母権論︵連載第八回︶
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書き残している︒このローマ人編集者︹プリニウス︺は︑或る種

の木が結実しないことに言及してこう述べる︒﹁こうした違い︵つ

まり結実するかしないか︶は性によっても生じる︒そうしたもの

第七四章
エジプトについては︑さらにデイオドロス︵一・八〇・三︶

では︶結実しないものは雄である︒逆に結実するのが雄だと言う

にあっては︵つまり結実するしないの違いが認められる種類の木

以下でそれをそのまま引用しよう︒ディオドロスはこう書いてい

人もいる︒︹羅︑︵︶内はバッハオーフェンのドイッ語による挿

とプルタルコス︵﹁食卓歓談集﹂八・一・三︶が証言を残している︒

る︒﹁エジプトでは神官は一人の妻をめとるだけだが︑他の男は

が生まれる唯一の原因は父なのであり︑母は子に養分と居場所を

子であろうともである︒というのも彼らの信ずるところでは︑子

まれた子全員を嫡子と認める︒たとえ金で買った女奴隷の生んだ

を豊かにするにはそれなりの人口が必要だからである︒男は︑生

なくてはならない︒それは人ロを増やすためであって︑国土や町

信仰がリュディアで奉じられていた︒これは生命の木の観念であ

ラートスによれば︑︵一︶木は大地ができる以前からあったという

贈ってくれたドドナの樫の木はゼゥスの木と呼ばれた︒ピロスト

然の頂点に押し上げることになる︒例えば人間に最初の栄養分を

いたわけだ︒しかしこの思考法は母権制から離れて男性原理を自

とするとエジプトの思考法はイタリアでも或る程度は通用して

入︺﹂

与えるだけなのだ︒木についても︑彼らは実をつけるものを男の

る︒大地を含めた万物を生み出す男性生殖力が木に表現されてい

欲するだけの数の女と結婚する︒男は︑生まれた子全員を養育し

木︑つけないものを女の木と呼ぶ︒ギリシア人とはこの点で正反

るという考え方なのだ︒アルカディア人が月より古いと言われた

のは︑同じ観念を別様に表現したものである︒生殖力の方が女性

対である︒﹂
右の最後の点についてはプリニウスも︵﹃博物誌﹄一六・一一一︶
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権に従って子は生殖力ある父のものとされたのである︒︵三︶

る︒雄の木が実をもたらすというのは父権の表現であり︑この父

蜂が生まれるという話も︑三︶元をたどれば同じ思考法に帰着す

的物質より早くに存在していたということなのだ︒樹木の葉から

トン自身が次のように言っているのを聞くと私はまた勇気が出て

の実質の一部が他に移行して失われることなのだ︒しかし︑プラ

と︒睡眠は衰弱から回復するために必要なのだし︑生殖行為は我々

禁猟期前の鳥たちを増やすのだから︒︵三︶

なにしろ西風の暖かな息吹ですらしばしば

す曲豆饒の原理を物質界に与えたからだ︒

されたのではなく・禦別種の力によって・変化や変態をもたら

くる︒つまりこうだ︒生まれたのではない永遠の神を世界と万物
ザ メン
の父にして創造者と呼ぶのは︑世界や万物が種子によって生み出

@第七五章
次にプルタルコスの証言である︒彼は先に述べた箇所︹﹁食
卓歓談集﹂八・一・三︺で︑ディオゲネスとフロールスとラケダ

イモン人のテユンダレスに神々の生殖と称される問題について議

礪論させている︒ディオゲネスとフロルスが自分の見解を述べた
ヒ

︸

したがって次のよ・つに考えるのもおかしくはないと田心う︒神は人2

満たすのだと︒こうした考え方はしかし私の独創ではなく︑エジ
アピス
プト人から借りてきたものだ︒彼らの主張するところでは︑聖牛

間のような性行為によってではな−︑全毒った力によって︑た︸
だ触れることを通してすら︑死すべき存在をはらませ神の翼で

ヲラトンを例えば次のように賞讃するのは適切ではないと田心

刻後︑テユンダレスは次のように語り始める︒
藷
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⁝⁝そして彼は︑
死すべき人間の息子ではなく︑神の子であるように見えた︒

はそのように︑月の或る種の力によグて生み出されたというのだ

他方で人間の男が女神に豊饒の原理を伝える︹はらませる︺こと

三︶

というのも︑子を作るとか生まれるとかいうことは神々の不死性

はあり得ない︑なぜなら神々は空気︑精神的要素︑暖気︑そして

から︒エジプト人は神が人間の女と同裳することも認めていたが︑

にそぐわないのではないかという気がするのだ︒それに子を作る

以上ディオドロスとプルタルコスが伝えているところを読む

豊饒が集まってできているから︑と考えていた︒﹂︵四︶

点に言及してこう語っている︒睡眠や性愛を必要とする時こそ︑

と︑最高度に発展し曇りのない形で認められていた父権がいかな

ことは変化や変態を前提とする︒アレクサンドロスもすでにこの

自分は死すべき者でありうつろいゆく者だと一番よく実感できる
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であった︒それに対し︑エジプト人は不死の神と死すべき人間の

しば女の﹁質料︹希︺﹂と男の﹁形相︹希︺﹂の相違を強調したの

のより高い権利を主張したのであったし︑アリストテレスはしば

スたち﹄︺でオレステスは︑母胎の権利に対してアポロン的父権

ストテレスの記述を想起させる︒アイスキュロス︹の﹃エウメニ

胎は子供を養う滞在地だとする思考法は︑アイスキュロスとアリ

る基盤に立脚していたかが明瞭になる︒生殖の原因を父とし︑母

する山口同次の精神的把握への進展とが徐々に成し遂げられたこと

の働きで︑物質性からの脱却と︑神々及び人間の住まう世界に対

た神官たちの影響であることを誰が否定しようか︒また神官たち

階を与えたのである︒これが太陽祭祀に打ち込み純化をもたらし

でも宗教上の原則の面でも背後に押しやり︑父の側により高い位

る事実に端的に示されているが︑物質的な母権を日常的慣行の面

唆されている︒男の精神性は︑神官職に就き得るのが男だけであ

には︑エジプトでも最終的に父権が完全に勝利を収めたことが示

トスが︵一・一四三︶伝える注目すべき話である︒

ているのは︑ヘカタイオス︵八︶のテ六イ滞在についてへ・ド

を︑誰が否定できようか︒神官の宗教思考が最も純粋な形で現れ

女の組み合せは認めてもその逆︑つまり死すべき人間の男が不死

の女神に豊饒の原理を伝える︹はらませる︺ことは否認するとプ
宗教の原理に合致しない︒ペレウスがティティスと︑イアシオン

ガルタルコスは伝えているが︑これは私が以前記述しておいた太古

を讐たちは︑自分の血筋を述べようなどとは田心わない私に対し

鷲．奨雛嚢暴雛響覗ス霧嶺は解喬と遜麟該纂浩繁鼓購織∵
舗セゥスがキルケ友びカリュプソ︵五︶とが愛を結んだこと︑不

ても行った︒すなわち彼らは私を聖堂の巨大な広聞に連れてゆき︑

く

あり︑女の側にはあり得ない︒つまり比較的新しい︑ギリシアで

る︒神官たちは像を数えながら︑おのおのの神官長が父子関係で

代の神官長は全員そこに生前から自分の像を立てさせるからであ

先に述べた数︵九︶だけの巨像を見せたのである︒とい・つのも歴

死の女神に多くの人間の息子がいたことを︑太古の宗教は伝えて

論

も珍しくなかった男女の組み合せーゼウス︑アポロン︑ポセ

続いていることを示し︑最近死んだ神官長の像から始めて︑全部

騰いるのである︒エジプト宗教の思考法では不死性は男の側にのみ

イドンらが人間の女と交わったようにーだけがあり得るとさ

の像を一巡し︑全神官長の素性を明らかにしたのであった︒ヘカ

れたとする彼の主張を認めなかったのである︒ヘカタイオスの態

で︑神官たちは像の数を数えてこれに応対し︑神から人間が生ま

タイオスは自分の出自を語って十六代前は神だったと述べたの

れているのである︒こうした祭祀下では︑︹エジプトの︺テーバ

イでゼウスが神聖売春婦と交わる行為も︑︵六︶ヘラクレスがラレ
ンティアと交わった︵七︶のと同様︑宗教上のお勤めとなった︒

こうした︹男は精神・不死︑女は物質・死という︺二つの原則

︑

いう姓だと言ったが︑神や椰のこ加き英鯉が先祖だとは言わな

えるまでそれを続けたのであった神官たちはどの像もピロミスと

のであった︒そして彼らは全部で三四五体の像の系譜を説明し終

に一致する︒ローマ世襲貴族の高い聖性は︑先祖を神と仰がない

であった︒この点でピロミスの観念はローマの世襲貴族制と完全

引くことではない︒神官たちは実際それを断固として否定したの

性であり︑人間が持ち得る最高の聖性なのであって︑男神の血を

与えられていない︒神官長は神の息子ではな︑く︑一族の出自が男

かったのである︒ピロミスとはギリシア語に直すと︿立派な人﹀

点でエジプトのピロミスと同じなのである︒世襲貴族の持つ高い

度に反論して︹神官長の︺系譜を挙げたそのやり方は︑これらの

といった意味である︒神官たちの主張するところでは︑そこに像

地位の根拠は︑彼が世襲貴族の出であり︑先祖の誰もが世襲貴族

神にさかのぼることもない︒ピロミスを他と分かつのは山口同次の聖

がある全ての者たちは皆がピロミスであるが神とは全く隔たった

の出であるところに存する︒換言すればその根拠は一族の上に宿

像はどれもピロミスで︑ピロミスはピロミスに由来すると語るも

存在であるという︒しかしそうした人々より前の時代にはエジプ

ない︒テ六イの讐長も同還糟遷ての神官長は﹁ピロ︑︑︑一

る程にあるのであり︑これに比すれば個々の貴族名は重要では

ここでは男子の系統のみが強調されており︑．質料︹希︺Lでは

礪トを神 々 が 支 配 し て い た と い う ︒ L
郊

謡奮．形相︹希︺﹂の原理のみが考慮されている︒テ六イの神スに由来するピロ︑︑︑ス︹希︺︑︑．世饗族に由来する世饗族︹羅︑4

群官長笹馨旋として現れている︒﹁ピロ︑︑︑スに由来するピロ︑︑︑である︒息子と父の関係が繰り返されると．﹂うに簸の唯一の根

三四五人のピロミス各人がその前任者と肉体的な父子関係で結ば

糊ス︹希︺Lという言い方は︑・←の世響族制の際だった特徴拠があるのだ︒︹へ︒ドトスの伝︑えている︺神官たちの主張は︑
でありその基礎をなしている﹁父の名を挙げる︹羅︺﹂に対応し

も自ずとそれに結びつく︒父の系統ということによって神官長は

善︹希︺﹂たることが系統によって受け継がれていくという観念

い・貴族は男性原理の精神性と切り離せないので︑﹁高貴にして

と説明されているから︑貴族の家系を表わす言葉と受け取ってよ

性から説明した︒ヘカタイオスは一族の始祖たる神との血縁関係

人から系譜をさかのぼったのに対し︑神官たちは系譜を一族の特

のやり方と鋭い対照を成していた︒ヘカタイオスは自分という個

と述べたのである︒彼らのこの系譜のたどり方は︑ヘカタイオス

人の神官長がそれぞれにピロミスでありピロミスに由来している

れていたということを意味してはいない︒むしろ彼らは︑一人一

民衆から屹立している︒それはちょうど︑古代ローマとアテナイ

を拠りどころとしたのに対し︑神官たちは一族に︑否︑階級全体

ている︒︵一〇︶﹁ピロミス﹂という語はここでは﹁立派な人︹希︺﹂

の世襲貴族がそれぞれプレブスとデーモス︹いずれも平民の意︺

に固有な精神的聖性の原理に基礎をおいたのである︒ギリシア人

E

の上に立っていたのと同じなのだ︒それ以上の意味は神官長には
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ならどんな個人的な特性も栄誉も消え失せてしまう︒世襲貴族が

つ聖性の担い手であることを明らかにする︒階級の聖性と比べる

ようなやり方でテーバイの神官たちは︑己れがその階級全体が持

限に続いた前任者の持つ同じ聖性が内含されているからだ︒この

あると証明すれば十分だったのである︒何故ならこの特性には無

れたのに対し︑神官たちの社会にあっては父の特性をピロミスで

ヘカタイオスは系譜を一定世代だけさかのぼることを余儀なくさ

る︒父鳥の体によって卵の重量が増すことはない︒これは男性の

ポリスの太陽の祭壇の上に置かれるフェニックスの卵の神話であ

現れている︒純粋な太陽の法の全き表現と見られるのは︑ヘリオ

方︑女性支配はイシスの母性に範をとる家族制度及び国家制度に

が︑部分的にはそれを越えて民衆の生活にも入り込んでいる︒他

が見い出される︒父権理論は主として神官階級に見られるものだ

我々の注意を惹く︒純粋な父権理論と並んで古代女性支配の痕跡

てエジプトは︑二つの原理が両極端にまで発展した様を示して

︐

その階級としての性格を最優先したように︑﹁ピロミスに由来す

︐

非物質的精神性の象徴であり︑男性の本質は太陽の光の非物質性

に対応しているのである︒︵三︶

るピロミス︹希︺﹂としての特性こそが最重要なのである︒︹ピロ

第七六章

人はギリシア人同様︑二つのエロス︑すなわち卑俗のエロスと天

上の舌スを区別している︒エジプド人はしかし︑太陽を第三の

エジプト人はしたがって男性力の三段階を区別していることに

したがって︑エジプトの父性原理形成とその伸長にとって神

の﹁質料︹希︺﹂とではなく︑父性と結びつくのである︒

タルコスの．愛についてL三の扁を見ておこう︒﹁エジプト

葦
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エジプトの女権の憲について考察してきた叢後にプル而

エ じu轟び§︶︵＝︶に由来するとの説は右の思考法に見合っている︒

ガミスミ・是りという語が︺ビ・ウマスb・§舅︵ブラフ了

細蘇聾論蕪聾机縁幽瀞薪羅

ヨロ

舗的程にその起源を持つ︒この聖性は精神的原理であるが故に母
く

命
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義があればこそ︑大地的母性の優位が徐々に打破され︑我々がディ

なる︒最も低次なのは大地的段階である︒この段階のエロスは物

エロスと見なしている︒そして︑神々の中で最も崇めているアブ

オドロスから学んだように男性の﹁形相︹希︺﹂という観念が理

質に浸透する生殖力であり︑その在処は大地のはらませる水分で

官階級とその教義が持たねばならなかった意義が︑ここで新たに

論上のみならず実践の上でも利用されたのである︒そこから生じ

ある︒第二のエロス︑すなわち天上のエロスはすでに第一より高

ロディーテを月と見ている︒L

た結果は︑リュキアの原理とは真っ向から対立し︑また断固とし

次な段階にある︒それは月の段階に対応しており︑この段階では

認識されることになる︒神官階級とそれが有した高次の精神的意

た父権制をとるローマ人によってすら絶えず非難された︒かくし

は﹁天に住む者︹希︺﹂として︑アフロディーテによって神殿の

て男性力は天へと上昇し︑ついには太陽と一体になった︒この力

この発展全体は下から上へと進んだ︒大地という足場を離れ

に従属することをも要求するのである︒

夜番に定められたパエトン三︶として現れる︒これは物質的男

はいまや三つの段階を共に内含し︑三にして一なるものとなる︒

大地そのものが﹁天上の大地︹希︺﹂として現れ︑そしてエロス

性力に与えられた最初の上昇である︒この力は最初大地を在処と

あり大地的である︒だがこの力は物質的性質の境界線にまで達し

この第二の段階では男性力は未だに月そのもののごとく物質的で

源的な段階と理解されるようになる︒最後に認識されたものが今

陽光の双方を意味したのだった︒いまや第三の段階は最初の︑根

エジプトでは獅子が自然生殖力の象徴となり大地の水分と天上の

例えばアポロンは﹁三幅対三豆Φ×﹂として描かれたのだし︑︵三︶

ている︒月は物質的世界と非物質的世界との︑移ろいゆく世界と

度は最初のものとなり︑太陽が原初の力とされ︑ここから二つの

していたが︑今度は月に︑湿り気を含んだ夜の天に憩っている︒

不滅の世界との分水嶺をなしている︒地上の物質の中で最も純粋

礪であるが︑天上の存在の中では最も不純である︒月よりも下にあ低次の段階が連続的な凝畷によって現れるとされる︒アリスト

後に生成するものは決して最後のものとして現れるのではなく︑・6

畑るものは移ろい︑上にあるものは蓬である．第二段階において・アレスが︵四︶あらゆる発展の法則としている．﹂とが起．﹂る︒最一

謡地上の舌スはルヌス・アブ・ディよとなる︒しかしこの段階

のは︑生成において後に来るものは本性上は最初のもので︑最後

蝉では女性はなお男性より高い権利を主張する．物質的世界の及ぶむしろ最初にして根源的なものとして現れるのである．﹁という一
欄限り︑物質と密接なつながりを持つ母性が優位を保つ︒アフロ

て完成に至るのである︒アポロン的性質によって初めて男権は永

る月の段階に留まる︒エロスは︑不滅が住まう高次の領域で初め

の光の非物質性へと高められる︒アフロディーテは己れが支配す

質性を脱却できないのに対し︑男はそこから完全に離脱して太陽

は物質の境界を超えたのである︒女というものがその本質故に物

第三段階への上昇によってエロスは太陽力となる︒いまや男性

行かなくてはならない︒人間の生と本質をなすものは全て︑人間

の高みに達するまでには︑大地から天上までの一連の段階を経て

念が人間の意識に上るのは一番最後である︒形而上的な発展のあ

が神話の発展はまさに逆の道をたどる︒より純粋で精神的な神概

プト人はパメノト月︵五︶に太陽神の月への降下を祝うのだ︒だ

物質的世界へ流れ下ることで生じたものとされる︒かくしてエジ

ら見れば低い段階は全く副次的なもので︑最高の力が下位にある

に現れるものこそ最初のものなのである︒﹂進歩の完成の頂点か

遠に確固たるものとなる︒宇宙の法則は︑月が太陽につき随いつ

によって獲得されたものである︒段階を上るに連れて純粋さを増

ディーテはここでもなお高い崇拝を受ける︒

つその銀の光を借りて輝きを得るよう命じるが故に︑女性が男性

く

四

ろう︒ピラミッドこそは宗教の発展全体を象徴するものであった︒

へと段階を経て上りつめて発展してゆくのだということであった

らく︑人類全体にせよ個人にせよ︑物質という広い底辺から天上

ドであるが︑古代がこのピラミッドで表現しようとした観念は恐

したのだった︒アジアやギリシアの墳墓の精華といえばピラミッ

す神観念もまた︑人間に恵与されたのではなく︑人類自らが獲得

レネの女性たちの優れた美貌を強調している︒イラサのアンタイ

さと関連させながら︑ピンダロスは同じ第九歌︵七四行︶でキュ

︹バットス︺に花冠を授けている︒︵四︶特にこうした男性的果敢

は馬車の手綱をとる駅者としてバットスと並び立ち︑リビアが王

たちの戦闘訓練の象徴であり︑彼女はデルポイに奉納された像で

催したことは明らかである︒︵三︶女の半神キュレネはこうした女

・

オスの娘アルケイスの驚嘆すべき姿が賞讃され︑やはりアマゾン

的なダナオスの娘たちの美貌に比較される︵一〇五肴以下︶︒︵五︶

宗教以外の領域での発展も︑結果が原因に由来するように︑万事
が宗教上の発展に左右されている︒下から上へと上昇発展を遂げ︑

＊

いうのもテレシクラテスの先祖はかのアンタイオスの娘であっ

て︑この娘こそは徒競走に勝ったアレクシダモスが妻として得︑

あったわけだ︒

塗

性なのである︒つまりテレシクラテスの先祖はリビア土着の女で

ピンダロスが．美しい髪の娘︹希：︒⊥ハ行︶と歌っている女

＊

的で不完全な法に始まり︑精神的で完全な法で終わるのである︒

ト
最後に第一のものへと︑すなわち最初から存在していた不可視の
そもそも︑テレシクラテスの勝利を讃えて作られたこの第九歌は︑
ガ精神へと到達するのである︒この法則に従って人類は︑そしてエ キュレネを賞讃した他の二つの﹃ピュティア頒歌﹄︵第四︑五歌︶
エ
ジプト人も︑母権制から父権制へと進歩してゆく︒発展は︑物質
に比べて女性を前面に押し出している点で目を惹くのである︒と

國
︑

蜘

蝋第七七章
倉
Rロ

騰 さて︑以上のエジプトについての考察に続いて︑キュレネの

る︒キュレネ生まれの甲冑徒競争者テレシクラテスを讃美した︑

い自立性を保持しアマゾン的な戦闘訓練に従事する姿で現れてい

レネ女性たちの地位と慣習に見ることができる︒キュレネで大い

ているからである︒︵六︶我々はアフリカにおける女権の特徴をキュ

性的な特質が︑リビア出身であるための当然の帰結として描かれ

この点が重要である理由は︑キュレネ女性たちの持つ優れて男

ピンダロスの﹃ピュティア頒歌﹄第九歌を見れば︑キュレネの女

なる位置を占めていたのはかのパラス︹・アテネ︺であって︑ト

女性たちにも言及しなくてはならない︒彼女らはどの史料でも高

性たちがパラス︹・アテネ︺とアモン・ゼウスとガイアに奉納さ

リトニス湖畔のリビア女性たちはアマゾン的な競技によってこの

女神を誉め讃えたのである︒︵七︶エジプト王アマシスはパラスに

れたその土地の︵一︶競技会に︑観戦者として居合わせていたこと︑

そしてエリスの乙女たちと同様に三︶自らもそうした競技会を

7

︻

像を奉納した・︵八︶パラスのために競技会が催されたが︑そもそ

ハ
ス女性たちを母とし︑︵一五︶ミニュアイ人⑳アルゴー号乗組員た

ちを父とする︒この組み合せは︑アルゴー号乗組員がリビア海岸

に到達した神話︑土塊がエウペモス︵＝ハ︶に捧げられた話︑︵一七︶

もキュレネではニンフ・キュレネの祖先︵九︶であるガイア︵一〇︶
も特別の競技会を奉納されていたのである︒リビア土着の母なる

れと多様に混じり合っていることに表現されており︑またそれに

ペネイオス河一帯︹の習俗や種族︺と伝説︵一八︶がキュレネのぞ

ちがそれを︑バットスの子孫によるドーリス的アポロン祭祀に抗

よってその真たることを証明されている︒一方でアイギナ人はボ

自然原理が前面に出ているのは︑アフリカにおいて土着の女性た

して守り抜くことに成功したからだった︒エジプトのイシス崇拝

ス︵四・一八六︶が伝えるところでは︑エジプトからトリトニス

れたが︑しかしボイオティアは太古には女性支配下にあったと同

︹ボイオティアの︺テーバイでも︑またテラやキュレネでも催さ

イオティアの出身であり︑アポロンーーカルネイオスの祭︵一九︶は

湖にかけて住む遊牧のリビア人は︑エジプト人に倣って牝牛の肉

時にアマゾン的生の記憶を残していたし三︒︶︑アフリカのトリ

はキュレネの女性たちのもとでは衰えを知らなかった︒ヘロドト

耽を食さず︑豚も飼育しない︒キュレネの女性たちは厳格に太母イ

焔シスを崇拝し︑牝牛を・にしないが︑バルケの女性たちは豚をも差︑不イア︵三︶はボイオ・アイァの湖︵三やボイオ・アィアのフ一

論食さない．つまりキュレネの女たちとドリス人入植者との関係・アナイ︵三と密接な関連を持っていた．三四︶以上のよ︑つにキュヨ

蝉は︑あのカリア人の女たちがイ三ア人移住者たちへの闘いで自レ︑不には幾多の影響変．流しているが︑その全ては念フス太古の

縮らの古来の慣習を守り抜いたのと同じ．﹂となのである．︵＝︶そ女隻配に端を発し傷り︑リビア土着の慣習に漢な拠占⁝を見
いだしたのである︒

こうした要素に対抗して現れるのが宗教発展上高次の段階にあ

の土地固有の様式は常に女の中に確かな支えを見いだす︒︵＝一︶

アフリカでこの支えが一層確固たるものとなったのは︑移植民の

脚光を浴びて登場しようと︑そしてバットスの子孫がーこの

るアポロン祭祀である︒しかしアポロン祭祀がキュレネでいかに

地が元はといえばラコニア︹スパルタ︺人の手になるからだけで

点でリュディアのメルムナダイ王家三五︶と比べ得るがーい

側も女性の自立性に慣れていたからだった︒これはテラ人の植民

はなく︑キュレネ人の一部がレムノス出身であり︑その他がボイ

かにそのヘラスードーリスの父祖︹アポロン︺を讃える努力をし

ようとも1特にキュレネ人カリマコスも﹃アポロン讃歌﹄︵六

オティアーアイギナ出身であったからである︒さらにはキュレネ

が︑太古テッサリアのアマゾン主義や︵；一︶︑﹁母の国﹂という

五ー九六︶でそうしているが︵≡ハ︶i︑原初的でポセイドンー

大地的な宗教段階にある土着の祭祀がその意義を弱めることなく

言い回しのあるクレタ︵一四︶とも関係を持っていたからである︒

テラスの移民団に加わったキュレネ人の先祖は︑夫殺しのレムノ

く

四

生き続けたことは明らかである︒リビアのアモン神には馬術と競

ビアへと誘拐したとされ︑その際アポロンの白鳥たちが彼女の

ゴー号乗組員エウペモスに差し出したものであり︑コルキスの女

ちる︒この土塊こそ神︹トリトン︺自らが威厳ある男の姿でアル

ンの庭がリビアだったのだ︒三七︶海の中へとリビアの土塊は落

ンはキュレネ人にとって﹁馬術︹希︺﹂の師匠であり︑ポセイド

の恋と︑その恋の成就に対するアフロディーテ目ペイトー︵三六︶

られていたのだからと記している︒これはアポロンのキュレネヘ

国であったという証拠はない︑剛リビアはむしろポセイドンに捧げ

九歌一六aに註釈者は︑歴史的に見てリビアがアフロディーテの

が成就するからである︒︵三五︶ピンダロス﹃ピュティア頒歌﹄第

乗った車を引き︵三四︶︑アフロディーテのロ利きで二人の交わり

メデアはこの土塊に結びつけてテラ島の将来の栄光を予言したの

の甜助という物語が︑それなりの意図をもって編まれたことを示

馬で名声を誇ったキュレネ人の栄光が結びついていた︒ポセイド

であった︒キュレネではこうして自然力を大地的に把握する思考

キュレネは純粋にアマゾン的な生からアフロディーテ的生へと導

ト
法が優位を占めていたが︑この地の死者崇拝の持つ特別な意味三
している︒つまり︑キュレネでアポロン祭祀と大地的母神祭祀が・
ガ八︶と︑ヘラクレスに対する敵対関係も少なからず・﹂の点に関わっ 共存している事情を︑両祭祀の代表者︹アポ・ンとキュレネ︺に
エ
ている︒あらゆる大地的なものを嫌うが故に︑﹁女嫌い︹希︺﹂と
よって典型的に描き出そうとしたのだっだ︒アポロンによって

して女性支配を憎悪し繊滅する光の英雄︹ヘラクレス︺に対して

かれる・女の仕事を軽蔑し︑男のような訓練にのみ喜びを見いだ

國

鰍は︑歓待が拒否される︒アンタイオス三九︶はヘラクレスの力に

し︑獅子を打ち倒すこともできたニンフ︵＝エハ︶ーその彼奈

アポロンに屈し︑男性敵視のアマゾン魂を捨て︑女の母たる定め

恋の炎に燃え上がったアポロンは賢明なケイロンに暴力の使用を

に従うのである︒しかしこの勝利を勉らしたのは暴力ではない︒

あり︑︵三〇︶︹ラキニオスが建てた︺ユノ・ラキニア神殿︵三一︶

舗屈したが︑キュレネの息子ラキニォスはこの薙を撃退するので
論

く

騰はその．瓦︹羅︺Lによって太母神のモイラ的性格を示しつつ︑
宣誓と祭壇と神殿から女性を締め出さんとする男性神の要求に打

る︒というのは︑ムナセァスによれば︵三三︶キュレネが一人でり

レネがアポロンと結ばれる神話に分かりやすい形で示されてい

アポロン祭祀と並ぶ大地的女性的自然原理の重要性は︑キュ

たのではなく︑獲得されたのだ︒アポロンに対しても女は古くか

るリビア人女性の関係が表現されたのである︒女は従属させられ

ポロンに対するキュレネの関係によって︑ギリシア人移民に対す

仲介である︒女は征服されるが︑従属させられたのではない︒ア

たしなめられた︒︵三七︶望みを達成させたのはアフロディーテの

ビアに着いたことにはなっているが︑通常の物語ではアポロンが

らの高い地位を保持する︒戦闘に長けた処女たるキュレネ︑バッ

ち勝った大地的女性的力の記念碑となっているのである︒︵三二︶

ヒュプセゥスの娘たる彼女をテッサリアのペネイオス地方からり

9

︸

トスと並んで戦車を駆る彼女は︑キュレネの女性たちの偉大な手

ニュアイ人たるイアソンは︑キュレネでは官職名として登場する︒

結びつきと同じことなのである︒ちなみにアルゴー号乗組員のミ

．︵﹃アエネ斗ス﹄の︶第七巻にヘルニキ人︵一︶と︑中でもそ

一八．一三︶に次のよ︑つな記述が見られる︒

イアソンの足についてはマクロビウス︵﹃サトゥルナリァ﹄五．

たので︑誰もが片方にしか靴を履いていない︹希︺﹂と述べている︒

の左の裸足に触れて︑﹁アイトリァ人もまたきわめて好戦的であっ

﹃ピュティア頒歌﹄の註釈者は︑第四歌一三三行でイアソン

第七八章

︵四七︶

本である︒半神キュレネは﹃ホイアイ﹄におけるメキオニケ︵三八︶
同様に母性の最高位に立つ者とされ︑バルケのように彼女の国の

女王であり︑︵三九︶また母としての彼女は︑アポロンの息子とし
てキュレネで高い崇拝を受けているアリスタイオスよりも上位に

置かれている︒︵四〇︶もしもリビアのキュレネ女性の地位がその
原型を提供しなかったならば︑かくのごとき物語が編まれること
はなかったであろう︒

こうして我々はキュレネにおける宗教のあり方から︑アフリカ

礪女性の土着的自立性をアポロン的男権と同列におく社会の根本的

畑特徴を知り得たが︑そうしてみるといらかの伝承は墜削にもま

で失うのも同じ意味である︒︵四五︶左は母の側であり︑靴は大地

を片方しか履かぬ者︹希︺﹂たるイアソンが左のサンダルを沼地

存在が大きかったことを証明するものである︒︵四四︶﹁サンダル

側を供犠として差し出しているからであり︵四三︶︑大地的母性の

の事柄において驚くべきことはこの詩人のきわめて秘密めいた入

信頼できる著述家を引用して今はっきりと述べておこう︒実際こ

だ︒しかし若干のギリシア人にはそうした習慣があったことを︑

イタリアにあった習慣は︑私の知る限りどこにも見られないもの

片方の足に靴を履きもう一方は裸足のままで戦いに赴くという︑

地におせば︑右は生皮靴に履く︒

⁝・：左の素足を

一

騰戯唄襟建髪墜郭撤髪誰薪蓼名山︒．かったアナグニアの町を名ざす詩句が﹇⊥．九︒行以門∞
繍できよう︒﹃ピュティァ頒歌﹄第九歌で女性たちが前面に出てき
ているのには歴史的な理由がある︒ヘロドトス︵四・一九一︶が

強調しているように︑農耕に従事するリビア人は頭の左半分を

的豊饒の象徴であって︑これはニトクリスーロドピス︑デルポイ

念さである︒彼は︑アナグニアの住民だったヘルニキ人︑すなわ

剃っているが︑これは散髪に際して左側の︑つまり女性的自然の

のガリラ︑リュディアーエトルリアのタナクィル︵四六︶と靴との

ギヌスは﹃イタリアの都市﹄第二巻で少なからぬ言葉を費やして

ラスゴイ人の男がヘルニキ人の指導者だったと︑ユリウス・ヒュ

キ起源のものとしたのであった︒そして実際ヘルニクスというペ

し︑アイトリァ起源の習慣をペラスゴイの古い植民地たるヘルニ

スゴイ族の指導者から名づけられたヘルニキ人に言及するに際

ちペラスゴイ族に起源を持ちヘルニクスという名のまことのペラ

論﹄の第二巻からアリストテレス自身の言葉を引用しよう︒︵三︶

見の主張に終わることにならないように︑私は︑彼の著作﹃詩人

なのである︒このことについて︑証拠を挙げることなく単なる意

イトリア人は彼らの左足にではなく︑右足を裸足にしていたから

無知によるものであったと主張しているのであるが︑それは︑ア

うとは思わない︒アリストテレスは︑このことはエウリピデスの

テレスによって批判されているという事実について︑沈黙を守ろ

そこで彼はエウリピデスについて次のように述べて瀞る︒すなわ
ち﹃エウリピデスはテスティオスの息子たちは左足に靴を履かな︑

論証している︒片足をそういう風にして戦いに赴くのが実際アイ

トリアの習慣であったと述べているのは︑かの有名な悲劇作家の
エウリピデスである︒彼の﹃メレアグロス﹄と題された悲劇の中

いで出かけた︑と言っている︒すなわち︑彼は︿左足は履物なし

四
H

ガで︑次のような引用がなされているのだが︑それによれば︑使い

の言葉とは全く正反対であった︒彼らは︑左足には靴を履き︑右

で⁝・：﹀と述べているのである︒だが︑アイトリア人の習慣はこ

どのようであったかを伝えている︒そこには次のような詩句が書

の者が登場し︑猪を捕えようと集まってきた指導者たちの様子が
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足には靴を履いていなかったからである．思うに︑そ鐘由は︑ 一
先足︹前に出る足︺は軽快にしておかなければならなかったので

あるが︑後に残る足の方はその必要がなかったからである︹希︺﹄︑

と︒事情がど・つあるにせよ︑ウェルギリ咳がアつストテレスで

はなくエウリピデスに従っているのは右で見たとおりである︒か

左足は履物なしで︑右足にだけサンダルを履いておりまし

⁝テスティオスの御子息たちは

鰍 か れ て い る ． 三︶
齢
謝
縢
た︒

ことを無視したとは思われない︒しかし彼はエウリピデスの意見

くも多方面に学識のある男がこの︹アリストテレスの言っている︺

希︺

それは膝の動きを軽くするためで︑

アイトリァ人は皆そうする習慣なのです︒︹この詩句

を採ったのだ︒すなわち彼はギリシア悲劇作家たちに非常に親し

アリストテレスの異議によって分かるのは︑左足に靴を履か

んでいたのだ︒︹羅⁝︺L

向けよう︒この事柄に関して⁝⁝我々は︑きわめてわずかな人々

ない習慣が戦争用のいでたちといった合目的的なものというより

ウェルギリウスによって伝えられるエウリピデスの言葉に注意を

にしか知られていない事実︑すなわち︑エウリピデスがアリスト

て︑それは例えば︑頭部の左半分を剃る習慣や︑イアソンの裸足

そしてこの思考法は宗教の中にのみその根を見いだせるのであっ

は︑むしろ全く別種の思考法に起因しているということである︒

る︒︹この民族の祖たる︺アイトロスが︹エリス王の︺エンデユ

さらに︑アイトリァ人が母権制民族だという別の証拠が揃ってい

なみにどちらも母権的種族であるがーつながりを持っていた︒

ではオプス︹東ロクロイの主都︺のロクロイに至るまでーち

イとの親戚関係は父方ではなく母の姉妹関係に由来すること︑三

ミオンの息子とされていること︑アイトリア王家のヘラクレイダ

の左足や︑左の角によってのみ作られたアポロンのケラトン祭壇
や︵四︶︑イシスの左手や︵五︶︑カリクレイア︵六︶や後で言及する

ペロプス一族︵七︶の左腕に描かれた母の印や︑左手の薬指巳撃

つ眼の案内者の伝承では片眼がつぶれたラバーこの動物と母

ーが神の使いとして軍隊の案内者となっていること︒︵一四︶し

権との関係については﹁エリス﹂の章で言及する予定である︵一三︶

εωヨ巴一8き房の神聖さや︵八︶︑リビアに住む両性具有のマクリ
エス族の左胸が女であることや︑左側の睾丸の精子だと女の赤ん

坊が生まれるといった説を見れば︵九︶︑反駁の余地なく明瞭であ

かしとりわけ重要な証拠はメレアグロスに関する神話であり︑．﹂

一

たちによる盤．︑メレアグロスの遺族の嘆き︑そしてモ︷フの運皿

．﹂に見られるアルテ︑︑︑スの怒り︑アルタイアの呪い︑エリニュス

礪ろう︒︵一︒︶左足を裸足にするのは︑母神に左の靴を捧げるとい
畑う意味なのである︒ちょうど頭部の左側を剃ってデメーアル的自

諦然母神に頭髪を捧げるように︒自然母神に奉献されるのは左側な

つけられる話において︑大地母禦きわめて重要な羅として前

蝉のであって︑芳生賛の獣の右側や姦はオリュンボスの神々に命的な墜木がいったんは母の手で箱にしまわれるがやがて火を一
欄捧げられるのである︒︵＝︶こうしてみると︑アイトリァ人やへ

していることも見落とせないのである︒︵一五︶他ならぬエウリピ

面に出てくるのである︒しかし一方で︑この︹エリスの都市︺カ

アイトリア人が母権制をとっていたという推測を裏づけるの

デスの悲劇﹃メレアグロス﹄で左足が裸足だということが強調さ

ルニキ人は大いなる自然原理たる女神の讃美者にしてその子孫で

は︑彼らがレレゲスのロクロイ人や︵一二︶エリスのエペイオイ族

れている事実を見れば︑靴を履かない左足の持つ二重の意味が分

リュドンの英雄︹メレアグロス︺が持つアキレウスーアポロン的

と密接な関係を持っていた事実である︒後者は︑母性的な双生児

かる︒一方で靴を履かない左足は︑大地母神主義が宗教上の中心

あったことが判明するし︑そして両民族とも最初は母権制をとっ

モリオネーや︑エリスの既婚婦人が裁判官職に就いていたことや︑

をなし様々な現象を生み出していたアイトリア先史時代の注目す

な性質が︑その純粋な光の原理によって原初的な宗教段階を克服

エリスの乙女らが体操競技を行った話からも分かるように︑女性

べき特徴の一つなのであり︑他方︑この先史時代はアキレウスや

ていたであろう可能性も高いと言えるのである︒

支配的な民族だからである︒実際エリスは一方でリビアに︑他方

ない︒左角のケラトンにはテーセウスが築いたアリアドネのウェ

トンは右の角で作られるとだけ述べており︑左の角には触れてい

ていよう︒プルタルコスは﹁動物の知恵についてし︵＝ハ︶でケラ

これはデロス島のケラトンが同様の変化をたどったことと類似し

う︒今度は右足にそうした意義が付与されることになるのだが︑

に至ると靴を履かない左足は意義を失い︑意味不明になってしま

アポロン的な充実した時代を迎えるのである︒そうした後の時代

メレアグロスのような性質を備えた英雄たちによって克服され︑

春く興ω碧﹁ロ督三四︶によるサグンティアの植民地化や他の事例

がスペインにまで植民の足を伸ばしたことは︑アルデア人の﹁聖

習がスペインまで伝わっていたと書いている︒三三︶ヘルニキ人

に相違ない︒スペインの文筆家たちはアイトリァーヘルニキの慣

違和感の少ないヘルニキ人土着の場所であることに理由があった

らせたのは三二︶偶然ではない︒左側を優先する女性的思考法に

つつエジプトの﹁若いイシス︹希︺﹂の胸像を描いたコインを造

緒になった後︑他ならぬアナグニアを選んでローマの原則に反し

により三五︶間違いないところであろう︒ヘルニキ人がスペイン
にまで進出したのは︑疑いもなく︑ペラスゴイ諸族がイタリアか
ら各地に進出していった動きの一環である︒ペラスゴイ諸族は

く

ヌス的立像との関連が示され︵一七﹀︑右角のそれには女性原理か
ら完全に解放された太陽的な男性原理が示されている︒
靴を履かない左足は︑ヘルニキ人にとっても太古のアイトリ

四
ト
労
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︵ディオニュシオス．ハリカルナッソス一．二三．二によれば︶

︻

ア人にとってと同様の意味を持っている︒それが実在の習慣に

イタリアではよく起こる各種自然現象や火山噴火による土地の荒

國

瓢よっていることは︑ウェルギリウスの作品の性格からして疑い得

肇外へと向かったのである︒実際ヘルニキ人がペラスゴイ2

く

舗ない︒芳︑この習慣は他の事柄とも軌を一にしている︒ヘルニ

ようにヒュギヌスが綿密に証明している︒

種族であることは︑前出のマクロビウス︵二⊥ハ︶の引用箇所にある

キ人という名前自体がサビーニー語の単語に由来しており︑ヘル

＼

・︹この章続く︺

論

︑

聴ニキ人の祖はサビヌスだとされているのである︒︵一八︶サビーT
人の女たちが極度にアマゾン的な性質を帯びていたことは︑ロー

マでの彼女らの姿からも︑プルタルコスの伝える伝承からも︑
︵一九︶︹ガリアにある︺リゲル河の島に住むサムニテス人女性た

ちの所行三〇︶からも明白であり︑また母権に高い意味が認めら
れていたのは母方の出自を強調する習慣三一︶からして少なから
ず明らかであろう︒したがって︑アントニゥスがカエサル︹正し
くはオクタヴィアヌス︺の姉を捨てエジプトのクレオパトラと一

