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遺跡の復元と利用─トリーアの場合
南　川　高　志

西洋古代史の研究者は，文学作品や碑文，貨幣などの史資料を参照しつつ机上で

過去について考究するだけでなく，古代の遺跡を調査し出土物を検討する，足で稼

ぐ仕事をしなければならない。ヨーロッパ内での発掘はヨーロッパ各国の考古学者

たちが果たしている場合が多いが，日本人研究者もその現場を見，文献資料で思い

描いていた過去の姿を，発掘図面などを見つつその場で検証する必要がある。地

形・植裁などの自然条件の時代による変化があることも忘れてはならないが，現場

に立ってみないと気がつかないことが多いのである。ところで，ヨーロッパ先進諸

国にあっては，第 2次世界大戦以降に各国でローマ時代の遺跡の発掘が進んだだけ

でなく，さらに一歩踏み出し，遺跡を古代の状態に積極的に復元して，一般の観光

客などにも過去の状態がよくわかるようにしているところが多い。復元した遺跡の

活用が町の振興に一役買っている都市も数多く見かける。しかし，研究者の立場か

らすると，古代の建物などの行き過ぎた再現は研究者の発想を貧困にし，一般参観

者の歴史理解に誤解を与えかねないのではないかと心配になることもある。そんな

ことを，ドイツのトリーアを再訪して感じた。

ドイツ，モーゼル河畔の町トリーアは，古代ローマ時代に建てられた，ドイツ

で最も長い歴史を持つ都市である。1986年にはユネスコの世界遺産にも登録され，

日本語のドイツ案内ガイドブックにごく普通に紹介されている。それだけでなく，

すでに日本の学界では，西洋中世史の研究者によって，この都市の中世の状況に関

する専門的な記述もなされている 1）。しかし，日本のローマ史研究者によるこの都

市についてのまとまった記述は，管見の限り，ないように思われる。

中世や近世のドイツ史を専攻する日本人研究者は大勢この町を訪ねていると想

像するし，カール・マルクスの生家を訪ねた経済学者も多いかもしれないが，ロー

マ史の研究者は，留学して長期滞在しない限り，フランクフルトなどから幹線鉄道

で便利なケルンやマインツを訪ねても，途中で乗り換えてモーゼル川を遡らねばな

らないトリーアまで訪ねる方は少ないだろう。前号のこのコラムで紹介したフラン

ス，オータンの町を，フランス史専攻の日本人研究者は訪ねてもローマ史の研究者

があまり行かないのと似ているかもしれない。そういえば，モーゼル川を謡った

ローマ時代末期の詩人，アウソニウスの詩「モセッラ」の日本語訳もまだ刊行され

ていない。

トリーアは現在，人口 10 万人少々の都市である。日本からの直行便が到着する
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フランクフルトからライン川とモーゼル川が合流するコブレンツ（起源はローマ時

代の町，コンフルエンテス（「合流地」の意））までライン川沿いに列車で 1時間半

ほど北上し，コブレンツで乗り換えてモーゼル川を遡ると，1時間少々で到着する。

ドイツの西の端に近く，列車で少々西へと乗ればルクセンブルクである。

トリーアの名は，ローマ人到来前に居住したトレーウェリー族に由来する。

ローマがこの部族を支配下に入れて陣営を作り，やがてその周辺に民間人居住地が

できて，町に発展していった。町は創建時の統治者の名を冠してアウグスタ・ト

レーウェロールムと呼ばれるようになった。当初，皇帝の財務担当者（プロクラ

トル）の駐在地であったが，まもなく属州ベルギカ総督の駐在地にもなった。第 4

代皇帝クラウディウスの治世にコロニア（植民市）の地位を得ている。ローマ時代

の町の人口は，最大時でおおよそ 7万人と見積もられ，広さは 280 ヘクタールほど

であった。この面積は，アウグストゥス治世のローマ市の 1783 ヘクタールには遠

く及ばないが，南フランスのネマウスス（現ニーム）の 220 ヘクタールより広く，

133.5 ヘクタールだったロンディニウム（現ロンドン）の 2倍以上あった。

トリーアは，ほかのドイツの町々と同様，第 2次世界大戦で壊滅的な打撃を受け

たが，戦後かつての町並みが美しく再現された。実はこの町，第 2次世界大戦ばか

りでなく，それ以前に何度も破壊されたりしているが，その都度再建されてきた。

すでにローマ帝国時代の 3世紀後半，アラマンニー族に破壊されたが，3世紀末の

皇帝コンスタンティウス 1世の居住地になり，4世紀初頭にはその息子コンスタン

ティヌス 1世（大帝）の居住地となって再建された。ゲルマン諸部族の移動期以降

もしばしば破壊されては再建されているが，ローマ時代の最盛期の人口を越えるこ

とはなかなかなかったようである。カール・マルクスが 1818 年にこの町に生まれ

たとき，人口はまだ 1万人以下であったようであり，人口が 5万人を越えたのは 20

世紀はじめとのことである。

壮麗な教会や美しい町並み以上に，ローマ時代の遺跡を豊かに残すトリーアの町

は，早くに世界遺産に登録された。遺跡として最も有名なものは，かつての町の北

門の遺跡，ポルタ・ニグラである（写真A参照）。この黒い砂岩から成る立派な門

はトリーアの町のシンボルで，その周りにはいつも観光客が集まり，観光案内所

も門のすぐ横に設置されている。写真Aにも，ローマ人の格好をした人が見える。

他に，皇帝浴場，バルバラ浴場，コンスタンティヌスのバシリカ，ローマ橋（現在

も使用されている橋の橋脚部分がローマ時代のもの）などがある。さらに，ローマ

史研究者には数日費やしたくなるほどの，豊富で重要な出土物を展示するライン州

立博物館（Rheinisches Landes Museum）がある。かの有名な教育現場を描いた浮

彫（学校レリーフ）もここで見ることができる（出土地はトリーアの東にあるノイ

マーゲン）。本稿で取り上げたいのは，遺跡の中では現在の町の中心から一番遠く
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にあるもの，円形闘技場である。

トリーアの円形闘技場は，ローマ時代に西方からモーゼル川に架けられた橋を

渡ってこの町に入る幹線道が，町を過ぎて東の城壁と交わる地点の少し北側あたり

に築かれた。近くには戦車競走場もあったと考えられているが，今日目立つ遺跡は

見られない。円形闘技場が築かれたのはおそらく五賢帝時代，150 年頃から 175 年

頃の間と考えられている。1816 年から 1817 年にかけて初めての発掘がおこなわれ

て以来，しばしば調査がなされ，最近ではライン州立博物館が 1996 年から 1999 年

にかけて調査している。

円形闘技場を訪ねるには，州立博物館の付近から坂道を少し登らなければならな

い。ペトロ山の麓に築かれていて，周囲の山の斜面は，モーゼル・ワインの原料に

なるブドウ畑である。坂道を登ってくると，円形闘技場の南門に着く。門といっ

ても，それらしい遺構は残っていない。写真Bと写真Cでは，両方とも右（手前

側）に南門があった。左側，写真Cでは奥に写っているのが北門である。南門は，

ローマ時代は 4 層から成る

壮麗なものだったらしい。た

だし，観客は南北の門では

なく，別に設けられた観覧

席へ行くための 6 つの入口

（vomitorium）から入場した。

とくに大きな入口は，楕円形

闘技場の西半分に 2 カ所設

けられていた。闘技アリーナ写真B

写真 A
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部分は長径 71m，短径 47.5m

であり，アリーナ中央に地下

室部分があって，剣闘士や動

物を開催前に収容していた

と思われる。

観覧席はアリーナの周囲

の斜面に階段状に作られて

おり，あたかも山の斜面を利

用し谷間にアリーナ部分だ

けを作ったように錯覚しそ

うになるが，闘技場は全く人

工的な構造物で，ローマ時代は背の低い椀をふせたような形をしていたと考えられ

る。現在山の斜面のように見えるアリーナの周囲には石でできた観覧席が築かれて

いた。推定される座席数から見て，1万 6千人から 2万人を収容できたようである。

観覧席を成していた石材は，1211 年にアイフェル修道院の修道僧が円形闘技場の

廃墟を採石場として利用する許可を得て以来，次々と持ち去られて，人工的な斜面

とアリーナからなる構造物は自然の谷間のようになってゆき，ブドウ栽培に利用さ

れた。

この円形闘技場は，町を囲む市壁の線上に作られている。そのため，観覧席の西

半分の背後には市壁が走っていた。平地を走っていた市壁は，この円形闘技場部分

でぐっと高くなっていたのである。写真Dは観覧席の北西の最上部から南門方向

を見た写真であるが，南門の西側，斜面にベンチが置かれている一番高いところ

を，かつては市壁が走っていたわけである。そして，南門は町の外から入れるが，

観覧席への主な入口と北門は市壁の内側からしか入れないような構造になってい

た。属州の円形闘技場は，都

市の市壁の外側に建設され

ることが多い。トリーアの場

合は，市壁の両側にまたがっ

ている珍しい例であり，これ

が意味するところを考える

のは，古代都市のソシアビリ

テの観点から大事な課題で

あろう。

山道を登って闘技場に到

着すると，南門から観覧席

写真C

写真D 写真右上ベンチの上を市壁が走っていた。
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が見上げられ，壮大な感じを抱くように設計されている。写真Bは，1999 年 7 月，

私がこの円形闘技場を初めて訪ねた時に写したものである。南西にある観覧席跡か

ら写しているが，アリーナ中央部に人が写っているので，アリーナのおおよその規

模が推測できよう。初めてローマ市のコロッセウムを見たときよりもずっと臨場感

があって，ここで多くの血なまぐさい見世物をトリーアのローマ人たちは楽しんだ

のだと，厳粛な気分にとらわれた記憶がある。

写真Cは 2011 年 9月に再訪したときの写真である。ほぼ同じ地点から写してい

るが，今回はアリーナ部分にプラスチック製の椅子の観覧席がしつらえられてい

た。ちょうどDer  Gladiator　Valeriusという剣闘士の見世物が開催されていたから

である。もちろん，実際に人の血が流れる試合ではなく，剣闘士の格好をした人た

ちのパフォーマンスであり，イギリスやドイツの各地で開催されている「見せ物」

にすぎないが，市の旅行案内所でも町中でも熱心に案内・宣伝されているイベント

で，そのために，北門を再現するかのような飾りが作られていた（写真Cの左隅）。

すでに述べたように，南門は 4層からなる壮大な入場門であった。しかも，市壁

が南門の左手側から観覧席の背後をぐるりと半周回って北門まで走り，半円形の市

壁上には 5つの塔が作られていたようである。ところが，現在の見世物のために再

現された門の飾りなどは古代の闘技場の壮大さを全く感じさせないどころか，円形

闘技場の規模すら見学者に誤解させてしまう。アリーナは，実際は上述のような

広さがあるのに，アリーナ内部にプラスチック椅子の観客席が作られているため，

誤ってずいぶんと狭い印象を受ける人もいるだろう。このような円形闘技場のしつ

らえは，夏の間の娯楽にしか過ぎないかもしれない。しかし，夏季に大勢の見学者

が訪ねることも確かである。古代の娯楽を現代に蘇らせる試みかもしれないが，私

はいささか興ざめの気分であった。

今夏トリーアを訪ねた際は，1999 年に訪問した時に比べて皇帝浴場がずいぶん

きれいに整備されたことにも驚いた。バルバラ浴場も，先の訪問時は荒れ放題で，

私以外には犬を散歩させている男性一人しかいなかったが，今回は整備のために閉

鎖中であった。おそらく，発掘調査をした後，皇帝浴場のように美しく整備するの

であろう。発掘作業が進み，遺構が見やすくなることはたいへん嬉しいが，2つの

浴場が円形闘技場のような過度の再現をされないことを祈りたい。

ヨーロッパ内のローマ遺跡を訪ねると，とくに円形闘技場の再利用が目立つ。南

仏のアルルでは，闘牛場として使われていた。南仏のニーム，ドイツのクサンテン，

スイスのアヴァンシュなどでは音楽コンサート会場として使われているのを見た。

　ロック・イン・アリーナ！！　　円形闘技場は，公共浴場遺跡や劇場跡に負けない

ほど華やかに利用されている。そこには，観光事業や様々な事情があろう。私のよ

うな遺跡を観察するだけのよそ者には知り得ない利害関係もあるかもしれない。た
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だ，ローマ史を学ぶ者として，円形闘技場跡を訪ねるときは，かつてそこでは多く

の人や獣の血が流され，生命が奪われたということを忘れることなく，過去の様子

をできる限り正確に理解したいと願うばかりである 2）。

注
1）魚住昌良『ドイツの古都と古城』山川出版社，1991 年，125 ～ 129 頁，204 ～ 219 頁。日
置雅子「中世初期のトゥリアに関する考古学的定住史的考察 ─古代から中世への連続
的・不連続的局面─」『社会経済史学』 61/1，1994 年，54 ～ 85 頁　ほか参照。

2）ローマ時代のトリーアの簡便な紹介として，Hans-Peter Kuhnen（hrsg.）, Das römische 

Trier, Stuttgart, 2001が有用。円形闘技場で購入できるEdition Castles, Palaces, Antiquities, 
Rheinland-Pfalz（ed.）, Amphitheater in Trier, Regensburg,2009 も参考になる。




