
“謎の共同編集者”
－マルコ・ポーロの「東方見聞録」異聞－

鈴木　徹也

フランスの文庫本は各社から出ていて，夫々特色がある。その中の一つ

に“Livre de Poche”というのがあり，文学はもとより，歴史から推理小説ま

で各分野に分れていろいろ作品が入っていて，地味だが非常に人気がある。

その中に，古フランス語の作品を特に取り上げて原文とその現代仏語訳

を‘見開き’にした，“Lettre Gothiqnes”というシリーズがあり，有名な

作品，例えば Chrétien de Troyes の主要な作品五本や，“Roman de Rose

（バラ物語）”などが入っている。Lnague d'oïl
ラング・ドイル

（北方古仏語）で書かれたも

のだけでなく，“Chanson de la croisade Albigeoise（アルビジョワ十字軍の

歌）”など Lnague d'oc
ラング・ドック

（南方古仏語）で書かれた珍らしいものまで入って

いて，古仏語関係の学習者にとって便利なものである。

このシリーズに，昨年マルコ・ポーロの「東方見聞録」（註１）と通称呼ば

れる，いささか異質な珍らしいものが入った。

マルコ・ポーロのこの本については非常に多くの学者が研究している様

子だが，この本ぐらいテキストが多く，多種多様で，その起原と歴史が不

確実で問題が多いものはない様である｡

本稿は別に「東方見聞録」について特に論ずるわけではなく，そのテキ

ストをめぐる問題を論ずる意志もない。第一それは筆者の手に余る難しい

問題だから。ただ多数の写本，刊本について触れないと本稿の主旨の展開

に不便だから，この小論の最後に一寸，紹介程度に触れるつもりではあるが。

それでは何故「東方見聞録」などを取り上げたかというと，フランスの

中世文学をかじる人間として，見過せない面白いテーマがあるので，この

〈Lettre Gothiques〉に採用された版を基にして思いつくままを記してみた
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いと思うからである｡

マルコ・ポーロ本人が書いた「原本」は紛失してしまって，残された写

本，版本は 140 種を越えるといわれるが，この〈Lettre Gothiques〉の本は

そのうち と呼ばれる版を採用している。校訂・訳出はピエール＝イ

ブ・バーデル（Pierre-Yves Badel），パリ第八大学の中世フランス文学の教

授で，Adam de la Halle の全集をこの〈Lettre Gothiques〉に既に入れてい

る。マルコ・ポーロの残したものは驚ろくことに，実に様々の言語で書か

れているが，その多くは非常に奇妙な古フランス語（？）で書かれている。

普通〈フランコ＝イタリア語（Franco-italien）〉と呼ばれるもので，純粋

（？）の古フランス語（オツク語でもオイル語）でもないのである。これを

〈古フランス語〉とはとても言えない非常に奇妙な代物で，“見聞録”研究

の第一人者 Moule などは〈言語〉でも〈方言〉でもないと言っている。

以下にほんの少し，その見本として，バーデルの校訂版の文章を見て頂

こう。「見聞録（以下東方を略して“見聞録”と書く）」の中で，一番有名

な，イスラム教イスマイル派の“暗殺者教団”のことに触れた“山の老人

と暗殺者”の件
くだ

りである。

B 4

“謎の共同編集者”―マルコ・ポーロ「東方見聞録」異聞―

第 40 章（山の老人）

（原文）

XL. Cy nous devise du Viel de la Montaigne 40.

『 Mulette est une contree ou le Viel de la

Montaigne souloit demourer anciennement et

vault a dire Mulette en françois dieu terrien. Ore

vous conterons de son affaire selon ce mesmes

que messire Marc Pol ouÿ conter a plusieurs

hommes de ces contrees. Le Vieux estoit

appellez en leurs langages Aloadin. Il avoit fait

fermer entre deux montaignes en une valee le

（現代仏語訳）

XL. Le Vieux de la Montagne.

『Moulette1 est une contrée où le Vieux de la

Montagne résidait jadis. Moulette veut dire en

français dieu terrestre. Nous vous parlerons de

son histoire d'après cela même que messire

Marco Polo apprit de plusieurs personnes de ces

contrées. Le Vieux était appelé dans leur 1angue

Aladin. Entre deux montagnes, dans une vallée,

il avait fait fortifier le plus grand jardin et le plus
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（“『 』”原文・現代仏語訳と対訳対応部分）

plus grant jardin et le plus beau qui oncques fust

veuz, plain de tous les fruis du monde, et y avoit

les plus belles maisons et palaiz que oncques

fussent veuz, tous dorez et pourtraiz de toutes

belles chosez moult bien. Et si y avoit conduiz

qui couroient de vin et de lait et de miel et d'yaue.

Et estoit plain de dames et de damoiselles les

plus belles du monde qui savoient sonner de tous

instrumens et chantoient et danssoient moult bien

que c'estoit ung delit. Et leur faisoit entendant le

Viel que en ce jardin estoit (26v) paradis. Et pour

ce l'avoit il fait de telle maniere que Mahommet

dist que leur paradis sera beaulx jardins et plains

de conduiz de vin et de lait et de miel et d'yaue et

plain de belles fames au delit de chascun en telle

maniere comme cellui du Viel. Et pour ce croient

il que c'estoit paradis. En ce iardin [n'entroit]a nul

fors ceulx de qui il vouloit faire ses harcassis.…』

beau qui jamais fût vu, plein de tous les fruits du

monde. Il y avait là les plus beaux palais et

maisons qui jamais fussent vus, tout dorés et

peints très joliment de tout ce qu'ily a de beau. Il

y avait des conduits où couraient vin, lait, miel et

eau. Le jardin était plein des dames et des demoi-

selles les plus belles du monde qui savaient jouer

de tous les instruments, chantaient et dansaient si

bien que c'était un régal. Et le Vieux laissait

entendre que le paradis se trouvait dans ce jardin.

S'il l'avait fait ainsi, c'est parce que Mahomet dit

que leur paradis sera de beaux jardins, pleins de

conduits de vin, de lait, de miel et d'eau, qu'il sera

plein de belles femmes dont chacun prendra sa

jouissance - tout comme celui du Vieux. C'est

pourquoi ils croyaient que c'était le paradis. Nul

n'entrait dans ce jardin sauf ceux don't il voulait

faire ses assassins.…』

第 41 章（山の長老は暗殺を教える）

XLI. Comment le Viel fait parfaiz ses harcassis41.

Et quant il se trouvent laiens et se voient en si

beau lieu, ilz croient estre en paradis vraiement.

Les dames et les damoiselles les soulacent tous

jours a leur voulenté si que les jeunes ont ce que ilz

veullent avoir et jamaiz a leur voulenté n'en istront

de laiens.『Le seigneur Viel que je vous ay dit, si

tient sa court si noble et si grant et fait acroire a ces

XLI. Le Vieux instnruit ses assassins.

Quand its se découvrent là-dedans et se voient en

un Lieu aussi beau, ils croient véritablement être au

paradis. Les dames et demoiselles les caressent tou-

jours comme ils le désirent en sorte que ces jeunes

ont ce qu'ils veulent avoir et que jamais ils ne sor-

tiront de là de bon gré. 『Le Vieux dont je vous ai

parlé a une cour grande et magnifique; il fait croire
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“謎の共同編集者”―マルコ・ポーロ「東方見聞録」異聞―

simples gens qui sont entour lui que il est ung

grant prophete et ainsi le croient tous certainement.

Et quant il veult envoier aucun de ses harcassis en

aucun lieu, si lui fait dornner le buvrage [a]a aucun

de ceulx du jardin et le fait porter en son palaiz. Et

quant il est esveilliez, si se treuve hors (27) de son

paradis en ce chastel; don't il a grant merveille et

n'en est pas trop alegiez. Le Vieulx les fait venir

devant lui et ceulx se humilient moult devant lui

comme ceulz quilz cuident que il soit grant

prophete. Ilz lenr demande don't ils viennent. Ilz

dient que il viennent de paradis et dient bien que il

est tel comme Mahommet dist en leur loy. Et les

autres qui ce oient et qui n'en ont point veu, si y

sont moult en grant d'y aler. Et quant il veult faire

occire aucune grant personne, si leur dit: <<Alez,

si occiez celle personne. Et quant vous serez

retourndé, je vous feray porter par mes angelz en

paradis. [Et se vous morez la, je manderai a mes

angles qui vous porteront arrieres en paradis.…』

à ces naïfs qui l'entourent qu'il est un grand

prophète et c'est ce don't ils sont sûrs et certains.

Quand il veut envoyer quelque part un de ses

assassins, il fait donner le philtre à l'un de ceux qui

sont dans le jardin et le fait porter dans son palais.

Quand il est réveillé, il se découvre hors du paradis

dans ce château, ce dont il s'émerveille et n'est pas

du tout satisfait. Le Vieux fait ainsi venir les jeunes

devant lui et eux se prosternent longtemps

devant lui en hommes qui s'imaginent qu'il est un

grand pro phète. Il leur demande d'où ils viennent.

Ils disent qu'ils viennent du paradis et assurent qu'il

est tel que Mahomet le dit dans leur religion. Les

autres qui entendent ça et n'en ont rien vu sont très

désireux de s'y rendre. Et quand le Vieux veut faire

tuer quelque grand personnage, il leur dit : <<Allez

et tuez ce personnage. Quand vous serez de retour,

je vous ferai porter par mes anges au paradis et, si

vous mourez, je commanderai à mes anges qu'ils

vous reportent en paradis.…』

第 40 章（現代仏語文　和訳）

ムーレットは，その昔〈山の老人〉の住んでいた国（地方）であ

る。ムーレットはフランス語で神の住める土地とも言える。我々は，

この老人の話をマルコ・ポーロがこの国の多くの人々が聞き知った

ままに語らう。この老人は彼等の言葉でアラディンと呼ばれる。

この山脈に挟まれた一つの谷の中に，未だ嘗って誰も見たこともな



い，大きくて華麗な庭園を老人はつくり，そこには全ての世界中の

果物の樹が植えられている。そこには未だ嘗って誰も見たことのな

い，極上の美しい宮殿と邸宅を建て，その全ては黄金で塗られ，地

上のあらゆる美を画いた見事な絵が並べられていた。又，何条もの

水渠
みぞ

が作られていて，ワイン，ミルク，蜂蜜，淡水が常に流れてい

た。その庭園には絶世の人妻，処女が無数に居り，その全てがあら

ゆる楽器を奏でられ，歌い且つ踊り，快楽の限りをつくせる。老人

はそこで天国はこの庭園に在るとほのめかす。そうしたのはマホメ

ットが天国は美しい庭園であり，余多の水渠
みぞ

には，ワイン，ミルク，

蜜が又甘き水が流れ，美しき女達が満ち，一人一人が性的快楽を得

られると言ったからであり－全てが山の老人が言うとおりのありさ

まであった。全ての人がこれぞ楽園（天国）に間違いなしと信じる

様になった。この楽園には老人が暗殺をさせようと撰んだ若者以外

は何人
なんぴと

も入れなかった。……

第 41 章（現代仏語文　和訳）

……

私の語る老人は宏大にして壮麗なる宮廷を持ち，素朴な山の民に，

この老人こそ紛うかたなく真の大予言者だと信じさせた。老人が

某々の地に暗殺者の誰かを送って，誰かを暗殺させようとすると，

老人はその薬をその男に与えよと命じ，その男を庭園に入れ，宮殿

に運ばせる。若者が目を覚ますと，自分が老人の城の中の天国の外

にいるのを知って落胆する。老人はそれらの若者達を自分の前に来

させる。若者達は老人を偉大な予言者と信ずるが故に，老人の前に

ひれ伏す。老人は汝等はどこから来たかとたずねる。若者達は天国

から来たと答え，それこそマホメットがその宗教の中で説いたもの

だと言う。これを聞いた他の若者はまだ天国を見ていないために，

そこへ行きたいと熱望する。老人は誰か高位の顕官を殺そうと望む

と，こう言う << 汝行きて，かの高官を殺せ，汝等再びこの場所に
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戻らば，我は天使に運ばせん，汝等を天国に，万一汝等（失敗して）

死を招きたれば，我は天使に命じ汝等を真直に天国に運ばせん >>

……

一見して〈原文〉は通称“古フランス語”と呼ばれる言語ではなくて，

殆んど古イタリア語化されたフランス語だとわかる（両方の言語の混淆
こんこう

語

と言われたりもするが）。では何故に〈見聞録原本〉がマルコの生れたと称

するヴェネチア語（トスカーナ方言）で書かれず（マルコの使用した言語

はトスカーナ地方より少し北のロンバルディア方言だという説もあるが）

この様な << 混淆語 >> で書かれたのか？

それは〈見聞録〉の前書きに〈……後日，彼が
・ ・

ジェノヴァの牢獄に捕虜

となって，つながれていた時，同じ囚れの身にあったピサの人ルスティケ

ロに口述して筆記せしめ，これらの事柄をすべて記録に留めた。……（愛

宕松男氏訳，平凡社・東洋文庫に依る）〉と書いてある様にピサの人，ルス

ティケロ（Rusticiano（ラテン語），Rusticiano da Pisa, Rustichello da Pisa

（イタリア語），Rustician de Pisa（フランス語））と書かれた人間に，マル

コが書き取らせたための様である。この男はピサの人であると思われてい

るが故に，古フランス語に精通せず，イタリア風の古フランス語（或いは

イタリア化した，或いは古フランス語化したイタリア語）で書かれているのでは

ないかと従来言われてきた。（然し後述の様に，ルスティケロは自分の作品を純

粋の北方古フランス語で書いているのだからその説は妥当ではない様だ）

それではこのルスティケロなる人物は何者なのだろうか。マルコの“原

本”では，その人物については何も触れず，只一ヶ所〈まえがき〉にその

名が一度現われるだけで，以後は一度も出てこない。

ところが驚ろいたことに，この男 << 中世の騎士道物語作家
ロ マ ン シ ェ

（Romancier）

であったらしいのである。

ブルトン（ブルターニュ）の伝説を元にした〈アルテュール物語〉はジ

― 18 ―

“謎の共同編集者”―マルコ・ポーロ「東方見聞録」異聞―



ェフロワ・ド・モンムート（Gefroi de Monmouth，英： Geoffrey of

Monmouth
マンモス

）やワース（Wace）を通じて，ブレトン圏やフランス（ブルタ

ーニュ）圏に大きな物語群を形成して行くが，ブルトンの無名の一隊長で

あった（に過ぎないらしい）アルテュールを主人公にした最初の〈アルテ

ュール物語〉は 1136 年の“Historia Regum Britanniae（Goffroi de

Monmouth）”に始まる。

しかしイタリアでは，それより多少早く，12 世紀初頭に，北はポー河流

域 か ら ヴ ェ ネ ー ト （ ヴ エ ネ チ ア ） 地 方 に か け て ， 南 は カ ン パ ニ ア

（Campagnia）地方から，プーリア（Puglia）地方にかけて << アルテュー

ル物 >> が流布していたらしい。1095 ～ 97 年の間に，モデナの大聖堂の門

扉の上部の飾りに“Artus（Arthur）”等の名の記された騎士数名と，アル

テュールの王妃の Guenièvre（グニエーヴル・ギネヴィア）の誘拐の挿話が

彫られているほどで，「ブルターニュ物」が既にイタリアに入って来た証し

と考えてもいいのではないかと思う。

時代は少したつが，“アルビジョワの十字軍（La Croisade Albigeoise）

（1208 ～ 1244）のおかげで南仏文化が壊滅し，”トラヴァドール（吟遊詩人）

が北イタリアに大量に流れ込み，トレヴィーゾ（Treviso，ヴェネチアのす

ぐ北の都市）を中心にその影響を受けた“アルテュール伝説文学”が生れ

た。その際，どういう訳かイタリアでは“トリスタン伝説”が特に好まれた

様で，イタリア語散文による〈トリスタン物語作家〉が多く生れた様である。

この作家群の中に，上記のルスティケロ・ド・ピサ（Rustichello da Pisa）

がいたというのである。

信頼すべき〈中世フランス文学辞典〉や〈アルテュール・エンサイクロ

ペディア〉（註２）にもその名は記載されているが，いづれも生年も没年もな

く，その生涯も記されず，僅かに <<1298 年，地中海沿岸の Genova（ジェ

ノヴァ）で囚人となって居た折
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

，囚人仲間のマルコ・ポーロと知り合いそ

の〈冒険談〉をフランス語で記述した >> としか記されていず，（註３）〈囚人

とマルコの話〉を記載しないものも何種類かある。
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ルスティケロは経歴の初期に（ということは囚人になる前ということら

しいが），アルテュール関係の散文物語をいくつか書いた様である。これが

今，残っている〈Roman de Roi Artus（ou Compitation）〉と題されるもの

で，北方古フランス語（オイル語）で書かれて居り，イタリア最初の〈ア

ルテュール物語〉であると言われる。この“Compilation”というのは“編

纂とか集成”とかいう意味だから，それより以前の〈アルテュール物〉か

らいろいろ題材を，抜き出して構成されたものらしく，〈Palamède〉という

題名で呼ばれることもある。イングランドのエドワード一世の所有になる

一書から抽出し，それにかなり多くの物語をつけ足して（1272 ～ 1298 の間

に）出来たらしい。

この〈Compilation〉は後年，16 世紀になって二つの作品に発展してイタ

リアの〈アルテュール物語群〉を豊かにすることになる。その一つは

“Gyron le Courtois（廷臣ギロンと（円卓の騎士の物語）”（1501 年位）。も

う一つは“Meliadus de Leonnoys（ライオンの騎士メリアドゥス）”（1528，

or1532 年）。いづれも散漫で冗長なものらしい。〈Palamède〉も〈Meliadus〉

も〈Gyron〉もいづれも，ルスティケロより前の時代にある作品の登場人

物で，〈散文トリスタン（Tristan en Prose）> から着想を取ったものらしく，

Meliadus は Tristan の父，Palamède はサラセンの騎士，その子が Esclabor，

Gyron は 120 才という〈円卓の騎士の最長老“Baron le Brun”の後裔〉な

どと荒唐無稽な話が次々と出て来る代物である。〈Compilation〉は不思議

なことに，1300 年頃のギリシヤの〈騎士物語〉“Ho
ホ

Presbys
プ レ ス ビ ス

Hippotes
ヒ ッ ポ テ ス

（年

老いた騎士）”に影響を与えたといわれ，其後，スペインのアルテュール物

語，“Tristan de Leonis”（1501，28，34 年）にも影響を与えたといわれる。

このルスティケロについては，イギリスの有名な歴史小説家ウォールタ

ー・スコット（Sir Walter Scott（1771 ～ 1832））などは，「架空の人物だ」

と言っているが，18 世紀の文芸評論家，アイザック・ディズレリー（Isaac

Disrael（1766 ～ 1848; その子があのスエズ運河を買収し，ヴィクトリア女

王に〈インド女帝〉の称号を帯びさせた有名な政治家で，（若い時は）文人

であったベンジャミン・ディズレリー（Benjamin D（1804 ～ 81））が，そ
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の著，「文学の楽しみ」（1840）の中で記していることだが，<< ルスティケ

ロは英国の傭兵で「気前のいいのと綺麗な城館に魅せられてて」イングラ

ンドの騎士道を賛美していた >> 様であり，人生の大半をイタリアの外で過

したらしく，上記の〈トリスタン物〉のロマンスもイタリアではなくて，

フランスでフランス語で書いた様である。

その最も好きなイングランドで，ルスティケロは，どんな縁があったの

か，イングランド国王，エドワード一世（Edoward I plantagenet（1239 ～

1307））のお気に入りの作家だったらしい。エドワード一世がまだ王子だっ

たころから知遇を得，第八次十字軍に王子が遠征した時（1270 ～ 73）は，ア

クール（Acre，（現在 Akko）イスラエルの地中海沿岸，当時はパレスチナ

のイエルサレム王国の城塞があった）にまで，ルスティケロは同行したといわ

れる。事実は，二人は現地へ赴く途中シチリア島で足止めを喰ったらしいが。

当時王室の公用語はフランス語（オイル語）だった。（英王室に限らず，

ヨーロッパの王室は皆フランス語を公用語としていたのだが，その話は今

はさておいて）当然王子もフランス語が第一言語である。王子の妃はスペ

インのカステリア王家の出だが，このエドワード王子の母親エレオノール

は南仏，プロヴァンスの出身で，中世騎士物語（ロマンス）が大好きで厖

大なコレクションを持っていたといわれ，エドワード王子がルスティケロ

に〈アルテュール関係〉の本を借し与えたというのもうなずける。

ところで，伝説のロマンスの王，アルテュール王は深傷を負って，アヴ

ァロン（Avalon）の島で従姉妹に当るモルガン（Morgan）によって守られ，

永遠の（仮の）眠りについた。“いつの日かブルトン王国の危機の時に甦
よみが

え

るという”伝説つきなのだが，このアヴァロンがイングランドの西南，サ

マセット州の内陸中部にあるグラストンベリ（Glastonbury）に比定されて

いる。ここにあるグラストンベリ大修道院は，アルテュール王の墓のある

由緒ある僧院だというふれこみだが，この僧院，実は中世，数世紀にわた

って，大量の偽作文書を作り出した悪名高い僧院なのである。

ヘンリー二世（1133 ～ 1189，アンジュー家最初のイングランド王。プラ
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ンタジネット（Plantagenet）家創設，エドワード王子の曾祖父に当る）の

治世にこの大修道院の墓地の地下 16 フィートの地中から，アルテュール王

と，王妃のギネヴィア（仏，Guenièvre，グニエーヴル）の遺骨
・ ・

が発掘された

という大事件
・ ・ ・

があった。（実は発掘は 1190 年でヘンリー二世の死後らしいが）

このヘンリー二世の妃が，かの有名なアリエノール・ダキテーヌ

（Alienor d'Aquitaine ：英 Eleonor
エ レ ノ ー ル

，1122 ～ 1304）。15 才でフランス王家の

ルイ七世（1121 ～ 80）に嫁ぎながら，二女を設けた後，15 年後離婚し，そ

の足ですぐにアンジュー公，アンリ（前出のヘンリー二世）と結婚し，自

らの領地アキテーヌがイングランド王家への婚資として移譲されたため，

この後 400 年の間，英仏紛争の原因を作った，中世最大の女傑である。

こ の ア リ エ ノ ー ル が ， フ ラ ン ス 王 家 に は 「 シ ャ ル ル マ ー ニ ュ

（Charlesmagne）伝説」がありながら，イングランド王家にはそれに類する

“伝説”がないので，口惜しがって，中世物語作家
ロ マ ン シ ェ

を多数，糾合（かきあつ）

めて，ブリテンの一部将にすぎないアルテュールを主人公に，所謂“アル

テュール伝説”を作り上げた訳だが，それ故に，代々の王は「アルテュー

ル」には並々ならぬ熱意をこめていたらしい。特にエドワード王子，後の

エドワード一世は熱烈な信奉者だったので，王妃共々（王は二度結婚して

いるので先妃か後妃か不明）ここを訪れて親しく検分しているし，エドワ

ード一世の孫のエドワード三世も 14 世紀前半に訪れている。（もっとも 16

世紀初頭ヘンリー八世（1491 ～ 1547）がこの修道院を解散させ建物を破壊

してしまった為，遺骨はどこかへ行方不明になってしまったという後日談

がついているが…）こういう王家の国王に知遇を得ていたとすれば，ルス

ティケロが“アルテュール物”に手を染めたのも，王を慰めるために〈一

書〉をものしたらしいのも，納得がいく様な気がする。

このルスティケロが，マルコ・ポーロと“獄中
・ ・

”で親しくなった
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

というのは次の

様な経緯であったらしい。

マルコ・ポーロの生涯はハッキリしないのだが，1270 年来，17 才でヴェネチ

アを出発し東方を旅行し，17 年間元朝のクビライ汗の許に滞在し，1295 年に
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足かけ 25 年ぶりに生れ故郷のヴェネチアに帰って来たと考えられる。

その頃イタリアには，ヴェネチア（Venezia）とジェノヴァ（Genova）

という二大都市国家が宿命の対立を繰返していた。ヴェネチアは，アドリ

ア海の最先端の入江に囲まれた所にあり，ジェノヴァは地中海のイタリア

側西端，コルシカ島の真北，山と森を背にしてジェノヴァ湾に面した都市

で，正に背中合わせの遠い位置にありながら数十年にわたる果しなき“角

突き合い”を繰返していた。（途中でこれも地中海沿岸にある半島中部のピ

サ（Pisa）も両者の争いに加わるのだが，勢力が余り強くなく三つ巴には

ならなかった）。ジェノヴァとヴェネチアが仇敵の関係となる理由は，共に

東方（ギリシア・トルコ）貿易を基盤にして栄えた都市であった為である。

特に第四次十字軍に便乗してヴェネチアが，コンスタンチノープルを占領

した後，ジェノヴァはラテン帝国のギリシア人と手を組んでコンスタンチ

ノープルを奪回した事件は，両都市国家の争いに油を注ぎ，13，4 世紀，両

都市の争いは熾烈を極めた。

1294 年 10 月のダーダネルス海峡の対戦でヴェネチアは惨敗し，25 隻の

船を失い指揮官も戦死。勢に乗ったジェノヴァは，東方，コンスタンチノ

ープル在住の全てのヴェネチア人を捕虜にし，主だった者を死刑にした。

ヴェネチアは直ちに反撃し，同じコンスタンチノープルのジェノヴァの居

留地を破壊し，遠く黒海奥の，クリミア半島のジェノヴァの拠点（カッフ

ァの要塞）まで攻略し，船舶全部を焼き払った。その際の両軍の残虐行為

は当時の〈年代記〉に数々記るされているという。

1295 年，故郷に帰ってから，ジェノヴァ軍に捕虜になるまでのマルコ・

ポーロの記録は確実なものはなく，判然としないが，二つの説がある。

一つは，帰国したマルコは故郷の生活に馴染めず，もう一度東方への旅

を志し，ヴェネチアを船出した時，マルコの乗った船が，地中海でジェノ

ヴァ人に捕獲され，捕虜になったというのと，もう一つは，ヴェネチア艦

隊のうちの一隻の艦長（Sopracomito，どう言う職階か不明）に任命され，

アドリア海のクルゾラ（Curzola）沖の海戦で，勇敢に戦闘中，傷を負い捕

帝京大学外国語外国文学論集　第９号

― 23 ―



虜となりジェノヴァに護送されたというのである。

この海戦の起きた日時についても二説あり，マルコと同時代のドミニコ

派の僧，ヤコボ・ダックイの年代記「イマゴ・ムンディ（世界の実像）」の

記事による，1296 年の「ライアスの海戦
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

」の際
・ ・

だというのと，マルコの

250 年後に，イタリア語版「見聞録」を編纂したマルコ・ポーロ研究の第一

人者ラムージオ（Ramusio）（註４）の 1298 年９月７日だという説とである。

ところが，この両説ともにキズ
・ ・

がある。というのは，「ライアスの海戦」

は歴史上正しくは 1294 年５月 22 日であった。とするとダックイ説ではま

だマルコは東方旅行から，帰っていないことになる。一方，ラムージオ説

だと「見聞録」が僅か２ヶ月半位で出来たことになり，余りにも短時日で

出来上り過ぎている様な気がする。だから，ヤコブ・ダックイの日時が間

違っていたにしても，矢張り「ライアスの海戦」にこだわらず，《マルコが

帰国した翌年ごろの 1296 年頃の或る海戦で》が，妥当なのではないだろう

か（岩村忍氏，岩波新書）。「見聞録」は大体，研究諸家の説を勘案すると，

1298 年頃完成（？）していたと思われるから。

一方，“物語作家
ロ マ ン シ ェ

”ルスティケロの方はどうかというと，ルスティケロの

生れた（？）ピサはあの“斜塔”で有名な所だが，このピサとジェノヴァ

の両都市は，11 世紀のサラセン人の攻撃には，同盟した仲だったが，サラ

セン勢力の後退と共に今度はライヴァルの関係になり，1228 年頃から対立

が激しくなる。そして 1284 年，ジェノヴァの艦隊が，二度続けて，ピサを

破り，復仇戦を準備するピサの機先を制して，アルノ河々口のピサのすぐ

目の前，メロリア島沖でピサの艦隊を完膚なきまでに叩き，ピサ人 9000 人

が捕虜となり，ジェノヴァに送られた。この時，ルスティケロも捕虜にな

った（らしい）と言うのだが，何故ルスティケロがこの戦に巻き込まれた

のかは，全く判らない。88 年，両国間で平和条約が結ばれたが，ピサの捕

虜は一人も釈放されなかったといわれる。

そして 96 年，マルコ・ポーロが，ジェノヴァのパラッツォ・デル・カピ

ターノ・デル・ポポ（宮殿）の地下の穴倉牢に抛り込まれた時，ピサの人，
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ルスティケロが同じ牢獄に居て，マルコと初めて顔を合わせて親しくなり

「見聞録」を世に出すことに貢献することになる。マルコは序文で

“口述筆記だけ
・ ・ ・ ・ ・ ・

”というのだが，作家であるルスティケロにいろいろ文章を

仕上げたり，有力な助言をしてもらったであろうと考えられられる。

ヴェネチアとジェノヴァの対立はなおも続くのだが，両方共に長い対立

に飽き，ミラノの仲介で，1299 年７月 31 日，和平条約が調印され，８月

28 日マルコを含む，ヴェネチア人は解放された。ルスティケロも多分，こ

の時釈放されたと思われるのだが，実に晩年（？）16 年もの歳月を牢に送った

ルスティケロの動きは皆目判らないし，其後の消息は誰一人として知らない。

ただ，後年 本と呼ばれる（後述）「見聞録」写本の最後に「神に感謝

す。アーメン（Deo Gratis, Amen）」と附け加えて，長い物語を書き終え，

ルスティケロはその言葉に，無限の思いを込めて（？）人々の前から消え

て行ってしまった。

５年の牢獄生活を送って，故郷ヴェネチアに帰ったマルコの晩年につい

ても詳わしいことは何も判っていない。かなり遅くなってから妻を迎え

（名はドナータ（Donata），ヴィターレ・バドエールの娘といわれる），三人

の娘（洗礼名は夫々ファンティーナ，ベレーラ，モレータ）がいた事は判

っているが，マルコの晩年は余り幸福ではなかったらしい。

1324 年１月９日付の自筆の署名のある遺言状が，ヴェネチアの聖
サン

マルコ

寺院に残っているが死亡の日時ははっきり判らず，父の墓のあったサン・

ローレンツォ教会に葬られたのは確実で，1765 年までは，そこに埋葬されて

いた記録はあるものの，度々の寺院の改築で，其後墓の所在地が不明となる。

墓所だけでなく，マルコ自身の肖像画さえも確実なものはなく，現存するものは，

（例えば岩波新書　岩村本の巻頭の肖像参照）後世のものだといわれる。

さて，マルコの〈原本〉は失われてしまって，その写本，版本は 140 種

以上もあると先に書いた。写本の話にはこの小論の最後尾に少し触れるつ

もりであるが，その前に“奇妙な挿話（エピソード）が残っているので，

Ｆ
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書いて置こうと思う。

マルコの晩年，マルコはティボー・ド・セポワ（Thibaut de Cepoy）と

いう騎士を知ることになる。この男は，フランスのカロリンガ王朝のフィ

リップ四世・美男王（Philippe ､ le Bel，（1268 ～ 1314）に仕えた騎士身分

の側近だった。フィリップ四世という男は〈美男王〉などという仇名がつ

いているから，優男だと思うのだが，大分“荒っぽい”男だったらしく，

ルスティケロが知遇を得た（？）前述のイングランドのエドワード一世と

争って敗けはしたものの，フランス王権の拡大に異常な執念を燃やした男

で，当時のローマ教会とも，もめ，課税の件で，時の法王ボニファチュウ

ス八世（Bonifatius i（1235 ～ 1303））と争って侮辱を加えて憤死させた

り（1303），次の法王クレメンス五世（Clemens V(1264 ～ 1314））を南仏の

アヴィニョンに流滴
な が

し，所謂“アヴィニョンの捕囚”の端緒を作ったりし

た王である。

ティボード・セポアは後に，フィリップの弟シャルル・ド・ヴァロア

（Charles de Valois 1270 ～ 1325）に仕えることになる。このシャルルの二

度目の夫人，カトリーヌ・ド・クールトネーがビザンチンのラテン帝国皇

帝ボードワン w 世（Baudouinw 1217 ～ 73 ；フィリップ・ド・クールト

ネー）の王女であることから，シャルルがビザンチン帝位継承権を主張し，

それを確認させるため，ティボー・ド・セポワをコンスタンチノープルに

派遣するということがあった。1306 年９月，パリを出発したティボーは途

中，ヴェネチアに寄り，翌 1307 年８月，マルコ・ポーロと会ったと言うの

である。どんな機縁で会うに至ったかは判らないが，マルコ・ポーロは自

分の「見聞録」の写本を一部ティボーに献呈した。

肝心のカトリーヌ公妃が 1308 年１月に死に，ティボーは本来の仕事が果

せなくなって，1310 年フランスに帰り 1311 年５月～ 1312 年３月の間に死

んだという。ティボーの死後，その息子ジャンが父についで仕えていた，

主君シャルル・ド・ヴァロアに，このマルコ・ポーロの「見聞録」写本の

一本を献呈した。同時にジャンは 16 部の写本の「写し」を作り友人に贈っ

たというのである。そのうちの数部は完全本ではないが，数葉のバラバラ
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の頁がのこっているという。

この話はマルコ研究の著名な一人であるヘンリー・ユール卿（Sir Henry

Yule 1820 ～ 89）がその註釈本“The Travels of Marco Polo”の中で載せ

ているが，ユール自身も半信半疑だった様で，マルコ研究の先駆者ベネデ

ット（Benedetto）はハナ
・ ・

から否定し，偽作
つくりばなし

だと言っている。

ところが驚くことにこの〈Lettre Gothique〉に入っている Pierre-Yves

Badel 教授の校訂本（ 写本準據）には，その序文にこの話が堂 と々記載

され，（Paris 国立図書館蔵写本　fr. 5649）他の写本にある序文とは全く異り，序

文にルスティケロの名などは全く出てこない。これは同教授の確固たる信念に基

くものに違いはないが，その見解の相違ぶりには目を見張らせるものがある。

さて，長々と「見聞録」関係の中でのルスティケロと名乗る不思議な人

物について，述べて来た訳だが，ルスティケロなる人物は本当にマルコ・

ポーロの「見聞録」の共同編集者
コラボラテュール

（Collaborateur）であり，同時にイング

ランドのエドワード一世の周辺に在って，〈アルテュール物語〉，特に〈ト

リスタン物〉の騎士物語（ロマンス）を書いた人物と同一人物なのだろうか。

まずマルコの“共同執筆者”という説の方から考察すると，従来のマル

コ研究の諸碩学の解説では〈マルコが己れの本の序文で，ピサの人ルステ

ィケロなる人物に自分の話を口述し，筆記させた〉と記してあるからとい

う点が拠り所になっているが，（註５）前述の様に〈Lettre Gothique〉の Badel

教授本（ 写本）にはないし，〈序文〉にルスティケロの名を記さない写本，

版本が随分ある。そもそもマルコの自筆の〈原本〉が紛失してしまい，其後 140

種を越える，しかも各国語の版が出来たとしたら，ルスティケロ自身が，

自分の名前を共同編集者として後から書き入れたものの，写本がいくつか

あるのではなかろうか、という疑問が起きても不思議ではなかろうか。

次に，何故，ルスティケロは前述の様に，マルコの「原本」を Franco －

B 4

B 4
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italien 語という不思議極まる言語，恐らくマルコの生きていた頃の地中海

地域の lingua franca（共通語）で書いたのであろうか。マルコはヴェネチ

アの生れで恐らくトスカーナ方言（ロンバルディア方言の可能性が高いと

いわれるが）で，ルスティケロはピサの人だからピサ方言を喋っていただ

ろうと思うが，原本の使用方言がどこの方言であったかは判然としない。

ルスティケロは，イングランドの宮廷で〈トリスタン物〉のロマンス（騎

士物語）を書く時，レッキ
・ ・ ・

としたフランス語（北方古フランス語，オイル

語）で書いているのである。しかも当時，この北方フランス語はヨーロッ

パの lingua franca（共通語）であったといわれ，スペインでも，ベルギー

でも，スイスでも，イタリアでも皆フランス語を使用していたといわれる。

南仏でさえ << アルビジョワの十字軍 >> で南方古仏語（ラング・ドック語）

が一掃されて，（民衆は別にして）支配階級は北方フランス語（ラング・ド

イル語）を，使うようになる訳である。何故ルスティケロは，マルコの

「原本」を共通語であるフランス語で書かなかったのだろうか。

なるほどマルコ・ポーロは << 学問が無く，ラテン語は知らず，ギリシ

ヤ・ローマの文化に馴染まず，又当時の共通語フランス語も知らなかった

といわれる。特に宗教的な知識（当時でいえばキリスト教やイスラム教）

は無かった >> といわれ，CLXi 章（セイロン島の章）でブッダ（仏陀；

シャカ（釈迦））のことを述べた条
くだ

りにも，如実に現われているといわれ，

だからこそルスティケロは自分の作品を書いた当時の共通語であるフラン

ス語で，マルコの「原本」を記さず，イタリア語がかった
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

フランス語で書

いたのではなかろうか。ただマルコの話すイタリア語を聞きながら，

即座に
・ ・ ・

Franco-italian 混淆語に翻訳しながら書き綴って行ったとは思えない

ので，聞いた後で書き直したのだろうと思われる。

さらに未詳といわれるルスティケロの生涯の中でも，ジェノヴァの捕虜

となって“16 年も囚人
・ ・ ・ ・ ・

となっていた”のはどうにも不思議である。イング

ランドの宮廷にいて，王や他の王族を知っていた筈なのだから救出の援助

や依頼をしたりするのが普通であろうと考えられる。便々
べんべん

として 16 年の歳

― 28 ―

“謎の共同編集者”―マルコ・ポーロ「東方見聞録」異聞―



帝京大学外国語外国文学論集　第９号

― 29 ―

月を牢で送るとは考えられないし，とても，華やかなイングランド宮廷の

中で息をしていたことのある人物とは思えないのである。

さてこそ，同名異人ではないかという説がしばしば見られるのである。

前述の様にイギリスの歴史小説家ウォーター・スコット（W. Scott）はル

スティケロは「架空の人物」と考えていた様だし，マルコ研究家の第一人

者ラムジオ（Ramusio）は，その研究書の中で，「マルコの編纂を助けたの

はルスティケロただ一人とは断定出来ない」と言い，「マルコの親密な友人であ

る紳士は，世界のいろいろな事物を知ることに喜びを持ち，毎日の様にマルコ

と数時間を獄中に過した」と記す。この種の紳士の他に，可成り沢山の人がマ

ルコの話に耳を傾け，マルコの話を筆録したであろうことは想像に難くない。

〈Lettre Gothique〉版の著者，Badel 教授もこの本の序文で，はっきり

<<（ルスティケロと）同じ発音の“同名異人”が居り，その人物と混同し

たのではないか >> と、言っている。<< ルスティケロがエドワード一世

（当時はまだ王子）と聖地への第八次十字軍についてイタリアのシチリアに

行った頃，リュクサンブール王国に，アンリ七世（Henriu，1274 ？～（在

位 1308 ～ 1313））という国王がいた。その王に仕える Clerc（修道士・聖職

者）に Rustike（リュスティケ）とかいう名
・ ・ ・ ・ ・

の男（un certain Rustike）が居

り，それと Rustichello とを混同したのだ >> と言っている。

その場合，イングランドのエドワード一世の周辺にいた Rustichello なる

男が“物語作家（ロマンシェ）”なのか，Clerc の Rustike が“物語作家”

なのか判然としないし，もしかすると，マルコと牢獄にいた囚人が，

Rustike であったかも知れない。しかし，エドワード一世の周辺にいた人物

がリュクサンブールの Rustike で，Clerc であり同時に〈物語作家〉であり，

マ ル コ 周 辺 で 牢 に 入 っ て い た 方 が 〈 物 語 作 家 〉 と は 関 係 な い 囚 人

Rustkchello である方が何となく妥当である様な気がする。一介のピサ生れ

の普通人が，王や貴族に知遇を得て，側近にはべるよりは，Clerc という職

にある人間の方が，王侯に近づきやすいだろう。

それに“Clerc”というと，僧職にある者とのみ考えられがちだが，中世

当時は“僧職者教育”は当然「教会附属」の学校（塾的なものが多かった）



で行われるのだが，修業年限が終っても，僧職のポストはそうそうはなく，

それにしかるべき僧院の聖職者になるのは，身分的に王や貴族などの出身

と限られていた様で，平民の子がポン
・ ・

と聖職者になることなどはまず稀で，

それでは何になるかというと学問（字を読み書き）が出来るので，〈写本〉

を写す，〈写字生〉になるか，Clerc lisant（秘書）とか Maistre（教師）と

呼ばれる者になるのが普通であった。こうした“在俗僧侶”は，名誉肩書

にも使われ，始めてのフランス語による << アルテュール物語 >> の入って

いる << ブリュ（Brut）物語 >> を書いたワース（Robert Wace 1100 年頃）

も若い時聖職者としての教育を受けたが，聖職者 Clerc にならず，（或はな

れず）“物語作家”になり，イギリスのヘンリー二世の知遇を得て Clerc の

名を貰って〈司教座聖堂参事会員〉の肩書を得るが，これは名のみで俸給

だけを貰っていたらしい。

Clerc だと称する“Ristike とか称する男
・ ・ ・ ・ ・ ・

”が，Wace の類いで，従来そう

であったと考えられて来た Rustichello だったとすると，これまでの「中世

ロマンス文学史」は大きく書き換えなければならないし，マルコ・ポーロ

の「見聞録」も修正を余儀なくされるだろう。“Il Milione”（百万）と呼ば

れて，〈大ボラ
・ ・

吹き〉の代名詞的存在になり，（註６）Shakespeare も“大ボラ

吹き”の人物を“Marco Pole”と呼んでいるという、<< 大探検家 >> マル

コ・ポーロに或いはふさわしい話というべきだろうか。

いづれにしても，決定的な決め手がない以上，これは遠い過去の，もう

霧に包まれてしまった真実を探ろうと，あれこれ，〈中世物語〉の資料を読み

あさった男（筆者）の見た“白昼夢”と思って頂いた方がいいのかもしれない。

〈附録〉 〈見聞録〉写本，版本の系統略図

以下は〈見聞録〉研究の代表者の中でも Benedetto, Ramusio, Sir, Yule と

並んで最も信頼されているものの一つムール（Moule）とペリオ（Pelliot）

の説を中心に，〈Lettre Gothique 本〉の Bedel 教授の説も混えて作製。
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“写本”には失われてしまった〈原本〉に最も近いものが二つ（０）と（０１）

とあると考えられ次の様な系統図が出来る。（太枠は第一級テキスト）
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０                ０１

Ａ系統（パリ地理学協会本系統）

　　（パリ国立図書館蔵）

　　　（MSS）

Ｆ （Paris BNF写本1116, 14世紀）

・最良の写本とされる

（洋皮紙112枚）（292×205mm）

（Fra-Ita語）

・Benedetto（フィレンツェ大学・中世仏文学者）が

　完全転写版（1928年, Florence）

Ｆ１ FG 標準仏語訳（グレゴワール本, 14世紀）

マルコ・ポーロがセポワにやった

〈写本〉に近い。グレゴワール（末詳）

Henry Yule訳註本はポーティエ（Pauthier）

が1865年現代仏語訳したものの英訳

Ｂ４　（BNF fr 5649 Badel版）

Ｆ２ TA Tuscan方言訳（14世紀初頭）

Ｆ・FG　から派生

　　　　　1305年頃，12種の異本

VA Venetia方言訳，フェルナンデス西訳（1503）

14世紀初  TA とは別の Ｆ・FG  系

P Pipino（ドメニコ会神父，マルコの生前の人）

のLatin訳，1490年頃印刷，VA  を底本（コロン

ブスが1492年船出の時，携行したのはこの版）

Ｂ系統（（Ａ）より古いタイプ）

Ramusio版  Ｚ の元版？

Ｒ'

Ｒ

Ｚ'

Ｚ

Ｚ

・Ｐ を基にした？ Ｚ にない

Benedettoが

Milanoの

アンブロジアナ図書館

で発見。　　の転写本。

マルコの序文が数行に

削られる（圧縮される）

Ｆ にない項目200ほどあり、

Ｆ より古い写本（散逸）を

見た様だ。
Moule-Pelliotの校訂本の底本

Ita語訳

Ramusio（1559, 刊行）（註4）

Ghisi家図書館で発見本を元に。 

RamusioはVenetiaのGiunti

印刷所に関係ある様で，そこ

のEditor？

1557年Padovaで没

古いLatin訳　法王庁枢機卿ゼラ

ダがToledo（西）図書館へ遺贈，

1470年頃の作品。1795年刊行

（通称Toledo版・ゼラダ本）

● 最初の印刷本はドイツ版。1477年ニュールンベルク。インキュナビラ（1500年以

前の印刷本）としても稀覯本。フランス版はパリで1556年印刷。（Pipino, Latin訳

のポルトガル語訳から，グリナエウスが1532年にしたLatin訳の仏訳）。英語版は

Pipino訳をサンタエラがスペイン語訳にしたのをジョン・フラムトン（J･Frampton：

エリザベス朝作家）が英訳。1579年印刷。

記事あり。



〈Lettre de Gothiqne〉本は上の系統とは少し異り 〔BNF 写本 5649〕

という写本に據る。

これは charles d'Orlean の写字生（copist）を 1452 ～ 61 年まで勤めたベ

ルトランド・リシャール（Bertrand Richard）が 1467 年にシャルルの弟の

ジャン・ダングレーム（Jean d'Angoulême）の家で手にしたものといわれ，

17 世紀シャルル・ド・モンチャル（Charles de Montchal）枢機卿とラン

ス・モーリス・ル・テリエ（Reins Maurice Le Tellier）枢機卿の二人の図

書室で別々に見つかったものを，ランスが 1700 年に時の王に献上したもの

だといわれる。

大体が は 系統なのだが， の写本〔BNF fr 1116〕が不

充分なものがあるので，BNF fr 5631, BNF fr 2810（いずれも Paris）BB

125（Berne 図書館本）BR fr 37（stockholm 本）などを参照して補正，訂

正したという。夫々に細かい異動などが記されているが，割愛する。

テキスト

Marco Polo :《 La Description du Monde》Edition, traduction et présentan-

tion par Pierre - Yves Badel.（1998）

〈Lettre Gothique〉Le Livre de Poche.

参考文献

○ A.C. Moule & P.Pelliot : “Marco Polo, the desccription of the world.

1938 ～ 64”

○ Sir Henry Yule : The Book of Sir Marco Pole, 1894（H. Cordier 補訂版

1921）

○愛宕松男訳：東方見聞録（全２巻），平凡社　東洋文庫　1970

○青木富太郎訳：東方見聞録，現代教養文庫版　1944

○青木一夫訳：東方見聞録，校倉書房　1960

○岩村忍：マルコ・ポーロ　岩波新書　1926

FF GB 4
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○ヘンリー・ハート：ヴェネチアの冒険家，マルコポーロ伝（幸田礼雅訳）

新評論　1994

○フランシス・ウッド：マルコ・ポーロは本当に中国へ行ったか（粟野真紀

子訳）草思社　1997

○岩村忍：暗殺教団・イスラム異端派の歴史　リブロポート 1981

○ G Hasenohr & M. Zink : Dictionnaire des lettre Française “Le Moyen

Age) Fayard 1964

○ Norris J. Lacy : New Arihurian Encyclopedia 1996

○ R. S. Loomis (Edited) : Arihurian Litterature in the Middle Ages

Clarendon Press 1959

註釈

註１）マルコ・ポーロの「旅行記」は，日本では〈東方見聞録〉という訳

語で通称されているが，残された写本の印刷本のタイトルは〈 I L

Milione〉（百万）というのが殆んで，他にこの〈Lettre Gothique〉版の

様に〈La Description du Monde（世界の記述）〉というのもある。マル

コの「原典」のタイトルはこうであったという説もあるが，この〈世界

の記述〉という和訳を見たことはない。従って本稿も〈東方見聞録〉を

採用し，わずらわしいので“東方”を省き〈見聞録〉と略称する。

註２）「参考文献」参照。

註３）写本 の序文にあるのだが，他の写本にはないものが多く，この

〈Lettre Gothique〉版の序文にもない。

註４）ジョヴァンニ・バッティスタ・ラムージオ（Giovanni Battista,

Ramusio）。マルコ・ポーロ写本の一番古い研究家。イタリアのリミニの

古い貴族の出。ヴェネチアに移住した 16 世紀の地理学者。ヴェネチアの

印刷屋・書籍商ギュンティ（Giunti）に頼まれ，“旅行・航海記集成

（Navigationi et Viaggi）”を編纂した。第一巻は 1550 年，第三巻は 1556

年に出版されたが，第二巻の出版が何故か手間取り，出版されないうち

にラムージオは 1957 年７月 10 日にパウダで死亡。死の翌年 1558 年にや

F
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っと第二巻が出版されたが，マルコ・ポーロの〈見聞録〉はこの第二巻

に，ラムージオの序文と共に載せられている（岩村氏，岩波新書に據

る）。

註５）驚ろくことにマルコとルスティケロの“協同作業”について“最初

に”言及したのはフランスの学者ポーラン・パリス（Paulin Paris 詳細未

評）という人だと，ヘンリー・ハート（参考文献参照）が記している。

それによるとパリスはパリの学界誌〈Nouveau Journal Asiatique（新ア

ジア評論誌）〉12 号に寄せた論文〈Extrait d'une Notice sur la Relation

Original de Marco Polo（マルコ・ポーロとの最初の関係に関する解説の

抜粋）〉の中で述べている，というのである。ところが，その論文の初出

が 1833 年だというのであるから，“最初
・ ・

の”というのは少々信じ難い気

がする。本当にこんなに遅くまで，“二人の関係”が学界で知られなかっ

たのだろうか？

註６）“Il Milione（百万）”（註１参照）なる呼び名は，マルコが同時代の

イタリア人に“Milionus”とか，“Milione”という仇名で呼ばれていた

と，マルコの同時代の人，ヤコボ・ダックイが，その由来を説明してい

る。“それはマルコが，フビライ汗について語る時，常に黄金一千万から

千五百万の歳入があったと語り，その国の富を述べる時も，いつも百万

単位の話をした。そこで〈百万のマルコ殿〉とイタリア人は呼び，「ウソ

つき」「大ボラ吹き」と嘲笑，ついには仮装劇の舞台でも嘲笑の対象とし

たからだ”と言っている。尚、Shakespeare が，その作品のどこで“言及”

しているのかは不明。
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