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それでも、作者の抱負ははっきりと示されている。帝国辺境の視点を取り入れながら、

人間の栄光を象徴するヘラクレス像が、栄位を極めた皇帝以外の人間にも持ちうる別の意

味を、そこに見ようとする。人々に広く与えうる励ましを、創造的に提示しようとしてい

るとも言える。 
エギゾチックなものへの関心は、帝国の領土が広大になったこの時代の文学にある程度

共通して認められるが、ここでは単にその種の物珍しさの強調にとどまってはいない。異

郷の独特な神話を示しながら、その異質な神話形象を、作者個人の立場や思いや希望に、

共感をこめて引き付ける。しかしそれは、庶民の多くにも歓迎され志向されうる理想像で

ある。言葉の鍛錬や、知性と教養の修得は、筋骨や家柄や財産にとくに恵まれない人間に

も、また年を取ってからでも―本篇によるとむしろ老年においてこそ―、われわれの

人生航路に輝きをもたらすという。ここでは、そういう融通性や拡がりを示唆する民衆的

ヘラクレス願望が表現されている。 
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オウィディウス『祭暦』における 
パリリア祭の記述とロムルスの建国神話 

 
  小堀馨子 

 
古代ローマ宗教においては、祭暦は祭礼の期日を知る上で人々の生活にとって重要な知

識源であった。古代ローマの祭暦は金石文の形で考古学的遺物として（断片も含めて）40
数点出土しているが、紀元前一世紀より前に遡るものはまだ発見されていない1。祭暦には

何月何日に如何なる祭儀を行うかが記されているが、40 数点発見されている祭暦の中で相

互に完全に一致する例はない。これは地方によって、あるいは時代によって、行われる祭

儀の形が異なっていたことの反映であると考えられる。しかし、発見された限りの祭暦を

細かく見て行くと、何世紀にもわたってどの暦においても記載が見られる祭儀は何件か存

在する。またこのように複数史料に共通に見られる大きな祭儀になると、古代の著作家に

それについての言及があるものもあり、幾つかの祭儀に関しては、発掘された碑文と伝承

されている文学作品との両面から、ある程度の再構成は可能なものがある。 
そのような文献上再現可能な祭儀の中で、本稿で取り上げるパリリア祭は、様々な問題

点を包含している点で興味深い事例である。以下にその可能な範囲での再現を試み、後半

ではパリリア祭とロムルス建国神話との関連を検討する。 
オウィディウスは『祭暦』第 4 巻 721－862 節で 4 月 21 日に行われるパリリア祭に言及

しているが、彼の記述はその描写が色彩豊かな印象を与えるにもかかわらず、内容は漠然

としていて、祭儀の具体像を掴む資料とはなりにくい。しかし、パリリア祭の実態把握を

試みるに当たって、オウィディウスの記述の分析から入るのは有効である。オウィディウ

スの記述は内容の上で前半部分と後半部分に分けられる。前半でオウィディウスが物語る

のは羊飼いの祭りとしてのパリリア祭である。後半では彼は同じ祭りをローマ建国の祭り

として描く。このパリリア祭は単独の祭りではなく、他の幾つかの祭儀と意味の上で連関

を有していると考えられる。本章では、特にその連関部分を考慮しつつ検討を進めてみる。

なお、史料としてオウィディウスの記述を取り上げたのは、単にオウィディウスの記述が

伝えている史料的内容が豊富であるからというだけの理由によるのではない。共和政末期

からアウグストゥス時代にかけての時期は、古代ローマにおける宗教の連続性と変化との

双方を考察する上で、重要な時期であった。「アウグストゥスの宗教復興」と後代に呼ばれ

た事象が、ローマ宗教史を考える上で、以前に描かれていた程に画期的だった訳ではない

ことは、最近の史学で解明されている2が、それでも、ある程度の状況の変化が生じている

ことはその前後の様相を比較してみると看取しうる。その一端を垣間見せてくれるのが、

このオウィディウスのパリリア祭の記述である。本章では、その点も含めて、このオウィ

                                                  
1 Degrassi, A. (1963) Inscriptiones Italiae, Scullard, H. H. (1981) Festivals and Ceremonies of the 
Roman Republic, London. 
2 North, J.A. (2000) Roman Religion, Oxford, p.42-3. 

再 

校



22 23

ディウスの記述を他の作家の記述や碑文と照合しつつ考察を進めたい。 
古代ローマの祭儀が元来有していた意味を全的に明らかにすることはおそらくは不可能

である。しかし、ある時代のローマ人が、その祭儀をどのような形で執り行っていたか、

ということは、史料が残っているものに関してはある程度の再構成が可能であるし、その

祭儀に人々がどのような態度で臨んでいたか、ということは同時代の著作家の表現からあ

る程度看て取ることができる。尤も、オウィディウスの『祭暦』という作品は、従来は恋

愛詩に用いられたエレゲイア詩の韻律で記されており、しかもオウィディウス特有の「戯

れ」の態度が諸所に表れているために、その記述の含む作者の元来の制作意図を的確に読

み解くのは容易ではない。だが慎重に解読を進めれば、従来の研究者たちによって与えら

れた低い評価を修正し、祭儀研究にとっても有意義な考察の史料として扱い得ると思われ

る。（尚、オウィディウスの『祭暦』を史料として用いる方法には研究者間に当否の議論が

あるが、それに関しては別論文で述べている3。）そこで、本章第一・二節ではパリリア祭の

実態の検討を行った後に、フォルディキディア祭とエクウス・オクトーベル（「十月の馬」）

祭について考察する。第三節ではオウィディウスがパリリア祭に事よせて物語っているロ

ーマ建国神話を検討する。 
 
第一節 オウィディウスにおけるパリリア祭の記述 及び 他の二つの祭礼との連関 
 
オウィディウスのパリリア祭の記述（『祭暦』第 4 巻 721－862 節）の内、798 節までは、

羊飼いが羊の群れを清めて守る祭りとしてのパリリア祭の描写にあてられているが、この

前半部も更に三つに区分することができる。都市に暮らす人々が守っていたであろう祭儀

（721－734 節）、農村地帯で牧人たちが執り行っていたであろう祭儀（735－782 節）、し

きたりの起源の説明（783－798 節）である。 
まず、都市ローマにおいて、パリリア祭の当日に人々はウェスタの祭壇に出向いて清め

の煙とする物品をウェスタの巫女たちから受け取る（731－4 節）。それは馬の血（saguis 
equi）と仔牛の灰（vituli favilla）である。これに硬い豆の茎の芯が空洞になっているもの

（durae culmen inane fabae）を灰にして、その二つに加える。この馬の血と仔牛の灰とは

どれも別な祭日に行われた儀礼の所産である。馬の血とは、前年のエクウス・オクトーベ

ル（十月の馬）で犠牲に供された、一等になった馬の首から取った血液を灰に垂らして保

存したものであり4、仔牛の灰とは、当年の 4 月 15 日に行われるフォルディキディア祭で

犠牲に供された仔牛を焼いて灰にしたものである。この二種類の灰に豆の茎から生成した

灰5を混ぜたものが、パリリア祭を祝う都市の人々にとって重要であった。オウィディウス

                                                  
3 小堀馨子「古代ローマにおける死者祭祀－パレンタリア(Parentalia)祭考」東京大学宗教学年報 
(27), 2009 年、32-33 頁；オウィディウス『祭暦』高橋宏幸訳、国文社、1994 年、373-387 頁 
4 Fantham, E. (1998) Ovid Fasti Book IV, Cambridge, p.230 
5 豆の茎から生成した灰について言及しているのはオウィディウスのこの箇所のみであり、他の作家には

見えない。しかし、豆は古代ローマでは死者に属する食べ物として、ユピテル神官などのある種の神官は

は「私は確かに並んだ炎の上を三度飛び越え、濡らした月桂樹の枝からしずくを体に掛け

ました」(727－8 節)と述べている。この「月桂樹の枝からしたたる滴で身を清める」とい

う要素と「炎の上を飛び越える」という要素は次に述べる農村地帯における儀礼と比較す

る際に重要な要素である。 
しかし、オウィディウス自身が本当にこのような祭儀行為を経験したことがあるのか、

それとも伝承を我が事として歌っているだけであって、オウィディウスの生きた時代には

既に生きている風習ではなかったのか、あるいはオウィディウスは若年時にこのような経

験をしたことがあったが、この詩を著した時には既に廃れていたのではないか、といった

ことはこの箇所の記述からはわからない。またこの箇所を典拠にしての恣意的な推測に基

づいて史的事実の再構成などを行うべきではない6。ジョン・ノースはオウィディウスのこ

の箇所に関して以下のような意見である。即ち、詩人自身がこの祭儀に参加していたのな

らばこのような全体像を描くことはできなかったであろう、これは物語を語る時に語り手

が「私は何々を見聞きしました」と語ることによって物語の真実性を読者に感じさせよう

とする、文学上のテクニックに過ぎない、故にこの箇所を彼の時代にその儀礼が行われて

いた証拠として採用することはできない、と言う7。これは、オウィディウスの「祭暦」を、

宗教史学上の史料として用いようとする者にとっては、常に十分に注意しなければならな

いポイントである。つまり、そのような儀礼行為の描写を目にした時に、それが実際にそ

う行われていたと即断すべきではないのである。 
オウィディウスの筆は次の 735 節から突然、都市の外部の農村牧畜地域の描写に移る。

ここでは「牧人よ」の呼びかけをもって 782 節まで儀礼の描写が続くが、そこにはオウィ

ディウス自身が「私は斯く斯くしかじかのことをしたのです」という意味の言葉はない。

それゆえ、これはオウィディウスが農村地帯で行われていた儀礼を描写したまでのものと

考えてよいであろう。農村地帯では、夜明けに羊飼いたちが地面に水を撒き、それから木

の枝で地面を掃く。その後彼らは羊の囲い場を小枝や葉で飾り、入口の扉に長い花冠を掛

けて全体を覆う（tegat ornatas longa corona fores － 738）ようにする。それから清めの

硫黄から青い煙を立てて（739）、啼いている羊をその硫黄の煙に当てる（tactaque fumanti 
sulpure balet ovis － 740）。この 740 節は従来「羊を煙に当てて啼かせる」と訳されてき

た8。しかし、近年の研究の成果として、エレーヌ・ファンサムは上記のように「啼いてい

る羊をその硫黄の煙に当てる」と訳す9。ファンサムによれば、羊という生き物は硫黄の煙

のような刺激が無くても絶えず啼いている動物であり、「煙を当てて羊を啼かせる」という

解釈には不自然さがある。「啼いている羊たちを硫黄の煙に当てる」と解釈する方が自然で

ある、という。筆者もその論考の方が蓋然性が高いと思うので、その訳を採用する。なお、

                                                                                                                                                  
触れてはならない禁忌の食物であったことから、豆の茎を燃やした灰を用いることに、何らかの意味があ

った可能性はある。 
6 ibid. p.228-9 
7 North, J. A. (1989) ‘Religion in republican Rome’, CAH, VII vol.2 2nd ed p.141 
8 高橋宏幸（1994 年）、171 頁 
9 Fantham, E. (1998) p.231 
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3 小堀馨子「古代ローマにおける死者祭祀－パレンタリア(Parentalia)祭考」東京大学宗教学年報 
(27), 2009 年、32-33 頁；オウィディウス『祭暦』高橋宏幸訳、国文社、1994 年、373-387 頁 
4 Fantham, E. (1998) Ovid Fasti Book IV, Cambridge, p.230 
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た8。しかし、近年の研究の成果として、エレーヌ・ファンサムは上記のように「啼いてい

る羊をその硫黄の煙に当てる」と訳す9。ファンサムによれば、羊という生き物は硫黄の煙

のような刺激が無くても絶えず啼いている動物であり、「煙を当てて羊を啼かせる」という

解釈には不自然さがある。「啼いている羊たちを硫黄の煙に当てる」と解釈する方が自然で

ある、という。筆者もその論考の方が蓋然性が高いと思うので、その訳を採用する。なお、

                                                                                                                                                  
触れてはならない禁忌の食物であったことから、豆の茎を燃やした灰を用いることに、何らかの意味があ

った可能性はある。 
6 ibid. p.228-9 
7 North, J. A. (1989) ‘Religion in republican Rome’, CAH, VII vol.2 2nd ed p.141 
8 高橋宏幸（1994 年）、171 頁 
9 Fantham, E. (1998) p.231 
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硫黄は古代ローマの儀礼においては、清めの際に普通に用いられる材料であり10、例えば有

名な世紀祭においても、清めに用いる材料として硫黄が挙げられている。 
続いてオウィディウスは牧人たちが行う儀礼を、彼らが唱える長い祈りの言葉（747－776

節）を間に挟んで描写する。それによれば、牧人たちはローズマリーと松の枝とサビーニ

の土地に生える植物の葉を燃やす。このサビーニの地に生える葉とは、ビャクシン科の常

緑樹のセイヨウネズであろうと考えられている11。また竈には月桂樹の枝をくべる。ここに

挙げられている植物は皆香草または香木で、燃やすと芳香を発する植物である。ここから、

煮炊きをする竈から立ち上る煙も普段のものとは違い、好い香がするように仕組まれてい

ることがわかる。そして、この芳香が空気を燻浄して清める役割を担っている。そこから

推測するに、パリリア祭はその第一の特徴として、「清め」の性格が強い祭礼だったのだと

判定することができよう。 
それから牧人たちは黍で作った団子菓子と籠に入れた黍を捧げる。本祭礼を含むある種

の祭礼に黍団子を供える慣例は、フェストゥス12やハリカルナッソスのディオニュシウス13

の記事にも見えるが、挽いて粉にした黍をも籠に入れて供えるという記述は、このオウィ

ディウスの祭暦にしか見られない。そして絞り立てのまだ温かい牛乳を添えて、森に住む

パレース女神に供え、参加者の間でも分けあう。ここで注目すべきは、供え物の内容であ

る。調理の際の加熱には上記の特別な香草木をくべた竈を用いるものの、黍団子に牛乳と

いう献立は、牧人たちの普段の食事内容と大して変わらない。ここに、共和政末期から帝

政期の公的な祭儀にはほぼ必ずと言ってよいほど伴っている獣肉の犠牲が伴っていないこ

とは記憶に留めておきたい。 
このように供物の用意が出来ると、いよいよ祈りの言葉を捧げるべき段階に来るのであ

るが、この 747－776 節に亙る長大な祈りの言葉は後ほど検討するとして、儀礼の内容を先

に追うと、777－782 節までは、祈りの後に続く祭儀の描写になる。そこではこの祈りの言

葉を東に向って四度唱えて女神を宥めた後に、湧水で手を洗う。手を洗った後に、用意し

た椀に白い牛乳と深紅の葡萄酒を混ぜて飲む。それを飲み終わったらすぐさま、藁束を積

んで燃やした焚火の上を飛び越える。ここでも「焚火の上を飛び越える」という動作が記

述されている。この点は後に改めて論じたい。因みに、古代ギリシアでは吉兆を問う方向

は北であったが、古代ローマでは東か南であった14。このように儀礼の最後の段階まで見て

も、上記の黍団子と牛乳に加えて登場するのは葡萄酒であり、これも地中海の牧人の間で

は普通に飲まれているものである。つまり獣肉犠牲は伴わず、あくまで牧人の食事内容の

範囲を出ないものであることがわかる。ここで上述の第一の「清め」の要素に加えて、第

二と第三の要素を看て取ることができる。つまり、第二番目が犠牲獣を伴わない祭礼であ

                                                  
10 ibid. p.231 
11 ibid. p.232 
12 Festus 472-3 
13 ハリカルナッソスのディオニュシオス、2.23.5. 
14 高橋宏幸（1994 年）注 159 326 頁 

ること、第三番目が「焚火を飛び越える」という特徴的な行為である。 
ここで 747－776 節の祈りの言葉の内容を検討してみよう。それは、家畜の群れの保護と

繁栄とを女神に祈願し、もしも森の木を伐ったり、澄んだ泉に羊を導き入れて蹄で水を濁

したりということで女神の領域を侵したことがあったとしたら、どうかそれを赦してくれ

るように、そしてもしこの願いを叶えてくれるなら、毎年パレース神のために大きなパン

ケーキを作って捧げましょう、という内容である。これはローマ人の神崇拝の各事例に共

通する、永続性を有する互酬的関係を、対象となる神格との間に築き上げる、という態度

の現れである。 
以上、パリリア祭に関して、都市における儀礼と農村地帯における儀礼とを、オウィデ

ィウスの描写に沿って論じて来た。都市と農村との両者に共通するのは第一番目の「清め」

の要素と第三番目の「焚火の飛び越え」の要素である。一方第二番目の犠牲獣の有無につ

いては、両者は異なる。農村地帯の儀礼において、獣肉犠牲の要素はどこにもない。一方

都市の儀礼においては、清めの際に用いられる灰に犠牲獣由来の物が混入している。農村

地帯の儀礼ではローズマリーに松にビャクシン科常緑樹及び月桂樹を燃やすが、都市の儀

礼では、灰に染み込ませた形で保存した十月の馬の血と、フォルディキディア祭において

胎内から取り出された仔牛の灰とを清めに用いる。ここでは馬と仔牛が明らかに犠牲獣で

ある。この都市儀礼で用いられる三種類の灰については従来種々の議論が交わされてきた。

デュメジルによれば15芯が空洞になっている豆の茎と胎児の仔牛の灰は「虚」の象徴（the 
symbol of the void）である。それは両者ともに、中身が無くては、あるいは月満ちて生ま

れなければ意味がないからである。このように無用な物を特定の神々に捧げる動機として

考えられるのは、穢れや悪を除去するという意味である。一方、十月の馬の血に関しては

複数の見解が存在する。マンハルトは動物の血の生産性を強調している。（第二校で注記を

入れる予定である。）彼はパリリア祭で十月の馬の血を用いることには民と家畜の群れの繁

栄を願う気持ちが表われていると考える。それに対してデュメジルは、古代の人々は馬の

血には腐蝕作用があると考えており、この清めの儀式に馬の血を用いるのは過去一年間の

穢れと悪とを腐蝕させて除去するためである、と論じた。ここでパリリア祭は、牧人の祭

暦では暦の開始第一日目に行われると考えられていたことを思い起こす必要がある。次節

で関係の碑文を検証するが、祭暦の開始の日に牧舎の清めから行事が始まるとすれば、こ

こでは馬の血も、清めの道具の一つとして用いられたのだというデュメジルの主張の方に

説得力があろう。 
本論文では以下に、十月の馬・フォルディキディア祭・パリリア祭という三つの祭礼が

暦の一年のサイクルの中に占める位置についても考察を加えておきたい。十月の馬という

祭礼は戦争が終わる収穫の時期に行われる。この祭りではマルス神官が犠牲式を司る。他

方、フォルディキディア祭は一年の中でウェスタの巫女が最初に目立つ形で参加する祭礼

である。ローマの暦は三月に始まって二月に終る。マルスの祭礼とウェスタの祭礼はロー

                                                  
15 Dumézil, G. (1970) Archaic Roman religion, translated by Philip Krapp, London, p.221-3. 
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硫黄は古代ローマの儀礼においては、清めの際に普通に用いられる材料であり10、例えば有

名な世紀祭においても、清めに用いる材料として硫黄が挙げられている。 
続いてオウィディウスは牧人たちが行う儀礼を、彼らが唱える長い祈りの言葉（747－776

節）を間に挟んで描写する。それによれば、牧人たちはローズマリーと松の枝とサビーニ

の土地に生える植物の葉を燃やす。このサビーニの地に生える葉とは、ビャクシン科の常

緑樹のセイヨウネズであろうと考えられている11。また竈には月桂樹の枝をくべる。ここに

挙げられている植物は皆香草または香木で、燃やすと芳香を発する植物である。ここから、

煮炊きをする竈から立ち上る煙も普段のものとは違い、好い香がするように仕組まれてい

ることがわかる。そして、この芳香が空気を燻浄して清める役割を担っている。そこから

推測するに、パリリア祭はその第一の特徴として、「清め」の性格が強い祭礼だったのだと

判定することができよう。 
それから牧人たちは黍で作った団子菓子と籠に入れた黍を捧げる。本祭礼を含むある種

の祭礼に黍団子を供える慣例は、フェストゥス12やハリカルナッソスのディオニュシウス13

の記事にも見えるが、挽いて粉にした黍をも籠に入れて供えるという記述は、このオウィ

ディウスの祭暦にしか見られない。そして絞り立てのまだ温かい牛乳を添えて、森に住む

パレース女神に供え、参加者の間でも分けあう。ここで注目すべきは、供え物の内容であ

る。調理の際の加熱には上記の特別な香草木をくべた竈を用いるものの、黍団子に牛乳と

いう献立は、牧人たちの普段の食事内容と大して変わらない。ここに、共和政末期から帝

政期の公的な祭儀にはほぼ必ずと言ってよいほど伴っている獣肉の犠牲が伴っていないこ

とは記憶に留めておきたい。 
このように供物の用意が出来ると、いよいよ祈りの言葉を捧げるべき段階に来るのであ

るが、この 747－776 節に亙る長大な祈りの言葉は後ほど検討するとして、儀礼の内容を先

に追うと、777－782 節までは、祈りの後に続く祭儀の描写になる。そこではこの祈りの言

葉を東に向って四度唱えて女神を宥めた後に、湧水で手を洗う。手を洗った後に、用意し

た椀に白い牛乳と深紅の葡萄酒を混ぜて飲む。それを飲み終わったらすぐさま、藁束を積

んで燃やした焚火の上を飛び越える。ここでも「焚火の上を飛び越える」という動作が記

述されている。この点は後に改めて論じたい。因みに、古代ギリシアでは吉兆を問う方向

は北であったが、古代ローマでは東か南であった14。このように儀礼の最後の段階まで見て

も、上記の黍団子と牛乳に加えて登場するのは葡萄酒であり、これも地中海の牧人の間で

は普通に飲まれているものである。つまり獣肉犠牲は伴わず、あくまで牧人の食事内容の

範囲を出ないものであることがわかる。ここで上述の第一の「清め」の要素に加えて、第

二と第三の要素を看て取ることができる。つまり、第二番目が犠牲獣を伴わない祭礼であ

                                                  
10 ibid. p.231 
11 ibid. p.232 
12 Festus 472-3 
13 ハリカルナッソスのディオニュシオス、2.23.5. 
14 高橋宏幸（1994 年）注 159 326 頁 

ること、第三番目が「焚火を飛び越える」という特徴的な行為である。 
ここで 747－776 節の祈りの言葉の内容を検討してみよう。それは、家畜の群れの保護と

繁栄とを女神に祈願し、もしも森の木を伐ったり、澄んだ泉に羊を導き入れて蹄で水を濁

したりということで女神の領域を侵したことがあったとしたら、どうかそれを赦してくれ

るように、そしてもしこの願いを叶えてくれるなら、毎年パレース神のために大きなパン

ケーキを作って捧げましょう、という内容である。これはローマ人の神崇拝の各事例に共

通する、永続性を有する互酬的関係を、対象となる神格との間に築き上げる、という態度

の現れである。 
以上、パリリア祭に関して、都市における儀礼と農村地帯における儀礼とを、オウィデ

ィウスの描写に沿って論じて来た。都市と農村との両者に共通するのは第一番目の「清め」

の要素と第三番目の「焚火の飛び越え」の要素である。一方第二番目の犠牲獣の有無につ

いては、両者は異なる。農村地帯の儀礼において、獣肉犠牲の要素はどこにもない。一方

都市の儀礼においては、清めの際に用いられる灰に犠牲獣由来の物が混入している。農村

地帯の儀礼ではローズマリーに松にビャクシン科常緑樹及び月桂樹を燃やすが、都市の儀

礼では、灰に染み込ませた形で保存した十月の馬の血と、フォルディキディア祭において

胎内から取り出された仔牛の灰とを清めに用いる。ここでは馬と仔牛が明らかに犠牲獣で

ある。この都市儀礼で用いられる三種類の灰については従来種々の議論が交わされてきた。

デュメジルによれば15芯が空洞になっている豆の茎と胎児の仔牛の灰は「虚」の象徴（the 
symbol of the void）である。それは両者ともに、中身が無くては、あるいは月満ちて生ま

れなければ意味がないからである。このように無用な物を特定の神々に捧げる動機として

考えられるのは、穢れや悪を除去するという意味である。一方、十月の馬の血に関しては

複数の見解が存在する。マンハルトは動物の血の生産性を強調している。（第二校で注記を

入れる予定である。）彼はパリリア祭で十月の馬の血を用いることには民と家畜の群れの繁

栄を願う気持ちが表われていると考える。それに対してデュメジルは、古代の人々は馬の

血には腐蝕作用があると考えており、この清めの儀式に馬の血を用いるのは過去一年間の

穢れと悪とを腐蝕させて除去するためである、と論じた。ここでパリリア祭は、牧人の祭

暦では暦の開始第一日目に行われると考えられていたことを思い起こす必要がある。次節

で関係の碑文を検証するが、祭暦の開始の日に牧舎の清めから行事が始まるとすれば、こ

こでは馬の血も、清めの道具の一つとして用いられたのだというデュメジルの主張の方に

説得力があろう。 
本論文では以下に、十月の馬・フォルディキディア祭・パリリア祭という三つの祭礼が

暦の一年のサイクルの中に占める位置についても考察を加えておきたい。十月の馬という

祭礼は戦争が終わる収穫の時期に行われる。この祭りではマルス神官が犠牲式を司る。他

方、フォルディキディア祭は一年の中でウェスタの巫女が最初に目立つ形で参加する祭礼

である。ローマの暦は三月に始まって二月に終る。マルスの祭礼とウェスタの祭礼はロー

                                                  
15 Dumézil, G. (1970) Archaic Roman religion, translated by Philip Krapp, London, p.221-3. 
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マの祭礼において、双璧と言える重要な祭礼である。この両者の祭儀から生じた供物の品

がパリリア祭に用いられているということは、この祭りがローマ人にとっては大いに重要

であったことを意味すると言えよう。しかも十月の馬は秋の終り即ち冬の始まりに行われ

る祭礼であり、フォルディキディア祭は冬の終り、それも牧人暦における冬の終りに行わ

れる祭礼である。牧人暦とローマの公的な暦との間には正確に言えばずれが生じている。

しかし、牧人暦の新年即ち春が到来するに当たって行うべき第一の行事は、冬の終りを知

って牧舎と家畜を清めることである、という連関性は指摘してよいであろう。このように

考えると、冬の始まりと冬の終りに採取した材料を、新年の清めの祭具として用いる、と

いう祭暦内での周期的連関がここに看取できるのだと言えよう。 
以上、考察したように、ローマの各祭礼は相互に無関係に催行される訳ではない。他の

民族の祭暦にも見られるように、それぞれの祭礼同士の間に意味的な連関があり、周期的

な連関も認められるケースがあること、従って、ローマ人自身がその連関を意識していた

かどうか、恐らく意識してはいなかったであろう、という問題設定はしばらく措いて、祭

暦自体が、互いに連関性をもつ祭礼を取り入れた有意のシステムになっていることが検証

できると言ってよい。 
このように見てくると、パリリア祭の原初の形態は農村地帯の儀礼に描写されているよ

うな、意味的にも周期的に連関性を有した牧人の祭りであったのが、後にローマが都市化

した際に、その儀礼の様式は都市で行い易い形に変形されていった、という仮説的なスト

ーリーを想定したくなる。しかし、オウィディウスの詩句にはそのような事態の変移を窺

わせる文言は述べられていない。詩の技法の意識からでもあろうが、オウィディウスの筆

は移行したことに最初は気付かない程、自然に都市から農村地帯の儀礼へと移る。現時点

で、当該の箇所からこのような歴史的変遷を読み取ることは控えて、次節に移りたい。 
 
第二節 パリリア祭とローマの創建記念日の連関 
 
パリリア祭に言及しているオウィディウス以外の作家も検討したい。その作家たちはパ

リリア祭を牧人の祭りと解し、森の女神、もしくは男性の牧神パレースの祭儀であったと

考えている。 
まず、ウァッロ（116 BCE－27 BCE）はパリリア祭を牧神パレースに因んだ祭りである

と規定する16。”Palilia dicta a Pale, quod ei (et cod.) feriae;” しかし別の著作では17「ロム

ルスとレムスがローマの建設をパリリア祭の日に行ったのは、彼ら自身が羊飼いであった

からだということは明白ではないのか？」” Non ipsos quoque fuisse pastores obtinebit, 
quod Parilibus potissimum condidere Urbem? と述べている。そして同時にローマ人が

                                                  
16 Varro, De lingua Latina, VI, 15:  
17 Varro, Rerum rusticarum, II, 1, 9: Romanorum vero populum a pastoribus esse ortum quis non 
dicit? quis Faustulum nescit pastorem fuisse nutricium, qui Romulum et Remum educavit? Non ipsos 
quoque fuisse pastores obtinebit, quod Parilibus potissimum condidere Urbem? 

元々は牧畜民族であったからだとも指摘している。しかしここで注意したいのは二つの箇

所の綴りの違いである。パレース（Pales）神に因んだ祭りであると記す時には、Pales が

祭りの名の起源であることを示すために Palilia と記しているが、ロムルスとレムスが行

った建国記念祭は Parilia と綴る。そして、現在碑文に見られる綴りは圧倒的に後者が多

い。この二者は別の祭礼なのか、それとも、同じ祭礼を記すのにに二つの綴りが並列して

存在していたのか、あるいは一方が他方にとって代わられたのか、この箇所からだけでは

判断しようがないが、ウァッロの表記に誤りがないと仮定すれば、この同じ一つの事象に

対し、文脈の相違によって二種の綴りが存在していたことが窺える。 
次に、プロペルティウス（50/45 BCE－15 BCE）は著作中の二箇所でパリリア祭に言及

している。第四巻の第 1 歌 17 行では18「当時は誰も余所の国の神々を必要としてはおらな

んだ。群衆が父祖たちの執り行う祭礼に興奮し、火の点いた干し草でパリリア祭を祝って

居た頃にはな。それは現在馬の尻尾を切り落として新たなる清めを行っておるのと同じじ

ゃ。」（拙訳） 同じ巻の第 4 歌 73 行では19「この都市（訳注：ローマ）には（父祖たちが

パリリア祭と名付けた）祭りがある。これは当初は（訳注：ローマの）城壁の誕生日であ

り、毎年羊飼いたちは宴会を開き、都市では競技会が開催された。村人たちが大御馳走の

果てに酔っ払った頃合いに、積み上げた干し草に火を点けてあちこちに置き、酔っ払いど

もが汚い足を上げてその上を飛び越える。」プロペルティウスが両方の箇所で言及している

のは、「過去に」「牧人であった父祖たちが」「火の点いた干し草を飛び越える」という要素

である。第四巻第 1 歌 17 行の「現在は馬の尻尾を切り落として新たなる清めを行う」とい

う記述は、パリリア祭に直接に言及しているのではなく、「十月の馬」の行事のことと考え

られるが、それは裏返せば、「十月の馬」の行事はパリリア祭と関連が深いものであるとし

て、プロペルティウスの時代には一般の共通認識になっていたことが窺える。同巻第 4 歌

73 行には「パリリア祭はローマの城壁の誕生日である」という記述があり、この要素もプ

ロペルティウスは時代の共通認識として受け止めていたのであろう。 
しかし、興味深いことに、キケロ（106 BCE－43 BCE）はその著作でパリリア祭が羊飼

いの祭りであることに全く触れていない。キケロがパリリア祭に触れているのは「運命に

ついて」の中の唯一箇所20のみである。「我々の友人であるルキウス・タルティウス・フィ

                                                  
18 Propertius, IV, 1, 17: 
nulli cura fuit externos quaerere divos, 
   cum tremeret patrio pendula turba sacro, 
annuaque accenso celebrare (celebrante H., celrbrate D, celebrata Ph.) Parilia faeno 
   qualia nunc curto lustra novantur equo. 
19 Propertius, IV, 4, 73: 
urbi festus erat (dixere Parilia patres) 
   Hic primus coepit moenibus esse dies 
annua pastorum convivia, lusus in urbe, 
   cum pagana madent fercula divitiis, 
cumque super raros faeni flammantis acervos 
   traicit immundos ebria turba pedes. 
20 Cicero, De divinatione, II, 47, 98: Lucius quidem Tarutius Firmanus, familiaris noster, in primis 
Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab iis Parilibus quibus 
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マの祭礼において、双璧と言える重要な祭礼である。この両者の祭儀から生じた供物の品
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18 Propertius, IV, 1, 17: 
nulli cura fuit externos quaerere divos, 
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   qualia nunc curto lustra novantur equo. 
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ルマヌスは、カルデア人の教義については大層造詣が深く、我々の都市（訳注：ローマ）

が誕生した日は、伝承によれば、ロムルスによってローマが建設されたパリリア祭に遡る

のであり、そして、彼（フィルマヌス）は、ローマは月が天秤座にある時に誕生したと言

い、それがローマの運命を定めたのだとためらうことなく断言した。」これはキケロの友人

でカルデアの占星術に通じていたとされるフィルマヌスの言葉として語られているが、こ

こで伝えられている唯一の意味ある情報は「ローマがパリリア祭の日に建設された」とい

うことのみである。即ちキケロは牧人のあるいはパレース神の祭りとしてのパリリア祭を

この文脈では考慮に入れていなかったことが分かる。その理由は、一つには単純に考えれ

ば、キケロはウァッロと違って好古趣味を持たなかったので、祭りに関する全ての情報を

記す必要を感じなかったという推測が成り立つ。そうとすれば、キケロの時代にはパリリ

ア祭は第一に都市ローマが誕生した記念の日として認識され、それ以外の羊飼いの祭りと

いう要素は副次的であったという推測が可能である。 
有名なフェストゥス（CE.2C）の注釈にはパリリア祭について二箇所で言及されている。

p.248L 21では、「パレース」の項目で「パレースは牧人たちの女神で、その祭礼はパリリア

（Palilia）と呼ばれた。あるいはパリリア（Parilia）とも呼ばれたが、それは家畜の出産

のためにこの女神に犠牲を捧げたからである」とあり p.273L22では「パリリア」の項目で

「ロムルスはパリリア祭の日にこの都市（訳注：ローマ）を建設した。その日には主に若

者が中心となって祭儀を執り行う」とある。フェストゥスは言葉の語源について注釈を残

した文法学者であるので、彼の時代までの古来の説を全て取り入れた上でこの記述になっ

ていることは推測に難くない。ここでもパレース神の祭礼では最初のリが l か r かについ

て議論があることが示されている一方で、ローマ建設に関わる祭りは r だけを以て記載さ

れていることが注目に値する。これを見るに、パレース神の祭礼は元来ローマ建設とは関

係なく存在し、それが何時かの時点で（ロムルスの建国時であるか、それより後であるか

は判定し難いが）建国の記念に結びつけられたと考えられる。 
これ以降の記述は、今までに挙げたラテン作家の影響下にあると思われる記述ばかりな

ので、今度は同時代あるいはちょっと時代が下る時点のギリシアの作家を調べると、ハリ

カルナッソスのディオニュシオスとプルタルコスに興味深い記述がある。まずハリカルナ

ッソスのディオニュシオスであるが23、彼の記述は長いので全文を引用することは控えて要

点を書き出してみると、「ロムルスは都市建立に目処が立つと、この日を選んでまず日時の

吉凶を占い、吉兆が得られると、神々に犠牲を捧げた。その後自分たちが仮住まいしてい

た仮設住居に火を点け、人々が各人の穢れを清めるためにその火の上を飛び越えるように

                                                                                                                                                  
eam a Romulo conditam accepimus, Romamque in iugo cum esset luna natam esse dicebat nec eius 
fata canere dubitabat. 
21 Fest., Epit., p.248 L.: Pales dicebatur dea pastorum, cuius festa Palilia dicebantur; vel, ut alii volunt, 
dicta Parilia, quod pro partu pectoris eidem sacra fiebant.；
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Festus/p.htm 
22 Fest., Epit., p.273 L.: Parilibus Romulus Urbem condidit, quem diem festum praecipue habebant 
iuniores. 
23 ハリカルナッソスのディオニュシオス, I.88.3. 

命じた。その後ロムルスは雄牛と雌牛に鋤を引かせて、四角形の土地を得るために、周り

に溝を掘り、その溝を都市建設の壁の基本線とした。溝掘りを終えるとロムルスは溝掘り

に使った雄牛と雌牛を他の犠牲獣と共に犠牲に捧げ、それから人々を各人の仕事に就かせ

た。ローマ人はこの日をパリリア（Παρίλια）と呼んで、私（ハリカルナッソスのディオニ

ュシオス）の時代に至るまで盛大な祭りの一つとして祝っている。」そしてディオニュシオ

スは付け加える。「春の到来を告げるこの日に牧人たちは家畜が増えることを願って感謝の

犠牲を捧げる。しかしローマ人がこの日をいにしえの時代から喜びの日として祝い、それ

ゆえに都市の創立記念日として最もふさわしいと考えたのか、それとも、都市創立の記念

日として記憶されていたからローマ人はその日を聖別して、その日に牧人に繁栄を約束す

る神々を称えるのか、私にはよく分からない。」ディオニュシオスの記述において興味深い

のは、次節で述べるオウィディウスの後半部分（801－856 節）と同様に、明確にロムルス

の都市建設物語との関連が示されていることである。しかも、ディオニュシオス自身は、

牧人の祭りが先にあって後からそれが都市建設記念日とされたのか、都市建設記念日の記

憶が先にあり、それゆえにその日を選んで牧人の祭りをするようになったのか分からない、

と正直に述べている点が興味深い。これはオクタウィアヌスによる内乱の終結の頃（前 31
－28 年頃）にそれまで過ごしてきたであろうギリシアの地からローマに移住したディオニ

ュシオスの周辺にいた人々、つまり紀元前 1 世紀末の時代のローマの人々には、既にどち

らが先か分からなくなっていた、ということを示している。ディオニュシオスはローマに

来てから修辞学を教えながら名士と交わっており、そのような名士の中でも既に意見の一

致を得ることができなかったことが窺える。 
次のプルタルコスの記述24は、『英雄列伝』の「ロムルス伝」12 節である。要点は 12 節

の前半部分であるが、そこを概略すると、「都市の建設が 4 月 21 日に始められたというこ

とは一般に認められている。この日をローマ人は祭日にして祖国の誕生日と名付けている。

人の言う所では、初めは生き物を犠牲にせず、祖国に対して発生の名を担う祭日を清らか

で血の穢れのない日にして置くべきだと考えていた。しかもローマ人は建国以前から丁度

この日に牧畜の祭りをしていてそれをパリリア（Παρίλια）と呼んでいた。」ということにな

る。12 節の後半部分は、ローマの暦とギリシアの暦のずれ、ロムルスが都市を建設した日

には月蝕があり、それは紀元前 754 年のことだと計算できる、ウァッロの友人にはロムル

スの誕生日や都市の建設の日や時刻まで計算した人がいる、という話で、本稿の目的とは

逸れるので、議論は割愛する。プルタルコスでは、ローマ人は建国以前から 4 月 21 日にパ

リリアと呼ばれる牧畜の祭りを行っていた、という説のみを示していることが、ハリカル

ナッソスのディオニュシオスと比較すると興味深い。しかし、さらに興味をひくのはプル

タルコスが、ローマ人は当初は建国記念の日を血の穢れのない日にしておくべきだと考え

て動物犠牲を捧げてはいなかった、という点である。これに従うと、4 月 21 日が建国記念

の日に定められた後も、暫くの間は犠牲を捧げない祭日であった、即ち犠牲を捧げるよう

                                                  
24 プルタルコス『ロムルス伝』12, 1-2.  
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ア祭は第一に都市ローマが誕生した記念の日として認識され、それ以外の羊飼いの祭りと

いう要素は副次的であったという推測が可能である。 
有名なフェストゥス（CE.2C）の注釈にはパリリア祭について二箇所で言及されている。

p.248L 21では、「パレース」の項目で「パレースは牧人たちの女神で、その祭礼はパリリア

（Palilia）と呼ばれた。あるいはパリリア（Parilia）とも呼ばれたが、それは家畜の出産

のためにこの女神に犠牲を捧げたからである」とあり p.273L22では「パリリア」の項目で

「ロムルスはパリリア祭の日にこの都市（訳注：ローマ）を建設した。その日には主に若

者が中心となって祭儀を執り行う」とある。フェストゥスは言葉の語源について注釈を残

した文法学者であるので、彼の時代までの古来の説を全て取り入れた上でこの記述になっ

ていることは推測に難くない。ここでもパレース神の祭礼では最初のリが l か r かについ

て議論があることが示されている一方で、ローマ建設に関わる祭りは r だけを以て記載さ

れていることが注目に値する。これを見るに、パレース神の祭礼は元来ローマ建設とは関

係なく存在し、それが何時かの時点で（ロムルスの建国時であるか、それより後であるか

は判定し難いが）建国の記念に結びつけられたと考えられる。 
これ以降の記述は、今までに挙げたラテン作家の影響下にあると思われる記述ばかりな

ので、今度は同時代あるいはちょっと時代が下る時点のギリシアの作家を調べると、ハリ

カルナッソスのディオニュシオスとプルタルコスに興味深い記述がある。まずハリカルナ

ッソスのディオニュシオスであるが23、彼の記述は長いので全文を引用することは控えて要

点を書き出してみると、「ロムルスは都市建立に目処が立つと、この日を選んでまず日時の

吉凶を占い、吉兆が得られると、神々に犠牲を捧げた。その後自分たちが仮住まいしてい

た仮設住居に火を点け、人々が各人の穢れを清めるためにその火の上を飛び越えるように

                                                                                                                                                  
eam a Romulo conditam accepimus, Romamque in iugo cum esset luna natam esse dicebat nec eius 
fata canere dubitabat. 
21 Fest., Epit., p.248 L.: Pales dicebatur dea pastorum, cuius festa Palilia dicebantur; vel, ut alii volunt, 
dicta Parilia, quod pro partu pectoris eidem sacra fiebant.；
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Festus/p.htm 
22 Fest., Epit., p.273 L.: Parilibus Romulus Urbem condidit, quem diem festum praecipue habebant 
iuniores. 
23 ハリカルナッソスのディオニュシオス, I.88.3. 

命じた。その後ロムルスは雄牛と雌牛に鋤を引かせて、四角形の土地を得るために、周り

に溝を掘り、その溝を都市建設の壁の基本線とした。溝掘りを終えるとロムルスは溝掘り

に使った雄牛と雌牛を他の犠牲獣と共に犠牲に捧げ、それから人々を各人の仕事に就かせ

た。ローマ人はこの日をパリリア（Παρίλια）と呼んで、私（ハリカルナッソスのディオニ

ュシオス）の時代に至るまで盛大な祭りの一つとして祝っている。」そしてディオニュシオ

スは付け加える。「春の到来を告げるこの日に牧人たちは家畜が増えることを願って感謝の
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日として記憶されていたからローマ人はその日を聖別して、その日に牧人に繁栄を約束す

る神々を称えるのか、私にはよく分からない。」ディオニュシオスの記述において興味深い

のは、次節で述べるオウィディウスの後半部分（801－856 節）と同様に、明確にロムルス
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憶が先にあり、それゆえにその日を選んで牧人の祭りをするようになったのか分からない、

と正直に述べている点が興味深い。これはオクタウィアヌスによる内乱の終結の頃（前 31
－28 年頃）にそれまで過ごしてきたであろうギリシアの地からローマに移住したディオニ

ュシオスの周辺にいた人々、つまり紀元前 1 世紀末の時代のローマの人々には、既にどち

らが先か分からなくなっていた、ということを示している。ディオニュシオスはローマに

来てから修辞学を教えながら名士と交わっており、そのような名士の中でも既に意見の一

致を得ることができなかったことが窺える。 
次のプルタルコスの記述24は、『英雄列伝』の「ロムルス伝」12 節である。要点は 12 節

の前半部分であるが、そこを概略すると、「都市の建設が 4 月 21 日に始められたというこ

とは一般に認められている。この日をローマ人は祭日にして祖国の誕生日と名付けている。
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この日に牧畜の祭りをしていてそれをパリリア（Παρίλια）と呼んでいた。」ということにな

る。12 節の後半部分は、ローマの暦とギリシアの暦のずれ、ロムルスが都市を建設した日

には月蝕があり、それは紀元前 754 年のことだと計算できる、ウァッロの友人にはロムル

スの誕生日や都市の建設の日や時刻まで計算した人がいる、という話で、本稿の目的とは

逸れるので、議論は割愛する。プルタルコスでは、ローマ人は建国以前から 4 月 21 日にパ

リリアと呼ばれる牧畜の祭りを行っていた、という説のみを示していることが、ハリカル

ナッソスのディオニュシオスと比較すると興味深い。しかし、さらに興味をひくのはプル

タルコスが、ローマ人は当初は建国記念の日を血の穢れのない日にしておくべきだと考え

て動物犠牲を捧げてはいなかった、という点である。これに従うと、4 月 21 日が建国記念

の日に定められた後も、暫くの間は犠牲を捧げない祭日であった、即ち犠牲を捧げるよう

                                                  
24 プルタルコス『ロムルス伝』12, 1-2.  
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になったのは後代のことである、と読める。勿論プルタルコスは「人の言う所では」と述

べて、伝聞であることを明示しているが、これは少なくともプルタルコス（46/48－127 CE）

の生きた時代、即ち後 1 世紀後半から２世紀前半の時代には、パリリア及びローマの建国

に関してこのような見解が共有されていたことを示す。 
最後に、碑文に見られるパリリア祭の検討を行いたい。 プラエネステ碑文はローマの

東南にあるプラエネステ（現称のパレストリーナ）の古代フォルム（広場）を発掘した際

に発見された、青銅板に刻んだ暦である。  「パリリア、NP、 ・・・ 人々が火を飛

び越える ・・・ 牧人の年の始めに ・・・ それを持ち帰る」この碑文は、残存部分

に、二世紀の文法家クィンティリアヌスが「ウァッロ以降で最も博識なローマ人」と評し

たウェッリウス・フラックスの名前が見えることから、紀元後 8 年のアウグストゥスの暦

改革の際にそれを記念して奉献されたと考えられている。これはアウグストゥス時代の一

般の共通認識をよく表している点で重要な史料である。本碑文には該当箇所にも残念なが

ら欠落があるが、それでも残存部分から分かる重要なことは、パリリア祭の折に人々が火

を飛び越えることがあったこと、あるいはそれが当時実際に行われなくとも伝承にはあっ

たこと、パリリア祭は牧人の年の始めであったこと、人々が何かをどこかから持ち帰る行

為があったこと、である。ローマ建国譚に関しては触れられていないが、それは触れられ

ていなかったのか、触れられていたが欠損してしまったのか判じ難いゆえに、本論文では

検討に付さない。しかしキケロの時代より半世紀程後になるこの碑文の時代にも、パリリ

ア祭が元来牧人の祭りであったということはまだ一般の共通認識であったと推定すること

は許されるだろう。 
以上、オウィディウス以外の史料に現れるパリリア祭の記述を検討してきた。ここで、

第一節で敢えて触れずに残してきたオウィディウスのパリリア祭の描写に含まれる「焚火

を飛び越える」という第三の要素について検討し、第三節の考察への繋ぎとしたい。オウ

ィディウスはパリリア祭で行われるこの儀礼の所作の起源を語るにあたって、五つの説を

挙げている25。その中でオウィディウスが一番確かであろうと考えているのは最後の第五番

目の説であることが、彼の筆致から窺える26。第五の説はラレス神（高橋訳では「家の氏神」）

が農夫たちとともに、新しい都の基礎が築かれて、新都に居を移す際に、農夫たちがそれ

まで住んでいた仮設住居に火を放ち、その炎の間を人々も家畜も共に跳ねて越えて、新居

へと向かった、それがパリリア祭に伴う「焚火の上を飛び越える」という所作の起源とな

ったという解釈である。つまり、オウィディウスはここで「焚火を飛び越える」所作を、

新都建設の伝承に結び付けて考えている。それゆえ、オウィディウスが、この祭礼の記述

の最初の部分で、都市の儀礼においても、農村の儀礼においても、「焚火を飛び越える」所

作があったことを洩れなく記述したのは、それを新都建設の伝承に結びつけるための伏線

                                                  
25 Ovid, Fasti, IV. l.791-2; l.793-4; l.795-8; l.799-800; l.801-4. 
26 ibid. l.801-6 「しかし、まさかとは思いますが、 ・・・ という話のほうが真実に近いのでしょうか。

そうだとすると、ローマよ、このことは今日まであなたの誕生日に行われていることになります。」（高橋

訳） 

として記述したと考えられる。且つこれは筆者の個人的見解であるが、この「飛び越える」

という所作は、841－44 節で、「レムスが城壁の境界線を飛び越える」という場面のレムス

の動作をも暗示していると思われる。この所作によって、レムスは自分の身に死を招いた。

何かを飛び越えるという動作は「境界を侵犯する」という意味合いを持っている27。レムス

の場合は、双子の兄弟ロムルスが象徴的に築いて「神聖不可侵」と宣言した未来の城壁と

なるべき境界線を越えて侵犯したゆえに、死を招いたのであった。パリリア祭に伴う儀礼

に関しては、都市の儀礼も農村地帯の儀礼も、それからオウィディウスが最も確実だと示

している伝承においても、共に、人間と家畜が火の上を飛び越えることで、清められ、ま

たは未来への励ましを受け取っている。この場合レムスは飛び越えることによって続いて

直ぐに生じることになる死に向かい、未来のローマ市民とその家畜は飛び越えることによ

って未来の生へと向かっている。その点で、ベクトルは正反対であるが、しかし、どちら

も「飛び越える」という行為に意味があることは共通である。こうして、オウィディウス

が 801－806 節によって、パリリア祭の儀礼の話から、ロムルスによる建国神話に話を繋い

でいったように、本論考でも、ロムルスによる建国神話の検討に移りたい。 
 
第三節 パリリア祭とロムルス建国神話 
 
本節では、パリリア祭の日と想定されたローマ建国の記念への想起とそれに伴うロムル

スの建国神話の伝承について論じる。まず、手始めに古代末期の暦を見てみたい。紀元後

354 年の暦である Fasti Furii Filocali では、「パリリア祭」という名前すら放棄され、「都

市の誕生日」とだけ記されている。即ち紀元後４世紀には、元来パリリア祭に伴っていた

パレース神の儀礼は忘れられ、都の誕生日の要素だけが記憶に留められていた。このよう

に祭暦を比較すると、同じ祭日を祝っていても、時代の経過と共にその祝賀内容が変化し

ている例が認められることは興味深いが、それは何れ稿を改めて論じたい。 
オウィディウスの詩に戻って、807－856節を検討する。オウィディウスの記述によれば、

ロムルスとレムスが新しいローマを統治する権限を握った時に、二人のうちどちらが都市

を築く役を果たすかが問題となった。そこでロムルスは鳥占いで決めようと提案し、占い

の結果ロムルスが裁量権を握ることになった。そして来るパリリア祭の日に都市の定礎式

が行われることになった。その日、ロムルスは城壁の基礎を築く工事にケレルという名の

人物を任命して「この城壁を飛び越える者は誰でも直ちに処刑されるべし」という命令を

与えていた。オウィディウスによれば、この命令を知らなかったレムスは、築かれつつあ

ったまだ低い城壁を馬鹿にして、「このようなもので市民が安全でいられるのか」と嘲って、

城壁を飛び越えた。すかさずケレルはレムスをシャベルで撲殺した。兄弟の死を知ると、

ロムルスは自分の建てた城壁を飛び越える者はレムスのように敵と看做すと宣言するが、

その一方で、兄弟の葬儀の時には心から哀悼の涙を流した。 
                                                  
27 Fantham, E. (1998), p.250 
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25 Ovid, Fasti, IV. l.791-2; l.793-4; l.795-8; l.799-800; l.801-4. 
26 ibid. l.801-6 「しかし、まさかとは思いますが、 ・・・ という話のほうが真実に近いのでしょうか。
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27 Fantham, E. (1998), p.250 
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この粗筋を耳にした読者は伝承内容の真偽に疑念を覚えるであろう。エンニウス28やリウ

ィウス29の伝えるロムルスは、双子の兄弟レムスに直接手を下し、権力掌握のために兄弟殺

しを遂行する冷酷な指導者であった。そして、この「原初の兄弟殺し」というテーマは、

ホラティウスの詩30に見られるように、内乱期のローマにおいて、内乱の原因の一つとして

重要な意味を与えられていた。しかし、ワイズマンによれば31、兄弟殺し説は、各説の変形

版も含めて何通りも存在するロムルスとレムスの物語の一つに過ぎず、当時の社会におい

ては主流ではなかった可能性が高いとのことである。レムスに対するロムルスの「原初の

兄弟殺し」のテーマを他の版よりも重要視するのは現代の潮流であるが、それは古代の紀

元前一世紀の時代においては、当てはまらないのではないか、というのがワイズマンの見

解である。そして、筆者も、ある伝説のどの版が正しいか、という近代合理主義的な解釈

には執着せず、何通りもの版を並べて物語っても矛盾を感じないのが古代地中海世界であ

る、という認識に照らして検討すれば、ワイズマンの説は妥当であると思われる。従って

オウィディウスが我々の先入観とは異なる物語を語ることも、それが当時受け入れられて

いた解釈の一つであるとして承認する態度が肝要だと考える。 
それゆえ、オウィディウスの物語の考察に戻ると、オウィディウスの語りにおいては、

ロムルスは兄弟の死の責任を免除されているという点がまず指摘できる。ロムルスの命令

を受けてロムルスに報告することなく直ちにレムスを殺害したケレルという人物を挿入す

ることによって、オウィディウスの物語においては、レムス殺害の罪に関してはロムルス

は無実ということにされている。 
因みにリウィウス（前 59－後 17）は『ローマ建国史』において32、二つの説を以下の順

番で紹介している。一番目の説では、鳥占いの時点でレムスがアウェンティヌス丘におい

て六羽の鳥によって時間的には先に吉兆を得たが、その後にロムルスがパラティヌス丘に

おいて十二羽の鳥を見て量の多さからこれが吉兆だと考え、両陣営が共に自分たちの担ぐ

首領を王と歓呼したので、混乱が起り、レムスはその混乱の中で殺害された、となる。二

番目の説ではおなじみの兄弟殺しの話が登場し、レムスがロムルスの作った城壁を馬鹿に

しながら飛び越えた時に、ロムルスは怒って兄弟をその場で殺害した、となっている。リ

ウィウスは二番目の説を “vulgatior fama est”（より広く人口に膾炙しているのは以下の説

である）として紹介しており、彼はこの説を、より広く世に流布していた説として扱って

いることが窺える。この二番目の説によれば、レムス殺害の責任はロムルス一人にある。

リウィウスの『ローマ建国史』の最初の五巻は、作品中に記されている年代から、紀元前

                                                  
28 Ennius, Annales, 1,102-3. 
29 Livius, 1.7.2. 
30 Horatius, Epode (『エポドン』) 7, l.17-20. ホラティウスに関しては、ユダヤ人の友人がいたことが

詩作品から窺える（Stern, M. (1974) Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, vol.1, p.323f.）が、

彼がユダヤ人との交際の中で旧約聖書の「カインとアベル」の話を知って応用した可能性は低い。ホラテ

ィウス自身がユダヤ人あるいは東方の出自である可能性も否定されている（Safrai, S. & Stern, M. ed. 
(1987) The Jewish People in the first century, vol.2, p.1146.）。 
31 Wiseman, T.P. (1995) Remus, p.10-11. 
32 Livius, 1.7.2. 

27－25 年の間に執筆が完了し、公刊されたと考えられている33ので、第一巻は少なくとも、

オウィディウスが『祭暦』を執筆した紀元 8 年前後より三十年以上前に公刊されているは

ずである。 
このようにアウグストゥス帝に仕えて、孫の教育を任される程、帝室に近いところにい

ても、共和政を懐古する姿勢を生涯貫いたリウィウスは、アウグストゥスの治世のごく初

期にレムスの殺害責任をロムルスに帰す言説を併記することを憚らなかった。それに対し

て、アウグストゥス帝の宮廷の寵児であり、アウグストゥス帝の四十年以上にわたる治世

の晩年に上記作品を著したオウィディウスがレムス殺害の責任をロムルスに負わせないよ

うに叙述しているわけである。この背景には、両者に政治的意図があったと考えられる。

つまり、アウグストゥスを建国の祖ロムルスに重ね合わせて称える当時の風潮においては、

ロムルスを語ることは即ちアウグストゥスに対する姿勢を示すことになっていた。それゆ

え、両者の語り口の違いは、政治的姿勢の違いを表すものであった。 
エレーヌ・ファンサムは『祭暦』第四巻の注釈書において、837－56 節に関して以下の

ような見解を述べている34。つまり、近年の学者たちはオウィディウスがレムスの死をケレ

ルの早とちりによる悲劇的な死と捉え、ロムルスを自制心の利く人物として描く態度に着

目し、それ以前の第二巻でオウィディウスがロムルスとアウグストゥスを対比して、ロム

ルスを（兄弟殺しも暗示しつつ）貶斥して、対照的にアウグストゥスを持ち上げて褒め称

えていることと矛盾するために、以前けなしたロムルスを今度は悲劇の人物として敢えて

持ち上げるという描き方を取ったか、あるいは故意に第二巻との矛盾に気づかないふりを

していると考察してきた。しかし、H. J. Kraemer は、オウィディウスは『変身物語』にお

いてパエトンやプロクリスやヒュアキントスといった自分を愛している者から不本意に殺

されてしまう人物を、悲劇的に、エレゲイア風の情念（pathos）を籠めて描いたのと同じ

筆致で、レムスを描いているに過ぎない、と指摘している。その理由としてファンサムは、

以下のような理由を考察している。つまり、ロムルスが定礎式の日に築いた最初の壁が低

かったのは、壁を築く行為が儀礼的かつ象徴的な行為だったからであって、その低い城壁

でもって本当に敵を防御できると思っていたわけではなかった。ただ、その象徴的に築い

た低い壁であろうとも、それを飛び越えるという行為があれば、それは壁の築造に込めた

敵の防御という呪術的行為を無にする破壊的行為であり、そういう象徴的な破壊行為は罰

なしに看過されてはならない、という暗黙の合意があった。それはロムルス陣営のみなら

ず、当時の人々の間では当然の前提であった。そしてそのような状況下で、もし本当にレ

ムスが一人でそういう暴言を吐いて壁を飛び越えたのなら、そのような約束事を知りなが

ら侵犯したレムスは愚者だったということになってしまう。そこで、実際のところは、リ

ウィウスの一番目の説が示しているように、ロムルス陣営に対して、レムス陣営の側から

の攻撃行為が生じ、その混乱の中で挑発者側の首領であったレムスが死亡した。そのこと

                                                  
33 Livius, 1.19.3. 他。Foster, B.O. (1919) trans. LCL. Book 1, p.69. n.1. 
34 Fantham, E. (1998), p.248-250 
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33 Livius, 1.19.3. 他。Foster, B.O. (1919) trans. LCL. Book 1, p.69. n.1. 
34 Fantham, E. (1998), p.248-250 
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により、ロムルス陣営が勝利を得たという事態だったのであろう。しかしオウィディウス

は歴史家ではなく詩人なのであるから、その解釈には全く触れずに、（他の箇所はいざ知ら

ず）この箇所では、パエトンやヒュアキントス級の悲劇の人物としてレムスを提示して見

せたのだ、というのがファンサムの結論となる。 
文学的観点からの解釈としては、ファンサムの説は極めて興味深い。しかし、それはオ

ウィディウスが政治的意図を全く持たずに、あるいは世の風潮などお構いなしに、専ら美

学的観点からこのような描き方を決断をしたのだ、という解釈を示すものではないと筆者

は考える。つまり、アウグストゥスをロムルスに重ねて眺めるという時代の風潮が、オウ

ィディウスが本作のようなレムスの死の描き方をしたことに影響したであろうという関連

は多分に考えられることである。 
それにはこの件について同時代の作家の扱いをも見ておく必要がある。アウグストゥス

をロムルスに重ねて見ることは、オウィディウスの時代に始まったわけではない。カッシ

ウス・ディオの『ローマ史』の第 46 巻を例に挙げると、そこには、アウグストゥスは紀元

前 43 年、マルスの野において六羽の鳥を目にし、執政官選挙の当日には兵士たちに十二羽

の鳥を見たと告げた、という記事がある。カッシウスの記述においては、ここでアウグス

トゥスが、ロムルスがローマ市の定礎式の日に十二羽の鳥を見たという伝承を踏まえて語

っていることは明らかである。他にも例は多くあるが、この一例をとってみても、アウグ

ストゥスは「プリンケプス（市民の第一人者）」として自らの権威を打ち立てるにあたって、

都市の建設者ロムルスを熱心に模倣したことがわかる。しかし、ロムルスに付随する兄弟

殺しの逸話は新時代の指導者たるアウグストゥスには相応しくないと考えられた。そこで、

アウグストゥス時代の作家たちは大勢としてロムルスを兄弟殺しの嫌疑から免れさせよう

としたのであった。 
そのことは、オウィディウスのみならず、リウィウスやハリカルナッソスのディオニュ

シオスのロムルス伝説の語り口を見ても明白である。ディオニュシオスは、オウィディウ

スと全く同じ語り口で語っている35。リウィウスに関しては、前記と同じ箇所（1.7.2）にな

るが、ここで改めて検討してみたい。リウィウスは二つの説を並べて紹介しているが、ロ

ムルスの兄弟殺しの説は、「俗説であるが」と断って二番目に紹介しており、一番目に何の

断りなしに記しているのが、両陣営の混乱の中でレムスが殺害されたというロムルス無実

説である。 
このようにリウィウスは、両説を併記する形で、ロムルス無実説とロムルス下手人説と

の両方を伝えている。リウィウスの場合、他の箇所でも、幾つかの説を紹介した後に、彼

なりの根拠を添えて自説を提示することが多い。それゆえ当該個所では、リウィウスは最

初にロムルス無実説を掲げてはいるものの、間接的にはロムルス有責説を採っていると見

てよい。一方オウィディウスも祭りの起源などを語る場合に、幾つもの説を挙げて説明す

ることが多いが、自分が正しいと思う説を示すこともあれば、示さないでただ複数の説を

                                                  
35 ハリカルナッソスのディオニュシオス, I.86-7. 

羅列して記述を終えることもある。しかし、複数の説を挙げることを厭わないオウィディ

ウスが、このレムス殺害の件に関しては、唯一通りのロムルス無実説に則った解釈しか表

明せず、他の説の存在すら提示していないことは、他の祭りの起源の場合の複数説を羅列

する態度と比べて興味を惹かれる。勿論、ファンサムが採用しているクレーマーの説のよ

うに、抒情詩（エレゲイア）としてはそのスタイルで述べるのが相応しかったから、とい

う説明を当てはめることも可能であるが、しかし、ここにはオウィディウスの中に＜敢え

てロムルス下手人説を隠蔽する詩人＞という姿を読み込んでもよいのではないか、そして、

それはアウグストゥスをロムルスに重ね合わせて眺める傾向の顕著なアウグストゥス帝の

治世の晩成期においては特に必要とされていたことだったのではないかと考えられる。そ

うすると、前時代の著作家たちは、必ずしもパリリア祭をロムルス建国神話と結び付けて

いなかったのに対して、オウィディウスは、パリリア祭をロムルスと結び付けて論じる必

要性を持っており、しかもそのロムルスは、この場面ではアウグストゥスと重ね合わせる

ために、無実の姿でのみ描かれる必要があった、と言えるのではないだろうか。 
ファンサムが前述の注記箇所36で挙げている Harries や Barchiesi といった研究者は、ロ

ムルスをアウグストゥスと対置して貶めて描いている箇所（2 巻 133－4 節）があり、本箇

所との矛盾を生じると指摘している。それに関しては、アウグストゥスを持ちあげるため

にロムルスを貶めて描く必要がある時にはそうしている、と考えるのでよいのではないか

と思われる。 
そこで、参考までに、オウィディウスが都市の建設者としてのロムルスをアウグストゥ

スに重ね合わせ、あるいは対比してどのように描いているか、『祭暦』に描かれている１－

６月までの祭りの中で振り返ってみたい。『祭暦』の中でオウィディウスがロムルスの建国

神話に触れている文脈は八か所ある。第一巻の序文、第二巻の 2 月 15 日のルペルカリア祭、

2 月 17 日のクィリナリア祭、第三巻の三月の名前の起源、3 月 1 日のマルス祭、第四巻の

4 月 21 日のパリリア祭、第五巻の 5 月 1 日のラレス祭、5 月 9 日のレムリア祭である。序

文と月の起源を説く例は除外すると、パリリア祭の他に、ロムルス建国神話と関連付けて

述べられているのは五つの祭日である。 
序文では、ロムルスが一年を３月から１２月までの十カ月と定め、その十カ月間だけ暦

を定めたことが記される。 
ルペルカリア祭では、オウィディウスはロムルスについて三つの物語を語る。一番目に、

二団に分かれたルペルカルの祭司たちによる徒競走の起源については、ロムルスとレムス

がまだ羊飼いであった頃に、各人がそれぞれ率いていた若者たちの集団が別々に牛泥棒を

捕まえに走り、レムスの率いる集団が牛を上手く取り返した故事がその起源であったと述

べられる。この競争は何気なく語られるが、これが後の一方の死によって終る双子の闘争

の伏線になっていることは間違いないだろう。 
二番目に、双子の母の叔父の命令によってテベレ川に遺棄された双子が奇跡的に岸に流
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により、ロムルス陣営が勝利を得たという事態だったのであろう。しかしオウィディウス
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二団に分かれたルペルカルの祭司たちによる徒競走の起源については、ロムルスとレムス
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れ着いて牝狼（Lupa）によって養われた場所がルペルカリア祭を挙行する場所ルペルカル

となったという伝承が、祭りが行われる土地の起源と関連付けて述べられる。 
三番目に、貴族の子弟からなる若いルペルカル祭司たちが裸で駆け回りながら、女性の

多産を願って、出会う女性たちを鞭打つ儀礼が、ロムルスの治世の最初期にサビーニ人か

ら略奪した女性たちが、ローマ人たちとの間に子供を産まなかったという伝承と関連付け

て述べられる。因みに、ユリウス・カエサルが、マルクス・アントニウスとその一味から

王の歓呼を受けて王冠を捧げられ、まばらな拍手を受けたが、王冠を押し戻すと盛大な拍

手を観衆から受けた、しかもこれが三度繰り返して三度ともそうであった、という出来事

が起きたと伝えられるのもこのルペルカリア祭の日である。この故事から、ルペルカリア

祭とロムルスの建国神話との密接な関連が窺える。 
クィリナリア祭の記述において、オウィディウスは、ロムルスが父神マルスによって天

に上げられたのであり、元老院議員たちによって暗殺されたのではないと述べる。リウィ

ウスがロムルスの最期を述べた箇所で37、前回同様にこのロムルス昇天説とロムルス暗殺説

とを併記していることを考えると、ここでもオウィディウスが敢えてロムルス昇天説だけ

を採用していることが看取できる。この場合、もしも元老院による暗殺説を採用するなら、

それは何に対しての復讐かということを考える脈絡が生じ、それはレムスの死に対する復

讐であったことを肯定することに繋がり、即ち、ロムルス下手人説を補強することになっ

てしまうからである。 
三月に関しては、月の名前がロムルスの父マルスに関するものであることが述べられた

後に、3 月 1 日のマルス祭の記述が始まる。オウィディウスはこの日が、ロムルスが女性が

いないローマ人集団のために、サビーニ人の娘たちを略奪した結果、ロムルス率いるロー

マ人とサビーニ人たちとの間に戦争が起った日であるとする。 
パリリア祭は先に本節で論じているので、それはここでは措いて 5 月 1 日のラレス祭に

目を向ける。ここではロムルスの役割はそれほど重要ではない。ラレス祭と同日に行われ

るボナ・デア女神の祭りの場所はアウェンティヌス丘にあり、レムスはそこで鳥占いをし

て空しい結果を得たが、ロムルスはパラティヌス丘で吉兆を得たという、鳥占い伝承が繰

り返されるだけである。 
ロムルスとレムスの物語と関連付けられている最後の事例は 5 月 9 日のレムリア祭であ

る。以前に拙稿38でレムリア祭について触れたが、ここではレムスとの関わりで再度考察し

たい。オウィディウスはレムリアの語源をレムスであるとし、それはこの日に亡きレムス

が、養父母の夢に現れて、この日に彼の死を記念して慰霊の祭儀を執り行ってくれと頼ん

だからであると語る。ここで Lemuria と Remus は L と R の違いがあるが、オウィデ

ィウスはそれを長い間に音が変わってしまったと述べて、レムリアはレムスが起源だと述

べようとする。ここでも、レムスはパリリア祭の記事で下手人とされたケレルを恨む言葉

                                                  
37 Livius, 1.16.1-8. 
38 小堀馨子「古代ローマにおける死者祭祀－レムリア(Lemuria)祭考」東京大学宗教学年報 (28), 2010
年、55-66 頁 

を述べるが、兄弟ロムルスに対しては免責の言葉を語る。そして、兄も弟の言う通りに祭

儀を執り行う。この場でも一貫して描かれているのはロムルス無実説である。 
このロムルスに触れた計八箇所を通して眺めると、レムスや建国神話に話が及ぶ際に、

オウィディウスの態度は一貫してロムルス無実説であることが窺える。彼はロムルスを輝

かしい指導者として描き、レムスの死に対するロムルスの責任をなるべく減殺しようとし

ている。このようなロムルス像の提示は、時代の要請、特にオウィディウスが『祭暦』を

記した時代の要請にこたえるものであったことは上記の考察からほぼ明らかである。オウ

ィディウスが『祭暦』を記した際に存在していたアウグストゥス帝との間の緊張関係につ

いては、多く述べることは控えるが、同時代の著作家の筆致と比較し、また美術史の上か

らも確認されているアウグストゥス帝賛美の風潮を考え合わせると、彼の筆は、細部で多

少の異同はあっても、総合的には時代の要請に合ったものであったと言えるであろう。つ

まり、オウィディウスの描くロムルス像は、当時の人々が安んじて共有し得るロムルス像

であったと言ってよいと思われる。 
 
結論 
 
ローマ宗教を理解するに当たって、ローマの祭日はただ雑然と雑多な神々の祭礼を並べ

たものではないという考察の前提を第一節で述べた。第一節の検討を通して、パリリア祭

は十月のエクウス・オクトーベル及び 4 月 15 日のフォルディキディア祭と意味的に連関を

成しているものであることがわかった。 
一方、パリリア祭とローマ市の創建記念日との連関に関しては、第二節でオウィディウ

スのみならず、他の作家の記述を検討したところ、必ずしも全ての作家がパリリア祭と都

市の創建記念日とを関連付けているわけではないことがわかった。そこから、この二者を

結びつける動きは然るべき一種の必要から後代に生じたものであることが窺える。しかし、

最古の史料は紀元前一世紀であるので、この連関が紀元前一世紀に生じたのか、それとも

それ以前に既に生じていたのかは不明である。 
従来、神話と儀礼とは一対の要素として考えられてきた。ローマの場合、通説としてロ

ーマ固有の神話なるものは存在せず、歴史記述のみがあり、神話はギリシアからの借り物

であるという考えが強かった。しかし、第三節の分析を通して、ロムルスの建国譚は歴史

記述の名を借りているものの、ローマ神話と考えることができる。そしてロムルス建国神

話は、パリリア祭という祭儀を通して、儀礼を通して語られる神話として機能していた。

全ての儀礼に固有の神話がある訳ではないが、例えば、別稿で論じたパレンタリア祭やレ

ムリア祭、及び二月の中旬に行われるルペルカリア祭においても、オウィディウスの『祭

暦』においてはロムルス建国譚と絡めて語られている。これはオウィディウスだけが記し

ているのではなく、他の作家にも同じ言説が看られるところから、オウィディウスの創作

ではなく、時代的にそのような結び付けが行われていたこと、及びそのような見解への時
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れ着いて牝狼（Lupa）によって養われた場所がルペルカリア祭を挙行する場所ルペルカル

となったという伝承が、祭りが行われる土地の起源と関連付けて述べられる。 
三番目に、貴族の子弟からなる若いルペルカル祭司たちが裸で駆け回りながら、女性の

多産を願って、出会う女性たちを鞭打つ儀礼が、ロムルスの治世の最初期にサビーニ人か

ら略奪した女性たちが、ローマ人たちとの間に子供を産まなかったという伝承と関連付け

て述べられる。因みに、ユリウス・カエサルが、マルクス・アントニウスとその一味から

王の歓呼を受けて王冠を捧げられ、まばらな拍手を受けたが、王冠を押し戻すと盛大な拍

手を観衆から受けた、しかもこれが三度繰り返して三度ともそうであった、という出来事

が起きたと伝えられるのもこのルペルカリア祭の日である。この故事から、ルペルカリア

祭とロムルスの建国神話との密接な関連が窺える。 
クィリナリア祭の記述において、オウィディウスは、ロムルスが父神マルスによって天

に上げられたのであり、元老院議員たちによって暗殺されたのではないと述べる。リウィ

ウスがロムルスの最期を述べた箇所で37、前回同様にこのロムルス昇天説とロムルス暗殺説

とを併記していることを考えると、ここでもオウィディウスが敢えてロムルス昇天説だけ

を採用していることが看取できる。この場合、もしも元老院による暗殺説を採用するなら、

それは何に対しての復讐かということを考える脈絡が生じ、それはレムスの死に対する復

讐であったことを肯定することに繋がり、即ち、ロムルス下手人説を補強することになっ

てしまうからである。 
三月に関しては、月の名前がロムルスの父マルスに関するものであることが述べられた

後に、3 月 1 日のマルス祭の記述が始まる。オウィディウスはこの日が、ロムルスが女性が

いないローマ人集団のために、サビーニ人の娘たちを略奪した結果、ロムルス率いるロー

マ人とサビーニ人たちとの間に戦争が起った日であるとする。 
パリリア祭は先に本節で論じているので、それはここでは措いて 5 月 1 日のラレス祭に

目を向ける。ここではロムルスの役割はそれほど重要ではない。ラレス祭と同日に行われ

るボナ・デア女神の祭りの場所はアウェンティヌス丘にあり、レムスはそこで鳥占いをし

て空しい結果を得たが、ロムルスはパラティヌス丘で吉兆を得たという、鳥占い伝承が繰

り返されるだけである。 
ロムルスとレムスの物語と関連付けられている最後の事例は 5 月 9 日のレムリア祭であ

る。以前に拙稿38でレムリア祭について触れたが、ここではレムスとの関わりで再度考察し

たい。オウィディウスはレムリアの語源をレムスであるとし、それはこの日に亡きレムス

が、養父母の夢に現れて、この日に彼の死を記念して慰霊の祭儀を執り行ってくれと頼ん

だからであると語る。ここで Lemuria と Remus は L と R の違いがあるが、オウィデ

ィウスはそれを長い間に音が変わってしまったと述べて、レムリアはレムスが起源だと述

べようとする。ここでも、レムスはパリリア祭の記事で下手人とされたケレルを恨む言葉

                                                  
37 Livius, 1.16.1-8. 
38 小堀馨子「古代ローマにおける死者祭祀－レムリア(Lemuria)祭考」東京大学宗教学年報 (28), 2010
年、55-66 頁 

を述べるが、兄弟ロムルスに対しては免責の言葉を語る。そして、兄も弟の言う通りに祭

儀を執り行う。この場でも一貫して描かれているのはロムルス無実説である。 
このロムルスに触れた計八箇所を通して眺めると、レムスや建国神話に話が及ぶ際に、

オウィディウスの態度は一貫してロムルス無実説であることが窺える。彼はロムルスを輝

かしい指導者として描き、レムスの死に対するロムルスの責任をなるべく減殺しようとし

ている。このようなロムルス像の提示は、時代の要請、特にオウィディウスが『祭暦』を

記した時代の要請にこたえるものであったことは上記の考察からほぼ明らかである。オウ

ィディウスが『祭暦』を記した際に存在していたアウグストゥス帝との間の緊張関係につ

いては、多く述べることは控えるが、同時代の著作家の筆致と比較し、また美術史の上か

らも確認されているアウグストゥス帝賛美の風潮を考え合わせると、彼の筆は、細部で多

少の異同はあっても、総合的には時代の要請に合ったものであったと言えるであろう。つ

まり、オウィディウスの描くロムルス像は、当時の人々が安んじて共有し得るロムルス像

であったと言ってよいと思われる。 
 
結論 
 
ローマ宗教を理解するに当たって、ローマの祭日はただ雑然と雑多な神々の祭礼を並べ

たものではないという考察の前提を第一節で述べた。第一節の検討を通して、パリリア祭

は十月のエクウス・オクトーベル及び 4 月 15 日のフォルディキディア祭と意味的に連関を

成しているものであることがわかった。 
一方、パリリア祭とローマ市の創建記念日との連関に関しては、第二節でオウィディウ

スのみならず、他の作家の記述を検討したところ、必ずしも全ての作家がパリリア祭と都

市の創建記念日とを関連付けているわけではないことがわかった。そこから、この二者を

結びつける動きは然るべき一種の必要から後代に生じたものであることが窺える。しかし、

最古の史料は紀元前一世紀であるので、この連関が紀元前一世紀に生じたのか、それとも

それ以前に既に生じていたのかは不明である。 
従来、神話と儀礼とは一対の要素として考えられてきた。ローマの場合、通説としてロ

ーマ固有の神話なるものは存在せず、歴史記述のみがあり、神話はギリシアからの借り物

であるという考えが強かった。しかし、第三節の分析を通して、ロムルスの建国譚は歴史

記述の名を借りているものの、ローマ神話と考えることができる。そしてロムルス建国神

話は、パリリア祭という祭儀を通して、儀礼を通して語られる神話として機能していた。

全ての儀礼に固有の神話がある訳ではないが、例えば、別稿で論じたパレンタリア祭やレ

ムリア祭、及び二月の中旬に行われるルペルカリア祭においても、オウィディウスの『祭

暦』においてはロムルス建国譚と絡めて語られている。これはオウィディウスだけが記し

ているのではなく、他の作家にも同じ言説が看られるところから、オウィディウスの創作

ではなく、時代的にそのような結び付けが行われていたこと、及びそのような見解への時
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代の要求があったことが看取できる。 
それゆえ、この結び付けが生じたのが、共和政末期からアウグストゥス時代にかけてで

あったという推測は成り立ち、それ以前のいつの時代に生じたか、あるいは生じていなか

ったかを論じるのは難しいとしても、ローマの祭礼は神話と結びついていたこと、そして

さらに祭礼同士も有機的な連関を保持していたことを結論としたい。 
このような有機的な連関を見出せる祭礼の組み合わせが、この他に幾つあるのか、また

それらは建国神話を含めたローマの神話とどのように関わっているのかは、今後の課題で

ある。 
 

（こぼり・けいこ 成城大学非常勤講師） 

『イリアス』に見られる色彩表現の一考察  

－ foi=nic が象徴するもの1 － 

 

西塔由貴子 

 
I. はじめに―虹色は七色…? 

 

Fragment 32 

h3n t 0  ]Irin kale/ousi, ne/foj kai_ tou=to pe/fuke, 

porfu/reon kai_ foini/keon kai_ xlwro_n i0de/sqai.     

 

And she whom they call Iris, this too is by nature a cloud, 

Purple, red and greenish-yellow to behold.2 

 

クセノファネスの Fragment 32 によると、虹は、紫（porfu/reoj）、赤（foini/keoj）、そして

黄緑（xlwro/j）の三色である3。日本では「七色の虹」と一般的に言われるが、実際どうだ

ろうか。虹の色に限らず、一般的な色に関する研究は、ゲーテの色彩論やニュートンの光

学が良く知られているが、何色と認識するかは、科学的な根拠にだけ基づくものではなく、

文化の問題も含めて考えるべきである。我々は日常生活の中で、常に「色」を認識する。

そしてその「色」は我々の日々の判断を大きく左右している。実は「色」は芸術の分野に

限らず、社会的観点から考慮しても非常に重要な役割を果たしているのだ4。従って、「色」

に焦点をあてた考察は、多角的な視点を結びつけ、古代〜現代と、我々の心理深層を理解

することにもつながる。何色とするかを一般化するのは非常に難しく、特に古典の場合に

は、むしろ、各作品の中で、「作者がその言葉をどのように表現しているか」を主体的な問

題として捉え、そこから、作者の物語構成の意図も踏まえながら、その言葉を何（色）と

認識しているか、を考察していかなくてはならない。 

                                             
1 本稿は、2013 年 2 月 16 日大阪大学にて開催された第 8 回ギリシア・ローマ神話学研究会（第 3 回文学

研究科共同研究共催）にて発表させて頂いた内容を修正したものである。発表に際し、多くの貴重なご意

見を頂いた。この場を借りて感謝申し上げたい。 
2 J. H. Lesher, Xenophanes of Colophon: Fragments: text and translation with a commentary, Toronto, 1992, pp. 
136f. 
3 クセノファネスのこの虹の記述についても、多くの研究者が言及している。例えば、A. Kober, “Some 
Remarks on Color in Greek Poetry,” CW, 1934, p. 191 (for the purer reds and oranges); D. Young, “The Greek’s 
Colour Sense,” Review of the Society for Hellenic Travel 4, 1964, p. 43; E. Irwin, E., Colour Terms in Greek Poetry, 
Toronto, 1974, p. 10 and 76; B. Moonwomon, “Color Categorization in Early Greek,” JIES 22, 1994, p. 55 等。  
4 Bradley による、古代ローマにおける「色」の意味とその社会的役割を論じた研究は的を射ていて参考に

なる；M. Bradley, Colour and Meaning in Ancient Rome, Cambridge, 2009. 
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