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〈論説〉

前4世紀アテナイにおける通婚禁止令と
アポロドロス弁論の女たち
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栗原麻子

{要旨}

本論稿は，第 11人目のアッティカ弁論家と呼ばれるアポロドロスによる，紀元前 4世紀前

半の 3人の非市民女性についての言及をとおして，この時代のアテナイにおける女性の市民性

について考察するものである O アルキッベ，ネアイラ，ファノの 3人はいずれも通婚禁止令に

よってアテナイ市民との結婚を禁じられながらも，事実上市民の妻となった。なかでもアポロ

ドロスの母アルキッベが，夫パシオンにたいする市民権賦与によってどのような社会的地位

にたたされたのかは，これまでも議論を呼んできた。ここでは，通婚禁止令の制定年代の下限

を前 370年に確定するとともに，この通婚禁止令によってはじめて，娘・妻・母という市民の

オイコスにおける女性の立場が一体化し市民のオイコスの純潔性が法制上確立されたこと

を論じる O

はじめに

アッティカ法廷弁論は，著名な政治家ではない市井のひとびとの姿を今日に伝える貴重な

資料であり，弁論の叙述の中にはしばしば女性たちの姿もみることができる。弁論に描かれ

る女性は，女性特有の近隣・親族のネットワークのなかで，家康をめぐる問題について意思

表示をしときには法廷での男性たちの決断にたいして批判的言辞を述べるなど，法律上の

システムが示す以上に，アクティブに活動していた1)。それにもかかわらず，アテナイの民

衆法廷では，女性の実名が明かされることがほとんどない。

弁論にあらわれる市長男性が，デーモス名や父親の名とともに実名をともなって言及され

るのにたいして，女性たちの名が弁論に現れることは稀であった。女性たちが個別に言及さ

れる機会は，家系図の説明や，相続争いをめぐる当事者としてであった。そのような際に彼

女たちは，誰の娘であるか，誰の妻であるか，誰の母であるかということによって特定され

るにすぎず，本人の名が添えられるケースは例外的である O

シャツプスが，実名で言及される市民女性の少なさに着目して以来，女性の名を伏せるこ

とは女性のリスベクタピリテイの反映であったとする見解が受け入れられている 2)。しかし

ながら，弁論で女性の名が言及されない理由としては，民衆法廷の場を構成する男性たちに

とって，世間にその名を知られていないかぎり，女性の個人名には情報としての価値がな
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かったことも見過ごせないであろう O 市民女性たちは同胞男性との係累によって認識されて

いた。

本稿では，前4世紀の弁論家アポロドロスによって個人名で言及される，前4世紀前半ア

テナイの 3人の女性を取りあげる O 前4世紀アテナイにおいては，市民の娘たちは市民に嫁

ぎ市民の母となるのが， }II夏当な人生設計であった。それにたいして，本稿では，いずれもア

テナイ社会においてマージナルな存在であったアルキッベとネアイラそしてその娘ファノ

の3人の境遇をたどることによって，前 4世紀アテナイにおける女性のアイデンティティに

ついて考察する O 彼女たちのアイデンテイテイの揺らぎは，女性に付随する娘・妻・母とい

う3重の社会的身分のあいだの不一致に起因している O 彼女たちの社会的アイデンテイテイ

の媛昧さを検討することは，ベリクレス市民権法以降のアテナイで，女性が市民であること

の意味を明らかにすることにもつながるであろう O

まず， 3人の女性たちの結婚を制約することになった，通婚禁止令に言及しておきたい。

第 1章通婚禁止令をめぐって

アテナイでは，紀元前 451/0年のベリクレス市民権法によって，アテナイ人である両親か

ら生まれた子どものみに，アテナイ市民権が限定された。これによって，非市民女性と市民

とのあいだ、の結婚は，アテナイ人の家の跡継ぎを設けるという観点からは，意味を失った。

もっとも，この規定は厳密に適用されたわけではなく，また，非市民女性と市民のあいだ

のエンギュエー(婚約)にもとづく結婚自体を違法化したわけではない。とくにベロポネソ

ス戦争期の人員不足の際には母親方がアテナイ人でないもの(メトロクセノイ)たちも，ア

テナイ人としてデーモスに登録されていた。

だが，前 403年にはペリクレスの市民権法が再交付されるとともに 「エウクレイデスが

アルコンの年以降，非嫡出の男子および女子には聖俗においてアンキステイア(近親関係)

なきものとすJ(伝デモステネス第 43番弁論第 51節)と明言され，エンギュエーにもとづ

かないインフォーマルな関係から生まれた子供をアテナイ人のオイコスから，改めて排除す

ることとなった 3)。非嫡出子を父方母方双方の家の継承権から排験する規定は，父母ともに

アテナイ人であるような非嫡出子にも適用されたはずである O 私見では彼らにたいして，嫡

出子なき場合に養子縁組が認められていた可能性も捨てがたいが，養子にされない限り，彼

らに父からアテナイ人の家を継承する権利はなかった4)。

それとは別に，アポロドロスの『ネアイラ弾劾J(伝デモステネス第 59番弁論)には.外

国人とアテナイ人の聞の結婚自体を厳罰に処する，通婚禁止令の存在が伝えられている O そ

れによれば，外国人がアテナイ人と結婚した場合，あるいは，外国人をアテナイ人と偽って

結婚させた場合には，外閤人は奴隷として売却され男性市民は財産没収のうえ市民権を剥

されることが定められていた。
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アポロドロスは，つぎのように通婚禁止令の法文を伝えている 5)。

手段・様態の如何を間わず，非市民男性が市民女性と世帯を構えた場合6)，訴追権の

あるアテナイ人は誰でもこれをテスモテタイのもとに告発することができる。有罪と

なれば，その男とその財産は売却され，売却額の 3分の lが告発の成功者に与えらるべ

し。非市民女性が市民男性と結婚する場合も同然。有罪となった非市民女性と世帯を

持った男性は， 1000ドラクマを支払うべし(第 16節)。

通婚禁止令にはもう一つ，女性を正式の妻として婚姻せしめた男性についての罰則規定が

伴っていた。

何人かが非市民女性をアテナイ人男性に親族であるとして嫁がせた場合，これを市

民権喪失に処し財産は没収の上， 3分の lを成功した告発者のものとすべし。訴訟の

権利のあるものはテスモテタイのもとに，市民身分詐称罪で告発することができる(第

52節)0 

この通婚禁止令によってはじめて，非アテナイ人とアテナイ人の婚姻が非合法とされ，ア

テナイ人のいっさいの血縁関係は，アテナイ内部に厳密に限定されていくことになった。第

3章であっかうファノとネアイラは，この規定に違反してアテナイ人と結婚したことを告発

されたものである。いっぽう第2章で扱うアルキッベの妻としての身分に，この通婚禁止令

が適用されていたかどうかをめぐっては，意見が分かれるところである。

アルキッペの身分について考察したホワイトヘッドは，市民権の条件が見確される時期と

して，早ければ前 403年のベリクレス市民権法再交付と同時期を想定した。この場合，アル

キッベも同法の適用を受けたことになる O いっぽう，シーリーは『ネアイラ弾劾J直前の

前 346/5年におこなわれた，デモフイロスの決議による市民権の一斉検証の時期を妥当とす

るO 市民権をめぐる不正を阻止しようとする機運が高まっていたと考えられるためである O

これらにたいして，近年カッパリスが前 380年代の制定を提唱している7)。前 403年にベ

リクレスの市民権法が再交付されたときに，すでに生まれていたメトロクセノイや非嫡出子

については例外的に市民権が温存された。このひとたちの最後が成人し結婚するのが，前

380年代であった 8)。カッパリスは彼らの成人後に，前 403年以降生まれのメトロクセノイ

や非嫡出子が偽って市民と成ることを阻むために，処罰規定をともなう通婚禁止令が公布さ

れと考えるのである O たしかに，それ以降の世代にたいして市民権をどのように厳密化して

いくのか，具体的な方策が求められたであろう G しかしカッパリスの考察は状況証拠に過ぎ

ず， より直接的な論証と時期の確定が必要である O

3人の女性たちがおかれた社会的身分を考察するにあたっては，この通婚禁止令の存在を
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然視することができない。第 2章ではアルキッペの社会的身分について考察するなかで，同

法の施行年代についても，さらに検討を加えることとする O

第 2章アルキッペの場合

(1 )アルキッペの生涯

アルキッペは，弁論家アポロドロスの実母である 9)。銀行家パシオンと結婚しアポロド

ロスとその弟の 2子をもうけたが，パシオンの死後，遺言によって，十分な嫁資とともに

フォルミオンと再婚した。

最初の夫であった銀行家パシオンは，銀行家の主人に仕える奴隷であり，有能さと人柄を

見込まれて解放奴隷となり銀行業務を一手に引き受けた。その後パシオンは，前 4世紀前半

のアテナイで銀行家として成功しデモステネスの一家や将軍とも取引関係や親愛の関係を

取り結び，デモステネスの家産を逢かにしのぐ資産家となる O その資産によって同盟市戦争

前後のアテナイに多大な経済的貢献をしその功績を認められて帰化市民とされる 10)。パ

シオンは市民権を付与された後も，最後までペイライエウスで銀行業を続けていたが，前

370/1年にアルキッペを残して亡くなっている O

フォルミオンは，パシオンのもとに買われてきた奴隷であったが，主人であったパシオン

に見込まれて解放され銀行業務にあたっていた。さらには，パシオンの信頼厚く，遺言で、パ

シオンの家業を引き継ぐとともに，家人の後見を任されることになった。すなわち，主人の

寡婦であったアルキッベと再婚するとともに，パシオンの次男であったパシクレスの後見人

に任命され，さらにはパシクレスの相続した銀行の運営を任されたのである O これは家業の

維持と残された家の安定のための合理的判断であったといえる山。銀行経営には信頼と才

能が必要であることから，長年業務をともにした解放奴隷に経営を委ねるのは，この時代の

銀行家に共通の思考であった。そもそもパシオンその人も，主人であった銀符家から銀行業

務を譲り受けている O また銀行業務の跡継ぎを妻と再婚させ，あるいは娘と結婚させるのも

また，類例のみられる行動である O 長子アポロドロスはすでで、に成人して独立して居を構えて

いたが，次男パシクレスはまだ

隷でで、あつたフオルミオンに委ねるのは，残された妻子の安定を図るための合理的選択であっ

た。ブオルミオンはアルキッベとのあいだ、に 2子を設け，やがて前 361/0年に自身アテナイ

市民権を獲得した。これはアルキッベが亡くなる年のことであった。

アルキッペについては パシオンやフォルミオン以上に，その出生，父母，親族について

情報がない。アポロドロスは，アルキッベには親族がまったく存在していなかったと述べて

いるので，アルキッベは市民の娘であったが庶子であるために親族を持たなかったか 12) あ

るいは親族と死別していたか，あるいはそもそも親族関係というものが法的には認知されな

い奴隷の出身であるかのいずれかであろう O
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いずれにしても，アルキッペについて， I某人の娘某女jという情報は，パシオンの遺言状

のなかにさえあらわれない。母が市民の出生であったとすれば，アポロドロスには，いかに

アルキッベと対立していたとしてもそれを陪審員に対してあえて媛味にする理由はなかっ

た問。それゆえ，彼女はメトイコイか，血縁関係をもたない解放奴隷であった可能性が高い。

さらに，アポロドロスは，アルキッペがエピクレーロスであったと述べているので 14)，おそ

らく彼女はメトイコイの生まれであったのだろう O

パシオンと息子アポロドロスにたいする市民権付与によって，夫も息子もアテナイ市民と

なったのち，アルキッペの社会的な立場は， どのような影響を受けたのだろうか。アテナイ

には女性が市民権を付与される事例は知られていなしh ケアリーのいうように，家族の中で，

アルキッペだけがメトイコイとして取り残されたのだろうか 15)。それともホワイトヘッドの

いうように，アルキッペはパシオンとの結婚によって，パシオンと同じ市民待遇を受け，フォ

ルミオンとの再婚によって フオルミオンと同じメトイコイ身分にもどったのだろうか 16)。

パシオンがアテナイ市民になったのちのアルキッベの身分についての議論を呼び起こし

たのは，ホワイトヘッドであった。彼は，パシオンの結婚時にアルキッベは解放奴隷かメト

イコイ身分であったと考えている O そのうえで，パシオンにかぎらず，市民権付与の襟に子

供たちについては追加決議で市民権が認められているにもかかわらず妻については言及さ

れないことを疑問視しアルキッベのケースについて詳細に検討したのである O その結果，

ホワイトヘッドの出した結論は，市民権付与された帰化市民の妻の身分は，夫の身分によっ

て影響される媛昧なものである， というものであったO

それにたいして，ケアリーが，帰化市民の妻の市民権は夫の市民権に影響されず，パシオ

ンの帰化以降もアルキッベはメトイコイ身分に留まったと反論した。しかしながらその後ホ

ワイトヘッドの見解をシーリーとコーエンが踏襲しており，アルキッベの身分についての議

論には決着がついていない 17)。

筆者は，その暖味さのなかに，女性の社会的身分の複雑さが反映されていると考える。そ

のため，両者の論点を整頓するなかで，暖味さの原因を追及し，アテナイにおける女性の市

民権についても考察を広げていきたい。

(2)通婚禁止令とアルキッペ

禁止令は，パシオンがアテナイ市民権を公布されたあとのパシオンとアルキッベの関係に

影響していたのだろうか。また，アルキッベが解放奴隷フォルミオンと再婚した時期に，同

法はすでに施行されていたのだろうか。

ホワイトヘッドは，アルキッペとフォルミオンの結婚が法的に正当であったかどうかを問

題とした。二人の結婚が通婚禁止令に抵触していたとすれば，この結婚を糾弾しているアポ

ロドロスが同法に言及しないわけがない。それゆえ，ブオルミオンとアルキッペの結婚は，

同法に抵触しなかったと考えた。つまり，帰化市民の妻と在留外人の結婚は，クセノイ(非
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アテナイ入)同士の結婚として，法的にはなんら問題を生じなかったというのである O

にもかかわらず，ホワイトヘッドは，アルキッベが完全に非アテナイ人であったわけでも

ないと考える O アルキッベの立場には，通常の非市民とは異なる部分があった。まず，彼女

には嫁資として不動産が遺された。非アテナイ人は不動産を所有することができなかったの

で，彼女は市民として遇されていたと考えられる O また，アルキッペは市民とも非市民とも

解される存在であり，アポロドロスはその点をとらえて，もしアルキッベが市民であるなら

アルコン・パシレウスにたいして，メトイコイであるならばポレマルコスにたいして，ブオ

ルミオンは結婚の届けをすべきだ、ったと述べている とする O その両義性から，アルキッペ

はパシオンの死後，アテナイ人の母でありかっ市民の寡婦であるという資搭において，市民

としてアテナイ人と結婚することも可能であった。もしアルキッベが再婚相手に市民を選べ

ば彼女は市民に留まり，メトイコイを選べば彼女は市民性を失ったであろう D 彼女は，帰化

市民の妻の帰属についての市民たちの無関心の狭間で，夫次第でアイデンティティを選ぶこ

とができる，二つの顔を持つ「ヤヌスJのような存在であったとホワイトヘッドは結論づけ

ている 18)。

アルキッベが部分的に市民身分を帯びており，彼女の身分は夫によって決定されたとする

この結論は，ケアリーによって否定された。ケアリーは，不動産が嫁資とされているのは，

売却が前提であったとする O またアポロドロスは市民女性とメトイコイ女性の法的取り扱い

の違いについての知識をひけらかしているだけであり，彼が市民女性の取り扱いについて触

れているからといって，アルキッベが市民である可能性についてアポロドロスが真剣に論じ

ようとしているわけではない。彼女の地位が夫次第の暖味なものであったわけではなく，ア

ルキッベは一貫してメトイコイのままであったとするのである O 筆者も，特に第2点につい

ては，この見解が正しいと考える O

しかしホワイトヘッドが指摘したアルキッペの社会的立場の媛味さについては，いま少

し立ち入った検討が必要であろう D 彼女の社会的地位が媛味さを含むのは，彼女の夫パシオ

ンが結婚後帰化市民となり，息子アポロドロスもまた市民となったにもかかわらず，本人は

生来のメトイコイとしての立場を手放さず解放奴隷と結婚したためである O 妻として，母と

して，娘としての立場が，市民と非市民のあいだの境界線にまたがっている特異なケースで

ある O ホワイトヘッドが単に「二義的Jであるとか「暖味である」と表現した，彼女の一見

玉虫色のありかたは，妻として，娘として，母としての立場を整頓することで，整合的に理

解できるであろう O

(3)パシオンの妻

ホワイトヘッドは，アルキッベが市民の妻として，不動産を嫁資として与えられ，その点

で市民として遇されていたと考えた。しかしもしもパシオンにたいする市民権付与の時点

で婚姻禁止令が成立していたとすれば，そもそもパシオンの帰化によってアルキッペとパシ
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オンの婚姻は非合法のものとなったのではなかったか。

まず，市民権付与によって妻も自動的に市民となるわけではなかった。そもそも市民権付

与には，後述するように，アテナイ市民女性との結婚によって生まれた子供は完全な市民権

を手に入れることができるという規定が付随していた。この規定は，帰化市民の妻がメトイ

コイ(ないしはほかの非アテナイ人身分)に留まったことを意味している O

アポロドロスは，フォルミオンが提出したパシオンの遺言について，つぎのように異議を

唱えている O パシオンには，アルキッベにたいする何の法的な権限もなく，したがってアル

キッペを再婚させることはできなかったというのである O アテナイで夫が妻を再婚させるこ

とは珍しくなかった。夫は妻のキュリオス(後見人)であったからである O その点，パシオ

ンの遺言には不可思議な点はない。遺言(アポロドロスによれば偽書)には「パシオンの遺

と表書きされ，次のように定められていた。

これをアカルナイ区のパシオンが遺言する O 私は，私の妻であるアルキッペをフォル

ミオンに嫁がせ，アルキッペにペパレトスからの収入 lタラントンと，ここアテナイの

収入 lタラントン， 100ムナ相当の住宅，女奴隷と宝石，その他彼女が家で所有してい

るものを嫁資として与える口これらすべてを私はアルキッベに与える(デモステネス第

45番弁論第 28節)。

アルキッベが嫁資付で再婚させられていることから，アルキッベとパシオンの結婚も，そ

もそもはエンギュエをともなう正式な婚姻であった可能性が高い。少なくともパシオンは，

アルキッベを正妻として遇していた。二人のあいだの子供たち，アポロドロスとパシクレス

が，パシオンに対する市民権付与に付帯していずれもアテナイ市民とされていることから

も，パシオンとアルキッペの結婚が正式のものであり，子供たちが嫡出子であったことを知

ること治宝で、きる。

アポロドロスは，しかしパシオンの遺言の有効性を否定する(伝デモステネス第 46番

弁論)。その理由は，第 1に，パシオンがアテナイ国家によって養子にとられた以上，

を遣す権利から養子を除外するソロンの遺言の法によって，パシオンもまた遺言を遺すこと

ができなかったこと O 第2に，遺書の内容についても，市民になるとはその時点でわからな

かったフォルミオンに妻を再婚させるということが市民権の軽視であるので納得しがたい

こと O そして第 3にパシオンにはアルキッベにかんして遺言で指定する立場になかったこ

とO アポロドロスは，遺書に関して， rその点からして，彼には遺言をのこす権限はなかっ

たのです。とりわけ妻に関しては。それというのも，彼はこの人の法的なキュリオスですら

なかったからですJとして，パシオンとアルキッペの法的な関係性を否定する O

このアポロドロスの言葉は従来無視されてきたが，パシオンの妻としてのアルキッペの立

場が事実上のものにすぎなかったことを示す重要な発言である O パシオンは最後まで事実上
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アルキッペを妻として遇していた。両者の関係が苔定されるとすれば，それはパシオンがア

テナイ人身分となることによって，あくまで法的に，メトイコイ身分にとどまったアルキッ

ベとの間の結婚が無効となったということにほかならない。アポロドロスは，パシオンがも

はやアルキッペの夫ではなかったと責めているのである。アテナイでは女性が再婚すること

は珍しくなく，しかも遺言で夫が再婚先や嫁資を指定するのも普通のことであった。アポロ

ドロスがパシオンにその権限を認めないのは アルキッペがもはやパシオンの後見下にな

く，事実上のつながりしかなかったからにほかならない。アルキッベの後克をめぐるアポロ

ドロスの見解は，彼がわざと時代錯誤をしているのでないかぎり，パシオンの生前に通婚が

禁止されていたため，アルキッペはパシオンの正妻で、はなかったと考えなければ理解できな

し=。

パシオンの妻アルキッペはメトイコイであった。

アルキッペは，法的にはパシオンの妻としての立場を失っていた形跡がある O ブオルミオ

ンとの再婚以前，パシオンの遺言状が書かれた前 370年に，婚娼禁止令が発令されていたと

考えるのが妥当である 19)。

実際には婚姻関係は継続され，また実態にあわせて，パシオンは遺言状でアルキッベを

「私の妻Jと呼んでいる O しかしその遺言状による再婚は， もしもアルキッベにたいしてよ

り強い権利を有する親族が，彼女にたいするキュリオス権を主張したならば，無効になる若

干の(しかし現実的ではない)危うさを含んだものではあった。

パシオンの妻としてのアルキッベの立場は defactoのものであった。

その意味で，パシオンの妻としてのアルキッベの法的身分は，ステファノスの事実上の妻

であったネアイラと変わらなかった。違いがあるとすれば，アルキッベがメトイコイの娘と

して，パシオンとエンギュエにもとづく結婚をしたにもかかわらず，事後的に妻の立場を

失ったと思われるのにたいして ネアイラは解放奴隷としてステファノスと，男性の仲介を

経ずに同棲していたということである 20)。

(4)フォルミオンの妻

アルキッベは亡夫パシオンの手によって解放奴隷ブオルミオンの妻となった。ホワイト

ヘッドは，アルキッペがもともと解放奴隷の妻であったという経歴から，彼女が市民の夫を

捜すことは難しかったと想像しているが，それ以前に銀行家にとってもっとも自然な家業の

処理は，妻を銀行業務に通じた解放奴隷と結婚させることであった。通常，高度に専門的で

個人的才覚と業務への精通を要し顧客を引き継ぐ必要のある銀行の跡継ぎは，銀行家の子

供ではなく，銀行業務に当たっていた奴隷と銀行家の妻であり，この両者の結婚はルーチン

であった。アルキッベは実際に，銀行の貸し付け状況をよく把握し帳簿を管理していた形

跡がある 21)。

E.コーエンは，銀行家の妻は 私的領域に閉じ込められた一般のアテナイ女性とは異な
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り，銀行業務の専門家として財産運用を許されていたと論じている。しかも夫が帰化市民と

なったばあいには，市民の妻として事実上不動産の所有権を獲得したと考える。

そのためコーエンはホワイトヘッドにしたがい，パシオンの妻としてのアルキッベの立場

を両義的なものととらえ，また，そのような両義的な立場を，女性にかんする問題を家庭内

に閉じ込めておこうとする一般的な思考にしたがって，わざと暖味なままにとどめていたと

する 22)。

しかしながら市民権の厳密化をめぐる前 4世紀アテナイの潮流，とくに通婚禁止令の存在

は，市民の結婚相手を市民に厳しく制践していった。アルキッベがフォルミオンと結婚する

ことは，アルキッペが市民とみなされる可能性が少しでもあったなら，重罪を免れない行為

であった。アルキッベをパシオンはメトイコイとして再婚させたのであり，アポロドロスも

彼女を市民とはみなしていない。

パシオンの事後処理は，銀行家として望ましいものであった。

パシオンは，市長となったのちに不動産の形成に精力を注ぎ，アテナイに対して財政的貢

献を続けながらも，引き続きベイライエウスの自宅で銀行業務を続けていた。その不動産も

ペイライエウスの集合住宅やや手工業の作業場といった営利的側面が強いものであり，そし

てその遺言なそれが真正のものだとすれば，銀行家の常識にかなうものであったのであ

るO

(5) アポロドロスの母

ところが，パシオンの息子アポロドロスは，アルキッベとフォルミオンの再婚を受け入れ

ることができなかった。アルキッベに市民の妻，市民の母としての尊厳を求めたためであ

るO 市民権を与えられ，極端なまでに市民としての価値規範を身につけ，銀行業務に精通す

ることもなかったアポロドロスは，銀行家の家族戦略を受け入れることができなかったとす

べきであろうか。

実子との関係は養子縁組によって影響されない。たとえ離婚しようとも再婚しようとも，

母親と実子との関係は途絶えない。それゆえ，アルキッベは，アポロドロスにたいする市民

権交付により市長の母となった。

もはや法律上パシオンの正妻ではないアルキッペを再婚させることのできる法的権限を

もっているのは，アポロドロスのみであった。パシオンの死後アルキッペの後見人となるの

な本来アポロドロスであった。アルキッベに嫁資として与えられたことをホワイトヘッド

が疑問視する不動産も，アポロドロスが管理するかぎり問題なく所有されただろう 23)。

アルキッベはメトイコイでありながら市民の母であった。それは，アポロドロスに先行す

るメトロクセノイ(母が非アテナイ人であるアテナイ人)の場合と変わらぬ立場であった。

ベリクレス市民権法によって排除される以前には，メトロクセノイは市民の母となれたが，

結婚によって彼女たち自身がアテナイ女性となったわけで、はない。
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アポロドロスが，アルキッペの再婚を自身に対する侮辱ととらえたのは，そのようなアル

キッペの社会的身分の二重性によるところが大きい。アルキッペは市民の母であったO アポ

ロドロスは，銀行家の妻としての彼女の立場をあえて否定し市民の母としての振る舞いを

もとめているともいえるだろう O

市民の母であることを重視するならば，銀行家の妻としてのアルキッベの身の振り方は，

アポロドロスにとって受け入れられないものであったO アテナイ人以上にアテナイ人らしく

あろうとしたアポロドロスにとって市民的な規範は絶対のものであった。そして，じっさい

にアルキッベの婚姻についてパシオンの遺言を担造とし，ブオルミオンがアルキッベを誘

惑し市民の家の尊厳を損なったとして， ヒュブリスの公訴をおこしている D

銀行家としては当然ともいえるアルキッベとフォルミオンの再婚をアポロドロスが受け

入れることができなかったのは，なぜだったのか。それを直接に知ることは難しいが，アポ

ロドロスの関与した訴訟からみるかぎり，そこにはアポロドロスの過剰なまでの市民意識が

影響していた可能性がある O アポロドロスの市民意識に関して詳細に論ずることは，本稿の

趣旨から離れるが，アルキッペとアポロドロスの関係にかんするかぎりで，簡単に触れてお

きたい。

父の死後，アポロドロスはその生涯に公私に渡って多くの訴訟当事者となった。諸史料か

ら再構成されるアポロドロスの訴訟歴は，およそ 4つに大別できょう o 1つ日は，隣人ニコ

ストラトスとその兄弟にかかわる訴訟群。2つ自はパシオンの貸付金の回収をめぐる訴訟群。

3つ目は， トリエラルキアの引き継ぎをめぐる私訴と将軍たちにたいする政治弁論。 4つ目

が，本論稿とかかわりの深い，フォルミオンにたいする訴訟群である O アポロドロスの弁論

には，市民らしさをめぐる主張がしばしば展開されている O

アポロドロスは，その生青過程で，弁論術の教育を受けた可能性が高い 24)。父パシオンが

帰化したのちも生涯外港ベイライエウスにとどまって銀行業を続けたのにたいして，アポロ

ドロスは父の死後すぐに生家を離れ(伝デモステネス第 53番弁論第 4節)，田園部に居を構

えて政治家としてのキャリアを歩んだ。銀行経営は世襲によらず，有能な解放奴隷に引き継

がれる傾向が強かったので，アポロドロスには銀行を継ぐという選択肢がそもそも与えられ

ていなかったのかもしれないが，そればかりでなく，彼の経歴と発言には，彼が市民らしく

生きることを望み，市民として認められようと涙ぐましい努力をしていたことをしることが

できる O

まず自国部の住まいでは結果的に破綻するものの，隣人ニコストラトスとのあいだに親し

く援助し合う関係をとりむすび ニコストラトスの虜囚にあっては 1000ドラクマの援助

と不足分の貸借もおこなっている(同第 9節)0

また結婚相手としても，富裕市民の娘を安り，かっ娘を妻の親族に嫁がせることで，女系

をつうじて市民家系の親族ネットワークのなかにくみこまれていった。

さらにアポロドロスは富裕者として，通常の公共奉仕に加え，何度もトリエラルキアを務
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めている 25)。市民権ほしさに「市民になりたいばかりに鼠が溝にはまったJ(伝デモステネ

ス第 50番弁論第 26節)と邦議されながら，アポロドロスは次々と公共奉仕を果たしまた

それを当然のことと考えている O 熱心な公共奉仕を誇り，そうでない市民たちを批判する言

辞には，市民としての理想像を追究しそぐわないものを糾弾する姿勢を確認することがで

きる(同 60-65節)0

母の再婚をめぐるアポロドロスの態度にもそれは反映している O

父パシオンがなくなり母アルキッペが再婚したとき，アポロドロスはトリエラルキアの任

務のため国外に長期滞在していた(同第 60節)0アポロドロスは，フォルミオンが提示する

パシオンの遺言を真正のものと認めず，したがってブオルミオンとアルキッベの再婚も受け

入れず，訴訟を起こそうとした 26)。解放奴隷であるフォルミオンが，かつて市民であるパシ

オンの妻であり，アポロドロスの母親でもあるアルキッベと再婚したことが，自分にたいす

るヒュブリス(侮専)にあたるとして，フォルミオンをテスモテタイのもとにヒュブリスの

公訴で訴えたのである(デモステネス第45番弁論第4節)0この公訴は結局，実現しなかっ

た。裁判まで日が経つうちにアルキッベとフォルミオンとのあいだ、に子どもが生まれ，彼ら

のがわからの女子意的なはたらきかけによって和解が成立した。相続財産の分割がおこなわれ

たのもこのときであったかもしれない 27)。アポロドロスの散財から弟パシクレスの財産を守

るために，弟が銀行を，アポロドロスが工場を相続することとなった(デモステネス第 36

番弁論第 11節)0 しかし母が亡くなると，アポロドロスは母アルキッベの嫁資についても

相続権を主張して訴訟をおこし妻の父，妻の姉妹の夫らによる仲裁を受けた(問 14節)。

ブオルミオンとアポロドロスのあいだの法廷闘争は，さらにブオルミオンが借り受けた銀行

の原資返還や，フォルミオン側の証人ステファノスにたいする偽証罪，そしてステファノス

の事実上の妻ネアイラにたいする訴訟に発展することになった。

ヒュブリスの公訴は，名誉致損を扱う訴訟である O ヒュブリスに言及する現存の訴状事例

がもっぱら暴力沙汰に集中しているのにたいして，アポロドロスによる名誉侵害の訴えは，

母親の再婚を問題にしている O なぜ、アルキッベの再婚が名誉段損となるのか。その理由

は，アポロドロス自身の手による「ステブアノス第 II弾劾(伝デモステネス第 46番弁論)J

に端的に述べられている O

アポロドロスによれば，アルキッペとブオルミオンの結婚は，アポロドロスらにたいする

侵害であった。フォルミオンが後に市民権付与されることを知らなかったにもかかわらず，

妻アルキッベをフォルミオンと再婚させることは，パシオンにとって市民権という贈り物を

見下す行為であったというのである(問第 13節)0 アポロドロスの解釈は，彼の強烈な市民

意識を反映している D

(6) メトイコイの娘

ペリクレスの市民権法は，両親ともにアテナイ人であるものから生まれたもののみをアテ
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ナイ人とした。この規定は，双系の出自を市民権の条件とするものである O アポロドロスに

たいする市民権付与によって，アルキッペは市民の母となったが，自分自身は市民出自でな

くメトイコイの娘であったために，アテナイ人とはみなされなかった。アルキッペは，だれ

と結婚しようと，子供が市民権を付与されようと，メトイコイの娘であった。アルキッベの

市民の母としての立場と，メトイコイの娘としての立場の議離が，前 403年以前に出産した

メトロクセノイの母親たちと同様に，一見，彼女の法的身分の「暖昧さJ(ホワイトヘッド)

をもたらしていた。

しかしながら，彼女の法的身分は， Iアテナイのポリスが，帰化市民の妻の身分に無関心

であったために，彼女はアイデンティティを選ぶことができたJ(ホワイトヘッド)ような，

手っかず、の状況にあったわけではない。パシオンの事実上の妻として，アポロドロスの母と

して，非市民の娘としての法的な立場は明確であった。ただ，その 3者のあいだの通常でな

い結びつきが，アルキッベの社会的アイデンテイテイに不整合をもたらしたに過ぎない。

市民女性の場合には，母としてのアイデンティティと娘としてのアイデンイテイ，妻とし

てのアイデンテイテイは融合している O しかし市畏と非市民の狭間におかれたアルキッペ

のケースは，女性のアイデンティテイの複合性ゆえに 妻・母・娘としての立場を区別して

考える必要性を示している O

そもそも，厳密な内婚制をとる社会でないかぎり，女性の帰属は複合的であるのが普通で、

あったともいえる O

ベリクレスの市民権法で，市民女性から出生することが市民権の条件となって以来，原則

として，市民の母となるのは，市長の娘に限定されていく O 換言すれば，市民女性であるこ

とは市民の娘であることと同義であった。ペロポネソス戦争後，前 403年における市民権法

の再交付でその原則が確認されたが，ベリクレスの市民権法は外国人女性との婚姻そのもの

は禁じていなかった。その結婚はアテナイ市長を生むことができなかったが，嫡出子をすで

に設けた男性の場合には十分考えられる選択肢であっただろう O市民の娘が外国人と結婚す

ることもまた，経済を市民権よりも重視するならば魅力的な選択肢として残っていた可能

性を排除すべきでない。それにたいして通婚禁止令は市民の家の閉鎖i空を徹底し市民の

家に所属することのできる女性色厳密に「市民の娘Jに限り，市民の親族関係を厳密にア

テナイ内部に限定しようとしたのである O市民のオイコスがポリスの下部組織としての排他

性を確立するのは，通婚禁止令以降のことである O

アルキッベは，通婚禁止令後のアテナイにおいて例外的に，夫と子供の帰化という特殊な

状況によって，出自において非アテナイ人でありながら，市民の母となるということになっ

た。
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第3章 ネアイラと娘ファノによるアイデンティティ詐称

(1 )ネアイラの路盤 28)

娘として，母として，妻としてのアイデンティテイの衝突は，同じくアポロドロスの『ネ

アイラ弾劾jに登場する，ネアイラとファノの母娘にも見て取ることができる O ステファノ

スは，アポロドロスにとって妻のいとこにあたる O ところが，このステファノスは，パシオ

ンの遺言をめぐるフォルミオンとアポロドロスの関争に際して，フォルミオン側にたって証

をし 29)，その後両者の敵対関係は加熱していった。アポロドロスはステブアノスを偽証

罪で訴え(デモステネス第 45番弁論 fステファノス第 I弾劾1デモステネス第 46番弁論

『ステファノス第E弾劾j)，ステファノスはアポロドロスを アピドナで殺人の罪を犯した

として訴追，それにたいして今度は，アポロドロスがステファノスの事実上の妻ネアイラ

を，通婚禁止令違反の公訴グラベー・クセニアスで糾弾した(伝デモステネス第 59番弁論

fネアイラ弾劾j)o

高級遊女として育ち，ギリシア各地を転々としながらアテナイ市民ステブアノスと向棲

し，ついには娘をアルコン・バシレウス(アテナイの 10人のアルコンのうち，宗教上の王

の職務を引き継ぐ役職者)に嫁がせたネアイラの生涯を弁論は事細かに伝えている O アポ

ロドロスがネアイラの生涯に延々と立ち入っているのは持ち前の銭舌癖によるところも否

めないが，彼女とその娘が市民女性としての権利をもっていなかったことを，その経歴から

示す弁論上の必要性に寄るところも大きい。ネアイラの市民権詐称をめぐるアポロドロスの

告発は，アポロドロス自身が市民権を強く意識せざるを得ない立場であったことを念頭に置

くことによって，よりはっきりと理解されるであろう D

実際に市民権を認定するのは，国家の下部組織であるデーモスであり，そのデーモスの裁

定は，さらに擬似的父系的血縁組織であるフラトリアの判断を追認することが一般的な手順

であったので，これらの末端において市民権の認定が厳密におこなわれない場合，市民権法

の条件に当てはまらない者が市民となる可能性もあった。じっさい市民身分の詐称がしばし

ば問題となったことは，イサイオスの弁論等から知ることができる O

じっさいネアイラ弾劾でも ファノは，ファノ自身の出生の疑わしさから離婚されたにも

かかわらず，最初の結婚で生まれた男子をフラトリアに編入するように元夫を説得すること

に成功した(同第 57節)。またネアイラには，アリストン，プロクセノス，アンティドリデ

スの 3人の息子があったがこの 3人はすでにステファノスの息子としてエロイアダイ区に

緬入されて成人していた(同第 38，121-122節)0このように弁論史料は，疑わしいケースに

おいて，フラトリア編入には交渉の余地があったことを伝えている O

この段措での市民権法は，市民と外国人とのあいだの結婚を禁じていたわけではなく，た

だその結合によって生まれた子供が，アテナイ市民として認められないことを規定するもの

であった。ところが，すでに論じたように前 370年までのいずれかの時点で，結婚自体が違
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法化される O アポロドロスは この通婚禁止令でネアイラを訴えたのである O

そうはいってもステファノスとネアイラの関係が単なる遊女とのあいだの同棲ではなく，

身分違いの結婚であることを証明するためにはそれが「嫡出子を産むためのJ関係であっ

たことが示される必要があった。エンギュエーの手続きを踏むか，子をアテナイ人の家に属

する嫡出子として扱わない限り，違法性にはつながらなかった。それゆえアポロドロスのネ

アイラ批判も，彼女の子供たちの処遇をめぐって展開することになる O

(2) アポロド司スによる『ネアイラ弾劾j

アポロドロスのターゲットは政敵ステファノスであったが， wネアイラ弾劾Jの藍接の被

告は，ネアイラであった。ネアイラはステファノスと同棲しかっ娘ファノを違法に市民の

家に嫁がせた。それが違法であるとして，ネアイラは訴えられているのである O ネアイラに

たいする批判はつぎのように組み立てられている O

(1)ネアイラは外国人でありヘタイラである D

(2) ネアイラはステファノスと一緒に住むようになった。

(3) ステファノスは「ヘタイラJとして同棲しただけだというかもしれない。

(4) しかし彼はそうでなく，ネアイラが市民であるかのように偽った。

(5)そのことは，彼が子供を市民団に入籍したことからあきらかである O

ネアイラの「母Jとして「妻Jとしての法的・社会的立場のずれをアポロドロスはよく理

解しており，彼の批判は，ネアイラが市民出自でないのに，自分の娘を市民から生まれたご

とくに扱ったことに集中している O それはまた，市民権の壁をだれよりもよく承知している

アポロドロスならではの着眼点でもあった。

まずアポロドロスは，女性には 3種類あるとして，子どもを設けるための妻，楽しみのた

めのヘタイラ，そして性的関係のための売春婦を区別する(同第 122節)0ネアイラとステ

ファノスの結婚をアポロドロスが問題視するのも，ネアイラがステファノスと同棲している

こと自体ではなく，その結婚が，子供たちの違法な市民権へとつながったことであった。

さらに，ファノの結婚は，結婚相手がアルコン・パシレウスであったことから，パシリー

ナ(アルコン・バシレウスの妻)として，デイオニユソス神との聖婚儀礼に臨むこととなり，

婚姻禁止令に抵触するに留まらない結果を生むことになった。アポロドロスは，ステファノ

スがネアイラに私的に市民権を与え，その娘にかんしても私的に市民の娘となしたことを批

判している(同第 93節)。

ファノはステファノスの娘として，市民と 2度結婚しそのつど離婚した。最初の結婚で

は，ネアイラから譲り受けた浪費・放持の風もさることながら，出自にたいする疑念が婚姻

解消へと結びついた(第 50，51節)。ファノが，婚姻時の触込みのようにステブァノスと前

妻とのあいだ、の子ではなく，じっさいはネアイラの娘であるという風評が，夫の耳に入った
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ためであるという O 離婚の真因は我々には計り知れず，ファノが本当にネアイラの連れ子で

あったのか，あるいはステファノスやネアイラが主張しつづけたようにステファノスと先妻

との子であるのかも知り得ないが，少なくともアポロドロスは，ファノの出自の疑わしさを

離婚の主閣としている O

離婚後ファノはステファノスの家に戻り，その後ネアイラの愛人であったエパイネトスと

のあいだの姦通(あるいは美人局)疑惑が発生するが，この不祥事は仲裁によってエパイ

ネトスがファノに嫁資を援助することで穏便に処理された。その後 ファノは，アルコン・

パシレウスの畿をひきあてた市民と再婚する O アルコン・パシレウスの妻は，デイオニュソ

スとの聖婚儀礼にあたるパシリーナとなるため，この結婚によってファノは，通常のアテナ

イ人女性には許されないアテナイ祭儀の内奥に関わることになった。市民の娘であるという

通常の婚姻の条件に加えて，パシリーナには結婚前に処女であったことが求められており，

ファノはその両方に抵触する可能性がある O ファノのパシリーナとしての正当性は，アレオ

パゴス評議会で問題とされるにいたった。アレオパゴス評議会が問題としたのは， 2つの条

件のうちファノが市民の娘であるかどうかである(同第 80聞81節)。その結果としての離婚

を根拠に，アポロドロスは，通婚禁止令をファノの婚姻にかんしても引用しネアイラを，

外国人を市民の娘と偽って婚姻させた罪に問うているのである。

ネアイラ弾劾はブァノの婚姻の正当性をめぐって争われており，法的には婚姻禁止令の適

用が争点となっている O ファノが市民の妻となることができるのか，ネアイラに通婚禁止令

違反が認められるか，ということが問題だ、った。

アポロドロスの主張によれば，ネアイラは市民の出自でないにもかかわらず，実の娘であ

るファノを市民の娘と偽って市民の妻とすることで，実質的に市民の母，市民の妻としての

立場を手に入れようとした。その結果，アルキッペが市民の娘でないために，国家によって

養子とされながら，アポロドロスが神官職から排除され完全な市民権を行使することができ

なかったのにたいしてファノはステファノスによって娘と認められることによってやすや

すと，その境界を乗り越えてしまった。

ステファノスが，本来市民権がないはずのネアイラを市民であるがごとくに扱い，その子

らを市民として登録・婚姻させたことは，アポロドロス自身に照らしたとき，重大な侵犯行

為として浮かび上がってくる O

アポロドロスは fネアイラ弾劾Jのかなりの時間を費やして，プラタイア人にたいする市

民権賦与に言及する(第 94-106宣言)0 彼らのような特別の栄誉を与えられた帰化市民であっ

ても，本人はおろか，その子供にいたるまで，アテナイ市民の娘から生まれない限り¥市民

としての権利を完全に行使することができなかったことを，力説するのである O アポロドロ

ス自身も，パシオンの市民権顕彰に伴って市民権を与えられながら，プラタイア人と同様，

母親が市民でないためにアルコン職からも神官職からも阻まれていた。彼は『ネアイラ弾

劾jで母親が市民の娘でないことで，自分自身がおかれた限定的な立場に直接言及すること
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はない。だが，ステファノスが，ネアイラの子ファノを，市民の娘と偽ってパシリーナ職に

就けたことは，アポロドロスにとって，帰化市長である自分に制約を課し，母アルキッベを

阻んだ乗り越えることのできない障壁一一市民の娘という特権一ーを，容易に私的に，そし

て違法に乗り越えた越権行為であった。

おわりに

アポロドロスの母アルキッベは，夫パシオンが栄誉ある帰化市民となっても非市民にとど

まらざるをえなかった。彼女は，市民の事実上の妻であり，市民の母となったが，市民の娘

ではなかったからである O アルキッベのアイデンティティは，ホワイトヘッドが論じたよう

に陵味だ、ったのではなく，妻として，母として，娘としての立場のあいだで分断されてい

た。そのうちベリクレスの市民権法が女性にもとめるのは，市民から生まれていること，す

なわち市民の娘であることであった。前451/0年のペリクレス市民権法の規定は，市民の母

となる権利を市民の娘に限定した。男性の市長権が父から息子へと伝達されるように，市民

の娘がやがて市民の母となることによって，女性の市民権はったえられていった。続いて婚

姻禁止令は，市民の娘であることを，市長の妻であるための絶対条件化した。すでにベリク

レス市民権法によって，市民の娘として生まれない限り，女性たちは市民の母としての立場

を合法的には認められなかった。この原則は，非嫡出子のフラトリアからの排除とともに，

前403年に再確認されるが，それにくわえて前 370年までのある段階で，通婚禁止令は

となる条件までも. r市民の娘」であることと結びつけた。この時点で，市民の妻・母・娘

であることがはじめて一体化したのである O 完全に外部に対して閉じられる特権集団として

のアテナイ人女性身分と非アテナイ人を完全に排除する，アテナイのオイコス(家)の純

血性が，ここに成立することになった。

本稿では，メトイコイでありながら市民の母，市民の妻となるという，身分の壁をまたに

かけた 3人の女性たちをとりあげることで，女性のアイデンティティの多層性に着目した。

近年，ペリクレスの市民権法にたいする新解釈は市民権法が双系出自による宗教共同体を

創出したことを強調している O ランパートが最近アテナイの神官職について論ずるところに

よれば，ベリクレスの市民権法が双系の出自を原則としたことと呼応して，女性神官職の条

件がゲノスの成員であることから市民全体に広がったという 30)。帰化市長がアルコン・バシ

レウスとなることができず，また帰化市民の子供も，母親が市民の娘であった場合にかぎっ

てその制限を解かれることになったことは. r市民の娘」であることが市民女性の特権の本

質であったことを，よく物語っている O だが市民の妻であり母であり娘であるという 3つの

立場が制度上三位一体のものとなり，オイコスが外部に閉じられていくためには，通婚禁止

令の施行をまたなくてはならなかった。



前4世・紀アテナイにおける通婚禁止令とアポロドロス弁論の女たち 39 

註

1) R. Just，日ゐmenin Athenian Law and Lile (London and New York， 1989); V. Hunter， Policing Athens 

(Princeton， 1993).拙稿「獲得されるものとしての親族関係j，歴史学研究会編『地中海世界史 5 

社会的結合と民衆運動j(青木書届，平成 11年)0法廷での判決に，家で女性たちが憤慨する可能

性についてアポロドロスの『ネアイラ弾劾j([Dem.] 59. 11 0-111) 0 

2) D. M. Schaps， The Woman Least Mentioned: Etiquette and Women's Names'， Classical Quarterly 27 

(1977) 323-30. 批判の概要については，さしあたり補論「名を伏せられる女たち シャツブス説の

再検討」を参照のこと。

3) これはアリストファネス『鳥j(1660-1666)のったえるソロンの法の内容を，より簡潔に表現し

たものである。『鳥jでは，ソロンの法を伝えるセリフの前半部で，嫡出子がある場合について，家

の構成員としての権利が認められないことを伝えている。いっぽう後半部は，ノトイ(非嫡出子)

がアンキステイス(法定の親族順位)から排除される旨が述べられる。ヴォルフは，後半部は前半

部の規定についての訂正であるととらえ，桜井氏もさらに考察を進めて，後半部の修正条項によっ

てクレイステネス時にノトイの排除がいっそう厳密になったととらえるoH.J. Wolff，‘Marriage Law 

and Family Organization in Ancient Athens: A Study on the Interrelation of Public and Private Law in 

the Greek City'， Traditio 2 (1944)，85.桜井万里子「ポリス社会における家族と女性j，同『古代ギリ

シア社会史研究 宗教・女性・他者j(岩波書庇 1996年)， 141-142頁。しかしながら，私見では，

後半部はソロンの法定相続順位にかんする規定の要約に過ぎない。法定相続順位にかんする規定

は，前 4世紀にもソロンの相続法として知られており，遺言の法とセットで理解されるべきもので

ある。いっぽう，嫡出子がある場合には，遺言の法も無遺書相続の規定も適用されず，嫡出子が相

続した。前半部と後半部は，いずれもソロンの時点に属しかたや嫡出子がある場合の相続規定，

かたや嫡出子がない場合の無遺言相続についての法文要約であると考えれば，前半部と後半音[)に矛

盾は生じない。嫡出子ある場合の相続についても，嫡出子なき場合のエピデ?イカシア(アルコンの

裁定)による相続についても，ノトイはすで、にソロンの時点で通常の相続権から排除されていたこ

とになる。いっぽう，ソロンは遺書の法の整備もおこなっており，遺書にもとづく相続が，法定の

相続順位に法規上優先した。よってノトイには嫡出子のない場合，養子縁組の可能性が残されてい

た。

なお，本稿では，非嫡出子のアテナイ市民権については立ち入らない。 1990年代初頭までの研究

状況について，伊藤貞夫「アテネ人庶子の法的地位をめぐってー古代ギリシア史研究のー動向-j，

史学雑誌 101-1(1992年)， 70圃98頁。 C.Pattersonはオイコス成員権とポリス市民権の一致と非嫡

出子の市民権からの排除を，ベリクレス市民権法に見いだしており，ランベルトもフラトリア成員

権と市民権を事実上直結させ，そのフラトリアの成員権が嫡出子に限定されていたとする o S. D. 

Lambert， The Phratories 01 Atticα(Ann Arbor， 1993)， C. Patterson， Pericles' CitizenshかLαw01451/0 B. 

仁 (Salem，1971). 

4) ただし， P. Rhodes，・Bastardsas Athenian Citizens'， The Classicαl Quαrterly 28 (1978)， 88θ2は， ，，1三

嫡出子が市民権から排i除されていたと考えながらも，女性の場合には，市民と婚姻することで市民

の母となる可能性を指摘している。

5) この法文は，通婚禁止に違反した場合の市民権詐称にたいする公訴(グラベー・クセニアス)を

規定している。

6) 同法の「世帯を構える (synoikein)jという表現がエンギユエにもとづく婚姻のみをさすのか，

あるいはより広く，パラケ(妾)との向棲もさしていたのかについても議論があるが，ここでは

立ち入らない。管見のかぎり「シュノイケイン」の最も適確な現代語訳はシーリーによる「世帯

を構える ‘setting a new household' jであるoR. Sealey， The Family in Greek History (Cambridge， 

Massachusetts， 1998).いずれにしろ同法は単なる婚姻外の男女関係までを禁ずるものではなかっ

た。それゆえ同法に違反しているかどうか，ということの決定的な証拠は，生まれた子供をフラト

リアに導入するかどうかにかかっていた。

7) K. A. Kapparis， A戸ollodoros‘'AgainstNeaira' !D. 591 (Berlin， 1999)，201・202.

8)前 403年生まれの男子が成人となるのが前 385年，女子が適齢期の 15歳に達するのが前 387年



40 栗原 麻子

ごろであり， 380年代が同法施行年代として想定されている。カッパリスはまた， rネアイラ弾劾j

で，同法違反の嫌疑をかけられているファノの初婚時の年齢推定から， I司法の施行時にファノが年

をとりすぎていないためには，前 346/5年では遅すぎるとする。

9)以下，アポロドロスをめぐる家族史については， ]. Trevett， Apollodoros， the son 01 Pasion (Oxford， 

1991)が，アポロドロス本人 ([Dem.]46)およびデモステネス (Dem.45， Dem. 36)の叙述を簡潔

にまとめている O

10)パシオンとフォルミオンにたいする市民権付与は，前 4世紀前半のものとしては例外的に，アテ

ナイ在住のメトイコイにたいして単独で市民権付号がなされた事例である。世紀後半になると対マ

ケドニア戦争準備に関して，デモステネスが提案されたとされる事例がいくつかみられるが，いず

れにせよ， 2代続いた銀行家への市民権付与は，当時厳密化するとともに制度化を進めつつあった

市民権付与事例のなかでも，きわめて例外的な事例であったといえる。市民権賦与の事例について，

M.G. Osborne， Naturalisation in Athens (Brussel， 1981-3). 

11) E. Cohen， Athenian Economy & Socieか':A Banking Perspective (Princeton， New Jersey， 1992) 79-80. 

家業と家産が分離していなかったため，跡継ぎと妻の再婚は業務にとっても家の維持にとっても好

都合であった。

12)本論稿 24ページ，および注 3)参照。

13)ポメロイは，アルキッベを非市民とみなして疑わない先行研究に反論し，アルキッベが市民で

あったと考えている。彼女の推定の根拠は，前 403/2年後のアテナイにおけるべロポネソス戦争

の敗北と内戦による男性不足と，経済的苦境に陥った市民女性たちが零細な生業に従事せざるをえ

なかったとの記録である。そのような状況下にあっては社会的信頼もあり富裕な適齢期の男性と

の結婚は，たとえパシオンが解放奴隷であったとしてもト分に魅力的であったとするのである O 前

403/2年後の社会状況についてのポメロイの指摘には蓋然性がある。しかしことアルキッペに関し

ては，彼女の出自をアポロドロスが媛昧なままにしていることから，彼女が市民出自であった可能

性は低い。 S.Pomeroy， Families in Classical and HellenistiεGreece (Oxford， 1997)， 183岨91.

14)市民女性の場合には，エンギュエ(婚約)もしくはエピデイカシア(アルコンによる裁定)によ

る子供は夫の家の継承者とされた一方で，それらによらない，より自由な結合から生まれた子供は

ノトイ(庶子)とされた。メトイコイにかんするアテナイ法の規定は明らかでないが，アテナイ市

民関と同様の扱いがされたと思われる。A.R.W.Harrison， Law 01 Athens 1 (Oxford， 1968)，196.市民

の場合にはキュリオスのいない娘の保護は筆頭アルコンがおこなった。メトイコイの場合には同様

の保護はポレマルコスカヰ旦っていた。

15)C. Carey，‘Apollodoros' Mother: The Wives of Enfranchised Aliens in Athens'， The Classical Qua仰の
41 (1991)，84幽89.

16) D. Whitehead， Women and Naturalisation in Fourth-Century Athens: The Case of Archippe'， The 

Classical Quarterly 36 (1986)， 109-14. 

17) Cohen， op. cit.， 103-106; R. Sealey， s匂menand Law in Classical Greece (Chapel Hill， 1988). 

18) Whitehead， op. cit.， 114. 

19)パシオンの帰化が次男パシクレスの出生よりも早ければ，法令施行の上限はパシクレスの生年で

ある前 380年ごろとなる O パシクレスの生年についてTrevett，op.cit.， 6. 

20) rステファノス第 2弾劾j(Dem. 46. 18)には女性の婚姻にかんする法規が引用されている。これ

によれば， i (1)もしも女性が正規の婚姻によって父親か，父を同じくする兄弟か，父方の握父に

よって婚姻させられたのであれば，その子供は嫡出子となる。これらの親族に欠ける場合， (2)女

性が跡取り娘であれば，キュリオスが彼女を妻とすべし。 (3)跡取り娘でない場合には，委ねるも

のについて，そのものがキュリオスとなる。jとある。(1) (2) については子の嫡出性は明らかで

ある o (3) は父・兄弟・祖父が故人となっているが，兄弟の子などが財産を継承し彼女自身は跡

取り娘とならない場合があたる。「委ねるものについて」とあるのは，素直



前4世紀アテナイにおける通婚禁止令とアポロドロス弁論の女たち 41 

21) Dem. 36.14，18; 38. 7; Cohen， op. cit.， 77. 

22) Ibid.， 106. 

23)不動産の処分権は，いずれにせよ女性にはなかった。嫁資としての所有権の委譲が家庭内のとり

きめに留まる隈り，問題は生じなかったように思われる O 女性の財産権について桜井万里子「女性

の地位と財産権J.桜井 f前掲書Jl. 235-276頁。 Cohen，。ιcit.，79. Sealey， op. cit.， 36-40. 

24) Trevett，op. cit.， ch.2. 

25) アポロドロスによる公共奉仕についてJ.K. Davies， Athenian Pro戸ertiedFamilies (Oxford， 1971) 

11672 (アカルナイの人パシオンの項)を参照のこと。

26)遺言について Dem. 36. 7・8フォルミオン側の主張。

27) Dem.36.デモステネスによるフォルミオン援護弁論では，アポロドロスの浪費癖から弟パシクレ

スの成人を待たずに財産を分割せざるをえず，また和解後も，アポロドロスにたいしてフォルミオ

ンができるかぎりの援助をおこなったにもかかわらず，金を引き出せなくなったためにアポロドロ

スは再度の訴訟に及んだと述べられている (Dem.36. 6， 8-10)。

28) [Dem.]59. 18ff.この高級遊女のライフ・ヒストリーについては.D. Hamel， Trying Neair，α: The True 

Story 01αCourtesan's Scandalous L併 inAncient Greece (New Haven & 1ρndon， 2003)がある O

29)パシオンへの市民権賦与に賛同して，その子アポロドロスに娘を与えたデイニアスには，姉妹が

あった。ステファノスは，その姉妹の子であった。

30) S. Lambert，‘A Polis and its Priests: Athenian Priesthoods before and after Pericles' Citizenship Law'， 

Historia 59.2 (2010)，143-175. 

補論名を伏せられる女性たち シャツプス説の再検討

なぜ，女性たちの名は法廷で直接言及されなかったのか。シャツプス [D.11.Schaps， 1nhe 

Woman Least 11entioned: Etiquette and Women's Names'， Classical Quarterly 27 (1977) 323-30] 

がこの事実に気づいて以来.1)スベクタブルな女性の名を法廷で言及することが忌避された

ためという説明が定説となっている D 女性が実名で呼ばれているいくつかのケースは，あえ

てそのリスベクタピリテイを傷つけるために敵対する相手の関係者である女性たちを毘め

るか，すでに女性が故人であり配慮の必要がないか，実名が論証のために必要である場合に

限られているとしたのである O

しかしながら，この通説には再検討の余地がある O なぜならば，第 1に，本人間定が，よ

り著名な親族との関係によっておこなわれる習慣は，法廷における女性に限ったことではな

かったからである O ホメロスの『オデユツセイア』では，テレマコスが父の戦友たちを訪ね

て廻る際に，テレマコスの名はほとんど言及されず¥「オデユツセウスの子」であることで

十分であった。逆に王女ナウシカアが自己紹介する際にも，誰の娘であるのかを明示すれば

事足りていた。ホメロスの社会では，男女ともにアイデンテイテイの確定のためには，親族

関係が用いられていた。それゆえ古典期においても，法廷において女性たちの名前が言及さ

れないのはリスベクタピリテイの問題というよりは，男性による公開の討論の場である法廷

において，ごく一部の親族しか顔も知らないような女性の個人名は，本人同定に役立たず，

むしろ男性市民との関係性のほうが意味のある情報であったためと考えられる O

シャツプスは，名を知られないことがリスベクタピリテイの証であると考えた。しかしな
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がら，女性の名をあえて伏せたというよりも，リスベクタブルな女性は概して公的領域から

排除されていたために，彼女たちの個人名は公的言説の場での情報として価値がなかったた

めというほうが妥当で、あろう O 別稿で論じたように女性たちを法廷で嘆かせる悪しき慣行か

らも， リスベクタピリテイの問題と考えることには無理がある。

女性に言及する際の親族名称の多用には，法廷で女性が言及されるケースが，相続をめぐ

る婚姻・親子関係の説明に集中していることも影響している O アテナイの民衆法廷は，男性

のプレゼンテーションを男性が判定する場であったために，男性たちと直接かかわりをもた

ない女性たちの個人名は概して不要な情報であり当事者である男性との血縁関係が明示で

きれば十分だ、った。その意味で，法廷における女性たちのアイデンテイテイは，男性親族と

の関係において確立された， ということができる O

したがって，法廷弁論で女性の名を言及するのは，当の女性のリスベクタピリティを否定

するための手段であったとする見解については再考の余地があるo I女性は男たちの口の端

にのぼせられぬように」というトゥキュデイデスの指摘(百1UC.II. 39)は，たしかにリスベ

クタピリテイの問題に触れている。男社会で名を知られている女性たちには，男性たち個々

の妻女であるにとどまらない，家のそとでの活動が想定される。そのような女性としては，

親族ネットワークの外で活動する遊女たちの存在を忘れることはできない。アポロドロス第

59番弁論の被告であったネアイラもそのような女性のひとりであった。しかし男社会に

名を知られた女性が，必ずしもリスベクタピリティに欠けるわけではなかったことは，女性

神官アガリステの名があげられていることから明らかである。

本稿がとりあげるアルキッペとネアイラ，そしてネアイラの娘であるファノについても，

弁論家アポロドロスが彼女たちの名に言及したのは，卑しめる自的があってのことであると

解釈されてきた。しかしながら，一般に女性たちを親族ネットワークのなかで同定するとい

う法廷弁論の定型に照らしてみた場合，彼女たちにはいずれも，市民とのつながりが暖味で

あり，その暖味さ自体が訴訟を招いているという共通点がある D

彼女たちのケースのように親族ネットワークのなかでの位置づけが疑問視されている状

態は，アテナイ市民社会のなかでマージナルな存在であることを意味し結果的にリスベク

タピリティを疑われる存在であることが多かった。とはいえ，女性の名を明かすことそれ自

体に，侮蔑的意図があったとはいえない。アポロドロスはただ一度，パシオンの遺言の文言

を引用するかたちで，母の実名を明らかにするが，その引用に侮蔑の意図はみてとることが

できない。アルキッベへの遺言が実名で引用されているのは，遺言の文言に規定されている

とすべきであろう。アポロドロスはアルキッベが死の床にあったとき トリエラルキアの重

責を帯び，長期海外滞在中であり，母を危うく看取ることができなかった。母に対する敬愛

の念を，すくなくとも公式的には，アポロドロスは前360年ごろに示している O
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{English Summary} 

The Case of Archippe: The Prohibition of Mixed 
Marriage in Fourth-Century B.C.E. Athens 

Asako KURIHARA 

The forensic speeches delivered by Apollodoros, the eleventh Attic orator, provides us 

with a detailed description of the lives of three non-Athenian women: Archippe, Neaira, and her 

daughter Phano. 

Through the analysis of Apollodos' speeches, this paper will show first that the ambiguity of 

their legal! social status was caused by the inconsistency between their marital status, status as 

daughters, and the status as mothers. The controversy concerning the legal status of Archippe 

can be resolved by distinguishing the threshold status of females in household membership. 

Second, it will be argued that the bar of marriage between citizens and foreigners ([Dem.] 48. 

16,53), which was introduced by 370 B.C.E in the process of reestablishing the Athenian civic 

body affected the marital status of all three women. In an often neglected passage (Dem. 46. 

15), Apollodoros, claims that Pasion had no legal right to decide the remarriage of his widow, 

Archippe, in his will .. The remarriage of a wife was usually within the legal hand of her husband 

or her closest kin. So the passage implies that by 370 B.C.E. when Pasion composed the will, 

Archippe ceased to be the legal wife of Pasion. On the other hand, their marriage had to have 

remained legally valid in 380 B.C.E., when their second son, Pasikles of Acarnai, was born. 

After the Periclean citizenship law was put into effect, the right to procure Athenian citizens 

was legally restricted to the daughters of the citizens. However, it was only after this ban on 

marriage that the women who were not the daughters of citizens were completely debarred 

from their status as citizen's wives, and that the membership of Athenian oikos was legally 

closed to foreign blood, and thus became consistent with the Athenian citizenship. 




