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帝政期イタリアにおける家畜生産とローマ市への供給

１．はじめに

　ローマ期イタリアの各都市に敷設された道路は家畜が行きかい、そこには屠殺された家畜の血

も捨てられていたという（１）。都市内には家畜市場も存在し、そこで取引された家畜の肉がロー

マ人の食卓に並んでいたのである。

　ところで、彼らの肉食については食に占める比重も小さく、穀物がその中心を成していたと考

えられてきた（２）。しかし、考古学の分野で古代ローマの人骨・獣骨データが活用されるように

なり、現在は当時の食生活における肉の消費がわずかであったという、この学説自体に修正が迫

られている。例えば、地中海世界の墓所などで発掘された人骨を分析した二人の研究者は、帝政

期になって肉の消費量が増加したことを明らかにしている（３）。だとするならば、ローマ社会に

おける肉食の相対的な重要性について再考する必要があろう。そのために、本稿では家畜生産と

その供給の実態を明らかにしたいと思う。

　まず、生産に関する内外の研究を振り返ってみると、これまでは家畜の飼育法に関心が集まっ

ていたことが分かる。ローマ農業に関する一大研究書を著したK・D・ホワイトは、カトーやウァ

ロの『農事誌』による裏付けをとりながら、飼育の実態を明らかにしている（４）。さらに、彼は

上記の文献史料を分析することを通じて、家畜の生産地をいくつか列挙した（５）。

　イタリアにおける家畜生産という点では、ラティフンディウム研究においても（６）、当地の土

地利用をめぐって様々な解釈が提示されている。特に、D・W・ラスボーンは、西方属州におけ

る経済発展がイタリアのウィラそのものに構造的変化を促し、結果として、アウグストゥス帝期

には従来の果樹栽培から牧畜を中心とした経済への「発展（a development within the villa-sys-

tem）」が達成されたと主張する（７）。

　わが国では、池口守が果樹栽培と牧畜の競合という点に着目し、その栽培がイタリアから属州

へと一定程度分散していくとき、イタリアの農業は牧畜のウェイトを高めたということを指摘し

ている（８）。

　以上の内容をまとめると、家畜の飼育法については、これまでの研究で大方、明らかにされた

と考えられる。しかしながら、生産地に関する考察は地域を限定するところに留まっているため、

帝政期イタリアにおける家畜生産とローマ市への供給
　

糸　　　隆　太



486

家畜の生産者は誰だったのか、また彼らは具体的にどのような人物だったのか、ということまで

は分かっていない。また、イタリア各地で飼育された家畜の供給に関する考察が不十分な点にも

問題があろう。というのも、生産として見た場合、生活に必要な物資（家畜）を消費する供給先

についても俎上に載せる必要があるからである。そのため、本稿は考察対象をローマ市への供給

に限定して分析を進めることとする。

　対象をローマ市に限定するのは、問題点を散漫にしないようにするためであるが、他にも大き

な理由がある。それは、ローマ市が常に帝国における家畜の最重要供給先に位置付けられていた

ということである。例えば、クラウディウス神殿の裏側に新設された大市場（Macellum Mag-

num）では、肉のみならず、ソーセージやベーコンのような各種加工品も売られていた。この市

場は都市の中心部に近かったということもあり、大変な賑わいを見せていたようである（９）。さ

らに、アウレリアヌス帝の時代（270年代）、豚肉が無料で配給されるようになったため、市内の

屠殺人（lanius）は毎日20,000リブラの豚肉を切り分けて、民衆に提供する必要があったという（10）。

　屠殺人の仕事量を立証するように、パラティヌス丘付近の後期ローマ遺跡で行われた発掘調査

では、大量の豚の骨が見つかっている。そのため、「獣骨」と題された章の執筆を担当したG・バー

カーは、ローマ市における豚肉の消費に着目した。ただし、彼は当時の豚肉供給が体系的な立案

に基づいて遂行されていたことを随所で述べながら、生産地とローマ市の関連性については特に

言及していないのである（11）。

　経済史家のN・モーリーは、より広い視野でローマ市の消費と支出がイタリアの社会・経済構

造に与えた影響を探っている。彼によれば、その人口は前２世紀初頭の20万から、アウグストゥ

ス帝期には約100万まで急激に増大し、それがイタリアの農村部にも変化を生じさせたという（12）。

そして、ローマ市より外側の地域では、豚や羊の飼育が行われるようになり、このような家畜の

飼育によって、当該地域も首都を中心とする経済システムに組み込まれていったと主張したので

ある（13）。

　ところが、「生産地からローマ市への供給」に着目したモーリー自身も、実際に家畜を生産し

た「外側の地域」について、個々の地名などを挙げるところで考察を終えてしまっている。その

ため、家畜の生産地に関する具体的な分析が加えられておらず、先の問題も未だ十分、明らかに

されていないのが現状なのである。以下では、文献史料に基づき、ローマ市に家畜を提供した地

域を特定した上で、考古学の発掘成果を分析しながら、当該地域のウィラ（villa：農場、屋敷）

について検討したいと思う（14）。

２．ローマ市への家畜の供給─文献史料を中心に

　本節で主に用いているのは、古代ローマの『農事誌』で、前１世紀のウァロと２世紀のコルメ

ラの記述を取り上げた。これらの著作は単なる実務的な説明書きに留まらず、農業に関連する
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様々な知識を編成しまとめたもので

あることから、当時の家畜生産を検

討する上でも必要不可欠な史料であ

る（15）。また、これらを補強するも

のとして、後に引用するカッシオド

ルスの書簡の他、前２世紀の歴史家

ポリュビオスや前１世紀の地理学者

ストラボンなどの記述を参照し

た（16）。それでは、具体的な考察に

入りたいと思う。

　共和政期以来のローマ市への家畜

供給を考える上で（17）、北イタリア

（具体的にはガリア・キサルピナ）

の重要性を無視することはできない

（各地域の位置関係については、図

１を参照）。ポー川、流域について、

ポリュビオスは次のように書いている。

また平野に散在する林から取れるドングリの量は、次の一事がなによりもよく証明している。

すなわちイタリアでは家庭および軍隊での食用に供するために大量の豚が解体されるが、そ

のほとんどがこの平野で［ドングリを餌として］飼育されたものなのである（城江良和訳）（18）。

北イタリア産の豚肉がローマ市に輸出された点については、ウァロの『農事誌』が詳しい。

ガリア人は、一般に良質で最も大きな豚肉製ベーコンをつくる。毎年、コマシネース族とカ

ウァレース族の［暮らす地域で生産された］もも肉と肩肉［のベーコン］が依然としてガリ

アからローマ市へ輸出されていることは、それらが良質であることを示していよう。ガリア

産［の豚肉製］ベーコンの豊富さに関して、カトーは次のような言葉を用いている。「イタ

リアのインスブレース族は3,000から4,000枚の豚のわき腹肉のベーコンを保存する。春には

豚が太って、自らの四肢では立てないほどになり、歩行もできなくなる。だから、それをど

こかに移したい場合は、荷車に入れるのだ（19）」と（20）。

プリニウスによれば、カウァレース族はガリア・ナルボネンシスの一部族であったという（21）。

図１　共和政末期のイタリア（J. M. Frayn, Sheep-rearing 
and the Wool Trade in Italy during the Roman Period, 
Liverpool, 1984, p. 12）
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コマシネース族については、言及する史料を確認できないものの、少なくとも両部族はガリア地

方に暮らしていたと考えるのが妥当であろう。したがって、ウァロは北イタリアよりもかなり広

い地域を想定していたのかもしれない。しかし、インスブレース族に関する記述から、共和政期

以来、ローマ市に北イタリア産の豚肉が豊富に輸出され、それが当時の贅沢品の一つに加えられ

ていたことが分かる。ストラボンの時代にも、当地における豚の飼育は衰えることがなかったよ

うで、ローマ市への家畜供給という観点から次のように述べている。

上記の地域［ポー川流域の平野の自然］が優れていることを証拠立てているのは、人口が多

いこと、大きな町がいくつもあること、富裕なことで、これら全ての点でこの地方のローマ

市民は残りのイタリア地方を上回っている。すなわち、耕作地からあらゆる種類の作物が豊

かに収穫され、それに加えて森にどんぐりが非常にたくさん実るので、ローマ市はほとんど

の肉をこの地方産の豚に頼っているほどである（22）。

以上の記述から、北イタリアが豚の飼育に適していたことは明確であるが、それ以外にも家畜の

飼育に関する特性を備えていたと推測される。例えば『農事誌』のなかで、ウァッキウスは「牛

は草深く水気の多い土地で放牧されるべきだ」と主張している（23）。一方、コルメラは、牛に与

える最高の飼料は青刈り飼料だとしつつ、それは水気の多い土地でしか得られないとする（24）。

北イタリアは、ポー川とその支流のおかげで、土地は常に十分な水分を含んでいるから、ウァロ

やコルメラが理想とした牛の生産地の条件も備えていたことになる（25）。

　しかし、家畜の産出量という点で、イタリアの最重要地域に位置付けられるのは、やはり南イ

タリアであろう（26）。この地域では、キケロやウァロの時代から、豚、羊、そして牛の飼育が盛

んに行われていた（27）。そのため、ローマ市への供給については定かでないものの、共和政期以来、

文献史料において南イタリアの牧畜が数多く言及されている。例えば、ウァロは自身の所有する

羊群を冬はアプリア地方で、夏はレアテ付近の山地（サビニ地方）で放牧させていた（28）。さらに、

彼の友人がウンブリア地方に所有する羊群は、ルカニア地方のメタポントゥム近郊の放牧地へと

移動されていたようである（29）。またタキトゥスによれば、ルカニア地方の放牧地で大規模に牧

畜を展開したドミティア・レピダの奴隷労働力があまりに大きかったため、彼女の奴隷が暴動を

起こした時、イタリア全体に奴隷反乱の不安をもたらしたという（30）。

　ただし、すでに述べたように、これらの史料によって、南イタリアの家畜がローマ市に供給さ

れたことを立証できるわけではない。そこで、533－535年頃、カッシオドルスがルカニアとブルッ

ティウムの書記官に宛ててしたためた書簡について検討したいと思う。彼はローマ市への供給と

いう点で、同地の重要性を次のように述べている。
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遠く離れた地域からも供給される糧食によって支えられ、このような大量の輸送品が糧食と

して保存されていた様子を見れば、かつてのローマ市の人口がいかに莫大であったかは明白

である。一方、周辺の属州は居住する外国人だけを養うだけで十分事足りていた。巨大に広

がる城壁は市民の数の多さを証言し、そのために膨れ上がった群衆を収容する娯楽施設や驚

くべき大きさの浴場、そして特に食糧配給用に用意された製粉施設の多さも同様の事実を示

している。…（中略）…それから、山の多いルカニア地方が豚肉を提供し、ブルッティウム

地方はその地方特産の牛肉を供給していた。次の二つの事実は確かに素晴らしい。一つは両

地方が前述の都市を養うのに十分であること。そして、あれほど巨大な都市［ローマ市のこ

と］が両地方の功労によって、食糧不足に陥ったことがないということである。ローマ市を

養っていることこそが、まさに両地方の栄光なのであった。しかし、徴収として［豚の］取

り立てを続けていく上で、長旅を経た後の重量に従い［税を］支払うことの犠牲は明らかで

あった。というのも、［長旅を経て豚の］体重が減少することを誰も勘定に入れてこなかっ

たからである。［そこで、豚の］重量はその現金価値に換算されるようになった。そうすると、

旅程によって［豚の］価値が下落したり、［豚の］疲労によって損害を与えられることもな

くなり、納税者が害を被ることはなくなったのである。［ルカニア・ブルッティウムの］両

地方はそのような恩恵に感謝すべきである。…（後略）…（31）

カッシオドルスはブルッティウム出身の人物でもあり、実際に南イタリアで土地を所有してい

た（32）。そのため、上記の書簡の他にもルカニア・ブルッティウム地方に関する複数の書簡を残

しており、それらは一般に当時の同地方に関する社会経済状況を示す史料と言われる。

　この書簡によれば、ルカニア・ブルッティウム地方の納税者は何らかの「税」を取り立ててら

れていたことになるが、本稿において重要な内容になるため、これについて確認しておきたい（33）。

270年代以降、ローマ市で無料の豚肉が配給されるようになってから、政府は必要な量の豚肉を

確保するため、南イタリアの地主（possessor）に対して、豚を納めるよう定めていた。その後、

300年代にかけて行われた法整備を通じて、豚を同地から徴収するシステムが構築されていった

と一般に考えられている（34）。

　テオドシウス法典によると、現地に赴いて地主から豚を徴収し、それらをローマ市へ輸送する

任を負ったのは豚商人（suarius）であった。ただし、商人が定められた量（具体的には豚の重量）

の豚を集めたとしても、ローマ市までの旅程において、その体重が減ってしまったはずである。

その際、埋め合わせをしたのは豚を商人に納めた地主であり、彼らは輸送全般にかかるコストま

で負担していたという。このような不利益を改善するため、この書簡が書かれる以前に、豚の飼

育者である地主が、その代わりに商人に対して現金を支払う制度が導入された（326年）（35）。政

府に課された量の豚と同価値の現金を支払うことによって、地主の不満は明らかに改善されたは
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ずである（36）。

　もちろん、現金での支払いが可能になった後も、豚の徴収に関わる負担そのものを南イタリア

の地主が背負っていたことに変わりはない。そして、彼らが現金を支払った場合でも、豚商人は

現地の市場で豚／豚肉を購入する必要があった（37）。したがって、このような徴収法の変換によっ

て、南イタリアにおけるローマ市向けの家畜生産が衰退したということにはならないだろう。

　以上のことを踏まえて、文献史料における記述を時代の推移とともに考えてみたい。まず帝政

期以降、北イタリアの牧畜に関する記述は次第に減少していく。ポー川周辺の丘陵地帯（現ピア

チェンツァ南方）で行われた現地調査では、１／２世紀、土地が集中的に開発されていたことが

確認されている。おそらく、この地域では大規模な土地の開墾が行われ、木々（それゆえ豚）が

土地の耕作のために削られてしまったのだろう（38）。一方、ローマ期を通じて、様々な文献が南

イタリアの牧畜に言及している。豚の徴収が南イタリアの地主を対象にしていたことはすでに述

べたが、これにはルカニア・ブルッティウム地方の他にサムニウム地方なども含まれていた（39）。

したがって、各地域に関するより詳細な分析が必要であろうが、イタリアにおける家畜生産の中

心は帝政期の間に、北部から南部へ移動していったのかもしれない。

　また、南イタリアの中でも特にルカニア地方が重要な産地に位置付けられることに疑問の余地

はなかろう（40）。先の書簡はもちろん、ディオクレティアヌス帝の最高価格令でも（301年）、一

般的なソーセージとは別に、ルカニア産ソーセージに関する項が設けられていた（41）。加えて、

ルカニ人（ルカニアの住民）に対する勝利者を意味するルカニクスがラテン語でソーセージの意

味になるという点も、同地方における家畜生産の重要性を示している（42）。次節では、このルカ

ニア地方のウィラについて、考古学資料を参照しながら、詳しく考察していきたい。

３．ルカニア地方における家畜の生産

　本節では、アルバータ大学の調査チーム（1977年から1984年）を中心に纏められた考古調査報

告書などをもとに、ルオーティのサン・ジョヴァンニ（San Giovanni di Ruoti）＝ウィラについ

て紹介を行う（43）。この遺跡はサン・ジョヴァンニを流れるアヴィリアーノ川の北側、ちょうど

アペニン山脈の高地帯（標高670メートル）に位置している（44）。そして、この地域はポンプティー

ナ区（tribus Pomptina）、アウグストゥス帝期以降は第３区（regio III）に属していた。

　ところで、サン・ジョヴァンニ＝ウィラを取り上げる理由としてまず挙げたいのは、この地が

ルカニア地方におけるローマ市向け豚肉生産の中心地であったと考えられていることである（45）。

イタリアに敷かれた主要街道が近くに存在し、ローマ市へアクセスしやすかったことはもちろん、

近郊（ヘラクレア）に市場が存在したことも、市場向けの豚を生産する上で大きな利点となった

であろう（図２を参照）。ヘラクレアの市場はウァロによっても言及されており、ルカニア地方

内における家畜の主要供給先であったと推測される（46）。「人通りの多い良質な街道」と「繁栄し
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図２　ローマ時代の南イタリア［A. Marzano and G. P. R. Métraux (eds.), The Roman Villa  
in the Mediterranean Basin: Late Republic to Late Antiquity, Cambridge, 2018, p. 161］
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た町」が近くにあることを地所獲得の際の必須条件とする点は、カトーが『農事誌』の冒頭で強

調する通りである（47）。

　調査チームの R・J・バックによれば、１世紀初頭、地元出身の人物によって、この地にウィ

ラが建設され、その規模は比較的質素なものであったという（48）。以降、このウィラは空白期を

間に挟むことになるが、考古学的調査を踏まえて大きく３期に区分される。１年頃から220年頃

までの第１期、350年頃から400年頃までの第２期、そして400年頃から550年頃までの第３期であ

る。220年頃から350年頃までが空白期にあたり、525年頃までに、このウィラは放棄された。

　第２期から第３期（４世紀以降）に時代付けられる廃棄物からは、イタリアの他の遺跡と比べ

て相対的に多くの獣骨が発見されている（375年頃から460年頃の廃棄物の総量に対して40％、

460年頃から525年頃の総量に対して65パーセント）（49）。獣骨の中でも豚の骨が最も高い数値を示

しており、カッシオドルスが述べるように、ルカニア地方では主に豚を生産していたことが分か

る。また、375年頃という年代からは、前節で述べたように、税の徴収法が返還されてもなお南

イタリアがローマ市向け家畜生産の中心地であり続けたことを理解できるのではないだろう

か（50）。

　さらにM・マッキノンによると、牝豚や老年の牡豚に比べて、若年の牡豚が屠殺される傾向

が強かったという。前者は繁殖用として、後者は肉質を加味した上で屠殺を避けていたと考えら

れる（51）。したがって、サン・ジョヴァンニ＝ウィラでは計画的に豚が飼育され、当地で生産さ

れた豚／豚肉がローマ市、もしくはヘラクレアなど近郊の市場に送られていたことになる。

　ところで、第２期以降、ウィラの全廃棄物に占める獣骨の量が増加しているということは、同

時にサン・ジョヴァンニ＝ウィラの経営においても、豚肉生産の重要性が増したことを意味して

いるかもしれない（52）。この推測を立証するように、同時期のウィラ周辺において、人が暮らす

場所や耕作地自体が減らされ、オークやブナの森林が回復されたことを現地調査は明らかにして

いる（53）。オークやブナの森林は豚の飼育に適していたため、南イタリアでは北イタリア同様、

放牧中心の飼育法が用いられていたのだろう（54）。

　もちろん、豚に飼料を提供する森林がなくても、それらを生産することは可能であった。この

ような例として、エトルリア南方のコサ近郊に建設されたセッテフィネストレ＝ウィラ（前１世

紀初頭）を挙げることができる（55）。このウィラには、２世紀、牡豚と牝豚用に27の仕切りに分

けられた巨大な豚小屋が建設された。ここでは、生産の拡大を意図した選別や繁殖を伴う飼育が

行われ、年に200から400頭の子豚を生産していたようである（56）。

　テオドシウス法典によれば、政府による豚肉の分配は１年のうちの５か月、提供されていたと

いう（57）。その間、各受給者は１週間毎に豚肉1.25リブラ、年間25リブラ（約8.2キロ）を受領す

ることができた。この量をサン・ジョヴァンニ＝ウィラで獣骨量が増加した４世紀頃の受給者数

（約120,000人）と照らし合わせてみると、（120,000×8.2）／1000＝984トンの豚肉が無料配給のた
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めだけに必要とされたことになる。豚を輸送する際の損害がマイナス15％で計算されていたとす

れば、南イタリアで徴収された豚の量は1132トンであった。受給者数が約140,000人と、さらに

増加した452年には、その量がそれぞれ1148トンと1320トンになったのである。１頭の豚が約45

キロの肉を提供するという一般の見解に従えば、25,000頭から30,000頭近くの豚が南イタリアか

らローマ市へと送られたことになる（58）。

　もちろん、カッシオドルスが第２節に挙げた書簡をしたためる以前（おそらく５世紀末頃）、

豚商人に支払う税金が減額されたことを考慮すると（59）、ホワイトハウスの算出した数字には一

定の留保が必要かもしれない。しかしいずれにしても、サン・ジョヴァンニ＝ウィラがローマ市

における豚肉の配給を続けていく上で、多大な貢献を果たしていたことは疑いない。そして、こ

のような供給元となる地所が存在したおかげで、ローマ市は古代末期においても伝統的な食パ

ターン（豚肉中心）を維持することができたと考えられる。パラティヌス丘付近の後期ローマ遺

跡で発掘された獣骨のうち、40％を豚が占めていたことも上記の推測を裏付けている（羊／山

羊：30％、鶏：20％、牛：10％）（60）。

　また、このウィラの所有者が、豚の飼育から得た現金収入を税金にまわしながら、さらに十分

な儲けも得ていたことは想像に難くない。実際、そのことを示すように、460年頃、ウィラの住

居部分が非常に斬新な形で巨大化されたことが確認されている。つまり、当時の住人が多額のお

金をかけてウィラを再建したのである。この新しいウィラは、初期のそれをはるかに凌ぐ規模の

ものであった。だとするならば、ウィラの所有者は当時の相当な富裕層に位置付けられるであろ

う。

　ただし、すでに述べたように525年頃にはウィラが放棄され、この土地に暮らす者もほとんど

いなくなってしまった。この現象は、東ゴート王国によってイタリア全域が征服されたこと、そ

してゴート戦争の損害により、国土が荒廃していったことと無関係ではなかろう。もちろん、業

種を変えることで繁栄を続けた者も存在したと考えられる。しかし、ローマ市における肉需要の

衰退が、サン・ジョヴァンニ＝ウィラを含めた周辺の住人たちの運命に少なからぬ影響を及ぼし

たと考えるのが妥当ではないだろうか（61）。

４．おわりに

　イタリアで飼育された家畜が屠殺されるまでの過程を明らかにすることは、古代ローマの食肉

業の実態を明らかにする上でも重要なことである。そこで最後に、これまでの結論を生産地・生

産者・飼育法という観点から整理することで、本稿全体の結びとしたい。

　まず、家畜の生産地（ウィラなどを含む）はガリア・キサルピナを中心とする北イタリアと南

イタリアに存在した。中でもルカニア地方は豚の飼育で栄え、それはアウレリアヌス帝の治世以

降、同地に経済的な繁栄をもたらしたのである。
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　その恩恵を受けた生産者は毎年、1,000トン以上に及ぶ量の豚を飼育し、ローマ市への家畜供

給に対して多大な貢献を果たすと同時に、巨大なウィラを建築するだけの富を築くことに成功し

た。ところが、ローマ市という供給先を失ってしまったサン・ジョヴァンニと当地の住人は衰退

の道をたどることとなる。つまり、ローマ市とルカニア地方は家畜の供給という関係性において、

密接に繋がっていたと考えられる。

　最後に飼育法について、イタリアにはセッテフィネストレ＝ウィラのように、大規模な蓄舎を

有するウィラも存在したが、多くの場合、周辺の環境を利用する形で飼育が行われたようであ

る（62）。言い換えると、それは家畜の飼料を有する森林での放牧という形をとっていたのだろう。

　本稿で示してきたように、ローマ市から遠く離れた「外側の地域」も家畜の生産によって、ロー

マ市を中心とする経済システムに組み込まれていたことは間違いない。イタリア各地で食用に飼

育された家畜は、生きたままローマ市へ運ばれた後、当市の家畜市場で取引されていたのである。

屠殺に際しては、ローマ市内の肉屋か屠殺場が利用されていた。肉屋は店舗の背後に屠殺用のス

ペースなどを有しており、自前で販売用の肉を生産していた。それは taberna lanienae、あるい

は単に laniena と呼ばれ、市外だけでなくフォルム・ロマヌムの周辺でも存在が確認されている。

一方、屠殺場は市外に建設され、販売のための店舗を併設せず、どこか他の場所（市場）で売ら

れる肉を生産する場所として機能していた（63）。以上、ローマ市に大量の肉が供給されたことに

加え、その生産が南イタリアの住人に経済的な繁栄をもたらしていたという結論によって、帝政

期の肉食に関する近年の修正的な見解も理解されるのではないだろうか。
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