矢を射ることが

できる＞」  -- TB２ :el lion attende tanto a cani ... che non piglia guardia alle 

saecte -- P:in tantum enim leo intendit ad canes quod vir potest libere 

sagitare.  CLIII 19:VA２  VA３ :la zita e tuta in aqua de lagune chome e 

venexia「その町は＜ヴェネツィアのように＞すっかり潟の水の中にある」  -- 

sic TB -- P:est autem civitas in lacunis ut civitas veneciarum. 

 これらおよび他のこれに類する箇所は、同じような些末さや無頓着のため、

VA がその生みの親だと断定することもできなければ、フランス語オリジナル

にすでにあったことを厳しく排除することもできない。他の版からの隔たりが

間違った推測か悪い読みの結果としてしごく簡単に説明できる他の箇所におけ

る解説と解釈の性格はより明らかである：  

 VIII 6 (il dit a soi meisme「自分自身に言った」 ):VA３  TB:e disse a suo 

baroni「＜自分の家臣に＞言った」  -- LB:dixit suis principibus -- P:consilio 

prius cum baronibus habito.  X 15-6:VA３ :misier Nicollo trovo che lla dona 

soa era morta ed era rimaxo un fio che avea nome marcho lo qual misier 

Nicollo non l'aveva mai veduto perche nonn era anchora nato quando el se 

parti da veniexia「ニコロ殿は、妻が亡くなりマルコという名の息子が残され

ているのを知ったが、＜その子は彼がヴェネツィアを発ったときまだ生まれて

いなかったので、見たことがなかった＞」 -- TB２ :misser nicholo trovo che la 

donna sua era morta, della quale era rimaso uno figliuolo che haveva nome 

Marcho, el quale misser Nicholo non haveva mai veduto, pero che non era 

anche nato quando si parti da Vinegia -- P:invenit dominus Nicolaus uxorem 

suam esse defunctum que in recessu suo pregnans fuit＜彼が出発したとき妊

娠していた妻が亡くなっているのを＞  invenitque filium Marchum nomine 

qui iam annos quindecim habebat aetatis＜15 歳になっていた＞ , qui post 

discessum ipsius de Venecia natus fuerat de uxore prefata.  XIX 21-2:VA

３ :trovano che la signoria delle tere de ragona tegniva uno che avea nome 

achatu perche el figliolo del re era pizollo「ラゴナ［アルグン］の領土の支配

は＜王の息子が小さかったから＞アカツ［キアカツ］という名の者が手にして
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いるのを知った」  -- TB２ :la signoria del reame teneva un barone per lu 

figliolo del re perche il decto figliolo era picholo fanciullo -- LB:quia vero 

filius regis Argon erat parvus quidam princeps nomine acatum terra[m] 

regebat -- P:acatu ... qui regnum pro puero gubernabat qui nondum aputus 

erat ad regnum.   XXI 10:VA３ :sabastala e li fo martirizia miser san biaxio

「サバスタラ［シヴァス］＜は聖ビァージォ様が殉教されたところである＞」 -- 

TB２ :et Sebastala nella quale fo martirizato sancto Biagio -- LB:et sabasta 

ubi sanctus blassius fuit martirizatus -- P:sebasta ubi beatus Blaxius 

martirium pro Christo suscepit.   XXV 3:VA３ :ove abita lo charifo de tuti i 

saraini del mondo sichome a roma dimora la maor marte el papa de 

christiani「キリスト教徒の教皇が＜大部分＞ローマに住むように、世界の全

サラセン人のカリフが住んでいるところ」 (もちろん 1309 年以後の加筆 ) -- 

LB:sicut rome solet papa communiter habitare.   LXXXVI 25:VA３ :anchora 

ge vien senpre molti homeni de chorte a chantare e a far diversi solazi「＜

またそこにはいつも宮廷の沢山の人々が歌を歌ったり様々な遊びをしにやって

くる＞」(47 行以下から思いついたもの ) -- TB２ :et ancho vi vengono molti 

huomini di corte che fanno et dichono molte cose da sollazo dinanzi al 

signore -- P:joculatores innumeri.   LXXIX 3-5:VA３ :la zente de naian era 

dexarmada e stava in grande solazo ne non se guardava l'oste「ナイアンの

兵士たちは武装せず＜大いに楽しみにふけり＞敵からも身を護っていなかっ

た」  -- TB２ :et stavansi per quella pianura senza arme e andavansi 

spassando ciaschun di loro -- P:populus nayam diffusus per planiciem 

inermis erat solaciis vacans et nequaquam vicinum periculum sibi 

providebat -- LB:populus autem Nayam non erat armatus, sed, sicut nullum 

adventum subitum adversariorum timens, morabatur in tripudiis et solaciis 

magnis.   LXXXIV 16-7(toutes les autres gens「他の者たちは皆」 ):VA３ :e 

per quelli entra quelli che sono in chonpagnia chon il gran chaan「＜グラン

・カアンのお供をしている者たちは＞そこから入る」  -- P:per quas qui cum 

rege sunt transeunt.   C 11(li fait doner de sez bestes「自分の家畜を彼らに

与えさせる」):VA３ :fali vender delle sue besxtie a bon merchato「自分の家

畜を彼らに＜安い値で売らせる＞」  -- P:quibus etiam vendi facit de suis 

gregibus et armentis.  

 VA が他の重要な版と共通して有している少数の書き加え箇所は、フランス

語テクストに遡る何らかの慨然性がある。XCVII 9, CX 10, CXC 12-3 のテクス

トへの我々の注を参照されたい。  
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 しかしながら以上全てからして、訳者が用いた原本は、我々に［マルコのオ

リジナルテクストの復元に］大いに役立つには、FG や TA がそこから生まれた

ものと余りにも似ている。我々のテクスト［F］はそれに重要な新点を何一つ

負わない。我々がかなり大胆な一点でそれに求めた唯一の訂正 (III 18)は７＊、

これまた訳者による訂正ではないかとの疑いを抱かせる。  

 その翻訳が行われた全体の忠実さと真摯さの性格からして、無名の訳者の像

はほぼ全く蔭に隠れている。現実の残酷さ全てに対する誠実な哀れみと、信仰

に触れるあらゆることにおける注意深い慎み深さだけがにじみでている。この

作品が、ドメニコ会士ピピーノに際立った印象を与えたことが納得される。  

  

  5 最も古いドイツ語訳  

 

 無名氏によっておそらく 1400 年代の後半になされたものであるポーロの作

品の最初のドイツ語訳は、二つの写本と二つの印刷テクストに残っている。  

 モナコ［ミュンヘン］国立図書館のドイツ語稿本 696 は、cc.137r-281v にそ

の一コピーをそっくり含む２１）。凡庸な美しさの 1400 年代の転写、タイトル赤、

章頭色付き、ごく近年の別の手で余白にいくつかの書き込みと訂正あり。書き

出し：Hie sich an hebet das buch des Edlen Ritters und lant farers heren 

Marcho Polo in dem er schreybet die grossen wunder disser welt nach dem 

als er mit seinen augen gesechen hat sunderliche von den grossenn heren 

kungen und kaysern die da herschen in disen landen und von dem 

wunderlichen volcke und seiner gewonhaitt. -- Allen Edlen und 

hochgepornen fursten freyen graffen Rittern und knechten zu lob und eren. 

Allen Edlen und rainen herczen die da willen haben zu versten die grossen 

wunder diser welt die nemen fur sich und lesen das buch.８＊）   結び：Das 

land ist so gross das es gett an das grose mer Occeana oder Indiano. Nicht 

mer ich euch sagen wille von fremden landen. Aber wer ir mer wissen will 

der fur sich neme den grossen lerer und kung vonn Egipten der euch nicht 

allain geschriben hat von der welt auch dar zu den himel mit seinem gestirn 

und das gancze firmament -- Deo gracias. 同書はヴィルデンローデル J. 

Wildenroder に所蔵されていたことがあり、今引いた結びの後に次のように記

されている：「この世に賞賛と誉れと栄光のあらんことを、アーメン。モナコの

ヨハン・ヴィルデンローデルの書より、1633 年」。  

 同図書館は、同作品の短い断片ドイツ語稿本 cod. Germ. 252, ff. 90r-94r を

所蔵している(cfr. Schmeller, I, p.27)。f. 94 裏が白紙であるところからみると、
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おそらく写字生は今に残っている部分から先には進まず、最初の数章を転写す

るにとどまったのであろう。冒頭は確実に欠落している： durch kainerlay 

sache und pass zu wege pringen mug, dann in kauffmans weyse, wann  Ir 

wol wissent dass kainerlay volck ferrer und veytter Die wellt pauwt.... 結

び：Also die zwen pruder Marcho Nicholo Pollo sun solanng rytten und 

zugen das sie bekommen zu der edeln Statt genannt Cremessu. Inn der 

statt. 

  いくつかのさほど重大でない慣用句的な異なりを除けば、cod. 252 に残って

いるテクストは cod. 696 のと同一である。若干の異なりはあるが 1481 年にア

ウグスベルグでゾルグの活字で再版されたクロイスネル Creussner の稀覯書

（ニュルンベルグ  1477 年）の原典として用いられた稿本は、上に挙げた 2 写

本に極めて似通っていたに違いない。似通っているが独立しており、刊行者が

文体上の目的から元の文をしばしば書き換え、変更し、極めて頻繁に訂正して

いるため、ある面で劣っている（例えば、上に引いた cod. 696 の「書き出し」

と次のニュルンベルグ本の文を対照されたい：In dem er schreibt die grossen 

wunderlichen ding dieser welt. Sunderlichen von den grossen kunigen und 

keysern die da herschen in den selbigen landen und von irem volck und 

seiner gewonheit da selbs）。  

 この翻訳は、そこに含まれる内容とその順序に関しては、我々が VA で検証

した典型的な特徴を顕している。つまり、F と比較して同じ省略がある。F の

第 140, 160-161, 192 章はヴェネト語訳者が書き直した新しい順序になってい

る。後者が何か楽しげに筆を遊ばせている何箇所かで新たな展開がみられ、例

えばバグダードの奇跡のエピソードのところで、ドイツ語テクストも賢者がカ

リフに与えた忠告を劇的なものにしているし (Ein weysser under den andern 

auff stond und sprach: here, ich han gedacht und finden...)、あるいはヴェネ

ト語の訳者がためらいと慎重な留保をもって語っているマギの三王の物語で、

ドイツ語もそれに歩調を合わせている（<auch file dinge sy sprechen und nit 

ware und ungeleplichen sein>,<das alles nit war ist>;cfr.VA３ :「この物語に

ついては多くの嘘が語られる」、「これについては全て何も本当でない」等）。ヴ

ェネト語の訳者は時に原本のリアリスティックな調子を何らかの素直な言い換

えで和らげているが（XLVII 36-7「da zentura in zio＜帯からそこ［尻］へ＞

が大きく見えるようにする」）、ドイツ語もそれを文字どおり映している：und 

das dar umb ist ye grosser aine frawe under gurtelen inn ab ist ye schoner 

nach irer gewonhait gehalten ist.  

 VA が他の家族と共有する誤りがここにも見い出される：  
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 LXXII 19:die fusse als ain katze「猫のような足」 -- LXXV 84-5:Sy haben 

auch gar vil closter under den gar ain grosses ist; dar inne sein stetlichen 

mer dann zwaitaussent munche -- CLVI 15:und wan si auss in streyt 

ziechen si ein zeichen mit einem heyssen eysen do an der stirn haben -- 

CLXXV 8-9:ist genant kung Amedan Achomat「アメダン・アコマット王と呼

ばれる」  -- CLXXVIII 67-9:und stetlichen si sich salben mit einer saibe die 

ist gemachat auss ochsens marck. 

  しかし VA に特有の誤りも見られる：  

 XVIII 8:in India gestorben was ain kungin die genant Balchana「インディ

アでバルカナという女王が亡くなった」  -- LXXXIV 53:das grase geleich -- 

CXIX 12-4:das volck von der gegent essen kain prot von getrayde, dan allain 

von reyse. 

  ここでも Geluchelan ゲルケラン湖（「そしてその海は Jerusalem エルサレ

ムの海と呼ばれる」）とサン・レオナルド湖との混同が起こっており、それはす

でに述べたごとく、たとえ LB と一致していないにしても、VA の祖本に遡ると

我々は考える。  

 ほとんどの部分で、すでに VA で指摘した小さな書き換えが現れる。  

 X 15-6:Aber Nicholo Polo sein hauss frawen tode fand, die er schwanger 

gelassen hett ... ainen jungen sun der gehaissen was Marcho Polo, den sein 

vatter noch nit gesechen hette, wann er in mutter leibe verschlossen liess

「ところがニコロ・ポーロが家に帰ってみると妻が亡くなっていた、彼女は一

人の息子を残しており・・（ここに確実に欠落あり）その子はマルコ・ポーロと

呼ばれた」  -- XXI 10:In dem lande wart gemartert sant Blasy「その地で聖

ブラシウスが殉教した」  -- LXXXVI 25:auch vil spil lewt komen die den 

hernn grose freude mache -- LXXIX 3-5:und an alle warung lagen in irem 

lust hofnung und freyden -- CLIII 19:die stat leyt in dem wasser als venedig 

ist「その町はヴェネツィアのように水の中にある」 .  

 VA との一致は、我々には F３にまで遡り得ると思える少数の特徴についても、

一貫している。例えば、c.217:auff der prucken mann nimpt ainen zolle und 

tagligh gevallen dem hern tausent marck von gol; c.219v:seiner frwen die 

geste enpfilichet und allen seiner gesinde; c.255v:von dem paume si zu 

etlichen zeitten in dem Jare schneyden trey oder vier este.  

 訳者は、自分自身および用いた原本についての情報を我々に与えるような序

文を何も残していない。しかし、その原本がイタリア語であったことは確実で

ある。我々の言語［イタリア語］に充分通じており、全体としてよくできた忠
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実な作品を生み出すことができたが、技術的な性格の言葉あるいは彼にとって

そう思えた言葉の前では筆を止め、それを敢えて移し変えようとしない。ein 

sagio von gold＜金 1 サジォ＞、tomani von golde＜金数万＞ , tramontana＜

北＞、gallea＜ガレー船＞、das grosse mere oczzeano oder indiano＜オチェ

ーアノあるいはインディアーノ大海＞、 timone＜舵＞といった語が見られる。

エキゾティックな産物の名はほとんどそのままにする（porcellana あるいは

procellana＜磁器＞、turchesi＜トルコ石＞、reobarbero＜大黄＞、rubini＜ル

ビー＞、saffieri＜サファィア＞、topazi＜トパーズ＞、pocchaczini＜ボッカシ

ン綿織物＞、perli＜真珠＞、bucherami＜ブケラーニ綿織物＞、sussimano＜

胡麻＞、ambra＜琥珀＞、zibeto＜麝香＞、diaspori＜碧玉＞、chalcidoni＜玉

随＞、pistachi＜ピスタッチ＞）。またエキゾティックなあるいは自分のよく知

らない動物（rutti＜ネズミ＞、papagalli＜オウム＞、 frantolini＜ヤマウズラ

＞、falchen pelegrini＜オオタカ＞、strige つまり[o]strige＜牡蛎＞、balena

＜鯨＞、capidoglio＜マッコウクジラ＞、giraffi＜キリン＞、 lonze＜オオヤマ

ネコ＞、 leopardi＜豹＞、 leon＜ライオン＞ )。maister in filosofia＜哲学の師

＞ (c.242v)とイタリア語のように書く。たぶん充分に理解できなかったためで

あろう、astrolachi＜占星術師＞、sacrificio＜犠牲＞、romitori＜庵＞、pantani

＜沼地＞とそのまま残す。固有名詞の綴りそのものが、とりわけかなり変えら

れているところで、原典がイタリア語であることを暴露している (Muleta＜ム

レヒト＞、Balastia あるいは Palastina＜バダクシャン＞、Gattheio＜カタイ

＞、Soria＜シリア＞、Gregorio＜グレゴリオ＞、Erminia＜アルメニア＞等 )。

もし必要なら、訳者が疑うこともなく再生しているあるいはその責が訳者自身

にあるいくつかの誤った読みも、その確証に役立つであろう。c.140v:in diser 

zeitt es sich fuget das durch die statt zoche ain potschafft des fursten und 

heren genant allauelle「その頃、君主の一使節と＜アラウェッレ＞というお方

がその町を通るということがあった」。1477 年の刊本はこれに対して allauello

とあり、TB２の形もそうである（「東方の君主 dalauello＜ダラウエッロ＞の大

使がその町にやってきた」）。これは明らかに、もとの allau el signore＜君主ア

ラウ［フラグ］＞から生じたものである。c.143v:also ritten sy das sy komen zu 

der stat genant Allagiazza（1477 年刊本 :allagiassa）「そこを発って彼らは＜

アッラジァッツァ＞という町に着いた」、明らかにイタリア語の「alla Giazza

＜ジァッツァ［ライアス］に＞着いた」から生み出されたもの。c.166:der mayste 

tayle der pferd sein in dem gelte zu der zwayenhundert ditornesi(1477 年刊

本 :zweyhundert gulden oder ditornesi）「その馬の大部分は 200＜ディトルネ

ージ＞の価値がある」、これはイタリア語の de tornesi＜トゥール貨幣の＞から。
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同様な間違いが c.216 とその後にもあり、「disidiffa ディシディファの町」につ

いて語っているが、これは疑いもなくイタリア語の di Sidiffa＜シディッファ

の＞(TB２ :la provincia di Sidiffa＜シディッファ地方＞ )から。c.176「日出ず

る国のタルタル人の王 allanchora と呼ばれる」(1477 年刊本 :alanchera）とあ

るが、この誤りは TB２の「東方タルタル人の Alau ch'era re＜王だったアラウ

＞」の読みで説明できる。Maabar＜マアバール＞国がこの新しいテクストで

はどのようにして Damabar＜ダマバール＞になるのか理解するには、TB２の

「da mabar＜マバールから＞発つと」に戻るだけでよい。  

 訳者がイタリア語の原本を用いたことが確実なだけでなく、上に引いた箇所

のいくつかがすでに示唆するごとく、さらに正確にはトスカナ語である。すで

に引用した形に、archoliffo あるいは archaliffo＜カリフ＞、padilgione＜パヴ

ィリォン＞、 lo velgio von dem perge＜山の老人＞ (1477 年刊本 :veglio)を付け

加えることができるほか、固有名詞において -e や-o で終わる開口音形への傾向

が認められる :soldano＜スルタン＞、mongiuchano＜モンケ・カーン＞、temolo

＜カワヒメマス＞、ghatteio＜カタイ＞、misere＜殿＞（写本 :Aisere Diebaldo

＜テバルド殿＞、しかし刊本では正しく Misere）。  

 VA の下位グループのうち、この翻訳から自然に思い起こされるのは、以上

のいくつかの特徴からすでに明らかなごとく、TB である。しかし、いくつか

の点でより保守的であることからして、今に伝わる TB のどれもこの独訳者に

原本として用いられ得ていない。つまり用いられたその今は失われた TB は、

確実により古いものであったか、あるいはより古い一稿本から写されたもので

あった。いずれにせよ問題のテクストには、カンバリクに関する章の奇妙な同

じ移動、王宮の興味深い同じ重複、オリジナルの VA に対する同じ欠落がみら

れ、それらは TB の特徴でもあった。歴史や地理上の名前の変形は、そこに極

めて緊密な親戚関係の証拠を見ないでおこうとするには、余りにもたいていの

場合同一である。異なりはもちろん多くの場合、利用可能な二つだけの TB の

どちらか一方、すなわち TB２としか私が対校しなかったことから説明される

ものである（名前が対になっている場合は後者がトスカナ語版のもの。一つだ

けの場合は両版に共通）：  

 Soldania(刊本。写本は Seldania); Ardinga; Navidamelech, Navidemelich; 

Casum; Cretia (Greczia, Cretiziam, Certinam), Cretiam; Reobarbe; Avinam, 

Abinam;... Conpangui, Compagu＜チパング＞ .［以下略］  

 もとの名前からの大半の場合のこれほどの隔たりからして、偶然の一致とい

うことは絶対的に排除されるべきである。  

 無名の訳者は、すでに述べたごとく自分の仕事を充分賞賛すべき形で行った。
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彼の責に帰されるべき解釈の誤りは比較的軽いものである。アラウ［フラグ］

を 2 度グラン・カーネ［大汗］と混同している (c.140v, c.153r)。民衆的伝統に

敬意を表して、プレーテ・ジァンニ［司祭ヨハンネス］を「インディァの皇帝」

と呼ぶ。グラン・カーネがカラモラン［黄河］に配備している船 1 万 5 千を＜

6＞隻に(c.232v)、チァンバ王の 326 人の子を＜23＞人にする。教皇の書簡を「ス

ルタンの手紙」にする (c.146 - F XIII 14-5)。山の老人の asciscins＜アッサッ

シン＞を morder＜人殺し＞と呼ぶ。sensin＜先生・道教士＞たちの［食べる］

水に浸した麩を、prot und wasser＜パンと水＞とする。マルコが bacsi＜博士・

ラマ僧＞たちに限定している処刑者の肉を食べる習慣 (LXXV 54-6)を全住民に

拡大する。しかしながら、そうした誤りがすでに原本に存在していたことも排

除することはできない。ともあれ、マルコの考えがすっかり覆されている以下

の箇所を F とも対照されたい : 

 XXIII 3-4:man spricht das vorzaitten ain yeglich kung von dem lande 

trugen ainen adler an seinem rechten arm zu ainem zeichen grosses adels.

「昔その地の高貴の王は大貴族の印として右腕［肩］に一羽の鷲をもっていた

［印をしていた］」 -- XXXI 12-3:ain statt die ist genant peristante, das ist in 

unser sprache als vil gesprochen die statt des fueres.「ペリスタンテ［カラ・

ペリスタン］という町、それは我々の言葉でよくいわれるように火［拝火教徒］

の町である」［以下略］  

  もし、こうしたことから可能なように、このドイツ語訳の独自性を評価する

ための比較の相手として TB を選ぶならば、訳者がそこここに何らかの短縮（と

りわけタルタル人の力の起源に関する章で）と、それに機会があれば何らかの

ちょっとした追加を自ら行なっていることを認めねばならない。その新たな展

開が彼あるいはその典拠に帰すべきものであれ、我々はこの新しいテクストか

ら次のことを知るのである。タルタル人の使者コガタルが道中亡くなったこと

(c.143v)。カイドゥ王はナヤンに敗北した後自分の大敵クビライの恩赦を求め、

それを得たこと (c.205v)。ドル［金］王は、捕虜となった襲撃のとき騎士を 3

人しか伴っていず、プレーテ・ジァンニの 7 人の家来の刀が彼らをすぐ遁走さ

せたこと (c.210v)。蛇狩りは、新たな細部と明らかな喜びをもって語られてい

るのが見られる (c.223)。何よりも、ich marchopolo＜私マルコポーロ＞が――

オリジナルテクストの謙虚で男らしい客観性とは対照的に――ここでは目障り

な執拗さでもって繰り返される :ich marchopolo mit meinen augen sache den 

himel verdecket mit eytlen pfeylen(c.204)「私マルコ・ポーロは、天が降り注

ぐ矢で隠れるのを我が目で見る」 ;in dem lande ist kein vogel der den von 

unsern landengeleich sey dann allein die wachtel die ich gesehen 
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hab(c.262v)「その地には我々の地からは、私が目にしたウズラ以外どんな鳥も

もたらされない」等。このドイツ語版が我々に提供する僅かな新点は、興味が

乏しく単なる解説と見なされるべきものである。  

 X 2:sy komen in seria, in die statt genant Acry...das lant von Seria 

christen sind, und gelegen ist zwishen dem hailigen lande und der turchey; 

der mertaille des lamdes ist des soldans von Babolonia, der da herr, zu 

damasco ist, und zu Ierusalem Cayser und Alexandria「シリアのアークリと

いう町にやってきた・・＜シリアの地にはキリスト教徒がおり、聖地とトルコ

との間にある。その土地の大部分はバビロニアのスルタンのもので、ダマスカ

ス、エルサレム、カイセリア、アレクサンドリアまでである＞」-- Ibid.13-5:von 

Acri schieden, gen Cipry komen, darnach gen rodes, longado, nigropomte, 

chandio, Modona, dar nach gen venedig (c.151v にも繰り返されている )「アー

クリを発って＜キプロスへとやって来た。そこからロードス、ロンガドス＞、

ネグロポンテ、＜カンディア、モドーナ＞そしてそこからヴェネツィアへと来

たった」［以下略］  

 もしこれらの書き加えがドイツ語訳者によるものであるなら、もちろん特別

な教養も文学的優雅さも顕さない。全体からはある種の正直な善良さが浮かび

上がってき、それは時として罪のない冗談にまで至っている :schwarcze leyt 

grosse maister der schwarczen kunnst sent！「可能な限り邪悪な大先生がお

導きになるのだ」。  

 

 6 「様々な習俗と人種の書」  

 

 ドイツ語訳に関して今述べたことの多くはもう一つの小グループにも繰り返

されるべきであろうが、それの素性は今までの研究によっては認識されていな

い。しかし明らかにされる価値がある。すなわちもう一つのラテン語訳のこと

で、上に検討した二つとは異なるが、それぞれの原本の親密な親戚関係のため

それらと密接に結びついている。今では五つのラテン語写本と一つのイタリア

語重訳に保たれている。  

 ヴァティカン図書館バルベリァーノ写本 ms.barberiano lat.2687, ff.37r-48v

２２）。美しい羊皮紙手稿本、私のみるところ 15 世紀前半、1 欄組み、余白に二

つの異なる手の書き込みあり。第 1 葉上部にタイトル：Incipit liber de morum 

et gentium varietatibus editus a Marcho Polo Veneto.「ヴェネツィア人マル

コ・ポーロにより書かれたる様々な習俗と人種の書ここに始まる」。このタイト

ルの下に異なる手で Marcus Polo とある。始まり：Varietatem morum et 
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operationum et virtutum gentium diversarum habitantium in diversis 

provinciis ad orientalem plagam et occidentalem necnon septentrionalem et 

meridianam constitutis narrat nobilis et discretus vir dominus Marchus 

civis venetiarum. 終わり：Est etiam tanta et tam sempiterna frigiditas 

quod vix potest ibi vivere homo vel animal. 異なる手で 2 度書かれている結び

がこれに続く：Esplicit libellus editus a prudenti et sapienti viro domino 

Marcho Polo de venetiis de diversis provinciis et gentibus mundi et earum 

ritibus et moribus diversis et actibus. 

 モナコ［ミュンヘン］国立図書館 ms.lat.18770, ff.109-166２３）。様々な手に

なり 1400 年代後期のコピーである広範な歴史および哲学ものの集成の一部を

なす。タイトルとして Narrationes ex libro Marci Polo Venetensi de partibus 

transmarinis.「海外の諸地に関するヴェネツィア人マルコ・ポーロの書からの

記」をもつ。書き出し：［略］。結び：［略］。テゲルンゼエの修道院からきたも

の。写字生は作品の最後に自ら名乗っている：Explicit libellus per me fratem 

Oswaldum Nott de Tittmaning monachum et professum in Tegernsee.「私テ

ゲルンゼエの修道僧にして職業［写字］生オズヴァルド・ノット・デ・ティッ

トマニングの手になる書ここに終わる」。同じ写字生がマルコの書の続きとして、

Narrationes domini Johannis de Hess presbiteri traiectensis dyocesis de 

transmarinis「海の彼方に関する海外管区司祭ヨーハンネース・デ・ヘス殿の

記」(ff.166-176)を書いている。このモナコのテクストは、冒頭の段落がそれだ

けで示しているように、バルベリァーノテクストよりずっと不正確かつ不完全

である。バルベリァーノテクストで、de maximo bello magni chaan contra 

Nescardum＜ネスカルドゥスに対する大カアンの大戦について＞と de 

hominibus silbestribus＜森の人々について＞と題されている 2 章がすっかり

抜けている。固有名詞の綴りはおしなべて悪化している： Tarvisium が

Caurusium、Thaican が Charan、Camul が Samul、Sucur が Aucur、Corbin

が Corlis、Coman が Thoman、Melibar が Helliabar など。  

 ルクセンブルグ市図書館 ms.121(旧 50)２４）。主に哲学・宗教問題や転記者の

所属する教会と市の歴史に関する、唯一者の手になる雑録集。マルコ・ポーロ

がそこに含まれている (ff.159d-175d)のは、聖地に関する作品からほとんど分か

ち難くなっているためである。書き出しは前稿本に同じ：［略］。結び：［前略］

Et sic est finis. Scriptum et completum per me Tilmannum Pluntsch 

canonicum ecclesie Sanct. Crisanti et Darie monasterii Eyfflie anno domini 

MCCCCXLVIII ipso die Urbani pape.「かくて終わる。私エイフリア修道院聖

クリサントゥスならびにダリア教会参事会員ティルマンヌス・プルントシュに
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より書き終えられり、主の 1448 年教皇ウルバヌスのその日」。同様な覚え書き

が第 2 葉についている：「1448 年私ティルマンヌス書けり」。ルクセンブルグ

市図書館に渡る前に同書は、Christoforus Ittalius altarista summe aedis 

Treverice＜いや高きトレヴェリー家付き司祭クリストフォルス・イタリウス＞、 

Francesco Nicolao Aegh＜フランチェスコ・ニコラオ・アエグ＞、 ルクセンブ

ルグ説教師修道会に所蔵されていた。  

 高アウストリアのシュリェルバッハ・シトー会修道院図書館 ms.37２５）。き

れいな紙稿本、保存状態最良、おそらく 15 世紀。ポーロの作品は ff.1-51 を占

める。皇帝フェデリーコ宛プレーテ・ジァンニの書簡 (ff.52-7)と Ludolf da 

Suchen ルドルフ・ダ・ズッヒェンの Descriptio Terre Sancte『聖地記』

(ff.62-144)がそれに続く。書き出し：［略］。結び：［略］。稿本の来歴にかかわ

る書き込みは見当たらない。  

 ウィーン国立図書館 ms.lat.4973, ff.260b-274a。短い断片、一まとめにされ

た歴史と法律の題材の他の様々な断片と一緒にされており、異なる手になる、

15 世紀。書き出し：［略］。結び：In burgis autem Cambalu morantur XX milia 

meretricum. Finis.「カンバリクの町にはまた 2 万人の売春婦が住んでいる。

終り」。  

 このラテン語版には、後世のトスカナ語訳が一つある。すなわち、そこに含

まれる貴重なヴェスプッチの記録で地理学研究者によく知られたフィレンツ

ェ・リッカルディァーナ図書館の著名なヴァリェンティ写本、つまり cod.1910

の冒頭の『マルコ・ポーロ』のことである２６）。この訳が同収集本の著者自身

によって行われたのか、それとも単により古い稿本のコピーなのかははっきり

しない。いずれにしても、文体からして巻全体と同じく 16 世紀始めを思わせ

る２７）。cc.1r-39r を占める。書き出し：［略］。この作品には結びが二つある。

最初の結びは c.37r：［略］。しかし最後に至って転記者は、終わりの章のいく

つか、すなわちより正確には聖地参拝に派遣したアバシェ王の話、アデン、エ

シェル、北方タルタリについての情報を省略したことに気付いたかあるいは後

悔したに違いない。そこで彼は略したことを書き加え、最終的に結んでいる

(c.39r)：「またその国には貂の皮が大量にあるが、それが獲れるのはその国がほ

とんど人が住んでいないからで、とりわけ山地においては上に述べたような動

物その他が捕獲される。ジェヴァン・バンディヴィッラ gevan bandivilla つま

りヴェネツィア人マルコ・ポーロここに終わる」９＊）。  

 以上の稿本のうち、モナコ、ルクセンブルグ、シュリェルバッハ、ウィーン

のは引用した僅かな行からも充分明らかなごとく、すでにひどく崩れた同一の

コピーに遡ることは確実である。トスカナ語訳の原本もまた、極度に劣悪なも
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のだったに違いない。バルベリァーノ稿本は他よりは優れているが、これまた

疑わしくとがめられるべき手直しを免れてはいない。  

 この小グループのオリジナルが、今に残っているコピーよりはるかに古いも

のであったことは大いに有り得る。Domenico Bandini di Arezzo ドメニコ・バ

ンディーノ・ディ・アレッツォは、その書 De populis『人種について』の中で

de varietate et mosibus orientalium provinciarum「東方の地の多様性と習俗

について」の書、すなわち今述べている版から後にふんだんに引用することに

なる２８）。  

 我々が前にしているのは、多くの箇所で極度に切り詰めた一要約である。そ

のことが、他の家族に対してこの新しいテクストの位置づけのあらゆる試みを

困難で不確実なものにしている。VA の領域にあることは確かである。すなわ

ち、いくつかの章が同じように大きく省略されている。F の第 140 章は新たな

特徴的な形に整理されている。キリスト教徒を抹殺するためのカリフの計画は、

ここでも彼の説教師の一人からの直接の提案となっている。ナヤンとの戦いに

先立つ魔法の占いは、キリスト教徒とサラセン人の占星術師の間の争いではな

く、VA とそれに由来する他の全てのグループにおいてのように、単に「占星

術師」の託宣であり、それ以上の明確な規定はない。LXXII 19, CXCIII 27-28

に対する誤りは共通する。XXI 10 での解説は同じである。しかしこれらおよび

VA との他の一致は、LA が、VA が基づいたのと同じフランク -イタリア語テク

ストから直接派生したことを除外するに充分ではなく、VA に典型的な縮約が

すでに実質的にその原本の中にあったことの証明であるのかも知れない。その

場合にはしかし、LA は、VA のより古くより純粋な形とより緊密に一致せねば

ならぬであろう。ところが反対に、実際は後世の改変した反映物ととりわけ似

ている。よりしばしばかつより顕著な形で一致する版は、TB とドイツ語訳で

ある。その極めて近い親戚であることは確実である。カンバリクと宮廷組織に

関する部分での三つのテクストの対校がすでに意味深い。LA はこのグループ

の他の稿本よりずっとより TB１に近い。白の祭日・狩・伝達網・予言・石炭

についての章（TB２では省略）が残っているが、一方ではやはりすでに指摘し

た奇妙な混乱を呈している。すなわち、ケンジャンフの章の後再びカンバリク

とグラン・カンに戻り、宮廷についての二度目の記述がくる。固有名詞の対比

もとてもはっきりしている。LA には Javamen とあるが、これは Java menor

＜小ジャワ＞の誤った語尾切断である。ドイツ語テクストの形もそれである。

Velgius de montagna＜山の老人＞は、他の徴候（Presbiter Johannes＜司祭

ヨハネ＞を Preianni、 in groppa equi＜馬の背に＞、coloris robbe sue＜その

アカネ色＞等）とともに、イタリア語からの由来とドイツ語訳者の原本との近
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さ（ lo velgio＜老人）を同時に証明する。TB やドイツ語版のように、Bangala

＜ベンガル＞ではなく Balgara、Samatra＜スマトラ＞ではなく Samaria とあ

る。Selan＜セイロン＞が Selanthe か Selanche（イタリア語 Selan che から

生じた）となっており、ドイツ語は Scilanche、TB は Salanche である。Lambri

はドイツ語と同じく Lambu(TB:Iambu)。Cinsoli は TB の Nursoli に F の

Mutfili よりよく似ている。Carachilar はもとの Canchibar よりドイツ語の

Carabachar にずっと似ている、等。  

 VA の原型から大きく遠ざかっているからといって、このテクストが研究上

無益と見なされるわけではない。他の今に残るコピーでは黙されている F３の

何らかの細部がそこに保存されていることは、困難ではあるがありえないこと

ではない。本物を知れるように思えたある行を、我々はそれから記録しておい

た(LXX 66)。例えば、LXXV 84-85 の共通の誤りから解放されている。より保

守的な何らかの要素の可能性は、いくつかの誤りが続いていることから確認さ

れる。例えば c.39v で、チンキスの後 Chuichaam＜クユク・カアン＞と

Bachynchaam＜バトォ・カアン＞が統治したと言う :「その後 Manguchaam＜

モンケ・カアン＞が統べた。この後 Magnuschaam＜大カアン＞と呼ばれる別

の者が統べた」。VA３と TB が共に、4 番目と 5 番目［の大カーン］が同じ名

前をもっていたとしていることからすると、結構古い間違いがそこに反映され

ているに違いない。  

 もっとも、全体としては極めて凡庸な版であり、用いるときには大いに慎重

を期さねばならない。訳者は常に忠実なわけではない。カラウナスの悪魔の暗

闇を、VII dietis＜7 リーグ＞ではなく VII diebus＜7 日間＞続くようにする

(XXXVI 24)。キンサイの橋に、LXXX diete＜80 リーグ＞の長さを与える (CXV 

22)。カシミール地方をペルシャに置く。chaan＜カアン＞をいち人名のように

pro rege chaan＜カアン王のために＞と書く。一人ではなく、二人の bularguti

＜ブラルグチ＞について語る (XCIV 21)。アレクサンデル大王の子孫を、F で

は Zulcarnein＜ズルカルナイン＞と呼ばれているのに、Alexandri＜アレクサ

ンドリ＞と呼ぶ (XLVII 5)。グラン・カンの二人の狩人長は、「それぞれ配下に

＜白・黒・赤に色分けされた＞犬をつれた 1 万の人間」を有している (cfr.XCIII 

4-5)。グラン・カンの 4 人の妻について、「＜その第一の者は結婚と全ての栄誉

において自分により近い＞」と述べる (cfr.LXXXII 6)。マダガスカルの住民に

ついて「彼らの食糧は＜ラクダを除く＞あらゆる肉である」と書くが、F と VA

の様々なグループは正反対のことを言っている (CXCII 9-10)。  

  LA に記されているような双頭の鶴の興味深い話が、どのような奇妙な誤り

の連鎖によって至ったのか、私には見当もつかない (c.40)：「第 4 の種類のもの



37 

 

は小さく、二つの頭をもっており、その一つの目のない方でものを食べ、もう

一つの方で飲んだり見たりする」 (LXXIV 47-48)。  

  

  7 後世のヴェネト語版とカスティリァ語訳  

 

 検討すべき残るグループは――最も古いヴェネツィア印刷本がそれに属する

ことから特に重要なのであるが――二つの異なる下位グループから成る。一つ

は、1400 年代の一ヴェネト語写本と、それに近いヴェネト語稿本に基づいてな

された一スペイン語訳である。もう一つは、それら二つと共通の祖先を有する

一群の刊本と稿本である。  

 ルッカ政府図書館 ms.1296(旧 cod.Lucchesini 26)、凡庸な小紙稿本、あちこ

ちで若干縁が切り取られている、cc.75、オドリーコの短い要約 (cc.4r-22r)とマ

ルコのテクスト (cc.22r-75v ――しかし現在 72 と 73 と記されている紙はオド

リーコの部分に属し、現在の c.17 に続くべきものである )を含む。最初の 3 枚

は両作品の索引を含む。最後の紙の裏に記された書き込みが伝えるところによ

れば、この稿本は 1465 年 3 月 12 日「スル・ポンテ・ディ・ベレタリのダニェ

ロ・ダ・ヴェローナ Danielo da Verona により全能の神の栄誉を讃えて」書き

終えられた。ポーロの部分の書き出し :Comenza el libro el qual tratta de le 

cosse mirabile vide et audi el nobel homo Miser Marcho Polo da veniesia in 

le parte d'oriente Jhesus -- Da２９）tuti e zaschuni principi baroni e cavalieri 

e altre persone che questo mio libro lezerano et audirano salute sincera 

prospera e felize cun gaudio.「東方で貴人マルコ・ポーロ・ダ・ヴェネツィア

殿が見聞した驚くべき事どもを記せる書ここに始まる、イエズス  -- 全ての君

主・諸侯・騎士その他この私の書を読み聞く人々皆に喜びとともに心からの豊

かさと幸せのご挨拶を」。  結び :Questa provintia confina col mare oceano da 

tramontana nel qual mare sono molte isole ne le qual nascie molti grifalchi 

e de li meliori pelegrini del mondo.「この地方は北で大洋に接し、その海には

多くの島があり、沢山のシロハヤブサと世界最良のオオタカが生息している」。

VA の最初の 4 章が序文として転記されており、番号付けは第 5 章(F の XVI)

から始まる。計 135 章で第 8 章から始まるが、それが誤って第 7 章と記されて

いるから、数字は 1 足されなければならない３０）。  
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   図 7 ルッカ稿本  f.22r（オドリクスの最後とマルコ・ポーロの冒頭）  
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 サンタエリャの希少な優雅な一巻は――フィレンツェのマルチェッリァーナ

図書館が「1518 年 5 月 16 日いとも高貴にして忠誠なる市セヴィリャにて Joan 

varela de salamanca ホァン・ヴァレーラ・デ・サラマンカにより」印刷され

たその一本を所蔵しているが３１）――――主要部分としてポーロの訳（ ff.I-XXIII, 

2 欄組み、ゴチック文字）を含み、ポッジォ・フィオレンティーノの「論」

(ff.XXIII-XXXI)がその後に続く。その前に番号なしに、表紙、献辞、訳者の手

になる「マルコ・ポーロの書への序となる短いコスモグラフィー」、マルコ・ポ

ーロの章の目次などを含む 4 枚の紙が付いている。作品は、「インディアス、

アルメニア、アラビア、ペルシャ、タルタリアで知るに値する、東方で眼にさ

れた驚くべき事どもについての著名なヴェネツィア人マルコ・ポーロの書なら

びにグラン・カンと他の王たちの権力について」と題されている。訳者は

「Rodrigo de santa Ella ロドリーゴ・デ・サンタ・エリャ師、女王アカデミー

会員にしてセヴィリャ聖教会参事会員」、彼はその後カソリック王たちの告解師、

サラゴサ大司教、セヴィリャ大学の創立者となった。彼はアルフォンソ・デ・

シルヴァへの献辞書簡の中で、儀式的なへつらいの決まり文句に、ヴェネツィ

アの旅行家への熱のこもった賛辞を混ぜている：  

 「ヴェネツィアの貴人マルコ・ポーロあるいはパウロなるお方が長い間アル

メニア、ペルシャ、タルタリア、インディアス、その他大陸のはるか東方の部

分を目にし、足跡を印した。彼が東の海で目にした無数の驚くべき島々となら

んで、その見たところによれば、プトレマイオスも、ストラボンも、ポンポニ

ウス・メラも、ソリヌスも、オネスクリストスというアレクサンドロス大王の

マケドニア艦隊の提督１０＊）も知らなかったような、はるかに多くの地方のあ

ることを、私は識った。我々の時代に支配したローマ市民も。東方の多くの地

を侵略した皇帝ティベリウスも。聖ヒエロニムスがパウリヌスへの書簡の中で

述べているかの賢者アポロニウスも。他の著名なコスモグラファーも。かのア

レクサンドロスの前と後の歴史家も。ローマ帝国時代にも、目撃によっても報

告によっても講釈によっても、それらの土地と地方の事どもについては知られ

ていなかった。」  

 彼はマルコの書がたどった運命に通じていることを示しており、訳者として

の自分の取り組みを正当化するため、他国の例を紹介している：  

 「かのマルコ・ポーロ殿は最初ヴェネツィア語で書いたが、私がその原典か

ら翻訳したように、一つの言語でもってラテン語の読者全てに共通のものとす

べく、聖ドメニコ説教師教団のいとも聡明にして敬虔なる聖職者ボローニァの

ペピーノ修道士によってそれからラテン語に訳された。その後バルセロナの一

商人がそれをカタラン語に訳した。その後ポルトガル女王陛下レオノルの一人
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の賢明な騎士ヴァレンティン・フェルナンデス・アレマンがそれをポルトガル

語に訳させた・・。」  

 ピピーノの序文については、かのボローニァの修道士をほぼ文字どおり訳す

ことによって、同書の普及を必要かつ悦ばしいものとする精神的理由を彼も共

有している。なによりも第一に、東方におけるキリスト教布教のために高貴な

心に訴えかけることのできる激励である。  

 最も古いヴェネト語印刷本は、1496 年「Zoanne Baptista da Sessa Milanese

ジァン・バッティスタ・ダ・セッサ・ミラネーゼ」の活字で出版された（図 8）

３２）。この版は、ごくわずかな変更は伴ったが何度も再版された：1508 年ヴェ

ネツィアではセッサ自身によって、1533 年パウロ・ダンツァによって、1555

年マッティォ・パガンによって、1597 年マルコ・チァゼーリによって挿し絵入

りで、1602 年パウロ・ウゴリーノによって 2 度、1615 年と 1626 年ギラルド&

イゼッポ・イムベルティによって。ブレーシァでは 1500 年バッティスタ・フ

ァルフェンゴによって。トレヴィーゾでは 1590 年アウレーリォ・レゲッティ

ーニによって、1627 年アンジェロ・リゲッティーニによって、1640・1657・

1665・1672 年ジローラモ・リゲッティーニによって。以下の写本は確実にこ

の印刷テクストの単なる転記である：ヴァティカン図書館ロッシァーノ写本

ms.Rossiano 764 (旧 893 X 134), pp.256-372, 明らかにダンツァ版に基づく。

ヴァティカン図書館ヴァティカン写本 ms.Vaticano lat.8343, 1657 年のトレヴ

ィジァーナ版のコピー。コッレル博物館 ms.1577, セッサ版の近代的トスカナ

語化したコピー。マルチァーナ図書館 ms.5881 (Ital.cl.VI, n.208), cc.32v-74r, 

これまたセッサの印刷本に依ったのでなければ、そのヴェネツィアの印刷者に

用いられた写本に極めて近い親戚であることは確実。実質的にほぼ全く同一な

これら再生ものは、de le meravigliose cose del mondo「世界の驚くべき事ど

もについて」というこのグループに特徴的なタイトルを残しているが、それぞ

れの出版者によって商業目的のため多かれ少なかれ誇張されている。セッサは

まだしもとても謙虚である：「東方・南方・西方全体を、それぞれの地域の様子

とその暮らしとその風俗を捜し求めて歩いたヴェネツィアのマルコ・ポーロの

書ここに始まる」。一方ダンツァは暗示的な言辞をちりばめる：「世界の驚くべ

き事どもの新たに印刷された作品：東方から始まって西方そして南方まで。新

しい世界と豊かなあるいは不毛の見知らぬまた野生の遥かなる地、金・銀・宝

石・貴石・動物・恐ろしい怪獣にあふれ、人肉を食らう、それら国々の行いと

暮らしと風習は聞き知るに大いに興味深いものであること必定」。パガンによっ

て採用され、その後他の全ての出版者によって保たれたタイトルも同類であ

る：「ヴェネツィア人マルコ・ポーロ、彼により目にされた世界の驚くべき事ど
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もを綴る；様々な国の風習、その奇妙な暮らし；色々な動物、金・銀・貴石の

発見、素晴らしいに劣らず有益」。彼の後どの新たな再版にもきまって現れる善

良な読者への興味深い警告も、このパガンのものである：  

 「優れた読者よ、私は本書を、著者自身が用いたよりも優雅で洗練された言

葉で皆さん方に読んでもらいたいとは思わなかった。それは、生まれ故郷の言

語から受け継いだ彼の言葉そのものを聞いてもらうためであり、また他のおそ

らく彼のより明確でない言葉によって、自分で眼にした国々を記述することに

おいて当時比べる者がなかったヴェネツィア人マルコ・ポーロの権威を損ない

たくなかったがためである・・」。  

  

 

     図 8 Sessa 本（最初の印刷本 1496 年）タイトルページ  
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ルッカ手稿と、サンタエリャの訳が基づいた稿本は、確実に同一の写本に由

来する。いくつかの説明可能な誤りのほか、両テクストの対応は一貫している。

このグループを特徴づけ、同じ家族の他のグループから異ならせている箇所か

ら、いくつかを選んで対比させよう。  

  ルッカ稿本  (Cod. Lucch. c.33r, cap.XVI) 

 Lasero qui a questa cita e piu non vi contero de l'india ma tornaro per 

tramontana e conterove di quele provincie revoltandome per altra via a la 

cita de Crerina antidita, inpero che per la contrada de la quale al presente 

ve voio contare non se puo ritornare a la cita de Crerina per la crudelta de lo 

re de quela contrata chiama reumeclauacomar dal qual pochi scanpano che 

non siano morti o robati e per questo molti re li rendeno trebuto. Vien tanto 

a dire reumeclauacomar quanto vechio de la montagna. Ma perche ve o fato 

menzione del vechio de la montagna dir ve voio in che modo el fo preso 

l'anno del nostro signor MCCLXII. Alau re di tartari d'oriente intendando le 

crudelita che fazea questo vechio de la montagna mando grande hoste 

atorno el suo chastelo e teneli atorno lo assedio tre anni, ma non lo averia 

preso se non li fosse mancato le vitualie perche l'iera fortissimo e 

inexpugnabile. Finalmente Alau prese quel chastelo e al vechio de la 

montagna e a tuti suo sequaci fese taiar la testa e poi s'andava seguri per 

quela contrata. 

  「ここでこの町を去り、インディアについてはもう語ることはせず、北に戻

り、別の道を取って前に述べたクレリーナ Crerina［ケルマイン］市に再び向

かい、その地方について述べよう。というのも、今皆さんに語りたいその地域

については、レウメクラウアコマル reumeclauacomar［ルエメダン・アコマッ

ト］というその地域の王の残酷さのため、クレリーナ市には戻ることかできな

いからである。彼からは、死ぬか奪われるかするのでなければほとんど誰も逃

れることができず、そのため多くの王が彼に貢ぎ物をするのである。レウメク

ラウアコマルとは、山の老人という意味である。しかし、何故山の老人のこと

を持ち出したかというと、我らが主の 1262 年彼がいかに捕えられたか話した

かったからである。東方タルタル人の王アラウは、この山の老人がしていた残

酷なことを耳にして、その城の周りに大軍を送り 3 年間攻め囲んだが、強力こ

の上なく難攻不落だったので、食糧が欠乏するのでなければ陥落させることは

できなかった。最後にアラウはその城を陥れ、山の老人とその追随者たち皆の

頭をはねさせ、しかる後その地域を安全に進んで行った。」  

 カスティリャ語訳  (Trad. Castigl. f.Vv, cap.XVII) 
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  Dexare aqui esta cibdad y no contare mas de india: y tornare por el 

setentrion y contare de aquellas provincias: tornando por otro camino ala 

cibdad de Crerina suso dicha: por que por aquella parte de que yo quiero 

contar no se puede yr a crerina por la crueldad del rey de aquella tierra que 

llaman Reumeclauacomare: del qual escapan pocos que no sean robados o 

muertos. Y a esta causa muchos reyes le dan tributo. Y su nonbre quiere 

dezir viejo de la montana３３ . Pero quiero os contar como este rey cruel fue 

preso el ano del senor de mill y dozientos y setenta y dos anos. Alau rey de 

los tartaros de oriente: oyendo las crueldades que este viejo de la montana 

fazia: embio gran hueste y cercolo en su fortaleza. E duro el cerco tres anos: 

y nunca lo tomara sino le faltara el mantenimiento. Ca era fortissimo e 

inexpugnable: finalmente Alau tomo la fortaleza y al viejo de la montana 

con todos sus secaces: y a todos fizio cortar las cabecas y dende adelante se 

aseguraron los caminos en toda aquella tierra.  

  「ここでこの町を去り、インディアについてはもう語ることはしない。そし

て北に戻り、その地方について語る。別の道を通って上に述べたクレリーナ

Crerina 市に戻る。というのも、私が話そうとするその地域を通っては、レウ

メクラウアコマレと言うその地の王の残酷さのため、クレリーナに行くことは

できないからである。彼からは、奪われるか死ぬかするのでなければほとんど

誰も逃れることができない。そのため多くの王が彼に貢ぎ物をするのである。

その名は、山の老人という意味である。しかし、この残酷な王が我らが主の 1262

年いかに捕えられたか皆さんに話そう。東方タルタル人の王アラウは、この山

の老人がしていた残酷なことを耳にして、大軍を送りその砦を囲んだ。その攻

囲は 3 年間に及び、食糧が欠乏するのでなければまったく陥落させることはで

きなかった。強力この上なく難攻不落だったからである。最後にアラウはその

城と山の老人とその追随者たち皆を捕らえた。そして全員の頭をはねさせ、し

かるのちその全地域を進んで行った。［以下略］  

 

 古いヴェネツィア印刷本が由来する写本は、ルッカ写本のような構成になっ

ていた、つまりオドリーコの要約でもって始まっていた。ところが、最初の紙

の後の大きな落丁のため、オドリーコのテクストは最初の数行だけに減り、ポ

ーロのテクスト自体も最初の数章を欠くものとなったに違いない。印刷テクス

トの奇妙極まりない出だしはこうして起こったものである：  

 「私マルコ・ポーロ・ダ・ヴェネティアが眼にした世界の驚くべき事どもの

書、ここに始まる。特に、昔ポルト［港］と呼ばれたトラベゾンダの地におい
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て。かのトラベゾンダはとても良好な位置を占め、ペルシャ人やメディア人や

海外の全ての人たちが頻繁に往来していた。この地で私は大いに私の気に入っ

たあることを眼にした。一人の男が 4 千羽よりも多いウズラを引き連れている

のを見た。その男は地上を歩いていた。それらヤマウズラは空を飛んでいた。

その男は、トラベゾンダから三日行程離れたガネザと呼ばれる城からそれを連

れていた。これらヤマウズラは、このような状態で所有されていたから、その

男が寝るときは、ウズラは皆雄鶏か雌鶏のように彼の周りに集まった。このよ

うにして彼はそれをトラベゾンダの皇帝の宮殿に率いてきた。その皇帝は自分

の欲しいだけヤマウズラを取った。残りはその男が、自分がそれを連れて来た

ところに連れ帰った。このトラベゾンダは、大アルメニアの聖アタナシウスの

遺骸のある市門の方にある。また世界で最も高い土地である――＜第 1 章＞全

タルタル人とその全ての地方と地域と王国、すなわち世界の一大部分の君主で

あるグラン・カンは、キリスト教徒のことを聞いて、とても気に入ったことを

その顔に示した。」  

 これは、「オドリーコ修道士によって眼にされた驚くべき事どもの書」が、ル

ッカ稿本ではどのように始まっているかが分からなければ、理解できない出だ

しである：  

 「世界の風習・様子・土地については様々な珍しい変わったことが多くの人

によって語られ書かれているが、私アクィレイアのフリーウリの修道士オドリ

ーコが皆さん方にお話ししお教えしよう。私は大海を渡って、かつてはポント

［ポントス・黒海］と呼ばれていたとても古い町トラベゾンダに行った。その

町は美しくいい位置を占めており、ペルシャ、メディアそれにオルトレマーレ

［海の彼方／シリア］ら全てへの港である。この町で私はとても気に入ったあ

ることを眼にした。一人の男が 4 千羽よりも多いウズラを引き連れているのを

見た。ヤマウズラは空を飛んでいた。その男は、トラベゾンダから三日行程離

れたカネカと呼ばれる城からそれを連れていた。ヤマウズラはこのような状態

で所有されていた。その男が寝るか横になるか休むときは、ウズラは皆鶏のよ

うに彼の周りに集まった。このようにして彼はそれをトラベゾンダの皇帝の宮

殿に率いてきた。その皇帝はヤマウズラを自分の欲しいだけ取った。残りはそ

の男が、自分がそれを連れて来たところに連れ帰った。このトラベゾンダには、

市の主たる門の上に聖アタナシウスの遺骸がある。私はトラベゾンダを発って、

大アルメニアのアジロン［アルジロン＝エルズルム］というところに行った。

この市はかつては良好で豊かだったが、タルタル人とサラセン人によって破壊

された。しかしながら、葡萄酒や果物以上に肉やパンその他の食糧が豊富であ

る。この地域はとても寒冷で、今日世界で人が住む最も高い土地だと人々は言
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う。」  

 この最初の欠落以外に、またあちこちでより短縮され全体的により崩れては

いるが、ヴェネト語印刷本によって今に伝わっているテクストは、サンタエリ

ャと写字生ダニェーレが今に伝えているのと同じである。それどころか、ある

点でより良好な稿本に遡る。彼らが陥っているいくつかの誤りを持たないだけ

でなく（例えば、ルッカ写本はポーロたちが帰国するときの船団について「そ

れらの船のどれにも 600 人がいた」、サンタエリャは「どの船にも 600 人が乗

っていた」と書く）、ある一点でより完全である。すなわち、その第 91-96 章

と第 97 章の一部はルッカ写本とカスティリャ語訳には欠けている。  

 個々の誤りはさておき、ロドリーゴ師の不忠実さ、もっともそれは希だが、

にも目をつむるとしても３４）、この小グループをあるがままに判断すると、我々

が前にしているのは、どうしようもなく慌ただしい形でなされた VA の書き直

しと要約である３５）。その改作者が用いたのは絶対に一ヴェネト語コピーだ、

とは敢えて言わない。第 20 章でルッカ版が porcospini＜ヤマアラシ＞を

ystrices と書いている事実と、最初の VA と比較しての新たな版の相対的な文

体的独立性とは、私にはラテン語中間写本の可能性を考えさす（いずれにして

も、我々がすでに取り上げたよく知られたラテン語テクストを考えるべきでは

ないが）。とにかく、この新しい転記者はとんでもなく馬鹿で間抜けである。我々

はそのヴェネツィア人に、サイアンフ［西安］の章をマルコと彼に率いられた

ヴェネツィア人たちの輝かしい栄光に変える無頓着さを許してもよい。がその

一方では、マルコの書の評価を余りにも長きにわたって損ない、かくも高貴で

かくも誠実なその像が受けてしかるべきあの充分にして熱い認識を遅らせるの

に貢献した、いくつかの全く根拠のない俗っぽさを許すことはより困難である。

我々はすでに、取り上げた箇所から、この新しいテクストがいかなるひどい混

乱を呈しているか見た。山の老人とルエメダン・アクマットがどのようにして

同一人物になってしまっているか、かくてかの書の最も美しい章のいくつかが

抹殺されるにいたっているのである。「象のいっぱいいる」ミエン地方に着いた

と思ったら(cfr. F:CXXV 14-16)、同様な勝手な空想上の結び付けで、ライオン

［虎］狩が記される我々の［F の］第 131 章にとび、かくてよく似た象狩が生

み出されるのである。この短絡はさらに改作者に、他のテクストには徴候もな

いそのライオン狩を提供することを許している。  

 これら 3 テクストの起源の一致、VA との関係、共通の祖本に対する特定の

性格については、いくつかの文を吟味すれば充分であろう (三つ目に印刷本テク

スト、最後括弧内に VA３の読みを引く )１１＊）。  

 XIX 27-30:glie feze dare quatro tavole d'oro comandative due de zirifa lchi 
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terza de lioni e la quarta per spese scorte e conpagnia che a loro fosse data e 

fata come a la soa propria persona「彼らに 4 枚の勅命の金牌を与えさせた、

二つは海鷹、三つ目はライオンの牌で、四つめは費用と警護ならびにあたかも

自分たち自身の従者のように彼らに供された供回りの者のためであった」  -- 

les fizo dar quatro tablas de oro las dos para que les diesen girifaltes. La 

tercera para que les diesen leones. La quarta que les hiziessen la costa y 

diessen guarda y conpania como a su propria persona -- doe de zirifalchi. La 

terza de homeni (sic). La quarta per le spese e per scorte como ello fosse 

propria in persona -- (le due d'esere franchi la terza del lione la quarta che li 

fosse fato onoratamente la spexa e schorta e chonpagnia sicome i piaxeano e 

sapeano chomandare per tuta sua tera e chusi li fu fato intieramente come 

alla persona di lui).  XXXVI 17-18:ano la coda grande larga e grosa de 

peso de libre XXXII l'una le qual sono perfete da mangiare「大きく幅広く太

く一つ 32 リブラの重さのある尾をしており、食べるに絶好である」  -- tienen 

la coda grande y gruesa de peso de treinta i dos libras e son muy perfetos 

para comer -- hanno la coda si grande larga e grossa che pesa lire XXXII et e 

bona da mangiare -- (ano la choda si grossa e si larga ch'ella pexa ben XXX 

livre e sono molto grassi et eno troppo boni da manziar).   LXX 

2-3:nachigai lo qual lui dice essere dio eterno 「永遠なる神だというナチガ

イ」-- nochygai y dize que aquel es dios eterno -- nochigai e dice chello e dio 

eterno --(nacigai e dixeno ch'ell'e dio tereno＜地の神だという＞ ).［以下略］  

 VA と否定し難く結ばれ  -- さらなる細部を取り上げることが必要とは思え

ない  -- このグループは先に検討した二つのグループ、LA とドイツ語訳とも明

らかな関係を呈している。また、もとの VA 以外に確実に共通の祖本を有して

いる。例えば、上に引いた箇所に対応するドイツ語訳の以下の行を対比された

い。c.151:zwou taflen von falchen, die tritten von lewen, die vierden von 

speise durch alle seine herscafft und land als wer er personlich; c.168v:und 

haben ainen prayten zagel der wiget wol bey treyssig pfunden und ist gutt 

fleisch. とりわけ固有名詞の綴りを吟味されたい。このグループは Coilum を

Orbay としているが、この変化は部分的には、Corbim となっているバルベリ

ァーノ写本のテクストから説明されるが、見出しの一つには Corbam とある。

Pentain は Pentera で、ドイツ語訳の Pantera に似ている。Bassina はドイツ

語版に同じである。このグループでもドイツ語版でも、ルスティケッロの最初

の書き出しがまさに本格的な挨拶に転換されていることも、同様に注目される

べきである。  
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 VA の多様な反映物に関しての我々の考察を結ぶにあたり、イァコポ・ダッ

クィの『世界像年代記』Chronica imaginis mundi の二つのコピーに伝わって

いる謎の excerpta「抜粋」についてまだ語らねばならないであろう。しかしな

がら――少なくとも我々の見解では――それは、別種の版から抽き出された一

集成テクストである。すなわち、その固有の要素から考えて、後に取り上げる

もう一つのグループにより自然に結び付けられるものである３６）  １２＊）。  

 この検討が私に回り道することを余儀なくさせた迷路の中で、もし空想が私

を道から逸脱させていなければ、この章で提示した見解にとって、下の系譜図

が要約の役に立つであろう（その中で、絶対的に必要不可欠なものだけｘで示

すが、それらはきっともっとずっと多かったことを忘れてはならない、括弧で

囲んだものは私が区別したグループの今は失われた祖本）。この広範な家族の下

位グループ間の関係について、私が皆さんに推測できるようにしたことを改め

て解説することによって、すでに長いこの検証を引き伸ばすのは、この研究の

目的にとって無駄と思える。今後の深まりがどのようなものであれ、私にとっ

て本質的な結果は確実である。つまり我々が前にしているのは、F の一兄弟［F

３］の極めて古いヴェネト語訳の反映である。  

 

 

 

    図 9 VA 系統樹  
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【註】  

 

 1*. Luigi Foscolo Benedetto, ‘La tradizione manoscritta', Cap.IV : La redazione veneta 

(VA), op. cit., pp.c-cxxxii. （ベネデット「『マルコ・ポーロ写本』 (3)」《大阪国際女子大学

紀要》25-2, 1999, pp.133-63,より転載。）  

原典からの語句および文の引用には、適宜原文とその和訳もしくはその一方を付けた。引用

例の一部を省略した場合は［以下略］と記した。原註は大幅に省略した。＜ ＞内は引用文

中イタリック体の箇所、［ ］内は訳者補足、*は訳注、ローマ数字は上記ベネデット校訂版

F の章、アラビア数字は同行 (es. XVII 3-5)。なお、ここでの＜ヴェネト語＞とは中世イタリ

ア語ヴェネト方言のことであり、古代ヴェネト語のことではない。  

 

（原註）  

  1. Cordier-Yule のリストは、我々の VA１ ,VA３ ,VA３bis,VA４を欠く。  

  2. M.Pelaez,'Un nuovo testo veneto del 《 Milione 》 di Marco Polo',in Studi 

Romanzi,IV,pp.33-54. 第 6,7,8v 葉は、Archivio paleografico italiano,vol.III,tt.41-2 に複製さ

れている。同写本の特性ならびに歴史については、 cfr.Pelaez,pp.8-9. 

  3. この写本について最初に報告したのは、D.Olivieri,'Di una famiglia di codici italiani dei 

viaggi di Marco Polo', in Atti del R. Istit. veneto di scienze, lettere ed 

arti,1904-5,t.LXIV,parte II,pp.1639 sgg.. 

  4. G.Toaldo(1719-98),パドヴァ大学天文学・地理学・気象学教授、については、 cfr.'Epoche 

principali della vita dell'abate Toaldo scritte da lui medesimo e dirette al Denina 

(dall'autografo presso il conte Luigi Cibrario )' in Raccolta di scritture varie, Torino 1863, 

pp.95-101. 

  5. Annali universali di statistica, vol.XVI, Milano 1828,pp.286 sgg. . 

  6. Pietro Custodi の死は 1842 年 5 月 14 日。彼がアンブロジァーナ図書館に寄贈した図書

の目録の日付けは、1843 年 9 月 5 日。  

  7. Cfr.Vita di Amerigo Vespucci scritta da Angelo Maria Bandini illustrata e commentata 

da G.Uzielli, Firenze 1898. 

  8. H.Hagen, Catal.cit.,p.45; Olivieri, art.cit.,p.1644-5. 

  9. Cfr.Cordier-Yule,II,547:<Bongars, de la courtoisie de Mr Aurel tire de la biblioteque de 

Mr de Vutron>. 

  10. VA３と VA４は互いに独立しているが、どちらも共通の原本に極めて近い。VA４のほう

がより古くより保守的であることは、例えばとりわけ第 115･116 の 2 章 (F･P に同じ )が VA３

では 1 章にまとめられていることから分かる。  

  11. F の以下の章が省略されている：51, 53-54, 56-57, 60-61, 63-65, 73, 74 (35-55), 75 (68 
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sgg.), 76-85, 86 (1-45), 90-92, 95-98, 100-105, 108, 112 (6 sgg.), 113-115, 116 (1-30), 125-127, 

129-139, 141, 149-152, 165-166, 174, 182-185.  

  12. Baldelli-Boni, St.Mil.,p.134 と Cordier-Yule,II,p.545 は、2035 ではなく 2935 と記し、

14 世紀の稿本とするが、私には 15 世紀のものと思える。  

  13. Cordier-Yule のリストは、我々の TB４ , TB５を欠く。  

  14. 1423 年に Montaione の所有者だった Dolfo di Nepo Spini のことかも知れない : 

Cfr.Angelelli, Memorie storiche di Montaione in Valdelsa , Firenze 1875 p.239. 

  15. B２のほうが新しいが、B３のコピーではありえない。  

  16. このことに最初に直感的に気付いたのは Olivieri。彼は VA３ ,VA４ ,VA２ ,P,TB２を対校

して、それら稿本がフランス語オリジナルの他に共通の出発点をもつとの結論に至った。  

  17. Muratori, SS.VII,661「マルコ・ポーロの記を＜ヴェネト方言から＞ラテン語に訳し

た」；SS.IX,583「＜ヴェネツィア人の方言＞である俗語から」。  

  18. Cfr.G.Caraci,'Un capitolo del <Milione> di Marco Polo',in Rivista geografica 

ital.,XXXI 1924 pp.12-42. 要するに VA に遡る誤り。  

  19. Klaproth はマルコの解説で、<rondes>が自然な正しい語であることを論じている。  

  20. Cfr.F:CLXV 9-10. 

  21. J.A.Schmeller,Die deutschen Handscriften der K.Hof- und Staatsbibliothek zu 

Munchen, I p.113. 

  22. Cfr.Pertz,Archiv.,XII,385; Baldelli -Boni, St.Mill.,134. 

  23. Halm-Meyer,Catalogus codd.latt.Bibliotecae Regiae Monacensis, p.4 n.1665.  

  24. Cfr.N.van Werneke,Catalogue descriptif des manuscrits de la Bibliotheque de 

Luxembourg, Luxembourg 1894 pp.271 sgg.  

  25. Die Handschriften-Verzeichnisse der Cistercienserstifte,II,Wien 1891 p.495.  

  26. 同稿本については cfr.G.Uzielli,Nozze Carmi-Niemach:Paolo dal Pozzo Toscanelli e la 

circumnavigazione dell'Africa secondo le testimonianze di un contemporaneo, Firenze 1891 

pp.19-26。アメリーゴについては cfr. P.L.Rambaldi, Amerigo Vespucci, Firenze 1898, pp. 

50-2; .Magnaghi,Amerigo Vespucci,Roma 1924,vol.I pp.112 sgg. ポーロの部分については

A.M.Salvini が Muratori の Della perfetta poesia italiana (Venezia 1724)への註 (vol.II p.117)

で触れている。  

  27. Piero Vaglienti にいつては cfr.G.Uzielli,'Piero Vaglienti et l'authenticite des relations 

des voyages d'Americ Vespucci' ,in Toscanelli,fasc.1,Firenze 1893 pp.27-34. 

  28. 本書 cap.VII 参照。  

  29. 明らかに写字生による<a>の誤り。  

  30. Cfr.Baldelli-Boni,St.del Mil,.pp.126-7. 

  31. Santaella 版は John Frampton により 1579 年英訳された (cfr.Marsden,pp.76-7; 
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Cordier-Yule,II,570). 

  32. Cfr.Catalogue of books printed in the XVth century,part 5, Museo Britannico,London 

1924 p.480. 

  33. 写字生がおそらく二つの<vechio de la montagna 山の老人>の間の部分を飛ばしたので

あろう。  

  34. 例えば、頻繁に登場する表現<lingua per si 独自の言語>は常に<lengua persiana ペル

シャ語>と訳されている。  

  35. ヴェネツィア印刷本の第 119 章では、チパングの都の攻略にまつわってヴェローナ略奪

(1390.6.26)が想起されている。Cfr.Zurla,op.cit.,I,p.15. 

  36. ヴェネト語版はマルコ自身によって改訂・追加されたものである、との説は一切の根拠

を欠く。F がまだ知られていなかった頃の説である。  

  

 （訳注*）  

  2*. 「書き出し」および「結び」については、特に必要なものや注目すべき箇所以外和訳は

つけない。  

  3*. 1797 年 4-5 月ナポレオンの侵攻によるヴェネツィア共和国の崩壊を指す。  

  4*. Cap.V:Versione di Fra Pipino「第 5 章：ピピーノ版」 ,pp.cxxxiv-cxcix. 

  5*. グレゴワール改訂版の祖本 F１とトスカナ語版の祖本 F２（第 2 章と第 3 章）。  

  6*. ピピーノは自著『年代記』の中にマルコ旅行記から多くの記事を引いていることが知ら

れる :cfr.拙稿「ルスティケッロ・ダ・ピーサ」pp.38-39. 

  7*. F:III 18:...si poron retorner au traverse「＜回り道をして＞［コンスタンティノープル

に］もどることができ るかもしれない」 (p.4); VA:per tornar possa per traverso in 

constantinopoli.  

  8*. 以下、ドイツ語版からの引用文については、確信がもてないので和訳はつけないでおく。  

  9*. <gevan bandivilla>とは<John Mandeville>との混同であろう。当時マルコの書に劣ら

ず人気を博したマンデヴィルの空想の旅行記 (c.1360)には、そこから多くの記事が採られてい

ることが知られる。  

  10*. アレクサンドロス大王の提督は、ネアルコス。  

  11*. ルッカ稿本  -- カスティリャ語テクスト  -- ヴェネツィア印刷本テクスト  -- VA３の順。 

  12*. Cap.VI,pp.cxciii-viii（拙訳 pp.281-86）。  

 


