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リュカイオン山のゼウス神域
さけ しま きょう へい

酒 嶋 恭 平 (京都大学大学院)

下部神域の遺構

リュカ イオン山は、ペロポネソス半島中央部

に位置する。標高は 1，421m。標高 2，407mを

誇るタイゲ トス山を筆頭に、2，000m級の山々

が聾える半島においては、 「地味な」山といっ

てよいかもしれない。だが2つある山頂のうち、

南側に位置するゼウス・リュカイオスの神域は

すこぶる興味深い。ここは、ゼウスに捧げられ

るリュカイア祭の競技会が知られているほか

(この競技会は 1973年に再興され、現在でも 4

年ごとに開催されている)、アルカデイア連邦

の主要な神域の一つでもあり 、さらに人身御供

が行われていたと伝えられている。

2006年からペンシルパニア大学とオハイオ

大学が共同して 100年ぶりに本格的な発掘調

査を行った。5年間に及ぶ調査の成果は 2014

年から 15年にかけて Hesperia誌上に発表さ れ、

この知見を基に昨年の9月、周藤芳幸、佐藤昇

両先生がペロポネソス半島踏査の一環として当

地を訪れた。私は、京都大学大学院の小山田真

帆さんと先生方に同行し、当地を実見する機会



を得た。またとない貴重な機会であり、発掘以

来日本から当地を訪れた研究者はまだあまりい

ないだろうということで、この度この遺跡を紹

介する次第である。

メッセニア県都であるカラマタを出発し、北

に向かつて車で 1時間半ほどの場所に、このゼ

ウス・リュカイオスの神域はある。本神域は下

部と上部に分かれており、両者は直線距離にし

て600mほどの距離だが、 200mもの高低差か

ら、上部神域がある丘は急な斜面になっている。

今回の踏査では、まず下部神域を訪れ、ヒッポ

ドロム、座席、通路といった競技会用の建築物

を中心に実見した後、祭壇のある上部神域に移

動した。

下部神域は標高 1，182mに位置し、斜面の緩

やかな比較的聞けた場所にある。リュカイオン

山の砂利道を進むと出会うこの場所には、競技

会に用いられた建築物が残されている。それら

はだいたい前 4世紀中葉、アルカデイア同盟

の中心地であるメガロポリスの建設(前 368/7

年)と同時期に造られたものと考えられている

が、遺跡自体は前 7世紀からピザンツ後期まで

使用されていたとのこと。

下部神域の北は平地になっている。この砂利

の下には古代ギリシア世界においては唯一実

見・実寸ができるという、貴重なヒッポドロム

がある。とはいえ、現在ではすべて埋まってし

まっており、建築物の断片と、ヒッポドロムの

範囲内にあるスタデイオンのスタートラインの

敷石程度しか遺物をみることはできない。神域

の北東端、ヒッポドロムから 40mほど離れた

ところには浴場の遺構がある。貯水施設の北と

西の壁がしっかりと残っているようだが、神域

全体が存外に広かったため、実見できなかった。

現在みることのできる遺構の多くは、ヒッポ

ドロムの反対方向、上部神域のある南西の方角

にある。そちらへ進んで最初に出会うのが、比

較的残存状態の良い、 40m ほどの石造りの座

席である。この座席は、一見したところヒッポ

ドロムの観戦席かと思ってしまうが(そして実

際以前の調査ではそう認識されていたらしい)、

座席の前で行われる競技か行列を観るためのも

のと考えられている。たしかに座部は北西を向

いていて、ここに座ってもヒッポドロムは横目

上部神殿の遺構

つ白



にしか見えないだろう 。なお、座席の裏を少し

登るとストアがあるが、基礎部の遺構くらいし

か残っていない。

座席の前方には、南北に延びる 2列の石積み

が、比較的しっかりと残っている。ヒッポドロ

ムの方に向かつて延びていることから、選手が

通る通路だ、ったと考えられている。遺物の状況

から、前 3世紀以降はゴミ捨て場として用いら

れていたらしい。競技会は前 3世紀になってメ

ガロポリスに移されたということだが、それと

関係があるのかもしれない。通路の南西には、

神域と競技会を管理・運営するための建築物が

隣接しているが、あまり遺構は残っていない。

この建物の裏側を 20m ほとご行った場所、下部

神域の南西端には泉場の遺構がある。現在では

泉は枯れているようだが、かつては下部神域全

体に水を送る重要な供給源であった。椅麗に

残っている遺構は、前の発掘以来ほぽ完全に埋

没していたのを新たに掘り返したものである。

一方上部神域は、標高 1，382mにある南側の

頂点とその周辺にある。頂点にはゼウス・リュ

カイオスへの犠牲として動物を焼いた灰が堆積

している。こうした祭壇としては、ミュケナイ

時代に山頂に形成され、発見されたものでは、

最初の事例らしい。発掘された陶器から、ミュ

ケナイ時代から前 4世紀頃まで宗教儀礼が継続

して行われていたことがわかっている。現在で

は十字のような形でトレンチの一部が残されて

おり、発掘時の状況を窺うことができる。

2016年8月、私たちが訪れる少し前に、こ

<学会参加記>

こから 10代の若者の人骨が発見された。頭蓋

骨の大半を失っていたこの人骨は、岩に掘っ

た窪みに埋葬されていたという 。副葬品から

前 11世紀に埋葬されたものと推測されている。

人身御供実在の証拠と考える研究者もいるが、

目下調査中とのことである。

なお、下部神域からここに至る古代のルー ト

はまだはっきりとわかっていなし、。現代に造ら

れたらしい緩やかな砂利道が作られていて、車

も通ることができるほど道幅がとられている。

歩きやすいが、山の周囲をなぞる ように緩やか

な道になっているため、徒歩で 1時間ほどかか

る。当日は時間短縮のため、上部神域に対して

直角に、丘の斜面を進むことにした。こちらか

らだと 30分で着くが、急、な斜面に加え、放牧

されているヤギの 「遺物」が大量に転がってい

たために、登山はなかなか困難であった。

パウサニアスによれば、この上部神域から、

ベロポネソス半島の大部分が見渡せるとのこと

(Paus. 8.38.7)。当 日は需がかかっていて、遠

くまではっきりと見渡すことはできなかった

が、青々とした美しい山々の影を認めることが

できた。遺跡から見える風景は、遺跡の写真や

調査報告書からではあまり知ることができな

い。遺跡を実見する上での醍醐味の一つであろ

う。リュカイオン山の神域は、遺跡自体の面白

さもさることながら、景色がたいへん素晴らし

い。ギリシアにお越しの際は、ぜひ足を運んで、

はいかがだろう 。

サンクトベテルブルク国際学会参加記

大奇 哲 (日本学術振興会 PD)

このたび 『かいほう 』編集部より、 2016年

9月9日から 11日にかけてロシア ・サンクト

ベテルブルク市、 StateUniversity of Aerospace 

lnstrumentationで開催された、第 10回アジア・

環太平洋初期キリスト教学会 (Asia-Pacific

Early Christian Studies Society 10th Annual 

Conference)への参加記を掲載する機会を得た。

APECSSと略称する主催学会は、日本、オース

トラリアの初期キリスト教、教父学研究者を中

心に始まった学術交流がその参加者、開催範囲
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て扉を開けるアフロディーテJ(第二様式)の

二つの円形窓である。その名の通り、神殿正

面の中央、わずかに聞いた鋲飾り付扉から、

アフロデイーテと赤子エロスが顔をのぞかせ

た壁画では、柱や扉装飾は黄褐色、壁や扉は

赤茶、 二本の柱の外側上方にある二つの正円

は水色で彩色されている。正円の両側には黄

褐色の扉が観音聞きになっている。ラピス・

スペクラリウスの蔽った円形窓と目されるの

は、この水色の正円部分である

二点目は、ホ。ンペイの 「ラピリントスの家」、

温浴室(第三様式)の南壁上部に、シンメト

リックに平行投影法で描かれた格子状のもので

ある。枠は黄と朱で、その上は白で薄く上塗り

されたようにも見える。しかし、それが板ガラ

スやラピス ・スペクラリウスを示すかどうかは、

特定しがたい。

このほか、何も眠っていない窓の描写につ

いては、今世紀に入って発掘が進んだエルコ

ラーノの「パピルス荘」で一点報告されている。

玄関広間の部屋 (g)の南壁で発見されたフレ

スコ画(第二様式)断片である。復元された

縦長の断片には、部屋の一角が描かれ、黄褐

色のコーニスを境に上は水色地、下は赤茶地

の壁となっている。壁飾りの真上には、ピナ

ケス (扉付の絵)、コーニスのすぐ下には、黄

褐色の枠で縁どられた小さな二連窓 biforaが

描かれ、そこから黄色いリボンが絡んだ葉

飾りが垂れている。一見すると、窓枠もあり、

窓ガラスのように見受けられる。 しかし、壁

画の様式から、何か眠っていたとしても、可

能性はラピス ・スベクラリウスの切片にとど

まる。そこで、現段階では、窓ガラスの描写

はl世紀にはなく、 3世紀前半 (234年)のド

イツのパート ・クロイナッハ、通称 「オケア

ヌス ・モザイクjの格子状窓枠と各格子に厭っ

た水色のガラスまで待たなければならない。
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[2016/17年度第 1回] 2017年 1月9日 (月)於東洋大学

(1)日韓中西洋古代史国際セミナーについて

(2)その他
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<編集後記>

赴任して 3年目。初年時に受け持つた 2回生が3年間のゼミ活動を終え、卒業論文を書き上げて

巣立っていこうとしています。学生の学力と教える側の力量(不足)、いろいろ制約はある中、「な

んとかここまでは」という辺りまでは形になっただろうかという感じ。振り返ってみれば、教えて

きた基本的なことは、結局、自分が学部・院生時代に教わって(叱られて)きたことと同じなのだ

と、気付きもしたり 。

〈粛藤貴弘〉
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