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デルポイの神託
―共和政期ローマ人はそれにどのように対応したか―

小 堀 馨 子

1.　はじめに

本稿の主眼は古代ギリシア・ローマにおける「霊媒」についてその実態

を明らかにし、合理主義者で実践的だったローマ人がこの事象についてど

のように対応していたかという観点から、ローマ人の宗教性の特質の一端

を明らかにすることにある。それに伴って、古代ギリシア・ローマ世界の

「霊媒」が他の世界の「霊媒」とどのように違うのか、本論文集に収めら

れた多くの論文と読み比べる時に、その相違点も自ずから明らかになるで

あろう。

そもそも、「霊媒」の定義とは何か。その具体像の提示を求められた時

には、現代まで日本に残る恐山のイタコ、19 世紀の英国で流行した降霊

術、あるいは旧約聖書の記すところの、古代イスラエルの王サウルが敗戦

の危機に瀕して秘密裡に伺いを立てたエンドルの口寄せの巫女など、多

様な時代と文化における種々の事例が思い浮かべられるだろう。上記事象

の詳細は本書内の別稿に譲るが、これらの存在が示す共通点は何であろう

か。それは「目に見えない神的存在と交流を行う」という要素である。

近代西欧から古典古代と呼ばれ、諸々の文化活動の模範とされたギリシ

ア・ローマ世界においても、目に見えない神的存在と交流を行うこのよう

な霊媒は存在し、同時代の著作家の記述にも現れる。その中で最も有名な
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ものはデルポイの神託である。最初にこのデルポイの神託について検討し

たい。続いて、霊媒となったピュティアについて論じ、最後にはこのデル

ポイの神託をローマ人がどう捉えていたのかについて論述する。

ところで、前段で「霊媒」を「目に見えない神的存在と交流を行う」存

在と定義した。この場合、「神的存在の意志を探り、解釈して人間に伝え

る」と広義にとって考えると、ギリシアの先見者やドドナ（ドードーナ、

ディデュマ）の神託1）、ローマの鳥卜官（augur）2）や腸卜師（haruspex）3）

も該当することになる。しかし、「霊媒」を狭義に理解して「自らの身体

（口もしくは腹）を用いて神的存在からの言葉と考えられるものを発話・

発声する存在」と考えると、上記の先見者やドドナの神託、鳥卜官・腸卜

師は考察対象から外れる。その一方でデルポイの神託の場合、神託を受け

て伝える巫女ピュティアは厳密化された新たな定義にも該当する要素を有

している。第 1 節ではデルポイの神託を、第 2 節ではこのピュティアの

特質を検討し、霊媒という事象の本質をより深く探求する。

2.　デルポイの神託

デルポイの神託と聞くと多くの人が思い浮かべるのは、図 1 で示した

壺絵のような情景であろう。暗い洞窟の中に建てられた柱を挟んで男女が

いる。髭を蓄え、頭に被った冠から身分の高さをうかがわせる壮年男性は

女性に向かって立っており、女性を注視している。頭に白い布を被り、脚

の高い背もたれ無しの三脚椅子に座った女性は手に皿と小枝を持ち、俯い

て何物かを見つめている。

図 1 はギリシア神話から題材を取った、テミスという正義の女神と同

じ名で呼ばれた巫女ピュティアとその前に立つアテナイ王のアイゲウスを

描いた壺絵である。ピュティアはアポロンの神託を告げる女性の称号で

あり、個人名ではない。アポロンによって退治された土着の大蛇である冥
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界神ピュトンに由来し、ピュ

ティアは「蛇の家」の意味で

ある。ピュティアという個人

が存在したというよりはむし

ろ、アポロンの神託を受け取

る巫女が代々ピュティアを名

乗ったのであり、つまりある

種の称号のようなものであっ

た4）。

このピュティアが神託を受

け取る場所が、デルポイにあ

るアポロン神殿の地下にある
図 1　「テミス」と呼ばれた巫女ピュティアの前に立
つアイゲウス王、前 440-430 年頃制作の赤絵式の壺
絵。ベルリン博物館所蔵、F2538。

洞窟内に位置していた神託所である。デルポイは古代ギリシアの中心ポリ

ス（都市国家）であるアテナイ、すなわち現代のギリシャ共和国の首都ア

テネから西北に 122km 離れたパルナッソス山麓に建てられたポリスで、

コリントス湾からほど遠くない場所に位置している。現在ではデルフィと

して、後述する神殿などが遺跡として残されている。

後年にデルポイは都市としては放棄され、アポロン神殿は現存しない

が、長方形の建物の基礎部分や柱の一部はその遺構を確認できる。また、

円形の野外劇場は比較的良く保存され、現在でも演劇上映などが行なわれ

ている。そしてこの神殿の地下にある洞窟内に神託所が位置している。

アポロン神殿は当初は木造であり、石造の神殿は前 7 世紀に建立され

たが、前 548/7 年5）に焼失した。次に建てられた神殿は前 373 年の地震

で崩壊し、現在の神殿遺構は前 4 世紀のうちに再建されたものである。

しかし神域内のその他の大部分の遺構はデルポイが最も栄えた前 6 世紀

に建てられたものである。このデルポイの土地には新石器時代以来の居住

の痕跡があり、ミケーネ時代（前 1600-1100 年頃）には既に都市として
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用いられていたと考えられている。考古学的には前 8 世紀頃から集住の

痕跡が認められる。

伝承によれば、当初のデルポイは大地母神ガイアとその娘の正義の女神

テミスの神域として託宣が行われていたとあるが6）、考古学的証拠は出て

いない。前 6 世紀の『アポロン賛歌』には、アポロンが土着の蛇神ピュ

トンを退治してその墓を作り、その上に自らの神域を置いて冥界神の力を

鎮めたとあり、これがアポロンによる神託の起源だとされている7）。

このアポロンの神託を聞きに来た者は、神殿の入り口で以下の三つの文

言を目にすることとなったと伝えられている。

γνῶθι σεαυτόν 「汝自身を知れ」

μηδὲν ἄγαν  「過剰の中の無」（過ぎたるは猶及ばざるが如し）

ἐγγύα πάρα δ᾽ ἄτη 「誓約と破滅は紙一重」

このような箴言と言える言葉がデルポイのアポロン神殿に刻まれていた

ことによって、ギリシア的な知のあり方が諸ポリス共同体を支える知的か

つ精神的基盤となった。なぜなら、デルポイが発展し隆盛を極めた時期は

ギリシア人の諸ポリスが形成されて発展を遂げた時期と見事に重なってい

るからである。前 8 世紀半ばから約 200 年間にわたって展開されたギリ

シア人の大植民活動においては、植民者たちはどこに植民すべきかをまず

デルポイに神託伺いすることが慣例化していた8）。つまり、このアポロン

の聖地は植民活動に関する情報の集積地としての機能も果たしていたので

ある。神託のお蔭で植民に成功した者たちは新ポリスを挙げてデルポイを

尊崇し、それがまた噂で広まって更なる尊崇者を招いた。尊崇する主体は

ポリス共同体でもあったが、個人もその主体になりえた。例えば哲学者ソ

クラテスはアテナイの一市民であるが、自分の友人がデルポイで「ソクラ

テスより賢い人間はいない」という神託を得たことを通して、その哲学的
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探求を開始したと伝えられる9）。このような一市民である個人の例もある

が、ポリスの参事会もしくは都市共同体の首長たりえた人物が尊崇してい

る例も多くみられる。

また、ギリシア世界のみならず、ギリシアと交流があってギリシアの影

響を受けていた周辺の国々―リュディア、カリア、エジプト、そして当時

は王政だったローマの首長が、国家の命運を左右する事象に関して、神託

を伺いに使節を派遣している例も散見される。

このようにデルポイに対して地中海各地の諸国家は神託の権威を認めて

この地に詣でることによって、地中海文化圏の一員であることを示すよう

になった。デルポイの地自体は、ギリシア人のポリス同士が抗争した前 5

世紀末のペロポネソス戦争以降、各地のポリスや諸国家の争奪の的となっ

たが、紀元 1 世紀末にはギリシアを支配したローマ帝国のフラウィウス

朝の各皇帝から帰依を受ける。紀元 2 世紀のギリシア人著作家プルタル

コスは『神託の衰微について』という著作でデルポイの神威が軽んじられ

ていることを嘆いているが、それでも神託所としての神域は、キリスト教

の国教化を進めたテオドシウス 1 世が 381 年に下した勅命によって全て

の異教の神域を閉鎖するまで存続していた。

以上のように、デルポイは地中海全域を宗教的観点、及び外交史・文化

史的に統べる地位をギリシアの黎明期からローマ帝国の帝政後期に至る

まで保持していた。それではこのデルポイに詣でた人々はどのような神

託を受け取っていたのだろうか。様々な資料に残された引用文から、500

例余りの文言が神託として抜き出されている。この神託集成に関しては、

Parke10）と Fontenrose11）の研究がある。彼らの研究の細部に紙幅を費や

すわけにはゆかないが、概要を紹介しておく。

集められた神託の文例の全てが史学的に真正とは認め得ない。むしろそ

の真正性が高い資料は一部であり、大部分はその信憑性を留保して考えね

ばならない。Parke は託宣文例を歴史的資料と虚構資料に二分した。即ち、
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その資料が歴史的に信頼に足る、もしくは信頼が高いと判断できるか否か

である。Fontenrose はこの区分を不十分とし、以下〈表 1〉のような分類

を行なった。

　分類名 　同英語名 例数 　分類内容
1. 歴史的応答 Historical response 75 同時代の歴史資料に記述がある

2. 疑似歴史的応答 Quasi-historical
 response 268 後世の歴史資料に記述がある

3. 伝承的応答 Legendary response 176 前 8 世紀以前の伝承叙述及び時代
性が不明瞭な民話や寓話

4. 虚構応答 Fictional response 16 詩人や劇作家の創作

〈表 1〉Fontenrose によるデルポイの神託の分類

では、各分類に注目しながら、これらの神託の例を数例挙げておこう。

1. の歴史的応答と考えられる神託の例は、以下のようになる。なお、各

資料名には〈表 1〉の分類に基づき、その英語名の頭文字に当たる「H」

が付されている（他の分類でも同様）。

資料名 H2

時代 前 430-420 年

質問者 アテナイ人

状況 回答に言及された神格の栄誉を称えたい。

質問内容 回答に示された儀礼を当該神格に捧げた方がよいかどうか。

回答 女神のペプロス12）を纏って、モイライとゼウス・モイラゲ

テース及びゲ［以下欠損］の神々に犠牲式を行って捧げものを

捧げるのがよろしい。

回答形式 犠牲式及び捧げ物の儀礼に関する規定を定めている。

出典 IG13） I2 80.10-12. 

　注 テキストには欠損があるが、回答の様式は定型文である。
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資料名 H3

時代 前 430 年以前？

質問者 アテナイ人カエレポン

状況 ソクラテスが偉大な知恵者であることを確認したい。

質問内容 ソクラテスより賢い者はいるか？

回答 1. 誰もいない。（プラトン記）

 2. ソクラテスより自由で公正で賢明な者はいない。（クセノポ

ン記）

回答形式 現在の事柄に関する常識的な回答、知恵に関する問答。

出典 14） プラトン『ソクラテスの弁明』21a-c, 他、クセノポン『ソクラ

テスの弁明』14、アリストテレス『アテナイ人の国制』5.218e.

　注 もう一つ「ソポクレスは賢く、エウリピデスは更に賢いが、全

ての人間の中でソクラテスが最も賢い」というバージョンもあ

るが、詳細は Fontenrose 論文に譲る。この一文はイアンボス

調の詩の韻律の形で伝わっている点が興味深い。

歴史的応答に関しては、碑文といった一次史料で確かめられるもの

（H2）と同時代の著作家に記述があるもの（H3）の二例を取り上げた。

いずれも、定型文、韻律、あるいは非常に短い文で記されているのが特徴

と言える。

続いて、2. 疑似歴史的応答の例を挙げる。

資料名 Q7

時代 前 900-775 年

質問者 スパルタのリュクルゴス

状況 スパルタ人がもっと優れた法律を求めたので。
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質問内容 不明（良い統治を求めて（ディオドロス記））

回答 リュクルゴスよ、ゼウスと全ての神々に愛でられし者よ、我が

神殿に入れ。私はお前が神であるか人間であるか知らぬが、私

はお前が神であると思う。／お前は良き統治を求めてやってき

た。私はお前に他のどの都市も有していないような法律を与え

よう（ディオドロス記）

回答形式 宗教法に関する現在の状況に対するありふれた回答／法制定に

関する質問者固有の状況に関する回答（ディオドロス記）

出典 ヘロドトス『歴史』1.65.3. 他、シケリアのディオドロス『歴

史叢書』7.12.1。いずれも詩の節の形で伝わっている。

疑似歴史的応答は、後代の歴史家の著作に記されてはいるが、異なる二

つの版が存在する点で、真正な歴史的応答には数えられない。Fontenrose

が研究対象とした 500 例余りのうち、ほぼ半数を占めるのがこのジャン

ルの応答である。

3. の伝承的応答の分類には、アイスキュロスやエウリピデス、ソポク

レスに記されて有名になったアガメムノンやオレステスに下された神託、

カドモスへの神託、オイディプス及びその父ライオスへの神託、アルゴス

遠征隊のイアソンへの神託などが含まれる。これは全て詳細な年代が不明

であるが、諸伝承に記されている点で完全な虚構とは言えない。第 3 節

への布石として、その中からローマに関連する唯二つの例を記しておく。

資料名 L123

時代 不明

質問者 ロムルス王

状況 ローマにおける地震と内戦
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質問内容 なぜ自分の治世にこのようなことが起こるのか？

回答 お前が兄弟と共に王座につかなければ、ローマは立ち行かず、

民が鎮まることもなく、戦いが終わることもないだろう。

回答形式 国家の統治に関する明解な回答。

出典 ヨアンネス・マララス（紀元 491-578）『年代記』172。

　注 ローマ初代の王ロムルスに関する記述ではあるが、ロムルス自

身が伝承上の存在である可能性があること、残存する記述が紀

元 6 世紀のアンティオキアの年代記作家マララスのみにしか

見られないことから、伝承的応答扱いとする。

資料名 L59

時代 不明

質問者 ローマの富裕者、もしくは皇帝ネロ

状況 アポロンに雄牛 100 頭を犠牲式で捧げた際に。

質問内容 神はこの捧げ物を嘉したもうたか？

回答 私が喜ぶのはヘルモネウスが捧げる麦粉［香］である。

回答形式 犠牲式の儀礼に関する現在の状況に対するありふれた応答。

出典 ヒエロクレス他

　注 この伝承を記しているのは紀元 2 世紀のギリシア語作家が最

初であり、しかも別の版では皇帝ネロではなく、単に富裕者と

なっている。要点は、自分の富を見せびらかしたい人間が捧げ

た犠牲を神（アポロン）は喜ばず、貧しい人間が心から捧げた

慎ましい供物を喜ぶ、ということである。これは普遍的な真理

であり、ネロに特有の事情でもないので、伝承的応答に分類さ

れる。

最後になる 4. 虚構応答の例は多くない。デルポイの神託を偽作する著
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作家が複数名おり、その著作に現れた神託は全て虚構であると考えられて

いる。本稿ではその内容紹介は省略する。

以上、Fontenrose の四分類に従った事例研究から、デルポイで告げら

れた神託は回答を受け取った者にとってのみならず、当時の地中海世界に

生きていた人々に、神的権威を以て尊崇されていたことが理解できる。神

託が権威を保つためには、その権威が当該文化圏内部で共有されている必

要がある。そして、神託所が最も栄えた前 6 世紀から数百年が過ぎ、紀

元 2 世紀のプルタルコスがその衰微を嘆いたとしても、テオドシウス 1

世が異教禁止令を以て神託所を閉鎖した紀元 4 世紀末までデルポイの神

託の権威は地中海世界全体で共有されていた。

一方、R. Parker は Fontenrose の研究の問題点として、全ての質問に対

して何らかの答えが与えられていたという前提で資料を解釈していると指

摘している15）。幾つかの事例においては、答えること自体を拒否している

との解釈も可能である。それゆえ、彼の体系的分類は必ずしも完全に正確

なものとは言い難い。

また、デルポイの神託は質問に対してさらに謎を掛けるような答えも多

い。あるいは語呂遊びのように見えるものも多い。そのようなデルポイの

神託の内容を精査せずに四種類に分類した方法は、現代の手法から見ると

拙速に見えるかもしれない。

しかし、その欠点を差し引いても、デルポイの神託の権威が、キケロや

プルタルコスが指摘するように衰微した時代もあったとはいえ、古代地中

海全体としては基本的には保たれていた、という考察を導き出すにあたっ

ては、さしたる支障はないであろう。この状況を前提として、次節では巫

女ピュティアについて論じたい。
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3.　ピュティア

本節では、ギリシアの影響を受けた地中海世界全体において、アルカ

イック期ギリシアからローマ帝政末期に至るまで神威を示していたデルポ

イの神託を発する主体であった巫女ピュティアについて考察する。まず、

第 2 節の冒頭、〈図 1〉に掲げたピュティアの図像を想い起して頂きたい。

脚の高い背もたれ無しの三脚椅子に座って、頭に白い布を被り、手には皿

と小枝を持ち、俯いて何物かを見つめている女性は、何をしており、これ

から何を語ろうとしているのだろうか。

デルポイの神託について触れている最古の資料はホメロスのオデュッセ

イアとホメロス賛歌であるが、これらの資料はピュティアには触れていな

い。ピュティアの存在の初出は「ピュトンの社にいる巫女」について述べ

るテオグニスの『哀歌』16）である。その他にはピュティアについて十分な

資料は帝政期に入るまで見あたらない。ピュティアについて詳細な記述が

残っているのはプルタルコスの数篇の著作である。

「ところで、現在この神に仕えている巫女は、たしかに当地の他の誰と

も同じように嫡出の立派な生まれで、真っ当な人生を歩んではきた。しか

し、貧しい農家に育ったので、技能その他の、何らかの経験や能力にもと

づくものを何一つ持ち合わせることなしに、神託の座所に就いている。し

かし、クセノポンがそう考えているように、花嫁が夫の家にはいるときは

できるだけ見聞は狭いにこしたことはない。そのような意味で彼女は、ほ

とんどすべての事柄に無知・無経験のまま、まさしくその魂における処女

として神と共にあるのである」（『ピュティアは今日では詩のかたちで神託

を降ろさないことについて』405c-d）17）

ここで興味深いのは巫女となるべき女性が「魂における処女」と形容さ

れていることである18）。巫女は然るべき市民同士の結婚から生まれた娘で
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なければならなかったが、一方で教養を積んでいない貧しい農家の出自で

ある事が求められた。なまじ都市に住む市民の子女が身に着けるような教

養を通じて詩の韻律の知識を得てしまうと、自ら詩の節を創作してしまう

可能性を予見しているからであろう。詩を作る素養の無い女性の口から見

事な詩の節が語られるとき、それは人知を超えた神格からの声であると認

めようという論理が、この記述の背後に窺える。つまり、知恵の神の言葉

を伝える者自身は無知である、というギリシア的逆説をここに読み込むこ

とも可能であろう。プルタルコスは遊学の時期を除いて故郷に住み、デル

ポイの神官とも親交があった。彼は当時のデルポイの神託所の実態をよく

知っていたので、ピュティアの出自に関するこの慣行についても正しく伝

えていると考えて間違いない。

しかし、同時にこの箇所で気になる表現がもう一つある。それはピュ

ティアがアポロンの花嫁と擬されていることである。彼女は「アポロンの

花嫁」であり、アポロンは神託を授けている間に「彼女を満たし」、彼女

は「言葉を孕む」という表現の裏には、アポロンとピュティアとの間に聖

婚が行われている可能性を示唆する。

実際、紀元 4-5 世紀にキリスト教の司教であったヨハネス・クリュソス

トモスは「ピュティアは女性であり、アポロンの三脚椅子に座って、足を

広げる。悪霊が下から上ってきて、彼女の性器から身体の内に入り込む

と、彼女は狂気に満たされる。彼女は髪を振り乱して、未来の事柄につい

て譫言を発し、口から泡を吹く」（コリント人への手紙第一講解 29.12.1）

と述べている。しかもクリュソストモスはこの文章に続けて「このことを

耳にすれば人は皆恥ずかしさで顔を赤らめるということを私は知ってい

る」と述べているので、これが性的な行為を連想させる描写であり、それ

が聴衆にも共有されていることは明白である。また別のキリスト教著作家

オリゲネスも「神が女性のその部分から女性の体内に入ると思うとぞっと

する」と述べ「品位ある男性ならそのような女性には触れるのもおろか、
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見るのもいとわしい筈だ」（『ケルソス駁論』7.3-4）と断定している。古

代末期の性に対する非寛容的態度は帝政中期までの寛容的態度と大きく違

うとはいえ、ピュティアの所作に対して性的なニュアンスが読み込まれて

いることは間違いない。

もちろん、キリスト教著作家は伝統的なギリシア・ローマの宗教すなわ

ち（彼らの言葉でいうところの）「異教」の淫蕩さを嫌悪し、これをこき

下ろそうという意図をもって叙述していることは確かである。しかし、そ

の意図を割り引いたとしても、彼らが描写している現実は真実に近いもの

であった蓋然性が高い。さもなければ、同時代の目撃者からの反論を招く

だけである。それが無い以上、ここで描かれていた宗教儀礼の現実は、多

少誇張されてはいても、全くの虚偽を述べていると考える必要はなくな

る。つまり、アポロンからの神託を受けるピュティアの所作はある種の性

的行為を連想させ、それは受け手にも何らかの形で読み取られていたと推

定してよかろう。

古代の著作家はしばしば、アポロンはピュティアの「包み込むもの

（kolpos）」の中に入る、と表現するが、この「包み込むもの」を解剖学的

に言えば胸か女性器である。ギリシア宗教の伝統に沿えば「息の形で女性

の胸の中に入り込む」という解釈になるであろうが、「女性器を通して体

内に入り込む」という解釈も可能であり、キリスト教の教父たちは後者の

解釈を採ったと考えられる。

一方、プルタルコスより 1 世紀半以上前のギリシア語著作家であるシ

ケリアのディオドロスはピュティアについて以下のような伝承を記してい

る。それによると、古の時代にはピュティアの役職を若い処女が勤めてい

た。テッサリア人のエケクラテスは神託を求めに来て美しい乙女の巫女を

見初め、誘拐して凌辱した。このような恐ろしい事件が起こったので、デ

ルポイの人々はそれ以降、50 代の女性に処女の衣を着せて巫女の任に当

たらせた。（『歴史叢書』16.26.6）
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この話は、デルポイの巫女が老年女性である事態を説明しているように

見える。確かに、前 4 世紀の壺絵19）には神託所に闖入したオレステスに

驚いて逃げ惑う白髪のピュティアが描かれている。またアイスキュロスの

『エウメニデス』の前口上（38 行）においても、ピュティアは老女として

描写されている。もちろん、処女性を保ったまま老年までその任に当たる

巫女がいたことを考えれば、これらの描写は不自然ではない。しかし、も

し、神が本当に性的な行為のみを重要視して「花嫁」という表現を使った

のであれば、老女の巫女では用をなさないことになる。

そこでジョンストンは「アポロンの花嫁」と老女の巫女の存在について

二つの説明を提出する。20）一つはローマでのウェスタの巫女など他地域で

見られる類似した女性神官職と同様に、ピュティアの職にある女性は処女

性を保つことが重要であった、という説明である。多くのギリシア・ロー

マの祭りでは、祭りの日の数日前から禁欲を守ることが要求される。一般

参加者の場合、禁欲期間には限りがあったが、絶えず神と接触するような

職務にある女性の場合、長期的な禁欲、殊に職務にある間中は絶えず禁欲

を要求された可能性がある。

二つ目の説明は、「花嫁」の「諸々の知識の穢れから無縁である」とい

う特質が重要であった、というものである。これにはギリシアの市民社会

における女性のあり方が反映されていた。

市民階級の女性は家庭内においても男性のことを知らずに女だけの領域

で育てられ、適齢期になると相手の男性のことも深く知らされずに嫁がさ

れる。それは予め余計な知識をもって夫の意に沿わないことが生じないよ

うにという見解からの措置であった。妻となった女性は、嫁ぎ先において

も起きている時は未婚時と同様に女性の領域で生活し、女性たちの中で出

産や子育てをする。未亡人になった場合でも女性は自活せず、自分の親兄

弟や親戚の男性のところに引き取られて、改めてその家の女性の領域に加

わって残りの生涯を過ごす。こうして市民階級の女性は、生涯にわたって
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外部との不要な接触から守られて過ごすのであった。

このように、ギリシア社会において市民の女性は「無知なる花嫁」の特

質を有し、神の言葉を伝える者として相応しいと考えられていた。無知な

る子供や社会的に愚者と目される人物が語る言葉にこそ神の真実が宿ると

いう考え方が他宗教にも存在するように、デルポイにおいても、神の言葉

を伝える者は詩の知識などを持たない無学で無知で純潔な女性こそが相応

しいと考えられ、ピュティアはそのような存在として意識されていた、と

するのがこの説明の趣旨である。

後者の説を採り、ピュティアに神託能力を授ける源泉はアポロンとの性

交／聖婚ではなく、ピュティアとなる女性が予備知識の無い状態で神託所

に向かうのであるとしたら、ではピュティアはどのようにして神託を受け

取るのだろうか。そして古代地中海世界の人々はピュティアの身に何が起

こったからこのような状態になったと理解し、そのメカニズムをどう考え

ていたのであろうか。

ピュティアがアポロンの神託を下す状態になった時には、古典ギリシア

語では大概 3 種類の動詞が用いられる。それは empimpleni ἐμπίμπλημι

（ピュティアを満たす）、enthousazo ἐνθουσιάζω（ピュティアの内にあ

る）、katecho κατέχω（ピュティアを捉える）である。最初の二者はアポ

ロンがピュティアの内側に入り込む状態であり、最後のものはアポロンが

ピュティアの外に居て外から彼女をコントロールする状態である。しかし

文例を見るとこの三者は特に区別して使われていない。日本語での「神が

かり」「カミダーリ」「憑依」という概念を考えると理解し易いであろう。

外側からやってきて内側に宿るという行為ならば、この 3 種類の動詞の

どれを用いても該当すると言えよう。つまり、ピュティアは神がかりに

なった、もしくはアポロンに憑依された状態になったと古代ギリシア人も

理解していたことが、この動詞の用法からうかがえる。

では次にピュティアはどのようなメカニズムで上記のような状態に陥る
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のであろうか。後述するように、自らもデルポイの神官であったプルタル

コスの伝える伝承によれば、ヤギの群れ、あるいはヤギ飼い自身が、地面

の割れ目に近づいて深呼吸をした途端に跳ね回り始めたことから、人々が

その存在に初めて気付いた。人間がこの物質を吸うと神がかりになって予

言をするような状態になる、という因果関係が発見されたので、人々はこ

の場所を聖域と定めてみだりに常人が近づかないようにし、たった一人の

女性を任命して、その割れ目の上に跨ぐように三脚椅子を置いて、その物

質を吸わせて予言させた。

プルタルコス以前の諸記述では、何らかの物質が現在ではアポロン

神殿の地下に位置する割れ目から立ち上ってくる、ということは一致

している。しかしその物質が何であるかは著作家によって異なってお

り、pneuma πνεῦμα（霊もしくは息）、atmos ἀτμός（水蒸気）、rheuma 

ῥεὔμα（流れ）、euodia εὐωδίᾱ（香り）、anathumiama ἀναθυμίαμα（息

の吐き出し）など多様にわたる。息といった場合にそれはアポロンの息な

のか、それともそれ自体がアポロンなのか、アポロンの化身なのか、と

いった議論はプルタルコス以前の記述には見られない。恐らくは「異常現

象を通して神は人間に警告を送る」という考え方が前提にあると、このよ

うな現象はそれ自体で神が介入した事象であると理解され、それ以上に深

く考える必要性が当時の人々にはなかったのであろう。共和政末期のロー

マの最高の知識人であったキケロでさえ、プルタルコスと同様にデルポイ

の神託の重要性低下を指摘しながらも、神託という現象の説明のみで満足

してそれ以上の考察を行っていない21）。

紀元 2 世紀は、文学史上は後期ヘレニズム時代に分類される。前の時

代の好古学22）を通じて知が集積され、その集積に基づいた知の体系化と

分析が深められる時代になって初めて、この現象の背後に潜むメカニズム

の解明に同時代の知識人たちの関心が向く余地が生まれたのであろう。そ

して皮肉にも、神託そのものを攻撃し、ピュティアの行為や価値を否定し
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た古代キリスト教の著作家たちがそれに続いた。前述のヨハネス・クリュ

ソストモスのように、キリスト教著作家はアポロンを悪霊と同定し、悪霊

が瘴気の形をとって神殿地下の割れ目から上昇してピュティアの性器を通

じて体内に入り、憑依して嘘の言葉を言わせる、という解釈であった。

ギリシア・ローマ世界の知識人たちはピュティアが神託を下すという現

象に対して異なった解釈を幾つも提出した。その解釈が主にプルタルコス

の神託に関する著作二点に記されている。

『ピュティアは今日では詩のかたちで神託を降ろさないことについて』

404.e-f では、プルタルコスの友人テオンが「（ヘラクレイトスによれば：

引用者註）デルポイの神託所の主は語りもしなければ隠しもしない。ただ

徴を与えるのみ。これはじつに至言なのだが、これにつけ加えて、デルポ

イの神は、まるで太陽が人間の視覚のために月を用いるかのように、人間

の聴覚のためにピュティアを用いるのだと考えてくれたまえ。……いわゆ

る神憑りの霊感というものは二つの動き、すなわち魂が何らかの作用を

被って動かされるさいの動きと、それが自然本姓によって動くさいの動き

との混合であるように思われる」と語っている。この解釈によれば、ピュ

ティアとアポロンは別物であり、アポロンの意を人間の目にわかるように

表象する道具としてのピュティアというイメージが描かれていることがわ

かる。

一方で『神託の衰微について』415 以下では、人間と神々の間を取り結

ぶダイモーンという存在について議論が展開しており、その中で、あるプ

ルタルコスの友人（ヘラクレイオン）が「神託所を取りしきっているの

は、地上の事柄から切り離されていてしかるべき神々ではなく、神々への

奉仕者であるダイモーンたちだという説、これが間違った考えであるとは

私には思えません」と述べている。この場ではその後ダイモーンの性質に

議論が移ってしまい、デルポイについてこれ以上深く触れられることはな

いのだが、この記述からプルタルコスの時代には「神託を降ろすべく働い
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ているのはアポロ神自身ではなく、その使いのダイモーンである」という

考え方も存在していた、という事実はうかがえる。

同じ『神託の衰微について』432d-434f においては、デルポイに話が

戻ってくる。そこではプルタルコス自身が「予言をもたらす流
㆑ ㋒ ㋮

れないし

気
プ㋧㋒㋮

息はその立ち上り方がそれ自体として空気の形をとるのであれ、湿った

流水を介するのであれ、最も神的で最も神聖なものです。なぜなら、それ

が身体の内部に混じり込むと、魂のうちにいつもと違った奇妙な混和を生

みだすからです」と語る。プルタルコスはこのくだりに続けて、前述の

ヤギもしくはヤギ飼いが異常をきたしたのでこの場所の特異性が明らかに

なったという伝承を物語る。プルタルコス自身中年期から晩年にかけての

三十年ほどの間デルポイの神官としてこの地に仕えており、彼のもたらす

情報はそのような伝承が存在していたというレベルではかなり信憑性が高

い。プルタルコスの兄弟ランプリアスは、続く 436e-437e において、ダ

イモーン説と気息説を混合した結論を導き出している。しかし議論は結局

一つの結論に至らないまま、主催者であるプルタルコスによって終わりを

告げられる。

このプルタルコスの著作以外に別の説を提示しているのは紀元 3 世紀

の哲学者イアンブリコスである。彼は『神秘』3.11 において、ピュティ

アや他の霊媒は、割れ目から立ち上る蒸気を吸い込むなどの形で儀式を正

しく執り行って身体の準備が整うと、そこに天から神的な光が降り注いで

彼女を輝かせる。その光が降り注いでいる間、彼女は予言することがで

きるが、その光は彼女の中に入る訳ではなく、降り注ぐのみである、と記

す。イアンブリコスは割れ目から立ち上る蒸気の存在を認めているが、そ

れはある種の「トリガー」であり、そのように準備が整った彼女の身体に

「光」が降り注ぐ、と考えている点で、プルタルコスや彼の友人たちの議

論とは決定的に異なっている。そして、この論点は現代の解釈にもつなが

る可能性がある。
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さて、近代になって考古学的発掘調査が行われると、アポロン神殿の

地下には割れ目が無いことがわかった。それゆえ、デルポイの神託は巫女

の創作であろうという結論を出す研究者もいた。しかし 20 世紀末、国連

の依頼で断層崖を調査していた地質学者がまさにデルポイのアポロン神殿

の真下に断層線が貫通していることを発見し、学界に大きな衝撃が走っ

た23）。断層線からはエチレン、エタン、メタンなどのガスが発生する。特

にエチレンは微かな甘い芳香があるので、プルタルコスの記述する「香

り」とも符合する。しかし、プルタルコスも記しているように、このよう

なガスは安定的に常時一定量が噴出しているわけではない。それに神託を

乞う者はピュティアと同じ室内にいるのであるから、このガスの量が多け

ればその者も同じ症状を呈してしまうはずである。

そこで科学的に考えられる最後の可能性は、キケロが『卜占論』(1.80)

で記しているように「何かを見つめるか、低い声や音を聞くことによっ

て」ピュティアが催眠状態もしくはトランス状態に入るのではないか、と

いうことである。神託を受ける者は初めての体験なので気づかないが、厳

しい訓練と長年の経験を積んだピュティアはエチレンの微かな香りを自

らの精神へのトリガーにすることが可能で、低い音を聞く、あるいはペン

デュラムのようなものを見つめるとトランス状態に入り、その状態で神託

を下せたのではないか、という指摘である。〈図 1〉の壺絵を見ると、ア

イゲウス王はピュティアを見つめているが、ピュティアは王ではなく、手

に持った小皿もしくは月桂樹の小枝を凝視しているように見える。そのよ

うな小道具もトランス状態への没入には必要だったのではないだろうか。

この仮説に従うと、第 2 節で検討した神託の各文例の特性が説明でき

る。短文、定型文、質問の一部語句の反復、時として余りに一般的過ぎる

内容といったデルポイの神託は、エチレンなどの各種ガスが漂う神託所と

いう特別な空間で、訓練を積んだピュティアにのみ起こりうるトランス状

態から繰り出された言葉であるが故の特性を示すという、現代の自然科学
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の知見にも支えられた考察は、強い論理構築力を持つ。

そして、その謎掛けとも語呂遊びとも受け取れるような不可思議な言葉

を解釈するのは神託の受け手、すなわち古代地中海世界の人々に委ねられ

ていた24）。「何か」に憑依されたピュティアから受け取った茫洋かつ曖昧

模糊な応答を真摯に受け止め、神託にすがるほど深刻な自らの状況に引き

付けて考え抜いて出した結論は、結果として人知の及ばぬものになり、そ

れが「神の言葉」として受容されて権威を再生産してゆく。これがデルポ

イの神託を 1000 年以上にもわたって権威付けてきたメカニズムだったの

ではないだろうか。

古代から現代までその手法が受け継がれている各種の占い、あるいは現

代のスピリチュアル業界にも、誰にでも当てはまりそうなことを最初は提

示しつつ本人に考えさせ、それが自分のことであると思わせ、相手から

の信頼を勝ち得てゆくという手法がある。その科学的手法が確立してい

る「傾聴」においても、悩んでいる者（依頼者）に対する「絶対的肯定」

と「共感的理解」は臨床心理士のカウンセリングにおける「人間中心療法 

(Person-Centered Approach, PCA)」25）の中核となっている。

悩みを持ってデルポイを訪ねた者にとって、傾聴して貰えた、そして応

答が与えられたという体験は、たとえその応答が明解さでは不十分であっ

たとしても、心のストレスを軽減する作用を果たした可能性もある。その

結果、自らの力で積極的な方向に物事を考えられるようになり、事態が良

い方向に展開したならば、それがデルポイの神託の効果であると理解され

た可能性もある。

そして、心理学的文脈による神託手法の新解釈はピュティアに求められ

る資質の議論にも影響を与える。ヒアリングを行い、依頼者の相談を具体

的に解決へと導くカウンセリング、あるいはアドバイスやコンサルテー

ションには、相手についての十分な情報を得た上でそれを的確に判断する

ための手法の修練、それを裏付けるための医療知識が求められる。一方、
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相談者を絶対的に肯定し、それに寄り添うことが求められるならば、そこ

までの職業訓練は必要ない。近年活性化し、臨床心理士や医療機関の活動

を支援している「傾聴ボランティア」活動も、その側面を示している26）。

この舞台を古代のデルポイに置き換えると、ピュティアのケースは「知識

の穢れ」と称される教養教育からは隔離されているので専門的アドバイス

という意味の「カウンセリング」を行うことは不可能であっても、依頼者

を肯定し依頼者に共感する所から新たな道を示す「傾聴」を行うことはで

きた可能性があり、その役割は「魂においても処女のよう」とプルタスコ

スが述べたピュティアだからこそ果たせたと言えるのではないだろうか。

もちろん、デルポイの神託においてそのような心理学的要素も含んだメ

カニズムも働いていたか、今となっては知るよしもない。だが、神託は下

す者だけが成すのではなく、受け手もそれを神託であると信じて受け止

め、解釈に参与する点で、両者が共同で作成した産物と言える。神託が成

立するには、霊媒だけではなく、受け手の存在も重要だったのである。逆

に言えば、神託所の盛衰こそあれ、そのような受け手が存在し続けたギリ

シア・ローマ世界あるいは古代地中海文化圏だからこそ、ピュティアの巫

女という職務が長期にわたって成り立っていたと言えるのではないだろう

か。

4. 古代ローマ人の対応

第 1 節ではギリシアから影響を受けた圏内の国家としてローマの名前

を挙げた。このローマ人がどのようにデルポイの神託といった現象と向き

合ったのか、ということは興味深いので、書き添えておきたい。

デルポイの神託の回答について行なった Fontenrose の四分類で示した

ように、3. の伝承的応答の部類でローマが関わった文例は 2 つ、質問者

はネロ帝ともされる L59 と、同じくロムルス王になぞらえられる L123
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のみである。一方、1. の歴史的応答では 4 例、2. の疑似歴史的応答では

17 例がある。これらを一覧し、かつその真正性を指摘したのが〈表 2〉

である。

歴史的応答であるにもかかわらず非真正、疑似歴史的応答であるにもか

かわらず真正という文例が生じるのは、歴史的・疑似歴史的という判定基

準は資料の質に準拠していて、中身の正誤については問うていないからで

ある。

その内容が真正と考えられているものは 3 例で、前 216 年、前 205 年、

そして皇帝ハドリアヌスの治世である。ギリシア好みのハドリアヌスはデ

類型 番号 作成年 真正性
1. 歴史的 H48 前 216 年 ☆
1. 歴史的 H55 前 190 年
1. 歴史的 H65 117-138 年＊ ☆
1. 歴史的 H70 384 年
2. 疑似歴史的 Q138 前 510 年頃
2. 疑似歴史的 Q139 前 510 年頃
2. 疑似歴史的 Q202 前 400-396 年
2. 疑似歴史的 Q228 前 325 年頃
2. 疑似歴史的 Q229 前 293 年
2. 疑似歴史的 Q237 前 205 年 ☆
2. 疑似歴史的 Q246 前 95 年頃
2. 疑似歴史的 Q248 前 79 年
2. 疑似歴史的 Q249 前 48 年
2. 疑似歴史的 Q250 12 年
2. 疑似歴史的 Q251 67 年
2. 疑似歴史的 Q253 193 年
2. 疑似歴史的 Q254 193 年
2. 疑似歴史的 Q255 193 年
2. 疑似歴史的 Q256 193 年
2. 疑似歴史的 Q262 362 年
2. 疑似歴史的 Q263 361/2 年
3. 伝承的 L59 不明
3. 伝承的 L123 不明

〈表 2〉デルポイの神託におけるローマ関連の文例

＊　ハドリアヌス帝の治世時であると判明している。
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ルポイの神域にも好意的であり、多額の費用を拠出して再建した。

残る 2 例はカルタゴとの死闘を繰り広げた第二次ポエニ戦争の最中で

ある。なぜこの時期のみにローマ人はデルポイの神託を利用したのか、そ

の理由は以下の 2 点が考えられる。まず、共和政ローマの領域が拡大し

た結果、神託所を媒介せずにギリシア世界と直接交渉できるようになった

こと、もう一つはローマに神託の代替となる国家的卜占の手段が複数存在

したことである。

第二次ポエニ戦争期以前はイタリア半島内に、デルポイの神託の代替と

なるクマエやプラエネステの神託所が存在した。ローマ人は神々をローマ

市内に勧請して神殿を奉献することは行ったが、このような神託所をロー

マ市内に誘致することは行わなかった27）。それは、ローマ人は十人委員や

鳥卜官といった神意を伺う職能を専門とする神官職を置いており、また

凶兆が現れた場合にはエトルリアから腸卜師28）を呼ぶなどの自前のシス

テムを発達させていたからである。それゆえ、第二次ポエニ戦争といった

国家的緊急事態を除いてわざわざギリシア本土まで使者を遣わす必要はな

かった。またイタリア半島を南下して南イタリアに進出し、ギリシア人植

民市の人々と交流が始まるまでは、自らをギリシア世界の一員であると誇

示する必要も感じていなかった。

一方、第二次ポエニ戦争が終結すると、ローマは西地中海の覇権を確立

し、ギリシア世界と直接交渉するようになった。その際にギリシア風の礼

儀をわざわざ行わなくとも、ローマ風のやり方を相手に呑ませるだけの軍

事力があったので、ギリシア風を全て取り入れる必要をローマ人は感じな

かった。時代が下って帝政期になると、ネロやハドリアヌスといった一部

のギリシア贔屓の皇帝たちがデルポイの権威を重んじた可能性はある。し

かし、それは伝承の域を出ない。

このローマ人のデルポイの神託に対する態度は、ギリシア人のデルポイ

に対する態度とかなり異なっているがゆえに、ローマ人の態度を探ること
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で、ギリシア人のデルポイに対する態度の特性が浮かび上がると考える

が、紙幅の都合で、ローマ人との対比は提言を行うに留める。

5.　結論

第 1 節で論じたように、古代地中海世界において、ギリシア及びその

周辺世界にデルポイの神託の権威は共有されていた。考古学的遺物や同時

代の著作家たちの記述から、時代による神託所の衰微があったことは認め

られるが、キリスト教の国教化によって神託所が閉鎖される帝政期末期ま

で、一定レベルで神託所の権威は保たれていた。

そのような状況下で、第 2 節で論じたように、ピュティアという称号

の巫女は神託を下し続けた。しかし、ギリシア人もローマ人も、（その神

託の内容の真偽を信じるか、それをどう扱うかは別として）「神託が下る」

という現象自体に対しては深い考察の対象とすることはなかった。

その現象自体を哲学的に考察しようという動きが出るのは、第 3 節で

論じたようにローマ帝政期のギリシアにおいてである。そこで初めて、

「ピュティアが神託を下す」という現象がそのメカニズムにまで踏み込ん

で考察されるようになった。そこでは、当時の哲学諸派の神観念と絡み合

いながら、ピュティアの体内に悪霊／神的存在が入る説、ピュティアの魂

の振動と神の魂の振動が混合して神託が生成する説、ピュティアに神託の

内容を告げるのは神ではなくダイモーンである説、ピュティアは大地の割

れ目から立ち上る蒸気を吸いそれが神託の源であるという説、蒸気を吸っ

てトランス状態になるのは準備段階であり、準備が整ったピュティアに光

が降り注ぐ説、が提示された。

現代科学の成果と照合すると、デルポイでの事象を最も良く説明できる

のはイアンブリコスの提示する最後の仮説であろう。地層学研究の結果、

デルポイの神託所の真下には断層線があり、エチレンガスが立ち上る割れ
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目があった。しかし、ピュティアはそのガスだけを用いたのではない。キ

ケロの『卜占論』が示唆するように、音や小物などを用いてトランス状態

に入り、そこで予言を行ったのであろう。

一方、神託というのは、神託を下す存在だけで成り立つのではない。謎

掛けのような語呂遊びのような不可思議な文言を、「神からの言葉」と受

け止めた人々、すなわち受容者が居て初めて成り立つものである。その受

け手の中には、政治的交渉や議論の中で答えが出ない難問にぶつかり、た

とえ明朗ではない回答であったとしても、自らの問いを吐き出し、それを

権威があると信じている者に聴いて貰えた、返ってきた言葉は自分の中

に潜在していた解決策の顕示だったという体験で自ら解決を見出した者

もいたであろう。その者が神によって解決に至ったと感謝し、この神託

には神威があると考えた連鎖が生じた可能性はあろう。そうしてみると、

ピュティアの神託は、当時の古代人にとっては不可思議なものであると同

時に、「神託」という言葉から現代人が考える印象よりは合理的なものと

なっていた可能性はあろう。

第 4 節ではローマ人のデルポイの神託に対する態度が、ギリシア世界

の人々とは異なっていた点から、ギリシア世界の特質を改めて考えるきっ

かけを示唆したつもりである。紙幅の関係で十分な考察はできなかった

が、別の機会があれば稿を改めて論じたい。

注

1） ドドナはゼウスの神託所であり、神域の樫もしくはブナの葉が揺れさざめく音が神
のお告げであると解釈された。古典期にはその神域につるされた銅鐸のような楽
器が奏でる音で神意を判じたとも伝えられる。この神託所の遺跡から近年、数千
点にも及ぶ質問者の質問を書き留めた鉛板が出土しており、デルポイよりもドドナ
の方が歴史学的には一次史料が豊富に残っている点で研究価値が高い。パーカー
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(2017) も神託全般を論じるに当たって、ドドナの例を中心に論じている。アテナ
イ人によるデルポイの神託の利用方法が政治的な事柄から宗教的な事柄に移行し
た変遷について論じた 5-8 頁はデルポイの神託を理解するにあたり、重要な指摘を
行っている点で必須の参考箇所である。

2） 『研究社新英和中辞典』においては単純に「占い師」等の用語が当てられているが、
古代ローマについて記述する本稿では鳥の挙動により神意を判断した当時の行為内
容に則して「鳥卜」の語を用い、それを司る役職は「鳥卜官」の訳語を当てる。こ
れはローマにおいては王政期以来の官職であった。

3） Weblio 英語表現辞書では「腸卜僧」の訳が当てられているが、haruspex には「僧」
の要素は看取できないので、文脈によって「腸卜師」または「腸卜官」の訳語を当
てる。後二者の使い分けについては注 28）で後述する。

4） Johnston (2008), p.39.
5） ギリシアの暦は現在のグレゴリオ暦と一致しないため、正確には前 548 年乃至前

547 年。
6） アイスキュロス『エウメニデス』プローロゴス 1-3 行。エウリピデス『タウリス

のイーピゲネイア』1247 行以下。Parke (1967) p.35.
7） 「ホメロスのアポロン賛歌」356-373 行。
8） 桜井万里子「本村報告へのコメント（シンポジウム「Μηδεν αγαν, デルポイから

のメッセージ」）」、『西洋古典学研究』61、2013 年、121-124 頁。
9） プラトン『ソクラテスの弁明』18b。
10） Parke and Wormell 1956.
11） Fontenrose 1981.
12） ぺプロスとは古代ギリシアの女性が着用した長衣。女神もこのぺプロスを着用した

姿で表象されることが多い。
13） IG = Inscriptiones Graecae ギリシア語碑文集成。以下この略語を用いる。
14） 他に傍証として、プルタルコス『モラリア』1116e、パウサニアス『旅行記』

1.22.8. 他。デルポイとの言及なし：キケロ『アカデメイア』1.4.16、「老年につい
て」21.78、オウィディウス「悲しみの歌」5.12.15. 他。

15） Parker (2000).
16） Theognis, Elegy, 1.805-10.
17） プルタルコス『モラリア 5』丸橋裕訳、京都大学学術出版会、219-220 頁。Plu-

tarch, De defectu oraculorum, 405c-d も参照。
18） 以下の議論は Johnston (2008), 39 頁以下を参照。
19） A. Furtwaengler and K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei: Auswahl 

hervorragender Vasenbilder (Serie III, Tafel 121-180), München, 1932, Taf.179 の
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初期アプリアのクラテル（現ナポリ考古学博物館収蔵）に基づく描画。Johnston 
(2008) p.41.

20） Johnston (2008) p.40-44.
21） キケロ『卜占論』1.38「デルポイの神託は、今は少し評価が下がっていますが、そ

れは神託の真実性がそれほど衝撃的でなくなってきたからです。……それはピュ
ティアの精神を神的な洞察を以て掻き立ててきた地から昇る瘴気が現在は薄まって
きたからかもしれません。ちょうど、かつて豊かに流れていた川が時代の経過とと
もに涸れてしまうように。」

22） 好古学とは、尚古趣味に近いが、ヘレニズム時代以降の文献学者たちは趣味の域を
超えて「学」体系としていたと考えるに相応しい。それゆえ本稿では「好古学」と
いう術語を採用した。

23） これは宗教学や歴史学の研究ではなく、ギリシアで頻発する地震の震源調査のため
に行なわれた活断層調査の結果で判明した。地質学者の de Boer は聖域の東西に断
層面を発見し、パルナッソス山南麓の断層線を看破した。参考：『日経サイエンス』
2004 年 1 月号、「デルフォイの神託」の秘密。

24） Stoneman (2011) p.44-45.
25） この心理療法の原形はアメリカの心理学者、Carl Rogers によって 1940 年代に提

唱され、「自己一致」と合わせた 3 つは現在でも傾聴の基本原則となっている。出
典：（一社）日本臨床心理士会公式サイト、「臨床心理士の面接療法」（http://www.
jsccp.jp/near/interview5.php）。

26） 1980 年代から日本で広がった「傾聴ボランティア」の活動、及び「傾聴」の理
論については、障害者教育を研究する佐野真紀による以下の研究がある。「傾聴
するボランティアが持つ課題についての一考察―「聴くこと」の意味をめぐって
―」、愛知教育大学障害児教育講座編『障害者教育・福祉学研究』第 11 巻、39-44
頁、2015 年 3 月。http://repository.aichi-edu.ac.jp/dspace/bitstream/10424/6120/1/
shofuku113944.pdf

27） プラエネステの神託に関しては中川 (2017) に詳しい。プラエネステの女神フォル
トゥーナ・プリミゲニアの神託とローマ市内で祀られたフォルトゥーナ・プリミゲ
ニア女神の祭儀との緊張関係及びローマ人が神託の利用に消極的であった理由に関
する議論の整理に関しては 184-187 頁が大いに参考になる。

28） 前 3 世紀頃まで腸卜師は有事の度にエトルリアから招聘されており、ローマの官
職ではなかった。それゆえ「腸卜師」と表記する。エトルリアがローマの支配領
域に組み込まれて久しく経った共和政末期になると、古代ローマの神官職の中に 
haruspex が登場するようになる。それ以降はローマの官職であるので「腸卜官」
と表記する。
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