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図１　トラヤヌス帝広場
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はじめに

　前８世紀に小規模集落として誕生したローマは，数
世紀の間に急速に都市へと拡大した。帝政期に入る
と，初代皇帝アウグストゥスの治世から２世紀後半ま
での約200年間にかけて，ローマは強大な軍事力のも
とに地中海世界の支配者となり，「ローマの平和（パ
ックス =ロマーナ）」と称えられるほどの平和と繁栄
を享受した。なかでも五賢帝二人目の皇帝トラヤヌス
（在位98‒117年）の治世に，帝国は最大版図を達成し，
帝国の首都ローマは地中海世界の政治・経済・文化の
中心的地位を占めるようになる。ローマには皇帝権力
を象徴する多種多様な記念物や公共建造物が建立さ
れ，歴代皇帝たちの権勢が競われていった。
　これらの公的記念物や建造物については，ルネサン
ス時代以来今日まで膨大な数の研究が蓄積されてきた
が，いずれも図像や形態の復元が中心であった。これ
に対して本調査では，記念物の社会的機能の変遷に焦
点を当て，歴史学的な見地から考察することを目的と
している。今回の調査では，2009年９月５日から９

月14日の10日間にわたり，ローマ市街地および近郊
の遺跡や建造物，博物館・美術館をくまなく訪問し，
写真撮影および文献資料の収集を行った。ここでは，
調査の成果に基づきながら，今後の研究に特に関わり
が深いと思われる公的記念物について概観してみた
い。

１．フォルム・ロマヌムと皇帝たちの広場 

（トラヤヌス帝広場）

　「ローマ市民の広場」を意味するフォルム・ロマヌ
ムは，ローマ七丘の一つであるパラティーノの丘のふ
もとにある。ここはかつて沼沢地であったため居住に
は適さず，もっぱら埋葬地として使用されていた。し
かし前７世紀末から前６世紀にかけて，タルクイニウ
ス・スペルブス王によって排水施設（クロアカ・マク
シマ）が整備されると，公共広場が建設された1）。前

６世紀末の共和政樹立以降は，政治・商業活動の中心
地として神殿やバシリカ（集会所）などの公共建造物
が築かれていったが，前１世紀には人口増加に伴って
フォルム・ロマヌムは手狭になったため，ユリウス・
カエサル以降，皇帝たちによって近隣に新たな広場が
建設されることとなった。その後，次第に市民生活の
中心的機能は皇帝たちの広場に移り，フォルム・ロマ
ヌムは帝国の栄光を示す象徴的存在へと変わってゆ
く2）。このような皇帝たちの広場の中で最後に建設さ
れ，かつ最大規模のものが，112年に建設されたトラ
ヤヌス帝広場である（図１）3）。
　現在残っているのはトラヤヌス帝によるダキア戦争
勝利を称えて113年に建立されたトラヤヌス帝記念柱
と，記念柱手前に位置するバシリカ・ウルピアの数本
の柱のみである。しかしながら，これまでの発掘調査
により，トラヤヌス帝広場には，広場入口の境界を定
める記念門や，列柱廊で囲まれた中庭，トラヤヌスの
青銅製騎馬像，トラヤヌスの家名をとって名づけられ
たバシリカ・ウルピア，トラヤヌス帝記念柱，ギリシ
ア語およびラテン語図書館，神君トラヤヌス神殿が建
てられていたことが明らかとなっている。また，広場
から発見されたレリーフ断片や記念柱の装飾から，広
場はダキア戦争の戦利品を資金として建設されたこと
が推測され，ここから，トラヤヌス帝広場は皇帝の偉
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図２　トラヤヌス帝市場

　図３　 ローマ文明博物館（トラヤヌス帝記念柱浮彫の 
石膏模型展示室）
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業をたたえる戦勝記念物複合体であったとも考えられ
ている4）。
　トラヤヌス帝広場の建造物の中でも，特に後世の皇
帝たちに影響を与えたものが，トラヤヌス帝記念柱で
ある。この記念柱は，トラヤヌス帝が行った二度のダ
キア戦争（101‒102年および105‒106年）の勝利を記
念して，113年にローマの元老院と民衆によって建立
された戦勝記念物である。制作者は，トラヤヌス帝お
よびハドリアヌス帝時代に活躍した建築家「ダマスク
スのアポロドロス」であったと同定されている。記念
柱は，台座にトラヤヌス帝を称える碑文が掲げられ5），
高さ約30mの柱身にはダキア戦争の情景を物語る浮
彫が螺旋状に彫刻されている。記念柱先端部には
1588年に教皇シクストゥス５世によって置かれた聖
ペテロ像が載せられているが，建立当初は青銅製のト
ラヤヌス帝像が建てられていたことが，同時代に発行
されたコインの図像から明らかにされている。台座内
部には小部屋が設計され，117年に皇帝が死去した際

に，遺灰がこの小部屋に納められた6）。記念柱の内部
には螺旋階段が設置され，頂上まで登ると展望台に到
着し，ローマ市内を一望することが可能である7）。
　現在トラヤヌス帝広場は発掘・修復作業中のため閉
鎖されており，近くで観察することはできないが，広
場に隣接されたトラヤヌス帝市場から広場全体を見渡
すことが可能である（図２）。また螺旋浮彫について
は，ローマ文明博物館が所蔵するトラヤヌス帝記念柱
浮彫の石膏模型から，その全貌を確認できる（図3）8）。
実際にトラヤヌス帝市場に入場し，３階のテラスから
広場を眺めると，トラヤヌス帝記念柱とその後の皇帝
たちによって建立された記念柱との相違点に気づく。
そこで以下では，まず比較対象となるアントニヌス・
ピウス帝記念柱とマルクス・アウレリウス帝記念柱に
ついて概観し，トラヤヌス帝記念柱との相違点につい
て検討してみたい。

２．アントニヌス・ピウス帝記念柱と 

マルクス・アウレリウス帝記念柱

⑴　アントニヌス・ピウス帝記念柱

　アントニヌス・ピウス帝記念柱は，161年に死去し
たアントニヌス・ピウス帝（在位138‒161年）の名誉
を称えて，後継者マルクス・アウレリウス帝（在位
161‒180年）およびルキウス・ウェルス帝（在位161‒
169年）によって建立された記念柱である。現在は記
念柱の台座が残るにすぎないが，死後に鋳造されたコ
インには，かつて記念柱の周囲に柵が組まれ，記念柱
先端部には男性像が冠せられていたことが示されてい
る。この彫像はおそらくアントニヌス・ピウス帝自身
であった9）。また，近くにはアントニヌス・ピウス帝
を火葬した祭壇が置かれていた。この記念柱の石材
は，アントニヌス・ピウス帝のために用意されたもの
ではなく，105‒106年にトラヤヌス帝の建築事業のた
めに採石された円柱を使用したことが碑文から明らか
にされており10），アントニヌス・ピウス帝の死に際し
てかなり急を要して建立されたものであったと考えら
れる。記念柱は，建立当初，現在のイタリア下院が置
かれているモンテチトーリオ広場に位置していたが，
中世になって台座の一部が土に埋もれ，また柱身部分
は火災や地震によって倒壊してしまった。18世紀に
入ると，倒壊した柱身部の断片はアウグストゥス帝の
オベリスク（日時計）の修復に再利用され，台座は修
復を受けた後にバチカン博物館へ移転された11）。
　現在，記念柱台座は，バチカン博物館の絵画館入口
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図４　アントニヌス・ピウス帝記念柱台座

図５　マルクス・アウレリウス帝記念柱
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に設けられた中庭に展示されている（図４）。台座の
各面には，①アントニヌス・ピウス帝への奉納碑
文12），②アントニヌス・ピウス帝および皇后ファウス
ティナの神格化，そして残りの２面には③ローマ騎兵
隊による葬送行進が描かれている。神格化の場面に
は，翼を持った男性像がアントニヌス帝とファウステ
ィナを天上へ導いてゆく様子が描かれ，左下にはカン
プス・マルティウスの擬人像がオベリスクを抱いてい
る姿がある。このオベリスクは，アウグストゥスの日
時計としてカンプス・マルティウスに建立されたオベ
リスクに同定されており13），アウグストゥス帝と神格
化されたアントニヌス・ピウス帝との視覚的な結びつ
きが連想される。

⑵　マルクス・アウレリウス帝記念柱

　180年，五賢帝最後の皇帝であるマルクス・アウレ
リウス帝が死去すると，遺灰はハドリアヌス帝霊廟へ
埋葬され，皇帝の業績を称えた記念柱が建立された
（図５）。正確な建立年代は明らかにされてはいない
が，実子である後継者コンモドゥス帝（在位180‒192

年）によって，180年から193年の間に建立されたと
推測されている。この記念柱は，トラヤヌス帝記念柱
をモデルとしており，高さ約30mの柱身には，マル
クス・アウレリウス帝によるマルコマンニー戦争の様
子が螺旋状に彫刻されている。内部には螺旋階段が設
置され，頂上まで登ると展望台に出る。記念柱の先端
部にはマルクス・アウレリウス帝の青銅像が冠せられ
ていたが，中世に入ると失われてしまった。16世紀
末に，教皇シクストゥス５世主導によって行われた記
念柱修復作業によって，先端部には聖パウロ像が新し
く設置され，また破壊が進んでいた台座は研磨され，
新たに大理石で補強された。今日残されている記念柱

は，16世紀末に修復された姿である14）。
　記念柱は現在，内閣総理府であるキージ宮前のコロ
ンナ広場に建っている。かつて，記念柱の付近にはア
ントニヌス・ピウス帝記念柱と同様，マルクス・アウ
レリウス帝の火葬が行われた祭壇が設置され，記念柱
を皇帝の神格化と関連づけていた。また記念柱が設置
された広場の境界を定める入口には，マルクス・アウ
レリウス帝凱旋門が建立され，皇帝の業績を称える浮
彫が装飾されていた15）。門自体はもはや現存していな
いが，凱旋門を装飾していたパネルのうち３枚がカピ
トリヌス丘から発見され，のちにカピトリーニ美術館
に移された。３枚のパネルは，マルクス・アウレリウ
ス帝記念柱浮彫と同じく，マルコマンニー戦争を主題
としており，それぞれ蛮族に対する寛容，凱旋，戦争
勝利の供犠の場面が描かれている。祭壇および凱旋門
を考慮に入れると，この記念柱は，戦勝記念物である
と同時に，皇帝の神格化を称賛する機能を有していた
と考えられる。
　上記の二つの記念柱は，トラヤヌス帝記念柱とは異
なり，市民生活の中心地であるフォルム・ロマヌムや
皇帝たちの広場ではなく，カンプス・マルティウスと
呼ばれる地域に位置していた。以下では，カンプス・
マルティウスの歴史的意義と上記二つの記念柱との関
わりについて述べていきたい。

３．カンプス・マルティウスと皇帝の霊廟

　セルウィウスの城壁からテヴェレ川までの地域は，
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図６　アウグストゥス帝霊廟
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今日のローマ市街地の中心部であるが，ローマ時代に
はカンプス・マルティウス（「マルスの野」）とよばれ
る平原が広がっていた16）。この一帯は，たびたびテヴ
ェレ川の洪水による氾濫を受けたため居住地には適さ
ず，放牧地や軍事訓練の場として用いられ，また凱旋
行進の順路でもあった。しかし前２世紀頃からの都市
の拡大に伴って土地が不足するようになると，カンプ
ス・マルティウスにも居住地が広がり，さまざまな公
共建築や記念物が建設されるようになる17）。
　帝政期には，アウグストゥス帝自身と一族のための
墓所として，前28年にアウグストゥス帝霊廟が建立
された。現在は，コンクリートがむき出しになり，周
囲に草木が生茂る廃墟となっているが，建立当初は白
く輝く大理石で装飾されたローマ最大の記念物であっ
た（図６）。カンプス・マルティウスは，さまざまな
点で霊廟の建設に適していた。というのも，この地の
近くを流れるテヴェレ川を使って建築資材を船で運搬
することが可能であり，また，ローマの聖なる境界ポ
メリウムの外に位置していたため，死者の埋葬が可能
であった18）。さらには，この地域には共和政期の凱旋
将軍たちによって建立された記念物が数多く残ってお
り，ここに自身の神格化を称賛する霊廟を建てること
は，アウグストゥス帝と過去の英雄たちとの結びつき
を強調する効果もあった19）。その後アウグストゥス帝
霊廟は，トラヤヌス帝時代まで，皇帝たちの遺灰を納
める墓所としての役割を果たしていく。トラヤヌス帝
の遺灰は，前述のとおりトラヤヌス帝記念柱の台座に
安置されたが，次代のハドリアヌス帝は，新たに自身
の名を冠したハドリアヌス帝霊廟を建設し，以後，皇
帝たちの墓所として機能することとなった。

考　　察

　以上のように，２世紀に建立された公的記念物とし
て，主にトラヤヌス帝記念柱，アントニヌス・ピウス
帝記念柱，マルクス・アウレリウス帝記念柱について
概観してきた。上記の記念物は，いずれも皇帝の業績
を称え，神格化を称賛する機能を有した記念柱という
点で類似している。特にマルクス・アウレリウス帝記
念柱は，その形態面から，トラヤヌス帝記念柱を念頭
に建立されているのは明らかである。しかしながら，
それぞれの記念柱の配置を考慮に入れると，実際は異
なるメッセージ性を有しているように見える。つま
り，トラヤヌス帝記念柱は，トラヤヌス帝の存命時
に，皇帝の偉業を称えて建設された広場に建てられ，
また死後には皇帝の墓所として利用されている点で，
生前の偉業から死後の神格化に至るまでの皇帝の顕彰
が，トラヤヌス帝広場という単独の記念物によって完
結されているように見える。それに対して，アントニ
ヌス・ピウス帝記念柱およびマルクス・アウレリウス
帝記念柱では，いずれも皇帝の死後に建立され，それ
ぞれの遺灰はハドリアヌス帝霊廟に埋葬された点や，
記念柱はアウグストゥス帝霊廟やハドリアヌス帝霊廟
が置かれたカンプス・マルティウスに位置していた
点，さらに，マルクス・アウレリウス帝記念柱の展望
台の出入り口は，アウグストゥス帝霊廟，平和の祭壇
（アラ・パキス），オベリスクといった，アウグストゥ
ス帝を称える一連の記念物や，またハドリアヌス帝霊
廟を一望できる北西側に面していた点から，神格化さ
れた歴代皇帝たちとの結び付きを強調することが意図
されていたと考えられる。
　トラヤヌス帝は，スペイン出身であり，先帝ネルウ
ァ（在位96‒98年）とは親族関係を持たずに後継者と
して任命された。ドミティアヌス帝（在位81‒96年）
時代の社会的不安が帝政システムに揺さぶりをかける
中，トラヤヌス帝は自身の能力によって内外の政策を
成功させ，皇帝としての名声を勝ち得ていった。そう
した点から，トラヤヌス帝の記念物である広場と記念
柱には，歴代皇帝たちとの関連性よりも，トラヤヌス
帝単独の名声と神格化を読み取ることが可能である。
一方，マルクス・アウレリウス帝の治世までには，五
賢帝たちの「善政」によって皇帝の権威は回復し，歴
代の皇帝に連なる血縁関係（養子含む）が再び重視さ
れるようになった。そうしてアントニヌス・ピウス帝
記念柱やマルクス・アウレリウス帝記念柱では，神格
化された歴代皇帝たちとの結びつきを強調させること
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で，建立者（および被顕彰者）である皇帝たちの治世
の正統性を主張したと考えられるのである。
　報告者はこれまで，記念物の浮彫や碑文に表象され
た意図や機能を重点的に研究してきたが，今回の調査
を通じて，歴史研究の原点に立ち戻り，それぞれの記
念物のコンテクストを洗い直す必要性を痛感した。今
後の課題として，歴史的背景のより詳細な分析のも
と，①記念柱という形態の意義，②浮彫や碑文による
表象，③建立場所の３点について，それぞれがいかな
る関連性をもって機能し変化していったのか，改めて
考察していきたい。
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