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序 アキレウスはなぜ楽園へ行くのか

本論文の目的は、アキレウスの死後の物語を取り巻く複雑な状況を整理し、その中でも
特に『イリアス』が、アキレウスの死を直接描いていないにもかかわらず、アキレウスの
死後の物語の形成に小さからぬ役割を果たしているということについて論証することであ
る。
アキレウスを描いた物語といえば、まず誰もが『イリアス』を想起するだろう。かの叙
事詩はトロイア戦争における最大の英雄であるアキレウスの怒りをテーマとし、ヘクトル
の殺害をもって幕を閉じる。トロイア戦争の結末は木馬の計略として一般に知られ、その
功績はオデュッセウス等に帰されるが、岡が示したように、
『イリアス』の詩人はヘクトル
の死などを通じて、アキレウスによるトロイア陥落を巧みに描き出している。一方で、ア
キレウスの最期や彼がその後どうなったのかについては、
『イリアス』本編の中で直接的に
描かれているわけではない。彼が近い将来殺害されることや、それが誰によるものか等は
度々予示されているため、彼の最期についてある程度は知ることができる。またパトロク
ロスの言動などから、
『イリアス』の世界観においても冥界という死後の世界が存在してい
ることは確認できる。しかし、それ以上のことはわからない。
これに対して『イリアス』以外の作品においては、アキレウスが死後にどうなったのか
について語られている。
『オデュッセイア』
においては、
オデュッセウスが自ら冥界に行き、
霊となったアキレウスに出会った。ここでアキレウスが冥界の住人となっているのは、
『イ
リアス』の世界観を受けてのことだと考えられているが、一方でそれ以外の行き先を描く
作品もある。叙事詩の環に属する『アイティオピス』では、彼がレウケ（白い島）と呼ば
れる島に送られたと、語られていたと言われている。それ以外にも、彼が浄福者たちの島、
エリュシオンの野等と呼ばれる、いわゆる死後の楽園に行ったとしている作品が数多く残
っている。
しかしこれらの作品間では、
肉体が楽園に持ち去られたとされる場合もあれば、
埋葬されたうえで楽園に行ったとされる場合もあるという風に、細かな違いが見られる。
互いに整合しない話も多数あり、彼の死後の物語は非常に複雑に錯綜している。
こうした状況の中で、アキレウスの死とその後を統合的に考察した近年の研究として注
目されるのは、Burgess の 2009 年の研究 The Death and Afterlife of Achilles である。彼
の研究はホメロス以前からアキレウスの死についての一貫した物語が存在したと考えて、
それを基本的な fabula として規定し、
『イリアス』を創り出すうえでそれがいかに活用さ
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れたのかということを分析した。Burgess は、ホメロス以前の伝承と『イリアス』を結び
つける上で、新分析論のモチーフの転用の理論や新分析論者の見解を適用している。そし
てアキレウスが死後にどこへ行ったのかについても、叙事詩の環の詩等を活用しつつ
fabula を規定している。その際、Burgess はアキレウスが楽園に行くという話型をその
fabula に含めている。アキレウスの死後の物語の大半が楽園に行く話型であることを根拠
として、
『イリアス』以前から既にアキレウスの楽園行きが存在し、基本的な形であったと
Burgess は主張するのである。
一方で我が国において、同様に新分析論の知見を用いてホメロス以前の伝承と両叙事詩
の関係を分析した研究として重要なのは、先にも触れた、岡の 1998 年の研究『ホメロス
における伝統の継承と創造』である。岡の研究は Burgess とは異なり、アキレウスの死と
その後の話に限定せず、両叙事詩と叙事詩の環全般を広く扱ったものであるが、アキレウ
スの死についても詳しい分析を施している。特に、第二部における『アイティオピス』に
対する非常に精緻な考察と、叙事詩の環の詩に現れた伝承と『イリアス』と『オデュッセ
イア』との前後関係についての堅実な論考は、本研究にとっても土台となっている。ただ
し岡は、英雄が不死になる伝承は一般にホメロス以前に遡るものだとしつつも、アキレウ
スに関してはホメロス以前に不死になる伝承が存在していたという証左はないため、彼が
楽園に行く話型を『イリアス』よりもあとに成立したものと推定している。
アキレウスが楽園に行くという話型が『オデュッセイア』以前から存在したものだと推
定する研究は Edwards のものなどもあるが、
『イリアス』以前となると数が少ない。その
一方で、
『イリアス』
以前には冥界行きの話型しかなかったとするのにも無理があるだろう。
アキレウスが特別な死後を得るということは、テティスの息子であるという彼の素性を考
えれば自然に想定されるものだからである。Schein もそれらを根拠として、アキレウスの
不死の話が『イリアス』以前からあったと想定しているようである。そこで、他にどのよ
うな話型が在りえたかと考えてみると、彼が「英雄霊」になるという話型があった可能性
が考えられる。古代ギリシアの英雄信仰については、Rohde の Psyche や Farnell の Greek

Hero Cult and Ideas of Immortality をはじめとする数多くの研究が存在している。英雄
信仰自体は『イリアス』以前から存在していたと見られるが、しかし、アキレウスのそれ
が『イリアス』以前から存在していたという決定的な証拠はないようである。
そこで、本論文では文学的な側面から『イリアス』以前のアキレウスと英雄信仰を含む
特別な死後の扱いとの関係を探っていく。その際には、ἥρως という語に着目する。ἥρως
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はいわゆる英雄を表す語であるが、
「英雄霊」を表す語でもある。
『イリアス』で用いられ
る ἥρως にはそうした宗教的な意味合いはないとされているが、
『イリアス』が成立した時
点で既に ἥρως という語自体は宗教的な意味も併せ持っていたと考えられる。
ἥρως という
語については、Nagy や Redfield など数多くの学者によって考察されており、アキレウス
の英雄性という点についても、数多くの研究が存在している。しかし、ἥρως という語そ
のものとアキレウスとの関係はあまり注目されていないように思われる。それは彼が英雄
であるということが自明の理であるからかもしれないが、しかし、実際にテクストを見て
行くと彼が ἥρως と呼ばれる回数はごく僅かである。そしてこの問題について触れた研究
はほとんど存在しないと思われる。
この問題を突き詰めていくことで、
『イリアス』
以前に、
アキレウスが特別な死後を得るという話型が既に存在していた可能性を提示してみたい。
以下に各章の内容を要約して議論の筋道を記す。

1 章では、アキレウスの死後の物語についてまず整理していく。全体の傾向としては楽
園に行ったという話型を記録したものの方が圧倒的に多く、さらに古典期以前からローマ
時代に入ってからも一貫して語られ続けているため、そちらがより基本的な話型であるよ
うに見える。しかし現存する最古の資料である『イリアス』においては、アキレウスが死
後に楽園へ行くという前提になってはおらず、
『オデュッセイア』においてははっきりと冥
界に行ったことになっている。そのため、作品の成立時期から単純に考えるならば、アキ
レウスが冥界に行ったという話型が先行していたようにも見える。しかしまた、優勢な話
型がある時期にガラッと変わるということも考えにくい。また資料が現存しない以上、冥
界に行く話型が『イリアス』以前に基本的な形であったという証左もない。可能性として
それ以外の形があったことを検討することには十分な意義がある。
2 章ではそうした可能性を検討するための前提として、ギリシア文学の中に出てくるア
フターライフ、すなわち人間が通常の生を終えた後の在り方の様々な形を概観する。する
と叙事詩における描写を精査する限り、冥界に行く人物と楽園に行く人物の間には、死ん
だか死んでいないかという決定的な違いが存在していたことが読み取れる。また、死後も
そうでない場合も含むアフターライフにはこれら二つ以外にもパターンが考えられ、アキ
レウスのものだけに限定しても、時期によって微妙な違いがみられる。
3 章ではそうした諸所のアフターライフ観の間にある違いを踏まえた上で、アキレウス
の死後の物語を再確認していく。そうして見て行くと、Burgess のような、
『イリアス』以
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前には楽園に行く話型が基本的な形であったという想定には、少なからず疑問の余地があ
ることがわかる。しかし『アイティオピス』以降、彼の楽園行きの物語は増加していく。
その背景には、秘儀宗教をはじめとする死後の幸福についての思想の影響があったと考え
られる。楽園行きという処遇は、叙事詩においては主に血縁等によって神に選ばれた特別
な存在に与えられるものであったが、古典期以降には条件さえ満たせば通常の人間でも得
られるものへと変化している。これは秘儀宗教の目指したところと一致している。少なく
とも、
『アイティオピス』以降の変遷についてはそのように説明することができるだろう。
では『イリアス』とそれ以前についてはどうだろうか。冒頭で述べた通り『イリアス』
において、アキレウスの死とその後は直接的には描かれていないが、様々な形で予示され
ている。また『イリアス』においては特別な死後を与えられる英雄は、アキレウスに限ら
ず、一人も描かれていない。ヘラクレスやディオスクロイについても、はっきりと死んだ
ものとして扱われる。英雄の死に着目する上では、特別なアフターライフを描写すること
は主題にそぐわないものと認識されていたと考えられる。
一方で『イリアス』以外の作品においては特別なアフターライフが排除されていたわけ
ではない。アキレウスについても同様であり、
『イリアス』以前のアキレウスの死後の在り
方として考えうるのは、冥界行きと英雄信仰の対象としての「英雄霊」となる。
「英雄霊」
は死んだ後に崇拝の対象となる者のことだが、その在り方には特別な扱いを受けるという
楽園行きとの共通点があり、冥界行きの話型しかなかった状態からいきなり楽園行きの話
型が生じたと考えるよりも理解しやすい。しかし、
『イリアス』以前のアキレウスと英雄信
仰との関係を示す決定的な考古学的証拠は存在しない。そのため、それを検証するには異
なるアプローチが必要となっている。
そのための一つの議論として、4 章では『イリアス』におけるアキレウスと ἥρως とい
う語の関係を検証していく。そうして見ていくと、ギリシア方最大の英雄であるはずのア
キレウスが ἥρως とごく僅かな回数しか呼ばれていないことが注目される。さらにその数
少ない箇所についても、精査していくと不自然な点が多く、彼が実際には ἥρως と呼ばれ
ていなかった可能性も考えられる。そして『イリアス』全体における ἥρως の用法を精査
すると、この語がなんらかの原則に従って用いられていることもわかる。そうであるとす
れば、アキレウスに対して ἥρως の語が用いられていないことについても、なんらかの原
則か理由があると思われる。
『イリアス』の中では、ἥρως の語は宗教的な意味を含んでお
らず、基本的に普通の戦士たちを表すために用いられ、この語が適用されないアキレウス
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がなんらかの意味で差別化されていたということが見えてくる。
『イリアス』という作品は
こうすることにより、
「英雄霊」というアイデアを払拭しようとしたのではないか。
5 章では、ここまでに得られた知見を基に、アキレウスの死後の物語の変遷における『イ
リアス』の意義について、どのようなことが言えるか整理してみたい。アキレウスが特別
なアフターライフを得るという話は、彼の特別な出自の故に、
『イリアス』が成立した頃か
ら既に存在したと推定される。しかし、
『イリアス』は彼の特別なアフターライフを明確に
否定し、普通の人間として死ぬ姿を描いていた。その後、秘儀宗教の唱える「死後の幸福」
の影響を受けて、アキレウスが死後に楽園に行くという話型が生じたと考えられる。その
過程において、アキレウスを死すべき人間として描いた『イリアス』が重要な役割を果た
していたということを示して結論としたい。

5

第 1 章 現存するアキレウスの死後の物語の問題

アキレウスの死後の物語には大きく分けて二つの話型が存在している。すなわち、冥界
に行く話型と楽園に行く話型である。数から言えば後者のほうが圧倒的に多く、前者の例
は、明確に描かれているものとしては、一つしかない。このとき注目されるのは、どちら
の方が先に存在していた伝統的な話型なのか、どちらの方がより主流の話型だったのかと
いうことであろう。アキレウスはトロイア戦争におけるギリシア方最大の英雄であり、ま
た最高神ゼウスも恩義を感じている海の女神テティスと英雄ペレウスとの間に生まれた半
神である。
『イリアス』作中でもアキレウスとヘクトルを比較するうえで、ヘクトルが（人
間の）女の乳を吸って育ったのに対して、アキレウスの母親は女神であり、またその女神
にしてもゼウス自身によって育てられたと語られる等（Il.24.56-61）
、他の人間とは一線を
画す存在として描かれていた。そのため、アキレウスが死後に他の人間とは異なる特別な
扱いを受けたのではないかと考えることはごく自然であるように思われる。実際にそのよ
うな考えの下で物語が作られていたことは、現存する作品の多くで楽園に行くものとして
描かれていることが証明している。その一方で、冥界に行ったとしている現存する唯一の
話型の出どころが問題を複雑にしている。本章ではアキレウスの死後の物語を概観するこ
とで、問題を整理するところから始めたい。

1 節 冥界に行くアキレウス

数あるアキレウスの死後を描いた作品の中で、唯一冥界に行ったアキレウスの姿を描い
ているのは『オデュッセイア』である。オデュッセウスが冥界を訪れる 11 歌いわゆるネ
キュイア（冥界行）においてアキレウスの様子も描かれている。ネキュイアの内容がトロ
イア戦争における戦友たちの話へと移り、総大将アガメムノンに続いて現れたのがアキレ
ウスであったが、アキレウスは第一声から既に冥界での在り方について否定的な言動をす
る。

"διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
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ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;" (Od.11.473-6)1

さらにオデュッセウスが慰めの言葉をかけると(Od.11.477-86)、自分の境遇についても次
のように不満を述べ始める。

"μὴ δή μοι θάνατόν γε παραύδα, φαίδιμ᾽ Ὀδυσσεῦ.
βουλοίμην κ᾽ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ,
ἀνδρὶ παρ᾽ ἀκλήρῳ, ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη,
ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφθιμένοισιν ἀνάσσειν.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ μῦθον ἐνίσπες,
ἢ ἕπετ᾽ ἐς πόλεμον πρόμος ἔμμεναι ἦε καὶ οὐκί.
εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι, (Od.11.487-94)2

アキレウスの悲観的な様子は、
比較対象となる楽園のイメージと大きく異なるものである。
ここで言われている「死者たちの支配者」というのはオデュッセウスの慰めの言葉の中に
ある μέγα κρατέεις νεκύεσσιν(11.485)「お前は死者たちを立派に治めている」という表現
を受けたものであり、アキレウスが冥界において実際に支配者としての立場にあるとは考
えにくい。また登場した際の描写を考えれば、彼を囲む死者たちというのは生前から縁の
ある友人たちやミュルミドネス勢のことであり、
「全ての死者たちの」というのはあくまで
誇張的な表現であってアキレウスの実情を反映したものではないだろう。あるいは死後に
支配者になるという意味では、彼がトロイア戦争後に黒海の支配者になったという伝承を
受けたものかもしれないが、地上での支配と冥界にいるという状況は少なくとも『オデュ
ッセイア』においては相容れぬものであり、やはり字義通りに受け取るべきではないだろ

1

「ラエルテスの子、創意に富むオデュッセウス、／無謀なやつよ、これ以上に大それた
ことを考えることができるか？／どうして冥府へと下ってきたのか？感覚のない死人たち
と／疲れ果てた人々の幻が住む場所だというのに。
」
2 「私の死について軽々しく口にしないでくれ、名高きオデュッセウスよ。／私は農奴と
して多くの糧も得られないような貧しい男のそばに仕えて／土に触れることを望んでいる
のだ。／全ての滅ぼされた死者たちの支配者になることよりも。／それよりも、私の高貴
な息子についての話を語ってくれ。／彼は将として戦いに従事したのかそれともそうでは
ないのか。／また、高貴なるペーレウスについてももし知っていれば語ってくれ。
7

う3。
さらにオデュッセウスがアキレウスの希望に応じて息子ネオプトレモスのその後につい
て答えると、彼は満足して去っていく。アキレウスは地上にいることを望んでいると確か
に語ってはいるがそれが叶うかどうかは問題にしておらず、それよりも残してきた家族の
ことを気にかけている。そして彼らのその後についての不安さえ解消されてしまえば、自
分が冥界にいる事自体を嫌がるような素振りはない。後述するように『オデュッセイア』
にはアキレウスの例とは別にエリュシオンについての記述が存在するが、少なくとも冥界
にいるアキレウスはそうした楽園の類と関係ある人物としては全く描かれていない。
また 24 歌冒頭ではアガメムノンによる説明の形でアキレウスの葬礼の描写が事細かに
なされている4。彼の遺体が死後にどのような扱いを受けたかは他の作品と比較する上でも
重要である。アキレウスはテティスを始めとする神々やアカイア勢の手によって、壮大な
葬礼とともに弔われており、
その際彼の遺体は火葬されたため肉体の原型は失われている。
そしてその骨はパトロクロスのものとともに埋葬されていると語られる。また彼の墓の場
所についても言及されており、
「広大なヘレスポントスに臨む、突出した岬の上」となって
いる。

ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἔδομεν πυρί· πολλὰ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ
μῆλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα καὶ ἕλικας βοῦς.
καίεο δ᾽ ἔν τ᾽ ἐσθῆτι θεῶν καὶ ἀλείφατι πολλῷ
καὶ μέλιτι γλυκερῷ· πολλοὶ δ᾽ ἥρωες Ἀχαιοὶ
τεύχεσιν ἐρρώσαντο πυρὴν πέρι καιομένοιο,
πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε· πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.
αὐτὰρ ἐπεὶ δή σε φλὸξ ἤνυσεν Ἡφαίστοιο,
ἠῶθεν δή τοι λέγομεν λεύκ᾽ ὀστέ᾽, Ἀχιλλεῦ,
οἴνῳ ἐν ἀκρήτῳ καὶ ἀλείφατι. δῶκε δὲ μήτηρ
χρύσεον ἀμφιφορῆα· Διωνύσοιο δὲ δῶρον
φάσκ᾽ ἔμεναι, ἔργον δὲ περικλυτοῦ Ἡφαίστοιο.

3

佐野, p.60.

4

後代の挿入とする節も根強いが、決定的と言うわけではない。 佐野, p.70.注 1
8

ἐν τῷ τοι κεῖται λεύκ᾽ ὀστέα, φαίδιμ᾽ Ἀχιλλεῦ,
μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος,
χωρὶς δ᾽ Ἀντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες ἁπάντων
τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.
ἀμφ᾽ αὐτοῖσι δ᾽ ἔπειτα μέγαν καὶ ἀμύμονα τύμβον
χεύαμεν Ἀργείων ἱερὸς στρατὸς αἰχμητάων
ἀκτῇ ἔπι προὐχούσῃ, ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ,
ὥς κεν τηλεφανὴς ἐκ ποντόφιν ἀνδράσιν εἴη
τοῖσ᾽, οἳ νῦν γεγάασι καὶ οἳ μετόπισθεν ἔσονται. (Od.24.65-84)5

しかし後述するように、
彼が埋葬されたのか、
されたとしてどこにされたのかという点は、
作品によっていくつかのパターンが存在している。彼の墓といわれる場所は黒海周辺に点
在しており6、どれが本物というわけではない。しかし『オデュッセイア』で語られその描
写がその後他の作品にも受け継がれていたということは、それなりに知名度のある墓だっ
たのだろう。

2 節 楽園に行くアキレウス

冥界に行く話型が一件しかないのに対し、楽園に行く話型は複数存在し、また時代的に

「そして 18 日目に、我らは（お前を）炎に捧げた。それに加えて多くの／よく肥えた羊
と曲がった角の牛とを屠った。／そしてお前は焼かれていた神々の衣と多量の香油と／甘
い蜂蜜の中で。多くのアカイアの ἥρως たちが／炎の燃ゆる中で武具を身に着けて炎の周
りを素早く行進した、／歩兵たちと騎士たちとが。そして轟音が上がった。／しかし、お
前をヘパイストスの炎が焼き尽くすと、／我らは翌朝からお前の白い骨を拾い始めた、ア
キレウスよ、／澄んだ酒と香油の中に。そして、
（お前の）母が与えた／金の壺を。ディオ
ニュソスの贈り物であると／彼女は言っていた。そして高名なヘパイストスの作品である
と。／それにお前の白い骨を納めて、高名なるアキレウスよ、／メノイティオスの子死ん
だパトロクロスのものと混ぜるように。／ただしアンティロコスのものとは離すように、
お前が抜きんでるように／他のすべての仲間たちの中で死んだパトロクロスに続いて彼へ
敬意を払ったところの。／そしてそのあとそれらの周りに大きく素晴らしい墓を／アルゴ
ス人たちの強靭な槍兵隊が築いた／突出した岬の上に、広いヘレスポントスの上の、 ／
人々に遠く海から見えるものとして在るように、／今既にいる者たちにそして後にいるだ
ろう者たちに。
」
6 Burgess(2009), pp.112-26.
5
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も広範に亘り、ギリシア語で書かれている作品に限定しても、紀元前８～７世紀頃に成立
したと考えられる作品から紀元後 3 世紀頃に成立したと考えられる作品まで含まれている。
また内容についても、楽園に類する場所に行くという大筋においては共通しているが、細
かい点では差異も存在する。そのため、各作品におけるアキレウスの死後の描き方の特徴
を整理してみたい。

(1)『アイティオピス』の例：レウケ7

まとまった形で現存するもしくは内容についての梗概が伝わっている作品の中で、アキ
レウスの楽園行きを描いた最も古いものは叙事詩の環に属する
『アイティオピス』
である。
叙事詩の環の中で時系列的に『イリアス』に続く作品であり、アキレウスの死とその後の
遺体の扱いが描かれていたとされている。残念ながら断片しか残されていないが、後 2 世
紀頃に作られたと考えられる叙事詩の環各作品の梗概が伝わっており、それによって内容
をある程度知ることができる。この梗概の信頼性については岡の言う通り、十分なものと
みなしていいだろう8。
『アイティオピス』ではアキレウスが関わる 3 つの戦いが話の中心となっている。1 つ
目はアキレウスとアマゾン族のペンテシレイアの戦い、2 つ目はアキレウスと表題にもな
っているアイティオピア人たちの王であり、女神エオスの息子でもあるメムノンの戦い、
3 つ目はパリスによるアキレウスの死と彼の遺体を巡る戦いである。3 つ目の戦いとその
後については次のように語られている。

τρεψάμενος δ᾽ Ἀχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς τὴν πόλιν συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ Ἀπόλλωνος·
καὶ περὶ τοῦ πτώματος γενομένης ἰσχυρᾶς μάχης Αἴας ἀνελόμενος ἐπὶ τὰς ναῦς κομίζει, Ὀδυσσέως ἀπομαχομένου
τοῖς Τρωσίν.
ἔπειτα Ἀντίλοχόν τε θάπτουσι καὶ τὸν νεκρὸν τοῦ

7

以下、それぞれの作品において楽園がなんという名称で語られているかをこのように記
載していく。
8 岡, pp.156-57.
10

Ἀχιλλέως προτίθενται.
καὶ Θέτις ἀφικομένη σὺν Μούσαις καὶ ταῖς ἀδελφαῖς
θρηνεῖ τὸν παῖδα· καὶ μετὰ ταῦτα ἐκ τῆς πυρᾶς ἡ Θέτις
ἀναρπάσασα τὸν παῖδα εἰς τὴν Λευκὴν νῆσον διακομίζει.
οἱ δὲ Ἀχαιοὶ τὸν τάφον χώσαντες ἀγῶνα τιθέασι,
καὶ περὶ τῶν Ἀχιλλέως ὅπλων Ὀδυσσεῖ καὶ Αἴαντι στάσις
ἐμπίπτει.9 (Procl. Chr. 191-203)

Λευκὴν νῆσον（レウケの島、もしくは白い島）が楽園に相当する10。この島は実在し、実
際にアキレウスに関する祭祀が行われていたとされている11。他の作品と比べるとテティ
スがアキレウスの遺体を持ち去ったという点が特徴的である。
『アイティオピス』自体でも
ギリシア軍は彼の墳墓を築いており、既に見た通り『オデュッセイア』24 歌でも彼の埋葬
について詳述され、他の作品でも埋葬について言及があるため、それらと矛盾する遺体の
持ち去りをどのように解釈するかが問題となってくる12。Schadewaldt は拐われたのがア
キレウスの εἴδωλον である可能性を挙げるが13、岡はメムノンの不死化に際しても遺体の
運搬があったと考えられ、アキレウスについても同様であると考えられることからそれを
否定している14。そもそも εἴδωλον が拐われるという発想は、
『オデュッセイア』１１歌に
おいて冥界のアキレウスが、冥界における死者は εἴδωλον に過ぎないと語っていることと、
ヘラクレスについて冥界にいる εἴδωλον と天上の神々の間にいる本人の両方が同時に存
在していると語られていることから発していると思われる。すなわち、死後に行く場所で
9

「一方アキレウスはトロイア軍を敗走させ、彼らを追って城市の中に入った時パリスと
アポロンによって討たれた。彼の死体をめぐってはげしい戦いが起こり、アイアスはそれ
をかついで船の方へ運び、オデュッセウスはトロイア軍の追撃を防いだ。ついで彼らはア
ンティロコスを埋葬し、アキレウスの死体を棺台の上においた。／テティスはムーサイや
姉妹たちとともにきて息子の死を嘆いた。そのあとテティスは息子を火葬の薪の山からさ
らってレウケの島へ運んだ。／ギリシア軍は墳墓を築いたのち競技を催し、アキレウスの
武具をめぐってオデュッセウスとアイアスの間に争いが生じた。
」
10 以後、原典から直訳する場合と引用の場合を除いて、神話上の楽園としてのレウケをレ
ウケ、実在する島としてのレウケをレウケ島と呼称する。
11 実在するアキレウスの祭祀については篠崎 pp.336-343 を参照。
12 Rohde はこれをより古い語りを受けたものだとしている。 Rohde, p. 84.n.29.
13 Schadewaldt, p.162.
ただし、Schadewaldt 自身もクエスチョンマークを付けており、
断定しているわけではない。
14 岡, p.281.
11

あるレウケの住人は死後の世界である冥界の住人と同様に εἴδωλον であろうということ、
また墳墓に埋葬された遺体と連れて行かれた遺体が同時に存在するという状況がヘラクレ
スの場合と同様 εἴδωλον によって解決できるということである。しかし、ヘラクレスと同
様の状況でありレウケに行ったのが εἴδωλον であると考えた場合、女神によって連れ去ら
れた方が幻ということになり不自然である。また 2 章で後述するように、楽園の住人は力
なき εἴδωλον などではなく肉体を伴った存在であると考えられる。そのため、岡の言うよ
うにアキレウスの遺体は間違いなくさらわれており、ギリシア軍によって作られた墳墓に
埋葬されたわけではないと考えるべきだろう15。
この梗概の記述だけだとレウケがいかなる場所かは判然としないが、これ以降の例にも
レウケという名称が使われていること、そしてメムノンの死後の扱いとの対比から楽園に
類する特別な場所であったと考えることができる。メムノンの死について梗概は次のよう
に語る。

Μέμνων δὲ ὁ Ἠοῦς υἱὸς ἔχων ἡφαιστότευκτον πανοπλίαν παραγίνεται τοῖς Τρωσὶ βοηθήσων· καὶ Θέτις τῷ
παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προλέγει.
καὶ συμβολῆς γενομένης Ἀντίλοχος ὑπὸ Μέμνονος
ἀναιρεῖται, ἔπειτα Ἀχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει· καὶ τούτῳ
μὲν Ἠὼς παρὰ Διὸς αἰτησαμένη ἀθανασίαν δίδωσι.16 (Procl. Chr. 185-90)

メムノンとアキレウスは互いにパラレルな存在であると考えられている。ともにヘパイス
トス謹製の武具を身に着け、女神の息子であり、死に際して母女神の手で特別な扱いを受
ける等、彼らの対応関係は多岐に亘る17。その片割れであるメムノンに ἀθανασίαν「不死
性」が与えられたと明記されている以上、アキレウスにもそれと同等のものが与えられて

佐野, p.64
「エオスの息子メムノンはトロイア人に加勢するためヘパイストスのつくった武具一式
をつけて現われ、テティスは息子にメムノンについて予言した。／合戦が起こり、アンテ
ィロコスはメムノンの手にかかって倒れ、アキレウスはメムノンを討ちとった。エオスは
ゼウスから許しをえて、息子に不死性を与えた。
」
（下線部筆者）
17 Burgess(2009), p.28
15
16
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いると考えられ、レウケ島に連れて行かれることがそれに対応している18。
岡も、アキレウスがレウケの島に運ばれることは彼の不死の伝承を前提とするとしてい
るが、彼の不死の伝承はメムノンの不死の伝承に対するパラレルとして生じたとしている
19。メムノンの不死が先に存在し、これに対するパラレルとしてアキレウスは不死になる

ことになり、その描写としてレウケに連れて行かれるという形が取られたという流れを想
定しているのだろう。岡のこの推論はアキレウスが本来的には死すべき人間であり、他の
作品でも死すべき存在として扱われ、
『イリアス』以前にアキレウスの不死の伝承が存在し
た証左はないのに対し、メムノンの方はエオスとティトノスの子という立場であることか
らより不死の存在になるのにふさわしいため、そちらが先に存在したのだろうという推測
を行っている20。しかし、本章冒頭でも引用した通り女神テティスを母に持ちゼウスを始
めとする神々からも愛されたアキレウスがメムノンよりも不死にふさわしくないとは考え
にくい。むしろふさわしいと考えられていたからこそ後世に多くの楽園行きの物語が創作
され、祭祀にまでなったと考えるべきではないだろうか。おそらく、不死の伝承がそれ以
前に存在した証左がないということが岡の推測の根底にあると思われるが、後世の状況を
考えれば、それ以前に不死の伝承が全く存在しなかったと言い切れる保証はない。また岡
の議論では度々不死の伝承という言葉が用いられるが、この言葉の定義も定かではない。
不死の伝承の例として岡は『オデュッセイア』におけるヘラクレスとメネラオスの例を挙
げているが、後述するように神とともに天上に住まうヘラクレスと地上のどこかにあるエ
リュシオンに住むメネラオスの不死、そして死んだ上で与えられるメムノンとアキレウス
の不死が全く同じ性質のものとは考えにくい。
『アイティオピス』に限った話をしても、メ
ムノンに与えられた不死性がどのようなものなのか、不死になったのち彼がどこへ行った
のか等は梗概からはわからない。またアキレウスがレウケにおいてどのような状況である
かも定かではない。岡はふさわしさを成立の前後関係にからめて考えたが、後述する『レ
ーソス』のように不死性の性質の違いとして現れていてもおかしくない。こうした差異は
岡の議論においてはそこまで重要ではなかったかもしれないが、アキレウスの死後を俯瞰
する上では無視できない。
Rohde, p.65. Davies, pp.65-66.
岡, pp.281-82. cf.West(2013), p.156. Nagy, pp206-7.
20 岡,p.281. 岡は母エオスの光にまつわる要素がレウケ（輝く島）と重なること、父ティ
トノスも不死を得たこと等を根拠として挙げている。Davies, p.66 もティトノスとの関連
性を挙げる。
18
19
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(2)エウリピデス『アンドロマケ』の例：レウケ

エウリピデスの『アンドロマケ』では、デウスエクスマキナとして現れたテティスが孫
ネオプトレモスを喪って悲嘆に暮れるペレウスに対し彼のその後の生について予言する。

σὲ δ᾽, ὡς ἂν εἰδῆις τῆς ἐμῆς εὐνῆς χάριν,
κακῶν ἀπαλλάξασα τῶν βροτησίων
ἀθάνατον ἄφθιτόν τε ποιήσω θεόν.
κἄπειτα Νηρέως ἐν δόμοις ἐμοῦ μέτα
τὸ λοιπὸν ἤδη θεὸς συνοικήσεις θεᾶι·
ἔνθεν κομίζων ξηρὸν ἐκ πόντου πόδα
τὸν φίλτατόν σοι παῖδ᾽ ἐμοί τ᾽ Ἀχιλλέα
ὄψηι δόμους ναίοντα νησιωτικοὺς
Λευκὴν κατ᾽ ἀκτὴν ἐντὸς ἀξένου πόρου. 1262
ἀλλ᾽ ἕρπε Δελφῶν ἐς θεόδμητον πόλιν
νεκρὸν κομίζων τόνδε, καὶ κρύψας χθονὶ
ἐλθὼν παλαιᾶς χοιράδος κοῖλον μυχὸν
Σηπιάδος ἵζου· μίμνε δ᾽ ἔστ᾽ ἂν ἐξ ἁλὸς
λαβοῦσα πεντήκοντα Νηρήιδων χορὸν
ἔλθω κομιστήν σου· τὸ γὰρ πεπρωμένον
δεῖ σ᾽ ἐκκομίζειν, Ζηνὶ γὰρ δοκεῖ τάδε.
παῦσαι δὲ λύπης τῶν τεθνηκότων ὕπερ·
πᾶσιν γὰρ ἀνθρώποισιν ἥδε πρὸς θεῶν
ψῆφος κέκρανται κατθανεῖν τ᾽ ὀφείλεται. (E.Andr.1253-72)21
21

「そなたについては、私との結婚の幸せがよく判るように／死すべき人間の災いから解
き放ち、／死ぬこともなく、朽ちることもない神にしてあげましょう。／これからはネー
レウスの館で私とともに／末永く神として、女神の私と一緒に暮らしていくのです。／そ
こから海原の上を足を濡らすこともなく赴けば、そなたにも私にも最愛の息子、アキレウ
スの／顔も見られるはず、島の館を住まいとしているので、／レウケーの岸辺、人を寄せ
つけぬ黒海の奥に。／さあデルポイなる神の建てた町へ行くがよい、／そしてこれなる遺
骸を運び、大地の下に埋めたならば／昔通りセーピアーの岩礁の洞窟の奥で／坐って待つ
がよい。さすればやがて海の中より／五十人のネーレウスの娘たちの群れを連れて／そな
14

ペレウスはテティスによって神格化し、レウケに住むアキレウスに会いに行くことができ
るようになるという。ここでもアキレウスがレウケに住んでいるということ以上の情報は
なく、彼がどのような状態にあり、レウケがどのような場所かも描かれていない。しかし、
神となったペレウスはたしかにレウケに行くことができるが、彼自身の住処はレウケでは
なく海中のネレウスの館である。人を寄せ付けない海（黒海）の中(1262)と言われている
ように、曲りなりにも地上のどこかであるはずのレウケとは異なり、海中というのは天上
と同じく明らかな神々の領域であり、神格化であるペレウスの不死とアキレウスの死後の
性質も異なる可能性がある。ペレウスはテティスとニンフたちによって連れて行かれると
書かれているが、その際ペレウスはセピアスの岩の洞で待つと書かれており、死ぬとはど
こにも書かれていない(1264-69)。一方でネオプトレモスの死はいかなる人間にとっても避
けられないものと語られており対比をなしている。またアキレウスがレウケに住んでいる
と語られる一方で、テティスは嘆かれることのない子供（ἄκλαυτα τέκνα22）を生むはず
であったが(1235)、そのアキレウスを喪ったと語っている。言い換えれば、アキレウスの
死は嘆くべきものであったということになる。死後楽園に行けるかどうかと、死そのもの
が嘆くべきものであるかどうかは別問題であるということも注目に値するだろう。

(3)エウリピデス『タウリケのイピゲネイア』の例：レウケ23

同じくエウリピデスの『タウリケのイピゲネイア』にもわずかではあるが、アキレウス
とレウケに対する言及が、ギリシアからタウリケまでの旅路を歌い上げるコロスの歌の中
でされている。

ἢ πνεύμασι Ζεφύρου,
τὰν πολυόρνιθον ἐπ᾽ αἶαν, λευκὰν ἀκτάν, Ἀχιλῆたを迎えるために私が参りましょう。そなたを連れてゆくことは／成就されねばならぬ運
命ゆえ、ゼウスのご意向もそうであれば。
」
22 LSJ ではこの箇所を例として挙げ not liable to death としている。
23 レウケという名前は出てこないが、レウケのことであると考えられる。Platnauer, p.98,
ad.435.
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ος δρόμους καλλισταδίους,
ἄξεινον κατὰ πόντον; ( E.IT.434-38)

24

ここで同じく歌い上げられているのは海にまつわる伝説上の人物の話であり、レウケにつ
いても同様であると考えられる。
「人を寄せつけない」というのも人間の取れる通常の方法
ではたどり着くことができないということであろう。なお、アキレウスの競争場 Ἀχιλῆος
δρόμους という言葉はヘロドトス等の記述にも見られるが25、ここで言われているのはレ
ウケないしレウケ島とはまた別の場所であり、
どのような関係にあったかは定かではない。

(4)ピンダロス『ネメア祝勝歌』４番の例：輝く島

ピンダロスの『ネメア』祝勝歌でも『タウリケのイピゲネイア』同様わずかだがアキレ
ウスと島への言及がある(4.49)。ここではペレウスの関係者とそれぞれに関係する土地が
描かれており、アキレウスも輝く島＝レウケの支配者であるかのように書かれている。ア
ルカイオスの断片 35426や後述する『ホメロス後日譚』にも同様のことが書かれているが、
レウケ島及び黒海周辺における彼の祭祀の影響と考えていいだろう。

(5)ピンダロス『オリュンピア祝勝歌』２番の例：浄福者たちの島

一方『オリュンピア祝勝歌』では楽園にあたる至福者たちの島 μακάρων νῆσος(2.71)
に関する詳細な説明ののち、アキレウスもまた島にいるということが語られる。

Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονται:
Ἀχιλλέα τ᾽ ἔνεικ᾽, ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ
λιταῖς ἔπεισε, μάτηρ (Pind.O.2.78-80)27

24

「あるいは、ゼピュロスの息吹に送られて、／鳥の群れ棲む土地、／白い浜辺とアキレ
ウスが／走ったという見事なコースのある島を目指し、／人を寄せ付けぬ海原を越えて
か？」
25 篠崎, p.338.
26 Page, p.89. 断片番号 166
27 「そこにはまたペレウスとカドモスの姿が認められ、／アキレウスも、歎願のすえゼウ
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母がゼウスに頼んで連れてきたという点は『アイティオピス』におけるメムノンの不死化
の流れを思い起こさせる。
『イリアス』においてもテティスはゼウスを説得できる存在とし
て描かれていたため、それを受けたものと考えることもできるだろう。また『アンドロマ
ケ』ではペレウスは神格化され海中で過ごすと言われていたが、ここでは彼も楽園に行く
とされている。カドモスにせよペレウスにせよ女神を妻に持っており、2 章で見るメネラ
オスの例もそうであるが、神を親族として持つというのが重要な要件だったのだろう。さ
らにここでは楽園の様子が詳細に描かれているが、後述するように、ここで描かれる楽園
は倫理的に優れた人間が輪廻転生の果てに至る場所であり、神格化とも単純な死後の世界
とも異なるものとして描かれている。アキレウスについては母に連れてこられているため
そうした条件が該当するかは定かではないが、他と同様に楽園へ行くという形を取りつつ
も、島の在り方からすると、それは特別な恵みを含むことであると考えるべきだろう。

(6)プラトン『饗宴』の例：浄福者たちの島

プラトンの『饗宴』では模範的な少年愛の一例としてアキレウスとパトロクロスの関係
が挙げられている。

οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος ὑὸν ἐτίμησαν καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπεμψαν, ὅτι πεπυσμένος
παρὰ τῆς μητρὸς ὡς ἀποθανοῖτο ἀποκτείνας Ἕκτορα, μὴ
ποιήσας δὲ τοῦτο οἴκαδε ἐλθὼν γηραιὸς τελευτήσοι,
ἐτόλμησεν ἑλέσθαι βοηθήσας τῷ ἐραστῇ Πατρόκλῳ καὶ
τιμωρήσας οὐ μόνον ὑπεραποθανεῖν ἀλλὰ καὶ ἐπαποθανεῖν
τετελευτηκότι· ὅθεν δὴ καὶ ὑπεραγασθέντες οἱ θεοὶ διαφερόντως αὐτὸν ἐτίμησαν, ὅτι τὸν ἐραστὴν οὕτω περὶ πολλοῦ
ἐποιεῖτο. (Plat. Sym. 179e.1-180a.4)28

スの心を説き伏せた母により、／連れてこられた。
」
28 「ところがテティスの子アキレウスに対してはそれとは逆に、その誉れを讃えて彼を浄
福な人々の住まう島へと送ったが、それは彼が母親から、
『もしヘクトルを討ち取らば汝命
17

あくまで対話形式の議論の一部であり、彼らの関係を少年愛の枠に当てはめることが適切
かどうかは定かではないが、ここではアキレウスがパトロクロスの仇討ちと彼の後を追う
ために命を賭して戦ったことが、愛する者のために戦うという模範的な行動として捉えら
れ、その模範的な行動の故に浄福者たちの島 μακάρων νήσους へと送られたとされている。
『イリアス』に描かれているアキレウスの物語を色濃く反映した内容であり、テティスだ
けでなく他の神々の意向も含まれていること、そしてその前提として模範的な行動を取る
という条件が示されていることが特徴と言えるだろう。いわゆる生前に善行をした者は天
国に行くことができるという死後のパターンに類するものであり、倫理的な面を問うとい
う意味では『オリュンピア』祝勝歌で描かれている楽園観とも重なる部分がある。ただし
こちらは輪廻転生等への言及はなく、単純に死後の話である。

(7)アポロドーロスの例：レウケ＋浄福者たちの島

アポロドーロスの『ビブリオテーケー』では次のように語られている。

θάπτουσι δὲ αὐτὸν ἐν Λευκῇ νήσῳ μετὰ Πατρόκλου, τὰ ἑκατέρων ὀστᾶ
συμμίξαντες. λέγεται δὲ μετὰ θάνατον Ἀχιλλεὺς ἐν Μακάρων νήσοις Μηδείᾳ
συνοικεῖν.(Apollod. Epit. 5. 5)29

アキレウスとパトロクロスがともに埋葬されるというのは『イリアス』の時点で既にパト
ロクロスの要求として描写されており(22.82-92)、また上で見た『オデュッセイア』24 歌
で語られるアキレウスの葬礼についての描写においても言及されている(24.76-77)。しか
し、そこでの彼らの埋葬先はヘレスポントスの岬の先端であった。これに対してアポロド
ーロスではレウケに埋葬したと書かれている。他の多くの作品ではレウケは常人には至る
を落とすべし。されど、そのことなくば、己が家に帰り長寿に至りてこの世を去るべし』
と聞かされながら、自分を恋してくれるパトロクロスを援け、そしてその仇を討ち、彼の
ために死ぬというだけでなく、亡き彼の跡を追って討死するというかかる道をあえて選ん
だからである。それだからこそ、神々もこよなく讃嘆され、自分を恋する者をかくも大事
にしたからといって、彼に特別の誉れを与えて讃えられたのだ。
」
29 「彼らはアキレウスをパトロクロスとともに、二人の骨を混合した後、
「白島」に葬っ
た。
死後アキレウスは
「至福の人々の島」
においてメーデイアと同棲していると言われる。
」
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ことのできない場所であるかのように書かれていたが、ここではアカイア勢が彼を埋葬す
るためにレウケに行ったことになっており、さらにレウケとは別に浄福なる者たちの島が
存在するかのように書かれている。おそらく、実在するレウケ島とそこにアキレウスが埋
葬されているはずであるという話、アカイア勢が彼らの葬礼を行ったという話、そしてア
キレウスは楽園に類する島に行ったという伝承を矛盾なく整合させるためにこのような複
雑な形が取られたのだろう。骨を混ぜ合わせて埋葬したと書かれている通り、テティスが
遺体を持ち去った『アイティオピス』とは異なり『オデュッセイア』のようにアキレウス
は火葬され、彼の肉体は失われている。そのため、ここでも浄福者たちの島は地上にある
と思われるが、彼の不死者としての性質は他の作品、特に『アイティオピス』と異なる可
能性を考慮すべきだろう。またメデイアとの同棲も特徴的である。アポロドーロスの記述
はこれまで見てきた話型と出てくる名前こそある程度共通しているが、内容を精査すると
かなり毛色が異なるものであり、注意が必要である。

(8)アポロニオス・ロディオス『アルゴナウティカ』の例：エリュシオンの野

アポロニオス・ロディオスの『アルゴナウティカ』にもテティスに対する予言という形
でアキレウスの死後の楽園行きについての言及があるが、アポロドーロスとの共通点が見
受けられる。

ἀλλ᾽ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω.
εὖτ᾽ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται,
ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο
νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος,
χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο
Μηδείης: σὺ δ᾽ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα,
ἠδ᾽ αὐτῷ Πηλῆι. (A.R.4.810-6)30

30

「さあよいですか、私はあなたに誤つことのない話を／語りましょう―今はケンタウロ
スのケイロンの住処で／あなたの乳を求めつつ、水のニンフらの養育を受ける／あなたの
息子がエリュシオンの野に至ったときには、／アイエテスの娘メデイアの夫になるとの定
めです。
」
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ここではエリュシオンの野 Ἠλύσιον πεδίον として楽園は言及される31。アポロドーロス
と同じくメデイアとの関係が語られている。
これら二つの作品の内容が一致しているのは、
同じ伝承を元に作られたからだと考えられる。おそらく、前 2 世紀頃には既にアキレウス
とメデイアが死後結婚したという話が広く知られており、アポロドーロスはそれを基に話
をまとめたのだろう。

3 節 アキレウスの死後のその他の場合

最後に楽園と冥界以外の場所に行ったもしくは居る話や、どこに行くのか明示されない
話を見ていく。

(1)叙事詩の環『小イリアス』の場合（ファンタスマ）32

『小イリアス』は叙事詩の環の中では『アイティオピス』の次に来る作品であり、アキ
レウスの武具を巡るオデュッセウスとアイアスの争いから始まり、ピロクテテスとネオプ
トレモスの到着と活躍、そして木馬の計略の発案とイリオン城への運び込みまでが描かれ
ていたとされる。この作品の梗概にもごく僅かではあるがアキレウスが登場する。

καὶ Νεοπτόλεμον Ὀδυσσεὺς ἐκ Σκύρου ἀγαγὼν τὰ
ὅπλα δίδωσι τὰ τοῦ πατρός· καὶ Ἀχιλλεὺς αὐτῷ φαντάζεται. (Procl. Chr. 217-18)33

この記述からはアキレウスがどのような状況で現れたかは定かではないが、翻訳等では亡
霊と解釈されることが多い。それはおそらく、アキレウスが死すべき人間として既に死亡
している状況にいてそれが再び現れるとすれば、亡霊という形が最も有り得そうなもので

31

エリュシオンという名前の語源はホメロス以前に遡るものとされている。Bremmer,
p.5.
32 以下では、ここまでの例と異なり楽園に行ったわけではないため、楽園の名称ではなく
アキレウスの死後にどういった要素が関わるかを記載する。
33 「オデュッセウスはスキュロスからネオプトレモスを連れてきて／彼に父親の武具を与
えた。そのあとアキレウスの亡霊が彼のもとに現れた。
」
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あることと、φαντάζεται という語が用いられていることから来ていると思われる。
φαντάζω ないし φαντάζομαι は φαίνω の関連語であり、姿を表すという意味合いの語で
ある。そして φαντασ-という語幹は単なる姿形だけではなく、φάντασμα 等に見られるよ
うに亡霊、幻影といった実在しない像を現すのに使われる語に用いられることが多い。以
上のような事情から亡霊と解釈されていると考えられるが、これが『イリアス』における
パトロクロスのような、死後僅かな時間だけ地上に現れることができ、最終的には地下の
力無き霊となるようなものなのか、それとも通常の死者とは異なる理屈で地上に残ってい
るものなのかははっきりしない。しかしこの後続けてみていくように『アイティオピス』
でアキレウスの霊（？）は葬礼を経たにも関わらず、長期に渡って地上に残り影響を与え
続けている。岡はこれらも死すべきものであるという点で、
『オデュッセイア』でのアキレ
ウスに連なるものと考えていたわけだが、これは『イリアス』
『オデュッセイア』の世界観
における霊の在り方とは異なるだろう。

(2)叙事詩の環『イリウ・ペルシス』の場合（墳墓）

『イリウ・ペルシス』は『小イリアス』の次に来る作品であり、トロイア陥落までが描か
れる。また終盤にはアキレウスの墳墓が登場していたようである。

ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν
Πολυξένην σφαγιάζουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ Ἀχιλλέως τάφον. (Procl. Chr.273-74)34
ついで彼らは城市に火を放ち、
ポリュクセネをアキレウスの墳墓のもとで殺した。

プリアモスの末娘ポリュクセネの生贄については後述する『ヘカベ』でも語られているが、
『イリウ・ペルシス』の梗概ではどのような理由で彼女が犠牲に捧げられたかは定かでは
ない。岡も言う通り、墳墓の前で犠牲を捧げたということは、墓が単なる cenotaph では
なくアキレウス本人の遺体が埋葬されていたことを示しているだろう35。

34
35

「ついで彼らは城市に火を放ち、ポリュクセネをアキレウスの墳墓のもとで殺した。
」
岡, pp.318-19.
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(3)叙事詩の環『ノストイ』の場合（エイドーロン）

『ノストイ』は『イリス・ペルシス』の次に来る作品であり、その名の通り帰国譚をテー
マとしている。ここでは再びアキレウスの霊（？）が現れる。

τῶν δὲ περὶ τὸν Ἀγαμέμνονα ἀποπλεόντων Ἀχιλλέως εἴδωλον ἐπιφανὲν πειρᾶται διακωλύειν προλέγοντὰ
συμβησόμενα. (Procl. Chr. 291-93)36

ここでのアキレウスは εἴδωλον と表現されており、
『小イリアス』の場合と同じく亡霊と
解釈されることが多い。しかし、同じ εἴδωλον という言葉が使われてはいるがここでも『オ
デュッセイア』に見られるような力無き霊というわけではなく、予言の力を持ち生者の行
動に明確に干渉することのできる超越的な存在として描かれている。
梗概を見る限りでは、
叙事詩の環の詩におけるアキレウスの出番はここまでである。
『ノストイ』のあとには『オ
デュッセイア』が続くが37、既に見た通り『オデュッセイア』で描かれる冥界にいるアキ
レウスは、自分が死んだ後地上でなにが起こったかを全く把握できていない。従って、ネ
オプトレモスの前に現れさらには未来を予言する力を持つ叙事詩の環における彼の描写と
地続きとは考えられない。確かに死すべきものであるという点においては共通し続けてい
るが、死後の扱いにおいては決定的に異なっていると見るべきだろう。

(4)エウリピデス『ヘカベ』の場合（生贄を要求する存在）

エウリピデスの『ヘカベ』では、アキレウスは墓の上に現れ生贄を要求するような存在
となっている。

ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύμβου φανεὶς

36

「アガメムノンと彼の一行が出航しようとしたとき、アキレウスの亡霊が現われ、やが
て彼らにふりかかる禍を予言して出発をひき留めようとした。
」
37 『ノストイ』
と『オデュッセイア』は成立に際して何らかの関係にあったと考えられる。
両作品のの関係については、岡, pp.320-362. West(2013), pp.247-49.
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κατέσχ᾽ Ἀχιλλεὺς πᾶν στράτευμ᾽ Ἑλληνικόν,
πρὸς οἶκον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην·
αἰτεῖ δ᾽ ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν Πολυξένην
τύμβωι φίλον πρόσφαγμα καὶ γέρας λαβεῖν. (E.Hec.37-41)38

ここで言うひき留めというのは風を止めることだと解される39。上述した通り、ポリュク
セネの生贄については『イリウ・ペルシス』でも言及されていた。しかし『ヘカベ』では、
アキレウス自身が彼女を要求したということになっている。また生贄要求についてはヘカ
ベの歌(90-97)やコロスの歌(107-15)でも言及されている。いずれもアキレウスが彼女を求
め生贄に捧げられるという内容になっている。しかし、前者においては叙事詩の環と同じ
く φάντασμα としてあるが、削除が検討されている。後者についてはアキレウスがどうい
う存在なのか、特に記述されていない。ポリュクセネ自身は冥界に行くと考えているよう
であるが(205-10)、それがアキレウスも冥界にいることを示すのかは定かではなく、それ
以上のことは読み取れない。

(5)エウリピデス『レーソス』の例（レーソスよりは劣る何か）

エウリピデスのものとされている『レーソス』では40、
『アキレウス自身はまだ死んでい
ないが、ムーサが息子レーソスの未来を予言する際に比較する形で彼の死が語られる。

οὐκ εἶσι γαίας ἐς μελάγχιμον πέδον·
τοσόνδε νύμφην τὴν ἔνερθ᾽ αἰτήσομαι,
τῆς καρποποιοῦ παῖδα Δήμητρος θεᾶς,
ψυχὴν ἀνεῖναι τοῦδ᾽· ὀφειλέτις δέ μοι
τοὺς Ὀρφέως τιμῶσα φαίνεσθαι φίλους.
κἀμοὶ μὲν ὡς θανών τε κοὐ λεύσσων φάος
38

「あのペーレウスの子アキレウスが墓の上に姿を現わし、／ギリシア軍の船脚を止めて
しまったのだ、／真直ぐに海を漕ぎ渡って我が家に帰るはずのところを。
」
39 Collard. p.132, ad.37.
40 この作品については偽作であるという議論が根強いが、真作とも偽作とも言い切れない
のが実情である。片山 pp.375-77.
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ἔσται τὸ λοιπόν· οὐ γὰρ ἐς ταὐτόν ποτε
ἔτ᾽ εἶσιν οὐδὲ μητρὸς ὄψεται δέμας·
κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονὸς
ἀνθρωποδαίμων κείσεται βλέπων φάος,
Βάκχου προφήτης, ὅς γε Παγγαίου πέτραν
ὤικησε, σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν θεός.
ῥᾶιον δὲ πένθος τῆς θαλασσίας θεοῦ
οἴσω· θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεών.
θρήνοις δ᾽ ἀδελφαὶ πρῶτα μὲν σ᾽ ὑμνήσομεν,
ἔπειτ᾽ Ἀχιλλέα Θέτιδος ἐν πένθει ποτέ.
οὐ ῥύσεταί νιν Παλλάς, ἥ σ᾽ ἀπέκτανεν·
τοῖον φαρέτρα Λοξίου σώιζει βέλος.
ὦ παιδοποιοὶ συμφοραί, πόνοι βροτῶν·
ὡς ὅστις ὑμᾶς μὴ κακῶς λογίζεται
ἄπαις διοίσει κοὐ τεκὼν θάψει τέκνα. (E. Rh. 962-82)41

問題となるのはムーサのセリフの中にある ῥᾶιον δὲ πένθος τῆς θαλασσίας θεοῦ οἴσω·
θανεῖν γὰρ καὶ τὸν ἐκ κείνης χρεών. (974-75)「しかし私はかの海の女神よりも容易に42悲
しみを耐える。というのも彼女から生まれたものも死ぬ定めにあるのだから。
」という部分

41

「いや、この子は黒い大地の底には行かせない。／それくらいは、地下の国の花嫁も叶
えてくれるだろう。／実りをもたらす女神デーメーテールの娘に頼んで、／この子の命を
蘇らせてもらおう。私が頼めば、／オルペウスの身内のこの子を、なおざりにはできまい。
／私にとっては、それでも今後は死んで日の目を見ないのと／何も代わりはない。会うこ
とも叶わず、／母の姿を目にすることもないのだから。／とはいえ、銀を生み出す土地の
洞穴に身を潜め、神とも人ともつかない身となって日の光は目にしていられる。／バッコ
スの祭司のようにパンガイオンの岩山に住み、／それと知るものからは神として崇められ
ることになる。／それでも、この悲しみも海の女神と比べればまだ耐えられる。／あの女
神の息子も死ななければならない定めだ。／今は私も私の仲間も、弔いの歌でお前を嘆い
ているが、／次にはテティスの悲しみとともにアキレウスの死を嘆くことになる。お前を
殺したパラス・アテーナーにも、彼を救うことはできない。／それほどの矢をアポローン・
ロクシアースの矢筒は秘めている。／ああ、子を儲けるのは難儀なことだ。人間にとって
何たる苦労だろう。／少しでも先を見通せるものなら誰しも、子供を作らず生涯を終え、
／親が子を葬る羽目に陥らないようにすることだろう。
」
42 「より容易に」＝ῥᾶιον という表現については Liapis, p. 327. ad.974-5.
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である。同じ息子を失うという運命にありながら、何らかの理由・理屈によってムーサと
テティスでは悲しみの度合いが違うということになる。Liapis はムーサがアキレウスの死
を事前に知っていることを理由として挙げるが43、それによってなにがどう違うのかとい
う点は判然としない。
『イリアス』作中で度々短命への言及があるように、アキレウスが死
ぬことは当然テティスも知っている。
それとも逆にムーサはレーソスが死ぬことを知らず、
それが対比になっているということなのだろうか。いずれにせよ、事前知識の有無が悲し
みの度合いに明確な上下をつけるとも考えにくい。それよりもこのセリフの直前までの話
題に注目すべきではないだろうか。アキレウスの死に言及する前に、ムーサは比較対象と
なる息子レーソスの死後について詳しく語っている。彼女は本来であればレーソスが死後
に大地の暗い底へ行くところを、デメテルの娘に頼んで地上に魂を帰らせるという
(962-65)。ペルセポネが関わっているため、暗い大地の底というのは冥界のことだろう。
そして地上に戻ってきたレーソスは κρυπτὸς δ᾽ ἐν ἄντροις τῆς ὑπαργύρου χθονὸς
ἀνθρωποδαίμων「銀に満ちた大地の洞窟に隠れる現人神」にして、σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν
θεός「知る者にとって恐るべき神」になるのだという。δαίμων や θεός という表現から、
彼はいわゆるヘーロースや亡霊の類になるのではなく、それらよりも天上の神々に近い存
在になるのだと考えられる。
このようなレーソスの待遇が語られた上でアキレウスの死がより耐え難いものとして語
られるのだから、アキレウスの死後の待遇はこれよりも劣るものだと認識されて然るべき
だろう。ただし、その待遇が具体的にどのようなものであるかははっきり描かれているわ
けではない。これまで見てきた例を基に考えるならば、冥界に行ったかもしくは楽園に行
ったということになるだろう。前者だとすれば、冥界に行かないレーソスと冥界に行くア
キレウスという形で対比がより明確なものとなり、またホメロスの両叙事詩以外で彼が冥
界に行くことが想定された例の一つということになる。さらに、冥界に行くことと神にな
ることが明確に区別されていた証左ともなりうる。一方もし後者だとすれば、死後に楽園
へ行くこと（アキレウス）と地上で神（ダイモン）になること（レーソス）の間に好まし
さの点で優劣が存在していたということになる。Liapis によれば『レーソス』におけるア
キレウスとレーソスの対照関係には『イリアス』および『アイティオピス』からの影響が
見られるという44。女神を母に持つこと、名馬の所有者であること、優れた勇士であるこ
43
44

同上
Liapis pp.xxi-xxii レーソスとアキレウスの関係については Michelakis, pp.170-172.
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と、模範的英雄であること、戦の中で早逝すること、死に際して女神特にムーサの嘆きが
描かれること、死後特別な扱いを受け神に近い信仰の対象となること等が論拠として挙げ
られている。
『アイティオピス』を前提としているならば、アキレウスがあちらでレウケに
行っていたようにこちらでも楽園に行くことが想定されていてもおかしくない。またこの
作品の予想される成立時期には、アキレウスが楽園に行く話型は既に一般的であり、他の
エウリピデスの作品でも度々言及されていた。一方でアキレウスとの類似点を多く持つと
いうことはアキレウスのパラレルとなるメムノンとの類似点を多く持つということでもあ
る。上記のアキレウスとレーソスの対応関係の論拠についても、多くがメムノンとレーソ
スに対しても当てはまるだろう。むしろトロイア方の同盟者であることを考えれば、メム
ノンの方がアキレウスよりもレーソスに似通った存在と言えるかもしれない。既に見た通
り、メムノンも母である女神エオスによって ἀθανασίαν「不死性」を与えられていた。
『レ
ーソス』での不死の神となるレーソスと楽園へ行くアキレウスとの対応関係が、
『アイティ
オピス』での不死のメムノンとレウケに行くアキレウスの関係から来ている可能性も十分
に考えられるだろう。いずれにせよ、アキレウスがどちらに行ったか明示されていない状
況で死後の扱いに優劣があったということは、どちらと取られたとしてもすんなりと受け
入れられる描写であったということだろう。

(6)クイントス・スミュルナイオス『ホメロス後日譚』の場合（神・島・生贄）

クイントスは後 3 世紀後半頃の人物と推定されるローマ時代のギリシア詩人である45。
彼の作品である『ホメロス後日譚』は叙事詩の環の作品群を題材としており、もともと別
個の作品だった『アイティオピス』から『ノストイ』までを再構成したものとなっている。
そのため、既に見てきた叙事詩の環の詩と同様の話が語られるわけだが、時間的な隔たり
もあり、内容が大きく変わっている部分も少なくない。しかし、叙事詩の環の本編が失わ
れているため、その内容を知る上で重要な資料となっている。ここではアキレウスの死後
について、ポセイドンがテティスに次のように語っている。

"Ἴσχεο νῦν περὶ παιδὸς ἀπειρέσιον γοόωσα.

45

北見, p.584.
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Οὐ γὰρ ὅ γε φθιμένοισι μετέσσεται, ἀλλὰ θεοῖσιν,
ὡς ἠὺς Διόνυσος ἰδὲ σθένος Ἡρακλῆος·
οὐ γάρ μιν μόρος αἰνὸς ὑπὸ ζόφον αἰὲν ἐρύξει
οὐδ᾽ Ἀίδης, ἀλλ᾽ αἶψα καὶ ἐς Διὸς ἵξεται αὐγάς·
καί οἱ δῶρον ἔγωγε θεουδέα νῆσον ὀπάσσω
Εὔξεινον κατὰ πόντον, ὅπῃ θεὸς ἔσσεται αἰεὶ
σὸς πάις· ἀμφὶ δὲ φῦλα περικτιόνων μέγα λαῶν
κεῖνον κυδαίνοντα θυηπολίῃς ἐρατεινῇς
ἶσον ἐμοὶ τίσουσι. Σὺ δ᾽ ἴσχεο κωκύουσα
ἐσσυμένως καὶ μή τι χαλέπτεο πένθεϊ θυμόν." (Q.S.3.770-80)46

まず目につくのは、アキレウスが死者たちのところにいるのではなく神々の中にいるとさ
れていることである。それは彼が死者ではなく神になるということだろう。同様の例とし
て挙げられているディオニュソスも神であり、ヘラクレスも諸説あるものの神になったと
されていることが多い。これまで見てきた例では楽園に行くことが即ち不死になることと
理解されており、また超越的な力を発揮する場合もあったが、神になったと明言されてい
る例はなかった。また冥界ではなく神にという流れはレーソスの死後を彷彿とさせる。一
方で死や冥界が彼をずっと留めてはいないとされていることから、少なくとも一度は冥界
に行ったうえで天上に上げられているということになる。
さらに彼はエウクセノス
（黒海）
にある神々しい島を与えられて、神としてそれを所有すると語られており、これが他作品
でいうところのレウケに相当する。ただし、ここで言われているレウケは実在するレウケ
島のことであると考えられる。アキレウス祭祀への言及も実在のそれを前提としていると
見られる。
なお、ここで言われている神々しい島とは死後に行く楽園としてのエリュシオンの野と
46

「さあ子供について際限なく嘆くのはやめなさい。／彼は死者たちの中ではなく、神々
の中にいるだろうから、／高貴なるディオニュソスと剛力のヘラクレスのように。／恐る
べき死が彼を闇の下にずっと留めることはないだろうから／また冥界もだ、むしろすぐに
ゼウスの光へと同じくやって来るだろう。／私も彼に贈り物として神々しい島を与えると
しよう／エウクセノスの海のものを、そのようにしてずっと神として在るだろう／お前の
息子は。そして周りで近隣の者たちの多くの種族が／彼を魅力的な生贄でもって崇めるの
だ／私に報いるように。さあ泣くのは早くやめなさい／そしていかなる悲しみにも心を押
しつぶされてはならない。
」
27

は別の場所であると考えられる。

τέτρατον αὖτ᾽ ἐπὶ τοῖσι Νεοπτολέμῳ μεγαθύμῳ,
τὸν καὶ ἐς Ἠλύσιον πεδίον μετόπισθεν ἔμελλον
Ζηνὸς ὑπ᾽ ἐννεσίῃσι φέρειν μακάρων ἐπὶ γαῖαν. (Q.S.3.760-62) 47

Ὣς εἰπὼν ἀπόρουσε θοῇ ἐναλίγκιος αὔρῃ·
αἶψα δ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον <κίεν>, ἧχι τέτυκται
οὐρανοῦ ἐξ ὑπάτοιο καταιβασίη ἄνοδός τε
ἀθανάτοις μακάρεσσιν. (Q.S.14.223-26)48

前者で用いられている μακάρων γαῖαν は他作品における浄福者たちの島μακάρων νῆσοι
の陸地版とでもいうべき表現であり、おそらくエリュシオンの野という名称に合わせて変
化したものだろう。ここでもゼウスの意向が働いているが、エリュシオンの野に行くのは
アキレウスではなく彼の息子ネオプトレモスである。後者は、ポリュクセネの生贄を要求
した後去っていったアキレウスの描写だが、エリュシオンの野が神々の住処と地上をつな
ぐ場所として書かれ、そこにアキレウスが向かったと語られている。北見はこれをレウケ
に住むという伝承とエリュシオンに住むという伝承の混在によるもの、すなわちエリュシ
オンとレウケを同一視してアキレウスの住処であると捉えている49。しかし、アキレウス
の住処が一か所でなければいけないということはない。上述の 3 歌の時点でアキレウスは
いつも神々しい島にいる(3.776-77)と語られている一方で、神々の間にいるとも語られて
いた(3.771)。その両方がアキレウスの住処であるとするならば、このときエリュシオンに
向かったのはそこが神々の通り道だったからであり、その先に神々の居場所があるのだと
考えれば矛盾なく捉えられる。そしてこのことは、少なくともクイントスの認識の上では
レウケないしレウケ島とエリュシオンは別物であったということを示している。そして楽
「彼らに加えて 4 度目には高貴なるネオプトレモスに（仕えることが）
、／そして後に
彼をエリュシオンの野へ連れて行くことになっていた／ゼウスの提案の下に浄福なる者た
ちの地へと。
」
48 「そして彼は素早くエリュシオンの野へ向かった。そこは／至高の空から上り下りをす
る場所である／至福の神々にとって。
」
北見訳では＜戻った＞となっているが、κίω なので「向かった」と訳すべきである。
49 北見, p.552.
James(p.288, ad 771-4)もこれを戻ったと解する。
47
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園が別途存在する以上、ここで言われている神々しき島は、楽園とは違う実在するレウケ
島の方だろう。
(7)ピロストラトス『ヘロイコス』の例

一方ピロストラトスの『ヘロイコス』ではトロイア戦争最中の話から死後の話までアキ
レウスについて多くが語られており、
『ビブリオテーケー』や『アルゴナウティカ』同様に
アキレウスの結婚についての言及がなされているが、こちらでは死後レウケ島においてヘ
レネとともに暮らしているとされている(745.18ff.)。ここでのレウケはテティスの頼みに
応じたポセイドンがアキレウスとヘレネが暮らすべくもともと存在しなかった島を出現さ
せたという神話的な由来を持っているが、一方で人間が立ち寄ることを許されているとも
語られており、立地としては世界の涯等ではなく実在するレウケ島に近いものとして扱わ
れているようである。しかしアキレウスとヘレネの像を祀った神殿があるとも語られてお
り、また立ち寄りが許されているといっても短期間で定住することは許されないといった
描写からすると、
ここでの彼らは単なる死後の人間としてではなく神として扱われており、
この島についても神としての二人の聖域のような場所であると考えられる。そのため、こ
こでの島の扱いは『ホメロス後日譚』同様に英雄たちが死後に住む楽園とは別物であると
考えるべきだろう。またレウケに存在する神殿とは別にアキレウスの塚がトロイア北西部
の街に存在するという記述もあり(738.34-739.2)、
『オデュッセイア』や『ホメロス後日譚』
等と同様にアキレウスとパトロクロスがともに埋葬されているということになっている。

4 節 アキレウスの死後の物語の問題点

ここまで見てきた限りでは、アキレウスの死後の物語は、行き先が分かるものの大半が
楽園ないしそれに類するところに行く内容であり、そちらの話型を中心として発展してき
たように見える。しかし、その大元を辿ろうと考えたとき、アキレウスの死後を描いた現
存する最も古い資料は、楽園行きではなく冥界行きを描いた『オデュッセイア』であった。
古来『イリアス』と並んでホメロスという伝説的な詩人に帰されてきた『オデュッセイア』
は、今なお最も権威のある古代ギリシアの文学作品の一つであり、そのため『オデュッセ
イア』に見られる冥界行きの話型こそが最も古い確かな話型であることは一定の事実であ
る。
そのため、
アキレウスが死後に特別な扱いを受けないという話型が基本としてあった、
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と考えることは確かに自然なことではある。実際に前述した岡が『アイティオピス』の解
釈において述べているように、
『イリアス』以前にアキレウスが不死になったという伝承が
あった証左はない50。しかし、アキレウスに特別な死後を与えるような伝承がそれまでに
なかったかどうかはまた別の問題である。例えば、Gantz のようにヘラクレスすらも前 8
世紀には神格化されておらず、それは後代の発展であると考えることには慎重でなければ
ならない51。結局のところホメロス以前に遡ることができないという現状においては、全
く新しい文献資料が見つかりでもしない限り、上で述べてきたことが考察するうえでの基
本線となるだろう。
しかしもし、実在する例の件数がより多い方を主流であると考えるのであれば、間違い
なくアキレウスの死後の物語における主流は、ここまで見てきたことから明らかなように
楽園ないしそれに類するところへ行くという話型である。冒頭でも述べた通り、アキレウ
スが特別な死後を得たとしてもおかしくないと考えるのもごく自然なことである。
『イリア
ス』
『オデュッセイア』という二大叙事詩が世に出てしまっている状況で、突然現れた全く
異なる話型が主流になり替わったとは考えにくい。アキレウスが特別な死後、特に不死を
得たという話型がホメロス以前に存在したという確証はないが、一方でホメロス以前には
彼が冥界に行くという作品・伝承しかなかったという確証もないのである。それゆえ、前
者の可能性を検討してみることにも価値は十分にあるだろう。この方向で議論を進めてい
るのが J. S. Burgess である。
Burgess の研究はホメロス以前の伝統的な伝承や話型についてのものであり、その中で
アキレウスの死についても論じられている。彼は上に見てきたようなアキレウスの死の
様々な話型を比較検討することで、共通の要素から再構成した話型を fabula of death of
Achilles として名づけ、それがホメロス以前から一貫して変わらない伝承の基本的な形で
あるとしている52。そしてその死後についての部分は「テティスがアキレウスを火葬の薪
50

なお岡は『アイティオピス』の成立時期について『イリアス』より後『オデュッセイア』
以前と推定している。その場合『オデュッセイア』より前からアキレウスが島に行く話型
があったことになるが、いずれにせよ『イリアス』以前には楽園行きの要素はなかったと
いうことになる。
また佐野や Edwards もアキレウスが特別な死後を得るという話型を、
『オ
デュッセイア』以前に遡りうるという可能性を指摘している。 佐野 p.61, Edwards,
pp.225-26. Schein は不死の伝承が『イリアス』以前から伝統的に存在していたと想定
するが、具体的な内容を規定するわけではない。p.91, 95.
51 Gantz, p.460.
52 Burgess(2009), p.27. 具体的には次のような内容を想定している。
There is an elaborate funeral ceremony for Achilles, which Thetis, the Nereids, and the
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からさらい、楽園に類する場所に送る」となっている。
Burgess の目的は変わらない部分を規定することであるため当然ではあるのだが、作品
間の設定・状況の違いはさほど重視していない。上記の死後についての fabula もほぼ『ア
イティオピス』の梗概の内容そのままであって、他の作品との差異が考慮されているとは
言い難い。しかし既に見てきた通り、
『アイティオピス』とその他の作品ではアキレウスの
死後の肉体の扱いについて大きな違いがあった。また『アイティオピス』や『オリュンピ
ア祝勝歌』のように肉体は単にテティスによって運ばれたとするものもあれば、
『饗宴』の
ように生前の善行故に神々によって送られたとするものもあり、楽園行きの理屈において
も無視することのできない違いがある。さらにその他として挙げたような、彼がどこへ行
ったか断定できないような作品に対しても考察が不十分であるように思われる。
とくに
『レ
ーソス』については上で見た通りアキレウスが冥界に行ったという話型が採用されている
可能性がありうるのに、Burgess は特に言及も反論もしていない。また、時代による変化
というものもあまり考慮されていない。Burgess は fabula をまとめるうえでクイントスの
『ホメロス後日譚』を非常に重視しており、A から H まである fabula 全てにおいて『ホ
メロス後日譚』を根拠の一部としている。叙事詩の環の詩が現存しない以上ある程度は仕
方がないことであるが、2 章で後述するように『ホメロス後日譚』には明らかにオウィデ
ィウスの『変身物語』の影響を受けていると思われる箇所もある。それは叙事詩の環の内
容を推定するうえでは確かに重要な資料ではあるが、成立時期がかなり後である以上は、
ホメロス以前を考えるうえで中心に据えるべき資料であるとは言い難い。
そして、肝心の『オデュッセイア』での冥界行きの話型との整合性という問題にあたっ
ては、当初は『イリアス』と『オデュッセイア』は例外的な話型であると除外しており、
またその後の改めての考察においては、冥界と楽園にはつながりがあったとして死後の世
界観の方を大雑把にとらえて、
『オデュッセイア』のように冥界に行くことと楽園に行くこ
との間には連続性があるというような苦しい形で整合性をとろうとしている53。たしかに
『レーソス』におけるレーソスや『ホメロス後日譚』のアキレウスの場合には、死者が一
度冥界に行った後で神になったとも読み取れるわけだが、楽園に行く途中で冥界を通るな
Muses attend; Thetis takes Achilles from the pyre to a paradisiacal location; the
Greeks build a conspicuous funeral mound at Troy.
53 Burgess(2009), pp.109-10. 元々は Nagy によるアイデアらしく、英雄は魂だけとなっ
て冥界に行き、楽園に行って肉体を取り戻すという流れを想定しているようである。 Nagy,
p.208
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いし冥界の中に楽園があるという死後の世界観は主にローマ文学において流行したもので
ある。上記の『ホメロス後日譚』の成立時期の問題を踏まえれば、時代が下ったことによ
って死後の世界に対する見方が変化し、その影響を受けているということは十分に考えら
れる。そしてそうした冥界と楽園が地続きであるという設定を『オデュッセイア』に対し
ても適用して他の作品との設定の整合性を論じることは、例えば既に設定が変化した後代
の聴衆には通じるかもしれないが、
『オデュッセイア』が成立した時点で成り立つ整合性の
話では当然あり得ない。そのような後の時代の理屈を根拠として『オデュッセイア』の例
外的な描写を無理やり組み込むことには大きな問題がある。こうした時期ごとの差異を想
定しないという点においても、共通点を最重視する Burgess の論法には問題があると言え
るだろう。こうした時代による差異を考慮することは、ホメロス以前を探るうえでは最も
重要な要素のはずである。
特別な死後という話型がホメロス以前から存在した、という可能性は無視できない。こ
れを検討するためにはアキレウスの死後の物語間の違いを正しく理解し、それがどの様に
変遷していったのかを知る必要がある。さらにそれを理解するためには古代において死後
の世界観がどのように変遷していったのかを知ることも不可欠である。
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第 2 章 アフターライフ（その後の生）
1 章で見てきたアキレウスの死後の物語の違いを精査するため、本章では楽園に行くこ
とと冥界に行くこととがどう違うのか、アキレウス以外の例も見ながら確認していく。ま
たそれ以外にも、アキレウスの死後を検証するうえで重要になる要素についても見ていく
必要があるだろう。その際、最初に指摘しておきたいのは用語の使い方についてである。
アキレウスの話ではいつも死ぬことが前提となっていた。そのためアキレウスの「死後」
という表現で一纏めにすることができた。しかし後で見るように、アキレウス以外の楽園
行きは必ずしも死の要素を含むわけではない。そのため、死後の生や死後の世界といった
表現は古代ギリシアにおける死生観、特に楽園行きを含めて語るうえでは適切な表現とは
言い難い。英語では、死という語を含まない after life という語句がある。これは死後をも
含む概念であるが、もう少し広く、ある人が通常の生を終えた後、どこでどうしているの
かを意味する語と説明することができる。ただし、after life という語句に対して一般的に
用いられる来世という訳語は、死後の生まれ変わりを想起させるため、楽園行きを語るに
際してはやはり適切とは言い難い。そのためこの論文では、死を必ずしも前提としない総
称として、
死やそれに類するなんらかの転機を経たその後のありさまを
「アフターライフ」
と呼ぶこととする。

1 節 楽園について

まずは謎の多い概念である楽園とその住人について考えてみたい。というのも、死後の
世界の死者についてならある程度共通の認識があり後で見る実情も概ねそれに即したもの
であるが、
、
楽園の住人がどのような存在であるのかについては一貫したイメージが浮かび
にくい。実際に前章で見てきたアキレウスの例においても、作品によって彼の状態は異な
っていた。それゆえ楽園と冥界とを比べる前に、まず楽園の描写自体の比較検討が必要で
ある。

(1)叙事詩に見られる楽園

楽園についての記述がある現存する資料の中で、最も古いものはホメロスの『オデュッ
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セイア』とヘシオドスの『仕事と日』である。すでに軽く触れたが、
『オデュッセイア』で
はアキレウスが冥界にいるとされている一方で、メネラオスは楽園に行くことになる存在
として描かれている。4 歌において彼はテレマコスに、海の翁プロテウスから聞いたこと
を語るが、その中に彼自身の楽園行きについての言及がある。

σοὶ δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,
Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
ἀλλά σ᾽ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης
ἀθάνατοι πέμψουσιν, ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, —
τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν·
οὐ νιφετός, οὔτ᾽ ἂρ χειμὼν πολὺς οὔτε ποτ᾽ ὄμβρος,
ἀλλ᾽ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας
Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν ἀνθρώπους, —
οὕνεκ᾽ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι. (Od.4.561-9)1

特にその後半において語られる安楽な生や居心地の良さといった内容は、一般にイメー
ジされるような天国に近いものと言っていいだろう。しかしここの記述において最も注目
すべき点は、σοὶ δ᾽ οὐ θέσφατόν ἐστι,（中略）θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,(561-62)と
書かれているように、メネラオスの楽園行きが死なずに行くことを前提として描写されて
いることである。Heubeck のコメンタリーでも「メネラオスは死なず、エリューシウムに
送られることになるだろう。
」とされている2。ῥηΐστη βιοτὴ (565)という表現も彼らが楽園
において生を送っていることを物語っており、生前と同じような状態を保っているものと
思われる3。立地という点を見ても、大地の涯と言われるように普通の人間には到達するこ
とが難しい場所ではあるものの、生者の世界である地上のどこかに存在する場所なのであ
1

「しかし、ゼウスの加護あるメネラオスよ、／お前は馬を養うアルゴスで死ぬ定めにも
死の運命に直面する定めにもなっていない。／神々はお前をエリュシオンの平野、大地の
果てへ送るだろう。／そこには金の髪のラダマンテュスがいるのだが、／人々にとって非
常に楽な生活がそこにはあるのだ。／雪も降らず、激しい嵐もなく、激しい雨も降らない。
／オケアノスが人々を涼ませるために吹きかける西風の透き通った風を送る。／それとい
うのもお前がヘレネを妻として持ち、神々にとってはゼウスの義理の息子だからなのだ。
」
2 Heubeck, vol.2 p.227, ad 563ff.
3 Rohde, p.56.
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り、地下の世界である冥界とは一線を画している。また彼がそこに送られる理由について
は、彼がヘレネとの婚姻によってゼウスと縁戚関係にあることによる。つまり『オデュッ
セイア』において楽園は、死者たちが住む死後の世界ではなく、縁戚関係によって神に認
められた特別な生者が行く場所なのである。
この楽園が死者ではなく生者が行く場所であるという語りは『仕事と日』においても見
られる。いわゆる五時代の説話中の第四の種族、英雄の種族についての記述の中に至福者
たちの島 μακάρων νῆσος という名の楽園が出てくるが、ここでは楽園に行く者たちが死
ぬ者たちとは明確に区別されているように見える。

[ἔνθ᾽ ἦ τοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε]
τοῖς δὲ δίχ᾽ ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε᾽ ὀπάσσας
Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης.
καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες
ἐν μακάρων νήσοισι παρ᾽ Ὠκεανὸν βαθυδίνην,
ὄλβιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν
τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα. (Hes. Op. 166-173)4

West の言うように 166 行の τοὺς μὲν と 167 行の τοῖς δὲ が対応していると考えれば5、そ
こで対比されているのは死の終わりが捉えた者たちと、ゼウスが大地の涯すなわち楽園に
送った者たちである。 言い換えれば、死ぬことと楽園に行くことが対比されていると言う
ことができるだろう。ここでも楽園の様子を語るうえでは βίοτον καὶ ἤθε᾽ ὀπάσσας (167)
という表現が示すように彼らは生者として生活を送っているのであり、その安楽な生が強
調されている。
しかし、これらの二行をどう捉えるべきかについては様々な議論がある。というのは楽
園に行く英雄とそうでない英雄がわかれると考える立場がある一方で、
英雄すなわちἥρως

4

5

「ある者はまさにその地で、死の極みに包まれたが、／しかしある者には、クロノス
の子、父なるゼウスが／命の糧と住処を与えて、人界を離れた大地の涯に住まわせた。
／彼らは深く渦巻く大洋のほとり、至福者の島に、／心に労きとてなく住んでいる。／
幸せな英雄たちだ。彼らのためには豊饒の大地が、／年に三度も稔る、蜜の甘さの穀物
をもたらすのだ。
」
West(1990), p.192 ad 166,167.
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は皆等しく楽園に行くものであると考える立場もあるからである6。後者の立場の研究者た
ちからは 166 行を後代の挿入として削除し、英雄全員が楽園に送られたと解釈できるよう
にする案が出されている7。しかし、166 行を削除すると今度は英雄たちがどのような流れ
で楽園に行ったのか全く漠然としたものになってしまう。そうであったとしても、死んだ
うえで楽園に行く、もしくは死なずに楽園に行く、あるいは黄金の時代の人間のように一
度大地に覆われたうえで再び地上に現れるなどのいくつかの流れが想定しうるだろう。た
しかに、163 行には ὤλεσε とあるが、これが指しているのは英雄の種族全体の滅び・終わ
りという大きな括りの話であって、個々の人物の死について言っているわけではない。
しかしそもそも、楽園行きについて言及されている代表的な人物の一人が上で見たメネ
ラオスであるわけだが、
『オデュッセイア』における描写を見る限りでは彼はトロイアで戦
争が ὤλεσε した人物ではない。また彼の楽園行きの話を見ても戦争とはとくに関係づけら
れているわけでもない。では『オデュッセイア』で語られる彼の死を経ない楽園行きは、
『オデュッセイア』の詩人による特異な創作であったのだろうか。ここで問題となるのが
メネラオスの特殊な事情である。ホメロス以前から存在したと考えられるトロイア戦争に
まつわる伝承や、叙事詩の環において中心となっていたのはアキレウスやオデュッセウス
ではなくアトレイダイであったと岡は推定しているし8、トロイア戦争の物語がパリスの審
判に端を発する以上、ヘレネの奪還をテーマとして物語が進行し、アトレイダイの帰還や
最期によって終わるというのは筋が通っているように思われる。クイントスの『ホメロス
後日譚』もアカイア勢の帰還で幕を閉じていた。そしてアガメムノンの死は、後に悲劇な
どでも題材として取り上げられたように、作品の中心に据えられるにふさわしい強い物語
性を帯びている。それに対して、メネラオスの死についての物語はほとんど存在していな
いのである。メネラオスの英雄信仰が古くから存在していたのであれば、その死や墓所に
まつわる話がいくつもあってしかるべきであるし、アガメムノンの悲惨な死に対してメネ
ラオスのそれがどうであったかという点に関心が集まるのはごく自然であるようにも思わ
れるが、彼の死を具体的に描いた文学作品は現存していない9。このような状況である以上、
メネラオスが死ぬという話型が一時でも一般的であったことがあるとは考えにくい。彼の
この議論については Solmsen, p.22.を参照。
同上 及び佐野, p.72. n. 19.
8 岡, p.462.
9 メネラオスの英雄信仰は存在していたようだが(Burkert, p.203.)、それにまつわる縁起
譚等は現存していない。
6
7
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英雄信仰が成立した時点ですでに死なずに楽園に行くという話型の方が一般的であったと
推定される10。これは、メネラオスが死ぬという発想自体がほとんど存在しなかったとい
うことではないだろうか。たしかに、物語の構成上メネラオスが死ぬところまで話が進ま
ないという事情もあるだろう。しかし、そうしたなかでも、ゼウスの娘婿であるという自
身の特別性や悲惨な死を迎えたアガメムノンの対極としての立ち位置が、メネラオスが自
身の物語の内に死の要素を持たない人物として構想される条件・状況を整えたのだと思わ
れる。トロイア戦争での活躍や戦いぶりや死にざまよりも、そのようなことこそが、彼を
早い時期からエリュシオン行きへと結びつけたのではないだろうか。
『仕事と日』に話を戻すが、それでも仮に 166 行が本来存在せず、すべての英雄達が至
福者の島に行くということになっていたとしたら、そこに死の要素はどのように想定され
ていたのだろうか。五時代の説話の半数以上がそれぞれの時代の人間たちの死とその後で
締めくくられているため、その流れから英雄の時代についても死が前提であると考える余
地はあるかもしれない。しかし、金属の名前で表される他の時代に対して英雄の時代の存
在が異質であるということも、すでに幾度となく議論されてきたことである11。そのこと
も前提としつつ 166 行が削除された状態を改めて想定してみると、金から青銅の時代まで
の人間たちが、金の時代の人間だけはその後戻ってくるにしても、いずれも滅びに際して
大地に覆い隠されたり地の底に下って行ったりしているのに対して、英雄の時代の人間だ
けは地下に行くことなく地上のどこかにある楽園に行ったことになる12。地下に下るとい
う死後の世界を連想させる要素を唯一伴わないということは、楽園に行くことと死とが相
反するという印象を抱かせるのに十分である。仮に 166 行が存在せずすべての英雄が至福
者の島に行くと考えられていたのだとしても、そこに死の要素はないものと認識されてい
た可能性が十分に考えられるのである。以上見てきたように、古い時代の叙事詩の世界に
おいては、楽園は基本的には生者が死なずに行くところであり、死後に行く場所ではなか
ったと考えられる。もちろん『オデュッセイア』や『仕事と日』よりも以前の楽園行きを
描いた作品が現存しない以上、英雄の楽園行きの伝承にそれまで死の要素が全く絡まなか
ったと断定することはできないが、少なくとも叙事詩の文脈において以上の様な原則や理
Farnell, p. 323.
これらについては中務訳解説 pp.482-85 を参照
12 一方鉄の時代の人間についても大地の下に行くことについては書かれていないが、そも
そも鉄の時代は現在進行形のものであり地上における苦しみを描くべき状況であって、滅
んだ後について描く段階にはまだ至っていないということだろう。
10
11
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屈が共有されていたということは言え、歴史的に見て叙事詩こそが古代ギリシアの文学の
祖である以上、この原則も早期から共有されていたものであると考えるべきだろう。
しかし、同じ叙事詩という括りの中には死者を楽園に送った『アイティオピス』という
例も存在している。そこではすでに見た通り、アキレウスは遺体となった状態で母テティ
スによってレウケに運ばれていた。物語の中にパリスによるアキレウス殺害やアイアスと
オデュッセウスによる遺体の奪還が含まれているため、今際の際に送られ厳密に死んでい
たか否かわからないというわけでもなく、明確に死んだ状態が想定されている13。そのた
め、楽園に行くのは生者であって、死者は楽園に行かないという原則が共有されていたと
いう推定と矛盾する。だが『アイティオピス』においてアキレウスの楽園行きの話型が成
立した背景は非常に複雑であると推定される。すなわち前章で述べた通り、作中でのアキ
レウスとメムノンの描写には対応関係があり、二人はその死に際して同等の扱いを受けて
いたと考えられている。そして現存する『アイティオピス』の梗概ではメムノンは不死に
なったと語られているもののヒュプノスとタナトスがメムノンの遺体を運ぶという図が存
在していること等から、元々の伝承ではメムノンが不死にはならず遺体を故郷に運ばれた
という推定が岡によってなされている14。それに対応すると考えるならば、アキレウスも
元々の伝承では不死に類する特別な扱い、すなわち楽園行きの待遇を受けなかったという
可能性が考えられる。おそらくメムノンが故郷で手厚く葬られることと、アキレウスがア
カイア勢によって葬礼を施されてヘレスポントスの岬に葬られることが対応していたとい
うことになるだろう。こちらの話型ではそもそもアキレウスは楽園に行っていないので、
死者は楽園に行かないという原則と矛盾しない。だがそうだとすると、
『アイティオピス』
が現存する梗概の話型になったときに、何らかの理由によって楽園行きの要素が、生者の
行くところという原則を無視して追加されたということになる。
ただしこれについては秘儀宗教の影響を受けている可能性が考えられる。
『アイティオピ
ス』の成立はおおよそ紀元前 7 世紀頃だと考えられているが15、同時期に成立したと考え
られている『デメテル讃歌』には次のような記述が見られるからである。

13

『コロノスのオイディプス』におけるオイディプスや『トラキスの女たち』におけるヘ
ラクレスなどの場合には、死の場面が直接的には描かれずぼかされている。
14 岡 p.272-73.
15 中務 p.417.
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ὄλβιος ὃς τάδ᾽ ὄπωπεν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων·
ὃς δ᾽ ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ᾽ ἄμμορος, οὔ ποθ᾽ ὁμοίων
αἶσαν ἔχει φθίμενός περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι. (h.Hom.h.Cer .480-2)16

『デメテル讃歌』はエレウシスの秘儀の内容を垣間見ることのできる重要なテクストであ
るが、その秘儀において約束されていたのは死後の幸福であったと考えられている17。こ
のように『アイティオピス』の成立と同時期に死後の幸福に対する関心が高まっていたの
である。
『アイティオピス』
においてアキレウスの死後に楽園行きの要素が追加されたのは、
このような時代的な背景と何らかの関係があったのではないかと思われる。死の代わりに
得られる楽園での安楽な生活が死後の幸福についての思想と結びつくことで、死後であっ
ても楽園に行くことができるという話型が誕生したと思われるのである18。

(2)古典期の楽園

古典期に入ると楽園についての言及は多くなる。その中で楽園行きについて最も詳細に
描いているものはピンダロスの『オリュンピア祝勝歌』二番だろう。前章でも見たように
この作品ではアキレウスの楽園行きについても言及されているが、それはおまけのような
扱いであり、より一般化された楽園行きについての語りこそがこの詩における楽園描写の
本筋である。ここでは英雄に限らず、ある条件を満たしたものは等しく楽園に行くことが
できるかのように語られている。その条件とはいわゆる輪廻転生思想に見られるような生
まれ変わりを前提とし、繰り返す輪廻の中で悪行に手を染めないことである。それを満た
すことができれば、輪廻転生の環から外れ楽園に行くことができるという。

16

「幸いなるかな、地上にある人間の身にしてこれを見し者は。／密議を明かされず、祭
儀に与ることなき者は死して後／暗く湿った闇の世界で、これと同じ運命を享けることは
かなわぬ。
」
17 480 行の ὄλβιος「幸い」という語は、現世的な幸福を表す際に一般に用いられる語であ
り、物議をかもしている。 沓掛, p.73 注 121 Kerenyi, p14.
18 秘儀の詳細については当然秘されていたものの、ソポクレスやピンダロスによる同様の
死後の幸福に関する言及が断片として残っており、プラトンの『国家』においても批判の
対象としてではあるが言及されている。またイソクラテスの弁論においても言及があるた
め、結果として得られるものが死後の幸福であることについては一般に知られていたよう
である。 Mikalson(2005), p.90.
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ὅτι θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽ αὐτίκ᾽ ἀπάλαμνοι φρένες
ποινὰς ἔτισαν, τὰ δ᾽ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷ
ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ
λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ:
ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί,
ἴσαις δ᾽ ἐν ἁμέραις ἅλιον ἔχοντες, ἀπονέστερον
ἐσλοὶ δέκονται βίοτον, οὐ χθόνα ταράσσοντες ἐν χερὸς ἀκμᾷ
οὐδὲ πόντιον ὕδωρ
κεινὰν παρὰ δίαιταν: ἀλλὰ παρὰ μὲν τιμίοις
θεῶν, οἵτινες ἔχαιρον εὐορκίαις, ἄδακρυν νέμονται
αἰῶνα: τοὶ δ᾽ ἀπροσόρατον ὀκχέοντι πόνον
ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν ἐστρὶς
ἑκατέρωθι μείναντες ἀπὸ πάμπαν ἀδίκων ἔχειν
ψυχάν, ἔτειλαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν: ἔνθα μακάρων
νᾶσος ὠκεανίδες
αὖραι περιπνέοισιν, ἄνθεμα δὲ χρυσοῦ φλέγει,
τὰ μὲν χερσόθεν ἀπ᾽ ἀγλαῶν δενδρέων, ὕδωρ δ᾽ ἄλλα φέρβει,
ὅρμοισι τῶν χέρας ἀναπλέκοντι καὶ στεφάνοις
βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι Ῥαδαμάνθυος, (Pi.O.2.58-75)

19

ラダマンテュスや海風への言及といった点は『オデュッセイア』における描写とも共通し
19

「すなわちこちらで人が死ぬと、暴慢な心の持ち主は／すぐに償いを払う―このゼウス
の王国でなした過ちを／いとわしくも否応のない／宣告をして裁く者が地下にはいるのだ。
／しかし善い人々は、常に等しい夜と／等しい昼との下で陽を仰ぎつつ、より苦労の少な
い／生を授けられる。手を働かして地を、／また海の水を、虚しい暮らしのために／かき
回すこともない。いな、喜んで誓いを守った人は、／畏敬される神々のそばで涙のない生
を／得ているのだ。しかしそうでない者たちは、直視もできぬ辛苦に耐え続ける。／そし
て、それぞれの世界に留まっている時、／あらゆる不正から魂を堅固に遠ざけること三度
に及んだ人々は、／ゼウスの道を通ってクロノスの塔に至る。／その至福の島では、／大
洋からのそよ風が辺りに吹き、黄金の花々が燃えている。／そのあるものは陸の輝く樹々
から垂れ、
あるものは水に養われているのだが、
／人々はそれで花紐を作っては手に巻き、
冠を編む、／－ラダマンテュスの正しい指図に従ってのこと。
」
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ており、楽園のイメージは共有されていたと見ていいだろう。ただし、ゼウスの道やクロ
ノスの塔といった記述は他では見られない。おそらく楽園そのものに神々との深いつなが
りがあるものと考えられていたのだろう。しかし生まれ変わりを前提としているように、
『オデュッセイア』と異なりこちらでは楽園がはっきりと、死後に行く場所として描かれ
ている。この死後に行く場所であるという点と、悪行を避けるという倫理的に優れている
ことが求められるという点の二点が古典期以降の楽園描写の最大の特徴である。例えば 1
章で見たプラトンの『饗宴』の例などが分かりやすいだろう。あちらでも『イリアス』に
おけるアキレウスの行動が引き合いに出され、愛する者のために行動し死ぬという倫理的
に優れた行いが神々に認められたため、死後に楽園に送られたということになっていた。
こうした条件の変化は、楽園行きが英雄達だけに許された特権から、普通の人間にも許
された死後の在り方の一つへと変化したことを示している。それまでの楽園行きでは神々
との関係が非常に重要な要素であった。それは古典期においても『オリュンピア祝勝歌』
二番でのアキレウス達や『アンドロマケ』におけるペレウスのような一部の例に受け継が
れている。ペレウスやカドモスは女神を妻として持ち、メネラオスは妻を通じて神の娘婿
となっており、アキレウスやメムノンは女神の息子として彼女たちの庇護を受けている。
『仕事と日』の場合にはそうした関係性は明示されていないが、楽園に行くものたちを選
んだのはゼウスであるとされていた。また彼らは半神とも称されるように、そもそも普通
の人間たちよりも神々との距離が近い存在であったとも考えられる。こうした神々との縁
戚的な関係は、神話や叙事詩の登場人物だけに許されるものであって、普通の人間が日常
生活の中で自然と得られるようなものではなかった。しかし、そのような状況を覆して神
との関係を構築しようという動きが前節で言及した秘儀宗教なのである。秘儀宗教におい
ては秘儀を通じて神との特別な関係を構築することが重要な意味を持っていたとされてい
る20。その関係を通じて死後の幸福が得られると信じられていたのだろう。同様に、英雄
ではない普通の人間が神々の特別な好意を得るための方法として、秘儀よりも世俗的な方
法で実現しうるものとして考えられていたのが上で見たような倫理的に優れていることで
あったと考えられる。
また同じ死後であっても、
『アイティオピス』とは異なり肉体の扱いについての言及が少
ないという点も古典期における楽園への言及の特徴であると言えるだろう。
『オリュンピア

20

Mikalson(2005), p.86.
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祝勝歌』にせよ『饗宴』にせよ、楽園に送られたということは書かれているが、送られる
際にどのような状態であったかほとんど書かれていない。またそれ以外の例にしてもほと
んどが、すでに送られて島に住んでいるアキレウスについての言及であって、アキレウス
がどういう経緯で送られて遺体がどうなったのかといった点については書かれていない。
もちろん作品の時系列の問題やどこに注力するかという違いとも考えられるわけだが、上
述したように死後の幸福が一般化していく流れがあったとすれば、後述するヘレニズム期
以降の遺体の扱いとも合わせて見てみると、神によって運ばれるといった特別な扱いを敢
えて描写しなくなったとも考えられる。

(3)ヘレニズム期以降の楽園

アポロドーロスの『ビブリオテーケー』ではアキレウスとパトロクロスの遺骨がレウケ
に埋葬されたと語られていた。これ自体は『オデュッセイア』やその他の伝承をまとめた
結果としてこのような形になったものとも考えられる、ということはすでに述べた通りだ
が、問題は遺骨を埋葬したという点である。楽園が生者の住む場所であったときは、死を
経ることなく移動するのであった。また『アイティオピス』におけるアキレウスの場合に
は、死んだ後でも行ける場所となっても肉体は持って行くということになっており、その
肉体を蘇生するなりして暮らすことになっていたと考えられる。それに対して『ビブリオ
テーケー』では、肉体が完全に火葬され失われているわけで、肉体のそういう状態とは関
係なく行くことのできる場所として描かれるようになっている。また『イリアス』におけ
るサルペドンの例や『アイティオピス』の例を見てもわかるように、神によって遺体が運
ばれることは、行き先やそれ以降の扱いとはまた別に、それ自体が特別なことなのであっ
た。それに対して『ビブリオテーケー』では彼の遺骨を運ぶのは神々ではなくギリシア軍
の人間たちであった。また埋葬される先も当然、彼らの行くことができる島であり、そこ
は物語上に登場するレウケではあるものの、この世に実在するレウケ島ということになる
だろう。最終的に行き着く場所こそ至福者たちの島という特別な場所であるものの、そこ
に至るまでの道程では神がいなければ成立しないような特別な要素は見受けられず、普通
の人間としての死と埋葬の流れを経ているのである。ところで『ビブリオテーケー』にお
ける記述からだと、楽園にいるアキレウスがどのような状態であるかは判然としない。摘
要しか遺されていない部分であるため致し方ないが肉体が失われていることを考えると、
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この時期にはすでに普通の人間が楽園に行くに際して、後述する冥界の様に、魂だけの存
在になっていると考えられていたのかもしれない。
しかしローマ時代に入りラテン文学が発展すると、楽園の想定のされ方が根本的に変化
している。1 章の終わりでも触れたように、ラテン文学において見られる楽園は地上のど
こかにあるわけではなく、冥界の一部として認識されていた。ウェルギリウスの『アエネ
ーイス』では、アンキセスがアイネイアスにゼウスからの命令として、エリュシオンに向
かい自分に会いに来るようにと伝えるが、それに先立ってまずディースの治める冥界の館
（Ditis infernas domos）へ向かうようにと語る。

だが、まずディースの治める
冥界の館を訪ねよ。アウェルヌスの深みを抜けて、
息子よ、わたしとの面会を求めよ。わたしがいるのは
不敬なタルタラでも、陰鬱な亡霊の中でもない。敬虔な霊が不自由なく
集い暮らすエリュシウムが住まいだ。
『アエネーイス』5.731-35

さらに実際にそこに行くまでの道中でアイネイアスはシビュラからの案内を受けるが、そ
のシビュラはエリュシウムに向かうまでの道のりを次のように語る。

この場所こそは、道が二手に分かれるところ。
右は偉大なるディースの城市へと向かう。
われらはこちらを進んでエリュシウムへ行く。左は悪人どもに
罰を下し、不敬なるタルタラへ送る道だ。
同上 6.540-43

いずれの描写もエリュシウムやタルタラを、冥界というより広い領域の中に存在するもの
として扱っており、またエリュシウムについては古典期以降の楽園と同様に倫理的に優れ
たものが行く場所として扱っている。これについてはウェルギリウス自身がプラトンから
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の影響を受けているようである21。またセネカの『トロイアの女たち』では、プリアモス
やヘクトルも楽園に行くないし行きうる人物として扱われている。こちらも「敬虔な霊」
たちが住んでいると言われているように、同様に楽園に送られる条件が神の血縁といった
特別なものからより一般的な倫理観へと変化して対象が拡大した影響を受けているのだろ
う。

「プリアムスは幸せ」とみんなで言います。
この世を去るときに御自分の王国も一緒に携えて行かれたのですから。
いまはエリュシウムの森の
安全な木陰を散策し、敬虔な霊たちの間に
ヘクトルをさがす幸せな身です。
セネカ『トロイアの女たち』157-61

これらよりも後に成立したと考えられるクイントスの『ホメロス後日譚』においては、
すでに述べた通り、アキレウスの息子であるネオプトレモスがエリュシオンに行くと語ら
れている。彼がどのような理由の故に楽園に行くことを許されているのかは定かではない
が、こちらも対象の拡大の影響を受けているのであろう。ところでこの作品には、エリュ
シオンに行くとされている人物がもう一人いる。それは『アイティオピス』において不死
を得たとされていたメムノンである。
『ホメロス後日譚』においても基本的な筋書きに大き
な違いはなく、メムノンがアンティロコスを殺し、その仇討としてアキレウスがメムノン
を殺し、
その後彼の母である女神エオスが彼に特別な扱いを施すという流れになっている。
ただし『アイティオピス』の梗概ではエオスが彼を不死の身にしたとしか書かれていなか
ったが、こちらでは死後の扱いがより具体的に書かれている。メムノンがアキレウスに殺
害されると、エオスは激しく嘆き息子の遺体を風神たちに命じて天空へと上げさせる。メ
ムノンの部下であるアイティオペイア人たちも空を飛ぶことを許され、風神とともにアイ
セイポス河のほとりへと遺体を運ぶ。女神はそこで嘆き続けるが、アイティオペイア人た
ちはメムノンを埋葬する。女神は彼らを鳥へと変身させ、鳥になった彼らはメムノンに敬
意を示し彼の墓の上で戦っているのだという。そして彼がその後どうなったのかについて

21

Maclennan, ad.540 及び p.25-26.
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書かれるが、注目すべきは彼の死後の境遇である。

ὃ δ᾽ εἰν Ἀίδαο δόμοισιν
ἠέ που ἐν μακάρεσσι κατ᾽ Ἠλύσιον πέδον αἴης
καγχαλάᾳ, καὶ θυμὸν ἰαίνεται ἄμβροτος Ἠὼς
δερκομένη·

(Q.S.2.650-53)22

ここではエリュシオンと冥王の館＝冥界が並置されており、どちらに行こうともメムノン
は幸福に暮らすということになっている23。また遺体の扱いも女神の指示によって運ばれ
るという特別な扱いを受けているとはいえ肉体は埋葬されており、また冥界ないしエリュ
シオンへの移動に際して女神の介入などもなされておらず、
『アイティオピス』と異なり彼
の死後の幸福は女神の特別な口利きとは関係なく与えられたものである。女神の行動とし
ては上述した通りアイティオペイア人たちを鳥に変身させたことが特徴的であるが、これ
については『変身物語』13 歌に同様の描写があり、そちらからの影響がある可能性も十分
に考えられる24。トロイア方の将たちがエリュシオンに住んでいると語られるのもセネカ
の『トロイアの女たち』くらいにしか見られないものであり、クイントスの楽園描写及び
冥界描写は、もちろんホメロスや叙事詩の環を中心としたギリシア文学から多くを受け継
いでいるのも間違いないが、ラテン文学からも多大な影響を受けていると考えるべきだろ
う。

以上見てきたように、一口に死後の楽園といってもその想定のされ方は作品やその成立
時期によって大小さまざまな違いがある。もちろんこれらの違いを厳密に直線でつなげる
ことは不可能であるが、大まかな流れは見出すことができるだろう。すなわち、当初楽園
は神々特にゼウスによって選ばれた特別な生者が生きたまま行く場所であるという捉え方
がなされており、死後の楽園ではなかった。またその人選においては、血縁のような神と
の緊密な関係が重要視されていた。しかし『アイティオピス』が成立する頃になり秘儀宗
22

「そして彼は冥王の館の中で／もしくはおそらく浄福なる者たちの間エリュシオンの野
で／笑っている、そして不死なるエオスは心を温めるのだ／それを見ながら。
」
23 これをバリエーションの存在を認知していることを示すためととる研究者もいる。
James, p.280, ad.650-1.
24 北見 p.98.
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教などを通じて死後の世界や死後の幸福に人々の意識が向かうようになると、それに応え
るかのように死んだ者であっても楽園に行くことができるようにその想定や条件が変化し
ていった。また前提となる神々との関係については、血縁関係も引き続き重視されていた
が、それ以外にも倫理的に優れているものとして神々に認められること、神々も認めるよ
うな生き方をすることによって死後に楽園に行くことができるという言説が見られるよう
になっていく。また肉体についても、生きている状態での移動から死後の遺体としての移
動になり、最終的には遺体の有無には関係なく火葬という一般的な遺体処理の手続きを経
た上でも楽園に行くことが可能となった。これもまた楽園に行くことが一般化される流れ
の中に位置づけることができるだろう。そしてさらに時代が下ると楽園は冥界の一部のよ
うなものとなり、多くの選ばれた死者たちの住む場所へと変わっていったのである。

2 節 冥界の死者

ここまでまず楽園について見てきたが、一般に古代ギリシアにおけるアフターライフを
考える場合、真っ先に想定されるのはやはり死後の世界である冥界のことだろう。人間と
神の違いは死すべきものか否かであると言われるように、避けがたいものとしての死を経
た後は冥界に行く、というのが最も基本的な人間の生の在り方である。そもそも古代ギリ
シア人たちがどの程度死後の世界を信じていたのかという問題も存在してはいるが25、今
日の日本においてもそうであるように、
死後の世界が本当にあると信じているかどうかと、
死後の世界について大まかにでもイメージとして持っているかどうか、そして物語として
それを受容できるかどうかということは、重なる部分もあるが別々の問題である。少なく
とも死後の世界が存在するとするならば、それは冥界と呼ばれる場所であり、それが地下
の薄暗い場所にあるという一般的なイメージは広く共有されていたと見て間違いない。そ
してその冥界の姿を最も詳細に描いている作品は、Garland も言うとおり『オデュッセイ
ア』であり26、この作品の冥界観がそれ以後の冥界描写に大きな影響を与えていることも
間違いないだろう。
『オデュッセイア』11 巻のネキュイア（冥界行）において死者たちは νέκυς や νεκρός
といった死者を表す言葉や ψυχή 等の魂などを表す言葉で表現されている。ψυχαὶ νεκύων
25
26

Mikalson(1983), pp.74-82. 斎藤, pp.24-27.
Garland, p.1.
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という表現も存在していることから、νέκυς や νεκρός は単純に彼らが死者であるという
事実を表す語であり27、ψυχή の方は彼らがどのような状態・性質を持って冥界に存在して
いるのかを表す語であると考えられ、彼らが肉体を失って魂だけの存在になっていること
を示している。これらの語は結果として同じ死者を表してはいるものの、死者のどの側面
を表すかという点において区別されているということだろう。そのことはオデュッセウス
の母アンティクレイアのセリフからも察せられる。

ἀλλ᾽ αὕτη δίκη ἐστὶ βροτῶν, ὅτε τίς κε θάνῃσιν.
οὐ γὰρ ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν,
ἀλλὰ τὰ μέν τε πυρὸς κρατερὸν μένος αἰθομένοιο
δαμνᾷ, ἐπεί κε πρῶτα λίπῃ λεύκ᾽ ὀστέα θυμός,
ψυχὴ δ᾽ ἠΰτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται. (Od.11.218-222)28

また『イリアス』の冒頭でも、英雄たちの魂が冥界に送られる一方で彼らが犬や鳥の餌食
になると語られており、冥界に送られる魂と地上に残される肉体の区別がはっきりと描か
れていた。29さらに彼らはアキレウスが自称していたように、εἴδωλον という言葉で表さ
れることもある。

"διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον;
πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;" (Od.11.473-6)30

νεκρός は死体を表す語でもあるが、ここでは広義の死者を表していると見ていいだろ
う。
28 「しかし、それが定命の者たちの中では正しい、誰かが死んだときには。／というのも
もはや筋は肉や骨を束ねず、／一方でそれらは激しく燃える炎で焼かれ、／生命が白い骨
から素早く離れると、／魂が夢のように飛び去って飛んだままになるのだから。
」
29 Garland, pp.1-2
30 「ラエルテスの子、創意に富むオデュッセウス、無謀なやつよ、／これ以上に大それた
ことを考えることができるか？／どうして冥府へと下ってきたのか？／感覚のない死人た
ちと疲れ果てた人々の幻が住む場所だというのに。
」
27
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この εἴδωλον という語の解釈については 1 章でも少し触れたように様々な問題がある。後
でも触れるが、ここでの εἴδωλον は ψυχή のみの存在となった死者たちの外見や在り方と
しての儚さや力なさを捉えて、幻に類する言葉を用いたものと考えるべきだろう。このよ
うに肉体・実体を持たない存在となった冥界における死者たちであるが、地上にいたとき
との違いは単なる肉体の有無だけにはとどまらない。アキレウスの言うように、彼らは
ἀφραδής な（
「知性のない」
「感覚のない」
）存在である。Garland はホメロスの世界観に
おいてそうした死者と生者とを区別するのは μένος、すなわち活力の有無とまとめており、
そしてその活力の有無は彼らが地上に対していかなる影響も与えることができない理由で
もあるとしている31。
しかし、その中にあって例外的な存在がテイレシアスである。オデュッセウスは冥界に
行く前にキルケーからテイレシアスに会うよう助言を受けているが、その理由を次のよう
に語る。

"διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
μηκέτι νῦν ἀέκοντες ἐμῷ ἐνὶ μίμνετε οἴκῳ.
ἀλλ᾽ ἄλλην χρὴ πρῶτον ὁδὸν τελέσαι καὶ ἱκέσθαι
εἰς Ἀΐδαο δόμους καὶ ἐπαινῆς Περσεφονείης
ψυχῇ χρησομένους Θηβαίου Τειρεσίαο,
μάντιος ἀλαοῦ, τοῦ τε φρένες ἔμπεδοί εἰσι·
τῷ καὶ τεθνηῶτι νόον πόρε Περσεφόνεια
οἴῳ πεπνῦσθαι· τοὶ δὲ σκιαὶ ἀΐσσουσιν." (Od.10.488-495)32

キルケーによればテイレシアスは冥界の住人たちの中で唯一生前と同様の精神と知性を持
ち合わせた存在である。実際に彼はオデュッセウスが用意した犠牲獣の血を飲む前からオ
デュッセウスのことを正しく認識して話しかけている。おそらくテイレシアスの聡明な予
Garland, pp.1-2
「ゼウスの血族ラエルテスの子、創意に富むオデュッセウスよ、／今や、意思に反して
私の家にもう残らなくともよい。／しかし、まず先に他の旅を完遂する必要がある。
そしてハデスと恐ろしいペルセポネイアの館へと赴く必要がある、／テーバイのテイレシ
アスの霊を目指して。／盲目の預言者の、彼の精神ははっきりとしている。／死んだ彼に
ペルセポネイアが知性を与えた、／彼だけに知性を持つことを許した、それ以外は影のよ
うに動き回っているのに。
」
31
32
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言者というキャラクター性の故に、彼は通常失われるはずの意識を失っておらず、それゆ
えオデュッセウスの今後と冥界両方における案内役を果たしうる人物として示されている
のだと思われる33。そして逆に言えば、彼以外の死者たちはすべて、基本的にはそれを持
ち合わせない存在として描かれているということになる。実際にアンティクレイアは出現
しても息子であるオデュッセウスに対して見向きもせず、黙ったまま儀式によって流され
た犠牲獣の血を眺め続けていた。

"Τειρεσίη, τὰ μὲν ἄρ που ἐπέκλωσαν θεοὶ αὐτοί.
ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
μητρὸς τήνδ᾽ ὁρόω ψυχὴν κατατεθνηυίης·
ἡ δ᾽ ἀκέουσ᾽ ἧσται σχεδὸν αἵματος οὐδ᾽ ἑὸν υἱὸν
ἔτλη ἐσάντα ἰδεῖν οὐδὲ προτιμυθήσασθαι·
εἰπέ, ἄναξ, πῶς κέν με ἀναγνοίη τὸν ἐόντα;" (Od.11.139-44)34

このことについてテイレシアスに尋ねると、血に近づくことを許せば死者たちが話すとい
う回答を得る。彼の言った通り、アンティクレイアは血を飲むことでオデュッセウスを認
識し、それまでと打って変わって流暢にしゃべりだす。

αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, ὄφρ᾽ ἐπὶ μήτηρ
ἤλυθε καὶ πίεν αἷμα κελαινεφές· αὐτίκα δ᾽ ἔγνω
καί μ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· (Od.11.153-5)35

このように冥界における通常の死者は血を飲むまでは、はっきりとした意識を持たず生前
の記憶も意味をなさない状態であり、その唯一の例外がテイレシアスということになって
33

Heubeck, vol.1, p.69.

34 「テイレシアスよ、
おそらく神々自身がそれらのことを運命として割り当てたのだろう。

／しかし、どうかこのことについて私に語り、正しく伝えてくれ。／私は死んだ母の霊を
見ている。／だが、彼女は黙って血のそばに座ってしまい、彼女の息子を、／その顔を見
ようともせず、声をかけようともしない。／賢者よ、言ってくれ、どうすれば私を私であ
ると知ってもらえるだろうか。
」
35 「しかし、私はそこから動くことなく残った。母が／やってきて黒い血を飲むまで。母
はすぐに気付き、／嘆きながら翼ある言葉をかけてきた。
」
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いる36。テイレシアスとの会話以降オデュッセウスは様々な霊たちと会話している。その
全員について血を飲む描写があるわけではないが、アンティクレイア以外にもアガメムノ
ンが血を飲んだという描写がある。おそらく同様の死者たちとの会話という一連の流れと
なっているため逐一描写せず、
省略しているだけで全員が血を飲んでいるものと思われる。
しかし、テイレシアス以外にも血を飲んだとは考えにくい登場人物が複数存在している。
それは 568 行以降で描かれるミノス以降の人物たちである。ミノスはゼウスの息子とされ
る人物であり、冥王の館の中で死者たちを裁いているとされる。

ἔνθ᾽ ἦ τοι Μίνωα ἴδον, Διὸς ἀγλαὸν υἱόν,
χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα θεμιστεύοντα νέκυσσιν,
ἥμενον· οἱ δέ μιν ἀμφὶ δίκας εἴροντο ἄνακτα,
ἥμενοι ἑσταότες τε, κατ᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. (Od.11.568-571)37

ここで重要になるのはオデュッセウスとミノスの位置関係である。ハデスの館という語が
単にハデス神の住居を表すだけでなく、冥界全体を現わしうる語であるため注意する必要
があるが、オデュッセウスから見てミノスはすぐ近くにいるわけではないと考えられる。
まずオデュッセウスがどこにいるのかという点についてであるが、これはエルペノルとの
会話から推察することができる。エルペノルはオデュッセウスの帰還に同行した部下の一
人であり、キルケーの島での滞在中に不注意から命を落とし、埋葬してもらうことができ
なかった人物である。彼もまた血を飲むことなくオデュッセウスと会話しているが、これ
は彼がまだ埋葬されていないため、正式に冥界の住人になっていないからであると考えら
れる。彼の様子は次のように語られている。

πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
36

ただし彼自身も血を飲みはする。松平はこれを十全に活動するためには血を欲するのだ
ろうと解する。松平訳 p.365 当該箇所への注
37 「そこで私はミノスを見た。ゼウスの高名な息子を。／黄金の杖を持ちながら、死者た
ちに判決を下す彼を。
／彼は座っていて、
死者たちは判決について王たる彼に尋ねていた、
／門広きハデスの館の下で立ちながらあるいは座りながら。
」
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ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε. (Od.11.51-4)38

これは『イリアス』23 歌のパトロクロスの亡霊の描写と照らし合わせることができる。彼
も同様に埋葬されていない状態でアキレウスの夢枕に立っており、そこでアキレウスに対
して早く自分を埋葬するようにと要求していた。というのも、死後に正しく埋葬されてい
ないものは門を通ってハデスの館の中にまで入ることはできず、門の辺りをさまようから
だという。

θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. (Il.23.71-4)39

エルペノルが現れたのも同様にハデスの館の門の辺り、さらに言えば門のすぐ外であると
考えられる。よって二人が会話した場所も冥界の門のすぐそばのあたりということになる
はずであるが、このときつまりエルペノルの登場時点でオデュッセウスたちはすでに儀式
を進めて犠牲獣の血を流した後である。それゆえオデュッセウスが霊たちに血を飲ませて
会話する場所も冥界の門のすぐ近くということになる。そしてテイレシアスは会話が終わ
ったとき、ハデスの館の中へと歩いて去って行く。またヘラクレスも同様にハデスの館の
中へと去っていく。その様子は次のように描写されている。

ὣς φαμένη ψυχὴ μὲν ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω
Τειρεσίαο ἄνακτος, ἐπεὶ κατὰ θέσφατ᾽ ἔλεξεν·
αὐτὰρ ἐγὼν αὐτοῦ μένον ἔμπεδον, (Od.11.151-3)40
38

「最初に仲間であるエルペノルの霊が近づいてきた。／というのも、彼は未だ道の広き
大地の下に埋葬されていなかったのだ。／なぜなら、我々は彼の体をキルケの屋敷に／嘆
きも埋葬もせずに残してきた。その時、他の作業が我々を駆り立てていたので。
」
39 「早く私を埋葬してください。冥府の門を私が通るために。／仕事を終えた魂たちが私
を遠ざけて締め出しています。／そして私が川を越えて混ざろうとするのを許さないので
す。／そしてハデスの館の門のあたりを空しくさまよっているのです。
」
40 「そう言いながら、ハデスの屋敷の中へと歩いて行った／賢者テイレシアスの霊は、予
言を語ると。／しかし、私はそこから動くことなく残った。
」
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ὣς εἰπὼν ὁ μὲν αὖτις ἔβη δόμον Ἄϊδος εἴσω, (Od.11.627)41

後半部は定型句だろう。行末が Ἄϊδος εἴσω となっている行は『イリアス』
『オデュッセイ
ア』両作品において複数見られ42、そのうちいくつかは δόμον まで一致する。それらの行
の大半はハデスの館へ入ることを死を意味するものとして扱っている。そしてその際、動
詞としては δύω 及び前置詞 κατά の合成動詞が用いられており、地上から地下へ、すなわ
ち冥界の外から中へと入っていく移動が想定され εἴσω と結びつけられている。同様に上
述の二か所についても外から中へと入っていく動作が想定されてしかるべきだろう。そし
て彼らがハデスの館の外から中へと移動するということは、当然それまで館の外で会話を
していたということであり、エルペノルの発言と合わせて考えればオデュッセウス自身も
門の外側にいるということが想定できるだろう。
そしてすでに見た通りミノスは館の下で、
つまり館の中で裁きを下している。そのためオデュッセウスは館の外から中にいるミノス
を、具体的な距離感はもちろんわからないが、遠目に見たということになる。これは続く
オリオンについても同様であり、
オデュッセウスは彼が山の中で狩りをするのを見ている。
またオデュッセウスは女たちが群がってきたときの描写から見るに、近づいてくる霊の
数を把握しており、気づかぬうちに血を飲まれていたとは考えにくい。よってミノスはオ
デュッセウスの用意した血を飲むことなく、霊たちと会話し判決を下しているということ
になる。つまり、ミノスについての描写が始まった時点で血を飲みに来た霊たちと会話す
るという流れはすでに終わっており、遠くから冥界の住人を眺めるという場面に切り替わ
っていると見るべきである43。またミノス以外の人物も、他の霊たちとは異なる性質を備
えている。ティテュオス、タンタロス、シシュポスの三人はそれぞれ禿鷹に内臓をついば
まれる、飢餓に苦しむ、岩を押し上げ続けるという責め苦を受けているが、彼らに意識や
感覚がないのであれば当然苦痛を感じることもなく、罰として成立しない。また魂だけに
なった存在の内臓をついばむというのも非常に不自然な描写である。またそれぞれが責め
苦を受けている最中であるため、当然彼らもオデュッセウスのところにやって来て血を飲
むことはできない。にもかかわらず、彼らはまるで生きたまま冥界にいるかのように描写
41

「話し終わったのち彼（ヘラクレス）はハデスの館の中へと歩いて戻っていったが、
」
Il.3.322, 6.284, 6.422, 7.131, 11.163, 14.457, 22.425, 24.246,
Od.9.524, 11.150, 11.627, 23.252.
43 Heubeck, vol.2 , p.111 ad568-627.
42
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されているのである。
しかしそうだとすると、今度はテイレシアス以外には生前と同様に知や意識を保ってい
る者はいないとするキルケーの発言が問題となる。これに対する解釈は二通りに考えられ
るだろう。一つは単純に間違いや矛盾として処理してしまうことである。これに類するも
のとして、そもそもミノス以降の人物の描写は後代の挿入であって本来は存在せず、アイ
アスの話が直接ヘラクレスの話へとつながっていたとする読み方があり、それが支持され
ているようである44。しかしこれに対しても反論の余地はあり45、またどこからどこまでが、
いかなる理由によって挿入されたものであるのかという点については様々な見解がありう
る。例えば、これら全体をオルペウス教に見られる死後の賞罰についての思想の影響であ
るとする考察もあるようだが、それに対して、Nilsson は罰を受けているのは三人の罪人
たちだけであってミノスやオリオンに対してはオルペウス教の影響であるという理屈は適
用できず、むしろ彼らについてはより古い形を維持しているとしている46。ミノス以降全
体が挿入という話になると話の流れが大きく変わってしまい距離感の問題もなかったこと
になるが、Nilsson が言うようにミノスの描写が挿入でないとする場合、すでに場面が一
度転換しておりミノス以降は血を飲んだとは考えにくいという問題は依然として残る。結
局のところ、
いつどのようにしてどこまでが挿入されたのか断定することは不可能であり、
議論にも限界がある。また確かにミノス以降の人物の描かれ方は奇妙であるが、
『オデュッ
セイア』が現在の形になるまでにどこかの時点で、彼らの存在が認められたからこそ残っ
ているのも事実である。もしこれがオルペウス教に限らず死後の賞罰の思想を受けている
のだとすれば、一節で確認した楽園描写の変化とエレウシスの秘儀とに関係があったと考
えられるのと同様に、冥界の描写も変化しておりそれに宗教の影響があったとも考えられ
るだろう。故に、個々の描写について矛盾が生じてしまった経緯については上述の議論を
参考にできるが、今残っている形においてどういう意味を持つのかはまた別に考えるべき
である。
もう一つの解釈はキルケーの発言通り冥界にいる影たち（σκιαί）の中ではテイレシアス
のみが意識を保っており、ミノス以降の人物については一般的な冥界の住人たちとは性質
が異なる存在であるととらえ、キルケーの言うところの影たちには含まれないとするもの

44
45
46

同上
同上
Nilsson, pp.141-42, p.141.n.1.
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である。それらの性質の違いについては上で見た通りであるが、加えてミノス以下の箇所
で彼らについて言及する際、ヘラクレスが εἴδωλον と呼ばれる以外では ψυχή や νέκυς の
ような魂や死者を表す言葉は用いられていない。そしてそのヘラクレスに対して用いられ
ている εἴδωλον についてもアキレウスの発言における εἴδωλον と同じものであるかどう
かには疑問の余地がある。そもそもこのヘラクレスの描写についてはそれ自体が非常に奇
妙なものであることが広く知られている。

τὸν δὲ μέτ᾽ εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην,
εἴδωλον· αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσι
τέρπεται ἐν θαλίῃς καὶ ἔχει καλλίσφυρον ῞Ηβην,
[παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ ῞Ηρης χρυσοπεδίλου.]
ἀμφὶ δέ μιν κλαγγὴ νεκύων ἦν οἰωνῶν ὥς,
πάντοσ᾽ ἀτυζομένων· ὁ δ᾽ ἐρεμνῇ νυκτὶ ἐοικώς,
γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευρῆφιν ὀϊστόν,
δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς. (Od.11.601-8)47

これを読む限りでは冥界にも神々の間にもそれぞれヘラクレスがいることになる。そのま
ま解釈する場合には前者を εἴδωλον という語から幻すなわち偽物の類いとしてとり、後者
を本物としてとるのが一般的だろう。
後者がどのような存在であるかは次節で検討するが、
ここでの εἴδωλον はエウリピデスの『ヘレネ』におけるヘレネのように、本物に対する偽
物という意味で使われているようにも思われる。というのもヘラクレスの描写は、オデュ
ッセウスがミノス以下の冥界の住人を一方的に眺める流れの続きとして始まっており、ヘ
ラクレスはオデュッセウスの用意した血を飲むことなく生者の如く活動しているというこ
とになる。それゆえアキレウスの冥界の死者たちに関する発言から連想されるような、力
なく儚い存在としての εἴδωλον とは在り方が根本的に異なっているのである。一方ここに
ある εἴδωλον: αὐτὸς δὲ という表現も注目されている。すでに見た通り『イリアス』冒頭
47

「彼の後私は力強きヘラクレスを見つけた。／幻であったが。その一方で彼自身は不死
なる神々とともに宴会において楽しみ、／美しいくるぶしを持つヘベを己のものとしてい
た、／偉大なるゼウスと金のサンダルのヘラの娘を。／彼の周りでは死者たちの叫びが響
き、／あちらこちらに飛び回る鳥のようである。彼は夜のような暗い様子で、／取り出し
た弓を持ち、
矢を弦につがえながら／恐ろしい様子で見張り、
いつでも放てるようである。
」
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では英雄たちが死んだ際に地下に送られるその魂は ψυχή で表現され、地上に残る肉体の
側は αὐτὸς で表現されていた。そしてこれを根拠として肉体の方が人間の本体であり、冥
界に行くのはあくまで εἴδωλον（幻）であるという議論がある48。それと類似する対比が
ここにも見い出され、αὐτὸς として表されたヘラクレス本人は神々の間にあり、それとは
別に冥界にいる方のヘラクレスは εἴδωλον だということになる。また二人いることを説明
するために、ヘラクレスは神となったが、炎に焼かれた人間としての部分は冥界にいるの
だとする議論もある。しかしアンティクレイアの言うような、魂が力を失い火葬された肉
体から分離して別々のものとなるイメージを前提とするならば、αὐτὸς に当たる肉体の方
が本体で魂の方は幻に過ぎないという解釈や、魂を失った肉体に新たな魂が与えられて冥
界にも別の魂が存在するといった解釈は不自然と言わざるをえない。もし単純に、死者は
肉体を喪失し行き場を失って、εἴδωλον だけの存在として冥界に住むものだと考えるとし
ても、神々の間と冥界の両方において活動しているヘラクレスの在り方が同じであるとは
考えにくい。またこれらの描写、特に 602-04 行は挿入であるという意見が古くからあり、
様々な議論がなされている49。その場合、ヘラクレスは冥界にだけいるものとなり、εἴδωλον
も削除されるため不自然な点はある程度解消される。このような行が後に挿入されたのだ
とすれば、それはヘラクレスが神になったということが広く知られるようになり、それに
合わせて内容を変えたということだと考えられる50。しかし仮にこれらの行を削除したと
しても、ヘラクレスが血を飲む前から活動していたという点は変わらない。またこれらの
行が挿入されたものだとすると、より本物のヘラクレスが別に存在することを示そうとし
て、冥界のヘラクレスを εἴδωλον であるとしたことになる。そこで言う εἴδωλον は外見
を表現したものと言うよりも、
本物に対する幻影ととらえるのが自然だろう。
このように、
ヘラクレスについても εἴδωλον という語が使われてはいるものの、また挿入の問題を考慮
したとしても、なお意識や知識の点で他の死者たちとは異なる性質を持った存在として描
かれているということになる。
ところで死者たちの意識や知識という点についてはさまざまな解釈ができ、Garland は
彼らは地上については無知であるが互いに意思疎通をとることはできるとしている51。例
えば、死者たちを裁いているミノスは特別な存在であるとしても、裁かれる側もある程度
48
49
50
51

Currie, p.31.
Heubeck, vol.2, p.114 ad.601-27.
Gantz, p.460.
Garland, p.133.n.1.
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の意思疎通ができなければやり取りが成立しない。またこうした議論の際には『オデュッ
セイア』24 歌冒頭、いわゆる第二ネキュイアでの死者たちの会話も重要視されるだろう。
ここではアガメムノンとアキレウスが会話しており、さらに外からやってきた未だ埋葬さ
れていない求婚者たちとも会話している。しかしそうであるとすれば、今度は 11 歌での
アキレウスの言動が非常に不自然に感じられる。
1 章でも触れたように、彼はオデュッセウスに対して息子ネオプトレモスのことを尋ね
ている。オデュッセウスはネオプトレモスのトロイア戦争中の活躍を語り、アキレウスは
それを聞いて満足する。質問の内容を見る限り、アキレウスはトロイア戦争においてネオ
プトレモスがどのような活躍をしたのか全く知らないように思われる。しかし、もし冥界
の住人同士が普段から会話できると考えられていたのであれば、アガメムノンと会話する
ことができるのにネオプトレモスの状況について全くの無知というのは不自然である。ア
ガメムノンが殺害されたのは、作品ごとに細かい状況の違いはあるものの、トロイア戦争
から帰還して屋敷に戻ったときというのが基本である。彼はアカイア方の総大将であり、
当然トロイア戦争中の著名な武将の活躍については把握していてしかるべきだろう。冥界
の住人が地上の状況を知ることができないとしても、実際に地上でそれを見ていたために
アキレウスの葬儀について説明することができるのと同様に、ネオプトレモスの動向につ
いても語ることができるはずである。もちろん、アキレウスとオデュッセウスの会話を描
くためにアキレウスが息子の状況について無知なものとして扱われているのだと言われれ
ばその通りなのだろうが、その状況が作り出された時点で、前提として死者たちが意思疎
通をとることができないということも必然的に決まってしまうのである。
一方で血を飲む前の死者たちも全く意思疎通ができないというわけではなかった。彼ら
の意識ははっきりせず明瞭に会話することもできないが、オデュッセウスが犠牲獣の血を
用意すればそれに群がるように集り始めた。これだけを見ると血の臭いか何かに釣られて
集まった理性なき亡者といった様子であるが、オデュッセウスが剣を構えて威嚇すれば近
づこうとしない程度には周囲の状況を認識できている。また血を飲まないと一切の状況に
反応できないのであれば、すでに述べた通りミノスの役割が成立しない。明瞭な意思疎通
をすることはできないが、おそらく、生者の側からジェスチャーのような原始的なコミュ
ニケーションをとることはできるという理解だったと考えられる52。
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では第二ネキュイアでアキレウスとアガメムノンが会話できているのはどういうこと
かという話になってしまうが、これはオデュッセウスによって会話できるようにされた状
56

そうした点を考慮してもなお、ミノス以下の人物たちが血を飲んだと考えにくい以上、
それまで描写されてきた死者たちとは一線を画す特別な存在として描かれていたことは間
違いないだろう。またそうした冥界での在り方に加えて、彼らに関する共通点として神々
との関係も挙げられる。例えばヘラクレスやミノスはゼウスとの間に親子という非常に親
密な血縁関係のある人物であり、ある意味ではメネラオス以上に楽園行きにふさわしい人
物であると言える。またオリオンは 5 歌 121 行で語られるようにエオスに愛され、アルテ
ミスの矢に射られて死んだ人物である。ティトノスの神話や『アイティオピス』における
メムノンの話のように、エオスは人間の不死化と関わりのある神として度々扱われる。そ
れゆえ、
オリオンもまた不死やそれに準ずる扱いを受けていてもおかしくない人物である。
しかし、彼らはあくまで冥界の住人として描かれている。これらは、
『オデュッセイア』に
おける死んだ者は冥界に行くという原則を順守した結果と考えるべきだろう。
そのうえで、
彼らは特別な扱いを受けてしかるべき存在であるために、地上や天上ではなく冥界におい
て死後に特別扱いを受けているのである。そう考えれば、彼らが他の死者たちとは異なる
在り方で冥界にいることにも一応の筋が通る。また三人の罪人たちについても神々に直接
的な不敬を働き怒りを買ったものたちであり、ミノスたちとは逆の意味で神々と特別な関
係にある人物と言える。そのため、ミノスたちとは異なり苦痛による罰を与えるためでは
あるが、他の死者たちと異なる性質を与えられていると考える余地はあるだろう。またヘ
シオドスの『仕事と日』において、銀の時代の人間は大地に飲み込まれたあと地下で至福
なる人々と呼ばれたと語られている(140-2)。金の時代の人間の末路からすると、
『オデュ
ッセイア』と全く同じ理屈が働いているというわけではなさそうであるが、地下すなわち
冥界においても一部の人間は特別な生を享受できるというのは、叙事詩において定番だっ
たのかもしれない。

楽園行きというはっきりとした特別扱いに対して、冥界行きは一見特別ではない死者に
対する一律の扱いのように見える。テイレシアスが唯一の例外であると語られていること
も、そうした理解を助長するものであろう。しかし、精査していくとテイレシアス以外に

態が維持されているということなのだろうか。もしそうだとすれば、今度は過去に一度で
も血を飲まされた死者は以後恒久的に意識を保ち続けるのかという話になってしまうが、
血の効果が切れるといった記述がみられないため、その辺りがどのように認識されていた
かはわからない。
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も一般の死者たちとは根本的に性質を異にする者たちが複数存在している。そしてそうし
た扱いの前提にあるのは、楽園行きと同じく神々との関係であった。その点においては楽
園に行くことと冥界において特別扱いを受けることという二つのアフターライフは同質の
ものと考えることもできるだろう。では何が異なるかといえば、それは死んだか死んでい
ないかという点である。
『仕事と日』の解釈論や、岡の不死なるものと死すべきものの定義
におけるように軽視されがちであるが、アフターライフについて考えるうえでこの違いは
やはり非常に重要である。

3 節 神格化

(1)「英雄霊」

クイントスの『ホメロス後日譚』では他の作品と異なり、アキレウスが死者たちの一員
とはならず神々の間にいること、つまり神になったということが書かれていた。しかし、
一般に英雄が死後に神になったという場合には、
「英雄霊」ἥρως のことが想起されるだろ
う。我々が大まかに理解している「英雄霊」とは死後にその墓所を中心として力を発揮す
る存在のことであり、また彼らは英雄信仰という形で敬意を払われていた。英雄信仰を特
徴づけるのはヘーローオンと呼ばれる英雄たちのために用意された特別な墓所であると言
われている。それらは立地や犠牲式・捧げものや特別な墓碑によって、他の死者たちの一
般的な墓所と区別される53。一方で Farnell の定義によれば、古代ギリシアにおける宗教
的な文脈における英雄すなわち「英雄霊」とは「その者の徳や影響力そして人格が、生前
においてもしくはその死に際しての特異な状況において非常に強力であったために、その
死後の魂が敬意を払われ宥められる必要がある尋常ではない力とみなされる人物」のこと
である54。
「彼は本来の地域性に縛られることはなく、境界を大きく越えて、祝福された異
邦人のもしくは敵の霊として、異邦の集団によっても信仰される」のだともいう55。また
英雄信仰と密接にかかわるものとして祖先信仰があり、そちらは地域と密接に結びついた
ものであるとしている。そしてそれらは排他的なものではなく、祖先が「叙事詩に描かれ
Burkert, p.203.
Farnell, p.343.
も参照した。
55 同上
53
54

また訳については、ガーランド『古代ギリシア人と死』の翻訳 p.104
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るような」著名な人物である場合に、一人の英雄がそれら二つの扱いを同時に受けること
もあるという。おそらく Farnell の定義はより厳密な区別の仕方であり、先に見たような
英雄信仰への大まかな理解は、これら二つの信仰形態が同時に見られるもののことと考え
ていいだろう。
ところで「叙事詩に描かれるような」と言われているように、英雄信仰と叙事詩の間に
非常に密接な関係があることはあらゆる研究者が認めるところである。一般に英雄信仰が
広まり始めたのは紀元前 8 世紀頃であったと考えられている56。紀元前 8 世紀といえば、
言うまでもなく『イリアス』が成立したとされている時期であり、扱われている人物も重
なるとなればそれらの間に関係があると考えるのは当然のことだろう。しかし、このこと
が示すのは英雄信仰と叙事詩が同時期に発展したということまでであって、どちらが先に
あったのかという点については意見が分かれている。個々の「英雄霊」についても同様で
あり、その信仰がいつ頃から始まったもので、どのように発展したものなのかという点が
問題となる。叙事詩以前から「英雄霊」としての扱いを受けていたため叙事詩の登場人物
となったのか、それとも叙事詩における描写を受けて「英雄霊」として扱われるようにな
ったのか、おそらく英雄ごとに事情は異なるだろう。しかし『イリアス』においては、英
雄信仰にまつわる要素は前面に出てくるわけではない57。そのことから、墓地信仰も英雄
信仰もホメロス以後のものであって、ホメロスのものとされている叙事詩の影響を大いに
受けて成立したと主張されることがある58。一方で対極の説としては、英雄信仰はミュケ
ナイの死者信仰に端を発するものであり、ホメロス以前から存在していたというものがあ
る。Currie は紀元前 10 世紀頃の戦士の墓所と『イリアス』で描かれるパトロクロスの葬
礼が類似することから、むしろホメロスが実際の葬礼から影響を受けていたと指摘する。
彼はさらに、ホメロスにその要素が見られないからといってそれがホメロス以後とは限ら
ないことや、
ホメロスの叙事詩の描写を基にして同時期に英雄信仰が発展したと考えると、
影響が現れるのが速すぎるということ等から、ホメロスの叙事詩が英雄信仰に先んじると
は考えにくく、あくまで同時期のものであって、別々に生じたものが結びついたものとし
て扱うべきであるとしている59。ホメロスの影響力を過大視することに慎重なところは、1
章で述べたアキレウスの死後の物語の話型の議論にも通じるところがあり、アキレウスの
56
57
58
59

Currie, p.48. Burkert, p.204.
Currie, p.47.
Currie, p.48.
Currie, pp.49-50.
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死後について考察するうえでも重要である。
人間としての英雄が「英雄霊」になる流れを描いた典型的な例として挙げられるのは、
『コロノスのオイディプス』におけるオイディプスの最期である60。生前から予言の力に
目覚めるといった超越的な力を発揮し始め、ゼウスを象徴する雷に導かれると語るオイデ
ィプスの姿はいかにも神に選ばれしものといった風情であるが（1460-61）
、彼自身も言及
するし（1546-47）
、また最期の様子を語る使者の言葉（1658-62）からもわかるように、
彼の最期に直接的に関わるのはゼウス（の雷）ではなく、あくまでハデスやペルセポネと
いった地下の神々であり、彼が地上を去るのは死者を冥界へと導くヘルメスによってであ
る。
「英雄霊」は、墓地信仰を前提とすると言われる通り、あくまで死んだものが至るその
後の姿であって、死なずに楽園の住人になった叙事詩の登場人物たちとは一線を画す。も
ちろん、
『コロノスのオイディプス』が上演された頃はすでに死者が楽園に行くという話型
が広まっていた時期であり、その間の境界は曖昧になっていたと考えられるが、死を前提
とするという点については大きく変わることはないだろう。
「英雄霊」
になるということは、
冥界における一部の住人たちと同様に、死んだうえで死者として特別な扱いを受けるとい
うことである。

(2)神々

神格化という言葉から想定されるもう一つのアフターライフはゼウスをはじめとする
神々と同じ意味での神、すなわち θεός になることである61。すでに見たように、ヘラクレ
スについては『オデュッセイア』11.602-4 で神々の間に在ると語られていた。これは前節
で見たオイディプスのように地下の世界に行くのではなく、神々の居場所すなわち天上に
在るということを意味している。ヘシオドスの『神統記』にも同様の記述があり、またア
ポロドーロスによれば彼は火葬の最中に雷によって天に上げられて神になったという62。

῞Ηβην δ᾽ Ἀλκμήνης καλλισφύρου ἄλκιμος υἱός,
ἲς Ἡρακλῆος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
Garland, pp.88-89.
『ホメロス後日譚』においてアキレウスがなったとされる神もこちらである。詳細は第
3 章 1 節。
62 ただし挿入とする説もある。 Gantz, p.460.
60
61
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παῖδα Διὸς μεγάλοιο καὶ ῞Ηρης χρυσοπεδίλου,
αἰδοίην θέτ᾽ ἄκοιτιν ἐν Οὐλύμπῳ νιφόεντι·
ὄλβιος, ὃς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνύσσας
ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ἤματα πάντα. (Hes. Th. 950-55)63

καιομένης δὲ
τῆς πυρᾶς λέγεται νέφος ὑποστὰν μετὰ βροντῆς αὐτὸν
εἰς οὐρανὸν ἀναπέμψαι. ἐκεῖθεν δὲ τυχὼν ἀθανασίας
καὶ διαλλαγεὶς ῞Ηρᾳ τὴν ἐκείνης θυγατέρα ῞Ηβην ἔγημεν,
ἐξ ἧς αὐτῷ παῖδες Ἀλεξιάρης καὶ Ἀνίκητος ἐγένοντο. (Apollod.2.160.3-7)64

同様に神になったとされているものとして、セメレとアスクレピオスも挙げられる。ゼウ
スの雷によってこの世を去ったとされている彼らは共通してディオブレートイ（雷にうた
れたものたち）と呼ばれる。他の人間たちとは区別され、神にならなくとも雷にうたれた
遺体は神聖なものとして扱われていた65。またディオブレートイ以外の神格化によって
θεός になった例として『レーソス』におけるレーソスが挙げられるだろう。彼は本来死ん
だはずのところを、母ムーサがペルセポネに対して魂を地上に戻すよう頼んだことによっ
て冥界行きを免れ、地上において θεός として扱われるようになっていた(962-72)。ただし
地上とはいっても、天上の神々のごとく自由に活動できるわけではなく、洞窟の中で暮ら
しているようである。一度死んでから地上において神の類いになるという話型は『仕事と
日』の五時代の説話でも金の時代の人間の末路として語られていた。ただし、こちらでは
ダイモンになったと語られており、θεός と呼んでいいかは定かではない。
一方で神格化・不死化の失敗の例もあることは周知の事実である。典型的な例としては
『ビブリオテーケー』や『デメテル讃歌』で語られるデモポンの不死化失敗の例が挙げら
63

「踝麗しいアルクメネの剛毅な息子、力強いヘラクレスは、／嘆きに満ちた難行を果た
した後、／偉大なるゼウスと黄金の沓履くヘラの娘なる／青春を、雲を戴くオリュンポス
にて、厳かな妻とした。／幸いなり、神々の世界で大業を成し遂げ、／来る日も来る日も
恙なく、老いを知らず暮らす者は」
64 「火葬壇が燃えている間に雲が彼の下に来て、雷鳴とともに彼を空へと運び上げたと言
われる。そこで不死を得、ヘーラーと仲直りし、その娘へーべーを娶り、彼女より息子の
アレクシアレースとアニーケートスが生れた。
」
65 Garland, pp.99-100.
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れる。

ὄντος δὲ τῇ τοῦ Κελεοῦ γυναικὶ Μετανείρᾳ παιδίου,
τοῦτο ἔτρεφεν ἡ Δημήτηρ παραλαβοῦσα· βουλομένη δὲ
αὐτὸ ἀθάνατον ποιῆσαι, τὰς νύκτας εἰς πῦρ κατετίθει
τὸ βρέφος καὶ περιῄρει τὰς θνητὰς σάρκας αὐτοῦ. καθ᾽
ἡμέραν δὲ παραδόξως αὐξανομένου τοῦ Δημοφῶντος
(τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ παιδί) ἐπετήρησεν ἡ <Μετάνειρα>,
καὶ καταλαβοῦσα εἰς πῦρ ἐγκεκρυμμένον ἀνεβόησε· διόπερ τὸ μὲν βρέφος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνηλώθη, ἡ θεὰ δὲ
αὑτὴν ἐξέφηνε.

(Apollod.1.31.1-32.1)66

『デメテル讃歌』233-54 行でもほぼ同様の内容が語られているが、こちらでは死亡してい
ない67。これらの神話には、様々な文化圏において共通して見られる火による洗礼という
要素が関係すると考えられている68。先ほど見たヘラクレスについても、雷によってだけ
ではなく、生きたまま火葬されることによっても不死化と火が結びついている。これらの
つながりについて記述した文献資料はヘレニズム期になるまでは見られないが、陶器や実
在人物の伝承への影響等を考慮すれば、火による不死化についても前 5 世紀までは遡るこ
とができると言われている69。
ヘラクレスという火と雷の両方の逸話を持つ人物がいるため、これらの神格化の在り方
は非常に近しいもののように見える。
雷と火という要素の近親性もその一因だろう。
また、
ディオブレートイにも火による洗礼にも、神・不死になれなかった場合というのがそれぞ
れ存在し、いずれも不死ではないが遺体が神聖視されたり、後述するアキレウスの例のよ
66

「ケレオスの妻メタネイラに一人の子供があって、これをデーメーテールが引き取って
育てた。彼を不死にしようと思って夜な夜な嬰児を火中に置き、必滅の人の子の肉を剥ぎ
取ろうとしていた。デーモポーンは―これが子供の名であったが―日毎に驚くほど成長し
たが、プラークシテアーが見張っていて、火中に入れられているのを見つけて大声をあげ
た。それがために嬰児は焼きつくされ、女神は本性を顕した。
」 参照した高津訳ではケオ
レスとなっているが、誤植と思われるためケレオスに訂正した。
67 沓掛はこれを古典期以降デモポンの役割の一部がトリプトレモスに移ったためとして
いる。pp.54-57. 注 70.
68 同上
69 Currie, pp.369-370.
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うに傷つけられない肉体を得たりするという恩恵が生じるといった共通点もある。
しかし、
ゼウスの雷で直接的に天に上げられる神格化と、人間の手で用意された火葬の中で起きる
神格化が同じ理屈で成立しているとは考えにくい。神の行いと人間の行いの延長という対
比を考えると、楽園行きが、神によって一方的に選ばれて送られる場合と、何らかの条件
を満たして行くことができるようになる場合とに分かれていたことと同様の対比が見込ま
れるかもしれない。しかし、ただ火で焼かれたというだけでは単なる焼死であって、神格
化とは言い難い。アポロドーロスの方のデモポンはまさしくそういう事例である。また、
途中で作業が中断された場合にも神格化は成立しない。であるとすれば、焼死することな
く作業が完遂されることが神格化の条件であると考えられる。それは言い換えれば、普通
の人間なら死んでいてもおかしくない状態にあって、なお死なないという条件を満たした
ものということもできるだろう70。デモポンをはじめとする不死化失敗の逸話は、人間は
不死になることができないという自明の理を示すとともに、またそのことを逆説的に示し
ているとも言える。いずれにせよ、普通の人間とは違う特別な扱いを受けた者と、普通の
人間とは違う特別な存在であることを示した者が神格化するのだということができる。

4 節 不死なるものと死すべきもの

ここまで、アキレウスの死後を描いた話型のバリエーションを基にして、アフターライ
フの様々な在り様を考察してきたが、基本的にこれらのバリエーションがそれぞれ異なる
性質を持つものとして扱ってきた。もちろん冥界にいる普通の死者たちは、決して神など
ではないし、楽園の住人たちとも区別されるべきだろう。しかし、楽園の住人と神々の間
の違いをどのように考えるべきかという点については、議論の余地があるだろう。一般に
神と人間との違いは、不死なるものか死すべきものかという点にあると言われる。
ἀθάνατος という語が神を表すものとして扱われるのが最もわかりやすい例の一つだろう。
このことを前提とするとき、死ぬことなく楽園に行き、その後は安楽な生を続けると言わ
れるメネラオスは死を経験しないという意味で死すべき運命にないと言うこともできる。
では彼は不死なる神なのだろうか。少なくとも、他の人間たちとともに地上にいる時点で
Currie はアキレウスやデモポンが「英雄霊」となる形で不死になったとしているが、神
になることと「英雄霊」になることは区別してしかるべきである。また「英雄霊」になる
ことが不死になることであるとしても、
ここでの不死化の処置そのものは無関係であろう。
Currie, p.383.
70
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の彼を神であると考える者はいないだろう。しかし、死すべき運命にないものが神である
と定義してしまうと、メネラオスは楽園に行く前から、本人が教えられるまで知らなかっ
ただけで、実は死なない運命が定められているわけであって、最初から神であるというこ
とになってしまう。これはそもそもの定義である不死なるものは神であるという定義が大
雑把すぎるということに起因している。不死であることはあくまで神であることの必要条
件であって、十分条件ではないと考えるべきだろう。しかしこのことからは、不死である
からといって直ちに楽園の住人を神とすべきではないということはできても、楽園の住人
が神ではないということを断定できるわけではない。メネラオスは楽園に行った際に不死
なる神になったのだろうか。
この疑問に対して想定される一つの回答は、彼は「英雄霊」として信仰されるようにな
ったのだから当然神であるというものだろう。しかし、
『コロノスのオイディプス』で見ら
れたように、
「英雄霊」は地下に属する存在であって、天上に属する神々とは明確に区別さ
れるべき存在であることも事実である。さらに楽園の住人と「英雄霊」を比べてみても、
前者は地上のどこかにいる存在であり、叙事詩の描写を前提とするならば、死を経験しな
いのであるから、死を前提とする「英雄霊」とは相容れない存在である。もちろんヘレニ
ズム期以降においてはそれらの境界は曖昧となっているため、同一視されていても不自然
ではない。しかし、それ以前まで含めたアキレウスの死後全般について考察するうえでは
留意する必要がある。それゆえ、神々と楽園の住人とを比較するうえで、
「英雄霊」として
信仰されていたことを安易に引き合いに出そうとするのは不適切である。
また不滅の名誉を得ることを一つの回答として挙げようとする向きもあるだろう。いわ
ゆる、叙事詩の主人公として語り継がれることは今後消えることのない名誉を得ることで
あり、それは英雄自身が不滅の存在となるようなものであるとする解釈である71。確かに、
叙事詩によって永遠に語り継がれることは、神々によって不死や楽園行きの栄誉を与えら
れることと同じくらい名誉なことであったのかもしれない。叙事詩がムーサによるものと
されていたことを考えればなおさらであろう。アキレウスに下された予言において、平穏
な長寿と名誉ある短命とが同列に並べられていたこともそれを示している。しかし、等価
値であることと同質であることは同じではないだろう。
話を戻して、メネラオスを例に神と楽園の住人を比較してみると、メネラオスは少なく

71

Nagy, pp.174-77. Wofford,pp.42-66.
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ともディオブレートイではないだろう。むしろどうやって楽園へと去ったのか詳細が語ら
れない人物であり、
またどのようにして死んだということも明言されない人物でもあった。
また彼は火にまつわる逸話・伝承を持つわけでもない。神格化の条件を満たしているとは
考え難く、ゼウスの娘婿であったということだけが彼を楽園の住人たらしめている。ゼウ
スからの特別な扱いによって移動したという点においては神格化した人物たちと同様であ
るが、楽園は冥界の一部となっても神々の居場所とは区別されており、
『ホメロス後日譚』
においても楽園は神々の居場所への通過点であって、同じ場所ではない。ピンダロスにお
いてはクロノスの名が挙げられており、楽園との関係をうかがわせるがクロノスは旧世代
の神であってゼウスを中心としたオリュンポスの神々とは別枠の存在である72。特に『仕
事と日』の五時代の説話には、挿入であるとして削除すべきとされている部分であるが、
次のような一行がある。

τηλοῦ ἀπ᾽ ἀθανάτων: τοῖσιν Κρόνος ἐμβασιλεύει.(Hes.Op.173a)73

この行がヘシオドス自身のものかどうかは疑わしいが、クロノスがオリュンポスに住む不
死の神々とは異なる扱いを受けていたことは間違いないだろう。このように楽園と天上と
は明確に区別がなされており、必然的にそこに住んでいる住人同士にも違いがあると考え
るべきである。

以上、様々なアフターライフの在り方について、アキレウスの死後の物語を論じるうえ
で参照する必要のあるものを見てきた。死者かそうでないかという違いが重要視された時
期があり、それによってどのようなアフターライフを得るかが区別されていた可能性があ
るということはまず意識しておくべきだろう。また区別の仕方は時期によって変化してお
り、楽園に行く条件が、おそらく人々の死後の幸福を求める思想の影響を受けて、緩和さ
れる形で変化していったということも重要である。1 章で触れたように、Burgess は時代
ごとの違いをあまり意識せずにアキレウスのアフターライフを扱い、冥界と楽園行きの境
界を曖昧なものとしている部分があった。ローマ時代以降の作品ならともかく、ホメロス
内田, pp.22-23. 注２
「不死の神々からは遠く離れ、クロノスが彼らにとっての支配者となっている。
」
（筆者
訳）中務訳ではこの箇所は省かれている。
72
73
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以前のアキレウスにまつわる伝承を探ろうとしたとき、そのような扱いをするのは不適切
であると言わざるをえない。またそれ以外の要素について検証する際にも、度々アキレウ
スの名前が出てきたように、アフターライフとその変遷というテーマ自体においてアキレ
ウスが重要な役割を果たしていたことは間違いない。ホメロス以前のアキレウスの死後の
扱いがどのようなものであったかを考察し、さらにホメロス作品におけるアキレウスの死
後の扱いがどのような意味を持つのか考察するためには、この変遷を前提としつつ検証し
ていかなければならない。
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第 3 章 『イリアス』以前を含めたアキレウスのアフターライフ
本章では 2 章で行った古代ギリシアのアフターライフ観の概観を基にして、1 章で見て
きたアキレウスの死後の物語のバリエーションを、再度検討していきたい。すでに見た通
り、アキレウスの死後の物語と楽園行きのアフターライフを描いた作品には重なる部分が
いくつも見られた。それらの間には何らかの関係があったと考えられる。一方で『イリア
ス』以前のアキレウスの死後の物語については、また事情が異なると推測される。それを
明らかにするには、別の視点が必要となるだろう。本章では、
『イリアス』以前を含めたア
キレウスのアフターライフを考察するための前提を再確認したい。

1 節 それぞれのアフターライフ観とアキレウス

『オデュッセイア』においてはアキレウスが冥界の住人として描かれていた。冥界にお
けるアキレウスは他の死者たちと同じく、基本的には活力なき魂だけの存在であり、血を
飲むことによって意思疎通が可能になったと考えられる。彼が叙事詩の環等で語られたよ
うに亡霊として地上に姿を現すようなことも語られておらず、地上の様子を知らない存在
として描かれていた。アキレウスがそのような状態であるのに対して、ミノスやメネラオ
スなど、神々と縁深い者たちは、その他の死者たちとは異なる特別な存在として描かれて
いる。アキレウスも、楽園行きの逸話やテティスとの関係を考えれば、そうした扱いを受
けていてもおかしくないが、そのようには描かれていない。岡はアキレウスが冥界にいる
ことについて、
『イリアス』において死すべきものとして扱われていたのを踏襲した結果で
あると推察している1。
『オデュッセイア』を含む叙事詩における楽園の特徴は、生者が生
きたまま行く場所であるということであった。それならば、死んだアキレウスは楽園に行
くことができず、必然的に冥界に行くことになるはずである。アキレウスが死ぬという点
は『イリアス』独自の要素というわけではなく、あらゆる作品において共通している。ア
キレウスが死なないという話型は存在していないのである。Burgess も fabula の大前提と
して認めているように、アキレウスというキャラクターにとって死という要素は非常に重
要であり、欠かすことのできないものであった。岡の言う通り、アキレウスなる英雄が過

1

Edwards, pp.225-7.も同様の見解を示している。
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去に存在し、それがトロイア戦争において戦死したということは当時の人々にとってもは
や「歴史性」を帯びたことであって、それなくしてアキレウスは語りえなかったろう2。そ
れならば叙事詩においてアキレウスが楽園に行かないことはごく自然なことであると言え
る。
しかしすでに見てきた通り『アイティオピス』では、アキレウスは楽園に行くことにな
っていた。ただし『アイティオピス』においても、基本的には、アキレウスはあくまで死
ぬ運命にある人間として扱われており、一度死んだうえで楽園に行くという話型になって
いる。言い換えればもともと生者が行く場所であった楽園自体が、アキレウスの死の伝承
に合わせるかのように、死者であっても行くことができる場所へと変化している。その比
較的近い時期に『デメテル讃歌』が成立していることから、エレウシスの秘儀宗教をはじ
めとした死後の幸福の追求の広まりとこの変化が何らかの関係を持つ可能性についてはす
でに指摘した通りである3。
エレウシスの秘儀と少なからぬ関係を持っているのが、アキレウスの不死化の失敗とい
うモチーフである。アキレウスがパリスによって踵を射られて死んだという、いわゆるア
キレス腱の由来となった話が有名であり、それに付随して、なぜ彼の肉体が踵以外傷つけ
られないものとなったのかについての逸話が存在し、大きく分けて二つの話型が知られて
いる。いずれも赤子であった頃のアキレウスがテティスによって不死の存在にさせられよ
うとしたというものであるが、片方の話型ではアンブロシアと炎が、もう一つの話型では
ステュクス河の水が用いられた。
前者の話型は、赤子の死すべき部分を炎で焼いて不死化するという話であるが、アポロ
ドーロスに記述がある。

ὡς δὲ ἐγέννησε Θέτις ἐκ Πηλέως βρέφος, ἀθάνατον θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο,

岡, pp.iii-iv
『アイティオピス』と『デメテル讃歌』の前後関係については不明であるが、少なくと
も言えることは、秘儀宗教や死後の幸福という思想が『デメテル讃歌』によって始まった
ということは考えにくいということである。それ以前からそうした思想が広がりを見せ、
結果として作品として成立したと見るべきではないだろうか。そうだとすれば、どちらか
の作品がもう一方に先んじて一方向的に影響を与えたというよりも、叙事詩と英雄信仰と
の関係と同じように、まず秘儀や思想が既にある程度広まっており、それを受けてアフタ
ーライフにまつわる、似たような話が相互に影響を与えつつ成立したのではないかと私は
考える。
2
3
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κρύφα Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα τῆς νυκτὸς ἔφθειρεν ὃ ἦν αὐτῷ θνητὸν
πατρῷον, μεθ᾽ ἡμέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ. Πηλεὺς δὲ ἐπιτηρήσας καὶ σπαίροντα
τὸν παῖδα ἰδὼν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐβόησε: (Appollod.3.171.1-5)4

内容としては、2 章でも見た『デメテル讃歌』や『ビブリオテーケー』におけるデメテル
によるデモポンの不死化の失敗の逸話と酷似している。アポロドーロスの記述だけで比べ
れば、デモポンは死にアキレウスは生き残ったという違いがあるが、
『デメテル讃歌』の方
ではデモポンも生き残っている。そのためアキレウスとデモポンの間に、生死を分けるよ
うな、根本的な違いがあったということではないだろう。アキレウスの不死化失敗につい
ては『アルゴナウティカ』4 巻 869 行以下にも描かれているので、既存の伝承を基に制作
されたというこの作品の性格から考えれば、この不死化の失敗の伝承は、ヘレニズム期の
この作品の成立より先んじて存在していたということまではわかる。

ἡ μὲν γὰρ βροτέας αἰεὶ περὶ σάρκας ἔδαιεν
νύκτα διὰ μέσσην φλογμῷ πυρός, ἤματα δ᾽ αὖτε
ἀμβροσίῃ χρίεσκε τέρεν δέμας, ὄφρα πέλοιτο
ἀθάνατος καί οἱ στυγερὸν χροῒ γῆρας ἀλάλκοι·
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξ εὐνῆς ἀναπάλμενος εἰσενόησεν
παῖδα φίλον σπαίροντα διὰ φλογός, ἧκε δ᾽ ἀυτήν
σμερδαλέην ἐσιδών, μέγα νήπιος· ἡ δ᾽ ἀίουσα,
τὸν μὲν ἄρ᾽ ἁρπάγδην χαμάδις βάλε κεκληγῶτα,
αὐτὴ δὲ, πνοιῇ ἰκέλη δέμας, ἠύτ᾽ ὄνειρος,
βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐκ μεγάροιο θοῶς καὶ ἐσήλατο πόντον
χωσαμένη· μετὰ δ᾽ οὔ τι παλίσσυτος ἵκετ᾽ ὀπίσσω. (A.R. 4.869-79)

それ以上の確証は得られないが、アキレウスについてこの話型が『デメテル讃歌』に触発

4

「テティスがペーレウスによって赤児を得た時に、これを不死にせんものと、ペーレウ
スに秘して、夜は火中に隠してその父よりうけついだ死すべき部分を破壊し、昼間はアム
ブロシアを塗った。しかしペーレウスは彼女を見張り、子供が火の上でもがいているのを
見て声をたてた。
」
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されて、同時期に創られたという可能性もある程度は考えられる5。
もう一つの話型は、赤子のアキレウスがステュクスの水につけられた際に踵を掴まれて
いたのでその部分だけは傷つけられないものとならず弱点となったという現在おなじみの
話型である。Gantz によるとこの話型は、文学作品においては、紀元後一世紀のスタティ
ウスの『アキレウス』までしか遡ることができないということであるが6、それはアキレウ
スの不死化の逸話と踵を射られたという話をセットにしたものについての話であり、踵を
射られたという点に限ればそれ以前から存在している可能性もあるとも言っている。それ
を記した具体的なテクストとしては、他にアポロドーロスの『ビブリオテーケー』Epit.5.3
が挙げられる。

ὅτι Μέμνονα τὸν Τιθωνοῦ καὶ Ἠοῦς μετὰ πολλῆς Αἰθιόπων δυνάμεως
παραγενόμενον ἐν Τροίᾳ καθ᾽ Ἑλλήνων καὶ πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων κτείναντα
καὶ Ἀντίλοχον κτείνει ὁ Ἀχιλλεύς. διώξας δὲ καὶ τοὺς Τρῶας πρὸς ταῖς Σκαιαῖς
πύλαις τοξεύεται ὑπὸ Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀπόλλωνος εἰς τὸ σφυρόν. (Apollod.

Epit.5.3)

この作品自体の時期はスタティウスと同時期かそれよりも後と考えられるわけであるが、
神話の古い話型を好んで記載するというこの作品の特徴を考えれば7、それよりも早い時期
から古代ギリシアにおいてこの話型が存在していたという可能性も考えられる。さらに、
岡は『イリアス』におけるパリスがヘクトルへの攻撃への報復という形でディオメデスの
足を射抜くというモチーフがアキレウスのそれとパラレルをなすことから、パリスがアキ
レウスの踵を射抜いて殺す逸話がホメロス以前から存在していたと推定する8。ただし、ス
テュクスの水による不死化については、楽園が冥界の一部となったローマ文学の影響も考
えられる。例えばローマ文学の影響を受けたと思われる『ホメロス後日譚』で語られるエ
5

アキレウス自身が火と密接な関係を持つ英雄と見られることもあるため、この伝承が比
較的早い時期から成立していたと推定することもできるが、どれくらい古いかという確証
はない。Schein はこれを伝統的なものであり、
『イリアス』においては彼の不死身性が敢
えて抑えられているとしている。Schein, p.121. n.3. アキレウスと火の関係については
Mackie(1998)、Burgess(2009), p.102。
6 Gantz, p.625.
7 Hard, p.xvii f.
8 岡, p.274.
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リュシオンは、
冥界とのつながりと神々の居場所とのつながりの両方を同時に持っていた。
不死という神々につながる要素が冥界の河に与えられたのは、それらの境界線が曖昧にな
りつつあったことと無関係ではないだろう。
アキレウスは不死身に近づけられるが、結局不死身にはなれなかったという話が、この
ように様々な形で語られていた。楽園行きという不死化に準ずるような要素が取り入れら
れても、なお不死化の失敗という要素が重視されているのはアキレウスがあくまで死すべ
き人間であるということが重視されていた証左であると考えられる。
古典期に入ると様々な作品においてアキレウスが楽園に住んでいるということが記述の
大小を問わず語られていた。この頃になると、もはやアキレウスが楽園に行くことは一種
の常識と化しており、なんらかの島にいることだけがなんの説明もなく言及されることも
少なくない。むしろアキレウス自身の楽園行きそのものよりも、楽園を語るためにアキレ
ウスが引き合いに出されている。例えばプラトンの『饗宴』は、アキレウスが神々によっ
て島に送られたと語るが、それは彼が愛する者のために死を顧みず戦うという優れた行い
によって神に認められたからであるというという理屈付けをしている。同様にピンダロス
の『オリュンピア祝勝歌』でも、悪行を避けるという倫理的に優れていることが楽園行き
の条件とされ、アキレウスはその例として挙げられている。この頃の楽園描写の特徴は、
叙事詩におけるそれのように神に直接選ばれた特別な英雄だけが行く場所ではなく、何か
しらの条件を満たした者がいったん死んだ後に楽園に行くことができる、というものであ
った。アキレウスは楽園に行く人間の代表例であり、彼と同じように死すべき人間が楽園
に行くにはどうするべきなのかという形で、楽園行きのモデルケースとでも言うべき存在
として扱われるようになっていたのであろう。一方、メネラオスが楽園にいることが語ら
れることは多くない。一つには彼の最期やその後を題材とした作品がほとんど見られない
ということが挙げられるだろう。
『オデュッセイア』においてもそれはあくまで予言という
形で語られただけであり、実際に彼の死が語られることはなかった。2 章でも述べた通り、
彼の死ないし島行きの瞬間やそこに至るまでの経緯に関する伝承はどこにも見られず、題
材とはしにくいものであったのだろう。またもう一つの理由として、秘儀宗教や死後の幸
福との関係を前提とするならば、彼はゼウスの娘婿という普通の人間には絶対に真似する
ことのできない立場の故に楽園に行った人物であり、またもともと死ぬ運命にあったのか
もよくわからない人物でもある。そのため、死後の楽園行きのモデルケースとなるにはふ
さわしいとは言えない。メネラオスのそうした在り方は、逆にアキレウスの立ち位置を鮮
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明にする。
古典期にはまた、黒海におけるアキレウスの英雄信仰も既に確立されていたため、それ
を前提とした描写も現れる。ピンダロスの『ネメア祝勝歌』やエウリピデスの『タウリケ
のイピゲネイア』の例がそれにあたり、前者ではアキレウスがなんらか島の支配者のごと
く書かれ、後者も、ヘロドトスにも記述のある「アキレウスの競争路」と呼ばれる実在の
場所について言及しているため、レウケ島で現実に何らかの祭祀が行われていたことを前
提としていると考えられる。ただし、叙事詩の環の一部作品やエウリピデスの『ヘカベ』
においてアキレウスが亡霊ないし「英雄霊」として登場したとされているのは、実在する
レウケ島における英雄信仰を前提としているのかどうか疑問の余地がある。これらの作品
の成立時期は黒海への入植よりも後か、同時期であると思われるが、そもそもここでアキ
レウスが現れたという場所がレウケ島であるのかが定かではない。
『オデュッセイア』でも
描かれた通り、アキレウスの墓はヘレスポントスの岬の先端にあったとも言われており、
トロイア戦争中の物語であるということを考えれば、アキレウスの霊はこちらに現れたと
考えるのが自然である9。
ヘレニズム期に入るとアキレウスの楽園行きの物語は変わらず受け入れられていたが、
そこに結婚という要素が目立ってくる。
『アルゴナウティカ』では予言という形で、楽園に
行くこととメデイアと結婚することが語られていた10。メデイアとの結婚についてはアポ
ロドーロスでも言及がある。またアポロドーロスの記述ではアキレウスの遺骨はパトロク
ロスのものと合わせてレウケ島に埋葬され、その後彼は楽園（至福の人々の島）に行った
ということが語られていた11。このように、もはや楽園に行くために生前の肉体を保持し
ておく必要もないということになり、楽園行きは通常の死んだ人間にも可能なものとなっ
てくる。
さらに時代が下ってローマ時代以降になると、アキレウスは単なる楽園の住人や「英雄
霊」としてだけではなく、ゼウスをはじめとする神々の一員として扱われるようになって
いく。ピロストラトスの『ヘロイコス』において語られるアキレウスは神として扱われて
いるが、そこでの記述は θεός（神）としてのものと「英雄霊」としてのものが混在してい

アキレウスの墓については Michelakis, pp.68-70
アキレウスの結婚相手については他にもバージョンがある。 内田, pp.106-7.
11 遺骨となっていることから、
『オデュッセイア』と同様の葬礼が行われ、アキレウスは
火葬されたと考えられる。
9

10
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る12。

ἐκέλευσε γὰρ δὴ τὸ μαντεῖον Θετταλοὺς ἐς Τροίαν πλέοντας θύειν ὅσα ἔτη τῷ Ἀχιλλεῖ
καὶ σφάττειν τὰ μὲν ὡς θεῷ, τὰ δὲ ὡς ἐν μοίρᾳ
τῶν κειμένων. καταρχὰς μὲν δὴ τοιάδε ἐγίγνετο· (Philostr. Her. 741.8-11)13

作中で彼がどのようにして神格化し、θεός と呼ばれるに至っているのかは定かではない。
だがこの作品において、プロテシラオスをはじめとする「英雄霊」たちは、一度死んで冥
界に行った後に生き返った存在として扱われている(663.3-6)14。その在り方は『仕事と日』
の五時代の説話でいうところの金の時代の人間に近く、作中でも実際にそれに相当すると
語られている(664.9-10)15。それ故ここでアキレウスが θεός の如く扱われているのは、具
体的な神格化の逸話が創作されたというわけではない。この作品において「英雄霊」が単
なる特別な死者よりも上位の存在として扱われており、特にアキレウスに関して、θεός
との間の区別が曖昧になっていたためだと考えられる。また『ホメロス後日譚』における
アキレウスも、どのような経緯で神となったのかは判然としないが、神々の間にいると語
られており(3.771)、さらには θεός であると明言されている(3.776-77)。しかしまた、これ
らの作品ではアキレウスの葬礼と埋葬も行われている。特に『ホメロス後日譚』の葬礼の
記述は『オデュッセイア』でのアキレウスの葬礼の描写との共通点が非常に多く、それを
参考にして描かれたものと考えられる。それゆえか、これらの作品ではテティスによるア
キレウスの遺体の連れ去りも描かれておらず、アキレウスは完全に火葬されたうえで埋葬
されている。ディオブレートイ（ゼウスに雷で打たれた者たち）の場合に典型的な神によ
る連れ去り等もないことを考えると、そこでのアキレウスの神格化も死後に脈絡なく生じ
ていることになるだろう。また埋葬先もレウケ島ではなく、トロイア周辺の岬である。
一方この頃になるとローマ文学を中心に楽園自体が冥界の一部に取り込まれるようにな

内田, p.205 注 180
「その神託所はテッサリア人に、トロイアまで毎年航海しアキレウスに生贄を捧げるこ
とを、そして一部は神に対するように、そして一部は地下に横たわる者［英雄神］に対す
るように犠牲獣を屠ることを命じたのです。
」
14 内田, p.180. 注 12
15 内田, p.180. 注 10
12
13
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り、またそこに行くとされている人物も、トロイア方の人物を含むようになる等で増加し
ており、楽園行きの条件は古典期よりもさらに緩和され、楽園行きはより一般的なものに
なったと見られる。
以上、アキレウスをいくつかのアフターライフ観と照らし合わせてきた。楽園行きの物
語とアキレウスの死後の物語は、
『アイティオピス』以降ずっと関りを持ち続けており、相
互に連携するかの如く変化してきたことが窺える。特に古典期においてアキレウスは楽園
行きの代表的な人物となり、楽園とアキレウスがセットで扱われるようになった。そこに
は楽園行きの条件が緩和されるという全般的な方向性があり、楽園は死を免除された特別
な英雄だけが行ける場所から、死を免れられないという意味での普通の人間にも行くこと
ができる場所へと変化していった。楽園行きのアイデアの発展において、アキレウスの死
後の物語が重要な役割を果たしていたのは間違いないだろう。
『アイティオピス』以降についてはそのように考えられるわけだが、
『オデュッセイア』
に見られるような冥界行きの話型がそれとどのようにつながるのかには、まだ疑問の余地
があるだろう。叙事詩において、楽園に行く者とそうでない者の間には死という決定的な
違いがあり、ある時期からそれが緩和されたと考えられるわけだが、それまでは死んだ者
は基本的に冥界に行くものだったということになるだろう。アキレウスについても同様で
あると考えられるが、
『イリアス』以前から冥界行きの話型が基本的なものとしてあったと
すると、ある時期を境に突然楽園行きの話型が主流の話型になり替わったということにな
り不自然である。Burgess は逆に『イリアス』以前からずっとアキレウスは何らかの楽園
に行くものと考えられていたのであって、むしろ『オデュッセイア』
（と『イリアス』
）が
例外的な話型をとったと主張するわけだが、これも反対の方向を向いているだけで極端な
意見だろう。アキレウスの死後の物語の変化の流れを考えるとき、これら二つの特に高名
な叙事詩がその流れから独立しており、それに対して何ら影響を与えていないとは考えに
くい。アキレウスは死ぬという決定的な前提がありつつも、彼を死なずに楽園に行く者た
ちと同様に扱うことが平易に受け入れられるような背景があったと考えるべきではないだ
ろうか。

2 節 『イリアス』におけるアキレウスの死

アキレウスがまだ死なず、彼の倒したヘクトルの死と葬礼をもって幕を閉じる『イリア
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ス』はアキレウスの死後について詳しくは語っていない。しかし、この作品の中でアキレ
ウスの死は予言という形で度々言及されており、そのうちの最も顕著な予言は、9 歌でア
キレウスが過去に母である女神テティスから自身が聞いたこととして語る、彼を待ち受け
る二つの運命についての予言だろう。

μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα
διχθαδίας κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.
εἰ μέν κ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι,
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται·
εἰ δέ κεν οἴκαδ᾽ ἵκωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ᾽ ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη. (9.410-16)16

兼ねてより総大将アガメムノンとの間に確執のあったアキレウスは、この予言の存在も踏
まえて、戦列から離れることとなる。その結果として、彼の替わりに出陣した親友パトロ
クロスがヘクトルの手にかかって戦死し、これを知ったアキレウスは 18 歌で仇討のため
に戦場に戻ることを決心する。その際、テティスは彼の死を、ヘクトルの死とほぼ同時に
起こるものとして次のように予言する。

ὠκύμορος δή μοι τέκος ἔσσεαι, οἷ᾽ ἀγορεύεις·
αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ᾽ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος. (18.95-6)17

女神自らによる疑う余地のないこの予言により、
『イリアス』作中ではこのとき以降、ヘク
トルの死はそのままアキレウスの死を象徴するものとなる。ヘクトルを殺害することによ
り、アキレウスは自分の死を自ら決定的なものとする。またこれらの予言について語られ
16

「というのも私の母、銀の足の女神テティスは／私を終わりへと導く二つの運命を語っ
ている。／もしここに残り、トロイア人たちの町を攻めるならば、／帰還は叶わぬものと
なるが、不滅の名誉が残るだろう。／しかし、もし愛しき祖国の地へ帰るならば、／立派
な名声は得難いものとなるが、長い生命が私の下に残り、／死の終わりが素早く私を捉え
ることはないだろう」
17 「我が息子よ、お前の命は短いでしょう。そのように言うのだから。／というのもヘク
トールの後すぐに死の運命があなたにも用意されているのです」
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る前から、アキレウスは何度も短命であると言われ続けている。これは不死なる神に対し
て死すべき人間だからというわけではなく、アキレウスが人間の中でも特別に短命である
ということである。前者の予言ではあたかも選択肢があるように見えているが、彼にはト
ロイアで死ぬという運命が定まっていた。さらにヘクトルはトロイア最大の守護者として
描かれており、彼の死はトロイア陥落そのものの如く扱われるが、アキレウス自身も定型
句で「城市を滅ぼす者」と呼ばれるようにトロイア攻略者の如く扱われており、ヘクトル
の死という『イリアス』の山場は、さらにトロイア陥落をも含意するものとなっている18。
またパトロクロスの死もアキレウスの死にとって重要な意味を持っている。彼は上述し
た通りアキレウスの代わりに出陣するが、その際アキレウスの武具を借り受け、自ら意識
的にアキレウスと同じ姿となる(16.40-45)。彼はその姿でヘクトルと戦い殺されるわけだ
が、その際アポロンがヘクトルの側に助力する(16.788-819)。さらに、アキレウスがパリ
スによって矢で射られて殺害される際にも、アポロンが加担して、それが達成されるとい
うのが一般的な伝承である19。このようにパトロクロスはアキレウスの姿でアキレウスの
代わりに、やがてアキレウスを殺す者によって殺害されるというわけであり、彼の死は作
中でアキレウスの死を作中で先取りするようになっている20。
加えて、パトロクロスとヘクトルの死にも共通点がある。すなわち、ヘクトルはパトロ
クロスから奪った武具を身に着けてアキレウスに倒されるため、彼らはともにアキレウス
の同じ武具を身に着けて殺害されるわけであるが、その他にも、いまわの際に相手に向か
ってその死を予言するということもこの二人に共通する(16.849-54,22.358-60)。これらの
場面では予言をするということだけではなく、言葉の応酬全体の構成が一致しており、意
図的に重ねられたものだと言われている21。そして三人全員に共通するのが、その死につ

18

岡第一部第一章参照。 また以下に述べるパラレル関係の多くは、同著において詳述さ
れている。
19 『イリアス』においてもいまわの際にヘクトルが放つ予言として次のように示されてい
る。
φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι
ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων
ἐσθλὸν ἐόντ᾽ ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. (22.358-60)
「今お前も考えておけ。私が神々の怒りを買う理由とならないように。／お前をパリスと
ポイボス・アポロンがスカイア門において、／お前も確かに勇敢ではあるが、滅ぼすその
日のことを。
」
20 岡, pp.32-44. Seaforfd, pp.166-72.
21 岡, pp.41-42 Whitman, p.201f.
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いて何かしらの予言がなされているということである。アキレウスの死についての予言は
上述した通りである。ヘクトルも作中でイリスを通じてゼウスの予言を受け取っている。

Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
Ζεύς με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν,
τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην.
αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ
εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει
κτείνειν, εἰς ὅ κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι
δύῃ τ᾽ ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. (11.200-9)22

この予言の通りヘクトルは日没(18.239-242)まで活躍し、アカイア勢を苦しめパトロクロ
スを殺害しアキレウスの武具を奪うという成果を上げている。その後プリュダマスが撤退
を進言するが、アテネによって迷妄を送られたヘクトルはゼウスの助力を根拠として気を
大きくし、日没が過ぎてもその場に残ることを決める(18.285-309)。この予言に対する対
応の過ちが結果として 22 歌における彼の孤立の原因となり、彼の死を導いた。このこと
はヘクトルも自ら認めるところである(22.99-103)。
そしてパトロクロスは、神々から直接予言を下されるわけではないものの、アキレウスの
助言という形で間接的に予言を受け取っている。というのも、アキレウスがパトロクロス
に与えた助言(16.87-96)は、彼がかつてテティスにから聞いた予言(18.8-11)に基づくもの
だったからである23。アキレウスはパトロクロスに次のように言っていた。
22

「プリアモスの子、ゼウスに匹敵する知を持つヘクトルよ、／父ゼウスは以下のことを
伝えるようにと私を遣わした。／お前が人々の指揮者たるアガメムノンが前線において戦
い、／人々の列を屠るのを見る間、お前は戦いから退き、／残りの者たちに対し激しく戦
うように命ぜよ。／しかし、彼が槍によって打たれるか、／矢によって射られるかして馬
に飛び乗った時には、／ゼウスは打ち倒すための力をお前に与えるだろう。／お前が船々
の下へやってきて、太陽が沈み、聖なる闇がやってくるまでは」
23μὴ δή μοι τελέσωσι θεοὶ κακὰ κήδεα θυμῷ,
ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραδε καί μοι ἔειπε
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ἐκ νηῶν ἐλάσας ἰέναι πάλιν· εἰ δέ κεν αὖ τοι
δώῃ κῦδος ἀρέσθαι ἐρίγδουπος πόσις ῞Ηρης,
μὴ σύ γ᾽ ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν
Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν· ἀτιμότερον δέ με θήσεις·
μὴ δ᾽ ἐπαγαλλόμενος πολέμῳ καὶ δηϊοτῆτι
Τρῶας ἐναιρόμενος προτὶ Ἴλιον ἡγεμονεύειν,
μή τις ἀπ᾽ Οὐλύμποιο θεῶν αἰειγενετάων
ἐμβήῃ· μάλα τούς γε φιλεῖ ἑκάεργος Ἀπόλλων·
ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν φάος ἐν νήεσσι
θήῃς, τοὺς δ᾽ ἔτ᾽ ἐᾶν πεδίον κάτα δηριάασθαι. (16.87-96)24

パトロクロスもまた、予言に基づいたこの助言を無視して、引き返すことなくスカイア門
までトロイア方を追い詰めたことにより、アポロンの怒りを買って死ぬことになった25。
『イリアス』の中にはこのような運命の連関やパラレルが埋め込まれており、アキレウス
の死（死去）は作中のいたるところで暗示され続け、既存の伝承にある程度なじんでいる
古代の聴衆にとっては、直接には描かれていなくともそれが容易に想起できるようになっ

Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο
χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν φάος ἠελίοιο. (18.8-11)
「神々が私の胸の内の悪しき予感を満たさなければよいのだが、／かつて母が私に語った
ようなことを。／私が生きているうちに、ミュルミドネス人たちの中で最も優れたものが
／トロイエ勢の手によって日の下を去るのだと。
」
24 「追い立てた後は船々から引き返すのだ。／たとえ雷を鳴らすヘラの君が栄誉を与えた
としても、／戦いを好むトロイア人たちと戦おうと望んではならない。／お前が私を不名
誉なものとすることになるだろうから。／また、戦いと切り合いに喜び、トロイア人たち
を屠りながら／イリオスの前まで行ってもならない。／不死なる神々の誰かがオリュンポ
スからやってくることのないように。／特に遠矢のアポロンは彼らを好んでいるからな。
だから戻ってくるのだ、光を船にともしたならば、／未だ戦っているものは平原に残して
くるのだ」
25 パトロクロスへの予言が神々から直接与えられていないのは、他の二人と比べて彼が
神々と縁の薄い存在であることによる。アキレウスは人間の中でも神々に近しい特別な存
在であり（24.56-61）
、ヘクトルもアキレウスほどではないが神々から特別好かれていた
(24.65-67)ため、神から直接予言を授かることのできる関係にある。アガメムノンもゼウ
スから予言を授かるが、それは夢を通じてのことであった。このことも二人と神々との関
係の深さを表している。
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ているのである。
ではアキレウスの死後についてはどうだろうか。直接的には描写されていないが、アキ
レウスの死後をどのように考えたらよいのかについて指針となるいくらかの事実がある。
一つは『イリアス』の冥界観である。パトロクロスは死後にアキレウスのところへ亡霊と
して現れるのだが、その際彼は自分が冥界にいるがハデスの館に入ることはできていない
ということを告げる。

θάπτέ με ὅττι τάχιστα πύλας Ἀΐδαο περήσω.
τῆλέ με εἴργουσι ψυχαὶ εἴδωλα καμόντων,
οὐδέ μέ πω μίσγεσθαι ὑπὲρ ποταμοῖο ἐῶσιν,
ἀλλ᾽ αὔτως ἀλάλημαι ἀν᾽ εὐρυπυλὲς Ἄϊδος δῶ. (Il.23.71-4)26

2 章でも触れたように、パトロクロスのこの発言は『オデュッセイア』11 歌での冥界に降
りてきたエルペノルの発言と重なる部分があり、
『イリアス』においても同様な冥界の存在
が周知の仕組みとして認知されていることを窺わせる。ただし冥府の門の向こう側がどう
なっていて、そこで死者たちがどのような有様でいるのかについては触れられていない。
この引用に続く部分でパトロクロスは冥界での再会を期待することもなく、ただ自分たち
二人の遺骨が同じ一つの骨壺に納められるようにしてくれと求めるだけである(22.82-92)。
アキレウスはこの要求に応えることを約束するが(23.95-96)、もし本当にアキレウスも冥
界に下るとしても、そこは親友同士が再会を期する場所とされているわけではないことが
わかる。ここでの冥界は希望を抱けるような場所ではない。彼らの「死後」はその遺骨が
この世に残るというイメージだけで示されているともいえるだろう。
『イリアス』においては死後の世界はこのように消極的な形でしか描かれていない。
『オ
デュッセイア』でメネラオスが行くとされているような楽園が『イリアス』においても存
在しているのかというと、はっきり否定されているわけではないが、存在しないことが前
提とされているように見える。むしろ、
『イリアス』という作品は、英雄たちが特別な死後
を得るというようなことについて等しく否定的、ないし沈黙を保っている。その典型的な

26

「早く私を埋葬してください。冥府の門を私が通るために。／仕事を終えた魂たちが私
を遠ざけて締め出しています。／そして私が川を越えて混ざろうとするのを許さないので
す／そしてハデスの館の門のあたりを空しくさまよっているのです」
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例として挙げられるのは、ヘラクレスとディオスクロイである27。
『オデュッセイア』をは
じめとする作品においてのヘラクレスの神としての扱いは既に述べた通りであるが、
『イリ
アス』では彼ははっきりと死んだものとされている28。

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ βίη Ἡρακλῆος φύγε κῆρα,
ὅς περ φίλτατος ἔσκε Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι· (Il.18.117-8)29

またディオスクロイも『オデュッセイア』では特別な扱いを受けて、一日ごとの不死を得
るものとされているが(Od.11.303-04)、
『イリアス』においては揃って死んだものとされて
いる(Il.3.237-44)。ただしこれらは時系列的に過去の話として語られているであって、死
に際して具体的にどのようないきさつがあったかは知るよしもない。
『イリアス』が人間に不死性を与えるという類の特別扱いを許さない、という事情が明
確に現れる典型例は、サルペドンである。彼はゼウスの息子なので、死に際して特別な扱
いを受けても不思議ではない人物であった。実際、彼が死亡した時には、遺体がゼウスの
指示によって故郷リュキアまで運ばれ30、しかも、その際にはヒュプノスとタナトスの二
神が遺体を運ぶという点も特別な扱いとして注目に値する。しかし実はこれに先立ってゼ
ウスは、息子に死の運命が迫っているのを見たとき、その死を実現するかどうか思い悩ん
でいた（Il.16.433-38）
。それに対してヘラは死の運命を覆すことは許されないと反対して
次のように語った。

αἰνότατε Κρονίδη ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
ἄνδρα θνητὸν ἐόντα πάλαι πεπρωμένον αἴσῃ
ἂψ ἐθέλεις θανάτοιο δυσηχέος ἐξαναλῦσαι;

Griffin(1980), p.166.
『オデュッセイア』においてヘラクレスが二人いたこともこれを前提としてのことであ
った。本来は『イリアス』での描写を受けて、死に際して特別扱いを受けずに冥界の住人
として現れるという流れだったのが、既に存在していた神格化の逸話を取り込む形で、現
在の『オデュッセイア』におけるような形になったと解釈される。川崎 p.17 注 41
29 「というのもヘラクレスの力であっても死の運命を逃れることはできなかったのだから。
／彼がクロノスの子である支配者ゼウスにとって最も愛しいものであったにもかかわら
ず。
」
30 リュキアにサルペドンの英雄信仰があったためと考えられている。 Currie, p.50.
27
28
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ἔρδ᾽· ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. (Il.16.440-3)31

『イリアス』の世界観においては、運命は神々よりも上位に置かれており、たとえ最高神
ゼウスであっても己の都合で運命を好き勝手に変えることは許されていない。ただしこれ
はゼウスが運命を変えられないということを意味するわけではない。彼に対するヘラの苦
言は、変えたければ変えてもいいが、他の神々はそれを認めないというものであった。ま
たゼウス自身も助けるか否かで悩んでいるのであって、それができないと嘆いているわけ
ではない。サルペドンの死の運命は結局のところ、ゼウスであっても変えることを自制し
なければならないことだったのである32。一方で、ヘラクレスとディオスクロイは、上に
見たように、サルペドンの場合とは違って、不死なるものとして扱われることが多いにも
かかわらず、単純に死んだことにされている例である。このことに関して Gantz は、ヘラ
クレスの不死の伝承が『イリアス』以前に存在しなかったと主張しているのであるが33、
不死の伝承や英雄信仰が存在しなかった根拠として『イリアス』を持ち出すことの問題点
は既に述べた通りである。同様に、ディオスクロイについても『イリアス』以前に不死の
伝承がなかったと断定することは危険である。むしろ岡の分析する通り、
『キュプリア』の
内容まで考慮すれば34、ディオスクロイの不死の伝承は『イリアス』よりも前の伝承にま
で遡りうるものであり、彼が死んだという話型は『イリアス』の詩人による意図的な改変
であるという可能性が高い35。
楽園に行った又は神格化したという伝承を持つ人物について、単純に「死んだ」とだけ
語るという他に『イリアス』がとるもう一つの方法は、沈黙を保つというものである。例
えば、ラダマンテュスも『オデュッセイア』(4.564-65)やピンダロスの『オリュンピア祝
勝歌』(2.74)で楽園の住人とされている高名な人物であるが、
『イリアス』では彼の名前を
挙げはしてもその運命については語らない(14.324)。彼にはミノスとともに冥界で裁判官
31

「最も恐ろしいクロノスの子よ、いったいなんと言ったのか。／死すべき人間を、古く
から運命によって定められた者を／忌まわしき死から救うことを望んでいるのですか？／
そうしなさい。しかし、他の神々は賛同しないでしょう。
」
32 ゼウスが変えてよい部分については自分の思惑通りに進めるが、変えてはならない部分
を敢えて変えたりしないということは、叙事詩人が話の筋書きを変えることができても話
の根幹となる伝承を勝手に変えたりはできないこととほぼ同じであろう。
33 Gantz, p.460.
34 『キュプリア』梗概では、ゼウスが彼らに一日ごとの不死を与えたことになっている。
岡, p.516. Griffin(1977), p.42.
35 岡, p.197.
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を務めているという伝承もあるが(Apollod.3.6.8-7.1)、これを語るわけでもない。
『イリア
ス』はそのような人物の運命を逐一すべて語り直すようなことをしているわけではない。
このように沈黙を保つことは、死後の特別な扱いを排除するための最も手っ取り早い方法
なのである。
『イリアス』の詩人は不死となり何の危険もない場所で第二の人生を安楽に過ごす英雄
たちではなく、
限りある生だけを生きる英雄たちを描こうとした。
そしてその最たる例が、
アキレウスであった。彼の死後が特に予示されることもない、ということは、彼が冥界行
きという死すべき者の通常の道程を辿ることが前提とされていると考えるのが妥当であろ
う。
アキレウスの死は『イリアス』において最も重要なテーマの一つであり、ある意味でア
キレウスの死そのものが作品の焦点であることは上述した通りである。そこに至るまでの
アキレウスの悲痛な心情や態度を描くうえでは、死後に神格化や楽園行きによる安楽なア
フターライフが待っているという想定は邪魔なものでしかない。パトロクロスとともに埋
葬されるといった約束も、彼が楽園に運ばれるのでは意味をなさなくなってしまう。
『オデ
ュッセイア』の冥界にアキレウスがいるのは、彼が『イリアス』において死すべきもので
あったからだという岡の考察を前節で述べた。この岡の考察は楽園行きと冥界行きとの対
比である。しかし、冥界の住人にも種類があることを前提とすれば、アキレウスが冥界に
おいて特別扱いを受けないということも『イリアス』を受けたものであるということにな
るだろう。
『オデュッセイア』においては、ヘラクレスやディオスクロイの死後の扱いが『イ
リアス』から変化しているのに対して、アキレウスは『オデュッセイア』においても亡霊
として冥界にいるままであり、
『イリアス』で暗黙の裡に想定されている彼の死後の在り様
から変化していない。このことは、アキレウスが通常の人間と同じように死ぬということ
が、
『イリアス』において重要視されていたことの現れである。

3 節 『イリアス』以前のアキレウスの死後

では『イリアス』以前のアキレウスの死後の物語は、どのようなものであったのだろう
か。
『イリアス』以前には、アキレウスが冥界に行ったとされていた、と考える説と、
『ア
イティオピス』のように楽園に行ったとされていた、と考える説とが唱えられているとい
うことは既に述べた通りである。しかし、そのうちどちらかだけが正しいと考えることは
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難しいというのも既に述べた通りである36。まず言うべきことは、Burgess が想定するよ
うな、アキレウスが楽園に行ったという話型が『イリアス』以前から一貫したものであっ
たということは考えにくいということである。なぜなら一つには、死んだとされるものが
楽園に行くということは、
原則的に考えにくい話であったからである。
またもう一つには、
彼の死を裏打ちする地上にある痕跡の多さが挙げられる。アキレウスの場合は、その遺体
の奪還や火葬、埋葬といった過程が広く詳細に語られており、またその墓の位置について
もいろいろに語られており、彼が墓所に出現したという話も残っている。メネラオスは『イ
リアス』以前から楽園行きによる不死の伝承を持っていたと思われる人物であるが、彼の
アフターライフの物語の肝は、彼がどのようにして死んだのか、そもそも本当に死んだの
かはっきりしないというところにあった。彼が生きたままどこかへ送られた、言い換えれ
ば人々の間から消えてしまったという話が早期から容易に成立しえたのもそのことと対応
している。そのような形でメネラオスは楽園に行く典型的な人物であるのに対して、アキ
レウスは死ぬ典型的な人物なのである。確かにアキレウスが冥界にいる姿は『オデュッセ
イア』でしか描かれていないが、冥界にいるとかその霊が出現するなどでアキレウスが楽
園に行っていないことを示唆する話は多くの作品に描かれている。楽園に行く話型が『イ
リアス』以前に全く存在しなかったと言い切ることはできないとしても、彼の死を前提と
した地上の痕跡や影響の数々を考えれば、彼は一貫して死ぬ人物だったのであり、彼が楽
園へ行くという話型が主流であったとは考えにくい。
ではアキレウスが楽園に行かない場合、
彼の死後はどのようなものでありうるだろうか。
一つは言うまでもなく、冥界に行ったというものである。
『オデュッセイア』でそう語られ
ているからという以前に、人間は死んだら地下に行くものであって、冥界の住人になるこ
とは自然に想定されるアフターライフの形である。一方で、メネラオスやヘラクレスが、
死後に特別な扱いを受ける人物として既に知られていたのなら、アキレウスも同様の扱い
を受けるという発想があったとしても不思議ではない。その一つの形は、ヘラクレスの場
合のような神格化である。アキレウスが神格化したという話型の可能性はどうだろうか。
上で見たようにアキレウスが θεός（神）になるという話の存在は知られているが、具体的
な経緯を語ったテクストは現存しない。彼のもとにあるのは、むしろ θεός になることが
失敗するという話であって37、あまり広く受け入れられていたとは考えにくい。もう一つ
36
37

1章4節
アキレウスという名前がアケローオスという川の名前から来ており、彼はそもそも神と
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の形として挙げられるのは、
「英雄霊」である。アキレウスが「英雄霊」になったという話
が受け入れられていた可能性はどうだろうか。2 章で見た通り、
「英雄霊」になるというこ
とは、いったん死んだ後で崇拝の対象になるということである。それゆえこの形は、いっ
たん死ぬ存在であるアキレウスにとって、楽園に行くことよりもはるかに似つかわしいだ
ろう。英雄信仰という概念は『イリアス』以前から存在したと考えられている。アキレウ
スについても、後の時代には確実に英雄信仰が存在した。それが『イリアス』以前に遡り
うるものかどうかについては検証が必要となる。

4 節 アキレウスと英雄信仰

アキレウスに対する英雄信仰で比較的よく知られているものは、実在するレウケ島にお
いてのものである。ピロストラトスの『ヘロイコス』ではレウケ島がアキレウスとヘレネ
の聖域として描かれていたが、実際にレウケ島のある黒海北部ではアキレウスの祭祀に関
する資料が数多く発見されている38。また、アキレウスがレウケ島を中心として黒海周辺
の支配者となっているという話がピロストラトス以外にも数多く見られる。このレウケ島
におけるアキレウスの英雄信仰は紀元前 7～6 世紀以降に成立したと推定されている。と
いうのもレウケ島でそうした祭祀が行われるようになる前提として、ギリシア本土から黒
海周辺への植民活動があり、それが本格化したのがその時期だからである39。しかし、神
話上で想定されているレウケと、実在するレウケ島とを同一視する必要はないだろう40。
そもそも、楽園行きと英雄信仰の対象になることは根本的に違うことである。アキレウ
スの最終的な居場所やアフターライフにおける特別扱いという点で両者が重なるため混同
されがちであるが、それらが常に同じ場所を舞台にしていたとは限らない。さらに、神話
上の島と実在の島が同一視されるようになった具体的な時期について、篠崎は前 6 世紀後
半と推定している41。しかしこれも、アキレウスの英雄信仰そのものが成立した時期のこ
とではない。
『イリアス』で描かれているパトロクロスの葬礼の様子が英雄信仰を反映した
して扱われていたという主張もあるが、死すべきものとして扱われるようになった時点で
キャラクターとしては別物であり、そのような由来は意味をなさなくなっているだろう。
cf. Farnell p.285
38 篠崎, p.338.
39 篠崎, p.5.
40 川崎, p.5.
篠崎, p.339.
41 篠崎, p.342.
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ものであるという説を 2 章で紹介したが、そのパトロクロスの葬礼の描写は『イリアス』
以前に存在したアキレウスの死を歌った物語を基に作られたと考えられている42。これは、
その物語におけるアキレウスの葬礼の描写が英雄信仰を前提として描写されていた可能性
があるということである。レウケ島におけるアキレウス信仰が成立したのは前 6 世紀のこ
とであったとしても、アキレウス信仰がそれ以前から別の場所で行われていた可能性が否
定されるわけではない。
レウケ島以外の場所にも、英雄信仰の拠点となりうるアキレウスの墓が存在することは
語られていた。
『オデュッセイア』では、2 章で見たように、へレスポントスの岬にアキレ
ウスの墓があると語られており、他の作品にも引き継がれている。また叙事詩の環の梗概
に見られる、アキレウスが霊となって地上に現れたという話型も、トロイア周辺に彼の墓
があることが知られていたということを示しているだろう43。また篠崎によれば、レウケ
島のアキレウスの神殿はその大きさから言って全ギリシア的な信仰を前提としたものであ
ったと推察できるという44。これは、既に前 7～6 世紀頃にはアキレウス信仰自体も全ギリ
シア的なものであった、もしくはなりつつあったということである。しかし、彼の英雄信
仰が『イリアス』以前から全ギリシア的なものであったとは考えにくい。というのも、
『イ
リアス』と『オデュッセイア』では全ギリシア的ではないローカルな宗教的要素が排除さ
れているのに対し、英雄信仰は十分にそのようなローカルな信仰でありえたからである45。
また Farnell によれば、叙事詩に歌われるような有名人となると、それぞれの地域から境
界を越えて信仰されるようになるということである。ならば、アキレウスにとっては『イ
リアス』がそれに該当する叙事詩であり、それが彼を、トロイア周辺の墓所を中心とした
ローカルな「英雄霊」から全ギリシア的な「英雄霊」へと発展させたということが考えら
れる。そして死後の幸福の思想が広まったのもこの頃であり、それらの変化が合わさるこ
とでアキレウスのアフターライフをめぐる混沌とした状況が生み出されたのだろう。以上
の様に考えていくと、ローカルなものとしてのアキレウス信仰は『イリアス』以前から存
在した可能性は十分にあり、それはおそらくヘレスポントスの岬近辺を拠点としてトロイ

岡, p.33.
アキレウスの遺体が楽園に運ばれたとする話型の場合には、この墓は cenotaph である
と理解される。
44 篠崎, p.341.
また Hedreen もレウケ島が全ギリシア的な重要性を持っていたと述べて
いる。 Hedreen, pp.321-22.
45 Nagy, pp.7-9, p.116.
42
43
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ア周辺で行われていたと考えられる。しかし、これを証明する決定的な考古学的な証拠は
存在していないようである46。
では文学の中に彼の英雄信仰の影は見出されないだろうか。
『イリアス』も『オデュッセ
イア』も特にアキレウスの英雄信仰については沈黙を保っている。しかしそもそも、ホメ
ロスのものとされている二つの叙事詩では、英雄信仰において最も重要な英雄を表す語で
ある ἥρως の用法からして根本的に他と異なっているというのが実情である。辞書的な定
義から言えば ἥρως という語は大きく分けて以下の三つに分けられるだろう。1.いわゆる
優れた戦士としての英雄のこと。2.ἡμίθεος（半神）とも呼ばれる『仕事と日』の五時代
の説話における 4 番目の時代の人間のこと。3.英雄信仰の対象であり、死後一部の英雄が
なるとされている「英雄霊」のこと。これらの三つの意味はそれぞれを同じ人物に対して
適用しうることもあって混同ないし一緒くたにされがちであるが、厳密に見れば異なる存
在を表している。例えば、3 の ἥρως は死後の存在を表しているため、一度死んだ人物で
なければなりえないが、
1 や 2 の ἥρως は当然生きた人間に対しても用いられる語である。
もちろんその生きていた英雄が死後に 3 の意味での ἥρως になる、という形でのつながり
はありうるわけで、聴く側からすればその時その時にどの意味で用いられているかの厳密
な区別は困難な場合も多い。だが違いを含んで用いられているはずである。そして実際に
『イリアス』における ἥρως は、宗教的な意味、すなわち 2 や 3 の意味を持たず、1 の意
味でのみ使われていると考えられている47。しかし、これを根拠として『イリアス』以前
には宗教的な意味での ἥρως は存在せず、宗教としての英雄信仰も存在しなかったと即断
することはできない。West や Currie が指摘するように、
『イリアス』以前と以後で ἥρως
という語の用いられ方が大きく変わったとは考えにくいとすれば、
『イリアス』が成立した
時点で既に両方の意味が混在している状態であったとも考えられるからである48。実は『イ
リアス』においては、アキレウスをめぐって ἥρως の語がかなり特異な用いられ方をして
いる。そこには『イリアス』と英雄信仰、そしてこれとアキレウスの関係を読み解くうえ
で重要な手掛かりが存在する可能性がある。そこで次章では、
『イリアス』における ἥρως
の用法を確認し、どのような形でアキレウスと関わりを持っているかを分析したい。

46
47
48

Burgess(2009), p.114.
Pulleyn, p.119 ad.4 Kearns, p.2
Currie, p.60. West(1990) , pp.370-1.
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第 4 章 『イリアス』における ἥρως とアキレウス
本章では、
『イリアス』における ἥρως という語とアキレウスとの関係をテクスト上で直
に検討し、その観点から『イリアス』以前にアキレウスの英雄信仰が存在していた可能性
を考えてみることにしたい1。前章でも簡単に述べたように、辞書上では ἥρως にはおおよ
そ三つの意味があるとされ、ホメロスの中で使われているのはそのうちの一つ目の、英雄
あるいは（一人前の）戦士という意味が中心である。ここでいう英雄とは「文武の才の特
にすぐれた人物。実力が優越し、非凡な事業を成し遂げる人」2や、「才知・気力・武勇に
ひいで、偉大な事業をなしとげる人。」3という一般的な意味を表しているはずである。
『イ
リアス』における英雄として、真っ先に思い浮かぶのは『イリアス』の主人公であり、ア
カイア方の最強の戦士であり、
「城市を滅ぼす者」(πτολίπορθος)ともされる、トロイア攻
略の立役者であるアキレウスだろう。あるいは彼のライバルであり、トロイア方最大の戦
士であり、神々に翻弄され死んでいくという悲劇的な姿が描かれるヘクトルが思い浮かぶ
かもしれない。あるいはアキレウスとは対照的な、智謀の英雄としてのオデュッセウスを
思い浮かべるかもしれない。彼らはその能力、容姿、実績、そして人としての魅力などの
様々な点において、まさしく英雄と呼ばれるにふさわしい存在である。アキレウスの粗暴
さや戦いを避けようとするヘクトルの姿など疑問を抱かせるいくらかの言動はあっても、
我々が彼らを英雄と呼ぶのをためらうことはまずないだろう。
それゆえ、英雄の最たる者であるアキレウスが ἥρως という語で表されることは、極め
て自然なことであると思われる。しかし実際には、
『イリアス』においてアキレウスが ἥρως
という語で表される箇所はごく僅かしかなく、またその箇所にも解釈やテクストの大きな
問題が伴っている。それらの問題を精査していくと、アキレウスが一度も ἥρως と呼ばれ
ていなかった可能性も見えてくる。ここではそれらのテクストにあたって、結局アキレウ
スは ἥρως と呼ばれているのかどうかという問題を解明し、そこからアキレウスを ἥρως
と呼ぶことが避けられていることの意味を考察してみたい。

『イリアス』における ἥρως の概説としては、Haubold, pp.3-11 及び注など。ただし、
アキレウスとの関係については特に述べていない。
2 広辞苑第六版
3 大辞林第二版
1
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1 節 アキレウスに関わる問題の二箇所

ἥρως がアキレウスのことを指している可能性がある二つの箇所について見てみよう。
具体的には 23 歌中の 824 行と 896 行で、ともにパトロクロスの葬礼競技を描く一節の中
にある。このうち、824 行の ἥρως についてはアキレウスを指していることは間違いない。
しかしテクストそのものに疑問の余地があるため、問題が複雑である。これに対して 896
行の ἥρως については、単純にそれが誰を指していると解釈できるかということが問題な
のであり、精査しやすいため、まずは後者を検討することにする。

(1)896 行の ἥρως

問題の箇所は、パトロクロスの葬礼競技の最後の種目である槍投げ競技（884-897）の
終わり際の、賞品が授与される場面にある。槍投げ競技にはアガメムノンとメリオネスの
二人が競技者として名乗りを上げたが、実際の競技は行われないまま、アキレウスがアガ
メムノンの力と技量とを称えて不戦勝とする。そして賞品として、アガメムノンにはあら
かじめ用意されていた新品の釜を与え、メリオネスには槍を与えるという。

Ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων·
δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως
Ταλθυβίῳ κήρυκι δίδου περικαλλὲς ἄεθλον. (Il.23.895-97)
彼がそう言うと、人々の王アガメムノンも不服はなかった。
彼はメリオネスに銅の槍を渡した。そして ἥρως は
伝令使タルテュビオスに美しい賞品を渡した。

流れとしては、まず 896 行の頭の δῶκε（与えた）の主語として「彼」と訳した者がメリ
オネスに槍を渡し、そして ἥρως がタルテュビオスに釜を渡したということになる。Leaf
のコメンタリーは、これはどちらもアキレウスであるとしている4。さらに彼は ὅ γ᾽が前文
と同じ主語を表すことが度々あり、δίδου という未完了過去形が同時性を示すことから、

4

Leaf & Bayfield, p.573.
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ここでは両方の賞品が同時かつ同一の動作主によって扱われていると考えるべきであり、
それがアキレウスであると判断することは容易であると述べている。一方で、Willcock や
Richardson のコメンタリーは、これらはどちらもアガメムノンであるといい、松平訳も
Willcock の解釈に従っている5。Willcock は、メリオネスに槍を δῶκε したのはその時競技
者として槍を手にしていたアガメムノンであり、競技用の槍をそのまま賞品として与えた
と考えている。彼はさらに、タルテュビオスが 1 歌 320 行にも登場するアガメムノンの伝
令使であるため、彼に釜を与えたのもアガメムノンであるとしている。これらはいずれも
すぐ前に語られていることを基にした考察であるが、この箇所を見るだけでは断定できな
いように思われる。
また Shive は Ἀχιλλεύς と ὅ γ᾽ ἥρως が韻律的に同等のものとして扱われることから、
この箇所の αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως が αὐτὰρ Ἀχιλλεύς の言い換えであるとしている6。確かに
αὐτὰρ Ἀχιλλεύς は頻出する定型句であるが、定型句ならわざわざ ἥρως にする必要性は
ないとも言える。逆に表現に幅を持たせようとしているならば、αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως がアキ
レウスを指している箇所がここ一か所しかないというのもおかしい。ここでの Shive の議
論は、アキレウスが ἥρως すなわち英雄と呼ばれるにふさわしい人物であるという前提に
立っているように思われるが7、そもそもその ἥρως と呼ばれているか否かが問題である。
彼の議論は『イリアス』における ἥρως の用法を韻律や定型句という観点からは精査出来
ていても、後述するように、これをどのように用いるかという視点を欠いているように思
われる。
しかし広く葬礼競技全体の描写を見てみるならば、次のような理由により、Willcock の
言う通り、δῶκε の主語も ἥρως もアガメムノンと取るべきであるように思われる。すなわ
ち、パトロクロスの葬礼競技には全部で 8 つの競技があるが、基本的な段取りは以下のよ
うに共通している。①アキレウスが賞品を持ち出して競技の場に「置いて」
（θεῖναι）示す。
②競技の内容を告げて参加者を募る。③実際に競技が行われる。④勝者が順番に賞品を取
っていく。ここで重要なのは、アキレウスは賞品を「置く」が、賞品は勝った競技者自身
またはその代理人が持っていくようになっているということである。馬車競技では、ディ
オメデスが一着でゴールすると、すかさず彼の部下であるステネロスが賞品を持ち出して

5
6
7

Willcock, p.311, Richardson, p.271, 松平,pp.447-48.
Shive, p.23..
Shive, p.22.
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いる(510-13)。二等賞をめぐるアンティロコスとメネラオスの口論が終わると、アンティ
ロコスの部下が馬を、メネラオスが釜を、メリオネスが黄金をそれぞれ持っていく(612-15)。
拳闘勝負では、敗者にも賞品が与えられることになっていたが、敗者は自分で受け取れる
状態ではなかったため、周囲の人間が彼の代わりに持ち出していった(698-99)。また徒競
走ではオデュッセウスとアイアスが賞品を取っていき(778-79)、アンティロコスも自分の
賞品を取った(785-86)。鉄塊投げでは勝者ポリュポイテスの部下達が賞品を持ち去った
(848-49)。弓競技でもメリオネスとテウクロスがそれぞれ自分の賞品を得ている(882-83)。
この様式に従わない事例は、徒競走(740-797)で三着になったアンティロコスにアキレウス
が追加で黄金を与えたとき(797)と、槍突き競技の勝者であるディオメデスにアステロパイ
オスからの戦利品である太刀を与えたとき(824-25)の二例だけであるが、これらの場合に
はアキレウスが賞品を直接手渡す特別な理由が存在する。前者では事前に三種の賞品が置
かれており、三着の賞品は黄金半タラントンであったが、アンティロコスはアキレウスに
お世辞を言うことでさらに追加の半タラントンを引き出した(795-96)。これはもともとは
用意されていなかったものなので、アキレウスが改めて取り出したものを手渡すことが必
要となっている。同様に後者でも、アステロパイオスの太刀は、予め置かれた賞品である
サルペドンの武具とは別に、上述の①ではなく②の段取りの中で新たに提示された賞品で
あった。アキレウスはアステロパイオスの太刀をしかるべき場所に「置いて」おらず、お
そらくは手に持ったまま競技を観戦し、そのまま勝者に手渡したと考えられる。では槍投
げ競技においてはどうだったのか。実際には競技は行われずアガメムノンの不戦勝となっ
たという点は特異であるが、賞品が追加されたわけではなく、与えられた賞品はどちらも
予め競技の場に「置かれ」ていたものである8。

Αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος,
κὰδ δὲ λέβητ᾽ ἄπυρον βοὸς ἄξιον ἀνθεμόεντα
θῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων· καί ῥ᾽ ἥμονες ἄνδρες ἀνέσταν· (Il.23.884-86)9

8

競技に使われる槍と賞品として与えられた槍が同一であるかは議論の余地があると思わ
れるが、競技に使われた用具をそのまま賞品とするのは鉄塊投げ(826-49)でも行われてい
るため不自然なわけではない。
9 「そしてペレウスの子は影長い槍を、さらに／火に当てたことのない牛と同値の花があ
しらわれた釜を／競技場へ持ってきて置いた。そして槍の投擲手たちが立ち上がった」
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それ故、896 行でアガメムノンがどのような経緯で槍を手にしていたかははっきりしない
ものの、少なくともアキレウスが賞品の釜に再び触れることはなかったと考えるのが自然
である。895-897 で槍を手渡した「彼」というのも、そして釜を手渡した ἥρως というの
もアガメムノンであると判断される。

(2)824 行の ἥρως

もう一つの問題の箇所は、槍突き競技の描写(797-825)の末尾を占める二行である。アキ
レウスはパトロクロスがサルペドンから奪い取った戦利品の武具を「置き」
、これを槍突き
競技の競技者たち双方への共同の報酬にすると告げ、
また先に相手の血を流させた者には、
アキレウス自身がアステロパイオスから奪い取った太刀を与えると述べると、大アイアス
とディオメデス（テュデウスの子）が名乗りを上げ、競技を始める。互いに幾度か攻撃を
仕掛けたのち、見物人たちはディオメデスが相手の頸に狙いを定めているのを見て、試合
終了を要求した。ここでアキレウスはディオメデスに太刀を与える。

αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι. (Il.23.824-25)
しかし、ἥρως はテュデウスの子に太刀を
鞘と見事に裁たれた革ひもとともに持ってきて与えた。

これは先程言及したところの賞品の受け取りにおける例外的な事例の一つでもあるのだ
が、上述した通り、この ἥρως がアキレウスを指すものであることは文脈から言って間違
いない。ただし、アキレウスのことが最後に語られてから ἥρως が出てくる 824 行までに
は間が空きすぎており、この ἥρως が誰のことを指しているのかわかりにくいことは事実
である10。槍突き競技全体を引用すると以下のようである。

αὐτὰρ Πηλεΐδης κατὰ μὲν δολιχόσκιον ἔγχος (798)
θῆκ᾽ ἐς ἀγῶνα φέρων, κατὰ δ᾽ ἀσπίδα καὶ τρυφάλειαν

10

松平訳 p.372.では、ἥρως が敢えてアキレウスと訳されている。
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τεύχεα Σαρπήδοντος, ἅ μιν Πάτροκλος ἀπηύρα.
στῆ δ᾽ ὀρθὸς καὶ μῦθον ἐν Ἀργείοισιν ἔειπεν·
ἄνδρε δύω περὶ τῶνδε κελεύομεν, ὥ περ ἀρίστω,
τεύχεα ἑσσαμένω ταμεσίχροα χαλκὸν ἑλόντε
ἀλλήλων προπάροιθεν ὁμίλου πειρηθῆναι.
ὁππότερός κε φθῇσιν ὀρεξάμενος χρόα καλόν,
ψαύσῃ δ᾽ ἐνδίνων διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα,
τῷ μὲν ἐγὼ δώσω τόδε φάσγανον ἀργυρόηλον (807)
καλὸν Θρηΐκιον, τὸ μὲν Ἀστεροπαῖον ἀπηύρων·
τεύχεα δ᾽ ἀμφότεροι ξυνήϊα ταῦτα φερέσθων·
καί σφιν δαῖτ᾽ ἀγαθὴν παραθήσομεν ἐν κλισίῃσιν.
Ὣς ἔφατ᾽, ὦρτο δ᾽ ἔπειτα μέγας Τελαμώνιος Αἴας, (811)
ἂν δ᾽ ἄρα Τυδεΐδης ὦρτο, κρατερὸς Διομήδης.
οἳ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν,
ἐς μέσον ἀμφοτέρω συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι
δεινὸν δερκομένω· θάμβος δ᾽ ἔχε πάντας Ἀχαιούς.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες,
τρὶς μὲν ἐπήϊξαν, τρὶς δὲ σχεδὸν ὁρμήθησαν.
ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ἔπειτα κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην
νύξ᾽, οὐδὲ χρό᾽ ἵκανεν· ἔρυτο γὰρ ἔνδοθι θώρηξ·
Τυδεΐδης δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ὑπὲρ σάκεος μεγάλοιο
αἰὲν ἐπ᾽ αὐχένι κῦρε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωκῇ.
καὶ τότε δή ῥ᾽ Αἴαντι περιδείσαντες Ἀχαιοὶ
παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ᾽ ἀνελέσθαι.
αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι. (Il.23.798-825)

アキレウスを指す言葉としては槍突き競技の描写の冒頭の 798 行に Πηλεΐδης があり、彼
の行動を示す言葉は 811 行の Ὣς ἔφατ᾽,で途切れている。811 行の後半からはアイアスと
ディオメデスによる競技の描写に移り、アキレウスに関しては言及されなくなっている。
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そして 823 行で競技自体が終わると、唐突に 824 行で ἥρως の語が持ち出され、賞品を渡
したと語られるのである。もちろん描写されなくなったからと言ってアキレウスが競技の
場から退場するというわけではない。しかし、普通名詞が代名詞のごとく用いられて登場
人物を表す場合には、普通ならば直前までの文章で描かれていた人物、すなわちここでは
アイアス、ディオメデス、アカイア人たちのうちの誰かを指して言い換えていると考える
のが自然である。仮にもし、ἥρως という語が特にアキレウスを指すという前提のような
ものがあるならばここで迷う余地はないかもしれない。しかし、冒頭で述べたように、ἥρως
という語でアキレウス個人を指している例はこの箇所以外にはない。もしこれに 896 行を
加えるとしても 2 回だけでああるうえ、824 行がやはり初出であるという点は変わりない。
だから、頻度から判断しても、
『イリアス』において ἥρως の語が自動的にアキレウスのこ
とを指すという前提は成り立たない。
さらに、824-25 行はアリストパネスとアリスタルコスによって削除すべきとされている
という事情がある11。彼らがなぜ削除したのかははっきりしない。しかし、このテクスト
の是非についての議論は何ら決定打を放っていないディオメデスを勝者とし、彼に賞品を
与えるというわかりにくい展開に対する批判と擁護ばかりで、テクスト自体への注意が十
分でないように思われる12。ここでは ἥρως が誰を指しているのかが一応文脈から判断でき
てしまうため、ここに ἥρως という単語が用いられていることはほとんど意識されること
なく、これが作品中で唯一のアキレウスが ἥρως と呼ばれる箇所であるという問題も見過
ごされてきた13。しかし、ἥρως という言葉の使用に着目するなら、824 行には再検討する
余地があると思われる。

Erbse, p. 494.
この行に対する批判として代表的なものは Leaf&Bayfield が挙げられる (p.570.)。彼は
798 行以下全体を「みじめなつぎはぎ」であり「でたらめと矛盾だらけ」であるとしてい
る。また松平も、競技の勝敗判断の不明瞭さ等を指摘している(p.447.)。Willcock は槍突
き競技以下が挿入である可能性にも言及するが、824 行についてはディオメデスが優勢で
あったため問題ないとしている(p.310)。また Kirk は、824-25 の削除の理由は、前行で人々
が武具を公平に分けるように言っているのに反して、ディオメデスだけに賞品を与えると
いうことは矛盾するためであると推測している。ただし彼は、賞品が不可分であることか
ら削除は不当だとしている(Kirk(1978), p.38.)。Richardson も賞品の不可分性とディオメ
デスの優勢を指摘している(Richardson, p.259.)。
13 Shive は 23 歌 824 行の ἥρως に注目し、さらに削除の理由は ἥρως のわかりにくさだ
ったのではないかと推測しているが、削除自体が妥当ではないとしている。Shive, p.160.
n.5.
11
12
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(3)行構造からの検討

槍突き競技の描写は他所の行との一致や類似が多いことが指摘されているが14、824-25
行についてもそれが認められる。具体的には、その二行目である 825 行が 7 歌 304 行と完
全に一致しており、また前の行同士の間にも構造上の類似が見られる。

αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι. (Il.23.824-25)15

Ὣς ἄρα φωνήσας δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον
σὺν κολεῷ τε φέρων καὶ ἐϋτμήτῳ τελαμῶνι· (Il.7.303-4)16

23 歌 824 行と 7 歌 303 行はともに剣を与えるというほとんど同じ行為を表現したもので
あり、またどちらも δῶκε(ν)（与えた）の前に韻律上の中央の句切れ（central caesura）を
持ち、句切れの後の韻律上の長さも同じである。そのため、韻律上は 23 歌 824 行の後半
部（下線部）を丸ごと 7 歌 303 行の δῶκε ξίφος ἀργυρόηλον（下線部）で置き換えるこ
とも可能だったはずである。Kirk は、それにもかかわらずここで目的語の部分が 7 歌 303
行の ξίφος ἀργυρόηλον（銀鋲の打たれた剣）ではなく μέγα φάσγανον（大きな太刀）
になっているのは「明らかな韻律上の理由」によるものであるとしている17。それはすな
わち、より音節数の多い表現である ξίφος ἀργυρόηλον をより音節数の少ない μέγα
φάσγανον に変えたのは、そこに別の単語を入れる必要があったため、その分だけ音節数
を切り詰める必要があったからということである。つまり、行末に ἥρως の語を挿入する
ためにその前の言葉を短くしたと Kirk は考えていたということだろう。
しかし φάσγανον
（太刀）という単語は、807 行でアキレウスが競技の前に賞品の説明をする場面で既に用
いられていた。ならば、825 行も 807 行に合わせる形で同じ単語を用いて賞品の授与を描

Leaf&Bayfield, pp.570-71; Richardson, p. 261.; Willcock, p.310.
「しかし、ἥρως はテュデウスの子に大きな太刀を／鞘と見事に裁たれた皮ひもととも
に持ってきて与えた。
」
16 「そのように語ったのち、銀鋲の打たれた剣を／鞘と見事に裁たれた皮ひもとともに持
ってきて与えた。
」
17 Kirk(1985), p.275.
14
15
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写したと考える方が自然ではないか。また、φάσγανον が行の後半に置かれるときには、
それが第五脚を占めるケースが散見され、その際には第六脚に行末一脚分の語、特に ὀξύ
を置くのがほぼ定型となっている18。
このことから導かれる考えは、まず 825 行では φάσγανον を用いることが 807 行との
兼ね合いで最初から決まっており、さらに αὐτὰρ Τυδεΐδῃ も前半に置かれなくてはならな
いということも定型的に決まっており19、その後半に φάσγανον が置かれるとしたなら第
五脚に置くことがやはり定型句の仕組みによって半自動的に決まり、残りの空白を埋める
単語がそれに合わせて選択・配置されたということである。その際 ὀξύ をそのまま定型的
に用いると主語が存在しないことになってしまうため、第六脚に置く行末一脚分の単語と
して選ばれたのが ἥρως であったということになるだろう。
ではなぜ ἥρως が選ばれたのだろうか。ここに入るのが ἥρως でなければならない必然
性があるのだろうか。アキレウスのことを指すために『イリアス』中の第六脚に実際に置
かれている主格形の単語は、Shive の指摘しているように αὐτός、υἱός そして ἥρως の三
つであるが20、
このうち υἱός がここでは不適切であることは言うまでもない。
なぜなら υἱός
という語は誰かの息子という意味であって、アキレウスの場合であればテティスのもしく
はペレウスのという限定があって初めてアキレウスと特定できるようになる。υἱός という
単語自体には個人を特定する機能はなく、単に息子というだけではどこの誰なのかはわか
らない。798 行でペレウスの子と言っているから υἱός で通じるはずだと主張することもで
きるかもしれないが、それならこの直前の場面はテラモンの子(23.811)とテュデウスの子
(23.812, 820)の対決であるので、やはり単に υἱός というだけでは誰のことなのかよくわか
らない。同様に、単独ではそれが誰を指すのかわからないという点は ἥρως を用いたとし
ても同じである21。では αὐτός ならどうだろうか。この場面は、先に（２）でも述べたよ
うに、例外的にアキレウス「自身が」直接賞品を手渡す局面を描いたものである。また、
賞品を分け与えようというアカイア人たちの提案に対して、自らの意思でディオメデスを
選んだという意味で彼「自身が」という表現はふさわしいかもしれない。しかし、それが

Hainsworth(1968), p.139.
Τυδεΐδῃ という与格形が置かれるのは行頭もしくは、第二脚が多い。そして、αὐτὰρ は
文頭に置かれるためこの形になる。
20 Shive. p.21.
21 本章 2 節(1)では ἥρως がホメロスでは単に戦士を意味しうる語であり、
個人を区別する
機能はないということが明らかになる。
18
19
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誰を指すのかはっきりしない状況では、この語は「自身」ということを強調するものとは
なりえず、代名詞と同じ働きしかできないだろう。それならば、αὐτός の語を用いてもそ
れが誰を指すのかはっきりしないという点においては ἥρως と大きな違いはない。そもそ
も誰が動作の主体かわかりにくくてもよいのであれば、動詞は三人称単数形で表されてい
るのだから、ここに主格形の語を入れなければならないというわけでもなくなる。既に述
べたとおり、第五脚を φάσγανον が占めるときには第六脚に ὀξύ を置くのがほぼ定型で
ある22。以上のように見ていくと、この行において ἥρως を用いることが、他の選択肢と比
べて、なにか特定の意義や優位性を持っているようには見えない。それにもかかわらずこ
こに ἥρως が置かれたのはなぜなのだろうか。その理由あるいは意味を明らかにするため
には、少なくとも『イリアス』全体における ἥρως の用法をもっと綿密に検討してみる必
要があるだろう。

2 節 『イリアス』における ἥρως

(1)誰が ἥρως と呼ばれているか

『イリアス』中の ἥρως にはまず次のような二つの特徴がある。一つは、ἥρως は特別な
人物ではなく戦士全般のことを指すことが多いということである23。
『イリアス』作中で
ἥρως 及びその変化形は計 74 回用いられているが、そのうち 26 回は特定の個人ではなく
不特定多数の人物を表すために複数形で用いられている。その中でも代表的なのは、ἥρωες
Δαναοὶ や ἥρωες Ἀχαιοί といったギリシア方の人物をまとめて ἥρως たちと呼ぶ表現であ
る24。単純な数からいえば個人を指す場合の方が多いことになるが、個人として ἥρως と
呼ばれる回数が最も多いのはアガメムノンの 7 回（23.896 を含む）である。従って、ἥρως
が誰を指すために用いられているのかという観点から言えば、不特定多数、つまり特に誰
というのを想定せずに呼ぶ場合が一番多いということになる。この傾向は『オデュッセイ

ホメロスにおいてはこの定型句が 6 回用いられている。 Il.22.306, 22.311, Od.10.145,
11.95, 22.79, 22.90
23 Pulleyn, p.119 ad.4.及び Kearns, p.2.
Autenrieth, p.147 は demigod としては用いら
れないとしている。
24 2.110, 2.256, 6.67, 12.165, 13.629, 15.219, 15.230, 15.261, 15.702, 15.733, 19.34,
19.41, 19.78.
22
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ア』においても同様である。こちらの作中では ἥρως 及びその変化形が全部で 40 回用いら
れているが、そのうち特定人物に対する用例はラエルテスの 5 回が最多となっているのに
対して、不特定多数の人物に対しては 12 回用いられている。これらの内 4 件(2.110, 6.67,
15,733, 19.78)は行の前半がアカイア勢に呼びかける定型句であり、それ以外の場合も行末
を占める定型句に収められている。いずれもギリシア方全体に対する呼びかけであり、特
定の誰かではなく、ギリシア方の戦士たち全員が ἥρως であると言っていることになる。
これら以外にも文脈上アカイア方を指している複数形の ἥρως もあり(2.483, 2.579)、さら
に勢力を問わずその場面で戦場にいる人物をまとめて ἥρως たちと呼ぶこともある
(13.346, 20.326)。また実際にそこにいる登場人物たちを指すのではない、過去の人物をも
含めた戦士全般を指す ἥρως (1.4, 9.525, 18.56, 18,437, 23,645) や、槍の威力を説明する
ために一般化された、実在するかを問わない想定上の存在とでも言うべき、ἥρως たちが
言及されることもある(5.747,8.391,16.144,19.391)25。
ではそれらが皆特別な英雄であるかと言うと決してそのようなことはなく、出身地程度
の情報しかない名も無き戦士たちはいくらでも含まれている。このことがもう一つの特徴
である。ἥρως が特定の個人を指して用いられる場合にも、この語は傑出した戦いを見せ
る人物ばかりを指すわけではないのである。
例えば、
ペイロオスとアドレストスは 2 歌 844
行と 6 歌 633 行でそれぞれ ἥρως と呼ばれているが、2 歌のカタログで初めて名前を挙げ
られた後、次に登場するのは死亡場面であり、それぞれ 4 歌と 6 歌で死亡している。さら
に、アドレストスに至っては戦場で次のような無様な命乞いをする人物として描かれてい
る(6.45-50)。

Ἄδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων·
ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα·
πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται
χαλκός τε χρυσός τε πολύκμητός τε σίδηρος,
τῶν κέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα

5.746f.及び 8.390f.では「槍で ἥρως たちの戦列を打ち負かす」(δάμνησι στίχας ἀνδρῶν
/ ἡρώων)という表現が用いられ、16.144 及び 19.391 では「槍が ἥρως たちに死をあらし
める」(φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν)という表現が用いられている。

25
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εἴ κεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. (Il.6.45-50)26

また例えばアガストロポスは 11 歌で初登場する人物であるが、あえなくでそのまま死亡
している(11.336-42)。

ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι
ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ.
τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ ὃ πεζὸς
θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν. (Il.11.336-342)27

彼らは特別なことをなしとげる者というよりも、英雄によって討たれるいわばやられ役、
引き立て役であって、いわゆる英雄として描かれているわけではない。しかし、テクスト
ははっきりと ἥρως と呼んでいる
これらの特徴からわかることは、ホメロスにおいて ἥρως は登場人物の素性を問わず、
非常に広く適用されうる言葉であり、戦場にいる人物に対して無差別に適用される言葉で
あったということである。そして、
『イリアス』が戦場を中心とした物語である以上、登場
人物の大半が ἥρως であるということになるだろう。そして、登場人物の大半が ἥρως で
あるならば、女性や子供といった非戦闘員以外の登場人物を ἥρως という言葉の適用によ
って区別することはほとんどできないことになる。これについて Redfield は登場人物の大
半に適用されている状況を認めた上で、ἥρως とは部隊のまとめ役やそうした要職に付き
うる貴族階級のことであり、名もなき兵士たちとは区別されると言っている28。Redfield
のこの ἥρως の定義と区別にも一理あると思われるが、これを受け入れるとしても、ἥρως
26

「するとアドレストスは膝にすがって、乞うた。／「アトレウスの子よ、生け捕りにし
てください。相応しい身代を受け取りなさい。／そこには裕福な父のたくさんの財宝が転
がっていますから。／青銅や金、たくさんの手入れがされた鉄が。／それらのうちから無
数の身の代を父はあなたに喜んで与えるでしょう。／もし、アカイア人たちの船々のそば
で生きている私のことを知ったならば。
」
」
27 「実際に、テュデウスの子がパイオンの子なる ἥρως アガストロポスの／関節辺りを槍
でもって傷つけた。だが、彼の逃げるための馬たちは／近くにいなかった。彼は心におい
て実に愚かであった。／というのも、従者が遠く離れて馬たちを留めていたのだ。そして、
彼は／徒歩で前線を駆けていたのだった、彼の生命が終りを迎えるその時まで」
28 Redfield, p 99, p.265.
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という言葉が名前のある登場人物同士を区別しない・できないということに変わりはない。
ただし、アガメムノンのように ἥρως と呼ばれる回数が他の登場人物と比べて明らかに
多い人物も存在している29。これは定型句の問題である、すなわち ἥρως と組み合わせる
ことが容易な名前を持つからだ、という言い分があるかもしれない。また、23 歌 896 行
にあった αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως も定型句であり、この定型は、ὅ γ᾽ ἥρως の部分に韻律上人名
が入れられない人物に対して用いられるのだという指摘は実際にある30。しかし、定型句
の有無や韻律上の問題としてだけでは説明できない要素も存在する。例えば、ἥρως と呼
ばれる人物がギリシア方に多いということが指摘されている31。具体的には、
『イリアス』
中で ἥρως が用いられる 74 回のうち、トロイア方の人物を指しているのが 14 回であるの
に対して、ギリシア方の人物を指しているのは 49 回と大きな差が見られる。そして発言
者を人間の登場人物だけに限定すると、この語がトロイア方の人物を指しているのは 1 回
だけであるのに対し、ギリシア方の人物を指しているのは 14 回となっている。語の用法
にこのような明確な偏りが見られる以上、ἥρως という語は単に韻律や定型句の仕組みに
合わせて用いられていたわけではなく、それ以外にもこの語を運用する上でなんらかの原
則が存在したのではないかと考えられるのである。

(2)ἥρως と呼ぶ人物と呼ばれる人物の関係

まず、上でも軽く触れたように、誰が ἥρως と呼ばれているかだけでなく、誰がそう呼
んでいるかという問題を考えてみたい。ギリシア方の人物がトロイア方の人物を ἥρως と
呼ぶことは一度もない。トロイア方の人物が人間の登場人物によって ἥρως と呼ばれる例
は上述したとおり一度しかないが、それはヘクトルがデイポボスを呼ぶものであり
(22.298)、ともにトロイア方の人物である。それに対して、ギリシア方の人物が人間の登
場人物によって ἥρως と呼ばれる 14 回のうち、ギリシア方が呼んでいるケースは 12 回、
トロイア方が呼んでいるケースは 2 回である。人間同士の間で味方側の人物を呼ぶ際に
ἥρως と呼ぶことが多いという傾向がこのことから見て取れる。ならば、ギリシア方の人
アガメムノンは作中で、23.896 も含め、7 回 ἥρως と呼ばれている。これにパトロクロ
スの 4 回、メリオネスの 3 回が続く。それ以外に 2 回呼ばれる人物が 8 人、1 回呼ばれる
人物がアキレウスを含め 18 人存在している。
30 Shive, p.23.
31 B.Snell and H. Erbse(eds.), p.939.
29
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物をトロイア方の人物が ἥρως と呼ぶ 2 件の例外的な事例はどのようにして生じているの
だろうか。
一つ目はドロンの例である。10 歌 416 行でドロンがオデュッセウスに呼びかける際に
は ἥρως の呼格形が用いられている。この場面は隠密行動中にオデュッセウスとディオメ
デスに見つかったドロンが下手に出て命乞いをし(10.378-81)、仲間に関する情報を相手に
もらすという場面である。

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Δόλων Εὐμήδεος υἱός·
τοὶ γὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεκέως καταλέξω.
Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσί,
βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου
νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι ἥρως
οὔ τις κεκριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει. (Il.10.412-17)32

ここではドロンがこのような言い方をすることによって、好意的に接していると解するこ
とができる。もう一つはアシオスの例である。この場面では敵を侮っていたトロイア方の
戦士であるアシオスが、
ギリシア方の戦士たちの奮戦に驚き、
ゼウスに恨み言を言いつつ、
彼らの戦いの様子を比喩を用いて表現している。

Ζεῦ πάτερ ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο
πάγχυ μάλ᾽· οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς
σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος καὶ χεῖρας ἀάπτους.
οἳ δ᾽, ὥς τε σφῆκες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι
οἰκία ποιήσωνται ὁδῷ ἔπι παιπαλοέσσῃ,
οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν κοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες
ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέκνων,
32

「エウメデスの子ドロンは彼（オデュッセウス）へ再び語った。／「それではそれらの
ことに関してより正確に語りましょう。／ヘクトルは彼らとともに、というのは相談役の
者たちのことですが、／神聖なるイロスの墓のそばで計略について語り合っています。／
騒音から離れて。しかし、ἥρως よ、あなたが問うている監視については、／誰か選ばれた
ものが軍勢を守りも監視しているわけでもありません。
」
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ὣς οἵ γ᾽ οὐκ ἐθέλουσι πυλάων καὶ δύ᾽ ἐόντε
χάσσασθαι πρίν γ᾽ ἠὲ κατακτάμεν ἠὲ ἁλῶναι. (Il.12.164-72)33
ここからは、相手方の戦士たちを称えるニュアンスが含まれていると読み取ることができ
る。
このように、人間同士の場合では味方や仲間のほか、敵に対しても一時的に持ち上げた
り褒めたりする場合に ἥρως が用いられることもあるのである34。
一方地の文においては、
詩人はどちらの勢力に対しても好意的であるため勢力を問わず ἥρως を用いていると考え
ることができるだろう。実際に上述の戦場の人物を無差別に ἥρως と呼ぶ 2 例（13.346,
20.326）は地の文である。このことは、ἥρως が単に韻律や定型句の仕組みだけに従って
無作為に用いられているわけではなく、それ以外にも、この語がなんらかの原則に沿って
使用されていたことを予想させる。

(3)文中に単独で用いられる ἥρως

もう一つ考えるべきなのは、ἥρως が単独で用いられる用法である。23 歌 824 行のよう
に、ἥρως が直前で言及されている人物とは別の人物を指すために用いられることはどれ
だけあるのだろうか。個人に対して用いられる ἥρως のうち、同一の文章の中に出てくる
固有名詞の同格補語として用いられていない例は 14 件である。それらは以下の 4 つに分
類できる。

①呼格形を用いた呼びかけ。
②直前あるいは同じ文中に ἥρως に当たる人物の固有名詞が示されているもの。
③アトレイダイ等の兄弟間の会話に用いられる定型句。
④直近に固有名詞で示されていない人物を指すもの。

33

「父なるゼウスよ、今あなたもまたすっかり嘘を好むものと／なられた。というのも、
私はアカイアの ἥρως たちが／我々の力と無敵の腕を抑え込むとは思わなかった。／しか
し、彼らは、体幹の素早い蜂や蜜蜂たちが起伏の激しい／道のそばに家を作り、空洞の家
を去ることなく、留まって／狩人たる人々を子どもたちに寄せ付けない、そのように／彼
らは二人でありながら殺すか殺されるかする前に／扉から離れることを望まなかった。
」
34 Cunliffe による ἥρως の説明(p.183)の（７）がこれに当たるだろう。
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①の場合(10.416, 20.104)、ἥρως は話しかける相手のことを指しているので、特に固有名
詞などを伴わなくとも ἥρως が誰を指しているかは容易に判断することができる。②の場
合(5.308, 8.268, 11.483, 23.896)も直近に固有名詞があるため、言い換えであることは明白
である。③の兄弟会話の定型句(6.61, 7.120, 13.788)というのは次のような形で用いられて
いる。

Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως
αἴσιμα παρειπών· (Il.6.61-62)35

いずれも、直前の説得の台詞により ἥρως がその兄弟の心を動かしたという文章であり、
台詞を語った者と ἥρως が明らかに一致している。最後に④の場合は 5 例存在し、23 歌
824 行もここに含まれるわけだが、この 5 例は興味深い事実を含んでいるため、精密に検
討してみる必要がある。
④のタイプの 5 例の内、23 歌 824 行以外の 4 例(3.377, 5.327, 10.154, 13.164)では、主
体と客体の入れ替わり等はあっても話の入れ替わりは起きておらず、ἥρως が誰を指して
いるかの判断は容易である。まず一つ目はメネラオスとアレクサンドロスの決闘の場面
(3.364-78)である。

Ἀτρεΐδης δ᾽ ᾤμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν·
Ζεῦ πάτερ οὔ τις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος·
ἦ τ᾽ ἐφάμην τίσασθαι Ἀλέξανδρον κακότητος·
νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐκ δέ μοι ἔγχος
ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔβαλόν μιν.
῏Η καὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάβεν ἱπποδασείης,
ἕλκε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς·
ἄγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν,
ὅς οἱ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.
καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,

35

「そのように言って ἥρως は兄弟の心を変えた／道理に沿って説得して。
」
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εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη,
ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ.
τὴν μὲν ἔπειθ᾽ ἥρως μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς
ῥῖψ᾽ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι· (Il.3.364-78)36

364 行でアトレウスの子（メネラオス）という名前が出てから ἥρως が出てくる 377 行ま
では間があり、たしかに ἥρως が誰なのかという判断の必要があるわけだが、ここでは場
面と登場人物が入れ替わるということはなく、一貫してメネラオスとアレクサンドロスの
戦いの場面が描かれている。途中アフロディテの行動が言及される箇所もあるが、これは
メネラオスを主語とした文章の副文章に過ぎず、またアフロディテが ἥρως ということは
ありえないため、ἥρως は自ずと二人の内どちらかに絞られる。そしてメネラオスが優位
に立ち、彼の掴んだアレクサンドロスの兜が脱げそれを ἥρως がアカイア勢に向かって投
げるという文章になっているため、ἥρως がメネラオスであることは容易に読み取れる。
二つ目の例は、ディオメデスとアイネイアスの決闘を描いた場面 (5.318-30)の中にある。
ここでは途中に 319 行でカパネウスの子（ステネロス）という名前が出て、彼が 327 行で
ἥρως と呼ばれている。

ἣ μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο·
οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων
τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης,
ἀλλ᾽ ὅ γε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύκακε μώνυχας ἵππους
νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας,
36

「アトレウスの子は広い空を見た後嘆いた。／「父なるゼウスよ、神々のうちであなた
よりも残酷な神は他にいない。／私はアレクサンドロスに悪行の報いを受けさせたと思っ
た。／しかし、今私の両手のうちにある剣は砕かれてしまった。／槍は私の掌から虚しく
放たれた、彼を捉えることなく。
」／そう言って彼に襲いかかった後、馬の毛があしらわれ
た兜を掴んだ。／そして向きを変えさせて、立派なすね当てのアカイア勢の方へ引いてい
った。／そして今彼は引いていって、言葉にならないほどの名誉を得ただろう、／もし、
ゼウスの娘アフロディテが目ざとく見つけていなければ、／そして、殺された牛の皮ひも
を切らなければ。／その兜だけが彼の太い腕へとやってきた。／その後 ἥρως は立派なす
ね当てのアカイア勢へと／兜を振り回してから投げ、信頼に足る仲間たちがそれを受け取
った。
」
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Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους
ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς.
δῶκε δὲ Δηϊπύλῳ ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης
τῖεν ὁμηλικίης ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ᾔδη,
νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως
ὧν ἵππων ἐπιβὰς ἔλαβ᾽ ἡνία σιγαλόεντα,
αἶψα δὲ Τυδεΐδην μέθεπε κρατερώνυχας ἵππους
ἐμμεμαώς· (Il.5.318-30)37

ここも一見間があるように見えるが、
この一連の文章でも一貫して彼が主語となっており、
時折他の人物の名前が出るものの、場面中で描かれる対象は変わっておらず ἥρως がステ
ネロスであることは明白である。
三つ目の例は、オデュッセウスがディオメデスを探しに来る場面(10.148-56)にあり、オ
デュッセウスから見たディオメデスの様子が描かれた後、それを受けてディオメデスが
ἥρως で表されている。

Ὣς φάθ᾽, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς
ποικίλον ἀμφ᾽ ὤμοισι σάκος θέτο, βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς.
βὰν δ᾽ ἐπὶ Τυδεΐδην Διομήδεα· τὸν δὲ κίχανον
ἐκτὸς ἀπὸ κλισίης σὺν τεύχεσιν· ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
εὗδον, ὑπὸ κρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας· ἔγχεα δέ σφιν
ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο, τῆλε δὲ χαλκὸς
λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως
εὗδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο,
37

「彼女(アフロディテ)は愛しき息子を戦いから運び去った。／一方で、カパネウスの子
はその約束を忘れていなかった。／声に関して最優のディオメデスの命じたところのそれ
を。／そして彼は手綱を手すりまで伸ばした後、／彼の馬たちを喧騒から離して留め、／
アイネイアスの毛並みの美しい馬たちへ襲いかかった後、／トロイア方から立派なすね当
てのアカイア人達の方へ運んだ。／そして同じ心を持っていると思い、同い年の皆の中で
も特に大事にしていた／親しき仲間であるデイピュロスに渡した。／洞なす船々まで連れ
て行くべく。すると ἥρως は、／馬たちに乗り込んできらめく手綱を掴んだ。／直ぐに、
テュデウスの子を追いかけるべく馬を駆った。
」
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αὐτὰρ ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. (Il.10.148-56)38

四つ目の例は、メリオネスとデイポボスの戦いの場面(13.159-66)であり、デイポボスの
様子を描いた後、一方のメリオネスはという形で ἥρως を用いている。

Μηριόνης δ᾽ αὐτοῖο τιτύσκετο δουρὶ φαεινῷ
καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην
ταυρείην· τῆς δ᾽ οὔ τι διήλασεν, ἀλλὰ πολὺ πρὶν
ἐν καυλῷ ἐάγη δολιχὸν δόρυ· Δηΐφοβος δὲ
ἀσπίδα ταυρείην σχέθ᾽ ἀπὸ ἕο, δεῖσε δὲ θυμῷ
ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως
ἂψ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, χώσατο δ᾽ αἰνῶς
ἀμφότερον, νίκης τε καὶ ἔγχεος ὃ ξυνέαξε. (13.159-66)39

ここもメネラオスとアレクサンドロスの決闘場面と同じように、一貫して登場人物はデイ
ポボスとメリオネスのままであり判断は容易である。
このように、23 歌 824 行以外を見る限り、ἥρως を単独で用いる場合はいつも、直近の
場面の中心的な登場人物の言い換えに過ぎず、ἥρως と呼ばれうる人物の選択肢は直前ま
でに登場する人物の中で限定されている。そこまでの流れから自然と ἥρως が誰なのかと
いうのは読み取れるようになっているのであり、23 歌 824 行のように直前の文章で描写
されていなかった人物をいきなり示して読み取らせようとすることはない。これらの例を
鑑みれば、23 歌 824 行の ἥρως が表すことが妥当と目される人物はアイアスかディオメデ
38

「そのように言って、知略にあふれるオデュッセウスは陣屋へ入った後／鮮やかな盾を
肩に乗せた。そして彼らとともに歩いた。／彼らはテュデウスの子ディオメデスのところ
へ向かった。彼らは彼が／武具を身に着けて陣屋の外にいるのを見つけた。／彼の周りで
は仲間たちが眠っていた、頭の下に盾を置いて。／彼らの槍は石づきを下に刺して屹立し
ている／青銅の槍は父なるゼウスの稲光の如く遠く輝く。／しかし ἥρως は眠っていた、
牛の皮をその下に広げて。／さらに頭の下にきらめく敷物が広げられていた。
」
39 「メリオネスは彼のきらめく槍を構え放った。／槍は外れず、全方位に均等な牛皮の盾
へ当たった。／しかし、貫くことはできず、長大な槍は／柄の部分で折れてしまった。デ
イポボスは／牛皮の盾を彼から離して構えていた。彼は心のなかで／戦巧者メリオネスの
槍を恐れていたのだった。／一方 ἥρως は下がって仲間の集団へと退いた。／槍と勝利を
損なったという二つのことに対して強く憤っていた。
」
105

スであり、それがアキレウスを指すことは少なからず特異であり不自然であると言える40。
以上のように、単独で用いられる ἥρως は、直前の文章で話題の中心を占めている人物
を受けて代名詞のように使うというのが通例で、それなしに ἥρως という語自体が特定の
誰かを指すということは、『イリアス』中では、テクストの真正さを疑われている 23 歌
824-25 行以外には一件もなかったことになる。

3 節 後世の挿入の可能性

『イリアス』中でアキレウスが唯一 ἥρως と呼ばれているとみなされる 23 歌 824 行は、
既に第一節
（２）
述べたとおりその真偽について従来から問題視されてきた箇所であった。
ただし、そこで行われてきた議論は話の流れに基づいたものであり、文脈上どう判断でき
るかという以上の議論はなされておらず、ここに ἥρως が用いられていることの問題性に
焦点が当てられることはほとんどなかった。しかし今見てきたように、他所の ἥρως の用
例と比較すると、824 行の ἥρως は用法という点においても不自然と言わざるをえない。
ἥρως という言葉が特にアキレウスを指す言葉として機能するかというと、
『イリアス』の
中でここ以外にアキレウス個人が ἥρως と呼ばれている例はない。この作品では登場人物
の大半が ἥρως であり、ほとんど誰をも ἥρως と呼ぶことができる以上、ἥρως という語が
特にアキレウスを指すということには無理があるだろう。
では、
23 歌 824 行では、
なぜアキレウスを指す語として ἥρως が用いられたのだろうか。
φάσγανον を用いなければならなくなった都合上、行末の一脚を埋めうる単語であれば、
何でもよかったのかもしれない。しかし、アキレウスを ἥρως と呼ばないというかなり明
確な傾向が見て取れた。それに反してまで ἥρως を用いたということは、
『イリアス』創作
の基本的な方針を無視してこの箇所が書かれたとでも考えない限り、この不自然さは理解
できないだろう。
そのように考えていくと、既に言われている通り、23 歌 824 行は後世の挿入と考える
のが妥当なのではないだろうか。挿入された経緯としては次のようなことが考えられる。
実際のところ、824-5 行をただ削除しただけでは、槍突き競技にどのような決着がついた
のかも明らかにならないまま次の競技に移ることになってしまい、とくにサルペドンの武
これは、23 歌 824-25 行が削除されるべきとされた根拠として新しく挙げることもでき
るだろう。このことについては、さらに次節で論じる。
40
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具の行方についても宙に浮いたままになってしまうので、どうにも不自然である。それゆ
え、元々はここに別の文言、ただし多少不都合なところがあり、書き換えをしたくなるよ
うな文言があったと推定される41。そのため書き換え（ないし何もなかったところへの書
き加え）が行われたが、それは次のどちらかの形であっただろう。①特にアキレウスを指
そうという意図があったというわけではなく、
「人が～を与えた」程度の意味で ἥρως の語
を置いた42（アキレウスも ἥρως の一員であるため）
。②特にアキレウスを指すのにふさわ
しい語であると考えて ἥρως の語を用いた。いずれの場合も、アキレウスが ἥρως と呼ば
れないということを忘れた（あるいは知らなかった）挿入者が書いたということである。
そこで考えられる一つの可能性は、824 行が槍突き競技の他の箇所と同様に他所からの
単純な借用であったということである43。その場合、この ἥρως は元の作品（例えば『原
アイティオピス』あるいはその筋書きを基にした先行作品など）において本来別の人物を
指していたが44、
『イリアス』における事情をよく考えずに借用した結果、このように ἥρως
の語をアキレウスに適用してしまったということかもしれない。
しかし、より考えやすいのは、次のような事態である。すなわち、
『イリアス』中ではこ
の箇所を除けばアキレウスは ἥρως と呼ばれていないが、叙事詩の環の断片にはアキレウ
スを ἥρως と呼んでいるものが存在している45。
『イリアス』以後の作品においてアキレウ
スを ἥρως と呼ぶことが普通になっていたとすれば、それを後世の挿入者が『イリアス』
に対しても適用してしまった可能性が考えられる。実際に、すでに見た通り、紀元前 6 世
紀に入るとアキレウスの英雄信仰は全ギリシア的なものとなり、英雄の死に対する『イリ
アス』独特の態度を正しく踏まえていなければ、宗教的な意味も込めてアキレウスを ἥρως
と呼んでしまうことは十分にあり得ただろう。

例えば、元々φάσγανον を用いない文章（δῶκε ξίφος ἀρχός Ἀχιλλεύς 等）だったかも
しれない。そこに、φάσγανον を入れる必要ができてしまったため、改変したという韻律
上の不都合が考えられる。
42 アキレウスも戦士としての ἥρως の一員であるため。
43 Richardson, p.261 ad.811-25
44 新分析論では 23 歌のパトロクロスの葬礼競技は、原アイティオピスや『メムノニス』
と呼ぶべき物語のアキレウスの葬礼競技をもとに描かれていると考えられている。824 行
もそこから取ってこられたと考えれば、アキレウスの葬礼競技の時点では当然アキレウス
自身は賞品を手渡すことはできないため、本来この ἥρως が指していた人物も彼以外の人
物ということになる。
45 Il.Parv.fr.2.2
41

107

4 節 アキレウスが ἥρως と呼ばれないことの意味

この章では、
『イリアス』においてアキレウスが ἥρως と呼ばれていないということを見
てきた。もちろん、作中で ἥρως と呼ばれていない人物はアキレウスだけというわけでは
ない。しかし、女神テティスは彼を ἔξοχον ἡρώων(ἥρως たちの中にあって抜きん出た者)
として育てたのだと語っているのである。

ἥ τ᾽ ἐπεὶ ἂρ τέκον υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε
ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος· (Il.18.55-56)46

υἱὸν ἐπεί μοι δῶκε γενέσθαί τε τραφέμεν τε
ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος· (Il.18.436-37)47

すなわち、アキレウスはやはり『イリアス』における通常の意味（戦士）での ἥρως たち
の一員であり、
その際たるものであることが明言さているのである。
それにもかかわらず、
彼が ἥρως とほとんど呼ばれていないというのは、他の者たちがそう呼ばれていないとい
うこととは、やはり事情が異なるだろう。このことは、特にアガメムノンの場合と照らし
合わせてみるとよくわかる。つまり、アガメムノンもやはり ἔξοχον ἡρώεσσιν と呼ばれて
いるが(2.482-83) 48、彼の場合には、ἥρως の語で呼ばれる回数が『イリアス』中で最多で
あった。アキレウスとアガメムノンとはこの語をめぐって明確に対照的なのであり、アキ
レウスはこの語と極めて特異な関係にあると言うべきである49。このことを考えると、ア

「なぜなら私は息子を非の打ちどころのなく、強く、そして ἥρως たちの中で／ずば抜
けた者として生みました。そして彼は若木のように成長したのです。
」
47 「なぜなら彼（ゼウス）は私に息子を ἥρως たちの中で／ずば抜けた者として産み育て
ることを／許してくれました。そして彼は若木のように成長したのです。
」
48 ἔξοχος に付された複数属格形(ἡρώων)と複数与格形(ἡρώεσσιν)に意味上の違いがある
かどうかは定かではない。ἔξοχος は基本的に ἄλλων のような複数属格形を取るが、
『イ
リアス』の行末において ἥρως は単数主格形もしくは複数与格形でしか置かれないため、
本来ならば ἡρώων となるところを、定型である ἡρώεσσιν にしたとも考えられる。
49 さらに、9 歌 613 行でアキレウスが自ら、アガメムノンのことを ἥρως と呼んでいるこ
とにも注目すべきかもしれない。これはアガメムノンの代理が贖いのためにアキレウスを
訪れた場面でのことであり、本来アガメムノン側の人物がアキレウスの機嫌取りをすべき
場面である。にも関わらず、その者が 10 巻のドロンのように相手を ἥρως と呼ぶというこ
46
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キレウスが ἥρως と呼ばれていないことは、明らかに何らかの意図の下になされているよ
うに見える。ではなぜそのようになっているのか、そこにはどういう意味があるのか、と
いうことを考察してみたい。
容易に推測できるのは、アキレウスを ἥρως と呼んでしまってはまずい、というような
状況があったということである。そして何か支障があったのだとすれば、何を回避しよう
としていたのか、ということになる。それを探ってゆくと、彼が ἥρως と呼ばれないこと
と、
『イリアス』の基本的な方針との間にあるつながりが見えてくる。
3 章で見たように、
『イリアス』においては、アキレウスが己の死の運命を知りながらな
お友の仇を討とうとする、そして結果としての死を潔く受け入れる(Il.22.365-66)、という
のが話の本筋である。死後の展望は、不滅の名誉が残り語り継がれるといった形で提示さ
れはするものの(Il.9.413 など)、それ以外は何も見込めないということになっており50、そ
のことがアキレウスの情念を描きあげるうえで極めて重要な役割を果たしている51。そし
てヘラクレスやディオスクロイの話もそうした死後観に合わせて改変されているなど、作
品全体がそれに合わせられている。
「死後」には冥界の門の向こうにある場所に行くことに
なるが、中の様子を窺い知ることはできず、一切の観測が及ばない世界となっている52。
そのようにして、この作品では死後の存在、特に特別な死後の在り方を示唆するようなも
のは極力排除されている。それならば、アキレウスの呼び名から ἥρως の語が排除されて
いることも、
これと同じ理由によるものかもしれないという可能性が浮かび上がってくる。
とはない。アキレウスもアガメムノンへの怒りを全く収めてはおらず、敵意を含んだ物言
いを続けている。しかしアキレウスはそうした感情とは無関係に相手を ἥρως と呼んでい
るように見える。(この箇所をアキレウスのアガメムノンに対する皮肉と取る見方もある。
(Willson, p.246) このような対応をするのは、人間ではアキレウスだけであるが、神であ
るポセイダオンが恩を忘れたラオメドンを ἥρως と呼んだ際にも見られる (7.453)。神に
とっては、ラオメドンを ἥρως と呼ぶことはとくに肯定的な評価を表すものではなく、彼
が ἥρως であるか否かはむしろどうでもいいことであろう。(Redfield p.265 は、ἥρως と
は人間社会における階級に近い概念であると言っているが、神々にとってそうした階級は
意味をなさないものであるため、敬意や評価を込めることなく使われることがあることは
難なく理解できる。) アキレウスもそれと同様に、ἥρως という言葉をなんとも思わないと
いう立場から、アガメムノンを ἥρως と呼んでいるのではないだろうか。そうだとすると、
アキレウスのその発言からは、彼が ἥρως という概念に対してポセイダオン神のように超
然としているということが窺い知れる。このことも、彼が ἥρως という語とは特異な関係
にある存在であることを強く印象づけるものである。
50 Griffin(1980), p.167.
51 Griffin(1977), pp.42-43.
52 同上 Gazis, p36-41.
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そうすることで、
『イリアス』は死後に関する基本的な方針に反するものを排除しているの
ではないだろうか。つまり、
『イリアス』が作品全体において根本的に避けようとしている
ものと、アキレウスの呼び方を制限することで避けようとしているものとに重なる部分が
あるのではないかということである。そうだとすると、その避けているものとは、
「死後の
存在に関わるもの」であり、かつ「ἥρως という語に関わるもの」ということになるであ
ろう。そこで思い当たるのは、①「英雄霊」としての ἥρως、及び②ヘシオドスの言うと
ころの楽園に行く ἥρως の二つである。
①の「英雄霊」としての ἥρως は、2 章 3 節(1)で見たように、死後もこの世との関りを
持ち続け、影響を与えるだけの力を持つ存在のことである。それは『イリアス』でまさに
排除されている類のものである。アガメムノンの英雄信仰は前 8 世紀末には既に存在して
いたと言われているが53、もちろん『イリアス』にはそれを示唆するものは何も見当たら
ない。アキレウスのそれについては、3 章 4 節で見たようにいつ頃からあるのか断定する
ことはできない。ただし『イリアス』はそれに対する厳重な予防線を張っているように見
える。
②の楽園に行く ἥρως というのは、ヘシオドスの『仕事と日』の五時代の説話で、第四
の時代の人間として示されている ἥρως たちのことである。彼らはそこで半神(ἡμίθεοι)と
呼ばれており、2 章 1 節(1)で見たように、そのうちある者は死に、ある者はゼウスによっ
て選ばれて楽園へ行ったと語られている(Hes.,WD., 157-170)。楽園行きの可能性を持った
ἥρως という概念が、ヘシオドスよりも前から存在していたのかどうかはわからないが、
存在した可能性も否定できない。もし存在したのだとすれば、これも『イリアス』が排除
しなくてはならない対象であったろう。女神テティスとペレウスの息子であるアキレウス
は正真正銘の ἡμίθεος54であり、ヘシオドスの言うこの ἥρως の資格を確実に有している。
Burkert, p.203. Hadzisteliou-Price, p.142.
この ἡμίθεος という言葉には注意が必要である。なぜなら、半分神であるというこの語
には、大きく分けて二つの意味が想定されうるからである。一つは読んで字のごとく、血
筋として神と人の混血を意味する場合で、代表的な人物としてはヘラクレスやアキレウス
が挙げられる。彼らをこの意味で半神と呼ぶことに疑問の余地はないだろう。もう一つの
意味は曖昧な概念で、素性や能力や実績等の様々な基準において、神には及ばないがただ
の人間よりは高位の存在を意味する場合である。このようなものを想定しなければならな
いのは、ヘシオドスの当該箇所で ἥρως と呼ばれている人物全てが神と人間の間の子供で
あるとは考えにくいからである。なお ἡμίθεος という言葉は『イリアス』中では一度用い
られているのみである (12.23)。 Hainsworth(1993) , p.320 ad.23. West(2011), p.264.
ad.23. Nagy, pp.159-160.
53
54
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その事実は、楽園行きが既に想定されていたとすれば、
『イリアス』にとっては大きな差し
障りとなりうるものだったはずである。
しかしながら、
『イリアス』では ἥρως という語を用いること全般が避けられているわけ
ではない。ἥρως という語をすべて排除するには、この語はただの｢戦士｣を意味する語と
して、また定型句を構成する要素としても、叙事詩の中に浸透しすぎていた55。また、そ
こまでする必要もなかったと考えられる。というのも、この語が単独で用いられた場合に
は、それが『イリアス』の中で「英雄霊」や ἡμίθεος を想起させるということは通常には
なかったはずだからである。それゆえ、
『イリアス』において避けられているのは、①や②
の概念一般を想起させることよりも、アキレウスを ἥρως と呼んだときに、
「英雄霊」や楽
園に行くことのできる ἡμίθεος という特定のイメージで彼の姿が思い浮かんでくることで
あったと考えられる。
そして、そういう特別なアフターライフが想起され易い状況が『イリアス』成立の頃に
既にあって、それがアキレウスの呼び方を制限することによって避けられていたのだとす
れば、彼が ἥρως と呼ばれていないことに説明がつくだろう。その「状況」とは、彼の英
雄信仰や楽園行きの話型が既に存在していたということかもしれないし、そこまでいかな
くとも、
彼をそうした概念と結びつける発想が生まれつつあったということかもしれない。
以上のことから言える、本節の結論は次のようになる。すなわち、
『イリアス』が成立し
た頃には、アキレウスに対する英雄信仰や、あるいは、彼を楽園へ行く ἡμίθεος としてと
らえる動きが既に存在していて、それと『イリアス』という作品の死後観やテーマは相反
するものであった。そして、この作品が、ἥρως という言葉をアキレウスに対して適用す
ることを一貫して避けているのは、その動きに対抗するためであった。そのような可能性
をこの作品自体から見出すことができるのである。

55

Currie, p.64.及び同 n.36.
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第 5 章 結論：アキレウスの死後の物語の変遷における『イリアス』の意義

この章では、4 章までで確認してきたことを元にして、アキレウスのアフターライフの
物語が『イリアス』という作品からどのような影響を受けながら発展していったかを跡付
けてみることにしたい。
まず、古代ギリシアの死生観においては、次のような大前提があった。すなわち、人が
通常の生を過ごしたあとのあり様として与えられるものをアフターライフと呼ぶならば、
アフターライフには、冥界行きと楽園行きという二通りがあった。大多数の人間は死んで
冥界に下ることになっていた。しかし稀に、死んで冥界に下っても、
「英雄霊」としての崇
拝を受け、時々地上に出現したりする者もあった。いっぽうごく稀にだが、神との特別な
縁戚関係などの恩恵により、死を免れて楽園に移って暮らすという特権を授かる者もあっ
た。それが、古代ギリシア人にとっての基本的なアフターライフ観であった。
『イリアス』が成立した頃、すなわち前 8 世紀の頃には、アキレウスのアフターライフ
についてどのような想定が主流であったのかという議論があり、彼は楽園に行ったとする
話型を主張する立場と、
彼は冥界に下ったとする話型を主張する立場とが並立しているが、
どちらが主流であったかということを判定することは不可能と言わざるを得ない。最古の
資料である
『イリアス』
にはアキレウスの死後については僅かな予言しか語られておらず、
その次に古い『オデュッセイア』では冥界で陰鬱に暮らす彼の姿が描かれているからと言
って、その冥界行き話型が主流であったと断定することはできない。この問題に関して四
章の議論から導かれたのは、
『イリアス』が成立した頃までに、アキレウスは楽園行きまた
は「英雄霊」という形の特別なアフターライフを得るという話型が、ある程度の勢力を持
って存在していたというところまでは推定できる、ということであった。
特別なアフターライフをアキレウスが享受するとしたら、それは彼が女神テティスと人
間の英雄ペレウスとの子という特別な出自であることや、神々から特に愛されまた母を通
じてゼウスと繋がりを持っていたという特別な境遇によるもの、と自然に理解されたであ
ろう。というのは、
『オデュッセイア』やヘシオドスから知られる限り、楽園行きは専ら特
別な出自を持つ者に許されることであったし、
「英雄霊」という地位も、崇拝されるような
優れた人間にのみありうることだったからである。その意味で、彼の特別なアフターライ
フは、どちらの形のものであったにせよ、普通の人間にとって縁遠い話としてとらえられ
ていたと考えられる。
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しかし『イリアス』は、やはり 4 章で指摘したように、作品内でアフターライフ全般に
ついて沈黙し、またヘラクレスやディオスクロイをも死ぬ存在とするなど、特別なアフタ
ーライフを徹底的に否定した。さらにアキレウスを ἥρως と呼ぶことを回避することによ
り、彼が特別なアフターライフを得るという発想を注意深く排除し、彼をあくまでも普通
の人間として死に、その後も戦士としての名誉を獲得する以外は、何の望みも得られない
存在として描いた。つまり『イリアス』は、彼の特別な出自のゆえに当然視されていた死
後の恩恵を完全に否定し、彼を通常の人間に近いものとして示したのである。
『オデュッセ
イア』11 歌や 24 歌のネキュイア(冥界行)における彼の描写が、冥界で陰鬱に暮らす彼の
姿を強烈に印象付けるものであるのは、イリアスのこの方向性を受け継いだものであると
言える。
『イリアス』以前に、アキレウスが死なないという伝承が存在したかどうかは定かでは
ないが、
『イリアス』と『オデュッセイア』は、このような作為をすることにより、アキレ
ウスは死ぬ者であるということを決定付けた、あるいはその命題をより堅固なものにした
と考えられる。というのも、アキレウスが死なないという話型はそれ以降、θεός になった
とまで言われるのに、少なくとも古代においては見られないからである。
しかしながら、前 7 世紀になるとそこに明らかに毛色の違うものが紛れ込み始める。そ
れが『アイティオピス』をはじめとする楽園行きの話型である。1 章で示したように、ア
キレウスのアフターライフを語った現存の古典作品では、彼が冥界に下ったとするものは
（
「英雄霊」になるものを除けば）
『オデュッセイア』のみなのである（それより古い『イ
リアス』は、彼が死後どこに行くのか一切語っていない）
。彼が何らかの楽園に行くという
話型を有している作品を一章で 8 つ挙げたとおり、こちらのほうが圧倒的に多く、しかも
『アイティオピス』以降一貫しているのである。しかし、それらにおいて採用されている
のは、楽園行きとしては完全に特異な話型なのであった。なぜならば、2 章で述べたよう
に、楽園は「死後の行き先」の一つのバリエーションなのではなく、楽園行きは死ぬこと
に代わるものであったからである。
『オデュッセイア』においてメネラオスは、死ぬ代わり
に楽園に送られることになっていた。ヘシオドスの『仕事と日』では、
「英雄の時代」の
ἡμίθεοι（半神）たる人間たちは、死ぬ者たちと楽園に送られる者たちの二種類に分けられ
ている。この特異な話型はどうして現れたのか。これも確かに断定することは困難である
が、その時代状況を考えると見えてくることがある。
『アイティオピス』が成立したと言われている前 7 世紀ころというのは、死後の幸福を
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入信者に約束するとしたエレウシスの秘儀宗教が発展した時期でもある。この秘儀を讃美
した、前 7 世紀頃に成立したと言われている『デメテル讃歌』では、赤子デモポンを不死
化する試みが失敗する逸話が語られている。
現存するのは数世紀あとのテクストであるが、
やはり赤子アキレウスについても不死化失敗を語る逸話が存在することは、秘儀宗教の掲
げる死生観とアキレウスの物語の死生観との間に何らかの親和性があることの証左であろ
う。少なくともこのモチーフは、どちらの物語にも「人はあくまでも死を避けられない」
という根本的な理念があることを示している。秘儀宗教の興隆と『アイティオピス』にお
けるアキレウスの楽園行き物語の間には、
このように何らかの同期があったと推定される。
ただし、両者が掲げる幸福像もそっくり同じというわけではではない。
『デメテル賛歌』
が語っている秘儀による死後の幸福のイメージは、二章で見たように、なんら具体的なも
のではない。秘儀の教理は入信者以外にはあくまでも隠されたものであって、具体的な内
容を明かさない。ただ秘儀を授からなかった不幸な者たちの死後との対比によって示され
ただけなのであろう。実際に秘儀を授かった者には、具体的な内容も明らかにされたのか
もしれないとしても、一般に知られたものではなかった。僅かに言えることは、秘儀の性
格からその幸福はやはり地下につながるものであったらしいということである。それに対
して、叙事詩は楽園の描写をためらう理由が何もなく、非常に分りやすいイメージを提供
することができた。
『オデュッセイア』や『仕事と日』の描写を見ればわかるように、楽園
における幸福な生はどのようなものであるかが説明されていた。それは、現実離れした空
想的なものではあるが、例えば穀物や果物が労せず得られることや、穏やかな気候・天候
といった普段の生活の延長線上にある内容であった。
『アイティオピス』の梗概も実際には
具体的な内容には触れてはいないのだが、テティスがアキレウスを｢レウケに送った｣と語
っているだけなのは、レウケという土地がどういう楽園なのかは周知のことがらであると
いうことを前提としているように見える。一般大衆が求めたのも、抽象的な幸福よりも叙
事詩が提供したような具体的な幸福のイメージであった、ということは想像に難くない。
こうして見ると、
『アイティオピス』以下の叙事詩等に描かれたアキレウスの楽園行きの
物語は、秘儀宗教発展の流れの中で人々が死後の幸福への関心を高めていた時期に、通常
の人が死後の幸福を得られるもう一つの可能性を、人々に与えるものとなったのではない
か、と考えられる。すなわち、それまでは、神との特別な縁故によって特別に死を免除さ
れて辿りつくような場所であった楽園が、いまや、誰でもよいというわけではないにして
も、通常の人が一旦死んでも、神意に適えば行って幸福にありつくことができうる場所と
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なったということである。
『アイティオピス』が描いたアキレウスは、現存するその最初の
モデルケースとなった。実際に、その後アキレウスが死後に楽園に行くという話がどんど
ん作られていったし、
また 2 章で示したように、
アキレウス以外でも善行を行なった者が、
行くことを期待できる場となってゆく。
このようにアキレウスの場合をきっかけとして、死後の楽園は死すべき人間にとって至
ることのできる場所となっていったと考えられるわけであるが、
その基点にあったのが
『イ
リアス』であったと言える。というのは、
『イリアス』は、アキレウスをあくまでも通常の
人として死ぬ運命に定めることにより、当時既に人々が想起しえた楽園行きという見込み
も一切断ち切った、あるいは全く見えないものにしたからである。
『オデュッセイア』で描
かれているメネラオスの場合のように、特別な縁故のゆえに楽園に通す、というような扱
いを拒絶して、アキレウスをいったん通常の人間という境遇に突き落としたのだとも言え
る。それが、死んだのちに楽園へ行くという話型の出発点だったのである。
しかし、アキレウスにそのようなアフターライフの可能性を与えるということは、
『イリ
アス』の詩人が目指したことではない。むしろ真逆ともいえる。彼はアキレウスの半神性
に由来する特別な死後を排除し、常人と同じように死ぬ者として描いたが、そういうアキ
レウス像が、
『イリアス』の外側で、新たな特別な死後の話型を生むのに適した題材となっ
てしまった。
『イリアス』の詩人は、死を免れないアキレウスという像を打ち出すことで、
最も感銘を得られるような独自の英雄物語を作り出したが、また後続の詩人たちも、時代
の求めに応じるようにして、
『イリアス』が確立したアキレウス像を取り込んで新しいアフ
ターライフの話型を創造したのである。アキレウスは、そのようにさまざまな文学上の手
を加えられながら、人々にとってより近しい存在となっていったとも言える。
このような流れの中でとらえると、
『オデュッセイア』とともに『イリアス』は、一時的
に現れた特異型だったというよりは、アキレウスのアフターライフの物語全体の発展の中
にしっかりと重要な役割を果たしていたと言うのが妥当であろう。
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Appendix 『イリアス』における ἥρως 全例
以下に『イリアス』中で用いられている ἥρως の全例を挙げる。検索には TLG を用い
た。またそれぞれについて、
「誰のことを指しているか」
、
「誰の発言か」
（地の文の場合は
「詩人」とする）
、
「どちら方の人物を呼んでいるか」
、
「個人・不特定多数の人物のどちら
を指しているか」
「単独で用いられる ἥρως の場合（4 章 2 節(3)参照）に以下の①～④の内
どれに該当するか」を合わせて記載する。

①呼格形を用いた呼びかけ。
②直前あるいは同じ文中に ἥρως に当たる人物の固有名詞が示されているもの。
③アトレイダイ等の兄弟間の会話に用いられる定型句。
④直近に固有名詞で示されていない人物を指すもの。

1. ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν (1.4)
「数多の戦士ら」
「詩人」
「不特定」
「不特定多数」

2. ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων (1.102)
「アガメムノン」「詩人」「ギリシア」「個人」

3. ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος (2.110)
「ダナオイの戦士たち」「アガメムノン」「ギリシア」「不特定多数」

4. ἥρωες Δαναοί· σὺ δὲ κερτομέων ἀγορεύεις. (2.256)
「ダナオイの戦士たち」
「詩人」
「ギリシア」
「不特定多数」

5. ἐκπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. (2.483)
「戦士たち」「詩人」「ギリシア」「不特定多数」

6. κυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν (2.579)
「戦士たち」
「詩人」
「ギリシア」
「不特定多数」
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7. ἥρως Πρωτεσίλαος ἀρήϊος· οὐδέ τι λαοὶ (2.708)
「プロテシラオス」「詩人」「ギリシア」「個人」

8. Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ Ἀκάμας καὶ Πείροος ἥρως (2.844)
「ペイロオス」「詩人」「トロイア」「個人」

9. τὴν μὲν ἔπειθ᾽ ἥρως μετ᾽ ἐϋκνήμιδας Ἀχαιοὺς (3.377)
「メネラオス」「詩人」「ギリシア」「個人」「④」

10. παπταίνων ἥρωα Μαχάονα· τὸν δὲ νόησεν (4.200)
「マカオン」
「詩人」
「ギリシア」
「個人」

11. ὦσε δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (5.308)
「アイネイアス」
「詩人」
「トロイア」
「個人」
「②」

12. νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (5.327)
「ステネロス」
「詩人」
「
「ギリシア」
「個人」
「④」

13. ἡρώων, οἷσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. (5.747)
「戦士たち」「詩人」「不特定」「不特定多数」

14. Πήδασον αἰπεινήν. Φύλακον δ᾽ ἕλε Λήϊτος ἥρως (6.35)
「レーイトス」「詩人」「ギリシア」「個人」

15. Ὣς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως (6.61)
「アガメムノン」「詩人」「ギリシア」「個人」「③」

16. ἥρω᾽ Ἄδρηστον· τὸν δὲ κρείων Ἀγαμέμνων (6.63)
「アドレストス」「詩人」「トロイア」「個人」
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17. ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος (6.67)
「戦士たち」「ネストル」「ギリシア」「不特定多数」

18. Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως (7.120)
「アガメムノン」「詩人」「ギリシア」「個人」「③」

19. ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων. (7.322)
「アガメムノン」「詩人」「ギリシア」「個人」

20. ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε. (7.453)
「ラオメドン」「ポセイダオン」「トロイア」「個人」

21. ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (8.268)
「テウクロス」「詩人」「ギリシア」「個人」「②」

22. ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη. (8.391)
「戦士たち」「詩人」「不特定」「不特定多数」

23. ἡρώων, ὅτε κέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι· (9.525)
「戦士たち」「ポイニクス」「不特定」「不特定多数」

24. Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν· οὐδέ τί σε χρὴ (9.613)
「アガメムノン」「アキレウス」「ギリシア」「個人」

25. λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διός· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (10.154)
「ディオメデス」「詩人」「ギリシア」「個人」「④」

26. βῆ δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ᾽ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. (10.179)
「ディオメデス」「詩人」「ギリシア」「個人」
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27. νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου· φυλακὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι ἥρως (10.416)
「オデュッセウス」「ドロン」「ギリシア」「個人」「①」

28. Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι (11.339)
「アガストロポス」「詩人」「トロイア」「個人」

29. Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (11.483)
「オデュッセウス」「詩人」「ギリシア」「個人」「②」

30. ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον (11.771)
「メノイティオス」「ネストル」「ギリシア」「個人」

31. ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, (11.819)
「エウリュピュロス」「パトロクロス」「ギリシア」「個人」

32. πῶς τὰρ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; (11.838)
「エウリュピュロス」「パトロクロス」「ギリシア」「個人」

33. υἷε δύω Πριάμοιο· τρίτος δ᾽ ἦν Ἄσιος ἥρως (12.95)
「アシオス」「詩人」「トロイア」「個人」

34. πάγχυ μάλ᾽· οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωας Ἀχαιοὺς (12.165)
「戦士たち」「アシオス」「ギリシア」「不特定多数」

35. Πηνέλεών θ᾽ ἥρωα Θόαντά τε Δηΐπυρόν τε (13.92)
「ペネレオス」「詩人」「ギリシア」「個人」

36. ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων (13.112)
「アガメムノン」「カルカスに扮したポセイダオン」「ギリシア」「個人」
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37. ἔγχος Μηριόναο δαΐφρονος· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (13.164)
「メリオネス」「詩人」「ギリシア」「個人」「④」

38. ἀνδράσιν ἡρώεσσιν ἐτεύχετον ἄλγεα λυγρά. (13.346)
「戦士たち」「詩人」「両勢力」「不特定多数」

39. ἥρως Ἰδομενεύς· τῷ δ᾽ Ἄσιος ἦλθ᾽ ἐπαμύντωρ (13.384)
「イドメネウス」「詩人」「ギリシア」「個人」

40. ἥρω᾽ Ἀλκάθοον, γαμβρὸς δ᾽ ἦν Ἀγχίσαο, (13.428)
「アルカトオス」「詩人」「トロイア」「個人」

41. ἥρως Ἰδομενεύς, ῥῆξεν δέ οἱ ἀμφὶ χιτῶνα (13.439)
「イドメネウス」「詩人」「ギリシア」「個人」

42. ἥρως Μηριόνης· τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψε. (13.575)
「メリオネス」「詩人」「ギリシア」「個人」

43. βῆ δ᾽ ἐπαπειλήσας Ἑλένῳ ἥρωϊ ἄνακτι (13.582)
「ヘレノス」「詩人」「トロイア」「個人」

44. πῦρ ὀλοὸν βαλέειν, κτεῖναι δ᾽ ἥρωας Ἀχαιούς. (13.629)
「戦士たち」「メネラオス」「ギリシア」「不特定多数」

45. Ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως· (13.788)
「アレクサンドロス」「詩人」「トロイア」「個人」「③」

46. δῦνε δὲ πόντον ἰών, πόθεσαν δ᾽ ἥρωες Ἀχαιοί. (15.219)
「戦士たち」「詩人」「ギリシア」「不特定多数」
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47. τῇ μάλ᾽ ἐπισσείων φοβέειν ἥρωας Ἀχαιούς·(15.230)
「戦士たち」「ゼウス」「ギリシア」「不特定多数」

48. πᾶσαν λειανέω, τρέψω δ᾽ ἥρωας Ἀχαιούς. (15.261)
「戦士たち」「アポロン」「ギリシア」「不特定多数」

49. νῆας ἐνιπρήσειν κτενέειν θ᾽ ἥρωας Ἀχαιούς. (15.702)
「戦士たち」「詩人」「ギリシア」「不特定多数」

50. ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος (15.733)
「戦士たち」「アイアス」「ギリシア」「不特定多数」

51. Πηλίου ἐκ κορυφῆς, φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν. (16.144)
「戦士たち」「詩人」「不特定」「不特定多数」

52. Ὣς εἰπὼν ἐπὶ Κεβριόνῃ ἥρωϊ βεβήκει (16.751)
「ケブリオネス」「詩人」「トロイア」「個人」

53. ἐκ μὲν Κεβριόνην βελέων ἥρωα ἔρυσσαν (16.781)
「ケブリオネス」「詩人」「ギリシア」「個人」

54. ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει. (17.137)
「パトロクロス」「詩人」「ギリシア」「個人」

55. αὐτὸς δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει, (17.706)
「パトロクロス」「詩人」「ギリシア」「個人」

56. ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος· (18.56)
「戦士たち」「テティス」「不特定」「不特定多数」
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57. θαρσύνων ἥρωα Μενοίτιον ἐν μεγάροισι· (18.325)
「メノイティオス」「アキレウス」「ギリシア」「個人」

58. ἔξοχον ἡρώων· ὃ δ᾽ ἀνέδραμεν ἔρνεϊ ἶσος· (18.437)
「戦士たち」「テティス」「ギリシア」「不特定多数」

59. ἀλλὰ σύ γ᾽ εἰς ἀγορὴν καλέσας ἥρωας Ἀχαιοὺς(19.34)
「戦士たち」「テティス」「ギリシア」「不特定多数」

60. σμερδαλέα ἰάχων, ὦρσεν δ᾽ ἥρωας Ἀχαιούς. (19.41)
「戦士たち」「詩人」「ギリシア」「不特定多数」

61. ὦ φίλοι ἥρωες Δαναοὶ θεράποντες Ἄρηος (19.78)
「戦士たち」「アガメムノン」「ギリシア」「不特定多数」

62. Πηλίου ἐκ κορυφῆς φόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν·(19.391)
「戦士たち」「詩人」「不特定」「不特定多数」

63. ἥρως ἀλλ᾽ ἄγε καὶ σὺ θεοῖς αἰειγενέτῃσιν (20.104)
「アイネイアス」「アポロン」「トロイア」「個人」「②」

64. πολλὰς δὲ στίχας ἡρώων, πολλὰς δὲ καὶ ἵππων (20.326)
「戦士たち」「詩人」「不特定」「不特定多数」

65. ἥρως Ἀστεροπαῖος, ἐπεὶ περιδέξιος ἦεν. (21.163)
「アステロパイオス」「詩人」「トロイア」「個人」

66. Δηΐφοβον γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἥρωα παρεῖναι· (22.298)
「デイポボス」「ヘクトル」「トロイア」「個人」
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67. Πατρόκλῳ ἥρωϊ κόμην ὀπάσαιμι φέρεσθαι. (23.151)
「パトロクロス」「アキレウス」「ギリシア」「個人」

68. πείθεσθαι, τότε δ᾽ αὖτε μετέπρεπον ἡρώεσσιν. (23.645)
「戦士たち」「ネストル」「不特定」「不特定多数」

69. Πατρόκλῳ ἥρωϊ Ἰησονίδης Εὔνηος. (23.747)
「パトロクロス」「詩人」「ギリシア」「個人」

70. αὐτὰρ Τυδεΐδῃ δῶκεν μέγα φάσγανον ἥρως (23.824)
「アキレウス」「詩人」「ギリシア」「個人」「④」

71. ἔρχευ, ἀτὰρ δόρυ Μηριόνῃ ἥρωϊ πόρωμεν, (23.893)
「メリオネス」「アキレウス」「ギリシア」「個人」

72. δῶκε δὲ Μηριόνῃ δόρυ χάλκεον· αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (23.896)
「アガメムノン」「詩人」「ギリシア」「個人」「②」

73. ἥρως Αὐτομέδων τε καὶ Ἄλκιμος ὄζος Ἄρηος (24.474)
「アウトメドン」「詩人」「ギリシア」「個人」

74. ἥρως Αὐτομέδων ἠδ᾽ Ἄλκιμος, οὕς ῥα μάλιστα (24.574)
「アウトメドン」「詩人」「ギリシア」「個人」
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