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はじめに
十六世紀イタリアで盛んに行われた俗語をめぐる論争は、ベンボが Prose della
volgar lingua 第 I 巻の執筆を始めた 1512 年頃から、フィレンツェでクルスカ学会が設
立される 1583 年までに三つの段階を経ると Woodhouse (1971: XV-XVI) は言う。ま
ず韻文はペトラルカ、散文はボッカッチョを模範とすべきとしたベンボによるトス
カーナ語の研究が一つ、そしてダンテの『俗語詩論』を再発見したトリッシノの著作
を契機に盛んになった、俗語に与えるべき名称に関する議論が今一つである。それか
らコジモ・デ・メディチによる文芸保護政策の下、アカデミーに集う文人たちによっ
てフィレンツェの文学と文学者、その言語の権威づけが目指された段階がある。
ベネディクト会士で捨て子養育院の院長を務めながら、メディチ政権下における
フィレンツェ文化の中心人物となった博学者ヴィンチェンツィオ・ボルギーニ（ 1515
年～ 1580 年）が俗語の研究に本格的に取り組み始めたのは第三の段階にあたる。反
感の強かったフィレンツェでベンボ理論をヴァルキが再評価し、サルヴィアーティが
俗語論争の最終的な結論として決着させたように、ボルギーニもまた、ヴェネツィア
人ベンボのトスカーナ語の知識に一定の留保をつけながらも、彼の学説を十六世紀の
言語論争における唯一の正当な理論と評価していた。十四世紀トスカーナ語の研究に
あたってはダンテ、ペトラルカ、ボッカッチョ、そして彼自身が高く評価していたジョ
ヴァンニ・ヴィッラーニの著作のみならず、古典作品の俗語訳や一般市民の書き残し
た手紙や日記なども積極的に利用し、より重層的に言語を捉えることを目指した。
「規
範ありき」であった他の都市出身の文人とも、芸術性を重視したサルヴィアーティ 1
とも異なり、ボルギーニはトスカーナ語のあるがままの形に関心を寄せていたと言う
ことができる。しかしボルギーニは俗語についての体系的な著作を執筆するには至ら
ず、彼の言語観は大量に残されたメモや草稿を通してしか知る術がないが、その多く
は未刊である 2。
またボルギーニの俗語研究を支えたフィレンツェの文化的背景としては、前世紀に
ポリツィアーノが確立した古典文献学の遺産もあった。複数の古写本の校合に基づく
その方法論は、ギリシア・ラテン語作品を数多く校訂し、さらに 1527 年のジュンティ
版『デカメロン』の校訂者の一人としても名を連ねたヴェットーリを通してボルギー
ニに受け継がれた。ボルギーニは 1572 年出版の『ノヴェッリーノ』の校訂者であり、
1
2

Pozzi (1975: 223) を参照のこと。
ボルギーニの言語観については Woodhouse 校訂の Scritti と Pozzi (1975) が詳しい。
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ジョヴァンニ・ヴィッラーニ『年代記』の新しいエディションを出版するために膨大
な研究メモを残している。それまであまり知られていなかったサッケッティの『三百
物語』の文学性を高く評価したのもボルギーニであった。本稿は彼が中心になって校
訂した『デカメロン』のテクストを分析し、この作品の受容史における文献学者ボル
ギーニの業績を明らかにする試みである。

1．1573 年出版のジュンティ版『デカメロン』について
コジモによって「任命された deputati 」フィレンツェの文人らの校訂による『デ
カメロン』
（以下 Ed. Deputati とする）は、1573 年ジュンティの印刷所から出版さ
れた。その校訂作業を進めたのは主にボルギーニであり、さらに Woodhouse (1971:
XLIII) によれば、そもそもその出版をフィレンツェ文化称揚を目的とした国家事業
の一つとしてコジモに提案したのも、トスカーナ語の劣化を憂う彼自身であった。

Ed. Deputati は『デカメロン』が 1564 年に禁書目録に加えられてから出た最初の
rassettatura 版であり、聖職者の偽善を扱う第一日目第六話全体が削除されているほか
に、反教会的なノヴェッラに対しては部分的な削除や修正が施されている。しかし

Marazzini (2003: 170) が検閲という「代償を払ってボッカッチョ文献学は生まれた」
と表現したように、内容面に矛先を向ける教会の検閲は、テクストに対する文献学的
関心の誕生とその高まりの契機になった。ボルギーニはベルナルド・カニジャーニ宛
の書簡 (Lettere: 603-606) において、内容への介入はローマからの命令で避けることが
できなかったと主張する一方、テクストの校訂については次のように述べている。
言葉についてはこうではありません。単語をいくらか取り除き、いくらかは挿入しな
おして、また他の語には大いに変更を加えましたが、なにもかも我々の意志で、≪確
固とした知識から ex certa scientia ≫、そして我々の思い違いでなければ、れっきとし
た根拠に基づいて行いました。

ボルギーニは Ed. Deputati 出版の翌年、検閲によって「腕をへし折られ、全身を
引き裂かれた」ボッカッチョに与えるべき「薬」3 として Annotationi et discorsi sopra
alcuni luoghi del Decameron di Messer Giovanni Boccacci fatte dalli molto magnifici signori
deputati da loro altezze serenissime, sopra la correttione di esso Boccaccio, stampato l’anno
MDLXXIII を発表している。テクスト校訂の方法、個々の lectio の採用あるいは不採
用の根拠、疑わしい lectio とその代替案、ヴェネツィアなど他都市で出版されたエディ
ションに見られる誤りとその原因などを詳述するその著作は、関心の在り処が主に語
彙、シンタックス、音声表記をめぐる問題に限られているものの、『デカメロン』の
テクスト研究の成果として歴史上最初のものと位置づけることができる。また同じく
ボルギーニの文献学への関心を裏付ける文献として、
『デカメロン』の校訂作業と同
3

Lettere: 603 から引用。
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時期に執筆された Lettera intorno a’ manoscritti antichi もある 4。これら二つの著作から、
ボルギーニの文献学者としての水準がどの程度のものであったかを確認することがで
きる。Lett. mss. ant. 30-60 では写字を職とする者と勉学のため、あるいは趣味として
筆写する者との二様に筆写人を分け、それぞれの社会的・文化的コンテクストを考
察して、転写の際の癖や陥りやすい過ちを指摘しているが、それは Branca (1961) に
よる amanuensi di professione と copisti per passione の分類を先取りするものである。

Folena (1970: 685) が述べるように体系的な recensio を行う段階には至っていないが、
Belloni (1998: XXVI) と Chiecchi (2001: XLVI-XLVII) が指摘するように、確固とした
根拠に基づいたものではなかったとしても eliminatio codicum descriptorum を実践して
いた 5。Annotazioni の Proemio 第 VI 部と第 VII 部で十四世紀のさまざまな種類の文献を
列挙していることからも分かるように、『デカメロン』を校訂するためにはボッカッ
チョとその時代の usus scribendi を研究する必要があることを認識しており、また随所
で lectio difficilior potior の原理を取り入れている（lectio facilior を退けている）6 ことも、
彼以前の『デカメロン』校訂者たちの方法論には見られなかったものである。さらに
Annotazioni の第 CIV 章では「おそらく当初、著者から二種類のテクストが異なる時期
に出、後に出たものは先に出たものと何らかの部分で異なるのではなかろうかと思っ
たことがある」と述べている。晩年まで『デカメロン』を加筆修正し続けたボッカッ
チョが 1370 年頃に清書した Codice Hamilton 90（ベルリン国立図書館所蔵、以下 B
とする）の最終ヴァージョンと、それに先立つヴァージョン（パリのフランス国立図
書館所蔵の Codice Italiano 482、以下 P とする）の存在が判明している現在、ボルギー
ニの洞察力の鋭さに驚かざるをえない。さらに当時の校訂者は容赦なくテクストに手
を加える傾向があったなかで、ボルギーニは破格構文さえも「どんなに秀でた作家で
も手抜きをしたりして、悪気なくやってしまうことがある」7 として、ボッカッチョが
書き残したまま（と思われる）形を尊重する姿勢を貫いている。以上のように文献学
的に先進的な水準にあったボルギーニ 8 が校訂に携わった Ed. Deputati のテクストは、
Lett. mss. ant. の 88 から、ボルギーニがこの著作を執筆していた時、Ed. Deputati の校訂はすでに
完了しており、出版を間近に控えていたことが分かる。エディションは 1573 年 6 月にはすでに世
に出回っていたため、Lett. mss. ant. の執筆は 1573 年春頃までと推定される。一方執筆開始の時期
に関しては、Lett. mss. ant. の校訂者 Belloni (1995: LXII-LXV) は 1560 年代の中頃と推測していたが、
II. X. 121 の中に Lett. mss. ant. の草稿を発見した Drusi (2012) は 1571 年以降であることを示すとと
もに、着想そのものは 1562 年であることを示唆している。
5
Annotazioni における「［«Deo Gratias» のエディションのテクストはマンネッリ写本のそれと］異
なる場合もあり、よってそれに由来するものでないことが分かる。仮に由来するものであるならば、
我々にとって一つの証拠として役には立たず、同じテクストを二度用いるのと同じことになるだろ
う」(Proemio II 39)、そして「これら以外に入手した他の三、四の本については［......］すでに言
及した本に由来するか、あまりにいい加減に写されたものであるゆえ、それらの説明に時間を費や
す必要はないだろう」(Proemio II 51) から、原本が存在する場合、その写しは校訂に無用であるこ
とをボルギーニが認識していたことが分かる。Timpanaro (2004: 17-18) によると eliminatio codicum
descriptorum はすでにポリツィアーノがキケロー作品の原典批評で行っていた。
6
Annotazioni 第 XLII, LVI, CVII, CXXIV 章などにおいて lectio facilior が却下されている。
7
Annotazioni 第 XIV 章 2 から引用。
8
Annotazioni と Lett. mss. ant. を 1557 年から 1558 年にかけて執筆された Varie lezioni D. C. と比較す
4
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当時としては「もっとも良質で、もっとも正確なもの」であり、「そのエディション
は（誰もがすぐに気づくことであるが）、それまでせいぜい一冊の写本を基にいい加
減に作られた他のエディションを大きく凌駕する」ものであったと Branca (1939: 22)
は言う。
ボルギーニは Annotazioni の Proemio 第 II 部で Ed. Deputati の校訂作業に利用し
た本を明かしている。まず l’Ottimo と高く評価するマンネッリ写本（以下 Mn とす
る）、そして良質の写本を利用して作成されたと考えられるが欠陥もある印刷本 «Deo

Gratias»9 を il Secondo としている。それから il Terzo と便宜上呼ぶ 1527 年フィレンツェ
で出版されたジュンティ版があり、それを「建物全体の設計図として come pianta di
tutto l’ediﬁcio 」、校訂作業の「土台 il fondamento 」として利用したと言う 10。さらに
Lodovico Beccatelli の写本、Giovanni Gaddi の本を基に作成された Mattio Francesi の
写本、Rosati 家の写本、そして l’Ultimo と呼ぶ写本を入手していたが、Branca (1991:
318) の言うように、これら四写本をボルギーニらが実際に利用した形跡はほぼなく、
それらの lectio が Ed. Deputati で採用されたことは一度もないばかりか、議論の対象
とさえならなかった。これら以外にも三、四の写本が入手されたが利用価値はほぼな
かった。

2．マンネッリ写本について
Mn は『デカメロン』史上もっとも名の知れた copista per passione、フィレンツェ
人のフランチェスコ・ダマレット・マンネッリによって 1384 年 8 月 13 日に完成され
たフォリオ版の写本であり、欄外にノヴェッラの内容やボッカッチョのときに冗長な
文章に関する写字生のコメントが多数残っている。しかしマンネッリはテクストその
ものへの介入には非常に慎重で、antigrafo（転写する際の元になる原本）上に見つけ
た疑わしい lectio を推測で修正するのではなく、そのまま筆写して横に十字の記号な
どを付け、欄外に書き留めた自らの見解に読者を誘導した。また antigrafo における
脱落箇所なども同様で、テクストに手を加えない代わりに «deﬁciebat» というコメン
トを残した 11。
ると、ボルギーニの文献学者としての成長が見える。（文書そのものの性質や執筆目的にもよるで
あろうが）Varie lezioni D.C. では 1515 年のアルドゥス版『神曲』と照合した主要な二写本について
の説明はごく簡潔で、写字生の特徴や癖の分析もない。Richardson (1996: 157) は Varie lezioni D. C. の
23 章でボルギーニが lectio facilior を採用していると指摘し、彼が古写本と古語について体系的な研
究を始めたのは、フィレンツェ史に取り組み始めた 1565 年以降のことだと推測している。
9
«Deo Gratias» は『デカメロン』の editio princeps であり、1471 年以前に出版されたと考えられて
いる。Branca (1991: 267-276) によると、そのテクストは B のそれと類似しているが、B に直接由
来するものではない。
10
Annotazioni の Proemio 第 III 部 1 から引用。 続く第 III 部 4 で、1527 年ジュンティ版の校訂者ら
は Mn を入手しなかったか、入手したのが出版直前であったため、校訂作業に利用することはなかっ
ただろうとボルギーニは述べている。Branca (1991: 307-317) によると、このエディションは B と
も Mn とも類似しているが、そのどちらとも直接的な関係はない。
11
写本の詳細については Cursi (2007: 180-182) を参照のこと。同写本には同じくマンネッリの手に
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Mn の antigrafo に関しては、それが B であったか否かという点で研究者らの間に
意見の相違がある。 Mn は B の傍系にあたるという説を最初に提示したのは 1927 年
の Barbi の論文 (Barbi 1994) であったが、それに対して Sampoli Simonelli, Padoan,

Singleton, Rossi, Brambilla Ageno らは B から直接写されたものであると主張した 12。
両写本を照合して Barbi の説に与し、Mn は B の直接の写しではないものの現存する
写本のなかではもっとも近いとし、クリティカル・エディションの作成にあたって、
欠落した分冊のある B を補完するために Mn を利用した Branca は、ボッカッチョが死
の直前に自らの蔵書をゆだねたサント・スピリト修道院の僧とマンネッリが懇意に
あったという理由でもって、Mn の antigrafo はどちらにせよボッカッチョの自筆手稿
であったという見解を示している 13。

Mn がボッカッチョの自筆手稿 B と近い関係にあることは確かである。B の言語は
本質的に十四世紀後半のフィレンツェ語の特徴を備えたもので、そこにはダンテ世代
から継承された十三世紀の伝統的な要素と、十五世紀に広く普及することになる新し
い要素が共存している。また方言を活かした表現や民衆の粗野な言葉遣い、ラテン語
風の荘厳な文体といった内容にふさわしい修辞が効果的に使われ、言語学的にきわめ
て多様な特徴を有している 14。Mn も同様であると考えてよい。
さて、Mn についてボルギーニはどう評価していたのだろうか。以下に引用する文
章の正確な執筆順は定かではないが、Mn に対する評価の変化を追う形で見ていくこ
とにする。まず Lett. mss. ant. 51 では、Mn の antigrafo は比較的 contaminazione を被っ
ていないものであったと言うに留まっている。

1384 年フランチェスコ・ダマレット・マンネッリによって写された「ボッカッチョ」
もあります。私の見るところ、それはとても≪良質 molto buono ≫であります。とい
うのも、人が言うように、また証拠もたくさんあるのですが～私の目に留まったそう
した証拠のいくつかについてはこれから触れていきましょう～、彼は自分の見たもの
を忠実に、自分自身の言葉を一切混ぜることなく写したからです。より多くの筆写人
を仲介にして伝わったこれら他のテクストがそれ相応に損なわれているのに比べて、
彼が入手したそれはボッカッチョの生きた時代にきわめて近いものであることから、
傷も小さく汚れの少ないものであったことと思われます。

なる『コルバッチョ』もあり、それを基にコルビネッリが校訂したエディションが 1570 年にパリ
で出版されている。
12
Fiorilla (2010: 10 n. 5) を参照のこと。
13
Cursi (2007: 50-51) を参照のこと。Cursi は Branca の見解に加え、マンネッリがボッカッチョの
手になる何冊かの手稿を修道僧から入手し、ボッカッチョの全俗語作品の筆写を行ったことを示す
Padoan の研究にも言及している。しかし Cursi は Mn の antigrafo がボッカッチョの自筆手稿であっ
た場合、マンネッリ自身がコメントで表明する antigrafo に対する疑念の理由が判然としないとして、
Branca らの見解に対して慎重な姿勢を示している。
14
P に対して B がもつ特徴として Vitale (2002: 315-541) が論じている。
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ボルギーニのメモや草稿を残す II. X. 12115 の 6-7 頁 (cit. in Chiecchi 2001: XLII-XLIII

n. 54) では、Mn の antigrafo が作者本人の本であった可能性をほのめかしているが、
断定はしていない。
この件でもっとも重要なのは、彼［マンネッリ］が作者本人の本から転写したか、少
なくともそれを確認したか、あるいは当時良質だとされていた本を写したことを示す
数多くの証拠が存在する事実である。彼は知らない単語や粗雑な表現にぶつかるとき、
テクストにはこのように書いてあるのだから手を加えたり変更したりしてはいけない
と注意を促す。このことは彼がいかに忠実な筆写人であったか、原本をまったくある
がままの形で自分の本に筆写しようと彼がどれだけ心がけていたかを示す十分な根拠
であろう。

先 に 言 及 し た カ ニ ジ ャ ー ニ 宛 の 書 簡 (Lettere: 603-606) は、Ed. Deputati 出 版 か ら
Annotazioni の完成する一か月以上前の期間、つまり 1573 年春から同年 10 月頃までの
［ Mn は］作者のオリジナルからきわめて
間のものであるが 16、ボルギーニはそこで「
念入りに写された copiato dall’originale proprio dell’autore con somma diligenza 」と
述べている。また Annotazioni の Proemio 第 II 部 36-37 においても antigrafo は「作者の
オリジナル (lo) originale istesso dell’autore 」であったと主張している。
これ［ Mn ］は実に、我々が目にしたどれよりも正確で確実なものであり、
（端的に言
えば）他のすべてを一つにまとめた分以上に、この本一冊からより多くの教えと利益
を得ることができた。［……］作者の死後から九年経った 1384 年、熟練し勤勉で、ま
たたいへん注意深い人物～そのことを示す数多くの証拠がある～、高名なマンネッリ
家のフランチェスコ・ダマレット氏によって、彼自身が複数の場所で証言しているよ
うに、作者のオリジナルから筆写されたものである。

マンネッリの証言をボルギーニは具体的に挙げていないため、正確に何を指している
のか不明である。確かにマンネッリは写本の欄外に «sic est testus» (III 7, 34) や «dicit

testus, male ut credo» (IX 6, 16)、さらには «così dice il testo originale et però non radere
tu che leggi» (IX 4, 15) などとコメントを残している 17 が、«testus» や «il testo originale»
が必ずしもボッカッチョの自筆手稿を意味するとは限らない。Mn は作者のオリジナ
ルから直接写されたものとボルギーニが確信していた理由は定かではないが、Barbi
(1994: 35) が infatuazione（熱狂）と表現したところの、十九世紀の半ばまで続く Mn に
Drusi (2012: 91-92) によると、Ed. Deputati 作成の指令が教会から正式に下りた 1571 年 3 月 10
日から、Annotazioni に対しての imprimatur が批准された 1573 年 11 月 6 日までの期間に作成された。
16
Lettere の校訂者 Ferrero はこの書簡を 1570 年のものとしているが、手紙の内容から誤りであるこ
とが明らかである。
17
Mn における該当箇所については Branca (1999) によるクリティカル・エディションの段落分け
で示す。
15
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対する過度の信頼は、こうしたボルギーニの態度に端を発するものであった。
Annotazioni を 分 析 し た 結 果 Branca (1991: 321) は Ed. Deputati に つ い て、Mn の
lectio が退けられて «Deo Gratias» あるいは 1527 年ジュンティ版のそれが採用された
ケースは少なく、Mn に対して慎重に行われた修正の質も取るに足らないものである
ことから、本質的に Mn を再現したエディションであるとしている。しかし筆者は両
テクストを照合し、形態論のレベルで顕著な異同の存在を確認している。それらに
ついては次章から具体的に見ていくが、Annotazioni で論題にしているケースとは異な
り、Mn の lectio を採用しなかった理由はおろか、そもそもその事実にさえもボルギー
ニは言及していない。

3．テクスト均一化の試み
ここでは Ed. Deputati が、Mn における特異な語形をより一般的な語形へと変更し
て採用している例を見る。Mn に見られる多様な言語学的諸相が、Ed. Deputati にお
いて均一化されるケースである。

3.1．十五世紀的な語形に加えられた変更
まず、十四世紀後半のフィレンツェ語において少ないながらも使用例があり、十五
世紀に入ってからより頻繁に用いられるようになる語形を扱う 18。Mn にあらわれるそ
うした語形のいくつかは Ed. Deputati において十四世紀の標準的な語形に修正されて
いる。
〈不変化の mie, tuo, suo と複数形の mia, tua, sua 〉

Mn の questo mie corpo (IV 2, 26); la suo sollicitudine (VII 8, 6); suo moglie (X 8, 48)
には性数によって変化しない所有形容詞が見られるが、Ed. Deputati ではそれぞれ
questo mio corpo (218); la sua sollicitudine (379); sua moglie (544) に 改 め ら れ て い
る 19。また Mn の alle sua parole (II 8, 24) には複数形の sua が使われているが、それも
Ed. Deputati では alle sue parole (111) に修正されている。Rohlfs (1966-69: 427) によ
ると複数形の mia, tua, sua は十六世紀の文法家らに否認されており、サルヴィアー
ティも Avvertimenti 第 I 巻（初版 1584 年）の II, X で「下層民の犯す誤り」として非難
している。
〈直説法遠過去、接続法半過去、条件法の二人称複数 voi lavasti, che voi lavassi, voi

laveresti 〉
Mn における saprestimi voi insegnare (I 8, 13); ve ne potresti tutti andare (II 5, 33); voi...
mostrasti (II 10, 31); voi mi promettesti (III 5, 26); accio che voi non credessi (III 6, 19);
voi luccidesti (III 7, 46); voi avresti (III concl., 3); Che diresti voi (IV 10, 32); che ne
3. 1 章で扱うすべての用法については Manni (2016: 26-28, 105-107) を参照のこと。
Ed. Deputati の該当箇所は頁番号で示す（ただし Proemio には頁番号がないため、その 1 頁目を
Pr1 と表すことにする）。
18
19
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faresti voi piu (X 8, 82) は、Ed. Deputati においては、該当する部分が検閲で削除さ
れた III 7, 46 の例を除き、それぞれ saprestemi voi insegnare (41); ve ne potreste tutti

andare (74); voi... mostraste (133); voi mi prometteste (164); accioche voi non credeste
(168); voi havreste (198); Che direste voi (256); che ne fareste voi piu (548) に修正され
ている。
〈接続法現在と半過去の三人称 -i/ -ino 〉
この活用語尾は十六世紀の文法家らに厭われた 20。Mn に見られる che altri non sappi

nulla (III 5, 3); vadino (IV intr., 34); che che se labbi mosso (IV 1, 2); chi che te se labbi
mostrato (IV 1, 36); parti che lle nabbin due (VI 4, 17); che non facci beffe (VII 2, 15);
la cosa ...potessi (X 8, 29) は、Ed. Deputati において che altri non sappia nulla (161);
vadano (205); che che se l’habbia mosso (206); chi che te se l’habbia mostrato (211);
parti che elle n’habbian due (329); che non faccia beffe (356); la cosa ...potesse (542) に
修正されている。
〈遠過去一人称複数形 -mo 〉
Branca (1976: CXII) が B に見られるこの活用語尾について単なる表記の問題である
可能性を示唆しているように、Mn におけるそれについても十五世紀に普及する -mo
の前触れと捉えるべきであるか否かは慎重に判断せねばならないが、Manni (2016:
28 n. 12) は「ともあれこの語尾変化は、その世紀［十四世紀］の最後の数十年の間
にあらわれ始めるようだ」としている。Mn においては従来の -mmo のほかに、m の
上またはその前後の文字の上に titulus の付いた -mo も確かに存在している 21。しかし
titulus がない potemo (II 5, 23); trovamo (II 5, 23); potemo (III 7, 99); dicemo (IV 10,
5); mettemo (IV 10, 36); mettemo (V 3, 33); credemo (VIII 3, 44); dicemo (IX 1, 11);
credemo (IX 6, 9) もあり、そのうち trovamo (II 5, 23) と potemo (III 7, 99) を除くすべ
てが Ed. Deputati (73; 73; 182; 252; 256; 281; 409; 469; 489) では -mmo という語尾に
書き換えられている。
〈 mettere の遠過去 misse 〉

Branca (1976: CXXII) によれば B にただ一度だけあらわれるという misse は、Mn に
おいては少なくとも I 7, 16 と V concl., 1 の 2 か所で使われているが、そのどちらも

Ed. Deputati (38; 318) で mise に変更されている。
〈 duo 〉
Branca (1976: CXXV) によれば B では一貫して due が使われている。しかし Mn にお
いては少なくとも 2 か所、IX 6, 32 の i duo giovani と X 6, 36 の duo giovinette で duo
という形が用いられており、Ed. Deputati で前者は i due giovani (491) に、後者は due
giovinette (532) に変更されている。ベンボは Prose 第 III 巻 VI で duo を韻文において
頻繁に用いられる形だと説明し、Crusca 1612 (308 “DUE” ) は「性の区別なく、散文
20
Migliorini (2007: VIII 16) と Rohlfs (1966-69: 555) を参照のこと。Rohlfs (1966-69: 560) によれ
ば、アリオストは『狂えるオルランド』の 1532 年のエディションで cantassi, vedessi, ﬁnissi を
cantasse, vedesse, ﬁnisse に変更した。
21

dicemo (I 1, 27); rifugimo (II 5, 23).
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では常に DUE、韻文では DUO と書く」と定めている。
〈定冠詞 el 〉

Manni (2016: 106) によれば B で 2 か所使用例があるという定冠詞 el は、Mn におい
ても同じ場所で用いられている。VIII 2, 41 の e come fu in su lora del desinare, el
prete apposto と VIII 9, 46 の Et ﬁnita la canzone el maestro disse がそれであるが 22、Ed.
Deputati ではそれぞれ Et come fu in su l’hora del desinare, il prete appostò (404) と Et
ﬁnita la canzone & il maestro disse (448) とに改められる。Rohlfs (1966-69: 414) が例
を挙げているように el はマキャベッリなども使っている。Migliorini (2007: VIII 16)
によると el は十六世紀前半には用いられていたが、文法規則の定着に伴い次第に il に
改められた。

3.2．十三世紀的な語形に加えられた変更
つづいてボッカッチョの時代のフィレンツェ語で使用例がいくらか見られる古風な
語形 23 が Ed. Deputati において修正される例を見よう。
〈副詞 -lemente 〉
十三世紀後半のフィレンツェ語においては -le で終わり、かつ語末から三番目の音
節にアクセントのある形容詞が -mente と結合して副詞になるとき、語末の e は維持
され -lemente となった。しかし十四世紀中に e の省かれた形があらわれ出し、B で
は両方の形が共存している (Stussi 1995: 199-200)。その割合は新しい -lmente 型が
古風な -lemente 型よりも圧倒的に多い (Manni 2016: 110)。Mn においても同様で、

167 ある -lmente 型に対して -lemente 型の副詞は 43 存在しており、そのうちの 32 が
Ed. Deputati で -lmente 型に修正されている。具体的には Mn における similemente
(Intr., 55; Intr., 106; III 6, 25; V 1, 68; VII 2, 5; VIII 9, 10; X 9, 111) が Ed. Deputati
で similmente (9; 15; 169; 270; 355; 445; 565) に、honorevolemente (I 1, 82; I 1, 87;
I 2, 18; II 4, 30; II 7, 46; II 7, 48; II 7, 59; II 7, 61; II 7, 63; II 7, 86; II 8, 38; IV 3, 23;
V 2, 38; V 6, 42; X 1, 4) が honorevolmente (24; 25; 27; 70; 97; 97; 99; 99; 99; 103;
112; 225; 275; 296; 507) に、piacevolemente (I concl., 2; VI 1, 10; VI concl., 39; VII
concl., 15; IX concl., 7) が piacevolmente (45; 323; 348; 397; 504) に、abondevolemente
(III intr., 7) が abbondevolmente (139) に、maestrevolemente (III 9, 48; VIII 10, 1) が
maestrevolmente (195; 456) に、solazevolemente (IX 9, 8) が sollazzevolmente (498) に、
convenevolemente (Concl., 3) が convenevolmente (577) になっている。
〈 essere の未来形 serò 型〉
Mn には sera が少なくとも 2 か所で用いられており (IV 10, 24; VIII 1, 12)、そのどちら
もが Ed. Deputati で sarà に変更されている (255; 400)。しかしこの serò 型について「明
マンネッリはアラビア数字の 7 に似た記号を使うことがあり、VIII 2, 41 では 7 come fu in su lora
del desinare, 7l prete apposto、VIII 9, 46 で は Et ﬁnita la canzone 7l maestro disse と 記 し て い る。
Annotazioni 第 LXXXVI 章でボルギーニは写本に見られるこの 7 に似た記号は、当時の校訂者らに
よって接続詞の et として誤って読まれてきたが、単に e の音を表すものであると主張している。
23
Manni (2016: 22-26, 97-102) を参照のこと。
22
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らかに古風な語形で、十四世紀に入る頃にはもうすでに廃れていた」と言う Manni
(2016: 22 n. 1) は、B における serà と serai、seranno、加えて条件法の serebbe につい
てはアルカイズムではなく、ボッカッチョが晩年を過ごした故郷チェルタルドの方言
の影響を示唆している。フィレンツェで十三世紀後半には sarò 型に置き替えられ廃れ
ていた serò 型は、トスカーナの諸地方の方言では引き続き使われていたからである

(Manni 2016: 104)。
3.3．その他
トスカーナ東部方言に見られる語形 salitose (IV 2, 30) は、Ed. Deputati においては
ボッカッチョが通常用いた ne を伴う語形 salitosene (218) に、そしておそらくフィレ
ンツェの話し言葉で、書き残されたものの中に他に使用例は見られない smimorata
(II 10, 31) は smemorata (133) に変更されている 24。ピサ訛りの furo (II 10, 42) は Ed.
Deputati で foro (133) に、ヴェネツィアの婦人リセッタの使う marido (IV 2, 43) は
marito (219) に、カランドリーノの発話になる土地訛りの接続法半過去 andassomo
(VIII 3, 31) は andassimo (408) になっている。またマンネッリは「監禁状態」を意味
「非
する cattività をラテン語のつづりを残した captivita (II 6, 33; II 6, 41; II 6, 77) と、
道」「悪事」を意味するそれを cattivita (I 7, 4; I 8, 7; I 8, 9; IV 10, 7; V 10, 8; V 10, 51;
VI 10, 23; VII 8, 41; VII 10, 12; VIII 1, 18) と書き分けている 25 が、Ed. Deputati では前
者 (84; 85; 89) と後者 (36; 40; 41; 253; 313; 317; 341; 383; 394; 401) は区別されること
なく、どちらも cattività と表記されている。

4．Mn において稀な語形の導入
次に Mn において一般的に見られる語形が Ed. Deputati において却下され、Mn に例
のない語形が導入されているか、あるいは使用例の少ない語形が採用されている例を
取り上げる。
〈 dolere の遠過去 dolﬁ 型〉
Manni (2016: 98) によると『デカメロン』で一貫して用いられ、ボッカッチョ独特
の語形である dolﬁ, dolfe, dolfero は Mn においても保存されているが (dolﬁ: III 3, 25,
dolfe: II 7, 37; II 10, 14; III 7, 12; IV 8, 7; IV 8, 34; X 4, 8; X 9, 3, dolfegli: X 8, 99,
dolfergli: II 8, 84)、そのうち II 7, 37 の dolfe は Ed. Deputati (96) では dolse になってい
る。
〈 diece 〉

Manni (2016: 98) によると十四世紀中頃に dieci があらわれるまで使われたという
diece は、
『デカメロン』でも一貫して見られる形であると Branca (1999: Proemio, 1 n.
24

salitose と smimorata については Vitale (2002: 334-335, 379-380) と Vitale (2005: 56-58) を参照の

こと。

25

Branca (1976: CXIV) を参照のこと。クリティカル・エディション (Branca: 1999) でも両者は区

別されている。
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3) は言う。Mn においても全 15 か所のうち 2 か所 (III 8, 64; VIII 9, 51) で dieci が見ら
れるものの、8 か所 (Proemio, 1; Proemio, 13; Intr., 35; II 8, 3; II 9, 10; IV 9, 6; IV 10,

53; VIII 3, 58) で diece が用いられており、これが多数派である。それにもかかわらず、
マンネッリがローマ数字 X を使った残りの 5 か所 (III 1, 37; III 1, 37; III 8, 64; V 5, 5;
VIII 9, 43) において、Ed. Deputati (145; 145; 189; 288; 488) では diece ではなく dieci
が採用されている。
〈 mille の複数形 milia 〉

Mn ではラテン語由来で古くから使われていた milia とローマ数字の M が 20 か所で
見られ、多数派を占めるが、Ed. Deputati ではそのうち 5 か所で mila という形に変更
されている。具体的には cinquemilia (II 9, 22; II 9, 54) が cinquemila (123; 127) に、
dumilia (III intr., 3) が dumila (138) に、VM (II 9, 59; II 9, 60) が cinquemila (128; 128)
になっている。
〈 essere の接続法半過去 fussi 型〉

Manni (2016: 105) が III 6, 3 の fusse を B で「一度だけあらわれる形」として紹介し
ていることからも、fussi 型はボッカッチョに稀な語形であることが分かる。筆者も

Mn に fussi 型を見出したことはない。だが Ed. Deputati においては少なくとも 5 か所
で fussi 型が使われている。そこでは Mn の fossi (III 4, 18) が fussi (159) に、fosse (II 5,

34; II 8, 74; VII 2, 7) が fusse (74; 116; 402) に、fossero (II 5, 83) が fussero (79) に書き
改められている。サルヴィアーティは Regole の 26 章で fussi 型を fossi 型とともに是認
している。
〈 mosterrò 型と enterrò 型〉
動詞 mostrare と entrare の直説法未来形と条件法の活用形について、Mn では V 1, 61
における entreranno と entreremo を除いて常に音位転換した mosterrò 型、enterrò 型が
用いられているのだが 26、Ed. Deputati ではその多くが規則通りに活用させた mostrerò
型、entrerò 型に改められている。具体的には Mn の mosterro (I 3, 5; II 5, 9; II 10, 4;

III 4, 15; VI 6, 11; VI 10, 11; X 1, 15) は Ed. Deputati で mostrerò (29; 75; 130) あるい
は mostrerrò (158; 333; 340; 508) に、mosterrei (IV intr., 34) は mostrerrei (204) に、
enterro (II 5, 82) は entrerrò (79) に、enterrai (VII 4, 22) は entrerrai (364) に、enterra
(II 5, 72) は entrerrà (78) になる。サルヴィアーティは Avvertimenti 第 I 巻 III, XVIII に
おいて、古い写本であればあるほどより頻繁に mosterrò 型、enterrò 型が用いられて
いると言う。彼は e と r の入れ替えは「文法に逆らうこと derogare alla regola 」では
あっても、-tr- のもたらす「騒音 strepito 」を避けるための然るべき配慮であるとして
mosterrò 型、enterrò 型を是とし、規則通りの mostrerò 型、entrerò 型を退けた。
〈 per li ＋男性名詞複数形〉
子音で終わる前置詞 per に定冠詞、大部分の子音で始まる男性名詞の複数形が続く
26
一方 Branca (1976: CXIX) は、B において「通常使われる entrerà と entrerò、そして一貫して用
いられる mostrerò と mostrerà」に対して II 5, 76 の enterrai に読者の注意を促していることから、
自筆手稿においては、Mn の場合とは異なり、音位転換した形の方がむしろ稀であるようだ。
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時、Mn では Intr., 42 の per gli cimiteri、II 9, 56 の per gli suoi conforti、III 8, 65 の per
gli prieghi、X 8, 9 の per gli parenti の 4 か所を除く他の 52 か所すべてで定冠詞 li が使
われている。しかし Ed. Deputati においてはそのうち 37 か所で li が gli に変更されて
いる。具体的には Intr., 43 (7), Intr., 93 (13), II intr., 2 (49), II 1, 18 (52), II 2, 3 (54), II
4, 24 (69), II 7, 23 (94), III 3, 51 (156), III 7, 4 (173), III 9, 58 (196), IV 3, 9 (223), IV 3,
33 (227), IV 6, 5 (235), IV 8, 29 (247), V 3, 29 (281), V 5, 38 (292), V concl., 17 (319),
VII 8, 1 (379), VII 8, 21 (381), VII 9, 5 (385), VII 9, 32 (388), VII 10, 22 (396), VIII 2,
15 (403), VIII 5, 16 (418), VIII 7, 25 (426), VIII 10, 5 (456), IX intr., 2 (467), IX 5, 63
(487), IX 6, 12 (489), IX 8, 25 (496), X intr., 2 (506), X 4, 29 (521), X 8, 13 (540), X 9,
4 (553), X 9, 5 (553), Concl., 1 (577) においてである。ベンボは Prose 第 III 巻 IX でペ
トラルカの per li ﬁanchi の例を挙げ、per の後ろには i ではなく li が続くことを示した
が、li か gli かのどちらであるべきかは問題にしていない。一方サルヴィアーティは
Avvertimenti 第 II 巻（初版 1586 年）の II, XXII で、per gli は誤った形として文法家ら
に拒否されたものの、実は古い写本に使用例が多く見られ、per li 以上に一般の民衆
に使われていると報告している。
〈 mogliama 〉
カランドリーノらを登場人物とするノヴェッラの会話の中で使われる民衆的な表現
であるが、Mn における mogliata (VIII 6, 7; VIII 6, 28) と mogliama (VIII 6, 27) は、

Ed. Deputati では moglieta (419; 420) と mogliema (420) に改められている。ベンボは
Prose 第 II 巻 XXI で mogliema と moglieta を例示していた。

おわりに
ボッカッチョの模範としてのありようや文法規則にとらわれ、テクストに手を加
えることを躊躇わなかったそれまでの校訂者らと大きく異なり、Annotazioni と Lett.
mss. ant. でボルギーニが唱えた方法論は近代イタリア文献学の萌芽と言って差し支え
ないだろう。しかしながら校訂作業という実践の場では個々の問題をケースバイケー
スで解決せねばならないため、作品の言語に関する知識が大いに問われることにな
る。本稿では Ed. Deputati と Mn の間に形態論レベルで顕著な異同があることを確認
した。その多くは、Mn が保存している十四世紀フィレンツェ語の自然なありようを
ボルギーニが「不適」または「筆写人のミス」と判断したか、自分自身の usus あるい
は当時是認されていた文法規則に左右されていたことに起因するのであろう。それは
Annotazioni に見られる Mn の lectio を尊重した彼の態度と相反するようにも思われる
が、二百年前の言語、それも『デカメロン』のようにきわめて多様で豊かな特色を有
する文学作品の言語を完全に理解し、そのテクストを復原することが、フィレンツェ
語を母国語とするボルギーニにとっても困難な企てであったことを表している。
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