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《書評》

Thomas Harrison (ed.)， Greeks αndBαrbarians 
(Edinburgh Readings on the Ancient World， 

Edinburgh University Press， Edinburgh， 2002， XV+ 336頁.) 

阿部拓児

ギリシア人と他者，特にパルパロイとの関係や，ギリシア人とは何者であったのか， とい

う研究テーマは，オリエンタリズム論や「想像の共同体」論などの近年における学問的潮流

を受け， 1980年代後半から 1990年代前半にかけて飛躍的な発展を遂げた。本書は，ギリシ

ア人がパルパロイといかように接し，彼らを他者としていかに構築し，また自らをも構築し

ていったのかという問題をメイン・テーマとし，過去に発表された 12本の論文を集め収録

したものである。 F.W.ウオールパンクの論文(1951年)を例外として，収録論文のすべて

が 1980年代半ば以降に発表されたものである O それらのうち 4編はフランス語で 2編

はイタリア語で最初書かれたが，本書に再録されるにあたり，すべて A.ネヴィルによって

英語訳された。編者である T.ハリソンは， それらの論文を「史料 (Sources)j， rテーマ

(Themes) j， r人々 (Peoples)j， r全体像 (Overviews)jの4セクションに分け，各セクショ

ンの冒頭にイントロダクションを付している O

以下，本書の構成に却して概略をまとめた上で，若干の論評を試みたい。なお，論文の英

文名とともにその初出年を併記しておく O

2 

第 l部「史料」には 4編の論文が収められているo J.レッドフィールド(].Redfield) r観
光旅行者としてのヘロドトス (Herodotusthe Tourist) j (1985年)は，へロドトスの『歴史J

について論じる。へロドトスは歴史の父であると同時に，その文化相対主義的ともいえる視

点ゆえに，人類学の父とも呼ばれているO しかし， レッドフィールドは，ヘロドトスの中に

潜む似非人類学を批判するO なぜならば，ヘロドトスが他者の文化を記述する際，書き残す

のに値するとした判断基準は，ギリシア人の自に「奇妙Jに映るか否かであったからである O

「奇妙」という感覚は自らの文化を基準とした判断であり， この過程において， へロドトス

の文化相対主義は自民族中心主義へと生まれ変わり，彼が慣れ親しんだ文化の規範を強める
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ことへとつながるのであるO

S.ゴールドヒル (S.Goldhill) rアイスキュロス rベルシア人Jにおける戦闘のナラティヴ

と政治 (BattleNarrative and Politics in Aeschylus' Persae) J (1988年)と S.サイード (S.

Said) rエウリピヂスの悲劇におけるギリシア人とパルパロイ一一差異の終結? (Greeks 

and Barbarians in Euripides' Tragedies: The End of Differences?) J (1984年)は， ともに悲劇

に焦点を当てるO まず， ゴールドヒルは，アイスキュロスの rぺjレシア人』について論じる。

劇中のペルシア人は， アテナイ人の聴衆の前に， 倣慢(ヒュブリス)を避けられなかったが

ゆえに，神により懲罰を下された反面教師として現れている。しかしその一方で，アイス

キュロスはギリシア人とペルシア人を対立させて描いており，そこには擾劣の構図も含まれ

ているO 例えば桜井万里子氏は，アイスキュロスにはペルシア人蔑視の観念が見られないと

していることからも (1市民にとっての他者一一ーその他者認識の変容とトラシュブロス第一決議」

『古代ギリシア社会史研究…一宗教・女性・他者』岩波書店， 1996年， 279-318頁，初出は 1989年)，

『ペルシア人Jの中に優劣の構図を認めるか否かは，論争的な問題であったことが分か

るであろう O さらにゴールドヒルは， rペルシア人』を専制君主政と民主政，パルパロイ

とアテナイ人の対立を示す， 最初の史料であると位置付ける。 このような視点はE.ホー

ルの名著『パルパロイの発明j (E. Hall， Inventing the Barbαrian: Greek Self-Definition through 

Tragedy， Oxford， 1989)にも受け継がれており，また編者ハリソンも同様の見解を示している

(T. Harrison， The Emρtiness of Asi，α: Aeschylus' Persians αnd the History of the Fifth Century， 

London， 2000)。併せて参照されたい。

次にサイードは，エウリピデスについて論じる O エウリピデスは三大悲劇作家の中で，パ

ノレパロイについて言及する頻度がもっとも高い。 しかし， それにもかかわらず(あるいはそ

れゆえに入 エウリピデスのパルパロイ観は， r生まれながらの奴隷」から「完全な一人の人

間」とする見解の間で揺れ動いており，容易に答えの出せない問題となっている O サイード

は，エウリピデスがギリシア人/パノレパロイという国定化された二分法を果たして受け入れ

ていたのかという疑問を呈する O エウリピデスの悲劇jに登場するパノレパロイは身体的な特徴

を有しておらず，衣服や異国的なリズムによって，ギリシア人と塁別される。しかし，それ

らの特徴にしても，ギリシア人によって身に纏われ，口ずさまれることから，ギリシア人と

パノレパロイの差異を外見から判断することは困難となるO

確かにエウリピデスは， rギリシア人ニニ自由人J，rパルパロイェ生まれながらの奴隷， あ

るいは専制君主jというこ項対立的構留を用いているO しかし，劇中には，ギリシア人でさ

えも， パルパロイのごとく振舞うシーンが多々見られるO エウリピデスは， rパルパロイで

あること，すなわちエスニック集団としてのパルパロイJと「パルパロイ的であること，す

なわち価値観としてのパルパロイ」を分離することに成功した。ギリシア人のアイデンティ

ティ・クライシスの時代を生きた彼にとっては，すでにペルシア戦争期に形成された二項対

立的関式をそのまま受け入れることはできない。彼の悲劇からは，ギリシア人とパルパロイ
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を分離する境界線と，文明人と野蛮人を分離するそれが，暖昧かっ楼雑に交錯していること

が示唆されているO

F. リッサラーゲ (F.Lissarrague) rアテナイ人の他者イメージ (TheAthenian Image of 

the Foreigner) j (1987年)は， 図像に見られるアテナイ人のアイデンティティについて論じ

るO アルカイック期において，ギリシア人にとっての他者にあたる小人族(小人族については

Hom. ， Il. ，III， 1 -6を参照)は，英雄たちとほぼ同様に描写されていた。しかし，前 5世紀初

頭に，小人族はデフォルメされ，豹皮でできたスキュタイ風の帽子を被った姿で表象される

ようになるという変化が生じた。同様の変化は，宴会の場において使用される酒杯にも起き

た。戦闘の場面を描いた図像においては， ギリシア人軍装歩兵(ホプリーテン)と， 主にス

キュタイ人やトラキア人から成る，臆病な二級兵士としての射手および軽装傭兵(ペノレタス

夕刊というコントラストが発展した。特に，ペルシア戦争後には射手がペルシア人となり，

ここにホプリーテンと射手の対立という図式が生まれる O ギリシア人にとっての好ましき

「他者J像一一パルパロイ，女性，動物 (cf.Diog. Laert. ， 1， 33)一ーを日の前にして，アテ

ナイ男性市民は自らのアイデンティティを再確認することができたのであるO

第 2部には神話， 宗教を「テーマJとした 3編の論文一一-E.ホール (E.Hall) r神
はいつ神話でなくなったのか? パーナルの f当代モデル~(When is a Myth Not a Myth? 

Bernal's‘Ancient Model') j (1992年)， A.M.デーヴィス(A.M. Davies) rギリシア人の方言観

念 (TheGreek Notion of Dialect)j (1987年)， J.ルダール 0.Rudhart) r他者の宗教に対する

ギリシア人の態度 (TheGreek Attitude to Foreign Religions) j (1992年)一ーが収められて

いる O

物議を醸した 2 巻本の r黒いアテナ~ (M. Bernal， Black A thena. The Afroasiαtic Roots of 

Western Civilization， 2 vols. 1987/ 1991， London) において，著者 M.パーナルは，前 1500年

前後，エジプト人やフェニキア人の移住の結果，ギリシア文明が誕生したとする「古代モデ

ル」と印欧語族に題するギリシア人が北部から侵入し，先住民族の文明を駆逐したことによ

りギリシア文明が誕生したとする「アーリア・モヂノレJの二つの対立したモデルを提示し，

その二者択一を迫った。パ一ナノレは， 後者のモデルが 19世紀における担造であるとし， 前

者を受け入れるよう主張する O 彼は，ギリシア人がエジプト人やフェニキア人の子孫であっ

たことを示唆するような神話と，史実とをダイレクトに結び、つける。ホールは，パーナルの

議論の核となっている，この神話解釈を批判する。ホールは，彼が客観的エスニシティ

「ギリシア人は何者であったのか」と主観的エスニシティ rギリシア人は自らを何者であ

ると考えていたのかJを混同させて論じていると批判するO 確かに， パーナルの議論は 20

世紀の神話学，社会科学の成果を無視しているO しかしその一方で，彼によってギリシア人

のエスニシティへの関心が喚起されたという点も，また否めないであろう O

次にデーヴィス論文についてみてみたい。我々は一般に， r言語」を の上位概念
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として把握してしまう O しかし， I言語Jと f方言Jの差異は，言語学的要素ではなく政治

的要素に由来すると，デーヴィスは主張するO では，ギリシア人にとって「言語Jとは，そ

して「方言」とは何であったのか。ヘレニズム期以前のギリシアには，コイネーのよう

準となる言語は符在していなかった。そして，コイネ一成立後にも，コイネーはイオニック，

アッティク， ドーリック，アイオリックに次ぐ 5番目の「方言Jとして数えられていた。

従って，一見，ギリシア人は「ギリシア語Jという観念は持っていなかったということにな

るO しかし，言語とは多様なものであると意識しつつも，ギリシア人は，自らとはコミュニ

ケーションが成立し得ない言語，すなわちパルパロイの言語との境界線も認識していた。

よってデーヴィスは， 古典期において， ギリシア人は「方言Jの上位に抽象概念としての

fギリシア語」をすでに措定しており， コイネーはこの「ギリシア語」に包摂される形で，

5番目の f方言」となったと結論付けるO

第 2部の最後はルダーノレの論文であるO ギリシア人は我々の「宗教Jに当たる語を有して

おらず， I慣習(ノモス)Jという語によって宗教を捉えていた。神々は世界に，普遍的に存

在しており，人々と神々との関係性の差異は， この「ノモスjの差異として認識されていた。

よってギリシア人は，自らのものとは異なる神々をも，ギリシアの神々と同定することが可

能となった。 ルダールはこのロジックから，二つの結果が帰結するという O 一つには，ギワ

シア人は自らと異なるノモスによって信仰されている神を自らのポリスに受け入れることに

抵抗を感じ， もう一つには，自らのノモスによって信仰している神を異なるノモスが存在す

る地域へと広めることもしなかった。

3 

3部には，ペルシア人，エジプト人という「人々」についての 2編の論文一-P.ブリ

アン (P.Briant) I歴史とイデオロギ一一一ギリシア人と rペルシアの衰退J(History and 

Ideology : The Greeks and ‘Persian Decadence' ) J (1989年)と F.アルトーク (F.Hartog) Iヱ

ジプト学者としてのギリシア人 (TheGreeks as Egyptologists) J (1986年)一一ーが収められ

ている O ブリアン，アルトークの両者とも，ギリシア人による「他者」の言説を表象として

分析している点が共通しているといえるであろう O

まずプリアンは，プラトン， クセフォン，イソクラテスなど前 4世紀の著作家たちが，同

時代のペルシアを女性や官官によって腐敗させられた「衰退jの時期として表象しているこ

とを問題としているO 今日，前 4世紀のペルシアが，決して「衰退jと呼ばれる状態に置か

れていたわけではないことが分かっている。ではなぜ，彼らは「衰退jとして捉えていたの

であろうか。彼らが目指していたものは，ペルシアの「歴史」を記述することではなく，自

らの fイデオロギー」に正当性を持たせることであった。そのために「衰退Jしたペルシア

が利用されたのであるO
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次にアルトークは，ホメロスから新プラトン主義までというロング・スパンの時間軸を設

定し， この間にギリシア人によるエジプト人の表象がいかに変化したのかを論じる O ホメロ

スやヘロドトスの時代，ギリシア人にとってのエジプトは，民術，魔術，そして自己の宗教

を借用して来た土地であった。しかしギリシアがローマの属州に入ると，エジプトは，宗教

の面を除いて関心の対象とはならない。アルトークは， この変化をすなわち，自己の文化に

確信を抱き，その枠内で他者を把握していた時代から，フーコーのタームを用いるならば

「自己への配慮Jの時代，他者との関係性の中で自己を認識する時代への推移とみるO

第4部に収められている 3編の論文一-F.W.ウオールパンク (F.W. Walbank) rギリシ

ア人のナショナリティをめぐる問題 (TheProblem of Greek Nationality) J (1951年)， R.ブロ

ウニング (R. Browning) rギリシア人と他者一一一吉代からルネサンスまで (Greeks and 

Others: From Antiquity to the Renaissance) J (1989年)， W.ニッペル (W.Nippel)げ他者j

の構築 (TheConstruction of the ‘Other') J (1996年)一ーは， ギリシア史の「全体像」を議

論の対象とするO

ウオールパンクの論文は，本書において唯一，古典的とも呼べるものである O ギリシアの

ネイションについて語ることは果たして可能なのであろうか，というのが彼の命題であるO

ウオールパンクはギリシアのネイションに対するアプローチを 3つーーベDネイションにつ

いて考えることは不可能である，②マイネッケの「文化国民J/r国家国民」の概念、を援用

し， ギリシアのネイションを「文化国民」に限定する， ③ネイションを個々のポリスに限

定する一ーに大別する O そして， ギリシア史に関する 2つのモデノレが存在するという O す

なわち，①政治的統一を求め続けながらも，ついに成功し得なかったという，嵯鉄の連続

とするモデル，②完全に独立した都市国家による自由と自治のための闘争の歴史とするモ

デル，である。ウオールパンクは，このいずれも受け入れなし」彼はオルターナティヴとし

て，以下のようなモデルを提示するO 確かに，ギリシア人にネイションという概念が存在し

ていたとは言い難い。しかし同時に，彼らは究極的には一つの民族であるという意識も持ち

得ていた。従って，ギリシア人自身は統一という理想を持っていなかったにもかかわらず，

この意識により，ギリシア史の中に明確な統ーへの展開を見て取ることができるのである O

ブロウニングは，ギリシア人/パルパロイというポーラリティが，古代からピザンツ時代

にかけてどのように変化したのか，またニッベルは，そのポーラリティが 16世紀以降の

ヨーロッパと非ヨーロッパ世界との関係にどのように受け継がれていったのかを検証する。

よって， ここではこの 2論文をまとめて紹介するのが妥当であろう O

ヘレニズム期には，都市がアイデンティティの帰属先とはなり得なくなったため，ギリシ

ア人/パルパロイの区分が古典期以上に重要となった。ギリシアがローマ帝国の版図に組み

込まれると，ギリシア人は，ローマ人が自己/他者のいずれに属するのか，困惑するO それ

は，ギリシア人がローマに対する具体的イメージを欠いていたためであるO やがてローマ帝
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国のキリスト教化が進むと，ローマ人が他者とみなされることはなくなり，代わりにユダヤ

教徒，マニ教徒などが内なる他者として生まれて来る。ピザンツ帝国では，アンナ・コムネ

ナに代表されるように，西方のキリスト教徒をパルパロイと呼んでいたが， トルコの伸長と

ともに，ギリシア人はラテン的西方と接近することとなった。

では 16世紀以降， rヨーロッパの拡大jの時代にはどうであったのか。スペインによって

植民地支配を受けたネイティヴ・アメリカンは， アリストテレス的な意味で， すなわち生ま

れながらの奴隷としてみなされた。特に 18世紀においては， 自然人類学の隆盛とともに航

の色が議論の対象とされるようになる。またニッペルは，ギリシア人/パルパロイのポーラ

リティがマルクス， エンゲルスの fアジア的生産様式J， ヴェーパーの『古代農業事情』な

どの 19世紀社会科学，さらにはへーゲ、ル以棒の歴史学に与えた影響について考察している。

4 

以上，概略的にではあるが，本書に収録されている各論文の内容を紹介してきた。編者は，

本書に収める論文を選択した際の基準が， r長期の時間的スパンをカヴァーすること， 広範

な古代の史料とサブ・テーマを提示すること，パルパロイの多元的な像を映し出すこと，現

代の多様なアプローチについての見解を出すことJ(p. 9) にあったとするO しかし， こう

した基準はあるものの，実擦には各論文が本書に再録されることを意図して執筆されたわけ

ではないゆえ，本書に一貫した結論を見出すことは困難である。そこで， ここではまず，本

書に取り上げられていないサブ・テーマについて指捕したい。

第 1部「史料」においては，悲劇に関する論文が 2編収められているが，喜劇に関する論

考はな ~\o アリストアァネスの喜劇には，パルパロイがしばしば登場しており，それゆえ，

T.ロングによる rギリシア喜劇におけるパルパロイJ(T. Long， Barbarians in Greek Comedy， 

Corbendale， 1986)のような研究もあるO 悲劇と喜劇におけるパルパロイの表象のされ方を比

較するのも，有効な視点、であろう O

第 3部「人々Jのセクションにおいては，ペルシア人とエジプト人に関する論文が収めら

れている O しかし，本書第 l部のレッドフィールド論文が指摘しているように，ヘロドトス

の地理認識において，最左の民族で慣習が護雑なエジプト人と，歴史が浅く素朴なスキュタ

イ人は， rソフトな文化」と「ハードな文化」として南北の両極に配霞されていた。このこ

とからも，スキュタイ人に関する論考が収められていてもよかったのではないか。スキュタ

イ人については，篠崎三男氏による論文 (1古代ギリシア人のスキュタイ観Jr岩波講産世界経史

(12)遭遇と発見一一異文化への視野J岩波書活， 1999年， 111-132頁)があるO また，想像上の

パルパロイであったアマゾン族に関する論考なども，本書に加えることが可能であったと思

われるO

本書の自的は，模索されている最前線を示すことよりもむしろ，研究の到達点を提示する
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ことにあったといえるO では，本書の次の段階として，研究はどこへ進むのであろうか。例

えば A. クールトは近年出版された書の中で， ペルシアのパースペクティヴの中からギリ

シアを捉えるという，従来とは逆の視点を用いているO クールトによれば，古典期，ギリシ

ア人がペルシア人をパルパロイとしてステレオタイプ化していた同時期に，ペルシア人は

イオニアのギリシア人，本土のギリシア人を， トラキア人，スキュタイ人などと一括して認

識していたというは.Kuhrt，‘Greeks' and‘Greece' in Mesopo的mianand Persiαn Persμctives: A 

Lecture Delivered at New College， Oxford， on '[Ih Mαy， 2001， Oxford， 2002)。ではなぜ， ギリシア

人/パルパロイというポーラリティのみが，かくも重要な問題とされてきたのであろうか。

このクールトによる指摘は，研究の新たな方向性への示唆となるかもしれない。

最後に，本書の意義をもう一度確認しておきたい。本書は，各セクションの官頭に付され

たイントロダクションにおいて，編者により各所収論文の研究史上の位置付けがなされてお

り，また巻末には，充実したピブリオグラフィーも付されている。そのため，初学者のみな

らず，多くの研究者にとっても極めて便益な書と評価されよう O




