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研究分担者
中町 信孝（甲南大学文学部・教授、アラブ中世史：エジプト・シリアの都市）
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稲葉 穣（京都大学人文科学研究所・教授、中央アジア史：アフガニスタン・中央アジアの都市）
深見 奈緒子（国士舘大学イラク古代文化研究所・共同研究員、イスラーム建築史：イラク・エジプト都市）
山口 昭彦（上智大学総合グローバル学部・教授、クルド史研究：クルド山岳地域の都市）

研究協力者
黒木 英充（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・教授、中東地域研究：シリア・レバノンの都市）

計画研究 06「西アジア地域の都市空間の重層性に関する計画論的研究」

研究代表者
松原 康介（筑波大学システム情報系・准教授、都市計画学：シリア、レバノン、アルジェリアの都市）

研究分担者
谷口 陽子（筑波大学人文社会系・准教授、文化財科学：アフガニスタン、トルコ、エジプトの都市）
木村 周平（筑波大学人文社会系・准教授、文化人類学：トルコ、シリアの都市）
田中 英資（福岡女学院大学人文学部・教授、文化財学：トルコ、ギリシアの都市）
谷口 守（筑波大学システム情報系・教授、近未来交通研究）
山内 和也（帝京大学文化財研究所・教授、文化財研究）
川本 智史（東京外国語大学世界言語社会教育センター・講師、トルコ都市建築研究）
塩谷 哲史（筑波大学人文社会系・准教授、中央アジア都市との比較）
杉本 悠子（早稲田大学総合人文科学研究センター・招聘研究員、アレッポ都市史研究）
田中 暁子（後藤・安田記念東京都市研究所・主任研究員、ダマスカス マスタープラン研究）
中島 直人（東京大学大学院工学系研究科・准教授、アジアと西アジアの比較）
中野 茂夫（大阪市立大学大学院生活科学研究科・教授、都市計画史）
廣井 悠（東京大学大学院工学系研究科・准教授、防災・復興計画）
藤田 康仁（東京工業大学環境・社会理工学院・准教授、アナトリア地域との比較）
守田 正志（横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院・准教授、トルコ、エジプト都市論研究）
武藤 亜子（国際協力機構緒方貞子平和開発研究所・主任研究員、国際協力分野）
柳沢 究（京都大学工学研究科・准教授、南アジア都市との比較）
渡邊 祥子（東京大学東洋文化研究所・准教授、北アフリカ地域研究）

研究協力者
志摩 憲寿（東洋大学国際学部・准教授、国際協力分野）
藤川 昌樹（筑波大学システム情報系・教授、都市建築史）
新保 奈穂美（兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科・講師、ランドスケープ研究）
アルカズィー  アッラーム  （筑波大学システム情報工学研究科・大学院博士課程、都市計画）
三田村 哲哉（兵庫県立大学環境人間学部・准教授、建築史）
佐倉 弘祐（信州大学工学部・助教、都市計画）
伊庭 千恵美（京都大学工学系・准教授、建築環境）
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池田 昭光（明治学院大学教養教育センター・助教、社会人類学）
村上 薫（ジェトロ・アジア経済研究所新領域研究センター・主任研究員、トルコ地域研究）
安田 慎（高崎経済大学地域政策学部・准教授、観光研究）
山本 沙希（お茶の水女子大学・大学院博士課程、文化人類学）

公募研究 2021-2022 年度

研究項目 A01 関連

足立 拓朗（金沢大学古代文明・文化資源学研究センター・教授） 
「西アジアの都市化と先史時代の遊牧民交易」

小髙 敬寛（金沢大学国際基幹教育院・准教授） 
「都市化過程におけるメソポタミア外縁部の考古学的研究」

安倍 雅史（東京文化財研究所・研究員） 
「イラン東部へのウルク文化の拡大に関する考古学的研究」

紺谷 亮一（ノートルダム清心女大文学部・教授） 
「前期青銅器時代の集落構造からみたアナトリアの都市化」

研究項目 A02 関連

沼本 宏俊（国士舘大学体育学部・教授） 
「古代メソポタミア北部におけるニネヴェ５期と古バビロニア時代の土器研究」

長谷川 修一（立教大学文学部・教授） 
「後期青銅器時代から初期鉄器時代の南レヴァントにおける都市変容の考古学的研究」

研究項目 C01 関連

吉村 武典（大東文化大学国際関係学部・講師） 
「中世カイロにおける水資源共有の知恵と水インフラの研究」

三田村 哲哉（兵庫県立大学環境人間学部・准教授） 
「20 世紀前半フランスにおいて東洋の建築・都市に貢献した建築家に関する研究」



領 域 代 表・ 山 田 重 郎
筑波大学人文社会系 

2021 年度年次報告書 
巻頭言

研究期間の（実質的）延長について
2020 年 1 月に始まった新型コロナウイルス感

染症流行による人的交流の制限はもう 2 年間にお

よんでいる。この状況にもいささか慣れて、新し

い日常での時間とエネルギーの費やし方も改善さ

れてきた感がある。負け惜しみめくが、海外調査

や国際学会に出かけて対面で海外の研究者と交流

することは難しいが、オンラインの利用にいまや

抵抗感や違和感はないし、会合に関しては効率化

された側面さえある。とはいえ、異常事態の長期

化を受けて、本来 5 年間の研究期間で行い、来年

度末 2023 年 3 月をもって終了する予定であった

領域研究「西アジア都市」のスケジュールを変更

するという大きな決断をくだすことになった。昨

年2021年10月の総括班会議における検討をへて、

11 月 2 日に行われた全体会議において、以下を

決定した。

・	 今年度ならびに来年度、各計画研究が、それ

ぞれの事情に応じて研究予算の繰越しを行う。

・	 それによって 6 年目の 2023 年度の活動のため

に一定の予算を確保し、2023 年 6–7 月に海外か

らの研究者を招いて最終シンポジウムを行う。

・	 公募研究については、領域研究の本体にあわ

せて、予算の繰越しは求めない。

決定した 1 年間の研究期間延長によって、こ

れまで遅延していた海外渡航や海外の研究者招

聘の一部は、領域研究の予算によって実現するも

のと期待している。ただし、領域研究「西アジ

ア都市」として文科省に提出する最終報告書は、

予算の繰越しに関わらず、5 年間の期間終了後に

速やかに提出することが求められることも、備忘

録として記し、皆さんのご理解とご協力をお願い

したい。

領域全体研究会
昨年度末の 3 月から、「都市とは何か」という

大きな問題をより広い視点から考えるために、総

括班主導で領域全体研究会を複数回企画し、オン

ラインで実施してきたので、そのことを記してお

きたい。

2021 年 3 月 15 日には、陣内秀信先生（法政大

学江戸東京研究センター特任教授）に「地中海地

域と西アジアとの比較都市論－空間人類学の視点

から－」というタイトルで、お話しいただいた。

広域のフィールドワークに基づく空間人類学の手

法により、地中海地域と西アジア地域とを比較し

て新たな視座を探りつつ、都市の成り立ち、中庭

型建築の普遍性を考える含蓄あるお話だった。こ

れによって、そもそも西アジアという地域的枠組
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みに縛られながら都市を考えることには限界があ

ると感じていた閉塞感にまず風穴を開けていただ

いた。つづいて、5 月 13 日には、建築学・建築

史の立場でグローバルに都市を研究され、『世界

都市史事典』（昭和堂、2019 年）を編まれた布野

修司先生 （京都大学名誉教授、日本大学生産工学

部特任教授）から「都市のグローバルヒストリー

『世界都市史の諸段階』あるいは『都市のかたち

とその系譜』」という都市研究を体系的に把握す

るお話をうかがった。都市の歴史を俯瞰するとと

もに、アーバン・デザインの手法、都市計画・景

観の多様な類型を大きく理解することができ、た

いへん勉強になった。これら 2 つのご講演を通し

て、西アジアとそれを取り巻く世界の都市に目配

りするという我々に求められた射程を再確認する

ことができた。

7 月 19 日に開催された 3 つめの領域全体研究

会では、視点を西アジアに回帰させ、三浦徹先生

（お茶の水女子大学名誉教授、東洋文庫研究員）

にご登壇いただき、「都市社会の連続性：西アジ

アの古代とイスラーム」という題のお話をうか

がった。第 1・2 回の研究会が、建築学的研究を

基軸とするのに対し、三浦先生は、西アジア都市

社会の仕組みを特にマムルーク朝期のダマスクス

とカイロを軸にすえて都市の社会構造に注目して

分析し、そのうえで古代西アジア都市とイスラー

ム都市の社会的・経済的・政治的構造の連続性に

ついてコメントされた。建築学的視点とならんで、

都市社会の構造分析は、都市研究の両輪であるが、

社会構造分析の重要性と面白さに気づかされる貴

重な体験となった。（三浦先生のご講演録は、こ

の報告書の 291–308 頁に掲載されているので、ご

覧いただければ幸いである。）

その後、11 月 24 日には、第 4 回として、城倉

正祥先生（早稲田大学文学学術院教授）の「唐代

都城の成立と展開 ― 発掘遺構を中心に ―」、年

明け 2022 年 1 月 29 日　には關雄二先生（国立民

族学博物館 人類文明誌研究部教授）による「ア

ンデス文明における神殿と都市」という 2 つのご

発表を拝聴し、西アジアを離れて中国とアンデス

の都市文明について学ぶことができた。前者では、

しばしば日本の奈良・平安の計画都市の原点とし

て注目される中国都城が、計画都市としてどのよ

うに生まれ、都市プランはいかなる変遷を遂げた

のか、また、都市建設の背後にある地理的条件と

王朝思想の影響について、興味深い分析をお聞か

せいただいた。後者では、近年の発掘調査の進展

を踏まえ、聖所を中心に建設された多数のアンデ

ス地域の集落遺構を都市として認定するか否かと

いう議論をご紹介いただいた。調査地としてのア

ンデス地域の広大さとエキゾチックな景観に感心

しつつ、何をもって都市と認定するかという定義

の複雑さと、都市は宗教・信仰、経済、政治など

のうち、どのような条件に動機づけられて形成さ

れるのかという都市発生に関する根本的問題を再

考する契機となった。

以上、長年の研究に裏付けられた 5 件の個性

的なご講演を聴くことができたことは大きな経験

になった。ご登壇いただいた先生方はもちろんの

こと、準備に当たってご助力いただいた領域メン

バーの方々、またご参加いただき研究会を盛り立

てていただいた参加者の皆様にこの場を借りてお

礼申し上げたい。

西アジア都市研究のための新叢書と新刊書西アジア都市研究のための新叢書と新刊書
総括班が主導する事業の一つとして、5 巻か

らなる欧文の叢書を計画してきたが、その進展

についても記しておく。叢書の出版を Brepols 
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総括班

Publishers 社（ベルギー、Turnhout）に引き受け

てもらい、シリーズの内容と編集組織を検討して

きたが、2022 年 1 月 6 日付けで正式にシリーズ

立ち上げの契約（Series Agreement）が成立した。

趣旨はおおよそ以下のようなものである。

我々の領域研究では、５つの巻（サブタイトル

は、それぞれ、１. 先史時代の西アジアにおける

都市文明の胎動、２. 古代メソポタミア都市の形

と機能、３. 古代エジプト都市の構造と祭儀空間、

４. 中世・近代の西アジア都市の特徴と問題、５. 現

代西アジアの都市空間の重層性と地縁型ユルバ

ニスムの可能性［以上、英文題目（予定）の和訳］）

を Cities in West Asia and North Africa through the 

Ages というメイン・タイトルで 5 巻一組として

出版する計画を立て、この５巻を最初の５冊とし

て、西アジアと北アフリカ都市をテーマとする

新しい叢書を立ち上げることを Brepols Publishers

と検討してきた。この度、契約が成立したのは、

このシリーズ：Cities and Urbanization in West Asia 

and North Africa (= CUWANA) の立ち上げである。

これに際しては、都市研究をリードする２人の研

究者 Mirko Novák（Bern University、考古学）と

Ross Burns（Macquarie University、建築史・考古

学）に領域外から参画していただき、この 2 名

に私を含めた３名がシリーズ CUWANA の編集者

となり、シリーズ編集委員会は、Nozomu Kawai, 

Gina Konstantopoulos, Kosuke Matsubara, Yutaka 

Miyake, Tomoko Morikawa, Daisuke Shibata, Jason 

Ur, Shigeo Yamada の 8 名で組織する（作成され

るそれぞれの本は、編集委員会とは別に、その

巻ごとに個別の編集者が編集を担当する）。こう

して、枠組みが整い、各計画研究の代表者を中

心とする各巻の編集者たちによって、執筆者に

原稿の執筆依頼が出され、計画が推進されてい

るところである。

このシリーズ本とは別に、今年度、計画研究 5

からは、守川知子編『都市からひもとく西アジ

ア：歴史・社会・文化』（勉誠出版、2021 年 12 月）

が出版された。領域研究の趣旨に沿ってご準備い

ただき、地理的には東はアフガニスタンから西は

エジプトまでの 7–19 世紀の「西アジア」の歴史

都市に焦点を当て、学術都市、商業都市、軍営都

市、港湾都市など、様々な都市の姿とそこに成立

した社会を描いている。野心的企画にして、軽快

な読書を約束する良書である。企画を推進し、本

を編集された守川先生はじめ、執筆者の皆さんに

お礼とお祝いを申しあげたい。

西アジア文明研究センターの移転と専任助
教の転出・着任

領域研究の拠点となってきた筑波大学西アジ

ア文明研究センターは、この 2022 年 2 月に学内

で移転し、今までの 1.5 倍のスペース（173㎡）

を持つ共同研究棟 A の 6 階スペース（3 室）に移

転した。アッシリア学・考古学の研究資料室、研

究室、会議室が一層整備されつつある。ご訪問・

ご活用いただき、引き続きご理解・ご支援を賜れ

ば幸甚である。

領域の活動開始当初から専任助教として務め

てこられた三津間康幸さんが 2021 年 9 月付けで、

関西学院大学文学部歴史文化学科に准教授として

栄転され、代わって、10 月からシリア・アナト

リアの都市を文献と考古データを用いて分析する

Timothy Scott Hogue さんが計画研究 2 の専任助教

として着任した。これも合わせてお知らせしたい。

2022 年 2 月現在、私たちはなおパンデミック

のさなかにあるものの、新変異株を巡る疫学的見
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解には、この混乱にも「終わりの始まり」の徴候

がみられるとの見方も現れている。領域研究「西

アジア都市」に残された今後「2 年間」の実施期

間において、状況の変化を注視しつつ、少しでも

充実した活動につなげたいと祈念し、いつもなが

ら、皆様のご支援をお願いして「巻頭言」を締め

くくりたい。

（2022 年 2 月 17 日　記）



研究項目 A01「都市文明への胎動」

計画研究 01

西アジア先史時代における生業と社会構造





久 田 健 一 郎
文教大学

ザグロス越えのための地形地質学的考察

まえがき
常木（2018）は、10 数万年前以降のホモ・サ

ピエンスの出アフリカを巡るルートには二つある

ことを指摘した。二つのルートのうち、北回りは

東アフリカからサハラ砂漠の東部を抜けてシナイ

半島に入り、その後レヴァントからザグロスへ至

るルートであり、南回りは東アフリカから紅海（バ

ブ・アル・マンデブ海峡）を渡り、アラビア半島

の南端をまわって北上し、ホルムズ海峡を渡って

ザグロスに至るルートである。ところで南ザグロ

スのシーラーズから東方約 50㎞にあるアルサン

ジャンには、旧石器時代の多数の遺跡がある。出

アフリカを果たしたホモ・サピエンスは、北回り

であろうと、南回りであろうとザグロスを横断・

縦断してアルサンジャンに到達していたことが推

定される。その後も、交易などを通してザグロス

を越えて交流が盛んであったことは疑いのない所

である。例えば、後藤（2015）が示した原エラム

文明の都市ネットワークによれば、ザグロスある

いはその周辺の都市（テペ・ヤヒヤ、タル＝イ・

マルヤーン、スーサなど）を結ぶ物流ネットワー

クは、イラン高原からメソポタミアにかけて広域

的に広がっている。また工藤（2015）は 4000 BC

から 2000 BC にかけてラピスラズリの西アジア

の広がりは、頻繁にザグロスを越えていたことを

示唆している。

このように古代から、メソポタミアからザグロ

スを越えてイラン高原に入り、そしてさらに東方

に向かう交易が頻繁に行われていた。これは農耕

文化の発祥の地とされるメソポタミアを中心とし

たティグリス・ユーフラテス流域の古代の人々は、

入手困難な金属資源や非金属資源を求めて、東方

に目を向けていたのであろう。しかしながら、ザ

グロスを越えることは容易ではなかったはずであ

る（図 1）。それではどのように、ザグロスを越

えていたのであろうか。この課題を考察するため

には、ザグロスの地形・地質の特徴を理解するこ

とが必要である。小論ではザグロス越えに焦点を

当て、まずザグロスの地質学的概要、それから地

形学的特徴、特に河川系について検討し、どのよ

うにして古代の人々がザグロス越えを行えたのか

考察する。

ザグロスの地質学的概要
イランのザグロスは幅約 200㎞以上の山脈であ

る。その形成はアルプス造山といわれる新生代の

造山運動の結果である。すなわち、ユーラシア大

陸の南縁を縁取るように、アルプス、カルパティ

ア、ザグロス、そしてヒマラヤに連続する。これ

らの造山帯はひとつづきであるが、西アジアでは
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南のザグロスと北のアルボルツに分岐している

（図 1）。これはザグロスとアルボルツの間に、中

央イランブロックやルートブロックと呼ばれる小

大陸ブロックが挟まれているからである。アルプ

スやカルパティアはユーラシアプレートとアフリ

カプレートの、ザグロスはユーラシアプレートと

アラビアプレートの、ヒマラヤはインドプレート

とユーラシアプレートの衝突で形成された。これ

らの衝突は、今から数千万年の新生代に発生した

（例えば、Zadeh et al., 2017）。西アジアでは 2 度

の衝突があり、アラビアプレートの衝突の前に、

中央イランブロックやルートブロックがユーラシ

アプレートに衝突（中生代の初め頃）があった。

ペルシャ湾沿岸あるいはティグリス・ユーフラ

ティス（標高 0–100 m）から、200–300㎞内陸を

旅することで、標高約 1400 m ケルマーンシャー、

標高約 1600 m のイスファハンやシーラーズなど

があるザグロスやイラン高原にのぼることになる

（図 2）。ティグリス・ユーフラティスからイラン

高原の間にはザグロスをつくる地質帯として、ザ

アルボルツ

図 イランの二大山脈 を使用
図 1　イランの二大山脈（Google Earth を使用）
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グロス単純褶曲帯 (Zagros Simple Fold Belt)、高ザ

グロス (High Zagros) などのいくつかの地質帯（ザ

グロス単純褶曲帯と高ザグロスを合わせて Zagros 

fold-thrust belt と呼ばれている）が知られている

（Agard et al., 2011）。ザグロス単純褶曲帯や高ザ

グロスは主に白亜紀から古第三紀にかけての石灰

岩などの炭酸塩岩からなり、衝突圧縮による南

フェルゲンツ（褶曲軸面が北に傾斜する）の褶曲

群をつくっていることが特徴になっている。

北西から南東に伸びるザグロスは、1500㎞以

上に及ぶ。そのうち、ティグリス・ユーフラティ

ス下流部からペルシャ湾にかけての地域に面す

るザグロスは、北西から南東に向かって Lurestan 

Arc, Dezful Embayment, Fars Arc と呼ばれ、とくに

Dezful Embayment は大油田地帯として知られて

きた（Agard et al., 2011）。Dezful Embayment はザ

グロス単純褶曲帯に属し、その北東側の高ザグロ

スには最高峰ディナール山（4409 m）がそびえる。

また Dezful Embayment はイラン第 1 の流域面積

を誇るカルン川水系が広がる。カルン川水系は高

ザグロスの山々、さらには高ザグロスを越えてイ

ラン高原に水源が認められる（図 3）。

 Lurestan Arc や Fars Arc は、同じくザグロス単

純褶曲帯に属するが、これらは連続した山稜を呈

しない。とくに Fars Arc には、鯨の背構造（Whale 

back structure）と呼ばれる特殊な褶曲構造で特徴

づけられる（後述）。

地形学的特徴－水系に注目して
ザグロスは、6000–8000 m 級の高峰を連ねるヒ

マラヤとは異なり、2000–4000 m 級の高山が連な

ることでは一級の大山脈とみなすことができよ

図 からザグロス方面（北東）を臨む
を使用

図 2　Gotvant からザグロス方面（北東）を臨む。最奥の高山地帯がザグロス（Google Earth を使用）
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う。その山脈と河川系との関係にその特異性を認

められる。それは大山脈でありながら高ザグロ

スが分水嶺をなしていないことである。すなわち

高ザグロスを横断する河川が存在することであ

り、これは高ザグロスが必ずしも分水嶺をなして

いないことを示している。このようなことは、ヒ

マラヤでも同様な関係が指摘されている（目崎 

1988）。

ザグロスは、北西－南東方向に連なっており、

山脈と河川系との配列関係に注目すると、北西－

南東方向の河川は、ある地点で急にその流路を直

角の北東－南西方向に変えて山稜を切って流下す

る。その一例はイラン第 1 の水系を誇るカルン川

の上流であるバクティアリ川（図 3 と 4）である。

バクティアリ川はイラン高原の縁になるフェレイ

ドゥーネの市街地（標高 2600 m 付近）周辺から

流れ出し、主に北西－南東に流れ、突如南西に流

れを変化する形態をとる。これはちょうど北西－

図 におけるカルン川
水系とティグリス・ユーフラテス川水系

赤丸はフェレイドゥーネ（図 参照）

図 3　Dezful Embayment におけるカルン川水系と 
ティグリス・ユーフラテス川水系。 

赤丸はフェレイドゥーネ（図 7 参照）

図 ザグロスの 中のバクティアリ川
から作成

図 4　ザグロスの Fold-thrust belt 中のバクティアリ川（Google Map から作成）
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南東に伸びる稜線を切るように横断している。稜

線を横切る河川は横谷 transverse valley、稜線に平

行する河川は、縦谷 longitudinal valley と呼ばれて

いる。横谷が深い峡谷部を作るのに対して、縦谷

は一般に蛇行河川の比較的広い河谷を形成すると

いわれている（図 5）。 

ヒマラヤの河川では、横谷と縦谷との関係が顕

著に認められ、また横谷と縦谷の配列は、 山脈がそ

の前縁部に新たな地殻変動を生じ、平行する新山

脈を発生させていくプロセスと考えられる（木崎　

1988）。したがって、ザグロスの水系もヒマラヤの

ような構造運動に起因すると考えられる。横谷の成

因は次の 2 つに考えられてきている（目崎 1988）。

1 つは山脈発生以前から既に河川が存在し、山脈

図 バクティアリ川上流域の風景
縦谷（上）（バクティアリ川支流）と横谷（下）（図 の青線枠）

図 5　バクティアリ川上流域の風景。縦谷（上）（バクティアリ川支流）と横谷（下）（図 4 の青線枠）
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上昇に伴って河川侵食（下刻）力がまさったため

に、深い峡谷の横谷が形成されたものである。こ

のような河川を先行性河川anticedent riverと呼び、

この横谷は先行谷 anticedent valley と言う。他方、

山脈が形成される過程で比較的侵食に弱いところ

を河川が谷頭侵食によって徐々に上流側にのび

て、山脈を越えてその背後の河川に達して、その

水系を争奪して横谷を形成する場合である。これ

は河川争奪と呼ばれ、先行谷に比べると横谷形成

はまれといわれている（目崎 1988）。実際ザグロ

スでは、比較的構成岩石が一様（石灰岩）である

ことを考えると、横谷が河川争奪とは考えにくい。

Zagros fold-thrust belt の場合、バクティアリ川

は先行性河川とみなすことが妥当である。すなわ

ち、標高 2000 m 前後のイラン高原から発した水

流が、活発な隆起地帯を流下して、ペルシャ湾に

到達している。この地帯の隆起は現在も継続して

いることから活褶曲地帯であり、上昇率が侵食（下

刻）が上回って、かつて（恐らく数十万年オーダー）

の河川パターンに沿って現在もその河川パターン

が残存していることを意味している。

Fars における「鯨の背構造」
鯨の背構造については、すでに拙著「アフリ

カを脱出した人類最初の奇跡」（久田編 2018: 

137–138）に記述したので、ここでは一部再録する。

また Fars 中央を東から西に向かって流れるマン

ド川の水系パターンを図 6 に示す。

「それでは次に、南ザグロス山脈に分け入っ

た古代人を待ち受けたものは何でしょうか。 

南ザグロスの地形と地質は人類の移動を比較

図６鯨の背構造とマンド川
から作成

図６　鯨の背構造とマンド川（Google Map から作成）
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的容易にしていたのではないかと考えられま

す。 それはホルムズ海峡からアルサンジャン

にかけての地域の空撮イメージを見るとよく

わかります。

それはホエールバッグ背斜（クジラの背中

背斜）という地質構造です。これらはまるで

クジラの大群が海上から背中だけを出したよ

うな地形となっています。これは山脈を横断

するには何回も峠を越えなくてはいけないと

いうイメージと違います。ザグロス山脈では

一頭一頭のクジラのような 小山塊を迂回し

ながら横断することができるのです。しかも

この迂回路は大きな高低差がありません。数

100 m 前後の高度でジグザグに進む迂回路なの

です。 このような迂回路を伝ってホルムズ海

峡からアルサンジャンに歩みを進めることが

できたのではないでしょうか。

それでは、このホエールバック背斜はどの

ようにしてできたのでしょうか。ザグロス山

脈は前章で述べたように新生代中新世以降に

生じたアラビアの衝突によって生じました。

その長さは、プレート運動で 70 km 近く短縮

したと言われています。すなわち、地層が褶

曲や断層運動によって折りたたまれたり、重

なりあったりしたことで短縮しました。ザグ

ロス山脈は高ザグロス断層によって南側のザ

グロス褶曲スラスト帯と北側の破砕帯に 2 分

されます。

人類は、まずザグロス褶曲スラスト帯を抜

け、アルサンジャンがある破砕帯に進むこと

になります。南イランのザグロス褶曲スラス

ト帯は、単純褶曲帯と呼ばれ、一つの褶曲（一

頭分のクジラ）を造る褶曲軸の長さは、20 か

ら 40 km です。この長さは地震学的に設定さ

れる逆断層性（スラスト性）震源域の最大長

に匹敵することから、ホエールバッグ背斜の

形成は、プレート間衝突による圧縮性の地震

活動と関連があると考えられます。

そこには、二つのタイプがあります。一つは、

石灰岩層の下にある地層との間で滑りが生じ 

石灰岩層のみが褶曲する detachment 褶曲です。

もう一つは、低角な断層（衝上断層）運動に

伴いながら褶曲する断層曲げ褶曲です。

このような褶曲は普通地殻浅部で形成され

るのですが、ザグロス山脈でも地表に近いと

ころで形成されたということです。またこれ

らの褶曲は後に出来た北北西－南南東に走る

横ずれ断層の影響を受けて切断された様相を

呈しています。従って南イランのザグロス山

脈では、褶曲が延々と続くことのない褶曲帯

を形成したのです。」

このような鯨の背構造は、ザグロスの丘状の高

まりと幅が著しく広い谷（むしろ平地）となって

いる (Burberry et al., 2010)。シーラーズ近くのペ

ルセポリス周辺の地形がまさにこの鯨の背構造に

なるであろう。ザグロスという大山脈でありなが

ら移動のしやすさの点では、この鯨の背構造は注

目に値する。

考察とまとめ－古代のザグロス越え
メソポタミアのティグリス・ユーフラテス川流域

から、さらにはペルシャ湾岸から、ケルマンシャー、

イスファハーン、シーラーズにめざすルートは、そ

れぞれ、地勢的には Lurestan Arc, Dezful Embayment, 

Fars Arc の横断ということになる。Lurestan Arc は、 

Fars Arc に似た鯨の背構造に近いパターンを示すが、

必ずしも一致はしていない。ここではその成因は割
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愛するが、Fars Arc の鯨の背構造に近いものと推定

している。 Fars Arc については前項で述べたように、

思った以上に簡単にそれぞれの鯨の背の間の谷を縫

うように移動すれば、比較的簡単に内陸に分け入る

ことは容易と推定される。

小論で検討した Dezful Embayment のカルン川

からデズ川を経てバクティアリ川の水系は、標

高 100 m 付近からイラン高原の縁にあたる町フェ

レイドゥーネの町（標高 2600 m）（図 7）に至る

ことになる。これは遊具に例えると滑り台のよう

なものである。滑り台の階段の上にある踊り場が

イラン高原であり、滑り面がバクティアリ川やカ

ルン川になろうか。ただし、滑り面はスラローム

を描くように曲がりくねっている。この曲がり

くねっている状態は太古からその形を変えてい

ない。すなわちこの曲がりくねった状態は、Fars 

Arc や Lurestan Arc のような鯨の背構造を引き継

いできたものかもしれない。したがって、ザグロ

スは Dezful Embayment を中心とした地域で活発

な隆起が発生したのであろう。

今回指摘したように、ザグロス単純褶曲帯や高

ザグロスはザグロスの主部をなし、しかも高山地

帯を成す。しかしながら、分水嶺をなすことはな

く、むしろ河川はその東に広がるイラン高原につ

ながる。これは、カルン川－デズ川－バクティア

リ川を遡れば、イラン高原という内陸に達するこ

とを示唆している。このように、アラビアプレー

トがユーラシアプレート衝突に起因する圧縮が、

ザグロスの主部である Zagros fold-thrust belt をつ

くり出し、他方でその初期段階から存在した河川

系パターンが残存することで、これらの河川がつ

くる峡谷が古代の交通路になった可能性がある。

図 フェレイドゥーネ（標高 ）から南を臨む
図 7　フェレイドゥーネ（標高 2600m）から南を臨む
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ジャルモ遺跡から出土した 
炭化物付着土器に関する予察

筑波大学では 2018 年より、イラク・クルディ

スタンのチャムチャマル地区に所在する著名な新

石器時代遺跡であるジャルモ遺跡（クルド語では

チャルモ遺跡＝白い遺跡という意味）（図 1）の

調査を開始している。調査の目的は、1940 年代

後半から 50 年代前半にかけてシカゴ大学のブレ

イドウッドらによって調査され、西アジア最古の

農耕村落とされたジャルモ遺跡が、その後の政治

的理由で 60 年以上も放置されてしまった現状を

憂い、UAV による地形測量や GPR などの地下探

査、ハンドヘルド XRF を用いた土壌や遺物分析

などの新しい技術を活用しながら、肥沃な三日月

地帯東部での新石器化を再考していくことにあ

る（常木他 2019, 2020）。調査はまだ始まったば

かりだが、調査の過程で、いくつかの興味深い発

見があった。例えば、初期農耕遺跡は山麓や盆地

の扇状地末端の湧水地点に立地することが通例だ

が、ジャルモ遺跡はかなり特異で、ザグロス山脈

前衛の丘陵上に位置している（図 1 右）。詳細な

環境分析から、ジャルモ遺跡はケスタ地形を横断

するチャムガウラ川と、ケスタ地形に沿って線状

に点々とする湧水群を利用できる古環境の中にあ

ることが判明した。そこから、ブレイドウッドら

が提起した核地帯の天水農耕に基づいた農耕起源

図 1  ジャルモ遺跡の位置（左）とジャルモ遺跡近影（右） 
背景に見えるのがザグロス山脈



18

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

説はあまりにもシンプルすぎ、実際には天水と

湧水双方を活用した農耕が絡み合って新石器化が

進行したのではないかという仮説を提示している

（Tsuneki et al. 2019）。本稿では 2019 年の調査で

出土した炭化物がべったりと付着した土器を紹介

しつつ、その意味と初期の土器の使用法について

予察を提示したい。　

1. 2019 年度の調査で出土した炭化物付着
土器

2019 年度の調査では、ブレイドウッドたちが

発掘して住居層を連続して発見した JII トレンチ

の南西壁に隣接して 5 m × 2 m の大きさのトレン

チ（JII 南トレンチ）を設定し、先土器新石器時

代から土器新石器時代にかけての文化編年を構築

し直すことを目的とした（図 2）。トレンチは南

西側から北東側に向かって斜面となっており、南

西端が最も標高が高い。南西側から 2 段のステッ

プで掘り進め、トレンチの南西部では表層から 6

層まで、北東部では 6 層から 9 層まで、約 1.6 m

の深さで全部で 9 層の文化堆積を見出している

（図 3）。トレンチ南西部（3 m × 2 m の範囲）の 5

層下から 6 層上にかけて、120 点以上の土器片が

出土し（図 4）、その中に胴部半ばから底部にか

けて内面にべったりと炭化物が付着した土器片が

10 数点混ざっていた（図 5）。これらは鉢形土器

片で、何かを煮炊きしたり温めた痕跡と考えられ

たので、2019 年の調査終了後にスレイマニア文

化財局の輸出許可を得て 3 点の土器片サンプルを

日本に持ち出し、有機物の分析を行うことにした。

なお、2021 年末にもさらに 3 点の炭化物付着土

器片サンプルを輸出してもらっているが、こちら

についてはまだ分析途上である。

（常木　晃） 

図 2   ジャルモ遺跡と JII 南トレンチ

図 3   JII 南トレンチ南西壁セクション
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図 4   5–6 層土器出土状況

図 5   内面に炭化物が厚く付着した土器片　
No.32-1（左上）
No.32-2（左下）
No.32-3（右上）
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2. 土器に残存した有機物の分析結果
古代人の食生活を推定する方法として、調理に

使用したと考えられる土器に残存した有機物質、

特に脂質を分析する手法が知られている。古代人

の食材は、土壌中の微生物や酸性土壌によって分

解されるため、貝塚のように動物遺体が大量に集

積された遺構や、焼骨や炭化種子といった安定な

状態の遺物から推定されてきた。近年、土器で調

理した食材中の有機物が土器胎土に浸透し、雨水

などに洗い流されずに残存していることがわかっ

てきた。不飽和脂肪酸やグリセリドなどは不安定

で分解されやすいが、残存する脂質には、バイオ

マーカーとして利用できる物質も多く含まれる。

ここでは、2019 年度調査でジャルモ遺跡から

出土した土器付着炭化物、及び、土器胎土を試料

として用いた。本稿では、この土器付着炭化物に

残存する炭素・窒素同位体及び、C/N 比分析を行

い、さらに、付着炭化物と土器胎土に残存する

脂質組成をガスクロマトグラフ質量分析法（GC-

MS）で測定し、バイオマーカー分析を行い、同時に、

主要な脂肪酸であるパルミチン酸、ステアリン

酸の分子レベル炭素同位体組成（δ13C16:0, δ
13C18:0）

を燃焼炉付ガスクロマトグラフ質量分析法（GC-

IRMS）で分析し，土器で煮炊きした内容物の起源

推定を行った。

2-1. 試料と分析方法
分析対象は、３土器片、５試料である（表 1）。

脂 質 の 抽 出 に あ た っ て は、 Correa-Ascencio and 

Evershed (2014) と Papakosta et al. (2015) を参考に

改良した直接メチル化脂質酸抽出分析法を用い

た。測定の手順は以下の通りである。

【全脂質抽出分析法】
1. 炭化物試料を試験管に入れ、クロロホルム / メ

タノール溶液 30 mL を加え、超音波洗浄機で

15 分振とう後、さらに 200 μL を加え、70 ℃

で 4 時間加温。

2. メタノール溶液中の脂質を n- ヘキサン溶液で

抽出し、ヘキサン層を新たな試験管に分離す

る。この操作を 3 回繰り返し。

3. ヘキサン溶液に固体炭酸カリウムを加え、中

和。

4. 中和したヘキサン溶液を、窒素気流中でおだ

やかに蒸発乾固させ、残存脂質を得る。

5. 抽 出 し た 脂 質 に、 内 部 標 準 と し て C34 ア ル

カ ン を 加 え、 測 定 前 に N,O-Bis(trimethylsilyl)　

trifluoroacetamide（BSTFA）溶液でトリメチル

シリル化（TMS）化し、試料溶液とする。

6. 水素炎イオン化型検出器（FID）付ガスクロマ

トグラフ分析装置で脂質組成と含有量を確認。

7. ガスクロマトグラフ質量分析装置で、脂質組

成を測定。

測定は東京大学総合研究博物館タンデム加速

器分析室（MALT）に設置した分析装置を用いた。

使用した分析装置と標準試料を表 2 に示す。

表１.　分析試料一覧

試料名
IRCM-#

32-1a ジャルモ遺跡 土器付着炭化物
32-1 ジャルモ遺跡 土器胎土
32-2 ジャルモ遺跡 土器胎土

32-3a ジャルモ遺跡 土器付着炭化物
32-3 ジャルモ遺跡 土器胎土

遺跡名 種別

表１  分析試料一覧
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2-2. 結果と考察
目視の結果、煮炊き痕跡の炭化物とはやや異

なる土器付着炭化物であるため、ジャルモ遺跡

から出土した土器に付着した炭化物 2 点の炭素・

窒素同位体組成、炭素・窒素含有量、C/N 比を、

化石燃料起源と推定される付着炭化物と比較し

て表 3 に示す。

炭素含有量が 21–26％と良質な土器付着炭化

物（50–60％）に比べてかなり小さいものの、

C/N 比（モル）は 63 以上と非常に高い値を示

した。堅果類などをのぞくと、C/N 比からは通

常の煮炊き食材というよりは、ランプなどの油

脂類、ビチュメン、アスファルトなどの化石燃

料起源物質、漆などの可能性が考えられる。

表２  分析装置と標準試料

分分析析装装置置

GC-2014（島津製作所）

Thermo ISQ LT GC-MS（Thermo Fisher
Scientific社）

ガスクロマトグラフ Agilent7890B（Agilent Technologies社）
燃焼炉 GC5（Elementar UK社）
質量分析計 Isoprime（Micromass社）

元素分析計 EuroEA3028-HT(Eurovector UK社)

質量分析計 Isoprime（Micromass社）

標標準準試試料料
脂肪酸エステル8種混合ヘキサン溶液F8-2
（Indiana大学）

表２.　分析装置と標準試料

元素分析計安定同位体比質量分析装置
（EA-IRMS）

燃焼炉付ガスクロマトグラフ同位体比質量
分析装置（GC-C-IRMS）

ガスクロマトグラフ質量分析装置（GC-MS）

FID付ガスクロマトグラフ分析装置（GC）

表表３３..　　土土器器付付着着炭炭化化物物のの炭炭素素・・窒窒素素同同位位体体組組成成、、CC//NN比比をを化化石石燃燃料料起起源源とと推推定定さされれるる付付着着炭炭化化物物ととのの比比較較

C/N 補足
δ13C 含有量 δ15N 含有量
‰ % ‰ % モル比

IRCM-32-1a（AAA処理前） -24.7 21.0 3.5 0.4 63.1
IRCM-32-3a（AAA処理前） -25.8 25.9 1.6 0.4 70.5

対象試料
釜石市泉沢屋敷跡 -21.3 71.7 3.3 1.3 62.5 日本産
小和瀬遺跡 -21.9 73.2 4.8 1.3 65.3 日本産
おざか清水 -22.3 57.7 3.7 1.1 59.8 日本産
WAX2020-5 石油系パラフィン -26.5 85.7 - － おそらく中東産石油を原料

C N

表３  土器付着炭化物の炭素・窒素同位体組成、C/N 比を化石燃料起源と推定される付着炭化物との比較



22

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

そこで、遺跡の出土地域を考慮して、日本産の

化石燃料起源の土器付着炭化物の分析結果を対象

物質として比較してみる。炭素同位体組成は、地

域による起源物質の炭素同位体組成の違いを反映

する可能性があるため、強い制約条件を与えると

は思えないので、ここでは考慮しない。日本産

の化石燃料起源土器付着炭化物の C/N 比は 60–65

であり、ジャルモ遺跡から出土した（AAA 処理

前の）土器付着炭化物である IRCM-32-1a、3a の

63、71 と概ね一致を示し、化石燃料起源の炭化

物の可能性を示唆する。また、これらの炭化物の

炭素含有量が 30% 以下なのは、何かしら、不純

物が混ざっていると考えられる。

次に、これらの土器胎土、及び、土器付着炭化

物に含まれる脂質組成からバイオマーカー分析を

行った（表 4）。C14:0–C30:0 の直鎖飽和脂肪酸とと

もに、C16:1、C18:1 の不飽和脂肪酸が検出されてい

るものの、水棲動物のマーカーであるプリスタン

酸，フィタン酸，TMTD などのイソプレノイド類、

土器による加熱の指標となる APAA 類も検出さ

れていない。洗剤等、下水の汚染のマーカーとし

て使用されている midchain phenyl alkanes が検出

されている。

次に，分析した主要脂肪酸であるパルミチン

酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成

（δ13C16:0(‰), δ13C18:0(‰)）を表 5 に記す。図 6 はそ

の抽出したパルミチン酸・ステアリン酸の分子レ

ベル炭素同位体組成を、日本産生物データと比較

して示したものである（Craig et al. 2013; 宮田他 

2015; Horiuchi et al. 2015; Lucquin et al. 2016）。

表表４４．．脂脂質質組組成成

Sample No.
 IRCM-#

長
鎖
炭
化
水
素

飽
和
脂
肪
酸

不
飽
和
脂
肪
酸

グ
リ
セ
リ
ド

長
鎖
ア
ル
コ
ー
ル

イ
ソ
プ
レ
ノ
イ
ド
類

ヒ
ド
ロ
キ
シ
脂
肪
酸

ジ
ア
シ
ッ
ド

芳
香
族
を
含
む

脂
肪
酸
（

AP
AA
）

m
id

 c
ha

in
 k

et
on

e

ス
テ
ロ
ー
ル
類

コメント

32-1 - C16:0, C18:0 C18:1 - - - - - - - -
FA主体，極微量
midchain phenyl

alkane

32-1a -
C14:0, C16:0, C17:0, C18:0, C19:0,
C20:0, C21:0, C22:0, C23:0, C24:0,

C25:0, C26:0, C27:0, C28:0, C29:0, C30:0

C18:1 - - - - - - - -
FA16,18,18:1主体
midchain phenyl

alkane

32-2 -
C15:0, C16:0, C17:0, C18:0, C20:0,

C22:0, C24:0, C25:0, C26:0, C27:0, C28:0

C16:1,
C18:1

- - - - - - - -

FA16,18,18:1主体,
極微量

midchain phenyl
alkane

32-3 -

C14:0, C15:0, C15:0br, C16:0, C16:0br,
C17:0, C18:0, C19:0, C20:0, C21:0,
C22:0, C23:0, C24:0, C25:0, C26:0,

C27:0, C28:0, C29:0, C30:0

C16:1,
C18:1

- - - - - - - -
FA16,18主体, 微量

midchain phenyl
alkane

32-3a - C16:0, C17:0, C18:0 C18:1 - - - - - - - -
FA, midchain phenyl

alkane主体

br = branched

表４  脂質組成



23

研究成果報告 2021 年度
A01 計画研究 01

ジャルモ遺跡出土土器残存有機物に含

まれるパルミチン酸・ステアリン酸の分

子レベル炭素同位体組成は、反芻、及び

非反芻動物、淡水魚などの近傍、その周

辺領域に分布した。また、この領域図は、

先史時代の日本列島を想定したものであ

るため、当時の遺跡周辺の生態系なども

考慮して領域図を作成し、その意味を解

釈して、検出された分子レベル炭素同位

体組成を考察する必要がある。

　

2-3.  小結
これまでの議論を整理する。土器付着

炭化物の観察結果と炭素・窒素同位体、

C/N 比分析の結果からは化石燃料起源の

炭化物が分析した土器に付着している可

能性が示唆された。分析した脂質の分子

レベル炭素同位体組成は反芻、及び非反

芻動物、淡水魚などの近傍、その周辺領

域に分布しているものの、脂質組成は必

ずしも煮炊き内容物とは言いがたいが、

これ以上起源に関する議論を行うのはむ

ずかしい。

したがって、土器付着炭化物に放射

性炭素年代測定を行い、年代的な観点か

ら、この付着炭化物の起源を考えること

が必要である。また、もし、ビチュメン

やアスファルトのような化石燃料起源の

炭化物であるとすれば、さらに、土器付

着炭化物に含まれる水素同位体組成を検

討することで、この付着炭化物の産地に

関する議論を行うことができるかもしれ

ない。

（宮田佳樹）

表表５５．．パパルルミミチチンン酸酸、、スステテアアリリンン酸酸のの分分子子レレベベルル炭炭素素同同位位体体組組成成

IRCM δ¹³C16:0 δ¹³C18:0

-# ‰ ‰

32-1a -25.5 -27.9

32-1 -24.7 -27.9

32-2 -25.6 -28.5

32-3a -28.9 -

32-3 -27.1 -28.6

表５ パルミチン酸、ステアリン酸の
分子レベル炭素同位体組成

図 6　バルミチン酸、ステアリン酸の分子レベル炭素同位体
組成を、現世日本産生物データと比較。現生生物から推定さ
れる各端成分の領域を楕円で示した。
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3. JII 南トレンチで採取された炭化物の 
     放射性炭素年代測定

ジャルモ遺跡の JII 南トレンチで採取された炭

化物 14 点と土器付着物 2 点、西トレンチの炭化

物 1 点の放射性炭素（14C）年代について報告する。

資料は前洗浄として以下の AAA 処理を行った。

試料を超純水中で超音波洗浄して表面の付着物を

取り除いた後に、80 ℃ の 1.2 M 塩酸で 6 時間反

応させた。溶液を超純水と交換して中性に戻した

後に、80 ℃ の 1 M 水酸化ナトリウムで反応させ

た。中性に戻した後に再び 80 ℃ の 1.2 M 塩酸で

6 時間反応させ、溶液を中性に戻した上で試料を

乾燥させた。

前 洗 浄 を 行 っ た 試 料 を Elementar 社 製 vario 

ISOTOPE select 元素分析計に導入し、燃焼後に

精製された二酸化炭素を水素ガスと鉄触媒と共

に加熱してグラファイトを作成した（Omori et al. 

2017）。グラファイトの 14C 年代は東京大学総合

研究博物館が所有する加速器質量分析装置を用い

て測定した。較正 14C 年代の算出は、IntCal 2020 

(Reimer et al. 2020) を 参 照 し て OxCal4.4 (Bronk 

Ramsey 2009) で計算した。

JII 南トレンチ北東部から採取した炭化物は、

新しい年代を示した 1 点を除いて紀元前 8 千年紀

後半から 7 千年紀前半に相当する較正年代を示し

ており ( 図 7 上 )、先土器新石器時代末から土器

新石器時代初頭の文化層に帰属することが確認

された。西トレンチから採取された炭化物 1 点も

7,135–6,835 cal BC と推定され ( 図 7 上）、JII 南ト

レンチ北東部と並行する時期のものであった。

一方で、JII 南トレンチ南西部から採取した炭

化 物 は 1 点 が 6,060–5,850 cal BC と 推 定 さ れ た

ものの ( 図 7 上 )、別の 1 点は 14C の豊富な現代

の炭素の値を示した。特筆すべきは他の炭化物

3 点が 43,000–40,000 cal BC と推定されたことで

ある ( 図 7 下 )。この年代は AMS による 14C 年

代測定の下限に近い値であり、これらの炭化物

が 4 万年前の資料であることを示唆するのでは

なく 14C が残っていない極めて古い炭素（デッド

カーボン）で構成される物質であるためと予想さ

れる。また JII 南トレンチ南西部 5–6 層から出土

した土器（No.32-1、No.32-3）付着炭化物 2 点も

46,725–45,535 cal BC および 34,230–33,830 cal BC

と推定され、これらも 14C が枯渇した古い物質と

思われる。
14C が枯渇した古い炭素を持つ物質の候補とし

ては、ビチュメンの様な化学燃料起源物質が挙げ

られる。JII 南トレンチ南西部の文化層が帰属す

る年代は炭化物 1 点が示した 6,000 cal BC 前後で

ある一方で、この地点でビチュメンなどの加工が

行われていたことが想定される。

ビチュメンは石油産地である西アジアでは旧

石器時代から接着剤用途に使用されてきた。イラ

ク国内でもモスルやヒート周辺がビチュメン産

地として知られている（Connan and Van de Velde 

2010）。天然のビチュメンは冷えて固化していれ

ば、切断して回収することが可能であるとされる。

ジャルモ遺跡で見つかった 14C が枯渇した炭化物

も、木炭ではなく固化したビチュメンの破片で

あったと思われる。また純粋なビチュメンは直射

日光の熱程度で容易に溶融してしまうため、接着

剤として用いる際にはビチュメンを土器で加熱し

て溶かした上で砂や有機物と混ぜ合わせてから使

用したとされる（Forbes 1964）。今回、付着物か

らデッドカーボンな年代が得られた土器 2 点も、

ビチュメンの加工に用いられていた土器であった

可能性が高いと思われる。

（板橋　悠）　
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図 7　ジャルモ遺跡 14C 年代
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4. 炭化物付着土器の意味すること
2019 年度のジャルモ遺跡調査で出土した土器

と付着する炭化物について、残存する炭素・窒素

同位体分析、脂質組成のガスクロマトグラフ質量

分析、放射性炭素年代測定などから、炭化物の正

体とそれが付着した土器の機能についてのヒント

を得ることができた。土器はあまり深くない比較

的小型の鉢形土器であり、炭化物は、内面の口縁

部直下より底部にかけて厚く残存していた。全形

は不明であるが、復元される鉢形土器は、屈曲し

た胴部の浅鉢ないしは両耳把手を持つ胴部屈曲の

鉢である（図 8）。

器形と胎土から見ると、ジャルモの報告書で

マックアダムズが命名した Later Manifestation に

帰属するやや粗製の土器の一部であり (Adams 

1983）、煮炊きにも使われたかと想定される。同

位体組成からは、動物や淡水魚を煮炊きしていた

可能性もあるが、分析した土器に付着していた炭

化物そのものは、形状や C/N 比、炭素年代など

からビチュメンであった可能性が極めて高く、石

器などの接着剤を作る際に、あまり大きくはない

鉢形土器にビチュメンを入れて温めるために使わ

れていた、と想定することが最も蓋然性が高そう

である。これらの土器が紀元前 7 千年紀に用いら

れていたことは間違いないので、ザグロス地区で

の初期の土器群の一つといえよう。そのような出

現期からまだそう時間が経っていない土器の一部

が、食糧の準備ばかりにではなく道具を作る材料

の準備にも用いられていたことがわかる資料とな

るだろう。しかしながら、ビチュメンの原産地の

同定など、まだまだ研究しなければならないこと

はたくさん残されている。

（常木　晃）　
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図 8　胴部屈曲の浅鉢（上） 
両耳把手付き胴部屈曲の鉢（下）
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有 村  誠
東海大学文学部  

地中海世界の脱穀橇製作に関する民族誌

脱穀橇は、地中海周辺諸国でひろく使用されて

いた農具の１つで、1.5–2 m ほどの縦長の木製の

板材を何枚かつないで橇を作り、その底面に鉄製

や石製の刃を埋め込みつくった。収穫したムギ穂

の上で、刃が装着された面を下にして橇を引き回

すことで、ムギ実の脱穀と穂の裁断が行われた。

地域によっては橇の底面に石器（橇刃）が埋め込

まれていることから、現代の石器として先史時代

研究者の注目を集めてきた（有村 2020a; 2020b）。

脱穀橇は第２次世界大戦前までは各地で使用

されていたが、戦後、農業の近代化に伴い次第

に消滅していった。今日、地中海地域でどれく

らい脱穀橇を使った農業が残っているのか定かで

はないが、少なくともチュニジアでは 2000 年代

初頭まで使用されていたことが知られている（P. 

Anderson 私信）。

筆者は、現代の脱穀橇がどのように製作され、

販売されていたのかに興味をもっている。しかし、

その広大な分布域にもかかわらず、脱穀橇にまつ

わる民族学研究は意外なほど少なく、あったとし

ても考古学研究にとって有益な情報は多くない。

その背景としては、脱穀橇があまりにも使用当時

の農作業において普遍的な道具であったために、

学術的興味の対象となりにくかったことや、戦後

に伝統的社会を記録する民族学研究（あるいは民

族考古学研究）が隆盛する頃には、ほとんどの地

域で脱穀橇使用の伝統がすでに途絶えており、も

はや研究対象になりえなくなっていたこと、など

が考えられる。物的資料としての脱穀橇そのも

のは各地の博物館や民家の一部に残っているもの

の、脱穀橇に関わっていた当事者がほとんど生存

していない現在、この道具をとりまく人間活動の

様相を知ることは容易ではない。

このような状況ではあるが、本稿では、脱穀橇

に関する比較的詳細な情報が抽出可能な３地域の

事例を取り上げたい。最後にこれらを概観するこ

とで、先史時代の工芸の専業的生産を考えるうえ

で参考となる視点について考えてみたい。

１. チャクマック村（トルコ）の事例
チャクマック（Çakmak）村は、トルコ西部の

都市ブルサから南へ約 50 km くだった山間部に

位置する（図１）。ここは、かつてこの辺りでは

有名な脱穀橇用の石器（橇刃）を生産していた村

であった。同村の人々による石器づくりの様子

は、Bordaz の報告（1965; 1969）やその映像記録

（Bordaz 1973）、さらには近年の Whittaker らの再

調査（2009）などから把握することができる。

記録によると、チャクマック村の住民は専ら

橇刃用の石器（石刃）製作だけを行っていたよう
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である。木製の橇の製作や橇刃の埋め込みといっ

た脱穀橇を完成させるうえで必要な他の工程は一

切ここでは行われていない。石器製作は、村内で

はなく、チャクマック村の南東 2 km に位置する

山の麓で行われた。ここでは石器石材となるフリ

ントが採取できたのである。この山は石灰岩で形

成されており、石灰岩の岩盤の中にフリントのノ

ジュールが含まれていた。村人は深さ１～２ m

ほどの縦穴を掘り、フリントの採掘を行った。こ

こで得られるフリントは緑がった緻密な石材で

あった。大きさは、長さ 30–40 cm 程度である。

石器づくりの作業は、男性 4、5 名からなるグ

ループでふつう行われた。グループのメンバーは

兄弟、友人などから構成された。村人のうちどの

くらいの人数が石器製作に従事していたかは不明

だが、チャクマック村が橇刃製作の村として有名

であったことを考えると、かなりの数の村人が参

加していたことが想像される。通常、グループの

うち２人ほどの器用なメンバーが石器製作を担当

し、残りはフリントの採掘を行った。石器製作者

は、職人として尊敬されていたが、石器を売って

得た利益は、メンバー全員で均等に分けたという。

実際の石器製作の様子については、残された石

核の観察に加えて、映像記録も残っていることか

ら、かなり詳細に判明している。石器製作には両

端が尖った鉄製のハンマーが用いられた。単設の

石核が準備され、グローブをつけた左手で石核を

保持し、右手でハンマーを振るい、縦長の剥片（石

刃）が連続して剥がされた。石刃は長さ 10-15cm

ほどである。この結果、石刃剥離が全周囲におよ

んだ円錐形の石核が残された。

こうしてこのフリントの原産地には石核や石

屑（デビタージュ）が大量に残された。消費され

た石材は１日に 150–325 kg に及んだという。ま

図１  本文で言及したトルコの地名
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た製作された石刃は１日約 250 kg であったとい

う。1 キロあたり 50–60 本ほどの石刃に相当する

とすれば、1 日に製作された石刃は 12500 本に

もなる。一般に、１台の脱穀橇に必要な橇刃は

300–700 本であるから、仮に１台に必要な橇刃を

500 本とすると、チャクマック村の石器製作で１

日に 25 台分の橇刃が製作できた計算になる。

フリントの露頭で製作された石刃は袋に詰め、

ロバの背にのせて村に持ち帰ったのちに、近くの

大きな町であるハルマンジュク（Harmancık）に

運んだ。ここでどのような取引が行われたか詳細

は不明だが、記録によると、各地の商人がチャク

マック村の石刃を買い付けに来たという。推測だ

が、商人は石刃の形で農家か、街中の脱穀橇製作

職人に販売したのだろう。

チャクマック村製の石刃はどの程度の範囲で

流通していたのであろうか。トルコ中の橇刃を

供給していたとのチャクマック村の村人の証言

が紹介されているが、これは誇張であろう。実

際に他の記録から、トルコ国内に橇刃の製作を

行っていた村や都市が複数あったことが知られて

いる。チャクマック製石刃は、中西部のアフヨ

ン（Afyon）、黒海沿岸のカスタモヌ（Kastamonu）

で売られていたとの記録があるので、おそらくは

トルコ西部がおもな流通範囲であっただろう。

チャクマック村の人口は橇刃用石刃の製作が

最盛期であった 1950 年代で 500 人程度であった。

橇刃の製作はよい収入源になったらしく、チャク

マック村は近在ではもっとも裕福な村であったと

の記述がある。このことは、橇刃製作が高度で専

門性の高い作業で、競争相手が少なくとも周辺に

存在しなかったことを窺わせる。脱穀橇の使用が

廃れていった 1970 年代以降、橇刃製作に従事す

る村民は減り続け、住民の多くは北のブルサへ仕

事を求めて移住した。2000 年代の村の住民は 120

人ほどである。

２. キプロス島の事例
キプロス島でも、かつて、石器を装着した脱

穀橇が使用されていたことが知られている。脱

穀橇に関連する調査報告として、Fox（1984）、

Whittaker（1996; 2000）などの著作が参考になる。

この地では 1950 年代まで脱穀橇は農作業に不可

欠な道具であった。脱穀橇は、コムギの他にオー

ツムギやレンズマメの脱穀にも使われた。農家１

戸あたり１、２台の脱穀橇が必ずあったという。

調査によれば橇刃となる石器製作の中心地は、

北部のラピトス（Lapithos）周辺の村々、西部の

パノ・パナギア（Pano Panagia）村、南部のレフ

カラ（Lefkara）周辺の村々の３か所であった（図

２）。キプロス島はトロードス山脈によって南北

に区分されるが、石器石材となるフリントはこの

トロードス山脈にしか存在しない。上記のパノ・

パナギアやレフカラの周辺にはフリントの露頭が

存在する。一方、北部にはフリントの産地はなく、

ラピトス周辺の橇刃職人は、フリント採取のため

に南部まではるばる出向いてきたという。

脱穀橇製作に関する情報は、アナリタ（Anarita）

村やパノ・パナギア村の住民から得られた。キプ

ロスの事例でも、脱穀橇製作の工程において、もっ

とも手間暇がかかる作業が石器製作である。石器

製作職人は、居住地を離れ、良質のフリントを求

めて露頭を探し回った。また、場合によっては採

掘もおこなった。石器の製作は、フリントの採取

地の近く、木陰などで行われた。石材の探索や石

器製作が行われたのは初夏（5、6 月）であった。

これは脱穀橇がムギ脱穀に使用される７月に備え

てのことである。７月の脱穀の時期になると、橇
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刃の交換が頻繁に行われるからである。

石器職人は、製作した石器を居住地に持ち帰

り、自ら橇に装着して脱穀橇を製作した。こうし

て製作された脱穀橇は、商人に買われ村や町で売

られた。キプロス島の石器職人に関する記録で興

味深いのは、彼らが定期的に製作した石器を持っ

て特定の村々を訪問し、橇刃の交換を行っていた

という、巡回職人としての側面である。職人にとっ

ては、毎年のこうした交換作業はかなりの収入に

なったという。

また、キプロス島の脱穀橇製作には、様々な分

業制が存在したようである。上記の例のように、

石器製作から脱穀橇の完成まですべてをこなす職

人、石器製作と橇刃の交換だけを行う職人（橇自

体はつくらない）、橇だけを製作する木工職人な

どである。これらの職人とは別に、器用な村人の

中には、石器をみずから製作し、自分で橇刃の交

換を行うものもいた。

３. テッサリア地方（ギリシア）の事例
ギリシアのテッサリア地方で使われていた脱穀

橇に関する聞き取り調査がカリマリによって行わ

れた（Karimali 2005）。他の地域と同様にテッサリ

アにおいても、脱穀橇の使用は 1960 年代に廃れ

た。カリマリの調査報告にはテッサリア平原の東

の山脈にある３つの村と、平原の中心都市ラリサ

（Larisa）、そしてその近郊の村が登場する（図 3）。

(1) アナトリ（Anatoli）村の事例
Ossa 山に位置するアナトリ村では、さらに北

の高地に位置するカタフィギ（Katafigi）村から

職人がやってきて、アナトリ村周辺のフリントや

マツの木を使った脱穀橇が製作された。上記のキ

プロス島の事例でも記録されている巡回職人であ

る。カタフィギ村の巡回職人は、年中、脱穀橇の

材料となる良質の石材や木材を求めて 60–100 km

の距離を移動していたという。

図２   本文で言及したキプロス島の地名
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(2) コッキノピロス（Kokkinopilos）村の事例
オリンポス山のふもとに位置する同村は、1960

年代まで専門的に脱穀橇の製作を行う村であっ

た。村民のほとんどは農民であり、橇の製作は家

族単位で行われる季節的な労働であった。橇製作

が行われたのは通常夏の間、数か月間であった。

村の周辺からフリントや松の木が調達され、橇刃

の製作、橇の製作、橇刃の装着といったすべての

工程が村内で行われた。完成した脱穀橇は、村人

自身が最長１週間ほどかけて行ける範囲の近在の

村々に売りに行ったという。1938 年以降は、村

に脱穀橇製作の組合が結成され、村で製作された

脱穀橇は一括して大都市のラリサ（Larisa）の商

店に卸されるようになった。

(3) メガロ・モナスティリ（Megalo Monastiri）
村の事例

ラリサの南東 20 km に位置するこの村は、ブ

ルガリアからのギリシア系移民によって建設され

た。同村の農民は脱穀橇を製作することはなく、

故地ブルガリアの知り合いの職人が遠路はるばる

運んできた脱穀橇を使っていた。しかし 1942 年

にその職人が死去したのちは、地元の商店を通じ

て脱穀橇を入手するようになったという。移住先

と移住元の関係を考えるうえでも興味深い事例で

ある。

以上３地域の事例は、古代の工芸の専業化や消

費と生産の関係を考えるうえで示唆的である。①

生産と消費のシステムは絶えず変化しており、状

況に応じてさまざまに形を変えること。②脱穀橇

の製作はかなり専業性の高い労働で（おそらく特

殊な材料の調達、専門的な製作過程が理由）、巡

回職人と生産拠点の２種類の製作体制が確認でき

ること。③生産者と消費者の結びつきは、民族的・

言語的特徴を共有している関係性が基盤になって

図３   本文で言及したテッサリア地方の地名
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いる。それゆえ距離的に近くとも、村ごとに異な

る生産・供給ネットワークに組み込まれている場

合があること。④個人、家族、村ぐるみを脱穀橇

製作の専業化に向かわせるのは、いずれの場合も

彼らの農業生産が貧弱な場合であった。

４. おわりに
かつて石器を装着した脱穀橇を製作していた

３地域の事例について、調査報告に基づき概観し

た。これらの情報は先史時代の考古学資料を解釈

するうえで非常に参考となる。以下、本稿で得ら

れた重要な視点についてまとめる。

脱穀橇の製作者については、生産拠点となる職

人の村が存在する場合と職人が村々をおとずれ、

現地調達の材料で橇を製作したり、持ってきた石

器で橇刃の交換を行ったりする巡回職人の場合の

二者が確認された。生産組織は、家族または友人

同士といったグループ単位からなることが多い。

製作した橇刃や脱穀橇の流通範囲は、キプロスや

ギリシアの例では、特定の村々や地域を対象とし

ており、それほど広くはない。一方、トルコのチャ

クマック村の事例のように、市場経済が発達して

いる場合、広範囲に製品（石器）が広まることも

あった。分業制については、トルコの事例が、石

器職人、橇職人、販売人ともっとも分業化が進ん

でいるのに対し、他の地域では、それほど脱穀橇

製作・販売工程の分業化は進んでおらず、石材調

達・石器製作・橇製作・橇刃の埋め込み・販売と

いったすべての工程を一貫して同じ人物・集団が

行う事例が多くみられた。

今回の脱穀橇の民族例を参考にすると、工芸の

専業化が発生するのは以下のような条件がそろっ

た場合と理解できる。①少数の生産者に、それを

上回る多数の消費者が存在する、②生産者は、材

料の産地に近く、高度な技術を持っており、また、

工芸に従事する以外の生業に乏しい、③消費者に

は、高い技術で製作されている（一般に製作する

ことが困難）生活に必要な必需品がある。

かつてチャイルドが都市の定義としてあげた

都市的要素 10 箇条のうち、いくつかは先史時代

に起源していることは確かであり、中でも工芸の

専業化という現象は都市出現よりはるか前に始

まっていたと多くの研究者が主張する。それでは

具体的にどの時代まで遡るのだろうか。今回、得

られた視点なども参考にして考えてみたい。
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カビール沙漠を超えたウルク文化
－東部イラン、南ホラーサーン州のカレ・クブ遺跡の発掘調査－

1. はじめに
カレ・クブ遺跡は、イラン東部、アフガニス

タンとの国境に近い南ホラーサーン州に位置する

（図 1）。南ホラーサーン州の州都ビールジャンド

から北西に 140 km ほどのところにアイ・アスク

という小村があり、その近郊にある遺跡である。

イランの首都テヘランから陸路で向う場合は、広

大なカビール沙漠を超える必要がある。

図 2 と図 3 は、カレ・クブ遺跡の現状を撮影し

たものである。大きさは 7ha 程度と中規模な遺跡

で、現在は農地として利用されている。

南ホラーサーン州は、イランのなかでも、ほ

とんど考古学調査が行われてこなかった地域であ

る。そのため、筆者たちは共同で 2018 年より南

ホラーサーン州で考古学調査を行っている。その

なかで、目をつけたのが、カレ・クブ遺跡である。

図 1 ウルク文化の拡大：●は南メソポタミアのウルク文化を代表する遺跡、 
■はウルク文化の物質文化が確認された周辺の遺跡
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図 2 カレ・クブ遺跡

図 3 カレ・クブ遺跡
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この遺跡では、すでに 2018 年、2019 年の 2 シー

ズンにわたり試掘調査を行っている（2021 年に

計画した第 3 次調査は、コロナ禍により延期と

した）。本論考では、まず資料整理が完了してい

る 2018 年の第 1 次調査の成果を紹介し、その後、

今後の研究計画を説明したい。

2. カレ・クブ遺跡の第 1 次調査の成果
第 1 次調査では、遺跡の層位を確認するため、

遺跡の中央部にトレンチを二つ（トレンチ A お

よびトレンチ B）設定し、地山まで掘り下げを行っ

た。両トレンチとも 5 m ほど掘り下げた段階で、

遺物の出ない地山に達した（図 3、4）。

現在、出土した土器にもとづき、この遺跡の文

化層を第 1 層から第 3 層に区分している（図 5）。

最下層の第 1 層からは、チャシュメ・アリ文化の

彩文赤色土器が出土している。これにより、筆者

たちは第1層を前5千年紀初頭に年代付けている。

図 4 完掘後のトレンチ A

図 5 カレ・クブ遺跡の層位（トレンチ A）
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最上層の第 3 層からは、第 3 千年紀／前 2 千年

紀に特徴的な灰色土器が出土している。この見解

は、放射性炭素年代測定値からも支持される。

第 1 次調査でもっとも重要な発見があったの

が、第 2 層である。トレンチ A、トレンチ B ともに、

現地表から 1.5 m ほど下のところで、厚さ 50 cm

ほどの礫層が確認された。第 2 層は、この礫層

を中心とした層である。おそらく遺跡近くの河

が氾濫し、運ばれてきた礫が堆積した 2 次的な

層だと思われる。そして、この礫層から、自然

の礫に混じり、図 6 のような土器片が大量に出

土した。

図 6 カレ・クブ遺跡から出土した外傾口縁鉢
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これは、カレ・クブ遺跡から 1000 km 以上離れ

た南メソポタミアのウルク文化に特徴的な外傾口

縁鉢（Beveled Rim Bowl）の破片である。外傾口

縁鉢は、粗悪で胎土に大量のスサを含み、口縁が

外側に傾斜していることを特徴とする。この土器

は、パンを焼くのに用いられたとも、労働者に麦

を配給するのに利用されたともいわれている。

第 2 層からは、地域の伝統的な土器に混じり、

外傾口縁鉢の破片が 400 点以上出土している。外

傾口縁鉢は、第 2 層出土土器の 15％近くを占め

ていた。また、数は少ないものの、四耳壺（Nose-

lugged Jar）や注口土器（Spouted Jar）、盆（Low 

Sided Tray）といったウルク文化に典型的なその

ほかの土器の破片も出土している。

3. カレ・クブ遺跡第 2 層の重要性
東部イラン南ホラーサーン州のカレ・クブ遺跡

第 2 層から、ウルク文化の土器片が出土したこと

はきわめて重要な発見であった。

前 4 千年紀のウルク期に、南メソポタミアで

は世界最古の文明、メソポタミア文明が誕生し

た。しかし、南メソポタミアは、年間降水量が

200 mm にも満たない乾燥地域であり、チグリス

河、ユーフラテス河が運んだ大量の泥が堆積して

できた巨大な沖積平野であるため、金属や貴石、

良質な木材といった文明生活を営むうえで必要不

可欠な資源が存在せず、こうした資源をアナトリ

アやイランといった周辺地域から獲得する必要が

あった。

そのため南メソポタミアに誕生したばかりの

ウルクなどの都市国家群は、周辺地域に進出し、

交易ルート沿いに交易拠点を建設していったと考

えられている。この現象は、ウルク文化の拡大

（Uruk Expansion）と呼ばれている（図 1）。この

結果、周辺地域に南メソポタミアの物質文化が拡

散していく。

カレ・クブ遺跡の発掘調査以前は、ウルク文

化の物質文化が確認された最北東の遺跡は、南メ

ソポタミアから 700 km ほど離れたイラン高原西

部にあるシアルク遺跡やガブリスタン遺跡などで

あると考えられていた。しかし、今回、筆者たち

は、さらに内陸へ 600km ほど入ったカレ・クブ

遺跡において、新たにウルク文化の物質文化を確

認した。

これまでは、大乾燥地域であるカビール沙漠あ

るいはルート沙漠の手前でしかウルク文化の物質

文化は確認されていなかった。そのため、ウルク

文化は、カビール沙漠およびルート沙漠を超える

ことができなかったと考えられてきた。しかし、

筆者たちの調査によって、はじめてカビール沙漠

の東側にまでウルク文化が到達していたことが明

らかになった。

では、なぜ南メソポタミアのウルク文化の集団

は、険しいザグロス山脈そしてカビール沙漠を超

えて、1000 km 以上離れたカレ・クブ遺跡にまで

やってきたのだろうか。筆者たちは、おそらく銅

と玉髄が答えであると考えている。2018 年の発

掘中に、滞在していたアイ・アスク村の土産物屋

を訪れた。この店は、遺跡近隣の山々から拾って

きたさまざまな石をアクセサリーに加工し、販売

していた。その石材のなかに、孔雀石と玉髄が混

ざっていた。孔雀石は銅の原料であり、玉髄は南

メソポタミアで印章や装身具の材料として用いら

れた石材である。現在、遺跡近隣で孔雀石や玉髄

が採れることが、南メソポタミアの集団をこの地

に引き付けた最大の要因であったのではないかと

推察している。
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4. 今後の調査計画
最後に、コロナ収束後の調査計画を述べたい。

2019 年の第 2 次調査では、トレンチを複数開けた

結果、ウルク文化の物質文化を伴う遺構を確認し

ている。そのため、今後、この地区を中心に、大

規模な面的な発掘調査を実施したいと考えている。

また、分布調査も行いたいと考えている。地元

の人間によれば、遺跡周辺の山々には、年代はわ

からないものの、孔雀石や玉髄の採掘坑が残され

ているという。分布調査を実施し、これらの採掘

坑の年代も明らかにしていきたいと考えている。
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足 立 拓 朗
金沢大学古代文明・文化資源学研究センター

西アジアの都市化と遊牧民交易

研究の目的
西アジアにおいて都市が誕生する時期の遊牧

民の交易活動をヨルダン、サウジアラビアの砂漠

地域を対象地域として研究し、先史時代の遊牧民

の交易活動が都市の発生に与えた影響を明らかに

することが目的である。都市の成立以前の新石器

時代から様々な長距離交易活動が確認されてい

るが、どのような人々が交易活動に従事し、都市

に資源を搬入していたのかは明らかになっていな

い。本研究ではこの問題に対して、砂漠地域の先

史・古代遊牧民の研究を行う。

調査予定と実際の研究内容
2021 年度には、サウジアラビアの新石器時代

遺跡出土の貝製品研究とヨルダン東部砂漠のバー

イル地域の文献学的研究の実施を予定していた。

貝製品研究は千葉県中央博物館の黒住耐二学

芸員に鑑定を依頼する予定であった。そのため、

千葉県まで資料を持参する計画であったが、千葉

県出張の時期がコロナ感染の拡大期に重なってし

まった。結局、年度内に報告者（足立）と黒住の

予定を合わせることができず、貝製品研究を進め

ることはできなかった。

バーイル地域の文献学的調査はオスマントル

コ期の部分はある程度は進めることができたが、

それ以前の時期については文献の購入が進まず、

十分に進めることができなかった。海外からアラ

ビア語文献を取り寄せることが困難であることが

明らかになったので、来年度は新たな対応を検討

する必要がある。オスマントルコ期の調査成果に

ついては後述する。

以上のように調査予定の変更の必要が年度前

半で明らかになっていたことから、バーイル地域

で出土が期待される青銅製品の比較研究を進める

ことにした。本来は出土遺物に併せた研究が理想

であったが、対象を絞り込むことはできないた

め、レヴァント地域からアラビア半島の青銅製武

器の集成を行い、アラビア半島の遊牧民の交易活

動を復元することを目指した。以下に成果を報告

する。オスマントルコ期のバーイル地域の文献学

的調査、アラビア半島の青銅製武器研究の順に述

べる。

オスマントルコ期のバーイル地域の文献学
的研究について

報告者はオスマントルコ期の研究者ではない

ため、トルコ語の文献調査を行ったわけではな

く、あくまで文献学「的」な調査にとどまって

いる。本調査では、著名な考古学者であるトー

マス・エドワード・ロレンス（Thomas Edward 
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Lawrence、1888–1935）の著書『知恵の七柱』に

記されたバーイル地域について取り上げ、オス

マントルコ期末期に同地域がどのような状態で

あったかを検討する。『知恵の七柱』は、ロレン

スの私的な記録の側面が強く、学術的な文献と

言えるかどうか疑問の部分はある。しかし、本

調査で取り上げるのは、バーイル地域の記述の

みある。バーイル地域はロレンスにとっては通

過点にすぎないため、この地域の記述にロレン

スの私的な感情が入って、記録に正確さを欠く

ということはないと判断している。ロレンス以

外にこの時期、あるいはそれ以前に遡っても、

このバーイル地域に対して記録を残したヨー

ロッパ人はいないと考えられ、ヨーロッパ人が

残したバーイル地域の最初の記録として重要で

あろうとも考えた。ただ、今後、アラビア人な

どが遺した記録と対照しながら、分析していか

なければならない。

『知恵の七柱』は柏倉俊三によって翻訳され、

平凡社の東洋文庫シリーズで全 3 巻が 1969–1971

年に出版されている。ただ、これは、ロレンス

自身により原稿の約 25% が削られた「簡約版」

（初版 1926 年）である。そして、2008–2009 年

には同じく平凡社の東洋文庫シリーズから『完

全版 知恵の七柱』（全 5 巻）が出版されている。

この完全版はジェレミー・ウィルソン（Jeremy 

Michael Wilson、1944–2017) によって新たに編集

されたものであり、田隅恒生によって訳注がなさ

れている。

映画でよく知られているように、ロレンスと

アラブ反乱軍は、紅海沿岸の町ウジュフからオス

マントルコの軍事拠点アカバまで進軍する。その

ルートは単に紅海に沿って北上するわけではな

く、内陸の町タブークの南を通り、さらに内陸の

都市ジョーフの西側で北西に迂回し、シルハーン

峡谷を北上してから西進して、バーイルに至る。

そして、その後、ジャファル、マアンを経てアカ

バに南進するという相当な回り道をしている。こ

れはアラブ反乱軍兵士を募ること、また進軍がオ

スマントルコに悟られないための工夫と考えられ

るが、その回り道のおかげで、当時のバーイル地

域の様子を知ることができる。

バーイル地域がロレンス達の行軍にどの程度

の重要性があったにかを検討するために、『知恵

の七柱』( 全３巻 ) において、主要地名が記載さ

れている頁をカウントした。記されている地名

を多い順に挙げると、１位アカバ（60 頁分）、2

位ウジェフ（55 頁分）、3 位デラア（54 頁分）、4

位ダマスカス（50 頁分）、5 位アズラク（49 頁分）、

6 位アバー・エル・リッサーン（34 頁分）、7 位

ヒジャーズ（31 頁分）、8 位マアン（29 頁分）、9

位アンマン（25 頁分）、10 位バーイル（21 頁分）、

11 位ジャファル（13 頁分）となる。

通過点に過ぎないバーイルの地名の使用が 10

番目に多いことがわかる。激戦地だったアバー・

エル・リッサーンとバーイル以外は、現在でも主

要な大都市として知られている地名である。現在

のバーイルには小規模な井戸以外には数件の建物

しかないが、当時はこの周辺の遊牧民が集まる拠

点として機能しており、当時のロレンスにその重

要性が認識されていたことがわかる。

ロレンスが記しているバーイルの記述には以

下のようなものがある（『知恵の七柱』( 全３巻 )

から引用）。

「シルハーン（報告者註：シルハーン峡谷）を

出てアルド・エル・スーワンの最初の大地に泥

灰岩の石灰岩原に黒い燧石（報告者註：フリン

ト）のちらばっている地方へさしかかった。（中
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略）一行が目指したのはバーイルであり、（中略）

サニドの井泉群と廃墟の多い史蹟であった。丸

い丘の下のバーイルへ着いた。（中略）井戸その

もの天頂部分が打ち砕かれていた。（中略）谷の

底にある次の井戸へ走って行った。そこでも井

戸の上部が微塵に打ち砕かれ、（中略）アウダは

言った「これはジャージー（報告者註：フエイ

タット部族の氏族）の仕業だぞ」。我々は谷を横

切って三番目の（ベニー・サフル族）井戸に行っ

た。それはまったく白亜を詰め込んだ杭という

よりほかなかった。（中略）平地中の廃墟の北方

に第四の井戸がある。（中略）嬉しいことにそこ

は無傷だった。これはジャージーの井戸だった。

（2 巻 94 頁）」

砂漠を進軍してきたアラブ反乱軍にとって、

バーイルの井戸で水を補給することが重要であっ

たことがわかる。またバーイルの井戸は複数あり、

それらが異なるグループによって管理されていた

こともわかる。

以上の『知恵の七柱』の調査内容はメモ程度の

内容ではあるが、今後の文献研究の出発点として

調査概要を報告した。

アラビア半島の青銅製武器研究
前述のロレンスの『知恵の七柱』の記述から

もわかるように、アラビア半島中央部からレヴァ

ント地方に至るルートの拠点としてバーイルが機

能していたことがわかる。アラビア半島とレヴァ

ント、メソポタミアとの交易については、これま

で主に乳香や没薬などが考えられてきたわけであ

り、その交易には駄獣としてラクダが活用されて

いたことも注目されてきた。しかし、アラビア半

島各地の発掘調査により、ラクダ利用前の前期青

銅器時代に遡る遺跡が明らかになっている。これ

らの多くは湾岸地域の海洋交易により発展したも

のであるが、アラビア半島西部にも遺跡は存在し

ており、ラクダ利用前の遊牧民による内陸交易を

想定すべき段階に来ている。特に多くの青銅器が

前期・中期青銅器時代に確認されている。これら

を集成して、レヴァントやメソポタミアの資料と

比較検討しておくことは、今後のアラビア半島の

先史・古代の遊牧民研究に寄与すると考えた。

現在のところ、アラビア半島の青銅器時代から

鉄器時代にかけての遺跡から、約 370 点の金属製

武器の出土例を集成した。まだその総括は終了し

ていないが、アラビア半島東岸地域では、ソケッ

ト式の青銅製槍がメソポタミア地方と同じくらい

早く現れていることが注目される。またアラビア

半島全域で青銅鏃の出土頻度がレヴァント地方よ

り多いことも注意する必要がある。

バーイルに関係がある点、つまりアラビア半島

西岸域の特徴としては、無茎の青銅短剣が挙げら

れる。このタイプの青銅剣はレヴァント地方でも

出土例はあるが、どちらかと言えば珍しい型式と

言える。この無茎短剣についてレヴァント地方と

アラビア半島西岸についての集成が図１である。

まだ、アラビア半島東岸地域の集成は加えていな

いため作業中の成果ではあるが、今年度の調査成

果として掲載する。この無茎短剣はサイズにより、

三類型に分類できる。長さが 20cm の大型の類型

が I 類（図 1: 1–3）、長さが 10–20cm の中型の類

型が II 類（図 1: 4–18）である。III 類が 10cm 以

下の小型の類型である（図 1: 19–21）。II 類は柄

を固定するための鋲の個数、また刃部の形状に

よってさらに分類が可能である。二つの鋲を有し、

刃部形状が直線的なものがアラビア半島南部にみ

られる傾向があり、その点を注視しながら、さら

に集成・検討作業を進めていくつもりである。以
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図１ 青銅製無茎短剣（I 類：1–3；II 類 4–18；III 類：19–21） 
(Philip 1989: 479–482, Simpson 2002: 87 の記述などから足立作成 )
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上の青銅器研究の成果は国内の欧文学術誌に投稿

する予定である。

まとめと展望
予定していた調査は実施できなかったが、オ

スマントルコ期のバーイル地域の文献学的調査、

アラビア半島の青銅製武器研究はある程度進め

ることができた。しかし、論文の形でまとめる

には至っておらず、やや低調な成果に終わって

しまったことが悔やまれる。海外調査を行わな

くても、成果を得られるような計画を立ててい

たにも関わらず、このような結果に終わってし

まった。来年度はさらに念密な計画を立てて実

施する必要がある。

本報告には間に合わなかったが、バーイル地域

の衛星画像を利用した測量図を新たに作成してお

り、来年度の調査・研究は、この衛星画像の検討

を中心に実施する予定である。この衛星画像とア

ラビア語文献については、時間的に余裕を持って

発注したはずであったが、結局、年度報告の段階

では、どちらも納品されず、調査・研究に使用す

ることができなかった。コロナ禍の影響は海外調

査ができないというだけではなく、様々な物品の

流通にも影響を及ぼしている。このことを注意し

ながら、最終年度の調査を進めるつもりである。
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計画研究 02

古代西アジアにおける都市の景観と機能





唐 橋  文
中央大学文学部

シュメール都市国家概観

ウルク後期（紀元前４千年紀半ば頃）、今日の

イラクの首都バグダード以南、チグリス川とユー

フラテス川が形作る沖積平野において、急速に都

市化が進んだ。この地域は、古代メソポタミアの

南部にあたり、前３千年紀はシュメール 1、その後

はバビロニアと呼ばれた。そこでは、灌漑農業も

輸送手段も、大小様々な水路のネットワークに依

存していた。シュメールの都市国家は、自然およ

び人工の水路に沿って発展した都市を中核とし、

大小の集落が点在する耕作地とその向こうに広が

る牧羊地帯からなる周辺地域を支配下に持つ政治

組織体と理解できる（Westenholz 2002: 24–26）2。

その最古で最大規模の都市国家の一つがウルク

（現ワルカ）であった（図１参照）。都市では、複

数の神々が崇められていたが、その都市にとって

最も重要な神（都市神）がそれを所有すると考え

られており（前田 2003: 154）、都市名の中には、

都市神の名前の綴りの一部を含むか、あるいは、

全く同じ綴りで表記さるケースもあった（Englund 

1　 シュメールとアッカドという名称については後述。
2　 ヤコブセンやヴェステンホルツ（Westenholz 2002: 31）等は、支配者の諮問機関として市参事会、あるいは長

老会があったと想定している。マルケシ（Marchesi and Marchetti 201: 103）は、初期王朝時代の文書に限定し
た上で、その証拠はないとする。

3　エングルンド（Englund 1998: 70）は、ウルク後期の文書に言及されるエンは単なる「行政の長」(chief of ad-
ministration) と理解している。

1998: 92）。都市を支配の基本的単位とする時代

は、ウルク後期から前３千年紀後期に中央集権的

な統一国家が誕生するまで、およそ千年続いた。

1. 都市国家の支配者
分立する都市国家の支配者（「王」）たちは、そ

れぞれの碑文（王碑文）、あるいは行政経済文書

の中で、エン（en）、ルガル（lugal）、エンシ（ensi2）

の３種類の王号のいずれかを用いた 3。これまで、

多くの研究者たちが、シュメール都市国家の核心

にかかわる問題として、なぜ 3 種類もの王号があ

るのか、どの都市国家の誰が、どの王号を用いて

いるのか、機能的な違いはあるのかなどを議論し

てきた。中原与茂久郎は、1960 年代後半の論文

の中で、ウルクおよびジェムデト・ナスル期の都

市国家はエン、初期王朝時代 I 期はルガル（およ

び後にはエンシ）によって支配者されていたが、

両者は本質的に共通の性格を持つ、神殿組織の上

に立つ世俗的支配者で、軍事・集団労働を組織し
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たと論じた（山本・前川 1969: 96–98）。P. シュタ

インケラー（Steinkeller 1999: 111–117）は、宗教・

政治・軍事的機能を併せ持つエンが、ウルクを含

めて、シュメールの王権のオリジナル形であるが、

次第に、エンシが政治・軍事的機能を持って独立

し、宗教的機能のみがエンに残されたと仮定する。

一方、ルガルに関しては、エンシと実質的には同

じだが、視点が異なる補完的な関係にあるとし、

都市国家ラガシュを例にとって、エアンナトゥム

は、ニンギルス神の執事としては「エンシ」、ラ

ガシュの人々にとっては「ルガル」であると説明

する（後述）。前田徹（2020: 43–63）は、都市国

家分立期（ウルク後期～初期王朝時代 III 期末期）

には、ウルクではエン、ウルではルガル、ラガ

シュではエンシというように、都市国家がそれぞ

れの伝統に即して王号を使用したが、領域国家期

（初期王朝時代 III 期の末期～アッカド王朝サルゴ

ンと後継者２名の時代）に王号が変化し、都市国

図１  紀元前３千年紀メソポタミア南部の地図（出典：Westenholz 2002: 25 fig.1 をもと
に黒須万貴子が作図）。アッカドとケシュの位置は推定。ユーフラテス川の現在の水路は
点線で示されている。古代の海岸線はウル、エリドゥ、ニナに近かったとする見解（Nadali 
and Polcaro 2018: 24, 26）に従う。



53

研究成果報告 2021 年度
A02 計画研究 02

家の枠を超えて全土を支配する唯一の王がルガ

ル、その下におかれた諸都市の支配者がエンシを

用い、エンはもっぱら神官職を示すようになった

と理解している。P. ミカロウスキー（Michalowski 

2008: 33）は、前田の見解に近く、元々これら３

つの用語は、「主権者」（sovereign）を意味する地

域の伝統を反映した類義語（quasi-synonyms）で

あったが、中央集権に向かう文脈の中で意味の

改変が起こり、唯一の支配者がルガル、その支

配下の知事たちと外国の支配者たちがエンシと

呼ばれたと解釈している 4。これに対し、マルケシ

（Marchesi and Marchetti 2011: 103–113）は、エン・

ルガル・エンシのどれを用いるかは各都市国家の

伝統によるかもしれないが、それらの王号は等し

いわけではなく、特定の王号を用いる支配者の役

割と機能について異なる意味合いや認識を伝える

と述べている。

2. ウルクのエン
「ウルクのエン」（en unug）の２文字は、ウル

ク出土の原楔形文字粘土板文書に散見される 5。ま

た、ウルクの遺跡から出土した「ウルクの大杯」

と呼ばれる、高さ１メートルほどの祭儀用アラバ

スター製コップ型容器の表面上部にも、「エン」

の文字が見えている 6。これらの遺物は、前４千年

4　 ３つの用語が類義語だったとしても、２つ王号、エンとルガルは、人名の要素として用いられたが、エンシ
が人名に取り込まれることはない（Bartash 2020: 563）という点は興味深い。

5　 ウルク・エアンナ III 層出土の P004493 や P326285 等。P は Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) のテキ
スト番号（https://cdli.ucla.edu）。

6　 Englund 1998: 69 figure 22、およびリオン・ミシェル 2012: 34 の EN の文字を参照。
7　 この容器の写真・図については、前川 2011: 6–11 や Suter 2014: 551 fig. 1 等を参照。
8　 この女性像が、イナンナ女神を表すのか、あるいはイナンナ女神に仕える人間女性を表すのかという問題が

議論されているが（Suter 2014）、奉納の対象がイナンナ女神であることに変わりはないので、ここではこの
問題には立ち入らない。

9　 Englund 1998: 69 figure 22 の MUŠ3 の文字を参照。

紀末期に年代づけられている。コップ型容器は、

全体に浮き彫りが施され、流れる水に支えられた

豊かな動植物が社会の基盤にあって（下段）、そ

れが豊富な供物を生み出し（中段）、支配者によっ

てイナンナ女神へ献げられる（上段）という一

連のシーンを描く 7。上段中央で供物を受け取る女

性 8 の背後に、イナンナ女神を意味する絵文字 9 と

そっくりのポール（竿）が２本描かれている。ポー

ルの背後、すなわち神殿内部には、動物の背に像

が２体安置され、前方の像の両手の上に、前述の

「エン」の文字がある。供物を捧げ持つのはイナ

ンナ女神に対面する裸の男性であるが、供物の真

の奉納者は、その男性の背後に描かれた人物であ

る。その人物の図像はひどく破損しているが、わ

ずかに残存する部分から、網目状に織られた布製

のスカートを身につけていることがわかる。この

時代（ウルク後期）の支配者は、そのようなスカー

トで表されることが知られているので、そこに描

かれていたのは、ウルクの支配者、すなわち「エン」

であったと考えられている。議論のあるところ

ではあるが、シュタインケラー（Steinkeller 2017: 

34; 2019）は、ウルクのエンを「祭司王」(priest-king)

と見做している。

「ウルクの大杯」は、1930 年代に発掘されて以

来、ほぼ一貫して聖婚儀礼の場面を描くものと解
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釈されてきたが、最近、果たしてそれは妥当なの

であろうかという疑問が提起されている。「聖婚」

（ギリシア語のヒエロス・ガモス）は、元々ギリ

シアの神々同士、またその延長上の、神と人間の

結婚を意味する用語であったが、19 世紀に、豊

穣をもたらすための儀礼という概念が加えられ、

古代メソポタミアの神話・儀礼の研究でも用いら

れるようになった（Cooper 1993: 82）。古代メソ

ポタミアにおいては、神々同士の結婚は、前３千

年紀末期のグデアの碑文に描かれたニンギルス神

とババ女神の結婚を含め、ウル第三王朝時代のニ

ンダラ神とナンシェ女神、エンリル神とニンリル

女神、ドゥムジ神とイナンナ女神、ナンナ神とニ

ンガル女神（Suter 2014: 557 n. 27）、前１千年紀

のシャマシュ神とアヤ女神、ナブー神とタシュ

メートゥ女神（あるいはナナヤ女神）、マルドゥ

ク神とツァルパニートゥ女神（Pongratz-Leisten 

2008: 60–66）の結婚などが知られている。古代

メソポタミアのもう一つの聖婚のタイプは、支配

者と人間女性が、神々のカップル、ドゥムジ神と

イナンナ女神の役割を演じ、豊穣をもたらす神々

の性行為を代理として行ったというものである。

前３千年紀中葉から後半にかけて、ウルの王碑文

でメスアンネパダが「ヌギグの配偶者」（ヌギグ

はイナンナ女神のエピセット）と呼ばれているこ

と、ラガシュの王碑文でエアナトゥムが「イナン

ナ女神の愛する配偶者」と呼ばれていること、アッ

カドの王碑文でナラムシンが、イシュタル女神の

10　 ETCSL 1.8.2.3 を参照。
11　 ETCSL 2.4.2.24 を参照。
12　 ETCSL 2.5.3.1 を参照。
13  シュタインケラー（Steinkeller 1999: 118）は、「某神のエン」というタイトルが文書に登場するのはナラムシ

ン以降とする。これに対し、I. ウィンター（Winter 2010）は、「某神のエン」という職は既に初期王朝時代
III 期には存在したとする。両者によって論じられている、サルゴンの娘でウルのナンナ神の祭司エンヘドゥ

「夫」と呼ばれていることも、この説を裏付ける

と考えられてきた（Cooper 1993: 83）。シュメー

ル語の文学作品にも、支配者とイナンナ女神の親

密な関係に言及する物語があり、そこでは、ウル

クの支配者と、彼にライバル意識を燃やす、イラ

ン高原の都市国家アラッタの支配者が、イナンナ

女神の寵愛を競い合う。どちらも女神のベッドで

眠るのであるが、アラッタの支配者は、自分の方

がより親しく女神と懇ろに語り合う仲にあると主

張する 10。しかし、彼は、最後には、ウルクの支

配者こそ「イナンナ女神の愛すエン」であると認

める。これらの事柄が、ウル第三王朝（シュルギ

X）11 とそれに続くイシン王朝（イッディンダガン

A）12 の二つの王讃歌等（前３千年紀末～２千年紀

初頭）に描かれた、支配者とイナンナ女神の官能

的な情景と関連づけられた。これらの王讃歌は、

支配者とイナンナ女神の性行為に言及していると

読めるのだが（Cooper 1993: 84–85）、それが、実

際の人間による結婚の行為を描写したものなの

か、あるいは、支配者と女神の緊密な関係を文学

的に表現したものなのか、判然としない。また、

仮に前者だとしても、ウルク期まで千年以上の時

間を遡って、それを「ウルクの大杯」に読み込む

ことは可能なのか。先に見た文学作品の中で、確

かに、ウルクの支配者が「イナンナ女神のエン」

と呼ばれているが、ウルク期の古拙文書では、「イ

ナンナ女神のエン」というようなタイトルは確認

されていない 13。最近の傾向では、「ウルクの大杯」
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が表しているのはイナンナ女神の祭りの場面では

あるが、強調されているのは、神々、ひいては人々

の扶養者としての支配者の役割ではないかと考

えられているようである（Suter 2014: 560；Selz 

2020: 210–213）。なお、「ウルクの大杯」で、支配

者の背後にいる召使いと思われる人物が手に持つ

のは、支配者の身につけるスカート、または、帯

の一端であると解釈されてきた。しかし、そのよ

うな図像は他に確認できないということから、描

かれているのは、女神の巨大な帯で、その片方を

支配者が持ち、もう片方を召使いが持って、イナ

ンナ女神の下へ運んでいるシーンではないかとい

う意見もある（Suter 2014: 559–560）。

3. 都市の集合印
複数の都市名が集合的に刻まれた円筒印章

（Archaic city seals）の印影が 14、ウルク、ウル、ジェ

ムデト・ナスル 15、ウルム（現テル・ウカイル）、

スサ、コナー・サンダル（現イラン南東部）等

から出土している（Selz 2020: 190）。シュタイン

ケラー（Steinkeller 2013: 145 n. 42）によると、こ

れらは、なんらかの歴史的性格（historical nature）

を持つ、古代メソポタミアの最初期の史料であ

る。都市の集合印は、①ジェムデト・ナスルとウ

ルムから出土した印影（前４千年紀末期）と②ウ

ル出土の印影（前 2900 年頃）の２つのグループ

に分類されている（Wstenholz 2002: 35–36）。①

は、ウルクの「トリプル・イナンナ」16 に献げら

アンナのタイトルについては、Goodnick Westenholz 2006 も参照。
14   印影コピーと分析は Matthews 1993 を参照。
15  古代名 NI.RU（読み方は不明）については Steinkeller 2002a: 254 n. 24 を参照。
16  「トリプル・イナンナ」はイナンナ女神の３形態で、「朝のイナンナ」（明けの明星）、「夕のイナンナ」（宵の明星）、

「高貴な / エリドゥの？イナンナ」（Inanna NUN）を意味する（Steinkeller 2002a: 253–254）。

れた果物やワインの数量を記す粘土板文書に同一

の印章を用いて押印されている。シュタインケ

ラー（Steinkeller 2002a: 255–256）は、都市の集

合印章を持った（都市連合の）役人がジェムデ

ト・ナスルあるいはウルムに赴いて、供物を受領

し押印したと想定している。現存する印影はいず

れも破損しており、確認できる都市名は 11 ほど

で、完全に復元することは難しいが、北のウルム

から南のウルまで、広範囲にわたる都市がおよ

そ 20 含まれていたと推測されている（Steinkeller 

2002: 254）。②は、粘土板ではなく、壺などに封

をした粘土の上に押印された。そこに含まれる都

市は南部に限られ、しかも、いろいろな組み合わ

せがあったようである（Westenholz 2002: 36）。し

かし、供物はやはりイナンナ女神に献げられてい

たことが、都市の集合印に重ねて押されたロゼッ

タ紋様の印から明らかにされている（Steinkeller 

2002b）。

1957 年にヤコブセンは、当時知られていた②

に基づいて — ①が知られるようになったのは

その 10 年後 — シュメールを政治的・宗教的に

一つにまとめる都市の上部組織（supra city-state 

institution）「ケンギル・リーグ」の存在を提案し

た（Steinkeller 2002a: 249–250）。「ケンギル・リー

グ」という名称はさておき、都市の集合印とその

印章が使用されたコンテキストは、何らかの形で

シュメールの都市連合が存在したことを示唆して

いると考えられる（Matthews 1993: 49; Steinkeller 
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2002a; Westenholz 2002: 36; Selz 2020: 190–193）17。

4. キシュのルガル
「キシュのルガル」（lugal kiš(ki)）の「キシュ」は、

バビロニア北部の都市キシュに由来すると考えら

れるが、「キシュのルガル」をどのように理解す

るかは、研究者によって大きく異なる。ヴェステ

ンホルツ（Westenholz 2002: 29, 32）は、2 種類の

ルガル、すなわち、「どこそこ（都市名）のルガ

ル」と、都市国家の支配者たちの上部組織「集会」

（unken “assembly”）のまとめ役的なルガルを想定

し、「キシュのルガル」にもその二つの用例を認め、

後者の「キシュのルガル」は、シュメールの南部

の支配者たちによって用いられたとする。フレ

イン（Frayne 2008）は、「キシュのルガル」とい

う王号を持つ支配者の碑文を、「都市国家キシュ」

に属す「キシュのルガル」（RIME 1.7）によるも

のと、どの都市国家に属すかわからない「キシュ

のルガル」 (RIME 1.8)によるものに分類している。

なお、前者の中には、「ルガル」ではなく「エンシ」

を名乗る者も１名確認されている（RIME 1.7.42）。

上記の「シュメールの南部の支配者たち」と

は、主にウルとウルクの支配者たちを指している。

「ウルのルガル、メスアンネパダ」は、ある碑文

で、自分の父親メスカラムドゥを「キシュのルガ

ル」（RIME 1.13.5.1）、もう一つでは、自分自身を

「キシュのルガル」（RIME 1.13.5.2）と位置付ける。

ウルクでは、ルガルシラシ（RIME 1.14.13.1）、ル

17   主な反対意見については、Steinkeller 2002: 251 n. 8 と n. 9 を参照。
18  シュメール語で「シュメールの地」を意味するキエンギは、ルガルザゲシの時代にはニップル以南を指すよ

うになったが、それ以前はキシュからウルまでの地域を含んでいた。ウル第三王朝時代には「シュメールと
アッカド」ki-en-gi ki-uri と称された（Westenholz 2002: 31）。

19   「キシュのルガル」の王号はこの遺物にはない。しかし、メバラゲシによるもう一つの奉納物（出土地不明）に、
破損しているが、「キシュのルガル」の王号が記されている。

ガルキギンネドゥドゥ（RIME 1.14.14.2 と RIME 

1.14.14.6）、ウルザグエ（RIME 1.14.16.1）が「キシュ

のルガル」を名乗っている。他方、ウルクのエン

シャクシュアンナの碑文（RIME 1.14.17.1）では、

「キシュのルガル」が文字通り「都市国家キシュ」

の支配者を意味する（エアンナトゥムのケース

については後述）。碑文は、「キエンギ（ki-en-gi）

のエン、国土（kalam）のルガル」18 であるエンシャ

クシュアンナが「キシュのルガル、エンビエシュ

タル」を捕らえたと記す。エンシャクシュアンナ

が、権威ある伝統的な「キシュのルガル」を名乗

らなかったのは、この歴史的展開のためではない

かと推測できる。都市名としてのキシュは、年名

「エンシャクシュアンナがキシュを包囲した年」

（Frayne 2008: 429）にも登場する。ウルク最後の

支配者ルガルザゲシも、自分の碑文で「国土のル

ガル」を名乗った（RIME 1.14.20.1）が、彼を打

ち負かしたアガデのサルゴンは、LUGAL.KIŠ を

復活させて、それに「全土（KIŠ ＝ kiššatum）の王」

の意味を付与した（前田 2017: 84）。

キシュの政治的・軍事的優位は、I. ゲルブ

やシュタインケラーによって提唱されてきた

（Westenholz 2020: 686）。ディヤラ地域のトゥトゥ

ブから「（キシュのルガル）、メバラゲシ」の奉

納物 19、ラガシュとアダブから「キシュのルガル、

メシリム」の奉納物（後述）、ニップルから「キ

シュのルガル、エンナイル」の名前が刻まれた、

石灰石製の男性彫像の一部（RIME 1.8.3.2）が出
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土していること、それに加えて、シュタインケラー

（Steinkeller 2013）が刊行した、出土地不明（だが、

おそらくキシュ出土）の “Prisoner Plaque” も、そ

の解釈を強化するものと考えられている。ルコン

ト（Lecompte 2020: 443）は、シュタインケラー

による “Prisoner Plaque” の解釈に同意するが、こ

れの作製時期を幾分遅らせて、ファラ時代初期、

もしくは初期王朝時代 II 期末期としている。前

川（2020: 53）は、前田 2017 の書評の中で、「キ

シュのルガル」の威信を、かつてはキシュがシュ

メール全土を掌握したとする共通の歴史認識に求

めている。ヴェステンホルツ（Westenholz 2002）は、

その優位性は必ずしも政治的・軍事的である必要

はないと考えているようである。

いずれにしても、ラガシュの王碑文の文言の中

に、キシュの優位性のエコーが認められるかもし

れない 20。ラガシュ第一王朝の三代目エンシ、エ

アンナトゥム（RIME 1.9.3.2–3）と五代目エンシ、

エンメテナ（RIME 1.9.5.1）は、自国とウンマの

国境争いの歴史を遡り、かつて、メシリムが両国

の調停役を務め、国境を示す石碑を建てたと記す。

特に、破損のない後者の碑文は、「国々のルガル、

神々の父、エンリル神が、自らの言葉によって、

ニンギルス神とシャラ神のために国境を定めた。

キシュのルガル、メシリムは、イシュタラン神の

言葉により、耕地を測り、その地に石碑を立てた」

（i 1–12）と読める。ここでは、明らかに、神々の

世界におけるエンリル神の役割が、人間世界のメ

シリムに投影されている。この人物は、上記の、

20  前田（2017: 85–86）は、これとは異なる見解を提示。
21  動詞は、文字通りには、（奉納物を）mu-DU(gub)「立てた」ことを意味する。これは、Figure aux Plumes に描

かれた、人の背丈よりも大きい、直立した２本の巨大なメイスを思い起こさせる。Figure aux Plumes については、
Ray 2016: 25–27; Lecompte 2020; Keetman 2021 等を参照。また、mu-gub という表現は、キシュのルガル、エン
ナイルの碑文にも見られる —（彼の彫像を）「イナンナの面前に立てた」igi dInanna / mu-gub（RIME 1.8.3.2）。

シュメールのいくつかの遺跡から出土した奉納物

に刻まれた「キシュのルガル、メシリム」と同一

ではないかと考えられている。ギルスの遺跡から

出土した碑文（RIME 1.8.1.1）は、「ニンギルス神

殿の建立者」である「キシュのルガル、メシリ

ム」が、「ルガルシャエングルがラガシュのエン

シ」（の時代に）、ラガシュの都市神ニンギルスに、

ライオンの図像を持つ大きな石製のメイス・ヘッ

ド（棍棒の頭、10.6cm 高 x 27cm 幅 x 1.7-2.0cm 厚）

（Frayne 2008: 69）を献げた 21 ことを伝える。アダ

ブからは、「ニンキサルシがアダブのエンシ・ガル」

（の時代に）「キシュのルガル、メシリム」がエサ

ル神殿に奉納した石製碗とアラバスター製碗の破

片がそれぞれ１点（RIME 1.8.1.2）と、「ニンフル

サグ女神の最愛の息子」という「キシュのルガル、

メシリム」のエピセットを有す壺の破片（アダブ

のエンシの名前は破損）が出土している（RIME 1. 

8.1.3）。

なお、エアンナトゥムは、彼自身の広範囲に及

ぶ征服戦争の勝利を記念する碑文（RIME 1.9.3.5）

で、「キシュの王権」（nam-lugal-kiš）に触れてい

る —「ラガシュのエンシ、エアンナトゥムに、

イナンナ女神が、彼への愛情から、ラガシュのエ

ンシ権からキシュの王権（まで）を与えた」（RIME 

1.9.3.5 v 23–vi 5）。同碑文は、「彼（エアンナトゥ

ム）の前で、キシュは震え」（vi 9）、キシュ（vi 

21）を征服地の一つにあげる。エアンナトゥムの

碑文の破片がキシュから出土している（Sallabergar 

and Schrakamp 2015: 68）ことも、彼の主張を裏付
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けると考えられている。エアンナトゥムのもう一

つの碑文（RIME 1.9.3.11）に記された、「あのキシュ

のルガルが（ナンシェ女神の面前を）通りません

ように！」という祈願（iii 3’–4’）も、この文脈

の中で理解できる。

5. エンシとルガル
ここで、もう一度、王号エンシとルガルに注

目したい。ラガシュ第一王朝の創始者ウルナン

シェは、王碑文で「ラガシュのルガル」を名乗

り、その息子、二代目アクルガルは、「ラガシュ

のエンシ」を用いている。アクルガルの息子、三

代目エアンナトゥムは、王碑文の一つ（禿鷹碑文 

RIME 1.9.3.1）で、祖父・父・自分をルガルと称

するが、その他の碑文では例外なくエンシを用い

ている。その後、ラガシュの支配者５人はエンシ

を王号とする。王朝最後の支配となったウルカギ

ナは、治世初年はエンシを用いたが、その後「ラ

ガシュのルガル」に改め、ウルクのルガルザゲシ

に敗北した後も「ギルスのルガル」を用い、あく

までもルガルを名乗った。ラガシュの例は、ラガ

シュの支配者たちが、どちらかを選択しているの

ではないかという印象を与える。前述したよう

に、シュタインケラー（Steinkeller 1999: 112）は、

ルガルとエンシは補完的な関係にあるとし、ラ

ガシュのエアンナトゥムは、ニンギルス神の執

事としては「エンシ」、ラガシュの人々にとって

は「ルガル」であるとする。ヴェステンホルツ

（Westenholz 2002: 29）は、ルガルとエンシは、自

由に言い換え可能ではなく、ウルカギナの例が、

二つの王号の差は無視できないものであったこと

の証拠ではないかと考える。マルケシ（Marchesi 

and Marchetti 2011: 110, 112）は、シュタインケラー

の解釈に一部賛同しながら、初期王朝時代末期の

シュメールでは、ウルカギナの例を除いて、複数

のルガルが存在した証拠はなく（すなわち、覇権

を握った者がルガルを名乗る）、ウルカギナによ

る王号の変更は、独立した支配者であることを強

調するためであったと推測する。

ラガシュと国境争いを何世代にもわたって繰

り広げたウンマの支配者たちは、彼ら自身の王碑

文ではルガルを名乗っている — 例えば、「ウンマ

のルガル、イル」の義理の娘、すなわち「ウンマ

のルガル、ギッシャキドゥ」の妻となったバライ

ルヌンは、自分が「ウンマのルガル、エンアカレ」

の孫娘で、「ウンマのルガル、ウルルンマ」の娘

であることを記す（RIME 1.12.6.1）— が、ラガシュ

の王碑文では一様にエンシと呼ばれている。同じ

ように、ウルクの支配者ルガルキギンネドゥドゥ

は、「キシュのルガル」で、ウルクにおいて「エ

ン・シップ」(nam-en) を、ウルにおいて「ルガル・

シップ（王権）」(nam-lugal) を行使した（RIME 

1.14.14.2）と自分自身の王碑文に記すが、エンメ

テナが、彼と友好条約を結んだことを記念するラ

ガシュの王碑文は、彼をウルクのエンシと呼ん

でいる（E1.9.5.3）。これに対し、バビロニア北部

のルガルは、ラガシュの王碑文でもやはりルガル

と呼ばれており、南部のルガルがエンシに置き換

えられたような状況は発生していない（Marchesi 

and Marchetti 2011: 11）。

史料が時間的・空間的にひどく偏っていると

いう制約下で、ウルク後期から初期王朝時代末ま

での千年に及ぶ都市国家時代の支配のあり方につ

いて、研究者の見方は多様である。しかし、全て

の点において大きく異なっているという訳ではな

く、類似したラインに沿った解釈も多々見られる。

特定のテーマを時と場所の制限を設けて — 困難



59

研究成果報告 2021 年度
A02 計画研究 02

は予想されるが — 議論することによって、シュ

メール都市国家の私たちの理解がより深まるので

はないかと期待される。また、近年、ウルクの南

に位置するエリドゥや現イラン西南部のスサに、

ウルクよりも早い時期の大規模宗教施設が存在し

たこと、また、ウンマなどの、メソポタミア南部

の他の居住地でも同じように都市化が進んでいた

可能性が指摘されている（McMahon 2020）ので、

今後の考古学研究に注目していく必要がある。
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中 田 一 郎
中央大学（名誉教授）

古代都市国家マリにおける王権交代と王国役人
―バンヌムとアスクドゥムの場合―

はじめに
ユーフラテス川中流域に位置する都市マリ 1 を

首都として西方セム系アムル人のマリ王国を建

設したのはヤハドゥン・リム（Yaḫdun-Lim）（在

位前 1810–1794 年頃）であった。その息子スム・

ヤマム Sumu-Yamam は、クーデターでヤハドゥ

ン・リムを倒し、兄のハドニ・アッドゥ Ḫadni-

Addu を差しおいて、マリの王座に就くが（在位

前 1793–1792 年頃）、2 年も経たないうちに、マ

リは、シュバト・エンリルを首都として同じく

アムル系の「上メソポタミア王国」を建設して

いたシャムシ・アダド Šamši-Adad（サムシ・アッ

ドゥ Samsi-Addu）１世（在位前 1792–1775 年頃）

の支配下に入ってしまう 2。シャムシ・アダド１世

は、その息子イシュメ・ダガン Išme-Dagan をエ

カラートゥムの王とし、もう一人の息子ヤスマ

ハ・アッドゥ Yasmaḫ-Addu をマリの王として上

メソポタミア一帯を支配したが、シャムシ・ア

ダド１世の死後「上メソポタミア王国」は崩壊、

イシュメ・ダガンはその後しばらくエカラートゥ

ムの王として生き延びるが、ヤスマハ・アッドゥ

1　中田 2020。
2　Charpin-Ziegler 2003. p 47–49.

3　Charpin-Ziegler 2003. p .44–45.

4　各王の治世年は Charpin-Ziegler 2003 による。

は消息を断ち、マリは、亡命していたヤハドゥン・

リムの「子」（実際には孫あるいは甥？ 3）ジムリ・

リム Zimri-Lim（在位前 1775–1762 年頃）の支配

するところとなった 4。

バンヌム Bannum は、ジムリ・リムによるマ

リ王座奪還とその直後のマリ王国行政の中で、

またアスクドゥム Asqudum もジムリ・リムの政

権の中で極めて重要な役割を果たしたが、本小

論では特にこの二人のライバル関係に触れた書

簡を紹介したい。二人は、ジムリ・リム王治下

のマリ王国で大いに活躍したが、実は 2 人とも

シャムシ・アダド政権下でも活躍した人物であっ

た。最後に紹介するアスクドゥムの書簡は、新

型コロナ・ウイルス禍の中にある我々にも関心

があるかもしれないと思い、ここに加えること

にした。

なお、本稿は、2021 年 5 月 28 日に京都大学ユー

ラシア文化研究所で行われた第 64 回シュメール

研究会で口頭発表（オンライン）したものを若

干手直ししたものである。
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1. バンヌムとアスクドゥムの略歴
1-1. バンヌムの略歴

バンヌムはもともとスフ地区の出身で、シャム

シ・アダド１世に仕える前は、マリのヤハドゥン・

リム王に仕えていたことがわかっている 5。シャム

シ・アダドがシュバト・エンリルを王都として、

２人の息子イシュメ・ダガン（エカラートゥムの

王）とヤスマハ・アッドゥ（マリの王）と共に上

メソポタミア一帯を支配した約 17 年間、バンヌ

ムは、シャムシ・アダド政権の下で、イダマラズ、

そして特にシンジャル山の南側のシマル系遊牧民

を管理するメルフム役人として活躍していた 6。し

かし、シャムシ・アダドの死後、バンヌムは、ヤ

ハドゥン・リムの「子」ジムリ・リムがシャムシ・

アダドの息子ヤスマハ・アッドゥからマリの王座

を奪還するに当たって中心的な役割を果たしたと

見られる 7。

エカラートゥムの王であったイシュメ・ダガン

は、父王シャムシ・アダドの死後も統治を続けた

が、マリ王であったヤスマハ・アッドゥがどうなっ

たかははっきりしない 8。サソンは、ヤスマハ・アッ

ドゥはバンヌムによって殺害されたのではないか

と推測している 9。

5　[b]a-ni-nu-um/ [LUGAL?] mu-ul-ha-[anki] / [Ì]R ia-ah-du-un-li-i[m] (Charpin, D. & N. Ziegler 2003, 46, n. 158).

6　Nakata 2010, p. 235; 中田 2010, 397–406 頁。
7　バニウム（＝バンヌム ? Charpin & Ziegler 2003, p. 176, n. 41 参照）は、円筒印章で自分のことを「ヤハドゥン・

リムの子孫を復帰させた者（mu-te-er pí-ri-iḫ / ia-aḫ-du-un-li-im / [a-n]a iš-re-ti-[šu]）と主張している（MARI 4, 
p. 324 apud Charpin & Ziegler 2003, p. 45, n. 143）。なお、Charpin & Ziegler 2003, pp. 138–140; 144, 175–176 をも参照。

8　Charpin & Ziegler 2003, p. 143.

9　Sasson 2015b, p. 473.

10  Charpin 2011.

11  Charpin 1985, p. 456; Charpin & Ziegler 2003, p. 45.

12  ARM XIV 4: 8–12.

13  Charpin 2011, p. 265.

1-2. アスクドゥムの略歴 10

アスクドゥムは、もともとエカラートゥムの出

身で、シャムシ・アダド政権下で、王に近い内臓

占い師として活躍したが、ジムリ・リム政権の下

ではジムリ・リムの絶大なる信頼を得て、事実上

王に次ぐ地位にあったと思われる。その背景には、

アスクドゥムがヤハドゥン・リム時代にその娘の

１人、ヤママ Yamama と結婚しており 11、ジムリ・

リムにとっては姻戚関係にあったということが

あったかもしれない。シャムシ・アダド時代のア

スクドゥムに関する資料は書簡に限られ、その役

割も占師としてのそれであったのに対し、ジムリ・

リム政権下では、アスクドゥムは、ジムリ・リム

とヤムハド（アレッポ）の王女シブトゥ Šibtu と

の結婚に際に、シャムシ・アダド時代に王宮の楽

長であったリシヤ Rišiya と共に、ジムリ・リム

の代理としてアレッポに行き、シブトゥをマリに

連れて帰るという大役を任された他、家畜管理に

関わる多くの行政文書に責任者として登場する。

アスクドゥムはジムリ・リムの治世８年頃までは

生存していたと思われる。ユーフラテス川を船で

航行中に転覆事故で死亡したとされるアスクドゥ

ムは 12 同名の別人かもしれない 13。ちなみに、アス

クドゥムの印章が押された家畜支出に関する現存
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の粘土板文書は 137 点に上る 14。

1-3. 王権交代と役人
シャムシ・アダド時代のマリでは、年表記や月

名はアッシリア方式が採用されており、この時代

は「アッシリア支配の時代」と呼ばれたこともあ

るが、ジムリ・リム王の時代になると年表記がバ

ビロニア方式に替わり、月名もマリ独自のものに

変更された。マリにおけるヤハドゥン・リム王か

らシャムシ・アダド王（／ヤスマハ・アッドゥ）へ、

さらにシャムシ・アダド王（／ヤスマハ・アッドゥ）

からジムリ・リム王へのマリの支配者の交代の際

14  Frayne 1990, p. 633.

は、年表記や月名の変更があったものの、役人の

交代は一部に留まり、王宮の破壊や多数の役人達

の殺害／追放を伴うものではなかったらしい。（た

だし、後にマリはバビロンのハンムラビによって

完全に征服・破壊された。）

2. 書簡の紹介

2-1. ジムリ・リムによるマリ王座奪回直後に
         書かれた同王宛のバンヌムの書簡

　　もし、（移牧に携わる）遊牧民たち（LÚ 

ḫa-na）が他のメルフム役人を任命するよ

Charpin, D. and N. Ziegler 2003 Mari et le Proche-Orient à ‘époque amorrite. Florilegium marianum V, Paris, p. 171 から
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う／あなた様（ジムリ・リム）に圧力をかけ、

「我々のメルフム役人であるバンヌムが／

ユーフラテス川河岸に滞在している（の

で）、我々は別のメルフム役人を任命した

い（nišakkan）」と言うなら、／あなた様は

彼らに次のように回答してください。すな

わち「以前彼（バンヌム）は遊牧地（nawûm）

に住んでいた。しかし、シマル人、ヌムハ、

およびヤムトバルの基盤は確立された。／

彼はユーフラテス川河岸に来て、／要塞（複

数）を明け渡させ、ユーフラテス川河岸に

おけるお前たちの基盤を確立した。／現在、

私はここ（イダマラズ）にきているので、

／その人（バンヌム）を要塞（複数）の守

備のために残した。／さて、私が（マリに）

到着し次第、お前たちのメルフム役人を

お前たちに送り返すことにしよう。」この

ようにあなた様は彼らに回答してください

（A.1098:6’-15’）15。

この書簡から、バンヌムはイダマラズ地方のシ

マル系遊牧民だけでなく、シンジャル山の南のヌ

ムハやヤムトバルにも影響力を持っていたことが

わかる。

15　ù šum-[ma LÚ] ḫa-na a-na me-er-[ḫi-i]m ša-ni-im-ma ša-ka-nim / ik-ta-⸢ab⸣-ta-ku-um um-ma-m[i iš-t]u-ma 
ba-an-nu-um me-er-ḫu-ni / i-na a-aḫ pu-ra-at-tim wa-ši-ib [me-er]- ḫe-em ša-ne2-em-ma ni-ša-ka-an/ at-t[a k]
e-em a-pu-ul-šu-nu-ti um-ma at-ta-ma pa-na-nu-um i-na na-wi-im u2-ši-ib-ma / iš-di [DUM]U si-im-a-al nu-
um-ḫa-a ia-mu-ut-ba-alki ša-ki-in-ma / a-na a-aḫ pu-ra-at-tim it-ta-al-kam-ma / da-[an]-na-timki u2-še-ep-ti-ma 
iš-di-ku-nu i-na a-aḫ pu-ra-tim ú-ki-in / i-na-an-na aš- šum a-na-ku an-ni-i[š] al-li-ka-am / LÚ ša-a-ti i-na a-aḫ 
pu-ra-at-tim a-na da-an-na-ti[m] ku-ul-lim ú-zi-ba-aš-šu / i-na-an-na ki-ma ka-ša-di-ia me-er-ḫi-ku-nu a-ṭà-ra-
da-ku-nu-⸢ši⸣-im an-ni-tam a-pu-ul-šu-nu-/ti (A.1098:6’-15’). Villard 1994, p. 297, n. 33.

16　(1) a-na be-lí-ia (2) qí-bí-ma (3) um-ma la-ú-um ÌR-ka-a-ma (4) Iàs-qú-du-um MÁŠ..ŠU.GÍD,GÍD (5) iš-tu 
ma-ḫa-ar LUGAL (6) il-li-ka-am (7) a-šar id-bu-bu ma-da-tim-ma id-bu-ub (8) [a-na] a-ia-ši-im iq-bu-nim (9) 
[ka-a]r-ṣí-ia (10) [ka-ar-ṣí] dSU’EN-i-dí-nam (11) [ù dU]TU-TILLAT-sú (12) [i-na I]GI LUGAL i-ku-ul (13) [m]
a-am-ma-an i-na qa-ti-šu (14) ú-ul ša-lim a-na ṣe-[e]r be-lí-ia (15) a-ka-aš-ša-da-am-ma (16) ṭe4-ma-am ga-
am-ra-am (17) ma-ḫa-ar be-lí-ia a-ša-ka-an

2-2. ラウムの書簡から見たシャムシ・アダド　
　    １世時代のアスクドゥムの評判

　（1） わが主（ヤスマハ・アッドゥ）に（2）

言え：（3）あなたの僕ラウム（は次のよう

に言います）：（4）占師アスクドゥムが（5）

王（大王＝シャムシ・アダド）の前から（6）

やってきました。（7）彼はたくさんのこと

を話しました。（8）彼らは私自身［に］話

しました：（9−12）「彼（アスクドゥム）は、

わたしやシン・イッディナムやシャマシュ・

ティッラスの悪口を王（大王）の前で話し

ました。（13−14）彼の手にかかったら誰も

安全ではありません。」と。わが主の許に

（15）行ったら、（16）完全な報告を（17）

わが主の前で行います (ARM XXVI 4)16。

2-3. ジムリ・リム宛のバンヌムの書簡（その１）

この書簡の 53 行以下はアスクドゥムが王の荷物

を放置した無責任さを指摘したものと思われる。

　　（1）わが主へ言え：（2）あなたの僕バン

ヌム（は次のように言います）：（3）さて、

アスクドゥムは不［適切なこと］を（4）
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あなた様に対して繰り返し行なっています

が、（5）あなた様は彼の言うことを聞き続

けています。（6）あなた様が遠征に行こう

とし、（7）７日間（テルカの？）ダガン神

殿の unqātum ？に留まっていた時、（8）あ

なた様はわた［し］を残し、（9）次のよう

に指示されました。すなわち、（10）「わた

しが unqātum ？を［出］る日、（11）お前

はテルカのわたしの許に来なさい。」（12）

あなた様はこのようにおっしゃったので、

わたしはマリに留まっていました。（13）

アスクドゥムはあなた様に不適切なことを

話し、（14）（その結果）あなた様は彼をヒ

シャムタのスガーグム（市長）職 17 につけ

ました。（15）［さ］らに、彼はあなた様に

圧力をかけ、（16）エンリル・イープシュ（ア

スクドゥムの息子）をヒシャムタの家老職

に［就け］ました。

　　（17）わたしはと言えば、わたしはサガ

ラートゥムに到着しました。（18）わたし

はこれらのことを聞き、「やられた」と叫

びました。（19）わたしは次のようにあな

た様にお伝えしました。（20）「一体どう

してエカラートゥムの人間を（21）ヒシャ

ムタのスガーグム（市長）職に任命した

のでしょうか。（22）また、エンリル・イー

プシュ（アスクドゥムの子）をヒシャム

タの家老にしたのでしょうか」と。（23）

わたしはこのようにあなた様に話し、そ

し て そ の 男 を 追 い 出 し、（24–25） あ な

たの僕であるベールシュヌ―豚のように

太っていて、あなたが彼を屠殺しようと

17　Nakata 1989 参照。

しても、（26）誰も（彼のために）あなた

様の手をとめないでしょう―（27）そん

な彼をわたしは執事に任命しました。（28）

アスクドゥムはわたしの捕虜（ki-ši-id qa-

ti-ia）です。（29）彼は心の中で不適切なこ

とを考えています。（30−31）あなた様は、

わが主の骨肉で、シマル人で、あなたを

悩ませることのない僕達を役職に就ける

べきです。

　　（32−35）この男（アスクドゥム）は、

悪事に耳をそばだて、悪意を持って不適切

なことをわが主に語りかけることにご注意

ください。（36−37）彼（アスクドゥム？）

がイシュメ・ダガンの昔の家臣たちを役職

につけています。（38）このことをイシュ

メ・ダガンが聞くと、（39）非常に喜び、（次

のように言うでしょう）。すなわち、（40）

「彼（ジムリ・リム）は（私の）昔の家臣

達を役職に［つけてくれている］。（41）彼

らはこの国（マリ）を奪回［してくれるだ

ろう］。（42）わたしにはパン一つ（の経費）

もかからないのだ」と。（43）わが主ご自

身この人の言葉を理解しなかったのでしょ

うか？（44）この男（アスクドゥム）はた

ゆむことなく王宮を妨害しよとしているの

ですから。（45）わが主はこの男を必要と

すべきではありません。この男は・・・・・・。

（46）信頼できる内臓占師達が（47）わが

主に仕えています。（48）これらの人たち

はシマル人で、わが主に対して献身的です。

（49）わが主はその人を私のもとに送って

ください。(50) さもなければ（ジムリ・リ
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ム王がバンヌムの意見を聞かないなら？）、

わたしは彼（アスクドゥム？）の家とハリ・

ハッドゥンの家を（51）王宮に没収させま

す 18。（52）どうかその男を至急わたしのと

ころに来させてください。（53）さらに、

（かつて）わが主がサガ［ラ］ートゥムを

出られた時、（54）彼はわが主に次のよう

に話しました：「わたしは病んでいます。

（55）頼れる人がいないのでわが主の荷物

を（56）サガラートゥムに置いておきます」

と。（57−58）その日、運搬人達がいなかっ

たため置いたままにされた荷物は何だった

のでしょうか (ARM XXVI 5 =A.999)19。（以

下省略）

18  ARM XXVI/1, p. 83, note s. 

19  (1) a-na be-lí-ia qí-bí-m[a] (2) um-ma ba-an-nu-um ÌR-ka-[a-ma] (3) an-né-ta-an da-am-qa-a ša às-qú-du-um 
la š[i-na-ti] (4) a-na qa-ti-ka iš-ta-na-ka-nu-ma (5) a-wa-ti-šu te-eš-te-né-mu-ú (6) i-nu-ma a-na ḫa-ar-ra-nim 
pa-né-ka ta-aš-ku-nu (7) ù U4 7-KAM un-qa-tim i-na É dda-gan tu-úš-bu (8) i-ia-t[i] i-na ma-riki te-zi-ba-an-ni-
ma (9) ki-a-⸢em⸣ tu-wa-e-ra-an-ni um-ma at-ta-ma (10) u4-um a-na-ku i-na un-qa-tim e-t[e]-eb-b[u]-⸢ú⸣ (11) at-
ta a-na ter-qaki ku-uš-da-an-ni (12) an-ni-tam ta-aq-bé-e-em-ma i-na ma-riki at-ta-ak-la-ma (13) Iàs-qú-du-um 
a-wa-ti[m] la ši-na-ti id-bu-ba-ku-um-ma (14) a-na su-ga-gu-ut ḫi-ša-am-taki ⸢ta⸣-[aš]-ku-un-šu (15) [š]a-ni-iš 
i-na a-wa-tim i-da-aṣ-ka-ma (16) I dEN.LÍL-i-pu-úš a-na a-bu-ut É ša ḫi-ša-am-ta ⸢ta-aš⸣-ku-un (17) a-[n]a-ku 
a-na sa-ga-ra-timki ak-šu-dam-ma (18) a-wa-tim ši-na-ti eš-[t]e-em-me-ma ḫa-ab-ta-ku ás-si-ma (19) a-w[a-
ta]m ke-em aṣ-ba-ta-ku-un um-ma a-na-ku-ma (20) ki-i DUMU é-kál-la-timki (21) a-na su-ga-gu-ut ḫi-ša-am-
taki ta-ša-ka-an (22) ù dEN.LÍL-i-pu-úš a-na a-bu-ut É ta-aš-ku-un (23) an-ni-tam aq-bi-ku-um-ma LÚ ša-a-
ti ú-da-pí-ir-m[a] (24) Ibe-el-šu-nu ÌR-ka ša ki-ma ša-ḫi-im (25) i-ka-bi-ru-ma ta-ṭà-ab-ba-ḫu-šu (26) ma-am-
ma-an qa-at-ka la iṣ-ab-ba-tu-[šu-um] (27) a-na a-bu-ut É ú-wa-e-er-šu (28) Iàs-qú-du-um ki-ši-id qa-ti-ia (29) 
la ši-na-ti i-na l[i]-ib-bi-šu ṣa-bi-it-ma (30) ÌR.MEŠ ša a-na ši-ir be-lí-ia ù DUMU si-im-a-al (31) la ta-mar-
ra-ṣú a-na te-re-tim t[a-š]a-ka-an (32) a-mu-ur ki-ma LÚ šu-ú a-na le-mu-un-tim (33) ú-zu-un-šu ša-ak-na-at-
ma (34) la ši-na-ti i-na i-da-at le-mu-un-ti[m] (35) it-ti be-lí-ia i-da-bu-ub-ma (36) ÌR.MEŠ pa-nu-ut-tim-ma ša 
iš-me-d[d]a-gan (37) a-na te-re-tim iš-ta-k[a-an-š]u-nu-ti (38) ṭe4-ma-am an-né-em iš-me-dda-gan-i-[še-me-m]
a (39) ma-di-iš i-ḫa-ad-du um-ma š[u-ú-ma] (40) ÌR.MEŠ-ia pa-nu-ut-tum te-re-tim [i-ip-pé-šu-ma] (41) sú-uḫ-
ḫ[u]-ur ma-tim an-ni-tim i-i[p-pé-šu] (42) 1 NINDA ú-ul ub-b[a-lam] (43) a-wa-a-at LÚ ša-a-ti be-lí-ma ⸢ú⸣-[u]
l im-[ḫu-ur] (44) ki-ma LÚ šu-ú a-na é-kál-lim pa-ra-ki-im la i-i[g?-ge]-l[e] (45) LÚ ša-a-ti be-lí la i-ḫa-aš-ši-
iḫ-šu LÚ šu-ú šu-uḫ-ḫu (46) LÚ.MEŠ MÁŠ.ŠU.GÍD.GÍD ta-ak-lu-tum (47) i-na re-eš be-lí-ia iz-za-az-zu (48) 
LÚ.MEŠ šu-nu DUMU si-im-a-al a-na ši-ir be-lí-ia ma-aq-t[u] (49) LÚ ša-a-ti be-lí a-na ṣe-ri-ia li-ša-re-eš-šu 
(50) ù-la-šu-ma É-sú ù É ḫa-li-ḫa-du-un (51) a-na é-kál-lim ú-še-er-re-eb (52) LÚ šu-ú ar-ḫi-iš li-ik-šu-da-am 
(53) ap-pu-na-ma i-nu-ma be-lí i-[n]a sa-ga-r[a]-tim ú-ṣú-ú (54) ke-em id-bu-ba-ku-um um-ma šu-ma a-na-[k]u 
mar-ṣa-ku-ma (55) ba-lum LÚ ta-ak-lim bi-la-at be-lí-ia (56) i-na sa-ga-ra-timki it-te-en-zi-ib (57) mi-nu-um bi-
il-tum ša i-na u4-mi-šu im-ma-ak (58) ṣa-bi-im na-ši-i in-né-ez-bu （以下省略）

2-4. ジムリ・リム宛のバンヌムの書簡（その２）
前半にジムリ・リムからバンヌムに書き送った

長い苦情の書簡が引用されているが、ここでは省

略。なお、41–46 行は、バンヌムが、不条理なこ

とを書いてきたのは王ではなくアスクドゥムが王

の名を使って書き送ってきたのではないかと疑っ

ていることを示している。

　　（28–30）さて、わが主はなぜ無能で王宮

や datum に入るのにふさわしくないものの

ように私に書いて来られたのですか。（31–

32）役人が理由もなく役職から外されたこ

とがあるでしょうか。（33）そして私に関

して言えば、誰かから銀を受け取ったこと
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があるでしょうか。（34）理由もなく役人

をその役職から解雇し、（35）別の人間を（そ

の役職に）任命したでしょうか。（36）あ

なた様はこのような不条理なことを書いて

こられました。（37）わたしが書き送った

（紹介した？）マプラックム殿は（38−39）

以前からこの役職についており、知恵があ

り、王宮の運営ができます。（40）ですから、

この男に質問して、わたしが彼から受け

取ったといわれる銀に関して（41−42）彼

に証言させてください。あなた様がわたし

に書いてこられたあの手紙はあなた様から

のものではありません。（43）不条理なこ

とをあなた様に伝えているのが誰であるか

（44）わたしは知っています。（45）あの手

紙（粘土板）を（46）我が主が戻られるま

で保存しておきます。

　　（47–48）さて、あなた様がドゥール・ヤ

ハドゥン・リムの家老に任命するよう書い

てこられたエンリル・イープシュに関して

は、あなた様が戻られるまで（49）わたし

は任命しません。前からの家老が在任して

20  (28) i-na-an-na a-na mi-nim š[a a-ia-ši-i]m be-lí iš-pu-ra-am (29) ki-ma la ḫa-ka-[mu-um] ⸢ù⸣ LÚ ša a-na a-wa-
tim (30) la ša-ak-nu ⸢i⸣-[na é-kál-l]im ù da-tim (31) i-ir-ba i-na m[a-ti-ma-a i]-na la i-di-im (32) b[e]-el te-er-
tim i-na te-er-ti-šu i-na-sà-ḫu (33) [ù a-n]a-a-ku it-ti ma-an-nim KÙ.BABBAR am-ḫu-ur-[m]a (34) [ša i-na la] 
i-di-im be-el te-er-tim as-sú-uḫ-ma (35) [ša-ne-e]m-ma aš-ku-nu (36) ⸢ù⸣ an-né-tim la ši-na-ti ta-aš-pu-ra-am 
(37) LÚ ma-ap-ra-ku-um ša aš-pu-ra-ku-um (38) iš-tu pa-na te-er-tam ša-a-ti ú-ki-il LÚ šu-ú ha-ka-am (39) 
e-pé-eš é-kál-lim i-le-i (40) a-ga-na LÚ ša-a-ti ša-a[l]-m[a] KÙ.BABBAR ša it-ti-šu am-ḫu-ru (41) li-iq-bi-kum 
na-a[š-pa-a]r-tum an-ni-tum (42) ša ta-aš-pu-ra-am [ú]-ul ka-at-tum (43) ša a-wa-tim la ši-na-ti a-na qa-ti-ka 
iš-ta-na-ka-nu (44) a-na-ku-ma i-di-šu (45) ù ṭup-pa-am ša na-aš-pa-ar-tim an-ni-tim (46) a-na ta-ia-ar-ti be-
lí-ia a-na-ṣa-ar-šu (47) i-na-an-na dEN.LÍL-i-pu-úš ša a-na a-bu-ut É ša BÀD-ia-aḫ-du-li-im (48) ša-ka-nam 
ta-aq-bu-ú mi-im-ma a-di ta-ia-ar-ti-ka (49) ú-ul a-ša-ka-an-šu a-bu É-tim-ma pa-nu-um iz-za-az (50) ù be-el-
šu-nu ša a-na a-bu-ut É ša ḫi-ša-am-taki aš-kun-nu (51) ú-da-pa-ar-š[u-m]a ia-qí-im-dIM-ma (52) a-na te-er-ti-
šu i-ta-ar (53) i-na pa-ni-tim ú-ma-ka-al ma-aḫ-ri-ka ap-pa-ar-ki-ma (54) Iàs-qú-da-am a-na su-ga-gu-ut ḫ[i-š]
a-am-taki (55) ša-ka-nam ta-ar-ṭ[ú]-ub-ma (56) i-na-an-na a-di-ni qa-ṭú-na-anki ú-ul ta-ak-šu-ud (57) ⸢ù⸣ la ši-
na-ti t[a]-aš-pu-ra-am (58) [iš-t]u-ma la ši-na-ti a-na qa-ti-ka iš-ta-na-ka-nu-ma te-eš-te-né-mu/-ši-na-ti （以下
破損のため省略）

います。（50）そして、私がヒシャムタの

家老に任命したベールシュヌは（51）解任

し、ヤキム・アッドゥを（52）彼の元の

職に戻します。（53）以前、わたしが一日

中あなた様の前からいなくなった時、（54）

あなた様はアスクドゥムをヒシャムタのス

ガーグム職に（55）急［い］で任命されま

した。（56）さて、あなた様はまだカトゥ

ナンに到着していないのに（ジムリ・リム

はジムリ・リムの治世２年にアスクドゥム

と一緒にカトゥナンに向かっていたと考え

られる）、（57）不条理なことを私に書いて

こられました。（58）彼（アスクドゥム）

は繰り返し不条理なことをあなた様に話か

け、あなた様はそれらを聴き続けておられ

ます (ARM XXVI 6 =A.163+A.4240)20。（以下

省略）

2-5. アスクドゥム宛のバンヌムの書簡（その３） 

その後、アスクドゥムとバンヌムの関係はある

程度改善されたものと思われる。この書簡はその

ことを示している。
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　　（1）アスクドゥムへ（2）言え。（3）バ

ンヌム（は次のように言います）：（4）貴

殿が送ってこさせた貴殿の手紙を聞いた。

（5−6）貴殿はわたしに次のように書いてこ

られた。すなわち：（7− ８）「私は［（あな

たの）地区の］安全に関して内臓占いを行

いました。［私の］占い結果は［完全／異

常でした。］（9）敵の前に（？）子羊（複数）

の犠牲を捧げ、（10−13a）テ［ルカ］とサ

ガラートゥムとドゥール・［ヤハドゥン・リ］

ムの１日あるいは１ヶ月間に関して内臓占

いを行わせてください」と。(13b–14) 貴殿

の手紙に従って（15）私は内臓占いを行わ

せました。（16）貴殿が書いてよこした（要

請した）子羊（複数）は、（17）私のこの

手紙の後（18）３日で貴殿のもとに届くで

しょう。

　　（19）話変わって、貴殿が書いて寄越さ

れた貴殿の家に関して、（20）以前、(21)

貴殿はこう話されました。（22–23）すなわ

ち、「私は家を二軒持っている。良い方の

家 21 を一軒（24）私は保持し、（もう）一軒

の家は手放しましょう」と。（25）貴殿は

21  アスクドゥムが「良い方の家」と呼んでいるのは、マルゲロンが「小さな王宮」と呼ぶ建物で（Marugueron 
2004, p. 341, Fig. 319, No.9, le Petit Palais Royal）、シャルパンによるとジムリ・リムの治世が始まって 2 ヶ
月後くらいにアスクドゥムはここに移り住んだとされるので、この手紙が書かれたのもその頃であった可能
性がある。アスクドゥムは 4 年間ほど「小さな王宮」に住んでいたらしい。その後、ジムリ・リムの王妃シ
ブトゥがここに移り住んだとされる（Charpin 2011, 250-251）。

22  (1) a-na às-qú-du-um (2) qí-bí-ma (3) um-ma ba-nu-um-ma (4) tup-pa-ti-ka ša tu-ša-bi-la[m] eš15-mé (5) ki-a-
am ta-aš-pu-ra-[am] (6) um-ma at-ta-a-[ma] (7) te-ER-tim a-na šu-lum ḫ [a-al-ṣí-im/ka] (8) e-pu-úš-ma te-re-
t[u-ia ša-al-ma/ la-ap-ta] (9)IGI {NA} LÚ na-ak-ri-im SI[LA4.ḪÁ i-qi] (10) ù te-re-tim a-na te[r-qaki] (11) sa-
ga-ra-tim ù BÀD⸢KI⸣[ia-aḫ-du-l]i-im (12) ša u4-mu-kam ú-lu IT[I U4 30-KA]M (13) šu-pí-iš ak-ki-ma (14) na-
aš-pa-ar-ti-ka (15) te-re-tim ú-še-pí-iš (16) SILA4.ḪÁ ša ta-aš-pu-ra-am (17) wa-ar-ki ṭup-pí-ia an-ni-im (18) 
a-na U4 3-KAM i-ka-ša-d[u-n]i-kum (19) ša-ni-tam aš-šum É-ka ša ta-aš-pu-ra-am (20) i-n[a p]a-ni-tim-ma (21) 
ki-a-am ta-aq-bé-em (22) um-ma at-ta-a-ma 2 É-tim (23) aṣ-ba-at 1 É da-am-qa-a[m] (24) a-ṣa-ba-at-ma 1 É 
ú-wa-aš-ša-a[r] (25) an-ni-tam ta-aq-bé-em (26) i-na-an-na É-tam ša i-in-k[a] (27) ma-aḫ-ru (28) tu-úš-ša-ab 
(29) ma-ma-ma-an a-na É-ka (30) ú-ul i-ṭe4-eḫ-ḫe

このように私に言いました。（26−27）さて、

［貴殿］の目にかなう家に（28）お住みく

ださい。（29）誰も貴殿の家に（30）近づ

かないでしょう（ARM XXVI 7 =A.416)22。

2-6. 疫病の流行に触れたジムリ・リム宛の
　　アスクドゥムの書簡

この書簡は、ジムリ・リムの治世の初めにサガ

ラートゥムで発生した疫病の流行に言及している。

　　（1–19）省略（20−21）話変わって、上の（北

の）地区で疫病が流行っています（直訳：「神

が打たれた」）。ただちに（22）わたしは通

り過ぎます。どうかわが主は（次のように）

命じてください：（23）「疫病の流行ってい

る町々の人々が（24）疫病被害に遭ってい

ない町々に（25a）入るべきではない」と。

(25b) 全土が（26a）疫病に襲われるなどと

んでもないことです。(26b–27) もしわが主

の部隊が上（北）の地区いる場合は、（28）

どうかわが主はテルカに留まり、（29）（ま

た）サガラートゥムの方に向かうべきでは

ありません、（30）その地は（疫病が）流行っ
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ています（ARM XXVI/1, 17 =A.711)23。

デュランによると、テルカとサガラートゥム

の間の地は疫病が発生しやすい地域であったらし

い。一般に、疫病は地方に発生することが多く、

王宮ではまれにしか発生しなかったが、これは、

王宮では厳しい感染予防が行われていたからだと

いう 24。ちなみに、ジムリ・リムは王妃シブトゥ

に次のような手紙を書き送っているので紹介して

おきたい。

　　(4–5) 私は、「ナンナが ツィンム病（ṣimmu/

simmu）? を罹っている」と聞いた。(6–7) 

彼女は多くの時間、王宮（の人々と）一緒

に過ごしており、(8–9) 他の女性達に感染

させている。(10) だから、（彼女達に）厳

しく命じなさい。(17–19) 彼女と一緒にい

る多くの女性達に感染させないために、

(11–12) 誰も彼女が使ったコップで飲まな

いようにしなさい、(13–14) 誰も彼女が座っ

た椅子に座らないようにしなさい、(15–16) 

誰も彼女が寝たベッドに横たわらないよう

にしなさい。(20) このツィンム病は感染す

るからです 25。（ARM X 129: 4–2026）。

23  (20) ša-ni-tam AN-lum i-na ḫa-al-ṣ[i-im e-l]i-im (21) ú-[l]a-ap-pa-at-ma qa-tam a-na qa-tim-ma (22) e-ti-iq ù 
be-lí li-wa-e-er-ma (23) [DUM]U.MEŠ a-la-ni ša ki-ma la-ap-tu (24) a-na a-la-ni la la-ap-tu-tim (25) la i-ru-
bu as-sú-ri ma-t[am] ka-l[a]-ša (26) ú-la-ap-pa-tu ù šum-[ma ge-r]i be-lí-ia (27) a-na ḫa-al-ṣí-im e-li-im i-ba-
aš-ši (28) be-lí i-na ter-qaki-m[a] li-ik-ka-li (29) a-na sa-ga-ra-timki la i-ti-qa-am (30) ma-a-tum lu-up-pu-ta-at

24  Durand1988, p. 544–545.

25  (4) eš-me-e-ma fna-an-na-me (5) si-im-ma-am mar-ṣar-ṣa-at (6) ù it-ti é-kál-lim (7) ma-ga-al wa-aš-ba-at-ma (8) 
sinnišātim(MEŠ) ma-da-tim it-ti-ša-ma (9) i-sa-ab-bi-ik (10) i-na-an-na dan-na-tim šu-uk-ni-ma (11) i-na ka-ás 
i-ša-at-tu-ú (12) ma-am-ma-an la i-ša-at-ti (13) i-naGIŠkussêm ša úš-ša-bu (14) ma-am-ma-an la úš-ša-ab (15) ù 
i-na GIŠNÁ (eršim) ša it-ti-il-lu (16) ma-am-ma-an la it-te-e-el-ma (17) sinnišātimMEŠ ma-da-tim (18) it-ti-ša-ma 
(19) [l]a i-sa-ab-bi-ik (20) [ṣí-im-m]u-um šu-ú mu-uš-ta-aḫ-ḫi-iz

26  Sasson 2015a, p. 331.

また、シブトゥ宛の別の書簡でも、ジムリ・リ

ムはツィンム病に感染している（別の？）女性に

関して、「彼女は隔離された家に留まり、誰も彼

女のところに行くべきではない」（i-na 1 É-tim pa-

ar-si-im sinništum ši-i l[i-ši-ib] (5) ma-am-ma-an la 

i-ir-ru-ub-ši-im）と厳しく忠告している（ARM X 

130: 4–5）。
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沼 本 宏 俊
国士舘大学体育学部

シリア、テル・タバン出土、新アッシリアの土器窯

はじめに
シリア北東部のハブール川中流域、ハッサケ・

ダム湖畔にあるテル・タバン遺跡は、中・新アッ

シリア帝国の西方進出の拠点として繁栄した “ タ

ベトゥ ” である（図 1, 2）。国士舘大学調査隊は、

同遺跡の発掘調査を 1997 年から 2010 年まで実

施し、過去 10 回の調査に於いて北メソポタミア

の暗黒時代前 2 千年紀の実体を解明するうえで、

数々の貴重な新情報を提供してきた (Numoto et 

al. 2013)。日本の調査隊初の大規模な粘土板文書

の発見と日本人の手による初の本格的な解読の始

まりとして、研究成果が国内外で注目されている

が、発掘した希少な歴史時代の遺構・遺物の大半

は未公表である。

2020 年度の本成果報告書では、2008 年度に調

査したテル北側裾部のトレンチ T16–18 で発掘し

た中期アッシリアの巨大壁と鉄剣が副葬された土

壙墓について報告した ( 沼本 2021)。本稿では同

年度に同トレンチの南側で発掘した新アッシリア

の土器焼成窯について報告する。なお、報告は

2019 年度計画研究 02 第 11 回研究会の研究発表

「テル・タバン出土、中・新アッシリアの遺構と

土器変遷」の一部である。

図 1　テル・タバンの位置
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新アッシリアの土器窯 ( 図 3–13）

2005 年以降、トレンチ T16–18 の南側ではダム

の水位が上昇し、表層からイスラム期、ヘレニズ

ム期までの厚さ 3–4 m の堆積層は水に洗い流さ

れており、地表面には新アッシリア時代の日乾煉

瓦壁跡や甕棺、土器窯が露出していた。土器窯は

2006 年の調査前に既に水際で確認していたが発

掘できなかった。2008 年夏は水が引いていたた

図２　テル・タバンの平面図と発掘区域
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め発掘を行うことができた（図 3）（沼本 2009）。

この土器窯は上述トレンチ 16–18 の南側の新

アッシリア時代の壁跡遺構（6 層）が広がった地

区にあり、調査の結果、地下式の燃焼室にアーチ

型支柱を備え、通焔孔のある焼成棚をもった保

存状態の良い土器焼成窯であることがわかった

（図 4–7）。この大規模で精巧な構造の窯は、古代

西アジアにおける歴史時代の二室構造土器焼成窯

の典型例と見做すことができ、今後の土器焼成窯

の研究をするうえで資料価値が非常に高いと思わ

れる。

発掘した土器窯は長方形で焼成室は東西 2.3 m、

南北 2 m を測る（図 6, 7）。焼成室の壁は奥壁

外側に基底部が一部残存するのみである。焚口

は東にありアーチ型支柱三列で造られた焼成室

棚には計 17 個の通焔孔が認められた。焚口は

60×50 cm でその両脇に一つずつ通焔孔が造られ

ている。通焔孔は 3 列の昇焔部（巾 20–25 cm）

に 5 個ずつ認められる。径は約 20–30㎝で昇焔部

の溝を煉瓦で 4 等分に仕切り、泥の上塗りを施し

円形・楕円形に成形されている。焼成室床面は丁

寧に撫でられ仕上げられていた（図 6）。

燃焼室は深さ約 1.4 m で、長さ 2.6 m（アーチ部）、

2.1 m（床面）、幅 1.9 m（昇焔部、上端部 )、1.6 m（昇

焔部、床面 ) である。奥壁面はほぼ垂直であるが、

焚口の壁面にはステップの凹凸を掘削している

（図 8, 9）。36×36×10 cm の恐らく焼成煉瓦を積み

上げ、天井がアーチ型に架構された分焔柱（支

柱）を南北方向に平行に三列設置している（図 7, 

8, 9）。アーチ部の幅は 1.2 m で高さ 1.4 m である。

焼成室床から燃焼室床面までは 1.7 m を測る。支

柱の壁面には厚い泥の上塗りが施され、指跡が明

瞭にのこっていた（図 10, 11）。壁面が固く焼け

ていたため上塗りを剥がすことができず、支柱の

煉瓦の積み方等の詳細は不明である。燃焼室床面

は長さ約 2 m、幅 1.1 m で、両脇に幅 20–30 cm の

4 対の昇焔部の溝がある。燃焼室の壁面はガチガ

チに焼け、特に基底部は熔解し暗緑灰釉状になっ

ていた（図 12）。

燃焼室の床面には白い灰が厚さ 20 cm 堆積し、

内部からはコップ型、ボール等の典型的な新アッ

シリア時代の土器片が出土した（図 13）。出土土

器は T-Ⅰ, Ⅲ トレンチ 6–4 層、T14, 15 トレンチ 3

層の出土の土器や甕棺の副葬土器と同様である

（Ohunuma et al. 1998; Numoto 2009）。窯は大規模

なうえアーチ構造の支柱で耐荷重が高いことか

ら、甕棺等の大型土器や煉瓦等も焼成されたと思

われる。

窯に伴う生活面や燃焼室の掘り込み面も明確

でないが、窯は 7 層の HW2 壁や 8 層の HW1 壁

と接しており、堆積状況はあきらかに新アッシリ

アの 6, 5 層から掘り込んで構築されたことを示し

ている（図 5）。

窯の年代であるが、土器窯に接している下層

の 8 層の HW1 は前 11 世紀中頃、7 層の HW2 は

前 11 世紀後半から前 10 世紀初頭と考えられる

（沼本 2021）（図 5）。したがって土器窯は 6, 5 層

に伴うと考えられ、前 10 世紀後半から 9 世紀初

頭に年代付けられると推測する。

類例出土土器窯
北メソポタミアでタバンの窯と同構造の方形

窯は、イラク北東部のミタンニの植民都市ヌジ遺

跡と（Starr 1937, 1939）、国士舘大学隊が 1985 年

に調査したイラク、ティグリス川上流域エスキ・

モースル地区の拠点遺跡、テル・ジガンからの出

土例がある（Fujii 1987）（図 1）。いずれもミタン

ニ期（前 15–14 世紀）の窯で、報告された同構造
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図３　2006 年の発掘前の土器窯と 2008 年の発掘後の土器窯

図４　T16–18 の発掘した遺構のプランと土器窯の位置 
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図５　A–A' セクション：土器窯と HW1, HW2 の断面図

図６　発掘した土器窯の焼成室と焚口
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図７　土器窯の平面図と断面図

図８　土器窯の燃焼室（焚口方向）
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図９　土器窯の燃焼室（奥壁方向）

図 10　土器窯の燃焼室天井部
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図 11　土器窯の燃焼室天井部

図 12　土器窯の燃焼室基底部
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の方形窯としては北メソポタミアでは最古と思わ

れる。

ヌジ出土の土器窯 ( 図 14, 15)：二つの方形窯が

報告されている。一つは地上式の方形窯で、燃焼

部床部から焼成室まで全て日乾煉瓦で造られてい

る（図 14）。長方形で 2.2×1.6 m、壁の厚さは約

40 cm である。燃焼部は 1.3×0.75 m でアーチ型支

柱は三列設置され、燃焼室床から天井部までの高

さは約 70 cm である。焼成室床は削平され、三列

の昇焔部には通焔孔は認められない。東壁に焚口

と西壁に幅 40×20 cm の煙道と考えられる孔が造

られている。燃焼室からは大量の羊の糞の灰が出

図 13　土器窯出土の新アッシリア土器

図 14　ヌジ出土の土器窯 (Sttar 1939, Fig.36 加筆 , 1937, Pl.22B)



80

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

土している。

もう一つの窯は半地下式でタバンの窯の構造

に酷似する ( 図 15）。西側コーナーの一部を発掘

し、焼成室床の２個の通焔孔と燃焼室の焼成煉瓦

積アーチ支柱が検出された ( 図 15 写真 )。報告さ

れた窯の平面・断面図は大半が復元図で、焚口は

付属しているはずだが、焼成室平面図には描き込

まれていない。焼成室は方形で 2.1×2 m、通焔孔

は径 15–20 cm で三列の昇焔部に４個ずつ認めら

れる。燃焼室は 2.3×2 m で焼成煉瓦を積み上げた

アーチ型支柱が二列構築されている。燃焼室が非

常に深い窯で燃焼室床からアーチまでの高さは

2.4 m、焼成室床までは約 3 m である。煉瓦を焼

成したと推測されている。

テル・ジガン出土の土器窯（図 16）：焼成室は

2.7×2.4 m で 35×35×10 cm の日乾煉瓦壁で構築さ

れている。焼成室床面は削平されているが、約

1.8×1.6 m と推測される。通焔孔は残っていない。

三つの昇焔部の幅は 20–25 cm である。注目すべ

きは、昇焔を増進するためか奥壁に向け昇焔部

溝の掘削位置を徐々に高くし設置していること

だ。燃焼室は約 1.8 m 地面を掘り込み設置されて

いる。燃焼室にはアーチの支柱が 3 列構築され、

床面は長さ 2.3 m、幅 0.75 m を測る。床面からアー

チまでの高さは 1.8 m、焼成室面までは 2 m であ

る。アーチの支柱は 35×35×10 cm の焼成煉瓦を

積み上げており、スサ入りの泥の上塗りが施され

ているため厚くなり幅は 40 cm である。壁面は良

く焼けており緑灰色を呈していた。燃焼室はアー

チ支柱の下部を更に 70–80 cm 掘り下げた二段構

造で、タバンの窯よりも燃焼・昇焔力を高め高温

焼成が可能な構造である。燃焼室が深いため焚口

の壁面には灰をかき出す際のステップが二つ認め

られた。燃焼室の灰土からはミタンニ期を代表す

図 15　ヌジ出土の土器窯 (Starr 1937, Plan No.25 加筆 , 1937, Pl.19B)
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るゴブレット型土器等が出土した。

系譜と起源
メソポタミアでは焼成棚の支柱を有した円形

窯は、前 6–4 千年紀の遺跡から数多く発見され

ているが、アーチ型支柱の方形窯の先史時代遺

跡からの出土は殆ど報告されていない (Hansen 

2000)。タバンの土器窯とほぼ同構造の煉瓦積アー

チ型支柱の方形・楕円形窯は、イラク中部ディヤ

ラ川流域のテル・カファジェ遺跡とテル・アスマ

ル遺跡、中南部のアブ・サラビーク遺跡から発見

されており、いずれも前 3 千年紀後半の初期王

朝Ⅲ期に年代付けられている (Frankfort et al.1932; 

Crawford 1981; Alizadeh 1985)。これらの地域の都

市遺跡からの出土例は、南のシュメールの都市で

も既に同時期には同構造の窯の使用が主流を占め

ていたことを示唆している。言うまでもなく、シュ

メールの都市遺跡では前 4 千年紀中頃から 3 千

年紀初頭にかけてのアーチやヴォールト構造の建

物跡が多数確認されており、同構造の窯の構築時

期はさらに遡ると思われる。

北メソポタミアでは上述のようにアーチ型支

柱の方形窯は、ヌジ遺跡とテル・ジガン遺跡の出

土例が現状では最も古いと思われる。テル・タバ

ンの近隣地域での同構造の窯は、バリフ川流域の

テル・サビ・アビアド遺跡からは中期アッシリア

（前 12 世紀中頃）のタバンと同規模の窯が出土し

(Akkermans and Duistermaat 2001)、ユーフラテス

川流域のテル・ムンバカ遺跡からは後期青銅器時

代の同窯が発見されている (Machule et al. 1990)。

イランでは南西部のチョガ・ザンビル遺跡の中

エラム期層 ( 前 13 世紀 ) や、東部ケルマン州の

タル・イ・イブリス遺跡の鉄器時代層 ( 前 11 世

紀 ) から同構造の窯が発見されている (Majidzadeh 

図 16　テル・ジガンの土器窯 (Fujii 1987, Fig.6)
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1975)。これらの拠点遺跡の出土例から、西アジ

アでは前 2 千年紀後半には既に広範囲の地域で

同窯が普及し構築されていたことがわかる。おそ

らく大形土器や煉瓦を高温焼成で量産する必要性

から、アーチ型支柱棚を備えた方形窯が構築され

たと推測される。

さらに同構造の窯は、土器・煉瓦を量産するに

は最適で 10 世紀以降、連綿と踏襲され構築され

てゆく。その好例として国士舘大学隊が 1978–79

年に調査したイラク、ハムリン盆地のテル・ハミ

ディヤート遺跡では、アルサケス朝～ササン朝期

の土器工房址が確認され、焼成室が約 5×4 m で

燃焼室・昇焔部が改良された大規模な方形窯が出

土している ( 藤井 1981)。こうした土器を量産す

るためには同構造の窯が不可欠であったと考えら

れ、西アジアでは同構造を基本とした窯が近現

代に至るまで延々と受け継がれ構築されている

( 常木 1993)。

北メソポタミアでの同窯の出現時期は明確で

ないが、上述のように現状ではミタンニ期以前の

報告例が確認されていないことから、同時期と見

做すこともできる。しかし、同地域のイラク北西

部のテル・リマ遺跡やテル・タヤ遺跡で前 3 千

年紀終末期のウルⅢ期のアーチ・ヴォールト天井

構造の日乾・焼成煉瓦造建物が確認されている

ことや（Oates 1966, 1967, 1968; Reade 1968）、さ

らにハブール平原やモースル地域の多くの遺跡

で前 2 千年紀初頭から古バビロニア時代の日乾・

焼成煉瓦造ヴォールト天井の墓が出土しているこ

と か ら（Fukai and Matsutani 1977; Valentini 2002; 

MacMahon 2009; Bonacossi et al. 2018）、既にこの

時期の窯にもアーチ型支柱が使用されていた可能

性がある。

これまでの北メソポタミアの前 3 千年紀のニ

ネヴェ 5 期遺跡の調査では同窯の報告例がないこ

とから、同地域での同窯の構築起源は、いずれに

せよアーチを採用した建築が普及した前 3 千年

紀末期以降であると考えられる。
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西 山 伸 一
中部大学人文学部

アッシリアと水
都市、水、景観に関するヤシン・テペからの視点

１. はじめに
2010 年頃より急速に展開してきたイラク・ク

ルディスタン地域の考古学調査は、メソポタミア

考古学に数々の新知見をもたらしている。しか

し、ここ 2 年ほどは、コロナ禍により残念ながら

十分な調査ができない現状がある。それでもこれ

まで取得したデータをもとに各調査団は努力して

いる。本稿では、2016 年より開始した「ヤシン・

テペ考古学プロジェクト（YAP）」を実施する過

程で、都市遺跡の水と景観について思考したこと

を覚書としてまとめてみる。今後現地調査が再開

し、フィールドに立った際、都市と景観を考える

ヒントとなることを願いつつ 1。

すでに各処で述べているように、ヤシン・テペ

遺跡は、スレイマニヤ（スレーマニー）県最大級

のテル型遺跡である。この 40 ヘクタールを超え

1　中部大学を拠点とする「ヤシン・テペ考古学プロジェクト」は、中部大学、国士館大学、筑波大学、レバノン大学、
スレイマニヤ大学などの研究者により構成されている。またクルディスタン地域政府文化財総局ならびにスレイマ
ニヤ文化財局の全面的な支援を受けて実施されている。Kak Keifi Ali, Kak Kamal Rasheed Raheem, Kak Hashim Hama 
Abdullah ならびにスレイマニヤ文化財局とスレイマニヤ博物館職員各位にこの場をかりて感謝申し上げます。

 　本プロジェクトは日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究（Ｂ）「境界域に着目した古代西アジア帝国の
支配形態と構造解明を目指す歴史考古学的研究」（代表：西山伸一）（課題番号 20H01328）、挑戦的研究（萌芽）「考
古学・地理情報科学の融合からみる文化財の新たな記録システム構築に向けた研究」（代表：西山伸一）（課題番号 
21K18384）、基盤研究（B）（海外学術）「古代メソポタミア北東部における歴史考古学的研究」（代表：沼本宏俊）（課
題番号 18H00743）、および新学術領域研究（研究領域提案型）「都市文明の本質」計画研究Ａ 02「古代西アジアにお
ける都市の景観と機能」（代表：山田重郎）（課題番号 18H05445）の支援を受けている。

る遺跡からは、これまでの調査で「下の町」より

新アッシリア時代のエリート層邸宅や、未盗掘の

レンガ墓、楔形文字碑文のある青銅製ネックレス

などの発見があった（西山ほか 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021; Nishiyama 2020）。その中でも都市遺

跡の景観を考える上で重要なのは、2018 年に実

施した地下探査（磁気探査）であった。「下の町」

の東部の広い範囲で実施したこの調査からは、ラ

イン上の長大なアノマリーが数か所で確認された

（Nishiyama 2020: 63–64, Fig. 10）（図 1）。このア

ノマリーの一部を 2019 年に試掘したところ、水

路であることが判明した。すなわち都市内を流れ

る「運河」である。アッシリア帝国支配下で地

方の拠点都市でこのような都市内運河が発見さ

れた事例は、過去に Tell Šēḫ Ḥamad ( 古代の Dūr-

Katlimmu。以下ではこちらの呼称を使う ) からの
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報告があるだけである（e.g. Pucci 2010; Fügert et 

al. 2014; Kühne 2018）。この運河は、幅 10 m、深

さ 3 m 以上の大型のものである。ヤシン・テペ

のものは、トレンチ調査で検出したもので、幅

6–7 m、深さ 2–2.5 m を測る 2。Dūr-Katlimmu のも

のには及ばないが、それに準じる大きさをもつこ

とがわかる。この運河遺構は、さらなる試掘調査

で十分確かめる必要があるが、その存在が確実に

なったことで、ヤシン・テペの都市景観を考察す

るヒントの一つが見つかった気がする。

2　ちなみに、日本最初の本格的都城である藤原京からも都市内の運河が報告されている（小田 2015）。この大溝
SD1901A は、1976 年に初めて検出され、2014 年まで断続的に調査が進められてきた。長さ 570 m 以上、幅 3–2 m、
深さは 2 m 前後であった（小田 2015: 156）。機能としては、「資材を目的地に搬入する」ためだけに掘削されたもの
であり、役割を終えたのち埋め立てられている。大きさからするとヤシン・テペのものより幅は小さいが深さはほ
ぼ同じである。

２. 青銅器・鉄器時代の都市景観の 
　  イ メージ：灌漑、運河、水

クルディスタンの調査を開始する以

前、南東アナトリアやレヴァント地方を

中心にフィールド調査を行ってきた身と

しては、青銅器・鉄器時代の都市遺跡と

は、多くの場合、地中海沿岸部や内陸の

平原部に位置し、泉やワディなどの水資

源はその周辺にあるものの、都市内に水

路、運河が巡っているとは到底考えられ

ない構造を持っていると思っていた。こ

れまで参加した発掘調査や見学してきた

遺跡でも遺跡内を走る運河を見たことは

なかった。運河などは、ヘレニズム時代

以降、平地の都市が巨大化し、河川に手

を加えられるようになってから出現する

ものだと漠然と思っていた。もちろん、

まだ足を踏み入れていないメソポタミア

南部を除いてである。

南メソポタミアでは、初期王朝時代より大規

模で複雑な灌漑システムが発展してきた。この

灌漑システムは、運河として物資や人々の運送

に役立ったことは文献史料、図像資料などにも

見て取れる (e.g. Stol 1980; Nissen 1980)。1950–60

年代の R. McC. Adams (1926–2018) の調査では、

衛星画像や航空写真を利用して古代の灌漑シス

テムを復元する試みが行われている（e.g. Adams 

1981）。しかし、考古学的に灌漑や運河の痕跡

を探すのは、なかなか困難であった。それは多

図１   2018 年の地下探査で確認されたライン状の「運河」
と考えられるアノマリー (Nishiyama 2020: Fig. 10）。ここで
は、「下の町」の南東部だけ示しているが、運河状のものは、

「下の町」東側の広い範囲に及ぶ。
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くの場合、集落の外に形成されていたからであ

る。それでも人工的な灌漑施設は発見されてい

る。その最古の事例の一つは、前 6 千年紀のサー

マッラー期の Choga Mami から事例である（Oates 

1969）。この遺跡は、ディヤーラ川流域、イラン・

イラク国境のマンダリ Mandali 近郊に位置する。

クルディスタン地域の南方、ザグロス山脈の西

側にすでに灌漑の伝統があったことは興味深い。

南メソポタミアで発展した灌漑の伝統は、北メ

ソポタミアのアッシリアにも何かしらの形で受

け継がれたと考えるのが妥当であろう。しかし、

ヤシン・テペの調査までは、運河の痕跡に出会

うことはなかった。

運河 canal はさまざまな定義はあるが、ここ

では、自然の河川に人間が手を加えたり、新た

に人工の流路を掘削したりするものと定義して

おく。日本でも古代の運河の研究は数が少なく

文献学、考古学とともに地理学や地形学との協

働作業が不可欠となる（鈴木ほか 2015）。灌漑

irrigation というと農耕と深く関連しているとい

う固定的イメージがあり、そこに物資や人の移

動は想像しにくくなっている。しかし、灌漑シ

ステムも人工の水路としてとらえなおせば、運

河として物流や交通の機能を持つものもあった

と考えることができる。従って灌漑システムが

高度に発展したと思われる南メソポタミアで

は、運河も最先端の技術で造られていたとい

える。

運河の役割は、水資源の確保だけでなく、物資

運搬や交通路の観点からも重要な役割を果たした

ことは過去にも指摘されてきた。しかし、まだ大

勢は、灌漑用の水利用という観点からみてないだ

ろうか。灌漑システムの第一義は、人工的に造ら

れた水路を河川や泉からひいて、農地を潤すシス

テムである。ただ、すべての水路が人工的に造ら

れたわけではく、すでに存在した河川やワディを

利用したと考えられる。またさらに灌漑水路は、

農地をうるおすだけなく、物資運搬や交通路とし

ても利用されていたのは事実で、それには図像資

料やテラコッタ製の模型に見られるような船が一

般的に使われた（De Graeve 1981)。

もし多くの灌漑システムや運河が食糧生産物

やさまざまな資材を運ぶためや、人の移動に使用

されたのであれば、メソポタミアの都市景観のイ

メージは南メソポタミア以外の地域でも違ったも

のになるはずである。文献史料には、灌漑システ

ムや運河は国家により建設・管理されたことだけ

でなく、破損や崩壊した運河を修理する記述も見

られる。また運河を行き来する船についての記述

もあり、船の事故に関する法律もあったようであ

る（Stol 1980: 362）。テラコッタ製の船の模型は、

古くはウバイド期より出土し、船の図像は、円筒

印章などに初期王朝時代頃から現れる。船が南メ

ソポタミアで重要な運搬の役割を果たしたことが

推測できる。

南メソポタミア以外では、運河の事例は極端に

少なくなるが、新アッシリア時代になると文献学、

考古学、および図像資料が増加する。次にヤシン・

テペとの関連からアッシリアとその水利事業につ

いてみてみる。

３. 運河関係の研究：アッシリアに関して
新アッシリア時代（鉄器時代 II–III 期：紀元前

10–7 世紀）の水利に関する研究は、近年盛んに

なっている。これはこれまで調査ができなかった

北メソポタミア、特に Heartland of Assyria が衛星

データやドローン (UAV) などの最新技術を利用

して、フィールド調査と合わせて実証的に研究で
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きるようになったことが大きい (MacGinnis et al. 

2021)。

中でも精力的な調査研究を行っている J. Ur は、

アルビール平原からドホークにかけた地域におい

て衛星データ、航空写真、UAV データの分析から、

アッシリアの帝都（ニネヴェ、コルサバード、ニ

ムルド）に水をもたらす運河システムの詳細を明

らかにするとともに近年ではアルビール平原の水

利システムについても広範囲に調査を行っている

（e.g. Ur 2005; Ur and Reade 2015; Ur 2018; Ur et al. 

2021: 228–235）。

2019 年 に レ リ ー フ が 発 見 さ れ 話 題 と な っ

た ド ホ ー ク 県 西 部 に 位 置 す る Faida 運 河 は、

D. Morandi Bonacossi 率 い る Land of Nineveh 

Archaeological Project による成果であり、ニネ

ヴェに水をもたらす Khinis の水源におけるセ

ンナケリブ王のモニュメントについても調査を

実 施 し て い る (Morandi Bonacossi 2018a; 2018b; 

Weiss 2020)。

2016 年 に は、 ウ ィ ー ン で 開 催 さ れ た 10 

ICAANE（第 10 回古代西アジア考古学国際会議）

において、Water for Assyria ワークショップが H. 

Kühne により開催され、北メソポタミアにおけ

る水利関連の痕跡について議論された。ワーク

ショップの内容は 2018 年に出版されアッシリア

に関するフィールド調査に基づく研究が多く収

録されたものとなった（Kühne (ed.) 2018）。この

中に後程詳しく触れる S. Mühl らの論文がアッ

シリア東部地域の事例として掲載されている。

また Kühne は、アッシリアの地方都市としては

おそらく初めて確認された都市内運河 Town (or 

city) canal について考察し、それがハブール川と

並行して走る長大な supra-regional canal システム

と結びついていることを明らかにしている（see 

Kühne 2018: Fig. 13）。

上記より以前の研究をみてみると、なにより

も重要なのは 2000 年に刊行された Ariel M. Bagg

による中アッシリアと新アッシリアの文献史料、

図像資料を網羅的に集成した国家規模の水利シ

ステムの研究である。この極めて詳細かつ野心

的な研究では、王碑文、法律、書簡、行政文書

とともに、アッシリアの王宮で発見された図像

資料（レリーフ）が多く使用されている。ただ、

これらの史料上の性格から Heartland of Assyria、

つまり帝国の中心部における水利事業の研究と

なっている。アッシリアの水利事業が非常に綿

密な計画性をもって国家規模で行われたことを

裏付ける研究である。

21 世紀以降研究が特に盛んになったアッシリ

アの水利事業の研究をみてみると、帝国中心部が

主であり、地方における研究は非常に限られてい

ることがわかる。また近年アッシリアの王都に関

する研究の中でほとんどの都市が巧みな水利施設

を備えていることがより明確になっている（e.g. 

Sollee 2020; Politopoulos 2020）。 ア ッ シ ュ ー ル、

ニムルド、ニネヴェはいずれもティグリス河のす

ぐそば、または近くに位置し、都市周辺には水濠

や運河が巡り、ドホーク地域のような遠方より運

河で都市に水を供給していたことが明らかになっ

ている。コルサバードは建設後まもなく放棄され

たが、研究者によっては都市につながる運河の存

在を主張しており、今後の研究がまたれる。つま

り、アッシリアの王都すべてに運河が通じており、

既存の河川とともに飲料用や農地用だけでなく、

物資の運搬にも使用された可能性が高い。つまり、

アッシリアは南メソポタミア由来の運河の技術を

継承し、国家の力でさらに大規模に発展させたと

考えられる。
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では、王都以外の地方はどうであったのか？

Dūr-Katlimmu の事例は紹介したが、ヤシン・テ

ペの事例について考えてみよう。

４. ヤシン・テペの都市内運河と都市外運河
上述したようにヤシン・テペの「下の町」に

はおそらく各処に都市内運河が通っていたと

2018 年の地下探査と 2019 年の試掘調査の成果か

ら推測できる。では、この運河は、都市の外では

どうだったのか。

一つのヒントは、地下探査で下の町の外を探査

した部分がある。遺跡の南側にある遺跡「外」の

部分である。ここでは、100–120 m ほどにわたっ

て何も検出されなかった。無論、電磁探査の深度

にもよるが少なくとも深度 2–3 m では、石やレ

ンガでつくられた遺構は存在していない可能があ

る。単にここは遺跡ではないから、といってし

まえば簡単であるが、問題はその外側（遺跡から

130–140 m で遺構らしきアノマリーがうっすらと

確認できることである。可能性としては、下の町

の外側には、さらに「外堀」があったのではない

だろうか。

さらに興味深いのはその北東方向にライン状や

多角形をしたソイルマークが確認できることであ

る（図 2）。ここで示したものは、Google Earth で

2018 年 2 月の画像で見えるものであるが、YAP

で所有している高分解能衛星写真やコロナ衛星写

真でも同じようなものが確認できる。これらのう

ち、いくつかは「水門」の可能性があることを別

稿で述べたことがある（西山ほか 2021: 23, 図 6）。

よく見るとライン状のようなソイルマークも確認

でき、それらがいずれも等高線に直行する方向で

南西にあるタンジェロ川の方向に向かっているい

ることである。これらは水路である可能性が高い。

このようなライン状のソイルマークは、タンジェ

ロ川の南岸でも確認できる。これらは排水目的や

図 2    ヤシン・テペの東方におけるライン状および多角形状のソイルマーク 
青色は集落遺跡、黄色はソイルマーク（Google Earth をもと筆者作成）。
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農業用の水路でもあった可能性もあるが、運河と

して機能したものもあったと推測できる。

さらにヤシン・テペの北方でもライン状のソ

イルマークが見つかっている（図 3）。ここで示

したのは Tell Bestansur の東方であるが、やはり

南北に走る痕跡が確認でき、運河の可能性を示唆

している。またヤシン・テペの北方では、ソイル

マークだけでなく、地下探査によっても水路の可

能性のあるものが確認されている。ヤシン・テペ

の北 2 km に位置する Tell Bestansur では、地下探

査（磁気探査）によりテルの約 50 m 西側で南北

方向に高い磁気を示すライン状アノマリーが確認

されている。解釈は難しいが、壁や水路の可能性

があるという（Thornley, D. 2020: 62-63, Fig. 5.8）。

このことから、ヤシン・テペの北方には、おそら

く Bestansur の泉とヤシン・テペ周辺を結ぶ水路、

もしくは運河があったと推測できる。

つまり、ヤシン・テペの周辺には、河川や泉か

ら構成される豊富な水資源を背景に、多くの水路

が張り巡らされていた可能性があり、それらは運

河としても機能したものも含まれている可能性が

高い。例えれば、ヴェネツィアやアムステルダム、

あるいは江戸時代の江戸や大阪のように水路が張

り巡らされて物資や人が運ばれていたと考えられ

ないだろうか。現代は、自動車の発展により、シャ

フリゾール平原の物資や人は車で移動するのが当

然となっている。しかし、古代において陸路の移

動よりも、水を利用した移動の方が、コストも抑

えられ、大量の物資が一度に運べるという利点が

ある。これを古代の人々が考えなかったことはな

いだろう。灌漑用水として水を利用したことは当

然ながらあったものの、むしろ物資や人の運搬・

移動が水路を張り巡らせる大きな要因となったこ

とが推測できる。例えば、食料、木材、建築用

石材など大量に運ぶ必要のあるものは、運河での

運搬が効率的であることは明らかだろう。当然そ

のための運河の増築や管理・整備はきちんとコン

トロールされていたであろう。また、運河を行き

図 3    Tell Bestansur の東方におけるライン状のソイルマーク
青色は集落遺跡、黄色はソイルマーク（Google Earth をもと筆者作成）。
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来する川船や場合によっては曳舟（ひきふね）な

ども当然ながら整備されたと考えられる（e.g. De 

Graeve 1981; Fales 1993）。

ここでもう一つ運河での運搬が重要な点を挙

げておきたい。フィールド調査を行った夏であっ

ても、ヤシン・テペ周辺の土壌に現代の水路から

水があふれ出たりした場合、土壌はドロドロに

なって、トラクターでさえも通れなくなると現地

の人々から言われている。実際、私たちの調査で

雇ったピックアップも遺跡に行く途中で泥に何度

もはまって動けなくなったことがあった。まして

や雨の多い冬から春先にかけては、徒歩でないと

遺跡に近づけなくなることも多々あった。過去の

イラクの調査団も雨で遺跡に近づけず調査を延期

したことがあるほどである。このように現代でも

ひとたび土壌が水付きになると遺跡へのアクセス

が困難になることを踏まえると、運河による物資

や人の運搬がより現実的であることが実感として

わかる。

もう一つ運河の機能で重要なのは、防御である。

ヤシン・テペの場合、一旦土壌が水を含むと敵に

対する強力な足かせとなるが、さらに運河を効率

的に都市の周囲に張り巡らせることにより、都市

全体をさらに防御することができる。現在、ヤシ

ン・テペの中央部にあるアクロポリスの周囲には、

幅 20–25 m ほどの溝が巡っている。この溝がどれ

ほどの期間機能したのかはまだ不明であるが、こ

れが水濠であった場合、アクロポリスを守る重要

な防御となる。また、「下の町」の周辺にさらに大

型の水濠あるいは運河が巡っていた場合、ヤシン・

テペへは船でないとアクセスできないことになる。

アッシリアの王都が運河や水路を効率的に配置し

ていたこと考えると地方の拠点都市も類似した形

態をもつことは十分に考えられる。ヤシン・テペ

はザグロス山脈方面へ侵攻するための重要拠点で

あったことは疑いなく、その点でもアッシリア主

導の都市プランが採択された可能性も十分あるの

ではないだろうか。

ここで水が豊富だと困ることを一つ上げてお

こう。フィールド調査からの経験であるが、「蚊」

である。夏の調査時、夕方になるとヤシン・テペ

周辺ではやぶ蚊が猛烈に飛び交う。寝ずの番の労

働者も蚊の猛攻にまいっていた。この蚊の中で古

代の人々がどのように暮らしていたのかは興味の

あるところである。これと似た状況が、かつて筆

者が参加したトルコのアムーク平原でもあった。

水のあるところに蚊ありである。

ヤシン・テペ遺跡周辺の水路、運河の水源を考

えてみよう。なんといっても第一に重要なのは、

Bestansur の泉である。新石器時代より現代まで

存続する泉は豊富な水量を誇り、古代においても

水源として重要であったことは明らかである。そ

の次に、タンジェロ川やそこに流れ込むワディが

水源として考えられる。さらに Bestansur 村の北

に広がる丘陵地帯にも泉があるはずだが、おそら

く Bestansur の泉による豊富な水量があったため

日常用水だけでなく、農業用や運河の水も丘陵地

帯から得る必要はなかったのかもしれない。いわ

ゆる水道システム Aqueduct などはシャフリゾー

ル平原周辺からは今のところ発見されていない。

しかし、場所によっては、アッシリアの王都の事

例までとはいかないが、少し遠方から運河を通し

て水を運ぶシステムがザグロス山脈の山麓であっ

たと考えたい。

ここで一つ図像資料を紹介しておきたい。ニネ

ヴェの南西宮殿から発掘された著名な The battle 

of Til-Tuba を描いたレリーフの中で戦闘後の場面

の中にエラムの都市 Madaktu が登場する（Nadali 
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2018: 235, 250*, 1851,0902.7c）。この都市は、西ザ

グロス山麓にあったと考えられ、川と川から引い

た水路で都市全体が囲まれている。その中には、

城壁らしきものも一部に見えるが、多くの家屋は

城壁に囲まれておらず、また城塞のようなものが

テルの上に立てられている。つまり、この都市は、

水が防御の役割を果たしていたと推測できる。ザ

グロス山麓にあることから豊富な水資源を利用し

ている点もヤシン・テペとの共通点があるように

思えるのである。

５. シャフリゾール平原と運河
さて、Kühne 編集の Water for Assyria 収録論文

の中で、アッシリアの東部地域について唯一言

及しているのが Mühl らの論考である（Mühl et 

al. 2018）。Shahrizor Survey Project を実施してきた

Mühl らはシャフリゾール平原の水資源についても

詳細な踏査を実施してきた。その中で、ヤシン・

テペ遺跡に関連する部分について少し考察してみ

たい。

Mühl らは、シャフリゾール平原の考古学踏査

に基づく遺跡および水源分布と衛星写真分析か

ら運河の痕跡、および遺跡の密度を１つの地図

にまとめたものを提示している（Mühl et al. 2018: 

Fig. 7）（図 4）。説明によれば運河の痕跡の確認に

は、Bing Maps に使われる Digital Globe 衛星とコロ

ナ衛星（1969 年 8 月撮影）の画像データを使用し

とある（ibid. : 127）。これによると、地図左手の①

図 4   シャフリゾール平原における古代の集落遺跡の密度を示したヒートマップ、泉の位置、および運河の痕跡を
まとめた図  (Mühl et al. 2018: Fig. 7 より。地図左手の SSP-2 がヤシン・テペである )。
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と番号のふられた運河の痕跡は、Bestansur 村から

東に広がる扇状地の等高線に沿うような形で弧を

描いて伸びている。しかし、これは私たち YAP の

衛星画像分析によれば、「現代」の水路であり（多

くはコンクリート製）古代の水路ではないことが

判明している。同じような弧を描くソイルマーク

は部分的に確認されるものの、Mühl らのような長

大なものではない。また弧を描く運河のある扇状

地では、2021 年の YAP の踏査によれば集落遺跡

はほとんどなく（図 5）、ここに水を引く目的がはっ

きりしない。したがって、この運河は現代の村々

と耕作地を潤すために開発されたものであると考

えられる。むしろ重要なのは、ヤシン・テペ遺跡

とその周辺に広がるライン状のソイルマークであ

る。これらのいくつかが水路だとすると排水を一

つの目的とする運河である可能性がある。

さらに Mühl らは、シャフリゾール平原の遺跡

分布の密度について、平原の中央部が非常に高く、

周縁部では低くなっていることを指摘する（ibid.: 

Fig. 7）。そして、中央部には中小規模の遺跡が集

中し、ヤシン・テペやバクルアワ Bakrawa に代表

される大型の遺跡は平原の周縁部でみつかること

を指摘している（ibid.: 128）。このことから、中央

部の中小規模の集落は、周縁部にある大型集落に

農産物を提供することで経済的結びつきを保ち、

その一方で主要な交通路は平原の周縁部を通過す

るため、大型集落のみがその利益を受けるとして

いる。また、平原を南北に流れる河川やワディが、

平原中央部の中小規模集落の東西における交通路

を分断し、中央部の集落が周縁部にある大型集落

図 5   2021 年 YAP により実施されたヤシン・テペ周辺の考古学踏査の主な確認地点（Google Earth をもと
に筆者作成）。地図右手の扇状地に位置する YP21 や YP24 は遺跡ではないと確認できた。
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と結びつきを強める結果となったという。そして

平原の交通路は河川やワディにそった南北方向の

ものが基本であるが、メインの交通路は周縁部を

通る東西方向のものであるとしている。

上述の Mühl らの主張には大きな疑問が残る。

確かにヒートマップ（図 4）を見ると集落の密度

は平原中央部が高い。しかし、これは時代別に考

察されておらず、すべての時代を通じた密度と

なっていることが問題である。また遺跡の規模別

のウェイトがおそらく考慮されておらず遺跡の数

のみが反映されているように見える。したがって、

Bestansur 村の北に遺跡密度の高い赤色部分が見

えるが、各遺跡は小さな規模のものばかりと思わ

れる。さらに、平原の南北方向の交通路は確かに

存在したとは思うが、なぜメインの東西方向の交

通路がわざわざ平原の周縁部を通らなければなら

ないのだろうか。その根拠として大型の遺跡が平

原の周縁部に位置しているからとしている。だか

らといって、安全面でも問題がある集落の少ない

寂しい周縁部をしかもかなりの遠回りで平原を通

過する必要があったのだろうか。むしろ、平原の

中央部をタンジェロ川にそって通るルートの方が

短距離かつ、効率的であると考える。ヤシン・テ

ペとバクルアワは、平原の北と南のゲートウェイ

都市として機能し、二つの拠点都市が実は運河を

通してつながっているとすればどうだろうか。運

河は何もすべて人工のものとは限らずタンジェロ

川を利用する部分もあったと思われる。こうすれ

ば、少なくとも下りは、大量の物資や人を一気

に南メソポタミア方面まで運ぶことができるので

ある。この点を考えると水資源の豊富なシャフリ

ゾール平原だからこそ、古代には運河を利用した

交易、交通がむしろ陸路よりも重要視された可能

性が高いのではないか。

６. まとめにかえて
運河は、すでに指摘したように水資源の利用だ

けでなく、大量の物資と人を運ぶことができる交

通路として重要である (MacGinnis et al. 2021)。そ

れはアッシリアの王都関係の運河だけでなく、地

方の拠点都市を結びつける運河も同様に開発され

利用されたと考えることはあながち飛躍ではない

ように思う。

運河の研究は、灌漑の側面が強調されてきたよ

うに思えるが、アッシリアに関しては近年研究が

盛んになっており、灌漑、交通、交易などさまざ

まな側面が見直されるデータがそろいつつある。

それでも、まだ地方の拠点都市とその景観につい

て運河を想定した議論は少ない。文献史料にはあ

まり残らない地方の運河だからこそ、リモートセ

ンシング、水利学、地理学、地形学との連携した

研究が不可欠であると考える。ヤシン・テペを中

心とするシャフリゾール平原は、新アッシリア時

代の都市景観を考え直す意味でも恰好のフィール

ドである。これまで考古学における都市研究は、

「都市」自体にウェイトを置きすぎていたきらい

があり、このイラク・クルディスタンでのフィー

ルドをもとに水を利用した都市景観の復元にアプ

ローチできれば幸いである。

最後にフィールド調査の一日も早い再開を祈

願してやまない。答えはフィールドにある。

参考文献

Adams, R. McC. 1981. Heartland of Cities: Surveys 
of Ancient Settlement and Land Use on the Central 
Floodplain of the Euphrates. Chicago: The University 
of Chicago Press.

Bagg, A. M. 2000. Assyrische Wasserbauten: 
Landwirtschaftliche Wasserbauten im Kernland 
Assyriens zwischen der 2. Hälfte des 2. und der 



95

研究成果報告 2021 年度
A02 計画研究 02

1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. (Baghdader 
Forschungen 24), Mainz am Rhein: Philipp von 
Zabern.

De Graeve, M.-C. 1981. The Ships of the Ancient 
Near East (c. 2000-500 B.C.), (Orientalia Lovaniensia 
Analecta 7), Leuven: Department Oriëntalistiek. 

Fales, F. M. 1993. River Transport in Neo-Assyrian 
Letters, in J. Zabłocka and S. Zawadzki, ŠULMU IV: 
Everyday Life in Ancient Near East, 79-92. Poznań: 
Wydawnictwo Naukowe UAM

Fügert, A. F. Janoscha Kreppner, H. Kühne, J. Rohde, 
2014. Early Neo-Assyrian Dūr-Katlimmu, in P. 
Bieliński, et al. Proceedings of the 8th International 
Congress on the Archaeology of the Ancient Near East 
30 April-4 May 2012, Vol. 1, 217-239. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag. 

Kühne, H. 2018. Politics and Water Management at the 
Lower Ḫābūr (Syria) in the Middle Assyrian Period 
and beyond – a New Appraisal, in H. Kühne (ed.), 
Water for Assyria, (Studia Chaburensia 7), 137-194. 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 

Kühne,  H.  (ed . ) ,  Water  for  Assyr ia ,  (Studia 
Chaburensia 7), 137-194, Wiesbaden: Harrassowitz 
Verlag. 

MacGinnis, J., D. Morandi Bonacossi, and J. Ur. 
2021. Divine Channels: Rediscovering the Canal 
Networks of the Assyrian Empire, in The Ancient 
Near East Today: Current News about the Ancient 
Past, vol. IX, No. 10, October 2021 (American 
Society of Overseas Research)   https://www.asor.org/
anetoday/2021/10/assyrian-empire-canal-networks/  
 (Accessed 20 Feb. 2022). 

Mühl, S., M. Rösch, D. A. M. Almanmi, A. Kadereit, 
B. Q. Aziz, 2018. Irrigation in the Shahrior Plain: The 
potential of archaeological and geoarchaeological 
archives to reconstruct ancient water management, in 
H. Kühne (ed.), Water for Assyria, (Studia Chaburensia 
7), 117-136. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Nadali, D. 2018. The Battle of Til-Tuba in the South-
West Palace: Context and Iconography, In G. Brereton 
(ed.), I am Ashurbanipal, king of the world, king of 
Assyria, 234-243. London: Thames & Hudson, the 

British Museum. 

Nishiyama, S., 2020. Provincial control in the eastern 
reaches of the Assyrian Empire: A view from Yasin 
Tepe, Iraqi Kurdistan, In: S. Hasegawa and K. Radner 
(eds.), The Reach of the Assyrian and Babylonian 
Empires: Case studies in Eastern and Western 
Peripheries, 45-72. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 

Nissen, H. J. 1980. Kanal(istaton): B. Archäologisch, 
in RlA 5, 365-368. 

Oates, J. 1969. Choga Mami, 1967-68: A Preliminary 
Report. Iraq 31:115-152.

Politopoulos, A. 2020. Creating Capitals: The 
Rationale, Construction, and Function of the Imperial 
Capitals of Assyria, (Archaeological Studies Leiden 
University 51), Leiden: Leiden University Press. 

Pucci, M. 2008. The discovery of the city-canal of 
Dur-Katlimmu, in H. Kühne (ed.), Dur Katlimmu 
2008 and Beyond (Studia Chaburensia 1), 163-173.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 

Sollee, A. E. 2020. »Bergesgleich baute ich hoch« 
Untersuchungen zur Architektur, Funktion und 
Bedeutung neuassyrischer Befestigungsanlagen, 
(Schriften zur Vorderasiatischen Archäologie 17), 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 

Stol, M. 1980. Kanal(istaton): A. Philologisch, in RlA 
5, 355-365. 

Thornley, D. 2020. Fluxgate gradiometry survey 
at Bestansur, in Matthews, R. W. Matthews, K. R. 
Raheem, A. Richardson (eds.), The Early Neolithic of 
the Eastern Fertile Crescent: Excavations at Bestansur 
and Shimshara, Iraqi Kurdistan, (Central Zagros 
Archaeological Project Vol. 2), 57-63. Oxford: Oxbow 
Books. 

Ur, J. 2005. Sennacherib’s Northern Assyrian Canals: 
New Insights from Satellite Imagery and Aerial 
Photography, Iraq 67, 317-345. 

Ur, J. 2018. Water for Arbail and Nimrud, in H. Kühne 
(ed.), Water for Assyria, (Studia Chaburensia 7), 57-
75. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.



96

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

Ur, J. and J. Reade. 2015. The Hydraulic Landscape of 
Nimrud, Mesopotamia 50, 25-51. 

Ur, J., N. Babakr, R. Palermo, P. Creamer, M. Soroush, 
S. Ramand, and K. Novacek, 2021. The Erbil Plain 
Archaeological Survey: Preliminary Results, 2012-
2020, Iraq 83, 205-243. 

小田裕樹 2015「藤原宮の造営と運河」鈴木靖民・
川尻秋生・鐘江宏之編『日本古代の運河と水上交
通』149-167 頁　八木書店

西山伸一・常木 晃・ハーシム・ハマー・アブドゥッ
ラー・沼本宏俊・山田重郎・渡部展也 2017　「アッ
シリア帝国東部辺境を掘る－イラク・クルディス
タン、ヤシン・テペ考古学プロジェクト・第 1 次　
(2016 年 )」『第 24 回西アジア発掘調査報告会報
告集 : 平成 28 年度考古学が語る古代オリエント』　
16-20 頁　日本西アジア考古学会

西山伸一・ハーシム・ハマー・アブドゥッラー・
常木 晃・山田重郎・沼本宏俊 2018「アッシリア
帝国東部辺境を掘る－イラク・クルディスタン、
ヤシン・テペ考古学プロジェクト・第 2 次　(2017
年 )」『第 25 回西アジア発掘調査報告会報告集 : 
平成 29 年度考古学が語る古代オリエント』 17-21

頁　日本西アジア考古学会

西山伸一・ハーシム・ハマー・アブドゥッラー・
山田重郎・沼本宏俊・常木 晃 2019「アッシリア
帝国東部辺境を掘る－イラク・クルディスタン、
ヤシン・テペ考古学プロジェクト・第 3 次　(2018 
年 )」『第 26 回西アジア発掘調査報告会報告集 : 
平成 30 年度考古学が語る古代オリエント』 109-
113 頁　日本西アジア考古学会

西山伸一・ハーシム・ハマー・アブドゥッラー・
山田重郎・沼本宏俊 2020「アッシリア帝国東部
辺境を掘る－イラク・クルディスタン、ヤシン・
テペ考古学プロジェクト・第 4 次　(2019 年 )　『第
27 回西アジア発掘調査報告会報告集 : 令和元年度
考古学が語る古代オリエント』 21-25 頁　日本西
アジア考古学会

西山伸一・ハーシム・ハマー・アブドゥッラー・
山田重郎・沼本宏俊 2021「アッシリア帝国東部
辺境を掘る－イラク・クルディスタン、ヤシン・
テペ考古学プロジェクト・2020 年の進展」『第 28
回西アジア発掘調査報告会報告集 : 令和 2 年度考
古学が語る古代オリエント』 20-25 頁　日本西ア
ジア考古学会



山 田 雅 道
中央大学文学部

王碑文とコミュニケーション
アッシュルバニパルの Prism A i 132–ii 7 をめぐる一考察

I. はじめに
ア ッ シ ュ ル バ ニ パ ル の Prism A（RINAP 5/1 

Ashurbanipal 11）と言えば、後期新アッシリアの

王碑文の中では最長（約 1,300 行）かつ最も有名

な碑文であるとされる（Novotny and Jeffers 2018, 

222）。この長大な年代記は王の数々の輝かしい

遠征記録を収めるが、本稿はエジプトに対して

行われた第一次遠征（前 667 年）に関連したテ

クスト（i 132–ii 7）を取り上げ、その難読箇所

の読解に挑みたい。さらにその結果に基づいて

表題の問題に関し、ささやかな考察を行うもの

である。

この第一次遠征は、父王エサルハドンの死後、

上エジプトとクシュの王タハルカがアッシリア

支配下の下エジプトに侵攻してその中心都市メ

ンフィスに入城した結果、アッシリアに仕える

属王や官僚たちが離散した事態を引き金として

企てられた。こうした危機的状況を受けてアッ

シュルバニパルは首都ニネヴェを発って西進し、

地中海沿岸を同地方の属王たちの軍勢と共に南

下してエジプトに迫ると（i 68b–74）、自軍を撃

破して押し寄せるアッシリア軍の快進撃を前に、

タハルカはメンフィスを放棄して上エジプトの

テーベへと撤退した（ll. 75–89）。

その後の記事の内容を要約すれば以下の通り：

1. 逃亡していたエジプトの諸属王その他の再任命と
アッシリア支配の回復（ll. 90–116a）

2. その後、それら属王たちによる反逆の企て：タハ
ルカとの協力画策（ll. 116b–128a）

3. アッシリア駐屯軍による対応：属王たちの捕縛・
連行と諸都市住民の虐殺（128b–ii 7）

4. 属王中ネコに対する優遇とサイス王への再任命、
彼の息子も別市の王に任命（ll. 8–19）

5. 逃亡先テーベでのタハルカの死と新王の即位、後
者によるメンフィス包囲（ll. 20–27）

タハルカ撤退後の 1–4 では再建されたアッシ

リア支配に対し反逆を企てたエジプトの属王た

ちが話の中心であることが分かる。最後の 5 は

第二次遠征（前 663 年）の原因となった新たな

危機的状況の到来を描く。

本稿が取り組む難読箇所は 3 に含まれるが、

以下、（II）テクストと拙訳を示した後、（III）従

来の翻訳批判を経て、自説を擁護すべく（IV）

拙訳の解説を行う。

II. テクストと翻訳
問 題 と す る 箇 所 を 含 む テ ク ス ト（ 翻 字 は

RINAP 5/1 Ashurbanipal 11 に従う）とその拙訳は

以下の通り：
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i 128 … LÚ.šu-ut SAG.MEŠ-ia a-ma-a-te an-na-a-te 
129 iš-mu-u LÚ.rak-bé-e-šú-um a-di šip-ra-a-te-šú-un 

iṣ-bat-u-nim-ma 130 e-mu-ru ep-šet sur-ra-a-te-šú-un 

LUGAL.MEŠ an-nu-te iṣ-bat-u-nim-ma 131 ina bi-re-ti 

AN.BAR iš-qa-ti AN.BAR ú-tam-me-ḫu ŠU.II u GÌR.

II 132 ma-mit AN.ŠÁR MAN DINGIR.MEŠ ik-šu-su-

nu-ti-ma šá iḫ-ṭu-u ina a-de-e 133 DINGIR.MEŠ GAL.

MEŠ MUN ŠU.II-šú-un ú-ba-ʾi-i-ma šá e-pu-us-su-

nu-ti 134 du-un-qu UN.MEŠ URU.sa-a-a URU.pi-in-

ṭi-ṭi URU.ṣi-iʾ-nu ii 1 ù si-it-ti URU.MEŠ ma-la it-ti-

šú-nu šak-nu ik-pu-du ḪUL-tú 2 TUR u GAL ina GIŠ.

TUKUL.MEŠ ú-šam-qí-tu ⸢e-du⸣ a-me-lu la e-zi-bu 

ina lìb-bi 3 ADDA.MEŠ-šú-nu e-lu-lu ina GIŠ.ga-ši-ši 
4 KUŠ.MEŠ-šú-nu iš-ḫu-ṭu ú-ḫal-li-pu BÀD URU 5 20.

⸢ÀM⸣ LUGAL.MEŠ an-nu-ti šá ḪUL-tu iš-te-né-ʾu-u 
6 a-na ERIM.ḪI.A KUR AN.ŠÁR.KI bal-ṭu-us-su-nu 
7 a-na NINA.KI a-di maḫ-ri-ia ú-bil-u-ni (1) 

i 128b–129a 我が宦官たちはこれら ( エジプトの属王た
ちによる反逆 ) の言葉を聞きつけた。129b–130a 彼らは
彼ら（属王たち）の書面とともに彼らの急使を捕え、
彼らの虚偽の所業を目の当たりにした。130b–131 彼ら
はこれらの王たちを捕え、( 彼らの ) 両手と両足を
鉄の手枷と鉄の足枷で拘束 (?) した。132a 神々の王
たるアッシュル ( にかけて ) の宣誓が彼らに及ん
だ。132b–133a 偉大な神々 ( にかけて ) の誓約に対して
罪を犯した者たち ( に関し )、( 我が ) 善行が彼ら
の責任を問うた。133b– ii 2a 私が良事を為した ( 他の )

者たち ( に関しても )、彼らは彼ら（属王たち）と
ともにあって悪事を企んだサイス市、メンデス市、
ペルシウム / タイス (?) 市および残りの町々の人々
を皆、老いも若きも、武器で撃ち倒した。2b 彼ら
はその中の一人たりとも残さなかった。3–4 彼らは
彼らの死体を杭に掛け、彼らの皮を剥いで市壁に
被せた。5–7 アッシリア軍に対し悪事を追い求め続
けたこれら 20 人の王たちを、彼らは生きたままニ
ネヴェへ、我が前まで連れてきた。

テクスト注解：
　i 132–133：文法的には「偉大な神々 ( にかけて ) の

1　並行テクスト：Prisms E2 (RINAP 5/1 Ashurbanipal 2) iv 25′–v 4; Kh = Borger’s CND (no. 7) ii 35″–51″.

誓約 ( と我が ) 善行に対して罪を犯した者たち ( に関
し )、私は彼らの責任を問うた」も可。ただしこの場合、
MUN「( 我が ) 善行」の前の接続詞 u の欠如は問題と
なろう。またアッシュルバニパルが実際に属王たち
の責任を追求したのは、彼らのニネヴェ到着（ii 5–7）
後であったろう点も指摘しておきたい。イディオム
ina qāti buʾʾû の 意 味 は “to call (someone) to account” 

(NA, rarely NB) であり、CAD で紹介された用例を見
る限り主語は神々、adê ša šarri 「王の誓約」、( 王を含
む ) 人物に限定される（B, 364b–365a [s.v. buʾû, mng. 

4a–c]; AHw, 145a [s.v. buʾʾû(m), mng. B-1e] も参照）。筆
者が主語と考える ṭābtu/ī (= MUN) はここに含まれな
いが、この点については後で触れる。なお、Rassam 

Prism を基本とする我々のテクストでは ŠU.II-šun の
前に前置詞 ina を欠くが、RINAP 5/1 Ashurbanipal 11

の ス コ ア（http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/scores/

downloads/Novotny_Jeffers_RINAP5_Part1_Scores.pdf）
を見ると他の写本では qa-tuš-šú/[ ]-un とあることか
ら（exs. 2, 3, 21）、ここも同じく locative 表現と解して
qātuš-šun と読む。
　l. 134：Rassam Prism の古いハンドコピー（V R, Pl. 1）
では dunqu と UN.MEŠ の間に ù があるが、新たにボ
ルガーが作成したコピーには存在せず（Borger 2006, 

*340）、上記スコアでもこの文字は確認できない。こ
の ù は実際には Prism Kh (RINAP 5/1 Ashurbanipal 7) 

中の並行テクストに唯一認められるものの（ii 44″ [ex. 

2]）、書記の誤記ないしは Topic（下記参照）後の冗言
的（pleonastic）waw（cf. Prism A i 55）と見なされよう。

テクストを一瞥すれば māmītu と adê「誓い」、

ṭābtu と dunqu (< dumqu)「善」という二組の類

義語があることに気づく。ならばこれらが二つ

の対句に収まることが期待されるが、実際には

そうなっていない。この点を含め筆者の読解に

関しさらに解説する前に、従来の翻訳では問題

の箇所がどのように理解されていたかを見てお

こう。
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III. 従来訳の批判的検討
以下、近年のものを中心に、50 年ほど遡って

代表的と思われる翻訳を五つ取り上げる。拙訳と

大差ない部分はなるべく省略し、大きく異なる部

分を中心に引用しよう。まず本稿も依拠した、今

後アッシュルバニパルの碑文研究において標準版

となるテクストを編集したノヴォトニーとジェ

フ ァ ー ズ に よ る 翻 訳（Novotny and Jeffers 2018, 

234）から始め、その後は古い順に検討していき

たい。

i 132–134a The oath (sworn) by (the god) Aššur, the king of 

the gods, defeated them and my kindness, which I had 

done for them as a favor, called to account those who 

had sinned against the treaty (sworn) by the great gods. 
134b–ii 2a (As for) the people of the cities Sais, Mendes, 

Pelusium, and the rest of the cities, as many as had 

sided with them (and) plotted evil (deeds), young and 

old, they (my troops) cut (them) down with the sword.

2 人 は ša ēpussunūti dunqu（i 133b–134a） を

MUN（l. 133）にかかる関係節と見なすが、間に

動詞句 ŠU.II-šun ubaʾʾīma を挟んでおり統語論的

に問題がある。また関係節内の dunqu と主節の

MUN は類義語であるため、冗語的（redundant）

である点も指摘されよう。さらに彼らは ša iḫṭû 

ina adê DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ（ll. 132b–133a）

を続く ŠU.II-šun にかけているが、所有格接尾代

名詞が関係節の先行詞（実際には後行詞であるが）

2　 ANET と同じ時代に出版された CAD B（1965）には部分訳があるので、これも紹介しておこう：ṭābti qātuššun 
ú-ba-ʾ-i-ma ša ēpussunūti dunqu I called them to account for the kindness and favors I had done them Streck Asb. 12 i 
133 (365a [s.v. buʾû, mng. 4c]). 離れた位置にある MUN（l. 133）と dunqu（l. 134）を副詞的に理解した上で、
両語にその中間の ša ēpussunūit をかけているが、統語論的に困難である。また cf. māmīt Aššur … ikšussunūti-
ma ša iḫtû ina adē ilāni rabûti MUN (var. ṭa-ab-ti) qātuššun ubaʾīma ša ēpussunūti dunqu Streck Asb. 12 i 132 (CAD Ṭ 
[2006], 16b–17a [s.v. ṭābtu B, mng. b-1′]).  

3　これは Prism C テクストの訳ながら、彼によると C § 18, II 105–130 Anfang // A § 12, I 118–134 Anfang、C § 19, 
II 130 Schluss–III 5 // A § 13, I 134 Schluss–II 4（Borger 1996, 213–214）なので問題あるまい。

になることなど文法的に不可能であろう。

ここで 50 年ほど遡り、かつての標準的な英訳

古代オリエント資料集 ANET に収められたオッ

ペンハイム訳（A. L. Oppenheim in Pritchard 1969, 

295a）を見てみよう。

i 132–134a The (consequences of the broken) oaths (sworn) 

by Ashur, the king of the gods, befell them, I called to 

account those who had sinned against the oath (sworn 

by) the great gods (and those) whom I had treated 

(before) with clemency. 134b–ii 2a And they (the officers) 

put to the sword the inhabitants, young and old, of the 

towns of Sais, Pindidi, Tanis and all the other towns 

which had associated with them to plot, …

まず彼は MUN（i 133）の訳出を放棄している。

そして二つの ša … 節（ll. 132b–133a, 133e–134a）

をアクロバティックにもその間にある ŠU.II-šun

（l. 133c）にかかると見なすが、それぞれとの間

には他の語が挟まれており（MUN と ubaʾʾīma [l. 

133b と d]）、統語論的に難しい。また所有格接尾

代名詞が関係節の先行詞になりえない点も、今指

摘したところである。さらに次に紹介する訳と同

様、彼は “I called to account” と訳しているが、上

記した通り、アッシュルバニパルが属王たちの責

任を実際に追求したのは彼らのニネヴェ到着後と

思われる (2)。

で は、 そ の ボ ル ガ ー 訳（Borger 1996, 213–

214(3)）はどうであろうか。アッシュルバニパルの
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プリズム型碑文に関する彼の詳細な文献学的研究

（BIWA）から引用する。

C II 128 Der Eid bei Assur, dem König der Götter, erreichte 

sie, da sie gesündigt hatten gegen den Vertrag C II 129 bei 

den grossen Göttern. Ich forderte Rechenschaft von 

ihnen wegen meiner Wohltat, da ich ihnen C II 130 Gutes 
C II 129 getan hatte. C II 130 Die Einwohner von Sais, 

Mendes, C III 1 Pelusium, soviele sich zu ihnen gesellt 
C III 2 und Böses geplant hatten – klein und gross 

streckten sie mit den Waffen nieder, …

一見すると上で注目した二組の類義語が二つ

の対句に収まっていて、その美しい出来栄えに感

心させられる。しかし問題は二つの ša（i 132 [= 

C II 128], 133 [= C II 129]）の解釈である。彼はこ

れらを原因節を導く “da” と訳すが、アッカド語

にそのような ša の用法があるのか筆者には甚だ

疑問に思われる。

ここで再び最近の翻訳を見てみよう。現在の標

準的な英訳古代オリエント資料集 COS に収めら

れたホロヴィッツ訳（V. A. Hurowitz in Younger Jr. 

2017, 185）はどうであろうか。

i 132a The oath of Aššur, king of the gods, overtook them; 
132b–134a but those who had transgressed the loyalty oath 

of the great gods, the good in their hands I sought, and 

what I did to them (was) good; 134b–ii 2a but people of the 

city of Sais, the city of Bindidi, the city of Ṣiʾnu and the 

rest of the cities, how many with them placed, plotted 

evil small and large, by weapons they felled, …

訳文中 “but those who … the great gods” は Topic

（下記参照）扱いなのであろうが、結局は厳罰に

処す反逆者たちに対して直訳の “the good in their 

hands I sought”（次のヘッカー訳も同様）は、反

4　もっとも第一の ša（l. 132）に関しては、既にシュトレックが “weil” と訳しているが（Streck 1916, 13）。

語法でもない限り考え難いのではないか。また

dum(/n)qu（l. 134; n. m.）が述語（補語）となる事

例は勿論知られておらず（CAD D, 180–183a参照）、

ここで文法的に期待されるのは damiq (damāqu 

vb., G st. 3.m.sg.) である。

最後に、同様の独訳資料集 TUAT NF に収めら

れ た ヘ ッ カ ー 訳（K. Hecker in Lichtenstein 2019, 

77）も見ておこう。

i 132–134a Der Eid bei Assur, dem König der Götter, traf 

die, die gegen den Vertrag gesündigt hatten, für das 

Gute, das ich ihnen getan hatte, suchte ich Gutes in 

ihrer Hand. 134b–ii 2a Alle Leute aus Städten Saji, Pinṭiṭi, 

Ṣiʾnu und den rest[lichen Städten, die zu ihm gehalten 

(und)] Böses geplant hatten, klein und groß, [fällten sie 

mit der Waffe, …

まず気がつくのは DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ（l. 

133）の訳し忘れである。彼は最初の ša … 節（ll. 

132b–133a）をその前の ikšussunūti にかけている

が、果たして動詞の接尾代名詞が関係節の先行

詞となるのか、筆者は疑いを禁じえない。また 

“suchte ich Gutes (= MAN) in ihrer Hand” と訳すか

らには、文末の dunqu（l. 134）を “für das Gute” 

と副詞的に取り、かつ同語にかかる関係節がその

直前に置かれたと理解していることになる。後者

を文学的表現技法と見れば勿論理解可能である

が、この碑文においてそのような表現技法が頻出

するかは疑問に思われる。

以上検討してきたように、従来訳は意見の一

致はおろか文法的に深刻な問題を抱えたものが多

く、筆者には到底受け入れられない。このうちボ

ルガー訳は見た目スッキリとしているが、新た

なアッカド語文法を「発明」する (4) という文献学
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的禁忌を犯しており、これも ša「～なので」の

他の用例が実際に示されない限りは無視してよか

ろう。

ただし彼ら（上記注 2 の CAD を含む）は 1 点

において一致している。すなわち本稿が問題とす

る箇所のうち、māmītu から始まる記事が dunqu

で終わる（i 132–134a）と見なす点である。これ

は上記した二組の類義語を強く意識した結果と考

えられる。最初の 3 語（māmītu, adê, ṭābtu）が反

逆的な属王たちに関わる以上、残る dunqu もまた

そうであるに違いないという強迫観念が働いたの

であろう。しかしそのような勝手な思い込みは危

険である。こうした予断は一切捨てて、次節にお

いては上で示した拙訳について解説しよう。

IV. 拙訳の解説

1. Topic と Comment
まず虚心にテクストを眺めれば、māmītu … 

ikšussunūti-ma（i 132a）が完結した一文であり、

次の文は ša から始まることは明白である。この

点は全ての訳者が同意するところであろう。この

部分は GAL.MEŠ（l. 133）まで続くが、その後に

文を構成するに十分な主語（MUN [ṭābtu/ī]）(5) と

動詞句（ŠU.II [qātuš]-šun ubaʾʾī-ma）が揃ってい

るので（同行）、casus pendens となっている。こ

のような場合、一般的に casus pendens の部分は

談話文法（discourse grammar）で言うところの

Topic「主題」、後続する文の部分はそれに関し

て叙述する Comment「題述」である場合が多い。

これを念頭にテクストを見直すと、先行詞を欠

5　文法的には「私」を動詞の主語とすることも可能ながら、上記した通り筆者はこれを採らない。この件に関
しては以下の 2 点を補足しておきたい。すなわち第一にテクストを素直に読めば MUN を主語と取るのが自
然であること、第二に「善行が彼らの責任を問うた」の方が、その前に置かれた「宣誓が彼らに及んだ」と
よく照応すること、である。

いた ša …「～した者たち」の部分が qātum に付

された所有格接尾代名詞 -šun「彼らの」で受けら

れていることに気がつくであろう。このように二

つの部分が「ヒモ付き」の関係にあることから、

ll. 132b–133a が Topic-Comment 文であることは疑

いえない。 

続く ša ēpussunūti dunqu（ll. 133b–134a）の部分

も casus pendens であるから前の文同様 Topic と

見なし、その後の UN.MEŠ … ušamqitū（i 134b–ii 

2a）を Comment と捉えて何ら問題あるまい。前

回とは異なり今回は「ヒモなし」ながら、同じ ša

で始まる文が二つ並んでいて、それぞれ異なる文

構成をもつと考える方がむしろ不自然であろう。

そして何よりもこれら二つの文に関しては、この

Topic と Comment による解釈が文法的に全く無理

のないものであるという点を強調しておきたい。

上記したように māmītu が独立した一文内で

言及されているため、もう一つの類義語 adê と

組み合わさった文はここでは期待しえない。そ

れは仕方ないとして、一見意味の異なる adê「誓

約 」 と ṭābtu「 善 行 」 が 一 つ の Topic-Comment

文の中で組み合わされている点は奇異に映るか

もしれない。この「矛盾」はどう説明されるで

あろうか。

2.「条約」用語
この問題を考えるために、同じ Prism A テクス

トの中から、エジプトの属王たちがアッシリアに

対し反逆的となった様子を描いた部分を見てみ

よう。
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i 118 EGIR-nu LUGAL.MEŠ an-nu-ti ma-la ap-qí-du 

ina a-de-ia iḫ-ṭu-u 119 la iṣ-ṣu-ru ma-mit DINGIR.MEŠ 

GAL.MEŠ MUN e-pu-us-su-nu-ti im-šú-ma 120 lìb-ba-

šú-nu ik-pu-ud ḪUL-tú da-bab sur-ra-a-te id-bu-bu-ma (6) 

i 118–119 その後、私が任命したこれらの王たちは皆、
我が誓約に対して罪を犯し、偉大な神々 ( にかけ
て ) の宣誓を守らず、私が彼らに対して行った善
行を忘れた。120 彼らの心は悪事を企み、彼らは虚
偽の言葉を話した。

一読して adê と māmītu のみならず ṭābtu をも

含めた 3 語全てが同じもの、すなわちアッシュ

ルバニパルと彼らの間で締結された宗主権「条

約」ないしそれに基づく良好な関係を指してい

ることが見て取れよう (7)。実際、かつてモランは

スフィーレ碑文中のアラム語 ṭbtʾ が “‘friendship, 

good relations,’ with specific reference to the amity 

6　 並行テクスト：Prisms E2 (RINAP 5/1 Ashurbanipal 2) iv 2′–9′; G (no. 8) ii 13′–17′; Kh (no. 7) ii 19″–22″ ( 後 2 者は
王名に言及 ); また cf. Prism C (no. 6) ii 3″–6″ ( ほとんど欠損；同上 ).

7　ちなみに彼が実際に属王たちと条約を結んだ記事では、その締結は urakkisa riksāte “(I …) concluded (new) 
agreements (with it [ エジプトとクシュ ])” と表現されている（i 115–116; Novotny and Jeffers 2018, 233–234）。

8　これを受けてヒラーズらは、聖書ヘブル語の ṭôḇ にも同様の用法が認められると論じた（Hillers 1964; 先行研
究への言及を含め Fox 1973）。ちなみにモランはアッカド語に関して、râmu「愛 ( する )」と kittu「真」もま
た「条約」用語であったと指摘している（それぞれ Moran 1963a, 78–80; 1963b, 174）。これらを見ると、当時
の社会における徳目を指す語がそのような用語に転用された様子が窺われよう。古典期ギリシアにおける徳
目は真・善・美であったとされるが、ならば古代西アジアのそれは真・善・愛であったと言えようか。

9　adê と ṭābtu が類義語である点に関し、CAD Ṭ, 16b–17 (s.v. ṭābtu B, mng. b-1′: “ref. to political or military alliance, 
loyalty”) で紹介された用例の中から例えば以下を参照：PN … la na-ṣir a-de-e la ḫa-si-is MUN ša KUR aš-šur.KI 
ṭa-ab-tú AD-ia in-ši-ma, “who did not keep his treaty nor remember the agreement od Assyria, forgot the good relations 
of my father” (RINAP 4 Esarhaddon 1 ii 41–42); the king of the land of the Arabs ša ina a-de-ia iḫ-ṭu-ú MUN e-pu-šu-
uš la iṣ-ṣur-ú-ma, “who had sinned against my treaty, had not respected the kindness that I had done for him” (RINAP 
5/1 Ashurbanipal 11 vii 85–86); áš-šu a-de-e GAL.MEŠ šá AN.ŠÁR la ni-iṣ-ṣu-ru ni-iḫ-ṭu-ú ina MUN RN, “because we 
did not honor the great treaties (sworn) by (the god) Aššur (and) sinned against the kindness of Ashurbanipal” (ibid., ix! 
72–73); cf. RN … la ḫa-sis ṭa-ab-ti la na-ṣir ma-mit DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ, “who did not remember (my) kindness 
(and) did not honor the oath(s sworn) by the great gods” (ibid., viii 66–67). 

10  この点に関連して、本碑文の第一次遠征に関する記事では属王たちが「罪を犯した」とされるのは adê（i 
118, 132）に対してのみながら、他ではその代わりに ṭābtu が用いられた場合があること（例えば前注で挙げ
た ix 73）も指摘しておきたい。また上記テクスト注解で触れたイディオム qātum (cf. ina qāti) buʾʾû の主語を
ṭābtu/ī と取る件に関しても、もはや疑念は解消されたことであろう（cf. adê ša šarri）。

11  モランはマリ文書に現れる同根語の damqātum “good things” を「条約」用語としたが（Moran 1963b, 175）、

established by treaty” を意味することを示し、アッ

カド語における同根語 ṭūbtu と ṭābūtu もまた同様

の「条約」用語であると正しく指摘した（Moran 

1963b [ 意味の提示は p. 174a]）(8)。その用例を

見るに、上記の ṭābtu もまたこの用語グループ

の一員であることは疑いえない (9)。ならば上記 i 

132b–133a において adê と ṭābtu が一文の中で組

み合わされたとしても、何ら怪しむべき必要はな

かろう (10)。

ただしここで指摘すべきは、本稿が問題とす

るテクストにおいて ṭābtu が二重の意味で用いら

れている点である。一方においてこれは今指摘し

た通り三つの「条約」用語の一つであるが、他

方これは「善」という本来の意味において dunqu

（i 134）と対比的に用いられている (11)。筆者が今

「対比的」と言ったのは、ṭābtu がエジプトの属王
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たちに関して使用されたのに対し、dunqu が彼ら

の反逆に加担したエジプト諸都市の住民に関して

用いられているからである。従来訳の研究者は皆

問題の 4 語全てが属王たちに関わると考えてきた

が、上で示した筆者の合理的なテクスト解釈によ

ればそうではなかった。では、この dunqu を含む

異質な第二の Topic-Comment 文はどのように理解

すべきであろうか。

3. 文脈的テクスト分析
問題の dunqu を含む文を文脈の中に置いて考え

てみたい。本稿が扱うテクストの内容は以下のよ

うに整理されよう（注：C = Comment, T = Topic）。

1.    アッシュル ( にかけて ) の宣誓が属王たちに波及
（i 132a）

2a.  T 偉大な神々 ( にかけて ) の誓約に対して罪を犯
した者たちに関し、

2b.  C ( 我 が ) 善 行 が 彼 ら の 責 任 を 追 及（ll. 132b– 
133a） 

     3a.  T 私が良事（dunqu）を為した ( 他の ) 者たち
           に関し、
     3b.  C 反逆的な属王たちに加担した諸都市住民へ
            の武力報復（ll. 133b–ii 2a）
     3c.  全員殺害、彼らの死体に対する残虐な蹂躙行
           為（ll. 2b–4）
4.   20 人の属王たちは全員捕虜としてニネヴェへ連

行（ll. 5–7）

ここから明らかなように、本テクストにおける

主流の話題 (12) は反逆的なエジプトの属王たちで

あり（1→2→4）、3 はこれに属さない副次的な記

事である。筆者が「主流の話題」とする根拠は、

LUGAL.MEŠ annûte「 こ れ ら の 王 た ち 」（i 130）

が 3 を経た後、まるで何事もなかったかのように

dumqu については触れていない。実際この語の用例を CAD で調査した限りでも、ṭābtu と同様の用法は確認
できない（D, 180–183a 参照）。

12   Topic の邦訳が「主題」であるため、ここでは別の言葉を使用する。

再び LUGAL.MEŠ annûti「これら … の王たち」（ii 

5）として言及されている事実である（上記テク

スト引用・翻訳中の下線部参照）。属王たちをめ

ぐる記事の途中に異質な都市住民に関する記事が

挿入されたのは何故なのか。アッシリア軍による

エジプト人の大量虐殺を正当化するためであった

ことは言うまでもないが、上記した第二の Topic-

Comment 文に関しては、それ以外の理由があっ

たのではないかと筆者には思われてならない。

この問題を考えるためにテクストを見直すと、

1 は i 128b 以下のアッシリア人宦官の率いる軍が

反逆的な属王たちを捕縛した記事を締めくくる一

文であることが理解される。文意に関して言えば

この 1 と次の 2 は並行的なのだが、実質的に同

じ内容のことを何故繰り返す必要があったのだ

ろうか。この点に関しては、構成的に同じ Topic-

Comment 文を二つ並べて対比することによって、

新情報を伝える後者の文（i 133b–ii 2a）を効果的

に提示するためと考えるのが妥当であろう。これ

はその文が、文脈的には副次的ながら、挿入し顕

示するだけの価値ある記事であったということを

強く示唆する。

前の疑問に答えるために、ここで一つ思考実験

を行いたい。もしこの碑文に「( 我が ) 善行が彼

らの責任を問うた」（i 133）とのみ書いてあった

とすれば、その読者ないし誰かに碑文を読んでも

らった聴者はいかなる反応を示すであろうか。一

つには「アッシュルバニパルが『善』を行ったの

は属王たちだけに対してか」という反問が返って

くることが容易に予想されよう。筆者は、書記が

こうした反問を予防するため、属王たちを扱った
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記事の中にあえて都市住民に関する第二の Topic-

Comment 文を挿入したのだと考える (13)。この一

文に込められた「いや、断じてそうではない」と

いう強いメッセージ (14) は、アッシリアがその帝

国支配において属王たちばかりではなく、支配下

に置いた都市住民に対しても強い関心を抱いてい

たことをそのまま反映しているのであろう。

V. おわりに
以上、アッシュルバニパルの Prism A i 132–ii 7

に関し、筆者としてはテクスト分析の面では簡

単ながらも十分議論し尽くした感がある。二つ

の Topic-Comment 文の存在、ṭābtu の意味論的二

重性（条約と善）、反逆的な属王たちを扱った記

事中に挿入された都市住民に関する第二の Topic-

Comment 文がもつ積極的な意義が主な論点で

あった。このうち最初に挙げた Topic-Comment 文

に関しては、これが「文法的に全く無理のない」

解釈であるという点を再度ここで確認しておこ

う。これらの議論を踏まえて、最後に表題に掲げ

た「王碑文とコミュニケーション」の問題に触れ

て本稿を閉じたい。

王碑文が王の正当性の擁護と強化を目的とし

たプロパガンダの手段であったことは広く知られ

ている。しかしそうした認識は、とかく支配者た

る王から臣民側への一方向的な関係性を強調しが

ちである。では、王碑文に関して逆向きの関係性

というものは全く存在しなかったのであろうか。

前節において筆者は、第二の Topic-Comment 文

13  反逆的な属王たちの捕縛に続き、彼らに協力的であった諸都市住民の虐殺記事が置かれること自体は、ご
くありふれた事柄に属する。ここで筆者が問題としているのは、後者の記事の導入が文型的に派手な
Topic-Comment 文によって「顕示的に」為されたことの意味である。

14  それと同時に「それ―アッシュルバニパルは諸都市の住民に対しても『善』を行った―なのに、彼らが裏切っ
たため厳罰に処したのだ」という自己正当化のメッセージも込められていることは勿論である。

が挿入されたのは「アッシュルバニパルが『善』

を行ったのは属王たちだけに対してか」という碑

文の読者ないし聴者からの反問を予防するためで

あったと論じた。もしこの解釈が正しければ、我々

はここで「逆向きの関係性」の影を見ていること

になろう。

たしかに王碑文の作成過程においては、「この

ようなことを書いたら受け手はどのような反応を

示すだろうか」というように書記は何を書くか書

かないかを絶えず考え、文言を修正していたは

ずである。その受け手が臣民の場合、上記したプ

ロパガンダにとって最適な記事を書くべく書記は

頭の中で彼らと押し問答していたのであって、そ

れは現実のものではないとしても立派なコミュニ

ケーション行為と言ってよい。王碑文はそのよう

な営みの中から産み出されたテクストなのであ

る。我々が注目した第二の Topic-Comment 文は、

書記のこうした脳内コミュニケーションの痕跡と

捉えることができよう。このような珍しい資料を

含むという意味においても、今回扱った Prism A i 

132–ii 7 は興味深いテクストであった。
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＜付論＞「エマル・エカルテ文書における
財産相続用語 kašādu」補論

筆者は一昨年度の年次報告書に表題の論考（山

田 2020）を書き、（財産が人に）「届く」という

意味でのアッカド語動詞 kašādu の用法は、エマ

ル・エカルテ文書以外では前 2 千年紀前半のカ

ニシュ文書（Tablette Thierry, l. 14）とスーサ文書

（MDP 22 20: 9）の 2 点に認められることを指摘

した（pp. 90–91）。しかし前者は現在のトルコ、

後者はイランというように両者は距離的にかけ離

れていることから、この用語法の起源に関し以下

のように述べた（p. 91）。

そこで古バビロニア方言 (OB) 起源が期待される
が、まことに残念ながら筆者は寡聞にしてその証
拠となる事例を知らない。今後、アッカド語の中
核地域たるバビロニアでの事例探索と発見が切に

求められる所以である。

この度その事例をシン・ムバッリト治世（前

1812–1793 年）のシッパル文書 MHET II 89 に見

出したので、この場を借りて報告させていただく。

こ の 文 書 で は、 ナ デ ィ ー ト ゥ ム で あ っ た

Šallūrtum が彼女の同じくナディートゥムであっ

た娘に対し 3 イクーの耕地と動産を生前贈与して

いる。このうち耕地は、以下の部分が示すように

もともと Šallūrtum がその父から相続したもので

あった。

6 zi-it-ti iš-me-ʾ-DINGIR a-bi-⸢ša⸣ 7 ma-la i-ka-aš-ša-da-

aš-⸢ši⸣ 

彼女（Šallūrtum）に届いた限りの彼女の父 Išmeʾ-

ilum の相続分

MHET II 89 はカニシュ文書より新しい時代の

文書であるから、「起源」云々についてはここか

ら何とも言えないが、従来の空間的ギャップを埋

めるという意味では極めて重要な資料である。さ

すがにこれまで合計わずか 3 例ということで、エ

マル・エカルテ文書以外では稀な用法なのかもし

れない。それでも前 2 千年紀前半のアナトリア

（トルコ）―メソポタミア―イランとつながった

意義は大きく、（財産が人に）「届く」を意味する

kašādu の用法に関しては、さらなる事例探査が

今後も求められよう。
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三 津 間 康 幸
関西学院大学文学部

『バビロン天文日誌』における市門、市壁
特にアレクサンドロス大王末年の史料を巡って

新バビロニア時代の都市バビロンはユーフラ

テス河の両岸に広がる都市であったが、その東岸

には外城壁が存在した。現代の研究者によって

Osthaken と呼ばれる二重の城壁である。その内側

にも二重の城壁があり、ニーミト・エンリル、イ

ムグル・エンリルと呼ばれていた。この市壁は西

岸地区にも広がっており、東岸地区にはウラシュ

門、ザババ門、マルドゥク門、イシュタル門が、

西岸地区にはエンリル門、王の門、アダド門、シャ

マシュ門が設けられていた。東岸地区の河沿いに

は、新バビロニア最後の王ナボニドゥスが城壁を

築いた ( ここまでの説明は Boiy 2004, 56–57 参照 ; 

バビロンの地図は図 1 参照 )。

リードは前 5 世紀から 4 世紀のユーフラテ

スの河道が図 1 に示すものから変化し、外城壁

北端部の「外宮」とカスル地区の王宮 ( 図 1 の

Northern fortress, Southern fortress) の 間 で 東 に 逸

れ 1、後者とジックラト・エテメンアンキ ( 図 1 の

Etemenanki) の間で再び元の河道に合流していた

と の 立 場 を 取 る が (Reade 2000, 195, fig. 1, 201–

203)、ファン・デル・スペクは少なくとも初期ヘ

レニズム時代のユーフラテスの河道は変化して

いないことを主張し (van der Spek 1995, 476–477)、

1   これらの宮殿については Reade 2000, 203–207 参照。

ボイイやピルングルーバーもこれを支持している 

(Boiy 2004, 78–79; Pirngruber 2012, 176–177)。

ボイイはさらにヘレニズム時代のバビロンの

市壁を概観し、アッカド語楔形文字史料『バビ

ロン天文日誌』(ADART 1–3; 以下日誌と呼称 ) か

ら内城壁イムグル・エンリル ― ニーミト・エン

リル (-124A ´Rev.´ 5´) やナボニドゥスの城壁 (-293 

´Rev.´ 14´; -284 Obv.´ 4´) の存在を指摘している。

またイシュタル門、ザババ門、マルドゥク門の存

在も明らかにしている (Boiy 2004, 79–80)。この

市壁や市門に関する日誌の記述で特に興味深いの

は、アレクサンドロス大王の治世末年に属する

-322B ´Obv.´ 11´–12´ という個所であろう。本稿で

は特にこの記述をとり上げて、史料の新しい解読

を提案しその意義を明らかにする。

ヘレニズム時代に先立つ、ハカーマニシュ朝

アルタクシャサ 2 世時代の日誌には「イシュタ

ルの市門」( すなわちイシュタル門 ) が登場する 

(-373B ´Rev.´ 17´)。「市門」に相当するアッカド

語は KÁ.GAL=abullu である。さらにアレクサン

ドロス大王時代の日誌 -322B ´Obv.´ 11´–12´ にも

KÁ.GAL が登場する。LBAT の模写 (LBAT 209) や 

ADART 1: 206 の部分的な模写、さらにピルング
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ルーバーやホロウィッツの研究 (Pirngruber 2012, 

167–168; Horowitz 2020, 26–27)、大英博物館ウェ

ブサイトにある日誌粘土板 BM 45962 の写真 2 な

どを参照して、この部分は次のように翻字・復元・

翻訳できる。

 -322B (BM 45962) ´Obv.´

11´  [….] É KÁ.GAL dEN.L[ÍL? ….]

12´ [….] šá giš⸢KIRI6 LUGAL?⸣ [….]

2　 https://www.britishmuseum.org/collection/image/90623001 ( 最終閲覧日 2022 年 1 月 31 日 ). この写真は左右反転
していることに注意が必要である。

11´ [….] エン [ リル (?)] の市門の家 [….]

12´ [….] 王の (?) 園の [….]

Boiy (2004, 79) は 11´ の市門について KÁ-GAL 
dEN [….]「ベール ( の ) 門 [….]」という ADART 

1:206–207 や (Del Monte 1997, 11) の読みと解釈に

したがい、マルドゥク門と同定した。一方ピル

ングルーバーは日誌の中ではこの門は KÁ.GAL 
dAMAR.UTU「マルドゥクの市門」と書かれる 

図 1   バビロン (“Map of Babylon,” created by Jona Lendering, CC0 1.0 Universal, 
https://www.livius.org/pictures/a/maps/map-of-babylon/)
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(-140C Obv. 43; -132C Obv.´ 26) ことを指摘してボ

イイの同定を退け、-322B ´Obv.´ 11´ の「市門」

への言及を KÁ.GAL dEN[.LÍL]「エン [ リル ] の市

門」と翻字・復元・解釈し、西岸地区のエンリル

門と同定した (Pirngruber 2012: 167–168)。粘土板

上に残存する破損したサインもこの読みを否定し

ないように思われる。

史料となる日誌 -322B は前 323/322 年 II 月 29

日にあったアレクサンドロス大王の死にも言及

し て い る (-322B ´Obv.´ 8´; Pirngruber 2012: 167)。

´Obv.´ 11´ に言及される「エン [ リル (?)] の市門

の家」がエンリル門周辺にあったとすれば 3、病に

倒れたアレクサンドロスが滞在したことがアッ

リアノス『アレクサンドロス大王東征記』に言及

される、バビロン西岸地区のパラデイソスにあっ

た家 ( 日本語訳では「水泳プール近くの建物」) 

との関係も想定できよう 4。彼はこのパラデイソス 

( 日本語訳「御苑」) に王宮から舟で渡河して行

き 5、その後対岸の王宮へ戻った 6。この王宮がカス

ル地区にあったとすれば、パラデイソスはその対

3     CAD, s.v. “abullu 3” は KÁ.GAL DN が周辺地区の家や果樹園を指すための指標となる例を挙げている。
4    関係個所は『アレクサンドロス大王東征記』7.25.3–6 ( ギリシア語テクストは Arrian 1966, 290–292; 日本語訳

はアッリアノス 2001, 220–221) 参照。
5   王宮からという判断は van der Spek (1995, 476–477) も参照。リードはユーフラテスの河道の変化を前提に、こ

の王宮を外城壁北端部の「外宮」と同定する (Reade 2000, 215)。ファン・デル・スペクやボイイ (Boiy 2004, 
78–79) は河道が変化した場合にエテメンアンキの対岸となる、カスル地区の王宮のことと考えているようで
ある。筆者も同様に考える。Boiy (2004, 93) は一方でハカーマニシュ朝末期の「バビロニア年代誌」に言及
される É.GAL LUGAL「王宮」(ABC 9 8; 模写は Strassmaier 1893, Beilage 30 参照 ) について、カスル地区の
Südburg = Southern fortress または「外宮」との同定の可能性を指摘するが、筆者はこれもカスル地区の王宮と
考える。楔形文字史料に見える「王宮」や「宮殿」といった表現の詳細な検討、「外宮」の史料中での同定は
別稿を用意して行いたい。

6   プルタルコス『英雄伝』「アレクサンドロス」76.7 ( ギリシア語テクストは Plutarch 1967, 434; 日本語訳はプル
タルコス 2019, 148) も参照。

7    単なる É.GAL「宮殿」(e.g. ‐204C Rev. 15) や É.GAL LUGAL「王宮」(e.g. ‐162 Rev. 15) とされていないことに
注意が必要である。バビロンの宮殿が日誌やヘレニズム時代の「バビロニア年代誌」中で言及される場合、
この 2 つの表現がカスル地区の王宮を指すために使われていると思われるが ( 先述のように別稿にて検討予
定 )、「彼の宮殿」はより周辺にあった私的な王邸を表しているのかもしれない。

岸にあり、内城壁西岸部の北側にあるエンリル門

に接して、またはその周辺にあった可能性も十分

にある。ファン・デル・スペクはこのパラデイソ

スを、前 188/187 年にセレウコス朝のアンティオ

コス 3 世がバビロンのユーフラテス東岸地区から

渡って訪れたことが日誌に言及される、gišKIRI6 

LUGAL šá ina BAL.RI <d>UTU.ŠÚ.A「西岸の王の

園」(-187A ´Rev. 10´–12´) に同定する (van der Spek 

1995, 476–477; Pirngruber 2012, 240–241)。-322B 

´Obv.´ 12´ をホロウィッツは …] x gišKIRI6 
š[imLI … 

と翻字・復元し「杜松の庭園」が言及されている

可能性を指摘するが (Horowitz 2020, 27)、アレク

サンドロス死去直前の状況から考えると、ここに

は「王の園」が言及された可能性も十分にあり、

この行に残存する破損サインの形状もそれを否定

しないように思われる。ただし日誌 -187A ´Rev. 

12´ には西岸の「王の園」に渡ったアンティオコ

スが É.GAL-šú「彼の宮殿」に入ったとの記述も

あり 7、これがアレクサンドロス時代から王の行

在所として存在していた可能性も否定できない。
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その場合、-322B ´Obv.´ 11´ に言及される「エン

[ リル (?)] の市門の家」がアレクサンドロスが滞

在した場所であったのか、もしそうなら「宮殿」

ではなく「家」という形で言及されたのはなぜ

かという疑問が生じるが、テクストの欠損のた

めに確たることは言えない。今後この断片的な

日誌を補う史料を見いだしていくことも課題と

なるが、ハカーマニシュ朝末期以降の日誌や「バ

ビロニア年代誌」といった史料から得られるバ

ビロンの市門や市壁、その他の構造物に関わる

記述を精密に検討して都市構造を詳細に解明す

ることをより大きな課題として、さらなる研究

を行っていきたい。
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The Power of Urban Landscapes 
in the Ancient Levant

My current research is exploring the re-
lationship between urban landscapes and 
community formation. My main contention 
is that cities afford societies that could not 
otherwise exist. Elite manipulation of the 
cityscape is thus social engineering. That 
said, the level of elite control over this 
process is extremely tenuous. Elites must 
constantly react to their populace, and their 
manipulations may be unsuccessful. Society 
is ultimately an emergent structure that de-
pends on factors beyond elite control. Nev-
ertheless, apart from the elite-manipulated 
cityscape, urban societies could not emerge 
at all. I have recently begun developing 
this research in two public lectures: one on 
the power of material culture in the ancient 
Levant and another on the cityscape of an-
cient Samʾal. Soon, I will combine these ap-
proaches in a study of the power of the city 
focusing on Carchemish.

At the Annual Meeting of the American 
Schools of Overseas Research, I delivered a 
presentation entitled “From the Monumen-

tal to the Mundane: Power and Motivated 
Social Cognition in the Iron Age Levant.” 
In that presentation, I developed a working 
definition of power based on theoretical ad-
vances in cognitive archaeology. I argue that 
power is enacted in instances in which we 
feel that we affect or are affected by some-
one or something in an imbalanced way. 
Power requires the attribution of agency in 
social interactions and the simultaneous ap-
praisal of those interactions. Defining power 
in this way makes it possible to reanalyze 
traditional cases of social power but also to 
capture situations in which “the one in pow-
er” is absent from the observed interaction 
or even inanimate. This should thus have 
unique utility in analyzing power relations 
in the remains of the ancient world, which 
are primarily artifactual. Most important-
ly, this theory makes it possible to address 
situations in which power is enacted in hu-
man-artifact interactions, rather than direct 
human-human interactions. We may thus 
treat the urban landscape itself as an agent 
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in power relationships, rather than seeing 
it simply as a vestige of power or a passive 
object of others’ actions.

This has major ramifications for how I 
frame my analysis of cityscapes – the built 
environments of cities. In ancient West Asia, 
cities are usually built by elite actors. Once 
built, however, these cities have immense 
influence on how the people living and mov-
ing within them interact with one another. 
While elites can affect these interactions 
through their urban development projects, 
they cannot fully control them. Furthermore, 
elite interventions in urban landscapes must 
respond to the existing landscape – both 
built and natural – and to the current deni-
zens of that space. In this way, even elites 
are subject to the power of the city. The 
city acts upon them just as much as they act 
upon it. 

I applied this theory to a case study in 
a public lecture delivered at the Research 
Center for West Asian Civilization entitled 
“Building Samʾal: Crafting Cityscapes to 
Create Communities.” In this lecture, I 
analyzed monumental installations at the 
Iron Age site of Zincirli Höyük (Samʾal) as 
examples of elite interventions in an urban 
landscape. I emphasized in that lecture that 
these elite interventions both responded to 
pre-existing structures and situations and 
drove subsequent social development. By 
analyzing the history of monuments at this 

site, I argued that we can reconstruct the 
site’s political history.

My history began with the foundation 
of the city in the early Iron Age and espe-
cially the construction of the city wall and 
its monumental gateways. One of the most 
noticeable features of the site is that it is 
surrounded by a circular fortification wall. 
Similar walls appeared at the same time 
around Carchemish and many other sites in 
both Syria and Mesopotamia. It has been 
theorized that these were erected in the early 
Iron Age due to the volatile political situa-
tion resulting from the disappearance of the 
Great Powers (that is, Hattusa, Egypt, As-
syria, and Babylon) from the Levant at the 
end of the Late Bronze Age.

The monuments at the city’s southern 
outer gate also reflect this political instabil-
ity. The South Gate – and many other parts 
of Sam’al – was lined with orthostats. These 
were the Northern Levantine monument 
type par excellence. We find them all over 
throughout the Bronze and Iron Ages. These 
began as undressed stones added to exterior 
walls to prevent them from degrading due 
to their exposure to the elements. Levantine 
elites quickly took advantage of these for 
propagandistic purposes, however. Their 
placement on exteriors meant that we typi-
cally found orthostats on palaces, temples, 
gateways, and surrounding large ceremonial 
plazas. They thus provided the perfect vehi-
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cle for extensive iconographic programs and 
eventually lengthy inscriptions.

The South Gate orthostats are purely 
iconographic and share much in common 
with orthostats known from the nearby site 
of Carchemish – arguably the most influen-
tial city in Syria at the time. In fact, they are 
so similar to the orthostats from Carchem-
ish, that the excavators have concluded that 
they must have been produced at the same 
time in the 10th century BC. This has the 
consequence of meaning that they must have 
been produced before the city of Sam’al was 
built. Virginia Herrmann thus proposes that 
these orthostats were moved from the near-
by site of Pancarli, where they may have 
been set up by earlier Karkamisean rulers of 
the region. 

When Carchemish receded and the 
Kingdom of Yadiya was established with 
Sam’al as its capital, it was essential for the 
new rulers to demonstrate prestige and dom-
inance in the face regional instability and the 
recession of a still influential powerbase at 
Carchemish. In order to accomplish this, the 
kings of Yadiya enacted a performance of 
regime change by moving pre-existing mon-
uments from the region’s previous center 
to its new one at Sam’al. They thus estab-
lished that Sam’al now held all the authority 
once exercised by Pancarli. Simultaneously, 
through their ability to move the orthostats, 
the new regime demonstrated that they 

now held power in the region rather than 
the Karkamiseans. In a sense, they used the 
Karkamisean’s own creations against them 
in order to present their own claim to pow-
er. Of course, they did so by appropriating 
Karkamisean monumental rhetoric, and this 
appropriation only continued throughout 
Sam’al’s history. 

The next elite intervention in Sam’al’s 
urban landscape was the construction of the 
citadel gate a generation later. The citadel 
gate opened into Sam’al’s upper city (as op-
posed to the south gate that opened into the 
lower city). The orthostats there were defi-
nitely produced at the site itself and reveal 
a more distinct Sam’alian style. However, 
they are also clearly appropriating Karka-
misean artistic motifs. Every figure at the 
Citadel Gate either comes from the King’s 
Gate complex or the earlier South Gate or-
thostats at Zincirli. In fact, it is theorized 
that the Sam’alian orthostats are intentional 
copies of the Karkamisean ones. This is 
especially apparent in the mistakes the art-
ist made. Some incongruous elements in 
the Sam’alian reliefs suggest that the artist 
had misunderstood part of the iconography 
from Carchemish and reproduced it incor-
rectly. For example, while the Karkamisean 
Storm-god wears a short dagger attached to 
his belt, the Sam’alian Storm-God wears a 
sword as though it is a dagger. Apparently, 
the artist misunderstood the dagger as a 
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sword but maintained the dagger’s orien-
tation in carving the sword. This is another 
example of an elite attempt to project power 
at Sam’al, but in order to do this the elites 
had to draw upon established styles of urban 
design already known in the city as well as 
others in the same region.

The same blatant copying of Karka-
misean models can be seen at the acropolis 
gate. Immediately outside the gateway into 
the palace stands a colossal ruler statue. 
Like the other monuments discussed thus 
far, this one was uninscribed, so it is un-
known what ruler it represented. It is the-
orized to be a statue of the founder of the 
kingdom – Gabbar – who may have become 
a deified ancestor for the primary dynasty at 
the site. However, the statue is so similar to 
a colossal ruler statue from Carchemish, that 
Leonard Wooley – the original excavator of 
Carchemish – argued that the Zincirlian one 
was a replica. This is particularly interest-
ing because it suggests that images – even 
of rulers – were not intended to reproduce 
individual likenesses. Rather, the goal was 
to reproduce known artistic models to gain 
some prestige from participation in the tra-
dition. It was apparently unproblematic to 
render the ancestor of the Sam’alian dynasty 
in exactly the same way as the ancestor of 
the Karkamisean dynasty. In fact, it was 
apparently desirable, because it made the 
Sam’alian dynasty more prestigious by asso-

ciation. Again, this elite intervention into the 
urban landscape had to build upon known 
models from elsewhere or it would have 
little chance for success in convincing the 
populace of the king’s power.

Beyond the colossal ruler statue and 
the gateway it stood beside lay the acropolis 
proper. As originally constructed (presum-
ably by king Kulamuwa), the acropolis com-
pound could accommodate crowds of up to 
12,000 spectators. While the actual crowds 
may have been smaller, this scale surpasses 
even the ceremonial center at Carchemish. 
The gateway into the acropolis was prob-
ably meant to regulate entering crowds 
rather than serve a defensive function. The 
wear on the gateway and its accompanying 
portal lions indicate that people regularly 
stopped and even sat there, perhaps as part 
of ceremonial processions. Markings in the 
pavement leading to other buildings further 
indicate that traversal of this space was 
highly regulated and followed a specific 
pattern. This was clearly an important space 
to control and adorn effectively to maximize 
its potential for social engineering.

The first monument within the acrop-
olis was the palace of Kulamuwa. Even by 
modern standards, Kulamuwa’s palace was 
quite impressive. Though it displays some 
unique features, its architectural elements 
are generally consistent with the hilanis to 
be found in the city. Hilanis were a unique 
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northern Levantine architectural style that 
was later adopted in Mesopotamia. The de-
fining features are a large portico decorated 
with carved orthostats and an enclosed sec-
tion consisting of rooms divided lengthwise. 
While this style is not seen consistently in 
Kulamuwa’s palace, his portico façade was 
imitated by later hilanis at the site.

What is most notable about Kulamu-
wa’s palace is an inscribed orthostat set in 
the portico. This orthostat would have been 
visible to spectators immediately after pass-
ing through the gateway to the acropolis, 
but invisible to viewers standing outside. 
This created a stark contrast between Ku-
lamuwa’s orthostat and the colossal ruler 
statue standing outside the gate, which was 
widely visible in the upper city. Neverthe-
less, the two artifacts appear to have con-
versed with each other. It’s theorized that 
the colossal ruler statue was moved to the 
acropolis gate from elsewhere only after 
Kulamuwa’s palace was erected. If this is 
the case, Kulamuwa’s orthostat is presented 
as a new development in the same tradition. 
While spectators outside the gateway could 
encounter Sam’al’s dynasty in the form of 
an unspecified royal ancestor, those passing 
through the gate (quite possibly a smaller 
group of people) could encounter Kulamu-
wa specifically. While the statue promotes 
submission in terms of the glory of the past, 
the orthostat and its inscription is fixated on 

Sam’al’s present. This is especially apparent 
in the inscription.

Despite Kulamuwa bearing a Luwian 
name and earlier Sam’alian royal inscrip-
tions being written in Luwian, Kulamuwa’s 
inscription was carved in Phoenician. Nev-
ertheless, unique among Northwest Semitic 
inscriptions, Kulamuwa initiated a tradition 
of carving Semitic inscriptions in raised re-
lief in imitation of the Hieroglyphic Luwian 
script. The orthostat thus shows a willing-
ness to innovate and deploy new artistic dis-
course even while drawing upon what came 
before. The inscription itself is suggestive 
of the same attitude. Rather than praising 
his ancestors, Kulamuwa begins by relating 
the failures of his father and brother before 
narrating how he has gone on to surpass 
them. Most notably, Kulamuwa claims that 
his father and brother had been bested “in 
the midst of great kings” – that is, they were 
beset by enemy kingdoms all around them. 
Kulamuwa by contrast overcame these en-
emies, with help from outside powers. In a 
section that has been widely debated, Ku-
lamuwa claims to have hired the Assyrian 
king – perhaps Shalmaneser III – to combat 
his enemies on his behalf. From the As-
syrian perspective, this probably involved 
Yadiya becoming a tributary kingdom, but 
Kulamuwa seems to have in mind a relation-
ship with more parity. In claiming to hire the 
Assyrian king, he even aggrandizes himself 
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as the stronger of the two parties.
Artistically, the orthostat speaks to a 

complex web of cultural interactions. The 
portrait of Kulamuwa can be seen as a min-
iaturization of the colossal statue standing 
outside the acropolis gateway. Its orientation 
and placement relative to the text actually 
imitates a very particular Luwian hiero-
glyph – amu or the first person pronoun 
“I,” which was often extended into a full 
portrait in royal inscriptions such as those 
from Carchemish. Despite these traditional 
features, Kulamuwa’s clothing, beard, and 
the divine symbols floating around him bely 
Assyrian artistic influence. The orthostat is 
thus a microcosm of the cultural interactions 
giving rise to a unique artistic tradition in 
Sam’al at this time. In short, Kulamuwa’s 
monument promotes the embracing of an in-
creasingly cosmopolitan society at the site. 
He is reacting to other developments, but at-
tempting to focus them into something new 
that would give Samʾal a unique character 
moving forward.

Kulamuwa’s strategy was apparently 
successful enough to be imitated by sub-
sequent monarchs. Two generations later, 
Panamuwa I reiterated Kulamuwa’s strategy 
in a new way and in a new context. He set 
up a new monument but with a slightly dif-
ferent purpose. Like Kulamuwa, Panamuwa 
produced his monument in relation to the 
colossal ruler statue, but instead of miniatur-

izing it, he reproduced it. However, he erect-
ed it in a newly designated royal necropolis 
at Gerçin 7 km northeast of Sam’al. This 
came at a time when Levantine polities were 
beginning to expand their territories in the 
absence of Assyrian pressure in the region. 
They developed a very specific means for 
doing so – the reproduction of monumental 
installations from their central cities in pe-
ripheral areas. The imitation of the acropolis 
monuments at the necropolis essentially 
transforms it into an extension of Sam’al 
itself. That is, the creation of a complemen-
tary monumental installation speaks to the 
status of this place as a subsidiary of the city 
of Sam’al and therefore of the territory of 
Yadiya. The erection of Panamuwa’s monu-
ment in this space projected the sovereign-
ty of Samʾal beyond the walls of the city. 
This strategy of extending urban planning 
schemes to a regional scale was more broad-
ly practiced in the Levant during this period, 
and I am preparing to submit an article ex-
ploring this practice in particular. 

The last stage in the history of elite 
interventions in Samʾal’s urban landscape 
was arguably its pinnacle: the palace of 
Bar-Rakib. Though this monument was 
grander than any that had come before it, it 
was most obviously built in response to the 
population at Samʾal becoming increasing-
ly harder to control. On the one hand, Bar-
Rakib’s grandfather had failed to hold onto 
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the throne because the non-royal elites at 
Sam’al had grown so powerful and had re-
moved him. Bar-Rakib had to prove himself 
to that segment of the population. On the 
other hand, Bar-Rakib’s dynasty had only 
reclaimed the throne through the help of 
Tiglath-Pileser III, who was a much stricter 
overlord than Shalmaneser III had been to 
Kulamuwa. Tiglath-Pileser made Sam’al 
into a vassal state and placed restrictions on 
the monuments Bar-Rakib could build. We 
see the vestiges of Tiglath-Pileser’s control 
everywhere in Bar-Rakib’s monuments. So 
Bar-Rakib was left needing to prove his loy-
alty to a more powerful king and prove his 
right to reign to an unimpressed populace. 
The result was the grandest redesign of the 
acropolis yet attempted.

Bar-Rakib bisected the acropolis to 
transform its southern portion into a separate 
palatial compound. In so doing, he weak-
ened the existing fortifications, so we can be 
fairly certain that this was purely an ideolog-
ical move. It served no defensive purpose. 
This ideological purpose is also apparent in 
the monumental constructions Bar-Rakib 
set up. Bar-Rakib’s palace is a hilani imi-
tating older palaces at the site. In particular, 
though, it is a self-conscious enlargement of 
Kulamuwa’s palace. This is especially ap-
parent in the Northwestern portico that ad-
joins the palace and bisects the acropolis as 
a whole. It is a replica of Kulamuwa’s pal-

ace façade but at a larger scale. Furthermore, 
instead of opening up into Bar-Rakib’s 
palace, it leads into the southern courtyard, 
implying that the entire plaza should be un-
derstood as Bar-Rakib’s palatial compound. 
Even though he restricted the space on the 
acropolis, he used this restriction to imply 
that his constructions were much larger than 
those of his ancestors.

This attitude is made explicit in Bar-
Rakib’s inscriptions. The first of Bar-Rakib’s 
inscriptions encountered on the acropolis 
were probably set up at the portal leading 
into the southern plaza and Bar-Rakib’s pal-
ace. It starts by aggrandizing Bar-Rakib. In 
lines 12-13, Bar-Rakib even claims “I have 
taken my father’s dynasty and improved it 
more than any dynasty of the great kings.” 
But this is followed by a very unusual build-
ing report to close this inscription. In line 16, 
Bar-Rakib states “There was no suitable pal-
ace for my fathers.” He makes this statement 
even though the palace of Kulamuwa was 
still operable and standing 50 meters from 
Bar-Rakib’s inscription. Bar-Rakib acknowl-
edges this in the next line, which reads “That 
– the palace of Kulamuwa – was theirs.” He 
explicitly points at the previous palace in 
his inscription. This line in particular gave 
previous scholars trouble because they were 
unsure how to interpret the demonstrative 
“that.” Like any deictic element, it makes 
no sense out of its spatial context. Now that 
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we know where the inscription was set up, it 
is clear that the demonstrative is pointing to 
the other palace within sight of this inscrip-
tion. But it has another purpose. Mario Liv-
erani demonstrated for Assyrian inscriptions 
that deixis – that is relative parts of language 
like demonstratives – have an ideological 
function. Because we can only understand 
references like this and that or here and now 
relative to the speaker, ancient West Asian 
inscriptions use them as metaphors for ideo-
logical closeness. Scholars like Mario Fales, 
Doug Green, and myself have shown that 
this holds for Levantine inscriptions as well. 
So when Bar-Rakib says “that palace of Ku-
lamuwa,” he actually made an ideological 
claim. “That palace” was unsuitable; it was 
distant from the ideology promoted by Bar-
Rakib. Bar-Rakib finishes by stating “But I 
built this palace,” implying that it is a sym-
bol of Samʾal’s future under his rule. 

In this way, we see that Bar-Rakib’s 
interventions into the urban landscape were 
an attempt to appeal to the populace using 
previous elements of the cityscape. He si-
multaneously acknowledged and disparaged 
the constructions of his predecessors, but he 
had to leave them in place in order for his 
own intervention to have any chance of suc-
cess. Outside of the context of the already 
existing cityscape, Bar-Rakib’s interventions 
would be meaningless. Unfortunately for 
Bar-Rakib, these strategies were ultimately 

unsuccessful. The findspots and breakages 
on his monuments demonstrate that they 
were destroyed in antiquity. When his reign 
came to a close, the kingdom of Yadiya was 
abolished and incorporated into the Assyrian 
empire as the province of Sam’al. The next 
major monument erected in the city was 
a stele of Esarhaddon. The local tradition 
completely disappeared.

One final intervention at the site, how-
ever, demonstrates the power that these 
aspects of the built environment possessed 
even separate from their elite commission-
ers. After quelling a later rebellion, the 
Assyrians burned down Kulamuwa’s pal-
ace and effaced the colossal ruler statue by 
destroying its hands and the staff it carried. 
They thus removed the symbols of power 
from the statue. In response, the local pop-
ulace gave the statue an honorable burial as 
though it were a human king. Even though 
this happened decades after the Kingdom of 
Yadiya had become defunct and centuries 
after the statue had been erected, the arti-
fact still held enough power over the local 
populace that they had to honor it even in 
its ‘death,’ so to speak. This demonstrates 
that elite interventions in urban landscapes 
can have far-reaching consequences, most 
of them unintended. It is the cityscape itself 
that ultimately affected the populace.

I will next develop this theory in a 
chapter in an edited volume currently being 
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prepared by the Research Center for West 
Asian Civilization entitled Cities in West 
Asia and North Africa through the Ages, 
II: Cities in Ancient Mesopotamia and Its 
Surroundings: Shapes and Functions. My 
chapter is entitled “The Power of the City: 

Communication and Control in the City-
scape of Carchemish.” It will bring together 
my approach to political and artistic history 
of urban landscapes as well as my ongoing 
work on the power of material culture in the 
ancient Levant. 
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計画研究 03
「古代エジプトにおける都市の景観と構造」

2021 年度活動報告

はじめに
本稿では、計画研究 03「古代エジプトにおける

都市の景観と構造」の 2021 年度の活動について、

研究代表者および研究分担者の個々の研究活動を

報告する。今年度も昨年度に続くコロナ禍により

現地調査を実施することができず、当初予定して

いた成果を十分にあげることができなかった。

なお、本計画研究では以下のオンライン研究会

を実施した。

・	 2021 年 12 月 21 日（火）19:00–20:00　第９回

研究会（ZOOM による開催） 

矢澤健（東日本国際大学）「エジプト中王国時

代のセトルメント・パターンと砂漠の道」

１.  研究成果報告：研究代表者

近藤二郎（早稲田大学）
2020 年 3 月上旬にエジプトへ出発する前日に、

急遽、出張が取り止めとなり、2020 年度、そし

て 2021 年度と２年間にわたり、エジプト・アラ

ブ共和国におけるフィールド調査を中止せざるを

得なかった。そのため、現地での具体的なフィー

ルド・ワークをともなう研究の進展が遅延する結

果となった。特に本計画研究 03 においては、エ

ジプト各地における発掘・修復作業を通して研究

活動を遂行することによる研究の進展が重要な位

置を占めており、それぞれの地域や時代における

古代エジプトの都市に関する調査・研究の中止・

延期は、大きな痛手となった。

エジプト・テーベ西岸のアル = コーカ地区に

おける岩窟墓群の発掘・修復調査も、2020 年度・

2021 年度の 2 年間、中止・延期となっている。

現在のルクソール市とその対岸にあたる上エジ

プト第４ノモス（古代名ウアセト、古代ギリシア

語名ディオスポリス、通称テーベ）は、北のメン

フィスとならぶ南の行政上の中心拠点として、中

王国（第 11 王朝後期）時代以降、古代エジプト

の南部を代表する大都市として位置づけられる。

古王国時代は、王都であるメンフィスを中心に

王や王族、そして官僚たちの墓が造営された。特

に、メンフィスのネクロポリスであるサッカラな

どに墓域が形成されていた。古王国第６王朝にな

ると上エジプト各地にノモスを代表する有力者の

墓が出現するようになる。上エジプト第４ノモ

スにおいても、古王国第６王朝初期（前 2300 年

頃）に、テーベ西岸の中央付近にあるアル = コー

カ地区に岩窟墓群が出現する。アル = コーカ地

区は、第 11 王朝メンチュヘテプ２世（在位：前

2009–1959 年頃）の巨大な葬祭複合体の参道の南

に近い位置にある。

アル = コーカ地区の岩窟墓群が、この場所に
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造営された要因として、古王国第６王朝メルエン

ラー王（在位：前 2276–2228 年頃）のグラフィティ

― が、アル = ディール・アル = バハリのハトシェ

プスト女王の葬祭殿背後の崖に刻されていること

との関連が指摘される。

古王国時代が終焉を迎え、エジプトは第１中

間期（前 2118–1980 年頃）になると、北部の上エ

ジプト第 20 ノモス（古代名フウトネンネスウト、

古代ギリシア語名ヘラクレオポリス）を拠点とし

た第９・10 王朝が北部を中心に勢力を拡大する

と、やや遅れて南の上エジプト第４ノモスを拠点

とした第 11 王朝（前 2080–1940 年頃）が、南部

の小さな領域（テーベ）の支配者から徐々に勢力

を拡大し、やがて北のヘラクレオポリス侯（第

10 王朝）と国土を二分して覇権を争うようにな

る。第 11 王朝前期の王たち（アンテフ１世・ア

ンテフ２世・アンテフ３世）の墓は、サフ（Saff）

墓と呼ばれる独特の形態の王墓で、テーベ西岸の

北部に位置するアル = ターリフ地区に造営され

ている。３基のサフ墓の中で最も南に位置するサ

フ・アル = ダワバが、最も初期のアンテフ１世（在

位：? ～前 2067 年頃）のものである。このサフ

墓は、最大規模の前庭部を有するものであり、幅

65 m、長さが 290 m もある。300 m 近い、それま

でにはない長い軸線は、アンテフ１世墓が、東岸

の特定の場所に向かっていると想起させる。上エ

ジプト第４ノモスのテーベにおけるナイル川の流

路の変化を復元した地図では、古王国時代までは、

現在のカルナク・アメン大神殿の場所は、ナイル

川の河床に位置しており、第 11 王朝前期になり

陸地となるようである。

現在、ルクソール博物館に所蔵・展示されてい

るアンテフ２世（在位：前 2066–2017 年頃）の名

のある八角柱は、カルナク神殿出土のものであり、

アンテフ２世治世には、カルナクにアメン神を

祀った神殿が存在していたことを示している。ア

ンテフ２世の王墓である、サフ・アル = キサシー

ヤの前庭部も、前任者のアンテフ１世のサフ墓よ

りは少し小さいが、それでも、幅 70 m、長さが

240 m の規模があり、サフ墓の長軸線が 200 m 以

上もあり、アンテフ１世墓（サフ・アル = ダワバ）

と同様にナイル川東岸の特定の場所を指し示して

いると考えられる。上記の八角柱の存在から、ア

ンテフ２世墓であるサフ・アル = キサシーヤも

また、疑いなくテーベ東岸のカルナク神殿に向か

い合うように構築されたと考えられる。

アンテフ２世の後継者であるメンチュヘテプ

２世は、北のヘラクレオポリス侯（第 10 王朝）

を打倒し、分裂していたエジプト全土の再統一を

成し遂げた。メンチュヘテプ 2 世は、それまでの

第 11 王朝前期の王たちの王墓が、造営されてい

たアル = ターリフ地区からアル = ディール・ア

ル = バハリに、従来のサフ墓とは全く異なった

巨大な葬祭複合体を建設したのであった。長い参

道とテラスからなる王の記念建造物は、西側の崖

に近い再奥部の建物から、東南東に延びる参道ま

での全長が、実に 1400 m を超える長大なもので

ある。メンチュヘテプ 2 世の葬祭複合体に隣接し

て、新王国第 18 王朝ハトシェプスト女王（在位：

前 1479–1458 年頃）葬祭殿が建造されている。ハ

トシェプスト女王葬祭殿の参道とメンチュヘテプ

2 世葬祭複合体の参道を比べると、その軸線は一

致しており、第 18 王朝のハトシェプスト女王時

代に、500 年前の第 11 王朝メンチュヘテプ２世

の軸線をそのまま採用することで女王の葬祭殿を

建造したことは、極めて重要である。　　

ハトシェプスト女王葬祭殿は、ナイル川東岸の

カルナク・アメン神殿と軸線を共有しており、こ
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の軸線が、冬至の太陽の日の出の方位を示してい

ることは、既に報告している。ここで重要なのは、

第 18 王朝時代のハトシェプスト女王治世に、新

たな軸線を設けるのではなく、第 11 王朝メンチュ

ヘテプ 2 世時代の軸線をそのまま使用しているこ

とは、既に第 11 王朝メンチュヘテプ 2 世治世に、

冬至の日の出線に合わせた軸線が使用されていた

ことを示しており、非常に興味深い。

第 18 王朝ハトシェプスト女王は、テーベの二

つの祝祭（谷の祭り・オペトの大祭）を年中行事

として位置づけたことはよく知られている。谷の

祭りは、中王国時代まで遡ることは知られている

が、メンチュヘテプ 2 世の葬祭複合体の長軸線の

方位などを考慮すると、谷の祭りの起源は、メン

チュヘテプ 2 世治世までに遡る可能性があるよう

である。

カルナク・アメン大神殿とルクソール神殿と

を往復するオペトの大祭は、アメン・ラー神が妻

であるムウト女神をルクソール神殿に訪ねる大祭

であり、このことから、テーベ東岸のカルナク・

アメン大神殿と対峙するハトシェプスト女王葬祭

殿の背後に王家の谷を位置付け、妻であるムウト

女神がいたとされるルクソール神殿と対峙するマ

ディーナト・ハブ神殿の奥に王妃の谷が位置付け

られる基本のレイアウトの基礎が作られた。

上エジプト第 4 ノモスのテーベは、ナイル川両

岸を占有するノモスであり、第 11 王朝前期のア

ンテフ 1 世・2 世時代以降、ナイル川を挟んだ東

岸との関係が祝祭を通して形成された。その結果、

テーベの都市計画は主要な祝祭との強い関連の中

で作られていく。

新王国第 18 王朝アメンヘテプ３世が、王のセ

ド祭（王位更新祭）のために造営したマルカタ王

宮：「ペル・ハイ（喜びの家）」に隣接して建造さ

れた人造池ビルカト・ハブに対応して、ナイル川

東岸にも「東の大池」の存在が知られており、ナ

イル川を挟んで東西に展開する世界を常に意識し

ていたのであろう。

その後も新王国第 20 王朝のラメセス 3 世治世

でも、カルナク・アメン大神殿、ルクソール神殿、

マディーナト・ハブ神殿、王家の谷、王妃の谷な

どのモニュメントの活用や祝祭なども盛んにおこ

なわれている。末期王朝時代の第 25・26 王朝時

代においても、カルナク・アメン大神殿とアル =

ディール・アル = バハリを結ぶ軸線が、主軸線

として使用され続けたのである。

実際の王宮などの都市の痕跡の多くが既に失わ

れているか、未だに未発掘な状況のため、テーベ

における王朝時代の都市の実態は、現時点では今

一つ明確ではない。しかしながら、前述したよう

にテーベ両岸に残存するモニュメントを手掛かり

として、テーベ地域では、どのように都市が形成

されていったかを推定する資料となるであろう。

２.  研究成果報告：研究分担者

河合  望（金沢大学）
2021 年度も 2020 年度に引き続き新型コロナ・

ウィルス拡大ということでエジプトでの現地調

査、海外での学会発表は全て中止となったた

め、これまでの現地調査の成果を報告あるいは

論文としてまとめる作業を継続した。北サッカ

ラ遺跡における新王国時代の墓地の分布調査に

ついては、2020 年度にオランダのライデン古代

博物館刊行の雑誌、Saqqara Newsletter, vol. 18 に

概報を寄稿したが、今年度は “Exploring the New 

Kingdom Tombs at North Saqqara: Preliminary results 

of the Archaeological Survey at North Saqqara. The 

2016 and 2017 seasons” というタイトルの論考が
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Miroslav Bárta, Filip Coppens, Jaromír Krejčí, eds., 

Abusir and Saqqara in the Year 2020, Prague: Charles 

University, Faculty of Arts, Prague 2021 に掲載され

た。本論文では、北サッカラにおける新王国時代

の墓地の発展が従来言われていたような古王国時

代のテティ王やメンカウホル王の祭祀が新王国時

代に復興し、その結果これらの王のピラミッドの

周辺に墓地が造営されたとする説に対し、北サッ

カラにおけるセラペウムの参道と墓地の関係に注

目し、古王国時代の故王への崇拝というよりもむ

しろ中心都市メンフィスの主神プタハの聖獣アピ

スの埋葬の葬列が行進したセラペウムの参道の周

辺に墓地が発展した可能性を指摘した。墓地の展

開については、現地で行った踏査による遺物の分

布調査から第 18 王朝初期から北サッカラ台地の

崖上から墓地がラメセス朝（第 19 王朝）にかけ

て徐々に西に向かって広がっていった様相を指

摘した。台地上に構築されたこれらの墓はシャ

フト墓や小型のトゥーム・チャペルが想定され

る。一方、東側の斜面についてはかつて Geoffrey 

T. Martin が指摘したように岩窟墓が造営された

と推定される。このような想定に基づいて 2019

年に東側斜面で本格的な発掘調査を行ったとこ

ろ、ローマ支配時代のカタコンベ（地下集団墓

地）が発見され、2020 年度には短報を Egyptian 

Archaeology, vol. 57 で発表したが、2021 年度は

同 じ く Abusir and Saqqara in the Year 2020 に、A 

newly discovered Roman catacomb at North Saqqara: 

Recent results and future prospects というタイトル

の論考として発表した。本論文では、2019 年に

発見されたカタコンベの発掘調査の経緯と、出土

遺物、カタコンベの構造などが記述されており、

特に出土土器の年代から紀元後１世紀のローマ支

配時代のものであることが明らかとなっている。

まだカタコンベ内部の発掘調査は開始されていな

いが、出土状況から複数回にわたって追葬された

可能性を指摘し、今後の課題と発掘調査の展望に

ついてまとめた。

また、新王国時代第 18 王朝の都市における行

政、特にトゥトアンクアメン（ツタンカーメン）

王の時代の行政について称号や家族、経歴を元に

したプロソポグラフィー研究を行った。トゥトア

ンクアメン王の治世の初期に造立された所謂『信

仰復興碑』には、各地の神官を地方豪族から選出

したとの記載があるが、地方神殿の神官を調査

し、上エジプトでは特にアビドス、コプトスなど

を根拠地とする豪族、アクミームを根拠地とする

豪族、アルマントを根拠地とする豪族などが台頭

し、地方の神官に任命されたことを明らかにした。

この成果については、オンラインで開催された

The 72nd Annual Meeting of the American Research 

Center に お い て、“Tutankhamun and his men and 

women: Status and representations of the official under 

Tutankhamun”、ボストン美術館主催のオンライン

講演会 “Tutankhamun and His Entourage” などで発

表した。

内田杉彦（明倫短期大学）
古王国から中王国までの地方豪族・官僚の墓銘

には、墓主が、マアトに合致した生涯を送ったの

ちに初めて自らの niwt や州から出て墓地へと旅

立ったことを述べる表現がしばしば見られる。各

地の niwt は豪族の地方支配の拠点である州都・

主要都市であり、同時に、彼らの権威の後ろ盾と

なる地方神の祭祀中心地でもあった。

第一中間期に上エジプト第二州の地方官吏

だったメレルの墓碑銘には、彼が家畜と農地を

獲得して住民を増やし、「niwt と野（sxt）にある
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彼らのすべての耕地と彼らのすべての小丘（iAt）

（i.e. 小丘上の集落）を（堤で）閉ざし、彼らの水

が他の地域を潤さないようにした」と記されてい

る。これは氾濫原に小丘上の集落（塊状村落）が

点在するエジプトの地方の典型的な景観を示して

おり、さらに、niwt という概念が（おそらく複数

の）集落とその周辺の農地を含む概念であること

も示唆している。これは古王国の勅令に労役・租

税免除の対象として言及される「ピラミッド都市」

（niwt mr）が、耕地のほか、水路や樹木などを含

むことによっても示される。

第 18 王朝初期の軍人「エバナの息子」アハモ

セの墓銘にも、戦功をあげた彼が褒賞として「彼

の niwt」（i.e. エルカブ）に、耕地と耕作に従事す

る奴隷を与えられたとする記述が見られ、これも

niwt が集落とその周辺地域を包含することをうか

がわせる。新王国時代の「都市の賛美」では niwt

に官吏として移り住んだエリート層の豊かな「都

市生活」が称揚されるが、P.Anastasi IV 8.9–8.10

などにあるように、彼らが暮らす理想の住居とさ

れているのは niwt の圏内の田園地帯に位置する

ヴィラであり、これも、このような niwt のイメー

ジを示す。niwt の中心には主神の神殿が聳えてお

り、新王国の「アムン讃歌」に描かれているように、

niwt は「原初の丘」あるいはその写しとして作ら

れた小宇宙、「混沌」に対抗する「世界」そのも

のとされていた。これはおそらく現実の niwt が

集落とその住民の生活を支える周辺環境を包含し

ており、自立的な性格を有していたことに由来す

るものと考えられる。それはまた niwt が、現世

の秩序維持を担い、niwt の主神のための祭祀を行

う王権にとって、国土支配の拠点であったことに

もよるであろう。当時のエリート層にとって niwt

に居を構えることは、王家と niwt の神の庇護と

恩恵のもとで、社会的地位と富が約束されること

を意味しており、墓壁画に描かれた彼らの邸宅の

庭園が、死者に飲食物を与える「樹木の女神」を

伴うことからすれば、死後の再生・復活にも関わ

る意味を持っていた可能性さえあったと言える。

新王国時代の文献に「居住地」を示す語として

niwt とともに見られる dmi は、本来は「港・波止場」

を意味する語だったと解釈されており、これは

dmi に関する最古の文献の一つ、第 5 王朝ウナス

王の「ピラミッド・テキスト」呪文 256 に、dmi

を故王のための停泊地とする言及があることで示

される。末期王朝からプトレマイオス朝時代の文

献にはダマンフールなど下エジプト第２、第３州

のいくつかの「ホルス神の dmi」の名が残されて

いるが、第 4 王朝と第 5 王朝の２人の高官ぺヘル

ネフェルとウセルカフアンクの称号にはそれぞれ

「dmi(t) の第一の者であるホルスの神官」、「dmi(t)

におけるホルスの神官」が含まれている。彼らは

いずれも下エジプトの「州長官」（aD-mr）である

ほか、下エジプト第３州に関連するいくつかの称

号も持っており、彼らの称号に含まれる dmi が後

代の「ホルス神の dmi」の前身であるか、少なく

ともそれと同じ地域にあった可能性は高いといえ

る。 古王国時代は王家の「所領」（Hwt）や「新た

な niwt」の建設で示されるように王権による国土

開発が進んだ時代であり、特に下エジプトの共同

体の多くが王家の管理下に置かれ、下エジプト第

３州の家畜飼育拠点コム・エル・ヒスンのように、

王都メンフィスへの物資供給に特化した居住地が

設けられた時代であった。前述の高官たちの称号

に言及される dmi も、王家の神ホルスとの結びつ

きが示すように、下エジプトとメンフィスを結ぶ

物流の拠点として建設されたものかもしれず、も

しホルスの神殿があったとすれば、単なる波止場
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であるよりはむしろ港町だった可能性がある。

前述のアハモセの墓銘には、彼が「ネケブ（i.e. エ

ルカブ）の dmi」で育ち、父親の後継者として軍

船に乗り組んだという記述があり、この dmi が

niwt であるエルカブの一部をなす波止場区域（港

町）だったことがうかがえる。地方支配の拠点

niwt は各地の物資の集積と物流の拠点でもあり、

その dmi の経済的意義は水運を中心とするネット

ワークの発展とともに高まっていったと考えられ

る。新王国時代の文献には、アハモセのように土

地所有者となった個人とその一族・子孫が住む集

落、一般には「村」と訳される wHyt が見られる

ようになり、第三中間期初期の「用語集」では、

それ以外の集落は（テーベやヘリオポリスなど他

の文献で niwt とされるものを含め）dmi として一

括されている。地方支配の拠点である niwt が dmi

とも呼ばれたのはおそらく、niwt の持つ物流拠

点としての側面を表す表現であろう。niwt 以外の

dmi には、特定の一族のみでなく様々な出自と職

業の人々が住み、活発な経済活動が行われ、niwt

に送られる物資の集積・輸送がなされる港、交易

が行われる市場を持つ集落か、あるいは少なくと

もそれらにアクセス可能な集落が含まれると思わ

れる。例えば pA Dmi の名で呼ばれるデイル・エ

ル＝メディーナの住民は、市場の開かれるナイル

の岸辺で物々交換をし、そこにそのための品物を

収める倉庫を持っていたことが知られている。

dmi の概念はおそらく居住地である集落それ自

体を意味しており、その語源からみて、周辺の耕

地は含んでいないと考えられる。これは文学作

品「二人兄弟の物語」で、弟と共に農地を耕して

いた兄が、足りなくなった種籾を「dmi から取っ

てくるように」弟に指示する場面に示される。第

20 王朝の「ハリス・パピルス」には、テーベの

諸神殿に王が寄進した「家畜、ブドウ園、耕地、

船、工房」とともに、労役に従事する人々（奴隷）

が居住する dmi が列挙されている。Ragazzoli が

述べているように dmi とは要するに人間の居住地

であって、niwt の一部とはなりえても、niwt のよ

うな「小宇宙」としての宗教的・象徴的意義を持

つことはなかった。それは基本的には、周囲を氾

濫原に囲まれた塊状村落のイメージに近い概念で

あったように思われる。

柏木裕之（東日本国際大学）
建築物の主軸の決定は、敷地の選定や配置、平

立面の構成などと並ぶ重要な検討事柄である。そ

の定め方は建造物の機能や用途、時代によっても

異なり、また周囲の地形など自然環境の影響も小

さくない。中でも天体の運行と建築方位の関係は

古代世界の特徴としてしばしば取り上げられ、特

に日の出の方角と主軸の関連性がいくつかの遺跡

で指摘されている。筆者が関わったエジプト、ル

クソール西岸コーカ地区の貴族墓でも、主軸は冬

至の日の出方向を意識した可能性が高く、またル

クソールの東岸に築かれたカルナク・アメン大神

殿においても、冬至の太陽が塔門中央の開口部か

ら昇ることが知られている。この他、特徴的な形

状をした山や丘が建築方位の決定に関わった可能

性があり、例えば先に挙げたコーカ地区の貴族墓

では、背後にピラミッドのような外観をした岩山、

アル＝クルンが聳えており、冬至の日の出とこの

岩山を結んだ線上に墓を配置した可能性が考えら

れる。

似たような決定要因として、ピラミッドや神

殿などの宗教施設の存在が挙げられよう。だが

軸線を遺構から離れた場所に位置する人工構造

物に向けて定めることは、直感としてはありえ
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そうに思えるが、両者を参道のような施設で結

ぶといったケースでない限り、このことを実証

的に示すのは難しい。その中にあってギザ遺跡

の第 18 王朝アメンヘテプ 2 世の神殿は注目さ

れる。神殿は王の治世第 1 年に、正面を大スフィ

ンクスの頭部に向けて築かれた。神殿内部には

スフィンクスを刻んだレリーフや碑文が残され、

この神殿が自身の王位や王権を確固たるものに

するため、スフィンクスに捧げられた施設であっ

たことが窺われる。

この神殿は大スフィンクスの北東に位置し、主

軸は北東から南西方向へ南北軸を約 42 度振る。

大小 2 つの主室が一直線に並び、周囲に 6 つの

側室が備えられた。手前側の主室は幅 5.3 m 奥行

き 9 m の長方形をし、床の中央には舗装された

石灰岩が残っている。奥の部屋は幅 5.3 m 奥行き

4.9 m の方形平面をし、主軸上の奥壁には石灰岩

製の巨大な石碑が据えられた。神殿の躯体には日

干煉瓦が用いられ、内面に薄い石灰岩板を張り付

ける構造で、両主室に天井が架け渡されていたか

は不明である。

大スフィンクスは岩盤を削り出して作られ、そ

の床面は周囲の岩盤面よりも数メートル低い。ア

メンヘテプ 2 世の神殿は一段高くなった北側の

岩盤上に築かれたが、神殿の南東隅は岩盤からは

み出し、スフィンクス神殿に接触している。軸

線を少し振れば避けられたに違いなく、仮に大ス

フィンクスに正面を向けるため軸線の変更には制

約があったとしても、神殿全体を後ろに移動すれ

ば安定した岩盤の上に築くことができた。そうし

た回避措置が採られなかったことは、この神殿が

大スフィンクスに正面を向けるだけでなく、この

場所に設置しなければならなかったことを強く匂

わせる。

その理由について、この神殿を発掘したセリ

ム・ハッサン博士は報告書 (Hassan 1953) で何も

触れていないが、ギザ台地の碩学マーク・レー

ナー博士は冬至の日この神殿で、太陽が大スフィ

ンクスのメネス頭巾に沿って沈むと記している 

(Lehner and Hawass 2017, pp.470-471)。この現象と

建築方位の関係について直接的な言及はないもの

の、冬至の太陽運行がこの神殿の立地場所を規定

する要因であったことを念頭に置いた記述と推察

される。

筆者はクフ王の大ピラミッド南脇で進められ

ていたクフ王第 2 の船保存プロジェクトに 2011

年から関わる機会を得、大スフィンクス周辺にも

足繁く通った。アメンヘテプ 2 世の神殿は立ち

入りが禁止されているため、冬至の日に神殿から

太陽がどのように見えるかを直接確認することは

叶わなかったが、神殿にかかる大スフィンクスの

影を観察し、冬至の日の午後 3 時頃、大スフィ

ンクス頭頂部の影がこの神殿の入り口に達するこ

とを確認した。マーク・レーナー博士は大スフィ

ンクスの頭巾に沿って太陽が動く点を強調してい

たが、むしろ頭頂部に太陽が位置する、言い換え

れば頭部に太陽をのせたスフィンクス像を望むこ

とができ、その様子を見ることが強く意識された

のではないかと考える。神殿が岩盤の縁からはみ

出すように配置されたことも、これよりも後ろに

建てると頭頂部と太陽の間が空いてしまうため、

ギリギリまで前方に迫った結果ではないかと推測

する。

大スフィンクスの頭上で輝く日輪や先に挙げ

たカルナク・アメン大神殿の塔門の間から太陽

が昇る瞬間は、一幅の絵のような情景である。

天体が建造物とともに創出する荘厳な光景は、

逆にその状況を作り出すために、あるいは視認
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するために建造物の軸線が定められた可能性を

も示唆する。建築方位の分析には、天体や自然

地形、構造物などの方向を図上で個別に捉え、

線を引くだけでなく、立ち現れる情景や背後に

潜む世界観を加味しながら、複合的に検討する

ことが求められよう。

Hassan, S. 1953 Excavation at Giza VIII.1936-1937, 
The Great Sphinx and its Secrets. Historical Studies in 
the Light of Recent Excavations (Cairo: Government 
Press). 

Lehner, M. and Hawass, Z. 2017 Giza and the 
Pyramids: The Definitive History (Univ. of Chicago 
Press).

周藤芳幸（名古屋大学）
古代エジプトにおける都市の発生と変容に関

する研究の一環として、ヘレニズム時代のパピル

ス文書に現れる港（ホルモス）について検討を

行った（別稿を参照）。なお、コロナ禍により、

エジプトの現地調査を行うことができなかったた

め、これまでのアコリス遺跡とニュー・メニア古

代採石場における調査によって得られたデータを

改めて分析し、横穴ギャラリーの掘削過程につい

ての試論を 2021 年度の概報に寄稿した（Y. Suto, 

Horizontal Galleries at the Ptolemaic Quarry in New 

Minya, Preliminary Report Akoris 2020, Nagoya 2021, 

6-10）。また、「ヘレニズム時代のアコリスにおけ

る都市生活」と題する記事を、『文化遺産の世界』

に寄稿した（『文化遺産の世界』39, 2021, 20-23）。

プトレマイオス朝エジプト史の研究については、

オーストリアの Phoibos Verlag から公刊した編著

に、プトレマイオス朝のレジリエンスに関する論

考を掲載した。

Y. Suto, Social Resilience and Organization of 

Knowledge in Ptolemaic Egypt, in Y. Suto (ed.) 
Transmission and Organization of Knowledge in the 
Ancient Egyptian World, Wien 2021, 187-198

高宮いづみ（近畿大学）
本年度は、当初短期のフィールド調査を予定し

ていたが、新型コロナウィルス感染症のために、

昨年度に引き続き、先王朝時代・初期王朝時代・

古王国時代の都市について関連文献の収集および

文献からの分析と考察を継続した。その際、初期

国家形成に伴う国家による人と物のモビリゼー

ションが都市形成過程・都市の構造と景観にどの

ような影響を与えたのか明らかにすることを念頭

において、初期国家による人と物のモビリゼー

ションをテーマの一つとして取り上げている。

昨年度から、特にエドフ以南、アスワン（古代

エジプトの南端都市）までのマクロな集落分布に

関する分析と、都市化した集落を中心に、ミクロ

な観点から集落内部の分析を進めてきた。

マクロな分析について、上記の地域においては

ナイル川の両岸に多数の集落と墓地遺跡が検出さ

れているが、既知の遺跡分布は均一ではなく、ア

スワン付近の遺跡分布は極めて希薄であり、都市

化した集落はほぼエレファンティネに限られる。

そこで、本年度は北はルクソールまでと西部砂漠

にやや範囲を広げて、都市あるいは人口規模の大

きな集落に関するモビリゼーション以外の形成要

因も視野に入れることを試みた。同地域において

も集落分布の粗密はあるが、ヒエラコンポリス遺

跡やエルカブ遺跡等、大規模な人口を持つ集落が

いくつか存在している。

昨年度に続いて本年度も、エレファンティネの

都市化の様相に関する考察を進めたが、本年度は

さらに西部砂漠のダックラ・オアシスも検討に加

えた。古王国時代にはダックラ・オアシスにも比
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較的人口が集中した集落が営まれるようになって

おり、この時期に古代エジプトの国家組織の一部

として組み込まれていることから、国家形成に伴

う人と物のモビリゼーションと都市化の観点から

の考察に比較的適した資料となっている。

なお、本プロジェクトに参加している矢澤健氏

らは「砂漠の道」との交通の観点から中王国時代

のセツルメント・パターンを考察し、興味深い結

果を導いている。先王朝時代から古王国時代に関

して同様の検討を行うことによって、砂漠との交

通に関する歴史的展開や変遷に関する考察が行う

ことは有意義と考えられるが、本年度のうちには

本格的に着手に至っていない。

田澤恵子（古代オリエント博物館）
本分担者は、これまで古代エジプト都市が有し

た機能について「宗教と福祉」の面から検証を進

めてきたが、本年度は宗教に絡めてそこに「神話」

を含め、周辺他地域との比較によって古代エジ

プトにおける都市と宗教の関係性について考究し

た。尚、新型コロナウィルス感染症感染拡大のた

め、2021 年度もフィールド調査を実施できなかっ

たが、国内において以下のような取り組みをおこ

なった。

【著作物】

① K. Tazawa and K. Ikari.  2021. Re-discovering 
Ancient Egyptian Treasures in Nariwa, CIPEG 
Journal 5: Offerings to Maat. Essays in Honour of 
Emily Teeter, pp. 207-218.

岡山県高梁市成羽美術館が所蔵する約 200 点の

古代エジプト資料の一部を用いた教育普及活動を

通して、日本最初期に形成された貴重なエジプト

コレクションの意義と価値を地元高梁市民や岡山

県民に広く周知すると共に、古代エジプト資料を

所有しながらも古代エジプト専門家を置かない博

物館・美術館が、館外の古代エジプト研究者とど

のように協働して展覧会事業・教育普及事業を展

開していくかという点において実践と検証を繰り

返すことで、今後の古代エジプト資料の利活用に

ついて様々な可能性を探った。

② 田澤恵子 編著『女神繚乱－時空を超えた女神
たちの系譜－』古代オリエント博物館 2021 年

古代オリエント博物館秋の特別展「女神繚乱－

時空を超えた女神たちの系譜－」の展覧会図録。

先史時代の土偶について最新の地母神信仰研究を

総括する論考の他、メソポタミア、エジプト、ギ

リシア・ローマ、インド・仏教、日本の各神話研

究者によるそれぞれの地域の女神たちに関する論

考をまとめた。尚、エジプトについては田澤が「古

代エジプトの女神たち」と題し、比較神話学の観

点から古代エジプトの女神たちについて論じた。

③ 田澤恵子「古代エジプト王朝時代における『あ
るべき過去』とその媒体」（周藤芳幸編『古代地
中海世界と文化的記憶』）（2021 年度刊行予定）
下記④に加筆修正を施した論考。

【口頭発表】（すべてオンライン開催）

④ 田澤恵子「古代エジプトのダムナティオ・メ
モリアエ―『記憶史』のまなざしで視る王名表
―」第 71 回日本西洋史学会小シンポジウム I『古
代地中海世界における知の動態と「文化的記憶」』
2021 年 5 月 16 日

ヤン・アスマンが提唱する文化学コンセプト

「文化的記憶」の勘所の一つである「『記憶史』の

まなざし」からアプローチすることで、王朝時代

の古代エジプト社会が共有していた文化的記憶に
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ついて、その伝達媒体とも絡めて考察した。この

伝達媒体の一つとされる「生命の家」については、

それが設置された各都市との関連性を検証するこ

とで、今後、古代エジプトの都市機能の一端につ

いて明らかにすることができるかもしれない。

⑤ 田澤恵子「博物館教育普及事業における研究
資源３D データの利活用」第３回協働型アジア研
究オンラインセミナー『古代エジプト資料の記録、
分析、利活用を考える』2021 年 9 月 3 日

古代オリエント博物館が所蔵する古代エジプ

ト資料の３Ｄデータ利活用について、以下 3 件

を報告した。

1. シャブティの３Ｄデータを用いた樹脂レプリ

カを基に石膏レプリカを製作し、古代エジプ

トのシャブティと色に関するワークショップ

開催。

2. レリーフ断片などの３Ｄデータからレプリカ

を製作し、ハンズオン展示に供することでユ

ニバーサルミュージアム化促進。

3. 米国 Matterport 社のプログラムを用いて３

Ｄデータによるヴァーチャルミュージアム

開始。

⑥ 田澤恵子「古代エジプトの女神たち」古代オ
リエント博物館シンポジウム『メガミから女神へ 
— その存在と役割—』2021 年 10 月 17 日

古代オリエント博物館秋の特別展「女神繚乱－

時空を超えた女神たちの系譜－」関連事業の一つ

として開催された、先史時代、メソポタミア、エ

ジプト、ギリシア・ローマ、インド・仏教、日本

における女神たちの存在と彼女たちが担った役割

について考えるシンポジウムにおいて、エジプト

の女神たちについて論じた。

⑦ Keiko Tazawa "Re-examination of the Donation 
Stele for Ahmose-Nefertari as a God’s Wife of Amun" 
日本オリエント学会第 63 回年次大会企画セッ
ション１ Women and Ritual in Cult and Law of the 
Ancient Near East　2021 年 10 月 31 日 　

アハモス・ネフェルタリがアメンの神妻に就

任するにあたって制作された奉納碑に記された

imyt-pr と呼ばれる法律用語の一般的解釈と、そ

の用語が同碑において用いられた理由と効果につ

いて考究した。

辻村純代（古代学協会）
2020 年度に引き続き、2021 年度もまたアコリ

ス遺跡における発掘調査は新型コロナウィルスの

世界的な広がりによって断念せざるを得なかっ

た。それで、アコリス南区でこれまでに検出して

いる第３中間期の墓地、並びにミイラに関する調

査結果を基に、アコリスと同じく非エリート層の

墓地として報告されている諸例と比較しながらそ

の特徴を検討することにした。

非エリート社会の埋葬形式　
アコリス南区が墓地化するのは新王国時代末

期に形成された都市集落が廃棄されてまもなくの

ことである。墓は南北 160 m × 東西 55 m に亘る

調査区全体に広がっており、被葬者の性別や年齢

がわかった墓だけでも 82 基を数える。成人墓の

ほとんどは人形木棺であるのに対して、未成人墓

は甕棺、小型人形棺、小型箱形木棺、バスケット、

葦で編んだマット、葦製小箱、ヤシの中肋やタマ

リスクの枝を巻き付けたものなどその形式が多様

であることはこれまでも指摘したところである。

これら未成人の墓は特に南斜面東半に多く、なか

でも周産期の遺体を納めた甕棺は南端部に集中す
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る。しかしながら、これが Patch, D.C. が言うよ

うな 5–6 歳以下の子供の埋葬領域に相当するか、

否かはなお検討の余地がある。　

未成人墓にみる棺種の多さと葦やヤシの利用

はアコリスだけの特徴ではなく、例えばアシュー

トの南に位置するマトマル遺跡では葦の蓆や小枝

を巻き付けた例が知られるし、ファイユーム地方

のグラーブ遺跡では甕棺、葦のマット、バスケッ

トの他に土器棺や土器片を被せたり、レンガで

囲ったりするだけの簡便なものもある。さらにラ

ムセスⅡ世の将校であったイウルデフとその家族

の墓を第３中間期に再利用したサッカラの例では

2 つの墓室から計 72 体分もの埋葬が行われてい

る。特にパピルス製小箱は 2–5 歳、小型の人形棺

と箱形木棺には 4–6 歳の埋葬に用いられている。

ここでも基本的に成人は人形木棺に納められるこ

とが多いけれども他の遺跡では通常、子供の埋

葬に用いられるヤシの中肋を巻く形式が男女を問

わず成人墓に用いられていることも珍しくない。

いっぽうで、僅かとはいえ小型の人形木棺に埋葬

された子供もおり、すべてが年齢によって形式を

決定しているわけではなく、家族の経済力も影響

したのだろう。

ところが副葬品をみるとアコリスでは未成人

が成人を圧倒しており、最も豊富な副葬品をもっ

ていたのはクラッパーをもった子供であった。

いっぽう、アコリス南区で出土した棺のなかで唯

一と言える美しい彩色を施した人形木棺に納めら

れた成人女性への副葬品は、盗掘された形跡がな

いにもかかわらず、ガラスのビーズ数個とヒエロ

グリフの書かれた砂岩片だけだったのである。他

の遺跡でも子供の副葬品が成人のそれに劣るとは

いえず、例えば、マトマルにおける護符の副葬例

をみると成人女性 44 %、子供が 45 % に対して成

人男性はわずか 9.5 % に止まる。

もう一つの遠距離交易品　
2016 年度に出土した人形木棺のミイラとそれ

に近接して翌年度に出土した 2 基の小型箱形木

棺のミイラを対象に X 線と CT スキャニングを実

施したところ、前者は成人女性で、判明した副葬

品はスカラベ 1 個にとどまった。いっぽう、後

者のうち 3–4 歳と推定されるミイラにはビーズの

ネックレスとウジャト、7 歳前後と推定されるミ

イラの胸の上にはタカラガイの集積がみつかっ

た。タカラガイはこれまでにも 1、2 個の副葬例

はあるものの、アコリスでこれほどの量のタカラ

ガイが副葬されたことはない。500 基近い墓がみ

つかっているグラーブでさえ、タカラガイを副葬

した墓はわずか 4 例で、1–5 個にとどまる。

タカラガイ（ハナビラタカラ）は紅海に生息し

ており、Bennett, J.E. によると、出土例はテル・

エル－ヤフディーヤ、サフト・エルーヘンマ、テ

ル・エルーレタバ、サッカラ、メイドゥーム、ラ

フーン、マトマル、アビドゥス、エスナ、テーベ

に及ぶ。これらのなかで被葬者の判明している

65 例を取り上げてみると、子供が 52 例、成人女

性が 11 例、成人男性は 1 例、成人女性と子供の

合葬が 1 例というから、タカラガイがもっぱら子

供の護符として使われたということも頷ける。た

だ今回、見つかったタカラガイが１体の子供のた

めになぜこれほど多く必要だったのかは不明であ

り、紅海からアコリスまでどのような経路で運ば

れてきたのかもわかってはいない。アコリスの都

市化が始まったラムセス朝後半にレヴァント産の

アンフォラやフラスコが運ばれてきたようにデル

タからナイル川を遡上して齎されたのか、あるい

は紅海沿岸から直接、東砂漠を通過してナイル河
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岸に至ったのか。後者のルートを想定する上で興

味深いのは 2017 年度に 2 体の未成人ミイラの近

くから出土した巻き毛で口髭と顎髭を蓄えた異貌

のミイラである。ベニ・ハッサンの墓に描かれた

遊牧民の男たちによく似ていることや、他の成人

遺体が西を頭位とするなかでこの男性は南頭位で

あるという点に注目するとアコリス出身者ではな

い可能性もある。都市の物流を考える上で想像を

膨らまし過ぎたかもしれないけれど、都市を行き

交う人々の視点も忘れてはならないように思う。

中野智章（中部大学）
昨年度と同様にコロナの影響が深刻だったた

め、海外での調査は叶わなかったが、引き続き、

１）首都を中心とした都市における王の表象の変

化、２）ギリシア世界などとの接触の中でエジプ

トの都市がどのような変化を遂げたか、の２点に

ついて研究を進めた。具体的には、現在全国を巡

回中の展覧会監修作業を通じて得た知見を以下に

示すような講演やセミナー、テレビやラジオ、雑

誌等のマスメディアを通じて広く一般に公開する

とともに、年度末に出版予定の共著における論文

としてまとめた。

①棺とミイラから古代エジプト文明の謎に迫る
『學士會会報』No. 951、2021 年 11 月、27–39 頁

2021 年 6 月 10 日に學士會にて行った講演録。

現在、国内を巡回中の「ライデン国立古代博物館

所蔵古代エジプト展」の監修作業を通じて得た知

見を紹介した。同展覧会で展示している第 3 中間

期や後期王朝時代の棺に再利用されたものが含ま

れている可能性や、ミイラを CT スキャンした結

果、体内から発見された土製の人形がどのような

性格のものであったのかを考察しながら、テーベ

における葬祭習慣や、当時の都市のありかたにつ

いて論じた。またその背景に存在した死生観が、

ピラミッドなどの葬祭建造物と相まって古代エジ

プトにおける都市景観にどのような影響を与えて

いたかを述べた。

② 古代エジプト資料の記録、分析、利活用を
考える

東京大学附属図書館アジア研究図書館上廣倫

理財団寄付研究部門（U-PARL）、第 3 回協働型ア

ジア研究オンラインセミナー、 2021 年 9 月 3 日 

古代エジプトの都市や景観を考察する上で重

要な古代エジプト資料の記録や分析、利活用に関

するオンラインセミナーを国内の研究者 5 名と共

に実施し、ディスカッサントとして参加した。京

都大学総合博物館とライデン国立古代博物館にお

ける古代エジプト資料の現状や、それを用いて実

施した展覧会の監修作業等を通じて感じたアーカ

イヴの問題点や、資料のデジタル化をどのように

進めるべきか、またその際の利点と欠点について、

問題提議を行った。

③ ある王像（カイロ・エジプト博物館 CG 

939）に彫られた文様の記憶 

『古代地中海世界における知の動態と文化的記
憶（仮題）』、共著、山川出版社、2022 年 3 月出
版予定

プトレマイオス朝もしくはそれ以降、と時期比

定がなされているカイロ・エジプト博物館所蔵の

王像断片（CG 939）につき、ベルト部分に彫ら

れた連続菱形文様を手がかりに考察した。同文様

の系譜を初期王朝時代からたどった上で、それが

ピラミッドなどの葬祭建造物を要する都市の景観
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とどのように結びつき、当時の人びとの世界観に

影響を与えていたかを述べるとともに、プトレマ

イオス朝の都市に設置された可能性がある王像に

その種の文様が彫られることで、王像がどのよう

な社会的役割を担っていたかを論じた。

西本真一（日本工業大学）
広い敷地に矩形平面の外周壁を巡らせ、その内

に建物を造営する例が古代エジプトでは良く見ら

れる。この矩形が、人工的に都市を形成する際に

は基本的な区画をなすわけであるが、正方形ない

し長方形に土地をこうして切り取る場合の基準格

子の適用方法については、これまであまり深く検

討がなされてこなかったように思われる。当時用

いられていた物差しの長さであったキュービット

の完数が基準格子の決定に対し、どのように反映

されたかは、未だ完全には把握できていないこと

になるであろう。Dieter Arnold, Der Pyramidenbe-

zirk des Königs Amenemhet III in Dahschur I: Die Py-

ramide. Archäologische Veröffentlichungen 53. Mainz 

am Rhein: Philipp von Zabern, 1987, 88–90 では中王

国時代におけるピラミッドと外周壁との配置が比

較されているが、敷地を囲む長方形の輪郭にピラ

ミッドの正方形平面を、キュービット尺の完数に

基づいてどのように据えているかという趣のどち

らかと言えば単純な話となっている。これに対

し、Pamela Rose and Barry Kemp, “Proportionality 

in Mind and Space in Ancient Egypt,” Cambridge Ar-

chaeological Journal 1:1, 1991, 103–129 におけるア

テン大神殿の例では、もう少し複雑な話題が提供

さ れ て い る。Alexander Badawy, Ancient Egyptian 

Architectural Design: A Study of the Harmonic System. 

University of California Publications Near Eastern 

Studies 4. California: University of California Press, 

1965 への批判を目的とした論考であり、さらな

る研究が俟たれるところである。

近年では Yoshifumi Yasuoka, “The Use of the Module 

System in Ancient Egyptian Architecture,” Orient 53, 

2018, 35–54 が発表され、ここでも基準格子が取り

上げられているものの、パピルスに描かれた祠堂

の立面図や家具、また彫刻へと対象が押し拡げら

れている点が興味深い。また Corinna Rossi, “On 

Measuring Ancient Egyptian Architecture,” Journal of 

Egyptian Archaeology 106, 2020, 229-238 でも基準

格子に言及されているから、こうした問いかけに

ついては論議が深まりつつあると見ることができ

るのかもしれない。

しかしながら一方で Josef Wegner, The Mortuary 

Temple of Senwosret III at Abydos. Publications of the 

Pennsylvania-Yale-Institute of Fine Arts Expeditions 

to Egypt 8. New Haven and Philadelphia: Peabody 

Museum of Natural History, University of Pennsylvania; 

Museum of Archaeology and Anthropology, 2007, 

54–61 に目を向けた時、思いがけない新たな例に

遭遇する。そこでは 24.5 キュービットの基準格子

が設定されていたとの判断が述べられており、詳

しい検討を要する。何故、キュービット尺での完

数である 25 キュービットちょうどの基準格子が

採用されなかったのかという疑問に関して、著者

は長い距離を計測する際のロープの存在に注目し

ている。彼は 1 キュービットごとに縄の結び目が

目盛りとして用意されていたであろうと推定し、

この結び目の幅が 1 ディジットで、1 キュービッ

トごとの距離は実は結び目の内々寸法であって、

この差が半端な数値を生んだと主張する。建造現

場では多少の工夫を加えた基準尺が用意された、

という考え方には注意が惹かれ、類例が他にも見

つかることが強く望まれる。
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当該領域の研究は諸史料も整理されていない

状態であるが、今後の進展を期待したい。

馬場匡浩（東日本国際大学）
本研究計画における筆者の担当は、前４千年紀

の先王朝時代である。文明形成期のこの時代、王

朝社会の基礎となる様々な要素が生み出される

が、「都市の景観と構造」においてもその原型が

つくられる。成立期における都市の構成要素と空

間構造について、ここで書き留めておく。

古代都市の定義や指標については、この研究

の先鞭を付けた V.G. チャイルドによる 10 項目の

条件が有名だ。これがその後の考古学的都市研究

の枠組みを導いたが、エジプトにおいては、集落

遺跡の調査・研究で名高い M. ビータックが、都

市・非都市の区分条件として以下の 9 項目を定義

した：①高密度の居住、②コンパクトな居住形態、

③住み分け、④行政・裁判・交易・交通の地域的

中心、⑤非農業共同体、⑥物資・技術の集中、⑦

労働・職業の分化と社会的階層性、⑧宗教上の中

心、⑨避難・防御の中心。この条件は、メソポタ

ミアの事例をもとにエジプトに適合するよう選定

したものという。しかし、エジプトの地理的環境

を鑑みると、そぐわない項目があるように思われ

る。特に、①と②である。高密度な人口と居住は、

メソポタミアの都市遺跡では第一に挙げられる項

目だが、エジプトではナイル川沿いの生活圏はど

こもほぼ同一環境であり、人口が集中する必要性

は基本的にない。また、エジプトの集落は主に沖

積地と低位砂漠に形成されたが、それぞれ立地状

況が違うため集落形態もおのずと異なる。つまり、

沖積地では冠水を免れる高台に営むためコンパク

トになるが、そうした制約のない低位砂漠では広

範に展開する。この点からも、①と②は適切な指

標にならない。より実情に即した研究が求められ

るが、近年、N. ミュラーが考古資料にもとづき

王朝時代の都市の特徴を抽出した。すなわち、1）

行政機関、2）神殿、3）周壁、4）墓地、5）工房、

である。この 5 つの特徴は、エジプト的都市の

本質的な構成要素といえるだろう。なぜなら、そ

の要素は先王朝時代のヒエラコンポリス遺跡にみ

られるからである。

ヒエラコンポリスは、支配者を擁する階層化

社会がいちはやく形成された遺跡である。ここで

は、低位砂漠縁辺とその背後の涸れ谷に遺構が分

布する。低位砂漠縁辺には、主集落が東西 2.5 km

にわたって広がる。その中央では祭祀センター、

西ではビール醸造施設と穀物倉庫、南では墓地が

検出されている。祭祀センターは、長軸 45 m の

楕円形の中庭を中心に据え、南面に木柱が４本並

ぶ巨大なエントランスを構える。中庭での活動の

痕跡が隣接するゴミ穴から検出されている。ゴミ

穴は動物遺存体で満たされ、全骨格が残存する例

や、両面加工ナイフの製作屑も出土することか

ら、中庭では儀礼的屠殺が行われていたと考えら

れる。それは、支配者の権力や神聖さを顕示する

ためであろう。近年、その祭祀センターの北側で

巨大な遺構が発見された。50 m にも及ぶ木柵と

木柱の壁体である。地下探査により、壁体はさら

に 50 m 西に延びていることが看取された。また

壁体内では、木柱が整然と並ぶ構造物も検出され

た。ここが支配者の邸宅であり、祭祀センターも

この大型建造物を中心とする複合体の一部であっ

たと考えられる。付近では、ビーズや石製容器の

破片、それらを製作する石器も集中的に検出され

ており、工房も伴っていたようだ。一方、主集落

から 2 km 離れた涸れ谷内では、エリート墓地と

ビール醸造などの工房が発見されている。エリー
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図１  ヒエラコンポリス遺跡地図
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ト墓地の中央では、長軸 15 m の矩形の建造物が

存在し、内部は 24 本の多柱構造をなす。葬儀ま

たは祖先祭祀の場であり、そこで用いるアイテム

を供給するため近くに工房が設置されたと考えら

れる。

以上が、ヒエラコンポリス遺跡の主な構成要素

である。これが王朝時代へ継承され、「支配者邸宅・

大型建造物」が 1）行政機関（王宮）となり、「祭

祀センター」が 2）神殿に置き換わる。つまり、

ミュラーによる都市の特徴は、ヒエラコンポリス

でその原型が創りだされたのだ。ただし、3）周

壁はない。周壁の誕生、機能や象徴は現在注目さ

れているテーマであるが、これは今後の課題とし

たい。

空間構造においも、ヒエラコンポリスにその原

型がみられる。まず挙げられる特徴は、大きな涸

れ谷を擁する地形である。この景観のなかで、低

位砂漠縁辺から涸れ谷へと向かう直線上に、主要

な構成要素（支配者邸宅、祭祀センター、エリー

ト墓地）が配される。この空間構造は初期王朝に

踏襲される。アビドスでは、高位砂漠を切り裂く

巨大な谷を背後に擁し、その前面に王墓、低位砂

漠縁辺に葬祭周壁が位置する。これらも直線上に

配置されて、王墓の場所も砂漠縁辺から 2 km で

ある。葬祭周壁はセド祭などの王の祭祀施設とさ

れ、これはヒエラコンポリスの祭祀センターを引

き継いだものであろう。王墓の周囲には、ヒエラ

コンポリスにみられた祭祀施設がないので、その

機能（葬儀・祖先祭祀）は葬祭周壁に統合された

と思われる。葬祭周壁の北にはビール醸造施設が

あり、これもヒエラコンポリスと同じレイアウト

だ。当時の行政機関の構造物は発見されていない

が、空間構造を踏まえると、葬祭周壁から東の集

落（コム・エル＝スルタン）にあったのかもしれ

ない。サッカラも、同じ景観を企図したものと思

われる。ウナス王のピラミッド参道が築かれた場

所は深い谷となっており、この谷の奥に第 2 王

朝前半の王墓が位置する。これら王墓に対応する

葬祭周壁がみつかっていないため、空間構造を詳

細には語れないが、谷を重要視していたことは確

かであろう。谷のさらに奥に「ギスル・エル＝ム

ディール」と呼ばれる巨大な周壁がある。アビド

スの葬祭周壁とは位置が異なる。これは第 2 王

朝末のカセケムイ王のものとされるが、彼の墓と

葬祭周壁はアビドスにあるため、その空間構造と

は異なるコンセプトで築かれたものであろう。カ

セケムイ王の息子ジェセル王の治世に、墓と葬祭

周壁を融合させたピラミッド・コンプレックス

が生み出されるので、第 2 ～ 3 王朝のこの期間、

都市の空間構造は大きく変容したようだ。

エジプトの都市は、為政者が創出した構造と景

観をベースに展開したといえる。邸宅や王宮、祭

祀施設や神殿、先代の墓、これらは全て権力と神

聖さの源泉であると同時に、社会を束ねるイデオ

ロギーも生み出したと思われる。

矢澤 健（東日本国際大学）
今年度は古代エジプト中王国時代の都市にお

ける交通の重要性に着目し、近年情報の蓄積が進

みつつある砂漠の道と、セトルメント・パターン

との関係について検討した。砂漠の道に関する複

数の研究成果で公開されている地図、旧米国陸軍

地図局が発行した地図を GIS のジオリファレン

スによって１つの地図に統合し、地図に書かれた

砂漠の道をトレースしてレイヤとして追加した。

そして F. Gomaà が集成した中王国時代の集落遺

跡の位置と、砂漠に道を通じた活動との関連が

強い岩石・鉱物資源の採掘址の位置（B. Aston ら
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の研究を参照）を GIS にレイヤとして追加した。

これらの情報を基礎にして、マクロな視点から集

落と砂漠の道との関係を吟味した。上エジプトは

全ての州を分析対象としたが、中王国時代におけ

るデルタ地域の集落遺跡の情報が比較的乏しいた

め下エジプトは第１州のみを対象とした。

分析の結果、約 4 分の 3 の州で州都の近くに

砂漠の道の入口が存在している状況が観察され

（表 1）、砂漠の道とナイル河谷が交わる地点に州

都のような大きな都市が形成される可能性が示唆

された。このような立地の背景として、①陸路と

水路の交差点に人や物資が滞留しやすく、人流・

物流の管理に有利だったこと、②文字・考古資料

が示しているように、州都が大規模な遠征・紅海

交易への後方支援・補給を担っていたこと、③砂

漠から敵対勢力の侵入があった際には砂漠の道の

入口にあった州都が防御の要になった蓋然性が高

いこと、などが挙げられる。

以上の理由から、州都のような都市の立地要因

は砂漠の道との関係が大きな比重を占めていた可

表 1   エジプト各州の州都とその東西にある砂漠の道
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能性が高い。アビドスに代表されるように宗教的

求心性が大集落の立地に影響することもあり、環

境や歴史的背景など様々な因子が考慮されるべき

だが、交通の要衝という要素は経済的・政治的・

戦略的に重要であり、より注目されてよいはずで

ある。

本研究の成果は、『西アジア考古学』第 23 号に

「古代エジプト中王国時代のセトルメント・パター

ンと砂漠の道」（矢澤健・米山由夏・石崎野々花）

と題した論文として投稿中であり、2021 年 12 月

21 日には本科研の計画研究 03 の第 9 回研究会に

て同題目で発表を行った。



周 藤 芳 幸
名古屋大学人文学研究科

ヘレニズム時代のエジプトにおける都市と港

プトレマイオス朝の支配下にあったエジプト

における都市の概念については、2020 年度の研

究から以下の点が明らかになっている。エジプト

の領域部に点在する集落は伝統的にデミと呼ばれ

ていたが、そのなかでも特に拠点的な神殿を中心

に発展した都市（多くの州都）は「人間とともに

神が住む」ニウトと観念されていた。末期王朝時

代にエジプトに到来したギリシア人たちは、当初

これらをひとしなみにポリスと呼んでいたが、プ

トレマイオス朝の統治下ではニウトのみが公式に

ポリスとみなされ、その他のデミはマケドニアや

小アジアのギリシア都市で集落を指すのに用いら

れていたコーメーの語で呼ばれることになった。

こうして、プトレマイオス朝がアレクサンドリア

（とプトレマイス）から支配するエジプトの領域

部は、観念的には「都市と村」によって構成され

るようになったのである 1。それでは、これらの都

市や村は、実際にはどのような景観要素によって

構成されていたのであろうか。本稿では、この問

いに答えるために、パピルス文書の検討から、プ

1　 周藤（2021）175.

2　 SB V 8257.　なお、この史料に現れるアコリスについては、一般に地名と解されてきており、たとえばヘル
ブルはコマノスがアコリスに基地を置いていたと述べているが、これが人名であることは既にクラリュス
が指摘している通りである。Hauben (1988) ; Clarysse (1991) 241-242; Hölbl (2001) 156; 周藤（2014）241-245; 
Fischer-Bovet (2014) 273-274.

トレマイオス朝エジプトにおいて集落の発展に果

たした港（ホルモス）の役割を再考してみたい。

1. アコリス遺跡とその港
2019 年度の研究報告で素描したように、報告

者が長年にわたって調査に従事してきた中エジプ

トのアコリス遺跡では、この集落の歴史的な動態

にナイル世界への玄関口としての港が大きく関

わっていたことが推測されている。パピルス文書

によれば、南部大反乱の最終局面において、アコ

リス遺跡の磨崖碑文にその名を残す在地エリー

トのハコリスは、叛徒を討伐するために派遣され

たプトレマイオス朝の将軍であり「王の第一の友

人」であるコマノスの指揮下にあった船の護衛に

あたっているが（前 187 年）、このことは彼の拠

点（その後、彼の名にちなんで前 2 世紀後半から

は「アコリスの村」と呼ばれるようになる集落）

が当時ナイルの水上交通における重要な軍事拠点

となっていたことを示唆している 2。また、前 2 世

紀末にアコリスで暮らしていたケファラスの子
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ディオニュシオスの家族文書集積によれば、彼は

アコリスとその近郊に駐屯する軍の関係者たちか

ら相当量のコムギを借りたうえで定められた期日

に「アコリスの港」で返却するという取引を長年

にわたって繰り返していた 3。

この「アコリスの港」については、それが都

市域の北端部に位置していたことが、これまで

の発掘調査によって明らかになっている 4。港そ

のものの遺構は確認されていないが、集落の南

の丘陵上に広がる採石場から切り出された石灰

岩の巨石がこの場所に並べられ、おそらく船積

みのために整形されていたこと、また、この石

材を運搬するための船がアレクサンドリアから

アコリスに運んできたと考えられる膨大な地中

海系のアンフォラの破片がここから出土するこ

とは、ヘレニズム時代を通じてアコリスに暮ら

す人々の生業を支えた港がこの近傍にあったこ

とを示唆しているのである 5。

古代エジプトにおける水上交通の重要性に照

らすならば 6、そこに成立したすべての都市や村に

は何らかの港が存在したはずであり、とりわけ集

落を示すもっとも一般的な語であるデミ（ヘレニ

ズム時代のギリシア人にとってのコーメー）が「波

止場」を意味する語から派生したと考えられてい

ることも 7、集落形成にあたっての港の重要性を裏

付けている。しかし、アレクサンドリアはもとよ

り、紅海に面したベレニケ（及びナイル流域から

3			周藤（2014）第 9 章
4   Kawanishi and Suto(2005); 周藤（2014）28-31.

5   この時代の石材の運搬に特化した船については、Hauben (2019) を参照。
6   プトレマイオス朝からローマ帝政期にかけてのナイル水上交通については、Arnaud (2015) を参照。
7   内田（2020）146.

8   Sidebotham and Gates-Foster (2019).

9   Kemp and o’Connor (1974); Herbich and Forstner-Müller (2013).

ベレニケに至る内陸交通路）のような海港に対す

る関心の高さとは対照的に 8、ヘレニズム時代にナ

イル流域の都市や村に付設されていたはずの港に

ついては、依然としてきわめて知見が乏しい。王

朝時代の場合は、テーベやテル・エル＝ダブアで

港が考古学的な調査の対象となっているが 9、ヘレ

ニズム時代については管見の限りそのような発掘

事例も存在しないようである。それでは、この時

代のパピルス文書からは、当時のナイル流域の港

について、どのようなことが分かるだろうか。

2. ベレニケの港
プトレマイオス朝の絶頂期とされる前 3 世紀、

プトレマイオス 2 世から 3 世の時代のエジプト領

域部の社会状況の解明にあたって、中エジプトの

ファイユームにある諸遺跡から出土したパピルス

が重要な史料となっていることは周知の通りであ

る。ファイユームでは、中王国時代に開発が試み

られていたモエリス湖周辺の沼沢地が、プトレマ

イオス朝の初期に大規模な干拓事業によって肥沃

な耕作地へと転換された。プトレマイオス 2 世の

姉であり妻ともなったアルシノエ 2 世にちなんで

アルシノイテス州と呼ばれるようになったこの地

には、ナイル流域の村落に住んでいたエジプト人

や海を渡ってギリシアや小アジアからやってきた

ギリシア人たちが盛んに入植した結果、各地に新

たな村（コーメー）が誕生することになる。その
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うちの一つであるフィラデルフィアの近くには、

プトレマイオス 2 世のもとで宰相を務めていたア

ポロニオスが王から贈与された土地があり、その

管理を任されていたゼノンが膨大な関係書類を手

許に集めていたことから、前 250 年代を中心とし

て、ファイユームとその周辺の地域に関する貴重

な情報が現代にまで伝わることになった 10。

これらのパピルス文書には、中エジプトを中

心とする多くの都市や村の名前が言及されている

が、興味深いことに、そのなかにははっきりと港

と名指されているものがある。その一つが、ベレ

ニケス・ホルモス（ベレニケの港）である。プト

レマイオス朝支配下のエジプトとその海外領には

プトレマイス、アルシノエ、クレオパトリスなど、

王家の構成員にちなんだ名称を与えられた多くの

都市や村が存在したことが知られているが 11、こ

の地名もその一つであり、プトレマイオス一世の

王妃ベレニケ（一世）にちなんで名付けられた（も

しくは改名された）ものであることに疑いはない。

ただし、このような都市や集落では、一般に王

や王妃に由来する名が主格で示された後に装飾句

が属格で後置されるのに対して 12、ここの場合は

例外的に港を意味するホルモスの方が主格で、そ

の前にベレニケの名が属格で付加されるという特

殊な命名法が採用されている点が注目される。こ

のことは、この場所が何よりも港としての機能に

10   Clarysse and Vandorpe (1995)

11	 	このような王族の名を冠した集落は、Dynastic settlements と呼ばれており、Mueller (2006) Appendix III に集成
されている。

12  このような名称を持つ代表的な都市が、プトレマイオス 1 世によってテーバイスに創設されたギリシア人の
都市、プトレマイス・ヘルメイウや、後述するプトレマイス・ホルムウである。

13   Pestman (1981) 481.

14   P. Cair. Zen 1. 59041-59045; P. Cair. Zen. 5. 59809; P. Lond.7 1940; PSI 5. 483, 487; PSI 7. 854. 

15  P. Corn. 1. Samuel (1963-4)　なお、エジプトにおけるヒマシ油の製法と利用法は、ヘロドトスによっても紹介
されている。Hdt. 2. 94. 

特化したものであったことを示すものかもしれな

い。後述するプトレマイス・ホルムウの場合とは

対照的に、この地名が略されるときにはベレニケ

ではなくホルモスと呼ばれていることも、その証

拠となるであろう。

残念ながら、ベレニケス・ホルモスの具体的な

場所については、おそらくメンフィスの北東、ヘ

リオポリスの近くにあったのではないかと推測さ

れているだけで、特定の遺跡と同定されるには

至っていない 13。しかし、ゼノン文書などのパピ

ルス史料は、ここが単なる港ではなく一定規模の

拠点集落でもあったことを示唆している。という

のも、一連のゼノン文書によれば、前 258 年の秋

にゼノンを赴任先のパレスティナからエジプトに

呼び戻した宰相アポロニオスは、翌年の 2 月初め

から 3 月中旬まで、ベレニケス・ホルモスに滞在

していたからである 14。

なお、このプトレマイオス 2 世の治世 28 年に

行われたアポロニオスによる領域視察に関して

は、この年のアペライオス月とアウドナイオス月

（前 157 年 1 月初めから 3 月初め）にかけて配給

されたキキ油（照明用のヒマシ油）の量をその配

給先とともに日ごとに記録した興味深いパピルス

が伝存している 15。基本的なフォーマットとして

は、日、配給先の名、その相手に対する配給量、

その日に配給したキキ油の総量の順で記載されて
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いるだけで、場所についてはとくに触れられてい

ないが、アペライオス月 29 日とアウドナイオス

月 1 日の項にだけ、「ベレニケス・ホルモスにて」

と註記されている。王や高官による視察は船に

よって行われるのが通例だったので 16、ベレニケ

ス・ホルモスのような港は、領域部に一定期間滞

在してそこを拠点に周辺の視察を行うのには、き

わめて適した場所だったと考えられる。ゼノン文

書から推察されるように、少なくともこの期間に

は、さまざまな人々が陳情などに訪れたために、

港の周囲には人通りが絶えなかったであろう。

3. プトレマイス・ホルムウ
ファイユームは幅の狭い回廊のような平地に

よってナイル平野と結ばれているが、この平地の

東端のラフーンには、現在、中王国時代にファイ

ユームの開発に取り組んだセンウセレト 2 世の日

干煉瓦のピラミッドが崩れかけた姿をさらしてい

る。ヘレニズム時代、ここには「港のプトレマイス」

を意味するプトレマイス・ホルムウと呼ばれる集

落が存在した。行政的にはアルシノイテス州東部

のヘラクレイデス地区に属するこの集落は、その

名が示す通り、確実にプトレマイオス朝のエジプ

ト支配にともなって新たに創設、もしくは改名さ

れた集落だったと考えられる 17。160 点以上にのぼ

るこの地に関するパピルスの内容は、いずれもプ

トレマイス・ホルムウがプトレマイオス朝の領域

支配、とりわけ現物（コムギ）による徴税にとっ

て欠かすことのできない重要な港として機能して

いたことを示唆しているが、なかでも興味深いの

16   Clarysse (2000) 41.

17  プトレマイス・ホルムウに関するパピルス史料については、Bonneau (1979) を参照。
18  SB 20. 14988; Herring (1989) 27-29.

が、穀物輸送船の船長（ナウクレーロス）が発給

した領収書である。ここではドナルド・ヘリング

による校訂によって欠落部分を補いながら、その

一例を見てみたい 18。

「愛父神夫妻であるプトレマイオス（4 世）と

アルシノエ（3 世）の子であるプトレマイオス王

（5 世）の治世 23 年ハテュル月 10 日、ゾイロス

の輸送船のナウクレーロスであるディオスクリデ

スは、彼がプトレマイス・ホルムウにおいて、ア

レクサンドリア〔の王室穀倉〕に納める治世 22

年の収穫物として、アヌビアス村の製粉所（エル

ガステリオン）の穀物担当官（シトロゴイ）であ

るヘリオドロスとアポロニオスから、税として

一五五〇アルタベのコムギを受け取って船積みし

たこと、その際、混ぜ物のないコムギを〔公式の〕

青銅の升と正確な標尺によって計量したこと、そ

してシトロゴイに対してこの件で訴えを起こした

りしないことに同意する。ご機嫌よう。治世 23

年ハテュル月 10 日」。

この史料は、前 183 年 12 月 16 日に、ファイユー

ムのアヌビアス村が納める税としてのコムギが、

プトレマイス・ホルムウで計量され、アレクサン

ドリアに向かう船に積み込まれたことを示してい

る。このように、ファイユーム各地の村から小舟

で運んで来られたコムギは、いったんプトレマイ

ス・ホルムウで陸揚げされ、ナウクレーロスのも

とで改めて質と量をチェックされた後に（その際

にこのような領収書がナウクレーロスによってシ

トロゴイに発給され、それが後に廃棄されてカル

トナージュ棺に転用され、結果として現代にまで
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伝わることになった）、他の村から運んで来られ

て同様の手続きを経たコムギと一緒に、彼の大型

の船でアレクサンドリアに運ばれていたらしい。

詳細な理由は不明であるが、この種の領収書を見

ると、アレクサンドリアに運ぶためのコムギの積

み替えは特定の時期に限定されたものではなかっ

たらしく、プトレマイス・ホルムウは、一年を通

じて村々からコムギを運んでくる小舟、それをま

とめてアレクサンドリアに運搬する穀物輸送船の

出入りで賑わっていたものと推測される。

なお、これらのナウクレーロスによる領収書に

関して興味深いのは、そこに現れるコムギの品質

と量の保証についての定型句に含まれる「青銅の

升と正確な標尺」という文言が、上述したアコリ

スにおけるケファラスの子ディオニュシオスの貸

借契約文書にも現れることである。後者は、明ら

かに公的文書ではなく私人間で交わされた（ただ

し公的な機関を介して結ばれた）契約文書である

が、そこに徴税の場合と同一の文言が現れること

は、ディオニュシオスがさまざまな軍の関係者か

ら借りたコムギの返済をアコリスの港で行ってい

たことを考え合わせるとき、きわめて示唆に富ん

でいる。

このように、プトレマイス・ホルムウに関す

る一連の史料は、遠隔地から政治的な支配を及ぼ

す王室への現物による納税というプロセスが、ナ

イル流域における水上交通の活発化を促したこと

で、港の機能を持つ集落の発展に少なからず寄与

していたことを例証しているのである。

19   P. Tebt. 1. 708 では、おそらくディオイケテスから発出されたと推測される指示書が、アフロディトポリテス州、
ヘラクレオポリテス州、オクシュリュンキテス州、キュノポリテス州それぞれの州知事らに宛てて送られて
いる。ヘラクレオポリテス州の集落については、Falivene (1998) を参照。

20   P. Berl.Zill. 1-2; Kruse (2011) 

4. ヘラクレオポリスとその港
ベレニケス・ホルモスやプトレマイス・ホルム

ウとは対照的に、後者から南に 15㎞ほどを隔て

たヘラクレオポリスは、王朝時代から雄羊の神ヘ

リシェフの聖地として知られており、プトレマイ

オス朝のもとでは重要な州都として機能していた

（図１）19。ここでは、南部大反乱（前 206-186 年）、

及び第 6 次シリア戦争によるアンティオコス 4 世

のエジプト侵入（前 169、168 年）、ディオニュシ

オス・ペトサラピスの反乱（前 165 年頃）などの

混乱からの在地統治の立て直しの一環として、プ

トレマイオス 6 世によって、在地から召集された

ミストフォロイと呼ばれる兵士が詰める要塞（フ

ルリオン）の整備が進められた 20。注目すべきは、

その際にヘラクレオポリスの都市内にあったフル

リオンの崩れた壁の修築に加えて、都市から西方

に 1.5–2 km ほど隔たったバハル・ユーセフに面

した港にも、新たなフルリオンが構築されたこと

である。

史料が限られているために、なぜこの時期に

ヘラクレオポリスにおいて都市（史料では港と対

比してメトロポリスと呼ばれている）のフルリオ

ンに加えて港にも独立したフルリオンが設けられ

ることになったのか、その事情は明らかではな

い。というのも、このフルリオンの司令官となっ

たディオスクリデス（上記のナウクレーロスの

ディオスクリデス、及びこのフルリオンの整備に

関連して現れるディオイケテスのディオスクリデ

スとは同名異人）のアーカイヴに含まれているの

は、主としてこの港の住民の間で生じた紛争に起
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因する嘆願書であり、そこから浮かび上がるのは

駐屯軍の長というよりはむしろ行政長官として地

域の治安維持にあたるフルラルコスの姿だからで

ある 21。しかし、ディオスクリデスのアーカイヴ

にトリヘーミオリアという軍船への言及があるこ

と、また、ヘラクレオポリスだけではなく、この

時期にヘラクレオポリテス州の他の村でもフルリ

オンの存在が確認されることは、この時期にとく

にナイルの水上交通の警備が懸案となっていたこ

とを示唆している 22。前節で見たように、港を介

した生産物の首都への輸送がプトレマイオス朝の

21   Kruse (2011) 259; Bauschatz (2013) 129-133.

22   Kruse (2011) 264.

経済を支えていたことを考慮すれば、王権側が相

次ぐ在地勢力の反乱の後にナイル流域のさらなる

掌握に力を注いだのは当然だったといえよう。

5. おわりに
ヘレニズム時代におけるナイルの水上交通は、

地中海に面したエジプトの最北端に都をおくプト

レマイオス朝にとって、まさに王国繁栄の生命線

であり、その秩序の維持は領域部の統治にあたっ

ての最大の課題の一つだったと考えられる。1902

年から 3 年にかけてラフーンで購入され、ヒーベ

図１　Google Earth で見る現在のヘラクレオポリス
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出土のパピルスとともに公刊されたプトレマイオ

ス 3 世時代の王令の下記の一節は、そのような王

権側の関心をよく示している 23。

「〔ナイル〕川を航行する者は、〔日中は〕……

定められた場所に停泊すべきこと。夜間は〔航行

してはならない？〕嵐のために〔定められた場所

以外の〕岸辺に船を停泊させた者は、ただちにし

かるべきところに出頭し、警察（フュラキテス）

にその理由と停泊した場所を告げること。このよ

うな通告を行った者に対して、警察は彼らがそこ

に停泊している間、彼らがいかなる襲撃をも受け

ないように護衛を派遣すること。王から派遣され

た者が急いで船を進め、夜間の航行を望むときは、

それに付き添って護衛すること」。

本稿でとりあげたのは、そのようなナイルの水

上交通に関する史料のごく一部に過ぎないが、そ

こからは、エジプトにおける港と都市化について

貴重な示唆を得ることができるであろう。
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長 谷 川  奏
早稲田大学総合研究機構

砂丘景観の形成と遺跡テリトリー
－コーム・アル＝ディバーゥ遺跡の堆積層から－

はじめに
エジプト西方デルタ調査隊の研究対象である

コーム・アル＝ディバーゥ遺跡 (Kom al-Diba‘) の

地理的位置は、第 26 王朝が建設したギリシア人

の交易都市ナウクラティスと、地中海沿岸の海運

を一手に担ったカノプス支流の流路にも近く、当

初は同王朝の強い影響下にあったと推測される。

アレクサンドリアが建設されてからは、当該地は

首都圏に近接した場として、外来政権が地域権力

を掌握する過程での最初期の重要拠点であったと

思われる。しかしラシード支流の恒常的な氾濫の

場であったがゆえの生産性の低さから、伝統的な

古典考古学の場では、その重要性が見過ごされ

てきた。実際のところ、潟湖周辺には海進に由

来する強い塩基性土壌が残され、灌漑省によっ

て開発されたのは 1960 年代になってからである

(Zaghloul-Bersiq Irrigation Project/ Buhaira)。 さ て、

私たちは、この湖沼地帯における人々の暮らしぶ

りを復元するために、イドゥク湖の南側の一角に

あるコーム・アル＝ディバーゥ遺跡を選定した。

同遺跡は、2003 年に英国隊がごく簡単な地表面観

察を行ったが、基本的に未調査の遺跡である。こ

れまで分布調査と物理探査を進め、ここにヘレニ

ズム時代の神殿周域住居 (Temple Precinct) の存在

が推測されたために、この 2 年ほどは、発掘調査

に移行するための準備と遺跡景観の復元研究 ( 図

1) を進めてきた。本稿は、2019 年、2021 年のト

レンチ調査に関連し、砂丘景観の形成と遺跡テリ

トリーに関わるトピックを報じるものである。

１. 砂丘集落の堆積層
コーム・アル＝ディバーゥ遺跡における 2 年

間のトレンチ調査では、東西 20 m × 南北 20 m

の 400 ㎡のエリア内で、計 32 の 2.5 m × 2.5 m の

グリッドが、地表面から無遺物堆積層になるま

で掘り下げられた（以下の情報は、SCA に提出

した 2 つの終了報告から引用する）。これらのグ

リッドの層位は、おおよそ以下の 3 層に分類さ

図 1   遺跡景観の復元図
( 作画 : 西本真一・日本工業大学教授 )
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れた（図 2）。第 I 層はシルト層であり、地表面

からおおよそ –110 ～ –130 cm の深さまで堆積し

ている。このシルト層の中には、塩分の粒子が

密にみられるものや、土器片に加え、炭化物・

石膏紛・煉瓦片・骨片の混入が極めて顕著に観

察される ( 図 3)。またたたき面が炉として用い

られたことにより、焼土の広がりが観察される

面も多々みられた。土器片として取り上げられ

たものの中には、ヘレニズム時代～ローマ時代

のランプ片も含まれており、これまでの分布調

査で地表面から取り上げられた遺物から観察さ

れる年代観（ヘレニズム時代～後 3 世紀あたり

が最も主要な活動時期か）とおおよそはずれな

い年代的位置にあると思われた。一方で、A5C

グリッドから出土したアンフォラ把手は、ヘル

メスの杖とカドケウスの名が刻されたもので、

ロードス地域との交渉を窺わせるものであり、

神殿周域住居の形成年代を考えていく重要な資

料 と な っ た。 第 Ⅱ 層 は、–110 ～ –130cm か ら

–180 ～ –210cm ほどまでの位置に堆積する層で、

ごく部分的にシルト土や土器片などが混入する

砂層であるが、焼土などが残る面はみられない。

おそらく、この層の下層である第 Ⅲ 層が第 Ⅰ 層

と混じったことにより作られたものと考えられ

る。そして –180 ～ –210cm 以下が、黄色の風成

砂からなる無遺物層である（図 4）。図 2  トレンチ内の堆積層断面

図 3   第Ⅰ層に含有される土器片 図 4   第Ⅱ層、第Ⅲ層の堆積状況



151

研究成果報告 2021 年度
A02 計画研究 03

２. 海岸べりと内陸部湖畔の砂丘堆積
本研究対象地域であるラシード～イドゥクの

沿岸部は、エジプトの砂丘景観の中では最も代表

的なものの一つであり、海岸べりと内陸部の湖

畔に形成された砂丘は、遺跡テリトリーともなっ

ている（図 5–7）。一般的に海洋沿岸部の砂丘形

成の歴史においては、氷河期の訪れで海水面が低

下してくると内湾は陸化し、湾に堆積していた

砂は干上がって低地となりこの低地を飛砂がお

おって古砂丘を形成した段階がまず推測される。

その後、世界的に温暖となり海水面の上昇した時

期には、河川による侵食も弱まり、砂礫の搬出量

も減少したため、砂丘形成作用が衰え、飛砂が

おさまって、砂丘には植物が繁茂するようになっ

た。しかし、近年の研究では、完新世においては、

何回かの顕著な気候変動事変が認められ、それに

伴って、湖沼水位変動などの乾湿環境の変化が

生じたことが明らかとなっている。一例として、

トルコ中部では、最終氷期最盛期には湿潤環境と

なり、多くの湖沼湖盆で、湖域の拡大が認められ

たが、ヤンガードリアス期以降、完新世初期に急

激な乾燥化に転じ、コンヤ盆地をはじめほとんど

の地域で、湖域の縮小が確認されたことが報告さ

れている。その一方で、前 4500 年頃から再度湿

潤化が始まり、湖域拡大と湖水の塩分低下が認め

られたとされる分析も注目される。この現象は、

エジプトのカルーン湖においても、東京大学が採

集した湖沼ボーリングコア資料の分析からは、ト

ルコ中部地域とほぼ同時期に、湖水の変動が見ら

れたとされる。上記のコーム・アル＝ディバーゥ

図 5  遺跡周辺の地形断面模式図
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遺跡の堆積層は、こうした時間軸を反映したもの

と思われる。

３. 気候の温暖化と湖面の淡水化
エジプト西方デルタ調査隊の地理学研究班は、

2012 年夏にカイロ大学地質学教室と共同で、ボー

リング調査を行い（図 8, 9）、分析資料は日本に

輸送し、珪藻分析と花粉分析はパレオラボに依頼

した。試掘の深さは 15 m ほどであり、3 本の試

掘を行った。イドゥク湖南部に広がる湖岸低地に

位置するポイントの堆積物の底部に近い –14.5 m

地点の植物遺体の年代測定を行ったところ、暦

年較正用年代　5259 ±24 (yr BP ±1σ) BP であっ

た。有機質粘土堆積物から検出された珪藻化石

は、海水種が 5 分類群 3 属 5 種、汽水種が 5 分類

群 5 属 5 種、淡水種が 38 分類群 17 属 28 種 1 変

種で、珪藻化石は、海水域において 1 環境指標種

群、汽水域において 1 環境指標種群、淡水域にお

いて 5 環境指標種群に分類された。こうした環境

指標種群の特徴から、主に干潟～最下流河川～湖

沼～沼沢湿地環境が推定できたのである。また花

粉分析では、検出された花粉・胞子の分類群数は、

図６   海岸べりの砂丘景観 図７   内陸河畔の砂丘景観

図８  ボーリング調査の作業風景 (2012 年 ) 図 9   コア資料の準備 (2012 年 )
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樹木花粉 1、草本花粉 8、形態分類のシダ植物胞

子 2 の総計 11 であった。検鏡の結果、樹木花粉

ではコナラ属コナラ亜属が、草本花粉ではガマ属

と共に、カヤツリグサ科（実態はアフリカ北・中

部原産のパピルスか）が最も多く検出された。花

粉化石は、大部分が草本花粉からなり、樹木花粉

がほとんど含まれていなかったため、堆積場所周

辺は樹木がまばらな開けた場所で、草本類主体の

植生が広がっていたと思われた。また堆積場所周

辺にはガマ属が生育できるような水域が存在して

いたと考えられたのである。トレンチ調査のセク

ションでみられた風成黄色砂（第 Ⅲ 層）の堆積

がなくなり、シルトと砂層が混じる層（第 Ⅱ 層）

に移行していく経緯は、このイドゥク湖に淡水環

境ができていく現象と連動しているように思わ

れる。

おわりに
私たちがこれまで作成してきた遺跡の景観復

元図（図 1）は、当該遺跡の活動のいわば最盛期

において、神殿周域住居が作られていた点を示す

点で、復元考察の重要な手掛かりとなる。しかし、

それらの遺構が建てられているシルト層は、下部

の砂層を完全に覆ってはいるものの、これが厳然

とした砂丘集落であったことをトレンチの堆積層

は示している。こうした砂丘集落の多くが、近代

の開発が進行する過程で削平され、果樹園等に変

貌して消え去っていったことは、地域全体の復元

に深く関わる問題である。今後の発掘調査は、砂

層の上部に堆積したシルト層（第 Ⅰ 層）に集中し

て行われるが、その前史とも言える砂丘の形成史

に関わる層（第 Ⅱ 層、第 Ⅲ 層）こそ、遺跡環境

の変貌を物語る最も重要な側面を映し出すもので

ある。
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堆積物柱状試料と地形からみる
メソポタミア下流域の堆積環境の変遷と塩害

はじめに
メソポタミア下流域は、世界最古の都市とみな

されているウルクを始めとする、シュメール人古

代都市国家群の揺籃の地として知られている。し

かしながら更新世末期、およそ 2 万年前の最終氷

期最寒期には、この地は海水準から 120 m 付近

の標高にあり、干上がったペルシャ湾の向こうの

インド洋から遠く隔てられていた（図 1）。ペル

シャ湾は長さ 1,000 km に及ぶ長大な海であるが、

その平均水深は 50 m、最深部でも 90 m にすぎな

い。寒冷であった最終氷期には海水は大陸氷床の

氷として蓄えられるようになり、海水量が減少す

ると長期間にわたる海退によってペルシャ湾は離

水し、陸地化した範囲はホルムズ海峡を越えてオ

マーン湾の西部まで達していたと考えられる（図

1）。干上がったペルシャ湾にはチグリス川とユー

フラテス川を合流した大河川が流れ、こんにち古

代都市国家遺跡群がその上に分布するメソポタミ

アの広大な氾濫原は当時には存在せず、侵食が進

んで深い渓谷を作っていたであろう。

最終氷期最寒期からの急激な温暖化によって

大陸氷床は縮退し、氷床に蓄えられていた水は海

に戻って海水準は上昇し、およそ 6,000 年前のヒ

プシサーマル期までには現在の海水準とほぼ同程

度に達していたと考えられる。このとき前進する

海水面はチグリス・ユーフラテスの侵食谷を満た

し（図 2）、やがてそこに河川を通して運ばれて

きた堆積物がたまって、現在のメソポタミアの氾

濫原を形成した。したがって、海進期以降のメソ

ポタミア氾濫原への人類の進出が、堆積作用が

進むにつれて南部の下流側へと進行していくこと

は自然の流れであり、このことはナトゥーフ文化

や新石器時代の遺跡が肥沃な三日月地帯と呼ばれ

るメソポタミア周辺の丘陵・山岳地域に集中して

いるのに対して、ハッスーナ期 / サマラ期からウ

バイド期、そしてシュメール人の都市国家群が築

かれはじめるウルク期にかけて文明の中心が下流

側に移動してきたパターンにも如実に現れている

（図 1）。シュメール王名表（https://en.wikipedia.

org/wiki/Sumerian_King_List）は大洪水以後メソポ

タミア下流域に栄えた王朝のうち、北側のキシュ

第一王朝 23 代からウルク第一王朝 12 代を経て、

更に南側のウル第一王朝 4 代の王名を記録してい

るが、キシュの 23 王の在位期間 140 年から 1,200

年に渡り、ウルクの 12 王は 5 代目のギルガメシュ

までは 100 年超の在位が記録されているのに対し

て、6 代目以降の在位期間は 36 年以内、ウルの

4 代は 25 年から 80 年と、現実的な数字に収束し

ていく。このような傾向も、北側に古くから栄え

た王朝（都市国家）は多分に神話的な要素（ある
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いは大洪水以前の王位在位期間に見られる誇張；

Harrison,1993）を残しているのに対して、南側に新

興した王朝（都市国家）では神話的要素が希薄化

する、といった見方もできるかもしれない。もっ

とも第２王朝になってもありえないほど長い在位

期間を記録しており、前田（1982）によって “ 初

Pleistocene drainage channels
Depression/paleolake basin
Emerged continental shelf (LGM)

River gravels

Pleistocene paleo-geography 

Caltures

Neolithic sites
Natufian

Hassuna-Samarra

Ubaid

Mediterranean

Red
Sea

Caspian

Nile

Arabian Sea

Gulf of 
          Oman

Euphrates
Tigris

Fig. 2

 Halaf
Fig. 4

図 1    現在からおよそ 100 万年前の更新世後半からは 10 万年周期の氷期−間氷期変動が卓越し、およそ 43
万年前から始まった mid-Brunhes transition 以降、間氷期はより暖かくなった。暖かい間氷期にはインド洋
モンスーンの影響は紅海とペルシャ湾の最奥部まで拡がり（Butzer, 1995）、今は砂漠と化しているアラビア
半島には大河が流れてペルシャ湾に注ぎ込んでいた（Rose & Usik, 2009）。現在のバスラやカルバラの西方
からもこれらの河川が流れ込み、扇状地を形成してメソポタミヤの渓谷を狭めた。更新世末期の最終氷期最
寒期には海水準が 120 m 低下し、黄色で示した大陸棚が陸化した。このときには、それ以前の間氷期に発
達したメソポタミア氾濫原の平野が侵食され、深い渓谷を作っていた。
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期王朝時代に該当する王朝では、神話的伝説的伝

承に依拠していると思われ、（王名表は）史料たり

えないのである ”、と指摘されているとおりである。

いっぽう、更新世末期にメソポタミア下流域の

谷底において、あるいは干上がっていたペルシャ

湾において人類の活動があったとしても、それら

の痕跡は厚い氾濫原堆積物の下に埋もれている

（例えば Lees & Falcon, 1952）か、ペルシャ湾の

海中に没していることになる。それでは、最終氷

期最寒期以降の海進が進む中で、メソポタミア地

方では実際にどのように堆積作用が進行したので

あろうか？本稿では、堆積物柱状試料と地形情報
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図 2    ヒプシサーマル期のメソポタミア下流域の古景観と流路・水路の発達。水色で示した部分は、ウバイド
期に海水の侵入が見られた地域。当時の海水準は現在とほとんど変わらない（本文および図４b 参照）ので、
最終氷期に下刻された谷への海水の侵入によって海進は生じた。赤線は水が流れているチグリス・ユーフラ
テス川の水系。青線は放棄された古流路あるいは水路（Jotheri の原図による。Altaweel et al., 2019 参照）。黒丸：
本文で言及した古代都市、黒四角：代表的な現代都市の位置。現代都市位置の脇に示す数字は、チグリス・ユー
フラテス川の水面の標高。緑色：標高 30~60 m、黄色：標高 60~90 m、茶色：標高 90~120 m。赤星印は図
6 に示したロガー試料の採取地。
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からこのトピックについて考察する。

柱状試料からみたメソポタミア氾濫原の堆
積速度変化と完新世海水準変動

メソポタミア下流域では、石油の試錐も含め

て多くの掘削がなされている。しかしながら、石

油採掘をめざした試錐はより深部の地層をター

ゲットとしており、浅い部分には孔壁の崩壊を防

ぐケーシングを入れるため、本論で扱うような第

四紀、ことに完新世堆積物の科学的情報を石油掘

削孔から得ることはほとんどできない（例えば

Sassikian, 2013）。

その中にあって Yacoub (2011) は、1975 年から

1981 年にかけてバグダッド以南のメソポタミア

下流域で行われた、第四紀層序をターゲットとし

た掘削試料のデータをコンパイルし、バグダッド

付近では標高 -50 m 程度まで段丘堆積物、扇状地

堆積物、河川堆積物主体の第四紀層が分布して

いるのに対して、南側では標高 -120 m、部分的

に -140 m に達する深度まで第四紀層が分布して

いることを報告した（図 3）。また、海進期にあ

たる更新世末期から完新世初期にかけては石膏の

析出を伴う斜面堆積物やシート状の堆積物が、さ

らに完新世には緯度ごとに堆積環境を変えながら

河川堆積物、湖成堆積物、三角州や海洋性堆積物

が分布することを報告した。また、ハンマール湖

（Haur al-Hammar）付近の湿地地帯では、最も深

いところで標高 -20 m 付近まで完新世氾濫原堆積

物が堆積しており、とくに完新世海成堆積物であ

る Hammar 層は、西はユーフラテス川沿いのナシ

リヤから、東はチグリス川沿いのアマラ付近まで

に分布しており（図 3）、6,000 年ほど前にはこれ

らの地点まで海水が達していたこと（図 2）が確

認された。ただし、これらの堆積物の詳細な年代

は明らかにされておらず、これらのデータに基づ

いて最終氷期最寒期まで遡る古景観の復元を試み

た例（Al-Sheikhly et al., 2017) もあるが、成功し

ているとは言えないようである。 

より詳細な完新世堆積物の調査は、地域的に偏

りがあるものの、考古学者によってなされてきた

感がある。たとえば、Wilkinson (1990) はウルク

付近で、Verhoeven (1998) はバビロン付近で、東

西方向のトランセクトに沿って最深 7 m のロガー

試料を稠密に採取して堆積学的な記載を行い、古

景観の復元と流路の変遷を明らかにすることに

ある程度成功している。ただし年代コントロー

ルに乏しく、堆積速度の議論まではしていない。

Wilkinson & Jotheri (2021) は、ニップール北東の

水路 − 氾濫原堆積物断面のから得られた遺物の年

代と発掘深度から、およそ 3,000 BC 以降の平均

堆積速度を 0.51–0.73 mm/y の、さらに下流側の

アダブ南東の堤防セクションからは炭質物の 14C

年 代 を 用 い て、5,990–5,905 cal BP か ら 540–505 

cal BP までの平均堆積速度を 0.49–0.51 mm/y と見

積もった。これに先立って、Wilkinson (2003) は

北部のディヤラで 1.35 mm/y の、ニップールで 0.74 

mm/y の、南部の平原地帯で 0.2 mm/y の堆積速度

を報告している。Altaweel et al. (2019) はバグダッ

ドの南側でロガーを用いて 6 m 深の堆積物試料を

採取し、１万年 BC を超える 14C 年代を報告して

いる。年代測定を行った試料の採取深が記載され

ていないために正確な平均堆積速度を計算するこ

とができないが、大雑把に見積もっても堆積速度

はニップール地域で Wilkinson が報告した値とほ

ぼおなじと考えられる。

Wilkinson (2003) が示したように、平均堆積速

度は下流側で遅くなる傾向にあるようなので、こ

こでは Jotheri et al. (2018) のデータを用いて、よ
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り下流側のウルクにおける堆積環境と堆積速度

の変化を検討してみよう。Jotheri et al. (2018) は

ウルクの東方 20 km 地点でロガーを用いて標高

8 メートルから -5 m までに達する M38 孔を掘削

し、7,750–7,600 BCE の最下部にいたるまで、淡

水環境であったことを示した（図 4）。ウルク近

郊で Jotheri et al. によって掘削された 5 本のロガー

試料（図 4a, c）のうち、14C 年代が得られている

3 本について横軸に年代値を、縦軸に深度をとっ

てプロットすると、図 4b のように時代ごとの堆

積面高度を得ることができる。この図から、最も

深い M38 孔でもおよそ 8 千年前以降は現在の海

水準よりも高い位置で堆積作用が生じていたこと

が推定できる。いっぽう、完新世の海水準変動に

ついて言えば、米国海洋大気庁（NOAA）による

海水準変動曲線（http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/

ctl/clisci100k.html）はヒプシサーマル期に現在よ

りも 3 m 程度海水準が高かったことを示唆して

おり、これに従うとヒプシサーマル期のごく一部

の期間に海水準が堆積面高度よりも高くなった可

能性がある（図 4b）。しかしながら、ペルシャ湾

や紅海ではヒプシサーマル期の数メートルにも及

ぶ海水準の上昇を支持するようなデータは得られ

ていないようである。Mornar (2015) はカタール

の海岸で隆起した砂嘴の標高 0.3 m の前縁部にお

よそ 5,000 cal.yrs BP に発達したと考えられる海

岸侵食地形を見出し、ヒプシサーマル期にはペル

シャ湾の海水準は 0.3 m 高かったこと、そしてこ

の僅かな海水準の上昇が当時海に面していたウル

の河川システムの変化をもたらしたことを提案し

た。しかしながら現在の標高から考えて、この小

さな海水準変動がより上流側のウルクに影響を与

図 3   メソポタミア最下流域の地質断面（Yacoub, 2011）。完新世の初期には海水が侵入し、三角州−海成
堆積物を堆積させた。
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図 4    ウルク付近での時代ごとの堆積面高度の変遷と平均堆積速度の導出。a: ウルク付近で得
られた堆積物柱状試料の採取地点（Jotheri et al., 2018）。b: M38 孔、M25 孔、BH38 孔で得ら
れた 14C 年代から導出される平均堆積速度。ロガー試料であるため、深度の誤差は数十 cm あ
るものと考えられる。いくつかの見積もりに基づく海水準変動曲線も示している。c: ウルク近
郊で得られたロガー試料の堆積相と年代測定位置（Jotheri et al., 2018）。
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えた可能性はない（図 4b）。紅海からもたらされ

た浮遊性有孔虫の酸素同位体比のデータも海水準

はそれほど高くなかった（Bailey, 2009）ことを示

しており、どちらにしてもウルク付近での淡水環

境は侵されなかったことを支持する。

図 4b から平均堆積速度を見積もると、この地

域の平均堆積速度はヒプシサーマル期までは 2.3 

mm/y と非常に早かったものの、最近の 2,000–

3,000 年はおよそ 1/10 に減速した事がわかる。信

頼できる堆積速度を見積もることができたのは

M38 試料のみであり、このような数少ないデー

タが示すいくつもの可能性のひとつとして、掘削

地点から流路が遠のいたことによって、あるいは

堆積盆の位置がより下流側に移動することによっ

て、平均堆積速度が遅くなった可能性があげられ

る。他の可能性として、完新世の降水量変動があ

げられる。アラビア半島から東地中海沿岸域から

得られた環境指標をコンパイルすると、氷床に氷

として固定されていた水が急激な温暖化によって

海に戻りつつあった完新世の前半は降雨量が多

かったのに対して、完新世後期は全般に乾燥化が

進み降水量が少なくなったことが指摘されている

（Anma & Maruoka, 2017）。メソポタミア下流域の

ウルク近郊でも、完新世前期は多量の降水によっ

て盛んな堆積作用が生じていたのに対して、完新

世後期には乾燥化に伴う流量減少によって堆積物

の供給が遅くなった可能性がある。

Jotheri et al. のデータから試算されたウルク付

近での最近２千年間の平均堆積速度は 0.3 mm/y

以下であり、Wilkinson (2003) が南部平原で示し

た値（0.2 mm/y）とほぼ一致する。これまでに得

られたデータからは、上流側から下流側に向かっ

て、また時代が下るに従って、平均堆積速度は低

くなる傾向にあるようである。

メソポタミア下流域の河川と古流路の分布
から見た堆積環境と古景観

上流側から下流側へと進行する堆積環境の変

化を検討するため、ヒプシサーマル期のメソポタ

ミア下流域の古景観と流路・水路網の発達を詳し

くみてみよう。図 2 でペルシャ湾から北側に広が

る水色で示した部分は、メソポタミアの歴史の中

ではウバイド期に当たるヒプシサーマル期に海水

の侵入が見られた地域を示している。この時期の

海水準そのものは Mornar が見出したように、現

在よりもわずかに 0.3 m ほど高かっただけと考え

られるので、この海進は主として最終氷期に下刻

された谷への海水の侵入によって起こったのであ

ろう。この時期、チグリス川とユーフラテス川の

主要河道（現在の流路を赤線で示している）は合

流することなく直接ペルシャ湾に注ぎ込んでいた

であろう。

チグリス・ユーフラテス水系で時代とともに

進行していった堆積作用の様子は、放棄された古

流路と主要河道から分岐する水路（図 2 の青線：

Jotheri の原図から転写、Altaweel et al., 2019 も参

照した）のパターンを見ることによって推測する

ことができる。青い線の繋がり方に注目すると、

まず目につく特徴は流路の下流側への分岐が全体

に渡って見られることである。一般に川は上流側

に広がる流域に葉脈状に発達する支流の水を集め

て流れるので、流路は上流側に分岐していくのが

普通である。メソポタミア堆積盆に見られるよう

な下流側へ分岐する流路は、扇状地や三角州とし

て知られるような、頻繁なアバルジョンを伴う地

形に発達する。アバルジョン（avulsion）は流路

の変更を伴う土地の自然分離をさすが、アバル

ジョンが起きるたびに既存の自然堤防からの越流

や決壊、流路の変更に伴う水利の劇的な変化、新
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たな河道と自然堤防の形成、といった一連の現象

を伴ういっぽうで、取り残された旧河道は地形的

レリーフとして地表面に記録されることになる。

ウバイド期に浸水していた領域にも古流路が下

流側に分岐していく様子が延長しているが、これ

らは三角州が次第に前進することによって陸化が

進んでいったことの証拠である。いっぽう古水路

の伸びていく方向は、陸化が進んでいった方向を

示す。

更に上流側では堆積作用はどのように進行し

ていったであろうか？前述したように、ウルク以

北では完新世以降は淡水環境にあったようであ

る。いっぽう、下流側に分岐する古流路・古水路

のパターンはメソポタミア堆積盆地一面にわたっ

て分布しており、バグダッドの北側においてさえ

認められる。図の北端のチグリス川流域では、地

形の高まりの張り出しに広がるように分岐が発達

しており、緩やかな扇状地であることがわかる。

それよりも南側のメソポタミア堆積盆の傾斜は非

常に緩やかで、ペルシア湾からバグダッドまでの

距離が 450 km に対して標高差は 28 m にすぎず、

京都盆地の南端と北端の標高差の半分もない。関

東平野（東京湾から 110 km 程度離れた前橋や宇

都宮で標高 100 m）よりもよほど平坦な地形の中

に、これほどの数の古流路・水路が発達している

わけである。

一般に河川によって運ばれる土砂は上流の山地

から供給されるので、山地に近いところでは粗く、

遠く地形の緩やかなところでは細かい粒子が堆積

する。メソポタミア堆積盆地は供給源から遠く離

れており、堆積物の粒径は細かいものがほとんど

である。そして、アバルジョンを起こしながら新

たに土砂を供給するような急激な変化は、ごく稀

に生じる洪水によるものだと考えられる。いっぽ

う、数千年間に渡って脈々と行われてきた灌漑施

設や水路網の整備に伴う自然流路の改変は、考古

学者の目をよりひきつけてきたようで Jacobsen & 

Adams (1958) などはつとに、運河の底に溜まった

土砂を定期的に掻き出して、運河の周りに堤防を

作り、それが雨風によって周囲の平坦地に再堆積

するメカニズムの重要性を指摘している。また、

灌漑水を流すこと自体によって生じる堆積物の供

給にも言及し、沖積層の北端では最後の 5 千年間

に 10 m のシルトが堆積したとしている。

バビロンの緯度で見ると、東西方向の水路が

よく発達していることが読み取れる。Verhoeven 

(1998) も指摘しているように、同じ緯度で現在の

チグリス川とユーフラテス川の河床高度（図 3 の

四角記号で示した代表的な現代都市の位置の脇に

示す数字）を比較すると、ユーフラテス川の河床

高度はチグリス川よりも常に高く、ユーフラテ

ス川からチグリス川に水が流れていたことを示唆

する。人口に膾炙しており手軽に読めるメソポタ

ミア地方の地誌としてクセノポンとアレクサン

ダー大王の 2 つのアナバシスの記録がある。紀元

前 400 年前におこった事件を扱ったクセノポン

の「アナバシス」には、現在のシリアでユーフラ

テス川に入ってクナクサで負け戦をし、チグリス

川を遡行してファン湖の北側で山越えをして黒海

沿岸のトラブゾンに至り、最終的にギリシアに帰

還するまでの経緯が記録されている。これは基本

的に敵中突破の記録であって川は渡河する対象と

して描かれており、そこから得られる自然地理学

的な情報は多くはない。いっぽう、アッリアノス

の著した「アレクサンダー大王東征記」は、征服

者として、クセノポンからおよそ 70 年後のメソ

ポタミア地方の実情をつぶさに見聞した記録であ

り、当時の地形や人々の営みについて貴重な情報
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を与えてくれる。それによると、“ ティグリス川

の方は、エウプラテス川よりもかなり低いところ

を流れていて、エウプラテス川からたくさんの運

河を引き入れ、・・・・水量を増やし、やがてペ

ルシア海へと注いでいる ”　“ この川（チグリス

川）筋では土地は水面よりも高く、運河によりあ

るいは支流によって、川水を分けるということが

ない、それどころか逆にそうした水路をこちらに

取り込んでいるのであって、この川筋ではどこも、

川から水を引いて土地を灌漑することができない

のである ”　“ エウプラテス川の方はもっと高い

川床を流れていて、その川縁は川筋のどのあたり

を取ってみても、周辺の土地と同じ高さであり、

たくさんの運河がこの川から造成されている。そ

れらの運河のなかには、いつも水が通っていて両

岸の住民たちが、常にそこから取水しているもの

もあればまた、なかには周辺住民に水不足が生じ

たときにだけ、頃合いを見て土地の灌漑用に水を

通すものもある ”　“ このようにしてエウプラテ

ス川は、流れるにしたがってしだいに水量が乏し

くなり、かくてついにはかの沼沢地で流れを止め

てしまうのである ”。

このように、東征記は運河（それが自然流路

を利用したものであれ、人工的なものであれ）が

ユーフラテス川からチグリス川に向かって通じて

いたことを記録しており、当時から現在に至るま

で、両河川の相対的な地形学的位置関係に関して

は大きな変化はないようである。いっぽう東征記

は “ おおよそプレイアデスが沈むころになって雪

が解け去ってしまうと、エウプラテスはその水量

が減少するが、・・・ポッラコパス（運河）をふ

たたび閉鎖してやらなければ、エウプラテス川は

ために乾上がり、結果的にアッシリアの土地も本

流によっては灌漑されなくなってしまう ”　“ そ

こでバビュロニアの太守もエウプラテスの川水が

ポッラコパスに流れ込むその入口を堰き止めるの

にはいつもたいへんな努力を払ったのだった。水

路を開く方法はしかし造作なかった。その地方が

やわらかい粘土質で、その大方は泥土だったから

だ。ただ、そのためいったん川水を迎え入れたと

なると、水の流れを元（のエウプラテスの川筋）

にもどすことの方は、容易なわざではなかった。

一万人を超えるアッシリア人がその重労働に取り

組んで釘づけされること、何時も足かけ三か月に

およんだのである ” と、雪解け期の洪水を防いだ

り、灌漑を維持するための当時の土木工事の困難

も伝えている。20 世紀中庸まで行われていた巨

大な葦束を川水に放り込んでの堰提づくりの様子

（Rost, 2019) や、またウバイド期以降のメソポタ

ミアの治水（Rost, 2017）の様子は、東征記の述

べるところと大きく異ならないようで、土木技術

の洗練化は常に行われていたであろうが、そのや

り方の大元は数千年にわたって変わることなく継

続していたように思われる。

これらの記述に見られるように、長い年月をか

けた人為的な水路の改変がメソポタミア堆積盆中

央部の堆積システムに大きな影響を与えたことは

明白である。治水には多大な人力を必要としたこ

とから、王権の強弱によっては思いもよらぬとこ

ろに河道が長期間に渡って固定されてしまうこと

もあったであろう。治水に十分な労力を費やすこ

とができなければ、自然洪水のたびに河道の変更

を伴うアバルジョンがおきたであろう。新たに運

河を開削する労力やそれを維持する労力を考える

と、自然堤防に囲まれた水路に水を引き直すほう

が経済的であったであろう。経済的な合理性を考

えれば、人為的な開削はむしろ排水路の維持のた

めに費やされたかもしれない。人工的に開削・維
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持されてきた運河や水路が、どの程度まで自然堤

防や流路を利用しているかについては、更に詳し

い地形学的な検討が必要であろうが、地形に残さ

れている流路の分岐パターンからは、取水用水路

の多くの部分は自然堤防に囲まれた古流路を利用

しているように思われる。

この章の最後に歴史時代のメソポタミア地方

最下流部の変容について考察したい。この地方の

中心都市であるバスラは、紀元 7 世紀前半にイス

ラムの軍営都市として建設され、現在ではイラク

第二の都市として繁栄しているが、この地域が陸

地化したのはこの時代から遡ること、数百年前

のことに過ぎないようである。De Morgan は古代

遺跡の位置やアレクサンダー大王が分遣した将軍

ネアルコスの航海記述を元に紀元前 325 年ころの

ペルシャ湾の海岸地形を復元した（図 5: 出典は

Lees & Falcon, 1952)。De Morgan の仏文原典にあ

たる機会をまだ得ていないが、Lees & Falcon や

織田（1959）によると、湾入部にはいくつもの島

があり、この時代のチグリス川とユーフラテス川

は合流することなくペルシャ湾に注いでいたよう

である。図 5 に示されているメソポタミア堆積盆

最南端部は、南西側から張り出す後期更新世の扇

状地（図 1 参照）によって狭められていたが、de 

図 5    de Morgan がネアルコスの航海記の記述から推定した当時の古地理（Lees & Falcon, 1952）。
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Morgan はイランから南流するカラン河の三角州

の進出が著しく、最終的に古ペルシャ湾の湾頭部

を閉塞して陸化し、その結果としてハンマール湖

が上流側に形成されたと考えた。いっぽう、Lees 

& Falcon はハンマール湖の成因について地盤の相

対的沈下の可能性も指摘している。この地域はア

ラビア半島衝突の影響を受けている地域で短期的

な地殻変動の影響も完全には排除できず、またメ

ソポタミア堆積盆への堆積物負荷の増大によるア

イソスタシーの影響も若干あると思われるので、

ペルシャ湾の海水準変動の問題とあわせて、その

詳細な発達過程については、なお検討を必要とす

るところである。

南部湿原地域のロガー試料
2020–2021 年度のプロジェクトとして、海水準

変動とメソポタミア最下流部での堆積作用、そし

てそのような環境下での都市の発達過程を、堆積

環境や堆積速度の変化、堆積物に含まれる金属

元素の濃集度異常（つまり都市鉱山化の進展）か

ら理解する目的で、ハンマール湖近傍で淡水環境

から海水環境に達する堆積物柱状試料（ロガー試

料）を得ることに成功した。コロナの蔓延に伴う

行動制限、国境を超える貨物郵送の困難、輸送費

の高騰などにより計画は遅延を重ね、当初予定し

た規模も縮小せざるを得なくなったものの、共

著者の Jotheri 氏の粘り強い努力により、ウル東

南東およそ 30 km の北緯 30 度 50 分 48.42 秒、東

経 46 度 23 分 5.23 秒、標高 7 m 地点の ABH-1 サ

イトで J1 孔および J2 孔を、そこから更に 20 km

東方の北緯 30 度 52 分 11.04 秒、東経 46 度 35 分

3.16 秒、標高 4 m 地点の ABH-2 サイトで J3 孔お

よび J4 孔を開削して柱状試料を採取することが

できた（図 6）。どちらもユーフラテス川の支流

がハンマール湖に注ぎ込む場所である。ABH-1

サイトは水路や干拓地の人工構造物に囲まれて囲

まれて孤立した地形を示すものの、サイトの北

側では分岐する古流路（より正確には crevasses 

splay）が明瞭に認められ、自然地形を残してい

ることがわかる（図 6b）。河川堆積物の堆積環境

は頻繁に生じる流路の変更によって変化し続ける

ため、ABH-1 サイトでは 50 m の間隔をあけて J1

および J2 のロガー試料を採取した。ABH-2 サイ

トは現在もアクティブな鳥趾状三角州にあり、流

路から灌漑している耕地の排水路に近い部分で採

取された（図 6c）。今日までに輸入できたのは、

ABH-1 サイトで掘削した J1 および J2 試料のみで

あり、J3 および J4 試料は最終年度に輸入する計

画である。

図 6d に J2 試料の写真を示す。試料はロガー

を用いて人力で採取したため、30 cm ごとのイン

ターバルに分かれており、それらを 60 cm のセク

ションに分けて上位から下位に並べてある。上位

の 4 セクションは黄褐色を呈する陸成の氾濫原堆

積物であるのに対して、5 番目のセクションから

は色調が暗くなるとともに下位に向かって含水率

が増していき、8 番目のセクション（地表から 4.2 

m の深さ）からは灰色の海洋性堆積物に変化す

ることが見て取れる。この深さでおよそ６千年前

のヒプシサーマル期の堆積物に達しているものと

すると、これらの試料はシュメール都市国家群の

黎明期を遡る情報を連続的に記録していることが

期待される。それぞれのインターバルの周辺部と

上下境界では、柱状試料の擾乱や汚染があるもの

と考えられるので、インターバルごとの記載と各

種測定は柱状試料を半割した中心部で行った。J1

および J2 試料についてはすでに、粒度（砂・シ

ルト・粘土）およびマンセル土色表との対比に
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よる色調を肉眼記載したほか、色調計による色

調測定（a, b, L）、全帯磁率測定、土壌含水率計

による含水比の測定、携帯型蛍光 X 線分析装置

を用いた化学組成分析を行った。１本のロガー

試料ではインターバルの間の情報が欠損するた

め、J1 および J2 の試料から得られるデータを統

合して、ABH-1 サイトの最終的な情報を得る。

これらの結果は、来年度に実施する 14C 年代測定

や、より詳細な化学分析結果と一緒に報告する

予定である。

河川堆積作用と塩害
図 6a は、ハンマール湖の北側を東流するユー

フラテス川からいくつもの流路が分岐して南流

し、ハンマール湖に注ぎ込む場所で鳥趾状三角州

を発達させている様子を示している。このように

多量の堆積物を懸濁させている河川が、湖沼や海

面などの静水に注ぎ込む場所ではアバルジョンを

通して分岐する水路と自然堤防が発達していく。

シュメール都市国家時代以来のメソポタミアの耕

作が、自然堤防の高まりから取水し、自然堤防に

囲まれた低地から排水する灌漑によって成立して

いる（Rost, 2017; 2019）ことは、図 6c の画像か

らも明白である。いっぽう、もともと塩分濃度の

高い西アジアの降雨（横尾ほか , 2020）や河川水

に耕作地の過剰な塩類を取り込んだ排水は、排水

施設の機能が不十分だと耕作地に残って、塩害が

生じる原因となる。頻繁に流路を変更しながら前

進していく自然堤防は、ふるい排水路を塞いで局

地的な排水不良の原因となったかもしれない。

もっと視野を広げて、メソポタミア堆積盆の地

下水の様子を見てみよう。Al-Jiburi & Al-Basrawi 

(2011) による水理地質図は、ユーフラテス川を南

縁として、ナシリヤから北側のメソポタミア中央

部で地下水の塩分濃度が上昇していることを示し

ている（図 7b）。すなわち、シュメール都市国家

群の存在していた低地では、いつの頃からか地下

水の塩分濃度が上昇し、塩害の影響を受けやすい

状況に陥っていたのである。堆積盆中央部の高塩

分濃度領域は、明らかにウバイド期の海進限界よ

りも上流側にある。したがって、高塩分濃度領域

の分布は、それ以前の時代に、更新世末期に深く

侵食された河谷に沿って海水がより上流側まで侵

入したときに溜まった堆積物に取り込まれた化石

水として、その痕跡を留めているのかもしれない。

しかしながら、Yacoub (2011) はそれを支持する

ような上流側での海成層の分布（Hammar 層の延

長）は認めていない。

高塩濃度地下水の分布を説明しうるもう一つ

のアイディアとして、河川の堆積作用による地下

水排水経路の閉塞が大規模に生じたことが考えら

れる。Al-Jiburi & Al-Basrawi の水理地質図はまた、

ユーフラテス川の水位が高く北側に向かって地下

水が流れていることも示している。すなわち、ユー

フラテス川以北で灌漑に用いられ地下に浸透する

水は、全てメソポタミア堆積盆中央部にトラップ

されるシステムが出来上がっているわけである。

メソポタミア堆積盆中央部で地下水の塩分濃度が

上昇した “ いつか ” は、アッリアノスが記してい

るように、ユーフラテス川から水を引き、チグリ

ス川を通してペルシャ湾に直接排水するという大

局的な排水システムが確保されていた時期には比

較的起こりにくかったと思われる。いっぽう、時

代が下るにつれて現在ペルシャ湾に面しているバ

スラ地方での堆積作用が進んで湾口が閉塞した結

果、その上流側のユーフラテス川の最下流域で河

床高度が高くなり、地下水の南流あるいは東流が

阻害されるようになると、メソポタミア堆積盆中
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央部での地下水質の状況は緩やかにではあるが、

さらに悪化していったであろうと思われる。この

地域の堆積作用に注目する所以である。
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Tell Umm al-Aqarib の三日月型砂丘の
ルミネッセンス年代測定と風向風速解析

古代メソポタミア都市遺跡を呑み込む砂丘列の移動を解明する

1. はじめに
テ ル・ ウ ン ム・ ア ル ア カ リ ブ（Tell Umm al-

Aqarib）の古代メソポタミア都市遺跡（31°36' 

38.3"N、45°56'10.9"E）は、イラクのディカール

（Dhi-Qar）県アルリファイイ（Alrifaiy）から西へ

15 km、古代都市のウンマ（Umma）とされるジョ

カ（Jokha）の南東 6 km の半砂漠地帯に位置する

（図１）（以下、遺跡と記述する）。この遺跡は、

紀元前三千年紀頃の重要な古代都市とされる（Al-

Hamdani 2008; Almamori 2014a, 2016 など）。

遺跡の発掘調査は 1990 年代末に行われ、初期

王朝時代 Ⅱ–Ⅲ 期の特徴的な平凸レンガで造られ

たシュメール神殿の三層構造が発見されたとされ

る。遺跡の中心部では、長さ約 63 m の壁が発見

されたが、これはおそらく都市の中心部を取り囲

んでいたか、聖域であったと思われる（Al-Hamdani 

2008; Almamori 2014a, 2016 など）。しかし、イラ

ク戦争後には、違法採掘による無数のピットが残

り、現状は地形が大きく変化している。

遺跡の敷地は 5 km2 以上あり、広大な敷地の多

くは現在砂丘に覆われている。当該地域気候の乾

燥化に伴い、遺跡が砂丘に侵食されて呑み込まれ

たためとされている。遺跡周辺に存在する砂丘は、

航空写真より三ヶ月型砂丘（バルハン）であり、

砂丘列はその形状より北西から南東の方向に移動

している（図 2）。今回、遺跡から 100–200 m ほ

ど北西に位置する 3 つのバルハンにおいて砂丘堆

積物を採取し、ルミネッセンス法を用いてその堆

積年代を推定した。

また、欧州中期予報センター（ECMWF）が

提供する大気再解析データ ERA5（Hersbach et 

al. 2020） か ら 遺 跡 最 寄 り の 格 子 点（31.50°N、

46.00°E）の過去 42 年間（1979–2020）の地点デー

タ（1 時間間隔）を抽出し、風向・風速について

解析を行った。

以上、砂丘の年代推定と気象条件の結果を用い

て、古代都市遺跡を呑み込んだとされるバルハン

の移動（飛砂量）について解明することを目的と

した。

2. ルミネッセンス年代測定について
ルミネッセンス年代測定の原理は、地質年代に

石英や長石などの鉱物に蓄積したルミネッセンス

信号が熱や光の刺激によりゼロになることで、年

代の初期化（ゼロリセット）が成り立つ。その後、

自然放射線による被ばくによってルミネッセン
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図1

図 1　テル・ウンム・アルアカリブ（Tell Umm al-Aqarib）の位置と周辺地形
（Google map を使用）

図 2　テル・ウンム・アルアカリブ（Tell Umm al-Aqarib）と
試料採取した砂丘（D1–D3）（Google map を使用）

D1地点

D2地点
D3地点

200 m

Tell Umm al-Aqarib

N
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ス信号が蓄積する。ルミネッセンス年

代は、ゼロリセットから現在までに蓄

積した放射線量（蓄積線量）と、一年

間に鉱物が吸収する放射線量（年間線

量）を見積もり、蓄積線量を年間線量

で除することで求める（例えば、Aitken 

1985; 長友 1999; 下岡 2018）。

堆積物の堆積年代は、太陽光に光

曝されることで年代のゼロリセット

がされていれば年代推定が可能であ

る。一般に、堆積年代を得るためには

光ルミネッセンス（optically stimulated 

luminescence, OSL）法を用いるが、今

回は光ブリーチされない熱ルミネッセ

ン ス（thermoluminescence, TL） 信 号（ 残 存 TL）

を差し引くことで堆積年代を求める total bleach

（Singhvi et al. 1982; 下岡ほか 2008, 以下、残存 TL

差し引き法）TL 法を用いた。堆積物のルミネッ

センス年代測定では、堆積物中の OSL 信号は露

光によってほぼゼロになることで OSL 年代測定

が可能である。しかし、堆積物中の TL 信号は露

光で完全には消去されない残存 TL がある（図 3）。

この残存 TL を評価できれば、堆積物でも TL 法

で年代を測ることができる。

3. 試料採取と試料処理
試料採取は、遺跡の北西に位置する砂丘 3 地点

（D1–D3）で実施した。ルミネッセンス法の場合、

測定に供する試料は太陽による露光不可なので、

試料採取は月夜のもとで行った。砂丘を掘り込み、

風上側（2 ヶ所）と風下側（1 ヶ所）の 3 試料を

それぞれの砂丘で、塩化ビニールのパイプを打ち

込んで砂を採取し、両端を封して黒いビニール袋

に密閉した状態で研究室に持ち込んだ（図 4）。

試料処理は、1 ルックス程度の暗赤色灯の暗室

で行った。測定法は、粒度分析の結果、試料は

2–3φ（125–250 µm）をモノピークとする細粒砂

（図 5）だったので、粒径 100 µm 程度の石英を抽

出して測定する「石英粗粒子法」を採用した。

前処理では、水簸を行い、沈殿物のみを取り出

した。まず、塩酸処理で、砂丘砂に含まれる大量

の炭酸塩鉱物を除去し、洗浄後、過酸化水素水処

理で微細な有機物を除去した。洗浄乾燥後、標準

ふるいで粒度を 50–150 µm に揃えてから、磁性

鉱物を永久磁石で取り除き、非磁性鉱物（白色鉱

物）を取り出した。そして、フッ化水素酸溶液で

石英以外の鉱物を除去するとともに、石英の表面

をエッチングした。最後に、もう一度塩酸処理を

行い、石英鉱物の表面をクリーニングした。洗浄

乾燥後、標準ふるいで粒度を 75–150 µm に揃え

た（以下、処理した試料をナチュラル試料とする）。

4. 測定
ルミネッセンス年代測定では、立正大学熊谷

図３

図 3　残存 TL 差し引き法による蓄積線量評価の概念
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図４　砂丘（バルハン）におけるルミネッセンス年代測定用試料採取方法について
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図５　砂丘砂の粒度分析結果（頻度分布）
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キャンパスに設置してある 2 台の装置を用いて

測定を行った（図 6）。まず、蓄積線量評価の

ための TL および OSL 測定には、自動測定装置

NRL-99-OSTL2-KU（ 下 岡 ほ か 2015） を 用 い た

（図 6a）。年間線量評価のための γ 線スペクトロ

メトリーには、ゲルマニウム半導体検出器（ミリ

オンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社製モデ

ル 7229P-7500S）を用いた（図 6b）。

4-1. TL 測定による蓄積線量評価
TL 年代測定による蓄積線量の見積もりは、多

試料（multiple aliquot）付加線量法（Aitken 1985）

を用いた。

残存 TL 差し引き法では、各試料から抽出した

ナチュラル試料とナチュラル試料に 5、10、15 

Gy を付加照射した試料を用意して TL 測定を行っ

た。なお、付加照射によって生じる不安定な TL

信号を消去するために、TL 測定前に 100–200℃

まで予備加熱を行った。各試料の残存 TL は、ナ

チュラル試料に青色 LED を用いて室温で 200 秒

間露光して、光ブリーチされる TL 信号を人為

的にゼロリセットした後、TL 測定を行って評価

した。

TL 測定条件は、窒素雰囲気で昇温速度 5℃/sec

と し、100–500℃ ま で 連 続 昇 温 法 に よ り TL を

測定した。TL の検出波長は、Corning 社 4-96 と

Schott社BG39 の色ガラスを用いて 380–550 nm（半

値幅）とした。

4-2. γ線スペクトロメトリーによる年間線量
評価

採取した試料は 50℃ 恒温槽で乾燥させた後、

所定のプラスチックケースに 30 g 定量して封入

した。ゲルマニウム半導体検出器を用いて試料か

らの γ 線を 6 日間もしくは、10 日間計測した（下

岡ほか 2018）。その計測値を、産業技術総合研究

所が提供する岩石標準試料（Imai et al. 1996）で

作成した検量線の回帰式に代入して、ウラン、ト

リウム、カリウムの濃度を求めた。そして、放

射線量への換算式（Guérin et al. 2011）を用いて、

年間 β 線量および年間 γ 線量をそれぞれ見積もっ

た。今回は、もともと乾燥した砂試料であったた

液体窒素
デュアー

高圧電源

前置増幅器 主増幅器MCA
ビン電源

鉛ブロック

PC

γ線スペクトル

PMT

暗箱

LED

X 線管球

PC

ヒーター制御

LED 制御

X線制御

a b

図６

図６　ルミネッセンス年代測定で使用した装置
（a：ルミネッセンス測定機、b：ゲルマニウム半導体検出器）
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め、含水比補正は行わなかった。また、年間宇宙

線量は砂丘がほぼ地表面と想定して、0.15 mGy/

年とした（表 1）。

5. 結果
TL 測定したグローカーブから線量評価のため

に、熱的に安定した TL 強度が得られる温度領

域（プラトー領域）を確認するプラトーテスト

（Aitken 1985）を行った。その結果、どの試料に

ついてもおおよそ 400℃ 付近（D1-F1 は 300℃ 付

近）にプラトー領域が確認できた。次に、各試料

でプラトー領域の TL 強度を積算して生長曲線を

作成した。そして、最小二乗法により直線回帰も

しくは二次回帰した。その際、残存 TL レベルと

の交点を蓄積線量として見積もった（図７）。

年間線量は、各試料の放射性元素（ウラン、ト

リウム、カリウム）濃度から年間線量を求めた。

蓄積線量評価に粒径約 100 µm の試料を用いたの

で、年間線量の評価は試料とした石英が１年間

に吸収する β 線、γ 線および宇宙線の総量とした

（表 1）。

以上の結果をもとに、蓄積線量を年間線量で除

することで TL 年代を計算した。表 1 に、蓄積線量、

年間線量および TL 年代（ka：千年前）をまとめた。

6. 考察
D1-B2 および D1-F1 の TL 測定では、ナチュラ

ル試料の TL 強度は残存 TL 強度と同じ、もしく

は小さいという結果になった。D2-B1 および D2-

F1、D3-B1 および D3-F1 についても同様の結果で

あった。残存 TL を考慮した結果、これら試料は

ゼロリセットされていれば、蓄積線量は 0 Gy と

いう結果になった（図 7）。このことから、バル

ハンは現在も活発に動いていることが明らかに

なった。これら試料の年代を現在（modern）と

する理由は、現地の現在の状況からも考察できる。

共著者が撮影した砂丘の写真を観察すると、車の

轍が砂丘の砂によって切り合っていることが確認

蓄積線量
（Gy）

年間β線量
（mGy/a）

年間γ線量
（mGy/a）

年間宇宙線量
（mGy/a）

年間線量
（mGy/a）

TL年代
（ka）

D1-B1 0.31±0.04 1.12±0.04 0.58±0.02 0.15 1.85±0.04 0.17±0.02

D1-B2 0 1.12±0.04 0.58±0.02 0.15 1.85±0.04 modern

D1-F1 0 1.10±0.04 0.56±0.02 0.15 1.81±0.04 modern

D2-B1 0 1.11±0.05 0.55±0,02 0.15 1.80±0.05 modern

D2-B2 0.24±0.04 1.26±0.05 0.64±0.02 0.15 2.05±0.05 0.12±0.02

D2-F1 0 1.25±0.05 0.63±0.03 0.15 2.03±0.05 modern

D3-B1 0 1.30±0.04 0.66±0.02 0.15 2.11±0.05 modern

D3-B2 0.23±0.02 0.97±0.05 0.50±0.02 0.15 1.61±0.05 0.14±0.01

D3-F1 0 1.29±0.05 0.64±0.03 0.15 2.08±0.06 modern

表1　バルハン砂丘堆積物のTL年代測定結果表 1　砂丘堆積物の TL 年代測定結果



179

研究成果報告 2021 年度
B01 計画研究 04

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

Dose (Gy)Temperature (°C)
100 200 300 400 500

Natural (N)

N+10 Gy

N+5 Gy

N+15 Gy

1

2

3

0
Bleach

5 10 15

2

4

0
0

残存 TL レベル

4

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)
Dose (Gy)Temperature (°C)

100 200 300 400 500

Natural (N)

N+4 Gy
N+2 Gy

N+6 Gy

1

2

3

0
Bleach

-0
.3

1 ±
0.

04
 G

y

2 4 6

6

4

2

0 0

残存 TL レベル

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

TL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
ts

)

Dose (Gy)Temperature (°C)
100 200 300 400 500

Natural (N)

N+10 Gy

N+5 Gy

N+15 Gy

1

2

3

0

Bleach

5 10 15

2

4

0
0

残存 TL レベル

4

6

8

10

12

D1-B1

D1-B2

D1-F1

図７a　TL 測定による蓄積線量評価（砂丘 D1）
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図７b　TL 測定による蓄積線量評価（砂丘 D2）
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図７c　TL 測定による蓄積線量評価（砂丘 D3）



182

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

できた（図 8）。つまり、現在でも砂丘は活発に

移動しており、地形の急激な変動があることが伺

える。TL 年代が現在とする結果は、現地の状況

から鑑みても整合性がある。

た だ し、3 つ の バ ル ハ ン と も 風 上 側 の １ ヶ

所 ず つ（D1-B1、D2-B2、D3-B2） に つ い て は、

0.31 Gy、0.24 Gy、0.23 Gy と蓄積線量が見積もら

れた（図 7）。年代に換算すると、それぞれ、お

よ そ 170 年、120 年、140 年 と な る（ 表 1）。TL

測定が multiple aliquot 法によるので粒子ごとの

TL のばらつきを考慮する必要があるものの、試

料のゼロリセットが不完全であったか、もしくは、

たまたま砂丘の移動が繰り返された結果、見かけ

上残っていたルミネッセンス信号を見ている可能

性もある。また、得られた年代の時期に砂の移動

速度が今よりも少しゆっくりだったものが溜まっ

たのか、もしくは砂丘形成に意義ある年代を示し

ている可能性もある。遺跡周辺の別地点で砂丘堆

積物を採取して、さらなる検証が必要だろう。

なお、ナチュラル試料について OSL 測定した

結果、なだらかに減衰するスペク

トルが得られ、図 9 の典型的な石

英の OSL 減衰曲線に見られるよう

な、光刺激に対して最も感度がよ

く、年代測定に用いられる OSL 信

号（fast component）が検出できな

かったため、今回は OSL 法による

年代測定を見送っていた。しかし、

残存 TL 差し引き法による TL 測

定の結果、試料の蓄積線量は 0 Gy

であったことから、改めて OSL 測

定で線量評価した結果、残存 TL

差し引き法による TL 測定と同様

に 0 Gy と見積もることができた

（図 9）。OSL 信号はゼロリセットされているため

に、ナチュラル試料から OSL の fast component が

検出されないことはほぼ理解できるだろう。

7. 風向風速解析
近年 42 年間の当該地域の風向と風速を解析し、

それぞれ度数分布を作成した（図 10）。その結

果、1 時間風向は 305–310° が最多風向（第 1 ピー

ク）となり、第 2 ピークの風向は 125–130° となっ

た。前者が北西風に相当し、バルハンの形状形

成に最も起因している。また、最多の 1 時間平

均風速は 3.5 m/s であり、最大 1 時間平均風速は

14.8 m/s であった。

長 島（1991） で 記 載 さ れ て い る 数 値 モ デ ル

（Wippermann and Gross 1986）では、バルハンの

移動は 8 日間で約 20–30 m となった（図 11）。タ

クラマカン砂漠の観測例によると、高さ 1 m 程

度で年間 50 m 程度移動があったとされる（長島

1991 より引用）。

飛砂量は風速や砂の粒径、砂丘高などの変数に

図 8

図 8　砂丘と車の轍の切り合い関係
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因るものの、バルハンは 1 週間程度で少なくとも

数十ｍ移動可能であり、バルハンは容易に遺跡を

横断して超えていく可能性が高いことがわかった。

現在でも遺跡の風下側に大きな砂丘が航空写真で

確認できることから、飛砂量の数値シミュレーショ

ンが大きく的外れではないといえるだろう。

図 9

図 9　D1 試料の OSL 減衰曲線と D1-B2 の OSL 測定結果

度
 数

時間風速（m/s）360°風向

図１０

図 10　42 年間の１時間風向（左）と風速（右）の度数分布
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8. まとめ
テル・ウンム・アルアカリブにある砂丘のルミ

ネッセンス法による年代推定結果と周辺地域の気

象、特に風の条件の解析に基づき、古代都市遺跡

を呑み込んだとされる砂丘の移動について検討を

行った。その結果、遺跡周辺にある砂丘からの堆

積物のほとんどは、蓄積線量が 0 Gy で現在のも

のであり、砂丘は現在も活発に移動しているとい

う結果が得られた。

砂丘の移動は、風系の解析より風速 3.5m/s の

北西風が最も寄与している。そして、飛砂量の大

まかな数値シミュレーションより、砂丘は容易に

古代都市遺跡を横断して超えていく可能性が高い

ことがわかった。

以上より、砂丘の移動によって古代都市は呑み

込まれて放棄されたというわけではないことがあ

きらかになった。

Almamori（2014b）によれば、テル・ウンム・

アルアカリブ東岸を流れていた川が氾濫して河床

が決壊したことが、古代都市放棄の要因になった

とするという説があり、遺跡内にある粘土層の存

在が傍証とされる。古代都市が放棄された後、テ

ル・ウンム・アルアカリブのすぐ北にあるジョハ

に移住した可能性が高いとされる。

テル・ウンム・アルアカリブの砂丘列は現在も

活発に移動しており、遺跡の埋没過程を考える手

がかりになる。それとともに、遺跡保護の観点か

らみると、今後何らかの対策を取らないと、遺跡

自体が砂丘に完全に埋没する可能性もある。今回

のデータは、半砂漠地帯にある遺跡保護の方策を

考える検討材料の一つにもなりうるだろう。
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ヤシン・テペ遺跡出土の腐食青銅片の
鉱物・化学的特徴

１. はじめに
金属器は、完成までに多くの知識・技術や組織

的作業工程を必要とするため、金属組織・化学組

成・同位体比などの分析を通じて、多様な情報が

抽出できる重要な遺物となっている。金属器の分

析には２つの課題が存在し、一つは、貴重な遺物

の損傷をできるだけ小さくすること、もう一つは、

多くの金属器は土中に埋没してから腐食の影響を

受けるため、その影響を回避して有用な情報を抽

出することである。

前者については、表面から内部を薄く切り出し

たり、マイクロドリルで微小な穴を開け、分析用

試料を採取することなどが行われているが (Scott, 

1991)、博物館などの貴重な収蔵品等の分析は困難

な場合が多い。後者の課題については、多くの金

属で腐食自体は避けられないので、進行や影響の

程度が小さい部分を分析することで対応している。

但し、サイズの小さい遺物の場合は、土中で充分

に腐食が進行して腐食物の断片に分解し、土中に

金属成分として溶け込んでしまう場合も多い。

従来、そうした腐食分解物は廃棄され、研究

対象としてほとんど考慮されなかったが、それら

も有用な考古学的な情報を持っている可能性が高

い。実際、完全に腐食して、金属イオンとして土

中に染み込んだ状態であっても、土器や土壌に溶

存した金属成分を分析し、元の金属器の情報が得

られている例もある (Adan-Bayewitz et al., 2006)。

そのため、金属の腐食断片からも元の金属器の情

報が復元できるのであれば、金属情報がほぼ得ら

れない状態となっている遺跡からも情報を得られ

る可能性があり、さらに、破壊分析を通じた詳細

な解析も可能となる。そこで、昨年度は、新アッ

シリア時代のヤシン・テペ遺跡の墓室内から発見

された腐食青銅片について分析を行い、腐食環

境が良い場合は元の青銅の化学的特徴や組織に

ついて情報が得られることを示した ( 黒澤ほか , 

2021)。今回は、昨年度に予察的分析を行った青

銅腐食片の銅の同位体比についても、分析対象試

料を増やし、得られた結果の考察を試みた。

２. ヤシン・テペ遺跡の腐食青銅片
ヤシン・テペ遺跡は、イラク共和国北東部の

クルド自治区スレイマニヤ県にある同県最大級

の鉄器時代 ( 新アッシリア時代 ) の都市遺跡であ

る (Nishiyama, 2020)。同遺跡は、新アッシリア

の東端にあたる辺境地域に位置する。ヤシン・

テペ遺跡は、2015 年から中部大学を中心とした

組織が大型建物跡などの発掘調査を行っており、

規模が大きいことから新アッシリアの主要都市

の一つと考えられている。2017 年の発掘では、
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紀元前 8 世紀～前 7 世紀頃の貴重な未盗掘墓が

発見され、焼成煉瓦で入口が封鎖されたレンガ

造りの墓室内部に、土器製の棺が置かれ、その

中に 4 体の人骨と、金製品・銀製品・ビーズ・

ガラス製品・土器・多数の青銅製品が副葬され

ていることが発見された (Nishiyama, 2020)。

中部大学ヤシン・テペ考古学プロジェクトの

了承の下、スレイマニヤ文化財局の公式許可を得

て、墓室内部の遺物からふるい落とされた堆積物

( 図 1) を調べたところ、灰色や白色のレキのほと

んどは遺骸に由来した骨片 ( バイオアパタイト )

で、それらのレキの隙間に大きさ 1 mm ～数十ミ

クロンの青銅腐食片 ( 図 2) が含まれていること

が分かった ( 黒澤ほか , 2021)。

この青銅腐食片は、表面が孔雀石等の銅炭酸

塩に覆われ、その下に少量の銅硫酸塩を挟んで、

錫 – 銅合金が存在していた ( 黒澤ほか , 2021)。

錫 – 銅合金には、腐食の過程で分離した微小な純

銅部分がパッチ状に存在し、そのために、分離純

銅付近の錫 – 銅合金の錫濃度は相対的に大きく上

昇していた。腐食の影響で錫濃度が上昇し、青銅

本来の組成を見誤る可能性があることは以前から

良く知られている。

また、今回の新たな青銅腐食片の分析結果か

ら、錫 – 銅合金と銅硫酸塩の境界付近には、微小

な鉛塩化物が点在することも明らかにされ、腐食

が進行すると、鉛を含む錫 – 銅合金から鉛が塩化

物の形で分離することが示された。従来の報告で

は、青銅中の鉛は腐食が進行しても大部分が青銅

中に残存するとされていた。分析結果をまとめる

と、ヤシン・テペ遺跡から出土した青銅腐食片は、

図 2 のような断面構造を持つことが分かった。つ

まり、腐食程度の小さい青銅腐食片では、錫 – 銅

合金の錫濃度は相対的に低く、かつ鉛の分離も少

なく、そのような濃度を持つ青銅部分が、元の青

銅器の化学組成に近い部分ということになる。

3. 青銅片の腐食環境の推定
図 2 のように、ほとんどが銅炭酸塩で、銅塩化

物をほとんど含まない腐食帯をもつ青銅器は、地

中で発掘された青銅器には珍しく、通常は、地下

水や土壌に含まれる塩素イオンによって、量の多

少はあっても銅塩化物が形成されていることが多

い。ヤシン・テペ遺跡では、乾燥地帯の地下の墓

室内でほぼ閉鎖系に近い棺内であったために地下

水の影響が少なかったと推定され、そのために銅

2 mm

図 1  (a) 墓室内堆積物、(b) 青銅腐食片
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塩化物がほぼ形成されず、代わりに銅炭酸塩主体

の腐食物が形成されたと考えられた。また、この

ような環境では、金属の腐食の進行を速める水の

影響が小さいと考えられるので、有用な情報が金

属片に残されている可能性が示唆された。

実際、棺内に残された多量の骨片 ( バイオアパ

タイト ) の主成分組成を調べたところ、ほぼ水酸

( 炭酸 ) リン酸カルシウムで、地下水に含まれて

置換によって骨に濃集しがちな塩素・フッ素・硫

酸イオンや、ストロンチウム・マグネシウム等は

検出されなかったことから、地下水の影響が少な

いことが推定されていた ( 黒澤ほか , 2021)。また、

青銅の他に、金属腐食物として含まれていた微小

な銀製品の破片も、地下水の影響があれば完全に

塩化銀の粉末になっているのに対し、発見された

一部の銀腐食物は、塩化銀の被覆に覆われていた

ものの、内部に純銀の粒が残存しているものも確

認されていた。やはり地下水の影響は少なかった

ことが示唆される。

４. 青銅合金の腐食実験による腐食環境　　
の推定

腐食環境が上述の様な条件であるとすると、青

銅腐食片は、墓室内の空気中の水分や二酸化炭素

に加え、遺骸から浸出した体液などによって腐食

が進行した可能性も考えられる。この可能性を検

討するため、人体由来の体液に相当する溶液で、

青銅合金試料を腐食させる実験を試みた。今回の

青銅腐食片には、血液由来の特徴的成分である鉄

がほぼ含まれていなかったため、体液に相当する

溶液として、細胞液とほぼ等しい組成のタイロー

ド液 ( 武藤化学製 ) を使用した。青銅合金には日

本伸銅協会の青銅標準試料であるりん青銅 2 種 

C5191 を使用した。両者の化学組成を表 1 に示す。

実験では、裁断した青銅標準試料をタイロード

液に半分浸して密封し ( 図 3)、35℃ の温度下で 2

週間置き、腐食させた。

その結果、青銅合金の表面には、緑青に似た腐

青銅

液

空気

容器断面

図 3   青銅合金の腐食実験模式図（断面）：液と空
気と青銅が接する表面付近に腐食物が成長するよ
うに半浸状態で保持

銅炭酸塩
銅硫酸塩
鉛塩化物
純銅
高錫-銅合金
残存青銅

腐
食
帯

推定断面

　　　　図 2   青銅腐食片の模式断面図

表1 青銅合金とタイロード液の組成

青銅合金 (wt.%)
P 0.127
Cu 93.620
Sn 6.230
Total 99.977

タイロード液 (wt.%)
NaCl 0.8
NaHCO3 0.1
NaH2PO4 0.005
KCl 0.02
CaCl2 0.02
MgCl2 0.01
C6H12O6 0.1
H2O 98.935

表 1  青 銅合金とタイロード液の組成
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食物が生じ ( 図 4)、電子顕微鏡で観察すると、塩

化銅の結晶が集合した皮膜であることが分かった

( 図 5)。この塩化銅結晶には、様々な濃度で錫も

観察された。腐食物の断面は、未反応の合金部分

まで全て銅の塩化物となっており、銅炭酸塩はほ

とんどなかった。つまり、1 wt.% 以下でも NaCl

を含む溶液と青銅が反応すると、銅塩化物を多量

に生じることが分かった。これらのことから、遺

跡からの青銅腐食片は、青銅製品と体液が反応し

て腐食したというよりは、骨片の成分の影響が強

い環境下で、わずかな湿度と多量の二酸化炭素の

条件で腐食したと推定された。

５. 青銅腐食片の化学的特徴
以上の様な環境下で腐食した青銅片について、

化学組成上の特徴を調べるために、主成分から

微量成分までの分析を行った。As, Sb, Ni, Ag, Bi

などの微量元素は、青銅器の原料となる粗銅の

種類や産地を検討する上での指標とされている

(Radivojević et al., 2019)。今回は、10 個の青銅腐

食片 ( 図 6) について、Li から U までの 75 種類

の元素濃度分析 ( 半定量分析 ) を最初に行い、そ

の後、銅同位体分析を行った。試料は、過塩素酸

を混入した王水で溶解し、希硝酸で定容して、元

素分析と同位体分析用の溶液試料とした。酸によ

る溶解時に肉眼で見える残渣は確認されず、ミク

ロンレベルの難溶解性物質を除去するために使用

した濾紙にも残渣は認められなかった。これは、

酸に難溶性のケイ酸塩鉱物などが試料中に混入し

ていないことを示す。分析は、四重極型誘導結合

プラズマ質量分析計 (Agilent 社 Agilent 7800 ICP-

MS) で行った。

元素濃度分析の結果、試料はほぼ青銅合金と銅

炭酸塩の混合物であったが、骨片や銀腐食物など

実験後の青銅板
空
気
中

液
浸
部
（
腐
食
部
分
）

図 4   タイロード液で腐食された青銅合金
（青緑色が形成された腐食物）

No.1 No.3No.2

No.4 No.7 No.8

No.9 No.10 No.14 No.15

1 mm図 6   測定された青銅腐食片

実験後の空気中銅板

塩化銅

図 5   青銅合金表面に形成された腐食物（ほぼすべて
が銅塩化物の結晶で蔽われている。スケールは 5 ミク
ロン）
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の夾雑物が数 % ～ 60% ほど含まれていることが

分かった。そのため、夾雑物に含まれる数～ 18 

wt% のカルシウム、数百～数千 ppm のマグネシ

ウム・アルミニウム・鉄・銀・ストロンチウム・

亜鉛も検出された。銀は青銅中の不純物の可能性

もあるが、副葬された銀製品に由来する細かい塩

化銀が混入した結果かもしれない。それ以外で

は、上述の指標元素はほぼ認められず、元の青銅

が非常に純粋な銅を原料としていた可能性を示唆

した。

また、腐食の進行によって、ほぼ銅炭酸塩だけ

の試料や、青銅合金を含むものの鉛が完全に抜け

出てしまっている試料も認められた。他方、この

夾雑物がほぼ認められない試料も 1 つだけ存在し

(No.10 試料 )、その試料の銅・錫・鉛の重量比を

計算すると、92.7 wt.% Cu, 5.7 wt.% Sn, 1.5 wt. % 

Pb の結果が得られた。この値は、腐食の少ない

青銅片の SEM-EDS の分析値に基づいて推定され

た元の青銅の化学組成である「92.8 wt.% Cu, 5.9 

wt.% Sn, 0.9 wt. % Pb」( 黒澤ほか , 2021) と良く一

致していた。

この推定された元の青銅の組成を、ほぼ同時

期の新アッシリア中心部の Nimrud 遺跡から出土

した 100 個の青銅器の組成 (Curtis 2013) と比較し

た。Nimrud 遺跡から出土した青銅器も少量の鉛

を含むタイプの青銅なので、その組成を銅 ‒ 錫

‒ 鉛の 3 成分系ダイアグラムにプロットした ( 図

7)。Nimrud 遺跡の青銅器の組成 ( 図 7 の青丸 )

は、一部を除くと非常に狭い範囲に集中してお

り、全体として低錫濃度・低鉛濃度のタイプの青

銅であること、当時の中心地付近ではほぼ一定組

成の青銅が流通していたことを示している。今

回の ICP-MS による推定値 ( 図 7 の赤丸 ) と前回

の SEM-EDS による推定値 ( 図 7 の黄色四角 ) も、

Nimrud の青銅器の値と重なっており、中心地か

ら 200 km 程離れたヤシン・テペでも新アッシリ

ア中心地と変わらない組成の青銅が副葬されてい

たことが分かった。このことは、ヤシン・テペと

中央との交流や結び付きを暗示している。

６. 青銅腐食片の銅同位体比
上述の腐食青銅片について高精度銅同位体比

分析を行った。銅同位体比は、銅鉱石が採取され

た産地の直接的情報ではなく、どのようなタイプ

の鉱石が選択されたかを示す重要な指標となって

いる (Klein et al., 2010)。銅には 2 つの同位体 63Cu

と 65Cu が存在し、地表付近で初生的な銅硫化物

鉱石 ( 初生鉱体 ) が酸化されると、65Cu に富む流

体や関連鉱物が形成される。流体は地下に移動し

て新たな鉱物を作るため、両同位体の比がわずか

に変化した銅鉱石が鉱床下部に生じることもあ

る。これらの同位体の変化は非常にわずかなの

で、銅同位体標準試料 (NIST976) の値からのずれ

を千分率で表した δ65Cu{((65Cu/63Cu) 試料 /(65Cu/63Cu)

NIST976-1)×1000} の表記法が採用されている。

Cu wt.%

Sn 
wt.%

Pb 
wt.%

Nimrud
SEM-EDS
ICP-MS

図 7  青銅腐食片の主成分組成比
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酸化過程で地下に生じた、異なる δ65Cu の値の

鉱石を採掘して銅製品を作ると、高温の製錬過程

では銅同位体比はほとんど変化しないので (Klein 

and Rose, 2020)、製品もほぼ同じような値となり、

δ65Cu の値から鉱床のどの部分・タイプからの鉱

石で銅製品が作られたかが分かる。但し、製錬過

程では金属銅の微粒がスラグ中に生じることがあ

り、この微粒は同位体比が変化しているので、こ

れを取り出して金属銅に混ぜ込んでしまうと、同

位体比が変化してしまうということも指摘されて

いる (Klein and Rose, 2020)。また、鉱床地下の各

部分の銅同位体比の特徴は、気候の影響を受けた

鉱床形成時の酸化・変質の条件よって 2 つに分け

られることが提案されている (Powell et al., 2017; 

図 8)。この銅同位体の分別機構に関しては議論

の余地があるが、タイプによって、同じ二次富化

帯の鉱石であっても銅同位体比が正の値となった

り、負の値となったりする ( 図 8)。鉄器時代に地

中海東岸地域で重要なキプロスの銅鉱床は、図 8

の温暖湿潤地域の鉱床タイプに相当する (Jansen 

et al., 2018)。また、地下深部に残存している初生

鉱体の銅硫化物鉱石の δ65Cu の値は、いずれのタ

イプでもほぼ 0±1‰ の値となっている (Kline et 

al., 2010; Mathur et al., 2012)。多くの鉱山では、最

初に表層付近の酸化帯の鉱石 ( 図 8) が利用され、

時間の経過とともに二次富化帯の鉱石、さらに採

鉱技術の進展に伴って深部にある初生鉱体の鉱石

を掘り出して利用されることになる。これらの鉱

石は主成分の化学組成が大きく異なるために製錬

方法が異なり、特に銅硫化物鉱石の製錬には多く

の技術や知見の集積を必要とする。

ヤシン・テペ遺跡の腐食青銅片は、上記の大規

模な鉱床スケールとは異なり、地下水影響がほぼ

ない、閉鎖的な環境で腐食したと推定された。そ

のため、65Cu に富む流体の移動は非常に微視的な

スケールであると仮定できる。そこで今回は、元

の青銅の同位体組成を復元するため、腐食により

生じた銅炭酸塩と残留青銅を一緒にして分析する

ことにした。一緒に分析すれば、65Cu がわずかに

移動して銅炭酸塩と残留青銅の間で銅同位体の分

地表

乾燥地域で大規模な
二次富化帯を伴う鉱床

二次富化帯

初生鉱体

輝銅鉱・銅藍・斑銅鉱
銅に富む二次硫化鉱物

黄銅鉱・黄鉄鉱

酸化帯

風化・溶脱帯

褐鉄鉱・赤鉄鉱

孔雀石・藍銅鉱・赤銅鉱
褐鉄鉱

温暖湿潤地域で
二次富化体を伴う鉱床

二次富化帯

初生鉱体

輝銅鉱・銅藍・斑銅鉱等

黄銅鉱・黄鉄鉱

酸化帯

孔雀石・藍銅鉱・赤銅鉱
褐鉄鉱

d65Cud65Cu
0 0

図 8   乾燥および湿潤地域での銅鉱石の変質と地下で形成される鉱石種・その銅同位体比の
概念図（Powell et al. 2017 に加筆）
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別が生じても、その影響を相殺できる可能性が高

く、腐食前の青銅器の同位体比（使用された銅鉱

石の銅同位体比）を推定することができる。分

析は、マルチコレクター型誘導結合プラズマ質

量分析計 (Nu Instruments 社 Plasma 3 MC-ICP-MS)

で行った。同位体比は、0.2 ppm の銅同位体標準

試料 (NIST976) 溶液を用いて決定した。In-house 

スタンダード（JMC Cu）溶液を繰り返し測定し

た結果、今回用いた測定条件では、銅同位体比

の値を ±0.06‰ の精度で決定できる ( 黒澤ほか , 

2021)。

同 位 体 比 分 析 の 結 果、 試 料 の δ65Cu の 値 は

‒0.83‰ ～ 0.57‰ であり ( 図 9)、ほぼ 0±1‰ の値

であることが分かった。これらの値の範囲は、昨

年度測定した２つの青銅腐食片の値とも一致して

いる ( 図 9)。全体として今回の測定値は予想より

も狭い範囲に集中しており、青銅器の作成に使用

された鉱石の同位体比が比較的均一であったこと

が示唆される。図 9 には、初生硫化物の同位体

比とされる 0±1‰ の範囲を青矢印で示している

が、全ての測定値がその範囲内であるため、青銅

腐食片の元の青銅器は、鉱床深部に存在する黄銅

鉱などの鉱石を原料として作成された可能性が

高いことが分かった。また、今回得られた 0±1‰

の δ65Cu の値は、東地中海沿岸地域で大規模に銅

を精算したキプロスやヨルダンなどの鉱石および

付近遺跡からの銅インゴット (Jansen et al., 2018)、

後期青銅器時代から鉄器時代の各所から得られた

銅製品に認められる値と同じで、西アジア地域全

体の金属利用の潮流と調和的な青銅製品であるこ

とが分かった。

７. 青銅製品のリサイクル・再利用と同位 　
体組成の関係

青銅製品のリサイクル・再利用の可能性につい

ては、現在多方面から研究が進められている。微

量元素・鉛同位体等を用いた研究では、仮定され

た幾つかの端成分によって形成される混合線上

に、元素濃度や同位体比の値が並ぶことで、リサ

イクル・再利用の存在が検出される可能性が論じ

られている。この手法によって、ヒ素青銅と錫青

銅が利用されている端境期の青銅製品では、両者

の中間の不純物組成を示す青銅器が見つかり、リ

サイクル・再利用の状況が分かる場合があること

も示されている (Radivojević et al., 2019)。

銅同位体でも、酸化帯由来の正の同位体比を

示す鉱石を材料とした青銅と二次富化帯由来の負

の同位体比を持つ鉱石を材料とした青銅を混ぜ

た青銅製品は、δ65Cu の値が 0±1‰ に集中する可

能性があり、そのことがリサイクル・再利用の

可能性を示すものかもしれないという指摘がある 

(Jansen, 2018)。但し、0±1‰ の δ65Cu 値は青銅器

-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00
d65Cu

昨年度測定

今回測定

初生鉱体

図 9   銅同位体比測定結果（緑丸：今回測定
値、青丸：昨年測定値、赤丸：腐食少ない
可能性の試料 (No.10)。エラーバーはシンボ
ルの大きさ程度。青矢印：一般的な初生銅
硫化鉱物の値）
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時代後半に広く利用されている初生硫化物鉱石由

来の青銅製品と区別できないこと、同位体比を均

質化するためには大容量のルツボで長時間青銅の

融点付近の温度で攪拌しないと難しいこと、その

ようなリサイクルがもし広範囲に長期に渡って実

施されていたなら、リサイクル以前の化学的特徴

を示す青銅製品はほぼ消えてしまうのではとの指

摘もなされている (Radivojević et al., 2019)。そも

そも、異なる同位体組成をもつ金属製品を同時溶

融・攪拌しても、最終的に 1 つの製品内部で均質

な同位体組成になるのかについてはまだ分かって

いない。半導体用シリコンの内部でさえ、ケイ素

同位体比が 1‰ を超えて異なっていることが報告

されている ( 森下 , 2011)。そのため、異なる青銅

製品が合わさってリサイクル・再利用された青銅

製品があったとしても、内部が十分に均質化され

ている可能性は低いと考えられる。むしろ、製品

内部に異なる微量成分組成や同位体比を持つ部分

がまだら状に存在する、キメラ状態になっている

可能性も考えられる。もしそうであるなら、それ

らが腐食した際に生じる微細な青銅腐食片の 1 つ

1 つで、異なる微量元素組成・銅同位体比を持つ

ことがあるかもしれない。これが分析を通じて検

出できれば、リサイクル・再利用の検討も視野に

入ってくると考えられる。これらについては今後

更なる検討を進めたいと考えている。

８. まとめ
今回は、遺跡から回収される微細青銅腐食片か

ら、元の青銅器の同位体比の情報が得られる可能

性を検討するため、新アッシリア時代のヤシン・

テペ遺跡の墓室内で発見された青銅腐食片の化学

組成分析や銅同位体分析を行った。腐食状態の検

討では、墓室内は地下水の影響が少なく、骨片の

影響が強い環境下で、わずかな湿度と多量の二酸

化炭素の条件で腐食したことが推定された。腐食

の影響の少ない青銅腐食片の化学組成分析では、

元の青銅器の組成を反映している可能性がある試

料も確認された。その主成分組成は、当時の新アッ

シリアで流通していた低錫・少鉛タイプの青銅と

ほぼ同じであることが推定された。また、腐食金

属片の銅同位体比は 0±1‰ の範囲内にあり、地

下水の影響が限定的であったため、腐食による同

位体比の変化の程度は小さく、元の青銅器の銅同

位体比の値を反映している可能性が高いことが分

かった。また、その同位体比から、青銅器の銅は、

深成鉱床の初生的な銅硫化物鉱石由来であること

も確認された。今後は、腐食金属片の微量元素組

成や同位体比から、青銅製品のリサイクルなどに

ついても検討を進める予定である。
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筑波大学生命環境系

硫黄分別抽出法を用いた化学種別同位体比測定

硫黄は周囲の状況により様々な価数をとる。海

水において充分に酸素の行き届いた状況では、硫

酸イオン SO4
2- として安定に存在し、+6 の価数を

とっている。また、無酸素条件下では、硫化水素

H2S として安定に存在し、–2 の価数として存在す

る。これらの中間的な状態として、亜硫酸イオン

（SO3
2-; +4）、元素硫黄 (S8; ±0)、黄鉄鉱 (FeS2; –1)

も天然に存在する（括弧内；の後ろの数字は価数

を示している）。このように硫黄は様々な酸化還

元状態で安定に存在することができる。一方、硫

黄には、32S, 33S, 34S, 36S の 4 種の安定同位体が存

在する。同位体は化学的な性質は同じであるが、

原子の結びつきの強さにわずかな差異があり、単

一の元素が 2 種類以上の相（固相・液相・気相）

や化学種に含まれるような場合に、同位体効果と

呼ばれる同位体の「偏り」が生じる。複数の相・

化学種が存在していたときに、それらの同位体組

成が異なるといったことが起こる。この偏りの程

度（同位体分別と呼ばれる）は温度など環境条件

により変わり、そのような性質を利用して古環境

を推定することが「同位体地球化学」という研究

分野の目的の一つである [1]。複数の物質の同位

体比の違いを議論することが目的であるので、化

学形態を区別し、それぞれで同位体比を測定しな

ければならない。本稿では硫黄化学種を分ける方

法とそのために新たに導入した装置の概略を紹介

する。

同位体分別は同位体の個数比である同位体比

を用いて表現される。硫黄の場合には 32S を分母

として 34S/32S が議論に用いられる。33S, 36S の存

在度は、32S や 34S に比べて低く、測定されないこ

とも多い。また、同位体効果には同位体質量に依

存する現象が多く、34S/32S から 33S/32S, 36S/32S が推

定できる場合が多い。本稿ではそのような場合を

取り扱うため 34S/32S のみを議論に用いる。同位

体比が変化するといっても変化量は小さいので、

軽元素 (H, C, N, O, S) 安定同位体に関しては δ 表

記と呼ばれる表記法により拡大して表現する。本

稿でもこの表記法を使用する。δ34S は次のように

定義される。

こ こ で　　　　　　　 は 標 準 と な る 物 質 の 同

位体比であり、硫黄の場合には V-CDT(Vienna-

Canyon-Diablo-Troilite) という標準同位体比からの

ずれで表現される。

同位体効果に関する例を紹介する。Ikehata and 

Maruoka [2] では 2014 年に噴火した御岳山の噴出
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物から、化学操作により水溶性・酸可溶性硫酸態

硫黄、元素硫黄、黄鉄鉱に分け、それぞれ化学種

ごとの硫黄同位体比分析を行った。先ほど述べた

ように同位体効果は温度に依存し、これらの成分

の同位体比の違いをもとに反応が起きたときの温

度を推定することができる。火山噴出前には、

4SO2 + 4H2O  3H2SO4 + H2S

3SO2 + 2H2O  2H2SO4 + S

の反応により、硫酸、硫化水素、元素硫黄が生成

され、それらがいくつかの反応を経て、硬石膏

(CaSO4)、黄鉄鉱 (FeS2)、元素硫黄として火山噴

出物に取り込まれる。化学平衡では価数の小さな

化学種には、軽い同位体に富む傾向があり、この

論文では石膏、黄鉄鉱に相当する成分の δ34S を

+15.92±0.08‰, –5.24±0.24‰ と求めた。その差異

をもとに噴出直前の温度が 270–281°C であった

と推定している。ここで示した例では、共存する

化学種が化学平衡の状態にあったことを仮定して

いる。一般的に低温である方が同位体分別は大き

くなるが、低温になると反応が進みにくくなり、

同位体平衡に達するのは難しくなる。そのために

化学平衡を仮定した議論は、火成活動に関連する

高温現象に限られる。

化学平衡に達するわけではないが、生物が関与

する場合にも同位体分別を見出すことができる。

その典型的な例は、光合成であり、CO2 の炭素を

グルコース (C6H12O6) に変換するときに、12C, 13C

のうち軽い同位体 12C を選択的にグルコースに

変換するため、CO2、有機物間で同位体比 13C/12C

に違いが生じる。具体的には元の CO2 に比べて
13C/12C の低いグルコースが生成される。ここでの

「選択的」という言葉は、それだけを選択して変

換するということではなく、12C も 13C もほとん

ど区別することなく変換するが、δ 表記でようや

く区別がつく程度に「選択され」、わずかに差が

生じることを表している。このような同位体効果

は、平衡同位体効果に対比して、動的同位体効果

と呼ばれる。

硫黄の場合には、硫酸還元バクテリアの関与

した動的同位体効果が知られている。H2S が安定

に存在できるような無酸素条件下では、硫酸還元

バクテリアは硫酸イオンを利用して有機物を酸化

し、エネルギーを得る。このような条件では、硫

酸イオンよりも硫化水素の方が安定に存在できる

が、低温のために硫化水素への反応は進みにくい。

硫酸還元バクテリアは酵素による触媒作用を利用

して、その反応を促進する。この過程において硫

酸イオンは硫化水素に還元される。バクテリアに

よる硫酸還元では、軽い同位体である 32S を選択

的に硫化水素に変換する性質があり、硫酸イオン、

硫化水素の同位体比に違いが生じる。δ34S の低い

硫化水素が生成されるが、反応に関わる全体の硫

黄の同位体比は保存されなければならないので、

残された硫酸イオンの δ34S は硫酸還元前の δ34S

に比べて高くなる。海洋底ではこのようなバクテ

リアによる硫酸還元が起き、これが海洋全体の硫

酸イオンの δ34S をコントロールしている。バク

テリアにより生成された H2S の多くは再度酸化

されて硫酸イオンに戻るが、一部は鉄イオン Fe2+

と反応し、マッキーノ鉱 (Fe1+xS) を経て、低い

δ34S を示す黄鉄鉱 (FeS2) として海水から除去され

る。現在の海水の δ34S は +20.3‰ で地域に依らず

一定の値をとる。この値は河川などを通じて海洋

に供給される硫酸イオンの δ34S よりも明らかに

高くなっており、δ34S の低い黄鉄鉱の生成により

海洋から 32S に富む成分が除去されたことで、海

洋全体の硫酸イオンの δ34S が高くなったことを

意味している。過去の海洋に含まれていた硫酸イ
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オンの δ34S は蒸発岩中硫酸塩鉱物や炭酸塩置換

態硫酸を分析することで得られており、この値は

その時代の海洋環境によって変化することが示さ

れている（例えば、Maruoka et al. [3]）。この値は

河川などから海洋に供給される硫酸イオンの量と

黄鉄鉱として海洋から除去される量とそれぞれの

同位体比のバランスで決まる。（同位体比には大

きな変化を及ぼさないが蒸発岩の形成により、硫

酸塩鉱物としての流出もある。）炭酸塩置換態硫

酸は、石灰岩 (CaCO3) を酸で溶解し、Ba2+ イオン

を加えることで BaSO4 として回収することがで

きる。石灰岩にも黄鉄鉱やその他の含硫黄成分が

含まれるので、分離を行わずに全岩で同位体比分

析を行うと、同位体比の異なる物質の混合の同位

体比になるだけで、その値自体は意味をなさなく

なる。先に例示したように同位体分析では化学種

分離が不可欠である。

硫黄同位体比分析には質量分析計が用いられ

る。質量分析計には通常は SO2 ガスの状態で導

入される。化学操作を組み合わせて化学種ごとに

固体沈殿物を作成し、それを酸素雰囲気下で加熱

し、含まれている硫黄分を SO2 に変換する。ガ

スの生成・精製と質量分析計への導入を別個の装

置で行い、大量の SO2 ガスを同位体分析に用い

る方法が以前は主流であった。近年、オンライ

ンで SO2 の生成・精製と質量分析計への導入を

行うことができる連続フロー型安定同位体分析装

置 (CF-IRMS; Continuous-Flow Isotope-Ratio Mass-

Spectrometer) が主流になっている [1]。この装置

では、ヘリウムガスの連続的な流れの途上で SO2

ガスを生成し、SO2 ガスはヘリウムガスとともに

質量分析計に導入される。SO2 は電子衝撃によ

り SO2
+ イオンに変換されて、電場で加速後、磁

場に通される。磁場中でのイオンの重さの違いに

よる曲がり方の違いを利用して、イオンビーム

の m/z（同位体質量 m と電荷数 z の比）を分けて

検出する。SO2 の場合には、m/z 64, 66 のビーム

強度をもとに、標準ガスや標準試料と比較して、

δ34S を決める。

Maruoka et al. [3] をもとに一部改良した石灰岩

に関する化学種ごとの硫黄成分の回収手順を示し

た（図 1）。石灰岩試料は最初に塩化ナトリウム

水溶液に浸し、水溶性成分を抽出する。風化変質

により生成された硫酸塩鉱物が溶解し、液相に入

る。この成分を捕集したければ、この上澄み液

に塩化バリウム水溶液を加え、BaSO4 の沈殿を生

成し、フィルターを用いて沈殿を回収する。上澄

み液回収後、試料の隙間にあるものも含めた容器

内に残る塩化ナトリウム水溶液を蒸留水で置換す

る。水溶性成分を完全に捕集するためには、この

置換に用いた蒸留水も回収し、先ほどの 1 次の塩

化ナトリウム水溶液に加えておく。残存液の回収

率を上昇させるためにこのような蒸留水置換操作

は通常 3–4 回程度行う。次に、試料に塩酸を添加

し、炭酸塩鉱物を溶解することで、炭酸塩置換態

硫酸を抽出する。この操作は酸化状態で不安定な

硫化物が酸化しないように、純窒素ガス雰囲気

下で行う。酸可溶性硫化物 (Acid Volatile Sulfide; 

AVS) は、塩酸の添加により H2S に変換される。

マッキーノ鉱やグリグ鉱 (greigite; Fe3S4）などが

酸可溶性硫化物に相当する。発生した H2S は窒

素ガス流とともに酢酸亜鉛水溶液に通じ、硫化亜

鉛 (ZnS) として捕集する。その後、固体 ZnS を含

む酢酸亜鉛水溶液に硝酸銀水溶液を加えること

で、扱いやすい硫化銀 (Ag2S) に変換する。生成

した Ag2S はフィルターにより回収する。石灰石

溶解後、上澄み液と酸反応残渣を分離する。回収

した上澄み液は、アルカリ水溶液で pH 2-3 程度
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に調整し、塩化バリウム水溶液を加える。この

操作で BaSO4 沈殿として炭酸塩置換態硫酸を回

収することができる。BaSO4 は強酸性条件で一部

溶解するので中和が必要であるが、pH を高くし

すぎると溶解していた CaCO3 の再沈殿が起こり、

回収沈殿の BaSO4 純度が著しく低下する。上述

のように硫黄同位体比測定では、BaSO4 を酸素雰

囲気下で加熱して SO2 に変換するが、同じ操作

で CaCO3 の熱分解により CO2 ガスが発生する。

CO2 が大量に存在すると、SO2 の同位体分析に影

響を与えるため、沈殿物の純度は高く保つ必要が

あり、pH の調整は不可欠である。

石灰岩の場合には、酸反応残渣に含まれている

硫黄の担体としては、黄鉄鉱、有機物などが考え

られる。有機体硫黄が主成分になることは多くな

く、酸反応残渣を酸素雰囲気化で加熱して、SO2

にすることで黄鉄鉱由来の硫黄についての同位体

比情報を得ることができる。一方で、重晶石（バ

ライト、BaSO4）が存在する場合や有機態硫黄の

同位体分析も行いたい場合には、黄鉄鉱に由来す

る成分だけを抽出することが必要になる。このよ

うな場合にはクロム還元法という方法が用いられ

る [4]。クロムは、0, +2, +3, +6 の価数を取り、そ

の価数は酸化還元条件で変化する。Cr2+ を FeS2

と反応させると、１価硫黄 (S-1) を２価硫黄 (S2-)

に還元することができる（反応したクロムは酸化

され Cr3+ になる）。この反応では、黄鉄鉱 (S-1) だ

けでなく、元素状硫黄 (S0) の硫黄も還元すること

はできるが、硫酸イオン SO4
2-（S6+）を S2- にまで

還元することはできない。また、もともと還元的

な物質である有機物との反応性も低いため、クロ

ム還元後の反応残渣を集めれば、有機態硫黄の同

位体分析も可能になる。

塩化クロム (II) の試薬も存在するが、大気圧下

石灰岩試料

上澄溶液 沈殿

水溶性硫酸 上澄溶液 沈殿

炭酸塩置換態
硫酸

発生ガス

水溶液添加

水溶液添加

水溶液添加

酸可溶硫化物

酢酸亜鉛水溶液

添加

発生ガス 沈殿

還元可能態

酢酸亜鉛水溶液

有機態硫黄
重晶石

添加

図 1   硫黄段階抽出概略（白抜き文字は操作を示す。赤字は最終的な生成物と化学処理前の組成を示す）



201

研究成果報告 2021 年度
B01 計画研究 04

では Cr3 ＋が安定であり、水溶液中 Cr2+ は酸化さ

れ容易に Cr3 ＋へ変換される。そのため試薬の塩

化クロム (II) から直接 Cr2+ を含む水溶液を作成す

ることは難しい。したがって、Cr3+ を含む水溶液

を水素雰囲気下に置き、Cr2 ＋に還元するという操

作を必要とする。また、この作成した Cr2+ 含有

水溶液を大気中酸素と反応させないで、試料に添

加する必要がある。これまでいくつかの装置が提

案されているが [4]、簡便に取り扱うことは難し

かった。筆者は、科学研究費補助金の援助をもと

に、クロム還元を容易に行うことのできる装置を

考案した（図 2）。この装置は Cr2 ＋添加用のバル

ブを境に二つの部分からなる。上部は Cr2+ 含有

水溶液を準備するために使用する。まず、容器に

は塩化クロム (III) 水溶液、塩酸、金属亜鉛を入

れ、10 分程度高純度窒素ガスを通し、空間およ

び溶液中に溶解する空気を追い出す。このときの

HCl を含んだ排気ガスは蒸留水に通じたのち排出

する。酸は蒸留水に補足されるので、この仕組み

を酸トラップと呼んでいる。10 分程度窒素ガス

を通じた後は、塩酸、金属亜鉛の反応で生じた

H2 で満たされるので、窒素ガス導入口は閉じる。

排気側は H2 で高圧になりすぎないように、余剰

圧力を酸トラップから放出する（逆流を防止する

役割がある）。数時間経過すると、Cr3+ は Cr2+ に

還元され、緑色だった塩化クロム（III）水溶液は

Cr2+ に由来する青色を呈する塩化クロム（II）水

溶液に変わる。この状態で排気側も閉じることで、

その後発生する H2 ガスを容器内に溜めることが

でき、上部容器の内圧を高めることができる。こ

のような操作が必要なのは、この装置では空間が

閉じているので内圧が高くならないと Cr2+ 含有

水溶液が還元反応用の丸底フラスコまで落下しな

いためである。丸底フラスコには反応させたい試

料を濃塩酸とともに導入する。この状態で装置に

接続し、容器全体に含まれる空気を純窒素ガスで

追い出しておく。Cr2+ による還元反応には塩酸が

必要であり、上部容器にも塩酸は含まれているが

亜鉛との反応で多くは消費されているので、試料

とともに塩酸を加えている。先に塩酸を加えるこ

とで、塩酸に溶解する空気もあらかじめ追い出す

こともできる。充分に排気を行った状態で、Cr2+

含有水溶液を添加し、沸騰直前まで加熱し還元反

応を起こす。生成された H2S を含むガスは、酸

トラップを通過させたのちに、酢酸亜鉛水溶液に

通じて ZnS として固定する。上述のようにここ

でも硝酸銀水溶液を添加して、Ag2S として回収

する。

クロム還元で黄鉄鉱、元素硫黄を取り除いた試

料には有機態硫黄が残る。残留物はそのまま CF-

高純度
窒素ガス①

高純度
窒素ガス②

試料、塩酸

を含むガス

冷却器
（水蒸気を戻す）

酸トラップへ

トラップへ

添加用
バルブ

→ 変換時
ガス排気用バルブ

粒子

図 2  クロム還元装置概略図
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IRMS に導入して有機態硫黄の硫黄同位体分析を

行うことが可能である。また、残留物に含まれ

る有機物の炭素同位体比分析も可能である。残

留物に重晶石（BaSO4）が存在していることもあ

るが（例えば、[5]）、このような試料の場合には

さらに還元力の強い試薬 (Kiba reagent [6], Thode 

solution [7]) を使うことで重晶石に含まれている

硫黄の抽出が可能である。文献 [2] のような火山

に関連する試料の場合には元素硫黄が存在する場

合が多く、このような試料を扱う場合には元素硫

黄と黄鉄鉱を分ける必要がある。このときにはク

ロム還元操作の前にアセトンやベンゼンのような

元素硫黄の溶解度の高い物質を使って溶媒抽出す

ることができる [2, 8]。また、硫化物は一般的な

造岩鉱物に比べて比重が大きいので、比重の違い

を利用した重液分離回収法もある。このように試

料とその目的に応じて操作を選ぶことで異なる物

質に由来する硫黄同位体比を分けて測定すること

が可能となる。

引用文献

[1] 丸岡照幸（2014）「同位体質量分析計を用い
た環境変動解析」Journal of the Mass Spectrometry 
Society of Japan 62, 49–60.

[2] Ikehata, K. and Maruoka, T. (2016) Sulfur 
isotopic characteristics of volcanic products from the 
September 2014 Mount Ontake eruption, Japan. Earth, 
Planets and Space 68: 116. doi: 10.1186/s40623-016-
0496-z

[3] Maruoka, T. and Isozaki, Y. (2020) Sulfur and 
carbon isotopic systematics of Guadalupian-Lopingian 
(Permian) mid-Panthalassa: δ34S and δ13C profiles　in 
accreted paleo-atoll carbonates in Japan. Island Arc 
29: e12362.

[4] Canfield, D.E., Raiswell, R., Westrich, J.T., Reaves, 
C.M. and Berner, R.A. (1986) The use of chromium 
reduction in the analysis of reduced inorganic sulfur in 
sediments and shales. Chemical Geology 54: 149–155.

[5] Paytan, A., Kastner, M., Campbell, D. and 
Thiemens, M.H. (1998) Sulfur isotopic composition　
of Cenozoic seawater sulfate. Science 282: 1459–1462.

[6] Sasaki, A., Arikawa, Y., Folinsbee, R. (1979) Kiba 
reagent method of sulfur extraction applied to isotopic 
work. Bulletin of the Geological Survey of Japan 30: 
241–245.

[7] Thode, H., Monster, J., Dunford, H. (1961) Sulphur 
isotope geochemistry. Geochimica et Cosmochimica 
Acta 25: 159–174.

[8] Ikehata, K., and Maruoka, T. (2019) Sulfur isotopic 
systematics during the October 2017 eruption of the 
Shinmoe-dake volcano, Japan. Applied Geochemistry 
102: 102–107.
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イスファハーンの歴史的墓地にみる
都市と墓地の空間構造

人が集住する都市において、墓地はきわめて重

要である。イスラーム教やキリスト教などの土葬

社会では、墓地の重要性はなおのことである。

西アジアの都市には、その都市を代表する歴

史的な墓地があることが多い。たとえばイラクの

ナジャフには、「ワーディー・アッサラーム（平

安の谷）」と呼ばれる墓地があり、その広さは約

600 ヘクタール（東京ドーム 128 個分）、墓の数

は 500 万基を超える、名実ともに世界最大級の墓

地である 1。「ワーディー・アッサラーム墓地」と

双璧をなすのが、カイロの「死者の街」とも称さ

れる「カラーファ墓地」であり、こちらは遅くと

も 7 世紀にさかのぼることのできる、歴史的にも

長く空間的にも巨大な墓地である 2。ダマスクスの

「バーブ・アル＝サギール（小門）墓地」やバグ

ダードの「クライシュ墓地」、イスタンブルの「エ

ユップ墓地」や「カラチャ・アフメト墓地」、サ

マルカンドの「シャーヒ・ズィンダ（生ける王）

墓地」なども歴史的墓地として広く知られている。

イランに目を向けると、タブリーズの「詩人墓地

（Maqbarat al-Shu‘arā）」やシーラーズの「平安の

1   守川（2018）「移葬の心性史」参照。 

2  ムカッタム山そのものが古来「聖域」として敬慕されており、墓地としての歴史もローマ出身の聖アルセニオ
ス（449 年没）に遡ることが可能である［大稔（2008）『エジプト死者の街と聖墓参詣』、18-22 頁］。

館（Dār al-Salām）墓地」、イスファハーンの「タ

フテ・フーラード（鋼の台座）（Takht-i Fūlād）墓地」

などが、前近代から続く墓地である。今日、都市

の郊外にある現代的な大規模墓地とは異なり、こ

れらの墓地は現在の都市の中心に位置しているこ

とも少なくない。

本稿では、西アジア都市の空間構造を検討す

る一助として、イスファハーンの墓地に焦点をあ

てて墓地と都市の関係を見ていきたい。対象とす

る時代は、文献史料や地図の残る 19 世紀後半か

ら 20 世紀初頭とし、1890 年に収税吏（taḥvīldār）

のミールザー・フサイン・ハーンによって著され

た『イスファハーン地誌』（Jughrāfiyā-yi Iṣfahān）

と、スルターン・サイイド・レザー・ハーンによ

る 1924 年にリトグラフ出版されたイスファハー

ン市街地図（1924 年市街図）を中心に検討する。

1.  イスファハーンの歴史的墓地
イスファハーンにはいくつの墓地があるのだ

ろうか。イスファハーンの墓地について包括的に

まとめたマフダヴィー氏は、20 世紀末の時点で
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約 80 もの墓地の名称をあげている 3。その中には、

①すでに消失し、名前だけが残っているもの、②

ヒジュラ暦 14 世紀（すなわち 20 世紀）に破壊さ

れるなどして失われたもの、③現存するもの、が

ある。一方、時代をさかのぼると、17 世紀後半の

段階で、フランス人のシャルダンは、「市壁内の

墓地は 12」という数字をあげている 4。現在、イス

ファハーンの歴史的墓地として最も名が知られて

いるのは、ザーヤンデルード川の南側に広がるタ

フテ・フーラード墓地であり、複数の聖者廟と 10

万基以上の墓、およびイラン・イラク戦争での殉

教者墓地を擁している。この墓地は 1984 年に閉

鎖されるまで 800 年以上にわたって用いられた 5。

『イスファハーン地誌』にわずかに先立つドイ

ツ人のホルツァーは、イスファハーンに関するそ

の著書の中で、町の東方にあるシャイフ・ユー

スフ（Gunbed i Sheikh Jussuf）、古広場のサイイ

ド・ジャアファル（Seyed Djaffer）、ハージュー

のチャハールバーグ大通りにあるミール・ダー

マード（Nur Damad）の 3 つの聖者廟と、最も

大きな墓地のひとつとしてタフテ・フーラード

墓地（Takht i Fulad）を筆頭にあげるほか、ヌム

スィー（Numschi）、トゥプチ（Tuptschi）［後出

のトゥクチ墓地のことであろう］、チュムラーン

（Tschumlun）、アーブパーシュコン（水を撒く者）

（Abpaschkun）［後出の「水を恵む者たち墓地」の

3    Mahdavī [2005/06], Mazārāt-i Iṣfahān, pp. 22-23. 79 番目にあがるユダヤ教徒墓地のほかに、新ジュルファーの南
方にあるアルメニア人墓地を入れると 80 となる。

4    シャルダン『イスファハーン誌』、183 頁。
5    タフテ・フーラード墓地は保存・研究協会があり、全 4 巻の被葬者名鑑や書籍・雑誌などが多数刊行されている。
6　 Höltzer, Persien vor 113 Jahren, p. 17 (Persian text, p. 9). また、ホルツァー自身が撮影した写真の説明として、「古

きイマームザーデ・イスマーイール」（後出⑫に相当）が古広場近くの町の東方の住宅街の中にあり、高さ 5 メー
トルのプラタナスの木が 1 本立っており、古い墓地と、ドームとミナレットを備えたイスマーイール廟があ
るという［Ibid., p. 101 (Persian text, p. 80)］。

7　 Taḥvīldār, Jughrāfiyā-yi Iṣfahān, pp. 33-36. 

こと］、［祈願の］キブラ（Gabledaa）、スィッティー・

ファーティマ（Sidfathimeh）の計 7 つの墓地をあ

げている 6。

これに対し、『イスファハーン地誌』ではより

詳細に、計 23（章の冒頭では 22 とされているが、

実際には 23）の一般墓地の名称とその簡単な説

明が付されている。そのうち、ユダヤ教徒墓地と、

キリスト教徒のアルメニア人墓地がいわゆる「異

教徒の墓地」であり、残りの 21 がムスリム墓地

である。

２.  「イスファハーンの墓地」試訳
ここで、『イスファハーン地誌』の第 2 部第 11

章「墓地の名称」を訳出する 7。

ミールザー・フサイン・ハーン著『イスファ
ハーン地誌』「第 11 章 墓地（Qabristān）の
名称について」

こ の 町（ イ ス フ ァ ハ ー ン ） に は 22 の 墓 地

（qabristān）がある。

「トゥクチ（Tuqchī）墓地」（①）はきわめて大

きく、古い墓地であり、多くの聖者が埋葬されて

いる。トゥクチ門の外側に位置している。外周は

約半ファルサング［約 3 キロ］である。

「タフテ・フーラード（Takht-i Fūlād）墓地」

（②）は、ハサンアーバード門の外側にあり、約
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4 分の 1 ファルサング［約 1.5 キロ］強の外周で

ある。預言者・聖者・高位の聖者たち（awtād va 

aqṭāb）のほとんどがこの墓地に眠る。名高い死

者たちの気高き修道所（takāyā）がたくさんあり、

いずれもドームや墓や中庭や建物や小部屋を備え

ている。［以下、墓地内の主要な聖者の 8 つの修

道所や墓について記載されるが省略］

「チュルマーン（Chulmān）墓地」（③）は、町

の居住地の真ん中にあり、約 4 万平方ザルウ 8［約

4 万平方メートル］の広さがある。非常に古く、

昔からある。その脇には「チュルマーンの城」と

名づけられた堅牢な建物と城館がある。ホスロウ・

パルヴィーズ（在位 590 年、591–628 年）の時代

には、この墓地は庭園の一部であり、上述の城は

その真ん中にあったといわれている。イスファ

ハーン出身の［愛妾］シェキャルのために建てら

れた 9。かつて、この墓地の中で地下道の入り口が

発見されたことは世界中で知られている。恐ろし

げな穴道であり、出口は誰も見たことがない。入

り口は今でも見えている。勇敢で義人のならず者

たちは、いつの時代であれろうそくや灯火を手に

し、その中を少しばかり入っていっては中をうか

がった。何人かから聞いた話では、400–500 歩ご

とにアーチ状の十字路になっており、四方向に道

がある。どの道を通っても、先にはまた新たな十

字路が現れる。大半の者は 2 つ以上の十字路に行

くことはできなかった。どこからともなく風がそ

8     ガージャール朝期のザルウ（dhar‘）は歩幅 2 歩分で、およそ 104 センチメートルの長さの単位。
9     シェキャル（砂糖の意）はニザーミーの『ホスロウとシーリーン』の中に出てくる女性で、ホスロウがシーリー

ンと婚約する前に心を寄せた。イスファハーン出身と設定されていることから、このような逸話が生まれた
のだろう。

10   1 ギャレ（gara）は 16 分の 1 ザルウで約 6.5 センチメートル。 

11  長身の “ 聖者 ” の墓は各地にある。有名なものは、サマルカンドのアフラースィヤーブの丘の北辺にあるダ
ニエル廟であり、墓の長さは 18 メートルもある。 

よぎ、息が苦しくなったという。おそらく［入り

口と出口の］2 つの穴があるに違いないが、時の

経過とともに塞がり潰れてしまったのだろう。

「イマーム門（Darb-i Imām）墓地」（④）は居

住地の真ん中にある小さな墓地である。イマーム・

ザイン・アル＝アービディーン（713 年没）― 平

安あれ ― の子孫のひとりで、アリー・ブン・フ

サイン・ブン・イマーム・ザイン・アル＝アービ

ディーン ― 平安あれ ― として知られる高き位の

「イ
イ マ ー ム ザ ー デ

マームの子孫（imāmzāda）」がここに埋葬さ

れている。中庭と建物とドームと内室と［墓の］

囲い（żarīḥ）といくつもの房室がある。

「水を恵む者たち（Āb-bakhshagān）墓地」（⑤）

は、約 7 万平方ザルウの広さがある。昔からの墓

地で、居住地の真ん中にある。聖者や信仰厚き者

たちもまた大勢がここに眠っている。

「祈願のキブラ（Qibla-yi Du‘ā）墓地」（⑥）は、

約 4 万平方ザルウの広さがあり、居住地の真ん中

にある。

「バーバー・アラムダール（旗持ち）（Bābā 

‘Alamdār）墓地」（⑦）はエリヤーラーン門の外

側にあり、細長くて広い墓地である。ここにある

バーバー・アラムダールの墓はたいそう細長くつ

くられている。このバーバーは細長い体躯をした、

いにしえの人物であった。彼の墓は［長さが］10

ザルウと 2 ギャレ 10［約 10.5 メートル］である 11。

よく知られていることだが、墓の長さは頭から膝



208

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

までであり、膝を折りたたんでいるとも体全体を

折りたたんでいるとも言われている。金曜日の

［前］夜には願いごとや供え物による 1000 本もの

油脂の灯火が墓の前で灯される。

「イスマーイール・イブン・アッバード（Ismā‘īl 

Ibn ‘Abbād）墓地」（⑧）は居住地の中にある小

さな墓地である。イスマーイール（995 年没）の

墓がそこにある。

「アーホンドの墓の上（Sar-i Qabr-i Ākhund）墓地」

（⑨）は金曜モスクの廻廊に連なっており、とて

も小さい。そこには故ムッラー・ムハンマド・タ

キー（1660 年没）と故ムッラー・ムハンマド・バー

キル・マジュリスィー（1699 年没）の墓がある。

「イマームザーデ・アフマド（Imāmzāda Aḥmad）

墓地」（⑩）は小ぢんまりとしており、ハサン

アーバード門近くのバーザールの中にある。墓

地の扉はマドラサのようにアーチ付きの壁で囲

まれている。小部屋などがある。崇敬に値する

「イ
イ マ ー ム ザ ー デ

マームの子孫」の気高き墓がそこにある。ゼッ

ロッソルターン殿下（在任 1872–1907 年）12 が墓

と囲いと中庭と建物全体を非常に美しく修復さ

れた。

「書記官の城（Qaṣr-i Munshī）墓地」（⑪）は居

住地の真ん中にある。

「イマームザーデ・イスマーイール（Imāmzāda 

Ismā‘īl）墓地」（⑫）は小さく、居住地の真ん中に

ある。偉大な「イ
イ マ ー ム ザ ー デ

マームの子孫」である。そこに

12  ゼッロッソルターン（1918 年没）はガージャール朝のナーセロッディーン・シャー（在位 1848–96 年）の長男で、
30 年以上にわたってイスファハーンの長官を務めた。『イスファハーン地誌』は彼の時代に書かれているため、
ゼッロッソルターンに配慮した筆致となっている。

13 イマーム・レザーの妹のファーティマの墓はコムにあるファーティマ（ファーテメ）廟が名高いが、イスファ
ハーンにも彼女の墓があるという伝承があったことがうかがえる。なお、「子（sibṭ）」のかわりに「サイイド

（聖裔）」の略称・俗語である「スィッティー（sittī）」と呼ばれることもあり、現在では「スィッティー・ファー
ティマ廟」と呼ばれている。

14  1924 年市街図では、キャッラーン（地図では Kahrān と表記）街区の城砦の隣に同名の庭園があるが、墓地の

はドームと内室とマドラサと中庭と小部屋がある。

「ファーティマの子（Sibṭ-i Fāṭima）墓地」（⑬）。

［ファーティマ（816 年没）は］イマーム・レザー

様（818 年没）― 彼に千の祝福と賞賛あれ ― の

妹であり、この御方もまたそこに［眠っている］13。

ドーム、内室、マドラサ、中庭、そして非常に立

派な建物を備えている。この墓地はきわめて大き

く、約 5 万平方ザルウの大きさがある。

「アーガーの墓の上（Sar-i Qabr-i Āqā）墓地」（⑭）

はバーブ・アル＝ダシュト門の外側にあり、広さ

は約 1 万平方ザルウである。3 人のイスファハー

ンの金曜礼拝の導師がそこに埋葬されている。彼

らのためのすばらしい修道所と、高く広く立派な

墓があり、墓の周囲は上層階が、また修道所の周

囲は下層階の部屋が取り囲んでいる。整然とした

庭や清々しい水池が設けられている。

「メロンの館（Dār al-Baṭṭīkh）墓地」（⑮）は小

さく、居住地の真ん中にある。

「ハールーン・ヴィラーヤト（Hārūn-i Vilāyat）

墓地」（⑯）は小さく、居住地の真ん中にある。［彼

は］高き位の「イ
イ マ ー ム ザ ー デ

マームの子孫」たる御方である。

そこにはドームと内室とマドラサと［墓の］囲い

と多くの設備がある。

「カノープス庭園（Bāgh-i Suhayl）墓地」（⑰）

は大きく、町のはずれにある。

「キャッラーン（Karrān）墓地」（⑱）も同様で

ある 14。
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位置は不明である。

表 1
 

 墓墓地地のの名名称称 市市門門 
墓墓地地内内にに眠眠るる主主ななイイママーームムのの 
子子孫孫（（イイママーームムザザーーデデ））・・聖聖者者 

シシャャルルダダンン 
1924 年年 
市市街街図図 

現現存存 

① Ṭuqchī 外 [Imāmzāda Ibrāhīm] × ― × 

② Takht-i Fūlād 外 [Bābā Rukn al-Dīn など多数] 〇 ― ◎ 

③ Chulmān (Chumlān) 中  △ ◎ × 

④ Darb-i Imām 中 
Imāmzāda ‘Alī b. Ḥusayn 
[Imāmzāda Ibrāhīm & Imāmzāda  
Zayn al-‘Ābidīn] 

〇 ◎ 廟のみ〇 

⑤ 
Āb-bakhshagān   
(Āb-bakhshān) 中 [Shaykh Abū Mas‘ūd Rāzī] × ◎ 廟のみ〇 

⑥ Qibla-yi Du‘ā 中 [Ḥāfiẓ Abū Nu‘aym] △ ◎ × 

⑦ Bābā ‘Alamdār 外 Bābā ‘Alamdār × × 墓石〇 

⑧ Ismā‘īl Ibn ‘Abbād 外 [Ṣāḥib] Ismā‘īl Ibn ‘Abbād ？ ― 廟のみ〇 

⑨ Sar-i Qabr-i Ākhund 中 
[Muḥammad Taqī Majlisī]  
[Muḥammad Bāqir Majlisī] × ◎ 廟のみ〇 

⑩ Imāmzāda Aḥmad 中 Imāmzāda [Abū ‘Alī] Aḥmad  〇 〇 廟のみ〇 

⑪ Qaṣr-i Munshī 中  △ △ 

（モスク） 
× 

⑫ Imāmzāda Ismā‘īl 中 Imāmzāda Ismā‘īl 〇 ◎ 廟のみ〇 

⑬ 
Sibṭ-i Fāṭima  
(Sittī Fāṭima)  外 Fāṭima 〇 ◎ 廟のみ〇 

⑭ Sar-i Qabr-i Āqā 外 3 人の礼拝の導師 × ◎ 廟のみ〇 

⑮ Dār al-Baṭṭīkh 中 [Imāmzāda Ibrāhīm / Ismā‘īl] 〇 ◎ 廟のみ〇 

⑯ Hārūn-i Vilāyat 中 [Imāmzāda Hārūn] 〇 〇 廟のみ〇 

⑰ Bāgh-i Suhayl 外  × ― × 

⑱ Karrān  (Kahrān) 中  〇 ？ × 

⑲ Shāh Mīr Ḥamza 外 Shāh Mīr Ḥamza × × 廟のみ〇 

⑳ Shāh-i Shāhān 中 
[Shāh ‘Alā al-Dīn Muḥammad 
Ḥusaynī] 〇 

△ 

（モスク） 
廟のみ〇 

㉑ Yahūdīya 中  △ × ？ 

㉒ Arāmana 外  〇 ― ◎ 

㉓ Shaykh Abū Mas‘ūd 中 Shaykh Abū Mas‘ūd 〇 × 廟のみ〇 

 
[ ] 内は、『イスファハーン地誌』以外の史料から補足した。また、1924 年市街図に「墓地」として記載がある
ものには◎を付した。 
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「シャー・ミール・ハムザ（Shāh Mīr Ḥamza）墓地」

（⑲）は中くらいで、居住地の真ん中にある。

「シャー・シャーハーン（Shāh-i Shāhān）墓地」

（⑳）は中くらいで、居住地の真ん中にある。こ

のシャー（1446 年没）は墓とマドラサと房室と

ともにそこに埋葬されている。

「ユダヤ教徒たちの墓地」（㉑）は大きな墓地で

あり、ジューバーレ街区にある。

「アルメニア人たちの墓地（㉒）は上のチャハー

ルバーグ大通りとヘザール・ジャリーブ庭園の上

手にあり、ジュルファーに近い。

「シャイフ・アブー・マスウード（Shaykh Abū 

Mas‘ūd）墓地」（㉓）は大きく、居住地の真ん中

にある。このシャイフ［の廟］はその中にあり、ドー

ムと内室とマドラサと房室を備えており、立派な

［墓の］囲いがあり、たくさんの装飾が施されて

いる。このドームのまわりには無数の墓がつくら

れており、いにしえのスルタンが多数埋葬されて

いる。彼らの墓には一枚岩の大きな斑岩が据えら

れているが、きわめて高価なものである。墓石に

はなじみのない文字が刻まれている。クーフィー

体ではなく、ヘブライ語か建築用装飾文字のよう

であり、読めない。

これらの墓地には、その事績が人口に膾炙する

偉大な人物たちが大勢埋葬されている。この町（イ

スファハーン）には、存命中の信仰心厚い者や敬

虔な者や禁欲的な者が多く、彼ら独自の慣行とし

て、金曜日の［前］夜には、タフテ・フーラード

墓地やその他の墓地にある各修道所の部屋の中で

朝まで勤行や礼拝に励んでいる。古くより現在に

至るまで、この習慣は絶えることがない。

15  シャルダン『イスファハーン誌』、8、10–11 頁 ; Taḥvīldār, Jughrāfiyā-yi Iṣfahān, p. 36; 1924 年市街図。
16  シャルダン『イスファハーン誌』、183 頁。

以上が『イスファハーン地誌』にみられる 23

の墓地の説明である。

３.  都市と墓地の空間構造
『 イ ス フ ァ ハ ー ン 地 誌 』 と 1924 年 市 街 図

（図 1･ 図 2）をもとに、イスファハーンの歴史的

墓地についてみていこう。

都市と墓地の空間構造において何よりも注目

すべきは、市門や市壁との関係である。イスファ

ハーンは、17 世紀後半にはすでに市壁のかなり

の部分が崩れており、その後人口の減少した 19

世紀にも必ずしも市街地全体が壁で囲まれていた

わけではない。だが、門（サファヴィー朝期は 8

つ）は常にあり、16 の門の名が列挙されている『イ

スファハーン地誌』や、何よりも 1924 年市街図

には市門（darvāza）が名前と記号で明瞭に記載

されていることから、通時代的に「市中」と「市

外」の概念はあったとみなし得る 15。

『イスファハーン地誌』の情報は簡潔でありな

がらも、墓地が門よりも内側の居住地の中にある

か、あるいは外側に位置するかについては、ほぼ

例外なく言及している。すなわち、墓地の立地に

おいては、市中にあるか市外にあるかという点こ

そが重要となる（ただし、市門の外でも「居住地

の中にある」という記載もみられる）。いみじく

もシャルダンは、17 世紀中葉のイスファハーン

について、市壁内の墓地は 12 であるが、「この点

に関しては、ペルシアでは、墓地はほとんど町の

外にあるということに注目しなければならない」

とわざわざ述べているほどである 16。

墓地の面積が最も大きいトゥクチ墓地（①）と
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タフテ・フーラード墓地（②）は、市門の外側に

位置している。また、バーバー・アラムダール墓

地（⑦）やアーガーの墓の上墓地（⑭）などは市

門のすぐ外側に位置する一方、祈願のキブラ墓地

（⑥）やファーティマの子墓地（⑬）など、市域

と郊外の境目のような箇所に位置する墓地もいく

つかみられる。

ところで、1924 年市街図をトレースし色分け

した図 2 をみると明らかなように、イスファハー

ンの墓地（薄紫の部分）は主に町の東側と、北か

ら西側にかけて点在している。南にはほとんど墓

地が見られないが、タフテ・フーラード墓地がザー

ヤンデルード川の南方に広がっているため、実際

は南側にも墓地がある。そのため、ムスリム個々

人の墓はメッカの方角に頭を向けるなどの制約は

あろうとも、墓地そのものの方位や向きはさほど

問題ではないのであろう。だが、市域との関係で

みると、川そばにあたる南側（川の北岸）は、た

とえ市門の外側であろうとも、墓地の立地には適

さなかったと思われる 17。

一方、1890 年に執筆された『イスファハーン

地誌』では、「居住地の真ん中にある」という墓

地も複数あがる。このような墓地からは、いくつ

かの点を指摘し得る。まず、このような墓地は、

相対的に小さい点である。また、居住地の中に位

置する墓地ほど聖者廟やイマームザーデ廟を併設

し、墓地もまた、その聖者の名前で知られること

が多い。さらに、このような聖者廟やイマームザー

デ廟がそのまま街区の名称となっている場合（④

⑫⑳㉓）がある。この点については、聖者廟を中

17  ちなみにイスファハーンは南にソッフェ山があるため、ザーヤンデルード川に向かって地形は低くなる。ア
ルメニア人墓地やタフテ・フーラード墓地は、山からの洪水により墓石がなぎ倒されたこともあったという。

18   Mahdavī [2005/06], Mazārāt-i Iṣfahān, pp. 25, 30. 

19  被葬者として数名の金曜礼拝の導師や学者の名があがるが、墓石に刻まれた没年で最も古いものはヒジュラ

心に稿を改めて論じる予定であるが、ここでは、

聖者廟が墓地と都市や街区との結節点である点を

指摘しておきたい。

次に、墓地の立地について、時間軸の観点から

若干の検討を加えよう。

上記の 23 ある墓地の中で、最も古いとされる

のは、水を恵む者たち墓地（⑤）である。町の北

寄りにあり、金曜モスク（古モスク）の西方に

位置するこの墓地は、かつては「マルデバーン

（Mardabān）」と呼ばれており、最初の墓はヒジュ

ラ暦 258 年（871–872 年）に亡くなったアブー・

マスウード・ラーズィー（㉓）のものとされる。

イラン太陽暦 1314 年（1935 年）の日付が最後の

被葬者であり、この年、ロータリーの敷設と道路

延伸のために同墓地は破壊された。この墓地の西

側には祈願のキブラ墓地（⑥）があり、後者は「小・

水を恵む者たち墓地」と呼ばれることもあったよ

うで、成立当初は両者が互いに接していたのでは

ないかと言われている 18。だが 1924 年の地図を見

る限り、両者のあいだはかなり離れているので、

同じ一つの墓地であったとは考えにくい。一方、

『イスファハーン地誌』では、水を恵む者たち墓

地（⑤）とシャイフ・アブー・マスウード墓地（㉓）

が別の墓地としてあげられているが、むしろこち

らは同じ墓地であったと考えられるだろう。

そして、北側の市門の外にあるアーガーの墓の

上墓地（⑭）は、被葬者である金曜礼拝の導師た

ちの没年が 19 世紀に入ってからのものであるこ

とから 19、イスファハーン最古の墓地とされる水

を恵む者たち墓地の延長線上に新しく造成された
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墓地であろうと推察される。「郊外」にあたる両

墓地のあいだには庭園や果樹園が広がる（図２の

緑・黄緑部分）。

さらに、少し目を旧市街のほうに向けると、こ

のあたりは「バーブ・アル＝ダシュト（郊外への門）

街区」と呼ばれ、チュルマーン墓地［1924 年市

街図ではチュムラーン墓地と記載］（③）や、同

墓地に隣接して「イマーム門（ダルベ・イマーム）」

と呼ばれる墓地（④）と同名の聖者廟があること

から、本来、ここが町の西端であったと考えられ

る 20。すなわち、金曜モスクを中心とする旧市街

の西端のイマーム門墓地が、イスファハーンの歴

史上、最初期の墓地であり、時代が下るにつれて

そこから西方へ居住区が広がるとともに、墓地も

西方へと広がっていたのであろう。ただし、近代

の都市化・居住地拡大の結果、いずれも墓地は消

失し、現存しているのはシャイフ・アブー・マス

ウード廟とイマームザーデの眠るイ
ダ ル ベ ･ イ マ ー ム

マーム門廟の

みである。

ところで、「ヤフーディーヤ（ユダヤ教徒の町）」

から始まったイスファハーンは、10–12 世紀のブ

ワイフ朝やセルジューク朝期には、ジューバーレ

（元のヤフーディーヤ）、キャッラーン、ダルダシュ

トの 3 つの街区と、クーシュク（サファヴィー朝

期のダウラト（王宮地区））街区からなっていた。

暦 1239 年ズルカアダ月（1824 年）である［Mahdavī [2005/06], Mazārāt-i Iṣfahān, pp. 50–56］。
20  シャルダンはこのあたりについて、森のように広大な庭園のあるイマームザーデ・ザイン・アル＝アービディー

ン（＝ダルベ・イマーム）のモスクに言及し、「そして最後にシャマル墓地［③のチュムラーン／チュルマー
ン墓地のことだろう］がある。これはイスファハーンでいちばん広い墓地でたいへん古いものだ」という。また、
これらの北東に位置するハキーム・モスク（10 世紀後半にイブン・アッバードによって「ジョルジール・モスク」
として建立される。17 世紀にハキーム・ダーウードが再建した）については、「この土地は昔は大きな墓地だっ
た」と述べている［シャルダン『イスファハーン誌』、94、118 頁］。

21   Taḥvīldār, Jughrāfiyā-yi Iṣfahān, pp. 31–33. 荒廃し、人の住んでいない街区を入れると 36 街区。
22   Taḥvīldār, Jughrāfiyā-yi Iṣfahān, p. 32. 

23   Taḥvīldār, Jughrāfiyā-yi Iṣfahān, pp. 32–33. 

その後、サファヴィー朝期に南方と南西方面に都

市域が開発され、19 世紀末には街区の数が 31 に

のぼった 21。そのようななか、『イスファハーン地

誌』によると、「トゥクチ街区はかつては大きな

町（shahr）であったが、今はその 100 分の 1 も残っ

ていない」とあり 22、19 世紀後半当時にイスファ

ハーン市街の最北端に位置していた街区は、かつ

ては別の “ 町 ” として認識されていたことがうか

がえる。同様に、ユダヤ教徒の多いジューバーレ

街区にしても、「イスファハーンの町の始まりで

あった。8 つか 9 つの大きな街区があったが、イ

スファハーンが拡大すると、ジューバーレ全体が

イスファハーンの一街区とみなされるようになっ

た」と記されているように 23、都市域の拡大とと

もに周辺の “ 町 ” が組み込まれていったことがわ

かる。結果、町が拡大するにつれて、市壁の外側

にあった墓地が市域の中に包摂されるようになっ

ていくのである。

ここでひとつの仮説として、墓地や聖者廟の

立地からイスファハーン旧市街の市域を提示して

みたい。金曜モスクの北東に広がるジューバーレ

街区がイスファハーンの最古層である「ヤフー

ディーヤ」にあたるが、その後、町の中心は金曜

モスクとその前の古広場に移った。シャルダンの

言うように、「墓地はほとんど町の外にある」こ
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図１  1924 年イスファハーン 
           市街図

番号はすべて『イスファハーン
地誌』に基づく。赤色は地図上
に「墓地」と記載されているも
の、青色はイマームザーデ廟（聖
者廟）、緑色はモスクや小路など
に名が残るもの、灰色は正確な
位置が不明な墓地。また、市門
を茶色の四角で示している。

図 2
（1924 年イスファハーン市街図
をもとに筆者作成）
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とを考慮するならば、11・12 世紀に王都として

市域が急速に拡大する前後には、墓地や聖者廟を

つないだ部分、すなわち、反時計回りに③④⑯⑫

⑮㉑⑳の中が「市域」だったのではないだろうか。

少なくとも、イマームの子孫の墓廟とされる④⑫

⑯と、セルジューク朝期の名宰相ニザーム・アル

＝ムルク（1092 年没）の墓のあるメロンの館墓

地（⑮）は、都市の境界線を想定する際のひとつ

の指標となるだろう。

また、市の南東にある書
カ ス レ ･ ム ン シ ー

記官の城墓地（⑪）を

みると、『イスファハーン地誌』での説明はわず

か１行のためほとんど何もわからないが、これは

シャルダンが述べる「ムシ＝エル＝メマレク（王

国の書記）」がバーザールや隊商宿、モスク、浴場、

コーヒーハウスを建てた場所に相当する可能性が

高い。シャルダンによると、「つい 50 年前には、

ここは大きな墓地だった。しかし、イスファハー

ンの人口が増え、王は建設の許可とともにここを

その貴族に与えた」という 24。1924 年市街図では

墓地の印は一切なく、「書記官の城」という名の

モスクのみが記載されている。アフマド廟（⑩）

に近く、それらのすぐ南手にハサンアーバード門

がある。1660–70 年代にイスファハーンに滞在し

たシャルダンよりも「50 年前」ということは、「王

の広場」をはじめとする新市街が造営されたばか

りのころであろう。すなわち、もとは「町はずれ」

（おそらくは市門の外）にあった墓地が、都市の

24  シャルダン『イスファハーン誌』、14 頁。 

25  1924 年市街図でモスクが描かれていた場所（地図ではその裏手には白い空間が広がる）には、サファヴィー
朝末期からガージャール朝にかけて建設されたといわれる邸宅が現存し、現在は同名の瀟洒なブティック・
ホテルとして利用されている。

26  墓碑によると、ホージャ・ミール・ハサンの没年はヒジュラ暦 788 年（1386 年）であり、ハサン・アビー・アドナー
ンという名の学者であったとされる［Mahdavī [2005/06], Mazārāt-i Iṣfahān, pp. 179, 182］。

27  Mahdavī [2005/06], Mazārāt-i Iṣfahān, p. 334.

拡大とともに市街地に組み入れられていき、その

後の 18 世紀のイスファハーンの混乱と人口減に

より、荒廃した一帯が再度墓地になるが、最終的

には墓地は消失し、その名前のみが残るという経

過をみて取れる 25。ましてや、聖者廟やイマーム

ザーデ廟のない墓地の場合は、墓地の痕跡は跡形

もなく消えてしまう一例といえよう。

実際、『イスファハーン地誌』では「墓地」と

記載されているものが、1924 年の地図では「イ

マームザーデ（廟）」とのみ記されている場合が

ある。わずか 30 年の間に、“ 聖者 ” の墓廟のみが

残り、一般の人びとが埋葬される墓地としての機

能が消滅してしまったのである。

逆に、『イスファハーン地誌』では言及されな

いが、1924 年市街図にあがる墓地もある。たと

えば町の北東には、「ホージャ・ミール・ハサン

墓地」と、北辺のトゥクチ門のそばに「シューリー

（Shūrī）墓地」が見える。前者には、聖者（イマー

ムザーデ）廟の印も見え、小さな祠堂が今日も現

存する 26。同様に、町の東側にも比較的大きな「ゴ

レスターネ（Gulistāna）墓地」が記載されている。

この墓地はヒジュラ暦 5 世紀（11 世紀）以降に

用いられるようになった墓地で、ゴレスターネの

サイイド（聖裔）たちが埋葬されることからこ

の名がついたという 27。これらの墓地に関しては、

『イスファハーン地誌』の著者が見落としたもの

なのか、あるいはわずか 30 年の間に変容したも
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のかはわからないが、いずれにしても比較的大き

な墓地は市門や市壁の外側にあり、旧市街など町

の中心部で家屋が密集していた場所では、墓地で

はなくイマームザーデ廟や聖者廟、あるいはモス

クや小路に名前が残るという点を指摘しておき

たい。

最後に、「異教徒の墓地」について触れておこ

う。19 世紀末の『イスファハーン地誌』では、

異教徒の墓地はユダヤ教徒墓地（㉑）とアルメニ

ア教徒墓地（㉒）の 2 つしかあげられていない。

しかしシャルダンは、ユダヤ教徒、アルメニア教

徒の墓地に加えて、ゾロアスター教徒とインド人

の「墓地（鳥葬場・火葬場）」についても言及し

ている 28。いずれも町の南方に位置しており、ユ

ダヤ教徒墓地以外は川の南岸にあった。インド人

の火葬場はタフテ・フーラード墓地のそばにある

とされるので、宗教へのこだわりはあまりなかっ

たのかもしれないが、キリスト教徒やゾロアス

ター教徒など葬送儀礼の違いが、独自の墓地形成

へとつながっているようである。いずれにしても、

宗教ごとに個別墓地があることや、それぞれが市

域からはるかに離れた川の南岸に位置しているこ

とから、イスファハーンの場合は、ザーヤンデルー

ド川の南岸が「死者の街」としてイメージされて

いた可能性もあろう。

結びにかえて
「墓地（qabristān）」として『イスファハーン地誌』

28  シャルダン『イスファハーン誌』、156、161、163、173-174 頁。なお、シャルダンはユダヤ教徒の墓地はジュー
バーレ街区ではなく、南方のシャイフ・ユースフ街区（ハサンアーバード門に隣接）にあるという。

29  街区と墓地については、1920 年代の『シーラーズ死亡台帳』をもとに、シーラーズのケースを今後検討した
いと考えている。シーラーズでは、いずれの街区であっても、市壁の南側に新しく造られた「平安の館墓地」
に埋葬される者が半数前後を占めるが、その一方、同墓地以外には、街区の中にある著名な聖者廟に併設さ
れる墓地に埋葬される事例が多くみられる。

に言及された 23 の墓地は、「郊外」にあたるザー

ヤンデルード川の南側に位置するタフテ・フー

ラード墓地（②）とアルメニア人墓地（㉒）を除き、

墓地としてはすべて消失し、現存するものはひと

つもない。20 世紀後半以降の急速な人口増と市

街地化の流れには墓地は決して抗うことはできな

い。その一方で、聖者廟は地元の人びとの信仰を

集めているために、一般の人びとの墓地のように

破壊することは難しい。本稿では聖者廟と墓地の

関係については十分に触れることができなかった

が、土葬が基本となるムスリム社会においては、

まずは街区ごとに墓地があり、おそらくはそれぞ

れに聖者廟を擁したと思われる。そして、都市の

拡大と街区の吸収合併にともない、墓地は消失す

るが、聖者廟は居住区内に “ 神聖不可侵 ” な「聖

廟」として残っていくのであろう。より詳細な墓

地や聖者廟の立地と都市の空間構造については今

後の検討課題としたい 29。いずれにしても、墓は、

都市研究の有効な指標となるのではなかろうか。
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山 口 昭 彦
上智大学総合グローバル学部

18 世紀初頭イラン西部の集落概観
人口規模と宗教構成をめぐって

はじめに
都市や村など人間社会の基本的生活単位が過

去においていったいどのぐらいの規模をもってい

たのかを知ることは、研究対象とする社会がいか

なるものであれ、歴史研究の基本的作業に属する。

ある社会の過去における人口動態とその時間的な

変化や地域的偏差を捉えることは、当該地域にお

ける社会経済史的な動向を理解するうえで重要な

指標となりうるからである。たとえば、ある社会

の人口が一定の時間幅の中で増減するのが観察さ

れるならば、あるいはまた歴史のある時期におい

て、ある地点に存在する集落と別の地点にある集

落との間で規模が大きく異なるような場合、そこ

にはいかなる地理的、政治的、あるいは社会経済

的な要因が関与しているのかという問いをたてる

ことが可能となり、それを契機として集落の形成

や発展にかかわるあらたな問題群を提起すること

が可能となろう。

ところが、こと前近代（イスラム期）イラン

史に関する限り、人口動態研究は史料的な制約

もあってさして進んでいない。たしかに欧人旅

行記やペルシア語史料にも、集落、とりわけ主要

都市の人口に触れた記述が時に見られることはあ

1　最初にこの史料の重要性を詳細に紹介したのは Lewis [1963] である。

る。しかし、おおむね主観に基づくこうした数字

はしばしば誇張されており、そこから妥当な推計

を導き出すのは必ずしも容易ではない。この分野

における先駆的専論といえる Aubin [1986] による

1500 年ごろのイラン西部諸都市の人口推計は同

時代にイランを訪れたヴェネツィア人やポルトガ

ル人らの旅行記を厳密に検証したうえで導き出さ

れたものだが、それでもなお、いくつかの都市に

ついておおまかな数値を示したにすぎない。

こうしたなか、サファヴィー朝崩壊後の 18 世

紀初頭にイラン西部一帯を数年間にわたって占領

したオスマン朝が作成した課税台帳（ここでは慣

例にしたがい検地帳と呼ぶ）が当時のイランの人

口動態を再現するのに有望な史料であることは以

前から知られてきた 1。全部で 10 数冊に上るこれ

らの台帳群が対象とする範囲は、北はコーカサス

やアゼルバイジャンから南はケルマーンシャーや

ロレスターンまでと、イラン西部の全領域に及ん

でいる。これらの台帳には町や村あるいは部族集

団ごとに、その名称と行政上の帰属、そこに所属

し担税義務を負う成人男子の名、支払うべき税目

と税額が逐一記されており、これらの記録は各地

域の集落規模や生産活動などに関する豊富な情報
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を提供している。

課税を目的とするこれらの史料群については、

厳密な人口統計資料ではないとして、時にその

データの信憑性に疑義が投げかけられることがあ

る。しかし、イラン史に関する限り、これだけ詳

細なデータを含んだ史料は 19 世紀以前には見当

たらないこと、また、仮に個々の集落のデータが

不正確なものであったとしても、史料自体は膨大

な時間と労力を費やして作成されたものであり、

全体としてみれば、当時の実態をある程度反映し

ていることはまちがいなく、これらを用いて社会

経済的状況に関する大まかな傾向を示すことは可

能であろう。

すでに私自身、当該史料を利用し、いくつかの

地域に絞ってそこに含まれる都市や農村の規模、

生業形態、都市と農村の関係などについて詳細に

検証したが［山口 2000; Yamaguchi 2003; 2006］、本

報告では範囲を広げて当時のイラン西部全域（ア

ラス川以北のコーカサス地方をのぞく）を対象と

して、そこに登録された都市や農村の規模及び地

理的分布、さらに集落の宗教ごとの人口構成など

について若干の特徴的な事実を指摘することを目

的としたい。なお、本来であれば、対象地域に関

わる多様な史料の記述と照らし合わしながら検地

帳から得られたデータを検証することが望ましい

が、ここではそうした作業の余裕はなく、そのた

め本報告で提示されるものは、あくまでも素描に

留まることをお断りしておきたい。また、検地帳

には都市や農村以外にも遊牧民に関する記述が少

なからず含まれているが、本稿では取り上げない。

以下では、はじめに検地帳が作成された際の特

殊な時代状況、とくにサファヴィー朝崩壊に続く混

2　デュッリー・エフェンディの経歴等については、Talay [1994] および Yazici [2011] を参照のこと。

乱状況を史料の中から読み解く。ついで、史料の中

に登録された都市と農村それぞれについて人口規

模の傾向とそれらの集落における住民の宗教的構

成を概観する。こうした作業を通じて、18 世紀初

頭のイラン西部における都市と農村を理解する上

で有用と思われるいくつかの特徴を指摘したい。

I. 戦乱の被害

（1）「平時」における村の規模とサファヴィー
朝崩壊後の荒廃

検地帳に現れる数値を評価するにあたっては、

アフガン族の侵入やオスマン軍の侵攻によりイラ

ン各地が戦乱に見舞われた時期に作成されたこと

を考慮に入れる必要がある。すなわち、1722 年

10 月末のイスファハーン陥落による事実上のサ

ファヴィー朝崩壊以降、イラン各地を覆った政治

的社会的混乱が、ここで対象とする地域における

経済活動や人口動態にどのような（否定的）影

響を与えたかを可能な限り見極めなければなら

ない。

しかし、現実には、戦乱による社会経済的な影

響を評価しようにも、そもそもそれ以前、とりわ

けサファヴィー朝末期における経済状況や人口動

態を示す材料は残念ながらきわめて少なく、断片

的な記述が限られた史料に残るだけである。そう

した数少ない史料のうち、村の規模にまで触れた

ものとして、1720 年秋にオスマン朝使節として

イランを訪れてケルマーンシャーやハマダーンを

通過した Dürrî Efendi2 は、以下のような証言を残

している［Dürrî Efendi, 38b–39a］。

どの村 karye も 300 戸、あるいは 500 戸、あるい
は 1000 戸と、浴場をもっている。2、3 村ごとに
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広場と市場をもつ小都市 kasaba がある。2、3 の
小都市ごとに大きな都市 şehir がある。大都市
şehristân であれ、小都市 kasaba であれ、村 kurâ

であれ、多くの商人 tüccâr ve sermâyesâhib がいる。
どこであれ、綿布や絹布 kutni、サテン atlas、アラ
ジャ alaca［色とりどりの糸で作られた織物］が
織られ、商人 ehl-i hirfet は多いが農民 ekinci や農
業労働者 rencber が少ないため、大麦 arpa や小麦
buğday や食料品 mekûlat はかなりの値段であり、
われわれの国の倍でようやく買うことができる。
しかし、衣服はわれわれの国と比較して安価であ
る。貧しいものはわずかである。そして彼らの身
につける衣服も自国の諸地方の産物であり、自分
の衣服については他の国は必要としない。

デュッリー・エフェンディの目に映じた当時の

イラン社会は、王朝末期の政治的混乱にも拘わら

ずなお豊かな国であり、とりわけ商業や手工業で

都市や小都市が栄え、他方で農業については人手

不足のせいか食料品が相対的に高騰していたよう

である。

村の規模に関する同様の観察は占領後のオス

マン朝当局からもうかがえる。1726 年春先、検

地を実施していたころのオスマン朝政府による命

令の中に以下のようなくだりがある［Yamaguchi 

2003: 150］。

イランの国の大部分の村は町のようであり、一つ
の村で昔から 150 戸があった。ところが、国が［ア
フガン族によって？］略奪されたため、すべての［村
の］所有者が散り散りとなり困窮している。

占領にともなうオスマン軍の進軍自体も、進

入路に近い村落の住民全体あるいは一部の逃散を

招いていた。たとえば、オスマン朝の歴史家キュ

3　オスマン朝によるイラン遠征は 3 つのルートから行われた。一つは、コーカサス方面、2 つ目はタブリーズ方面、
3 つ目はケルマーンシャー及びハマダーン方面である。アルダラーン州はこのいずれからも逸れていた。

チュク・チェレビザーデによれば、ケルマーン

シャーからハマダーンに進軍するオスマン朝の駐

屯地に近い Yengece 村では、住民が妻子を連れて

ハマダーンの町に逃げ込んでしまっていたという

［Küçük Çelebizade: 182］。

断片的ながら、こうした証言からは地域によっ

て数百戸もの規模を誇る大きな村もめずらしくな

かったようだが、それら、あるいは少なくともそ

の一部がサファヴィー朝崩壊後には住民を急激に

失うなど、戦乱の影響が小さくなかったことがう

かがわれる。

（2）検地帳に見る村の荒廃
村の荒廃状況をより詳しく推定するための一

つの手がかりとして検地帳の中にでてくる無人村

の割合を比較したのが、以下の表 1 である。

表 1 が示すように、無人村の割合は地域によっ

てかなり偏りがあった。タブリーズ周辺やアルダ

ラーン地方では 10% 前後に留まっていたのに対

して、ハマダーン州のうち、台帳 TT906 で扱わ

れる地域（ザンジャーン、ソルターニーイェ、コ

ムなど主にハマダーン市の北東に広がる地域）で

は 7 割ほどの村が無人となっていた。ホッラム・

アーバードを中心とするロレスターンの場合に

は、台帳に登録されている村のほとんどが無人と

なっていた。

これら無人村の分布に偏りがみられる原因の

一つは、オスマン軍の侵攻に対する対応の違いで

あろう。たとえば、オスマン朝との境界に位置

するアルダラーン州では、オスマン軍の進軍経

路 3 から外れていたことに加え、当地を治める土
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着の諸侯であったアルダラーン家がオスマン朝

の侵入に対し、早々に服従したことが被害を少

なくすることにつながったものと思われる 4。同じ

く世襲的に特定の部族が統治していたオルーミー

イェ［TT910］、マラーゲ、サーウジュボラーク

［いずれも TT909］の知事たちも、抵抗すること

なくオスマン朝の支配を受け入れている［Küçük 

Çelebizâde: 122–123, 232, 325, 328］。他方、ハマダー

ン州の場合、とりわけハマダーン市は、知事や司

令官も不在のまま住民たちがオスマン朝の侵入に

抵抗し、甚大な被害へとつながった［Yamaguchi 

2003: 166］。さらに、オスマン朝がハマダーンを

掌握した後も、アフガン族の Ashraf Shah との対

4　実際にはアルダラーン家はオスマン朝によって一時的に統治権を奪われ、この時期は別の地方豪族がこの地
域を支配していた［山口 2000: 212］。

立が続いた。かれはオスマン朝に対し、ハマダー

ンなどイラン西部地域の返還を求めたが、結局受

け入れられず、両者の間に 1726 年 10 月に戦闘が

起こった。翌年 10 月にようやく和平が成立し、

もともとオスマン軍の占領地の一部であったが、

アシュラフが占領していたソルターニーイェ、ザ

ンジャーン、タルム、アブハルなどがオスマン朝

に返還されることになった［Lockhart 1958: 282-

292; Uzunçarşılı 1978: 184-186］。これらの地域を

含む台帳 TT906 によれば、ソルターニーイェの

町が無人となっているのをはじめ、多くの集落が

無人化していたことがわかる。

タブリーズ市自体はオスマン朝による占領で

 
表 1 有人村と無人村の比率 
 

台帳 有人村 無人村 合計 無人村の割合 
TT895 (Māku) 56 30 86 34.9% 
TT902 (Ardabil) 343 301 644 46.7% 
TT904 (Tabriz 1) 276 20 296 6.8% 
TT906 (Hamadān 1) 554 1250 1804 69.3% 
TT907 (Hamadān 2) 504 353 857 41.2% 
TT908 (Tabriz 2) 251 43 294 14.6% 
TT909 (Marāghe) 856 137 993 13.8% 
TT910 (Khalkhāl) 197 153 350 43.7% 
TT910 (Orumiye) 316 92 408 22.5% 
TT911 (Khoy) 261 102 363 28.1% 
TT911 (Qaradāgh) 187 51 238 21.4% 
TT912 (Kermānshāh) 523 533 1056 50.5% 
TT912 (Lorestān) 4 96 100 96.0% 
TT1066 (Ardalān) 1066 200 1266 15.8% 
合計 5394 3361 8755 38.4% 

 
  

表 1   有人村と無人村の比率



221

研究成果報告 2021 年度
C01 計画研究 05

大きな被害を被ったことはまちがいないが、周辺

地域一帯で無人村はごく少ない。これについては

明確な理由はわからないが、オスマン軍としては

タブリーズのような重要な都市の掌握に力を注ぐ

一方、占領統治にあたっての周辺の後背地の経済

的重要性に配慮して農村に対する略奪行為などは

控えたのかもしれない。

II. 都市の規模と宗教的構成

（１）都市の人口規模
はじめに、イラン西部の都市集落の規模につい

て検証する。当該台帳群には合計 36 の都市が含

まれている 5。表 2 は、それらの都市を担税者数順

に並べたもので、図 1 は、都市と町の分布を示し

ている。

すでに指摘したようにサファヴィー朝の崩壊

とその後に続いた戦乱が人口動態に否定的な影響

を与えていたのはまちがいなく、オスマン朝占領

直後の実情を映すこれらの数字が「平時」におけ

る人口をどの程度反映していると言えるのかを検

証するのは容易ではない 6。

ここでは、一例としてイラン西部最大規模の都

市であったタブリーズの場合について、他の研究

や史料を参照しながら検証してみよう。まず、オ

バンの研究によれば、1515 年にこの町を訪れた

ポルトガルからの使節の書記を務めていたギル・

5　台帳の中で şehir, kasaba, nefis などと呼ばれているものをここでは「都市」とした。nefis は、郡 nâhiye のなか
の中心となる集落を指していると考えられ、実際の規模や生業形態から「都市」とは呼べないようなものも
いくつか含まれている。ちなみに、212 人の担税者を抱えていたコムは「村」として登録されているため [TT906: 
230-231]、ここでの検討対象からは外れる。Aubin [1986: 43] によると、Ⅰ6 世紀の時点ではコムには 2 千戸があっ
たとされることから、ここでも相当の人口減があったことはまちがいない。なお、212 人の担税者のうち 79
人がサイイドである。これだけ多くのサイイドが居住していたのは宗教都市コムならではと言えよう。

6　特に、アフガン族とオスマン軍との争奪の対象となったソルターニーイェについては台帳で「無人で荒廃
hâli ve harâbe」と記されており、ほど近いザンジャーンの町も担税者数 60 人と、ほとんど村同然の規模になっ
ており、これらの町が戦乱で壊滅的な被害を受けたことはまちがいない。なお、シャルダンはザンジャーン
の町を「戸数 2 千軒を出ない小さな町である」と述べている［シャルダン 1993: 402］。

スィモンエスは 1 万 6 千戸と記録しており［Aubin 

1986: 39–40］、また、16 世紀半ば過ぎにイランを

旅したメストレ・アフォンソは 9 千から 1 万戸と

している［Aubin 1986: 43］。よく人口推計の際に

行われるように、仮に 1 戸あたり 5 人がいたとす

ると、16 世紀のタブリーズは 5 万から 8 万程度

の人口を抱えていたと推定される。それから 1 世

紀ほどを経た 17 世紀なかばにタブリーズを訪れ

たジャン・シャルダンは、この都市を「ペルシア

第二の町」［シャルダン 1993: 375］と呼び、「町

の戸数 1 万 5 千、商店は 1 万 5 千軒」［シャルダ

ン 1993: 376］と見積もる一方で、「タウリスの住

民の数がどの位か知ろうとずいぶん苦心したつも

りだが、正確なところが把めたとは思えない。し

かし、55 万人に達していることは断言できると

思う」としている［シャルダン 1993: 380］。店舗

には原則として人が住んでいなかったことを考え

ると、「1 万 5 千」戸に「55 万人」が住んでいた

ことになるが、これは推計として無理があろう。

したがって、「55 万人」という数字は誇張されて

いる可能性が高い。

他方、オスマン朝による占領に先立ち、18 世

紀のごく初頭にタブリーズが地震によって大きな

被害を受けていたことも考慮する必要があろう。

Melville［1981: 166–7］によれば、タブリーズは

サファヴィー朝時代に限っても何度も大規模な



222

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

表 2   イラン西部諸都市の担税者数と宗教構成

 
 
表 2 イラン西部諸都市の担税者数と宗教構成 
 
 

都市名 所属 ムスリム 
キリスト 
教徒 

ユダヤ 
教徒 

ゾロアス 
ター教徒 

合計 

Tabriz Tabriz 5641 610 54 0 6305* 
Ardabil Ardabil 2859 53 0 0 2912 
Borujerd Hamadān 1719 0 56 0 1775 
Marāghe Marāghe 1548 65 63 0 1676 
Nehāvand Hamadān 1471 0 16 0 1487 
Sanandaj Ardalān 1143 52 230 0 1425 
Hamadān Hamadān 1078 207 132 0 1417 
Orumiye Orumiye 1332 0 42 0 1374 
Tasuj Tabriz 1259 0 0 0 1259 
Dehkharqān Tabriz 1186 37 0 0 1223 
Kermānshāh Kermānshāh 1006 15 53 0 1074 
Tuy Hamadān 1009 0 32 0 1041 
Serkān Hamadān 812 0 0 0 812 
Khoy Khoy 232 440 0 0 672 
Sāvojbolāq Marāghe 464 13 0 0 477 
Bāne Ardalān 449 0 14 0 463 
Abhar Hamadān 462 0 0 0 462 
Saqqez Ardalān 439 0 0 0 439 
Sarāb Ardabil 431 0 0 0 431 
Khorramābād Lorestān 267 0 27 30 324 
Harsin Hamadān 319 0 0 0 319 
Awrāmān Ardalān 276 0 0 0 276 
Chors Khoy 251 0 0 0 251 
Asadābād Hamadān 226 0 0 0 226 
Songhor Kermānshāh 177 0 0 0 177 
Marand Tabriz 169 0 0 0 169 
Marivān Ardalān 146 0 0 0 146 
Salmās Orumiye 89 41 0 0 130 
Sahne Hamadān 116 0 0 0 116 
Zonuz Tabriz 90 0 0 0 90 
Māku Māku 79 0 0 0 79 
Dowlat Qal‘e Ardalān 67 0 0 0 67 
Zanjān Hamadān 60 0 0 0 60 
Āstāne Hamadān 36 0 0 0 36 
Mazdaghān Hamadān 29 0 0 0 29 
Soltāniyye Hamadān 0 0 0 0 0 

＊タブリーズの街区の中には住民のほとんどまたは一部が逃散したり、周囲の村に逃げていたものも少なから
ずあった（TT904: 6-108; Zarinebaf-shahr: 101‒102）。ここに上げた数字はこれら逃散した住民をも含んだ数
字である。つまり、検地の時点で実際にタブリーズに住んでいた担税者は、この数字よりずっと少なかったで
あろう。なお、逃散した住民を検地帳に登録できたのは、おそらくサファヴィー朝時代から何らかの帳簿が存
在したか、あるいは街区の有力者などによる聞き取りができたからであろう。 

 
 
 
 
 
 

＊タブリーズの街区の中には住民のほとんどまたは一部が逃散したり、周囲の村に逃げていたものも少なか
らずあった（TT904: 6-108; Zarinebaf-shahr: 101‒102）。ここに上げた数字はこれら逃散した住民をも含んだ数 
字である。つまり、検地の時点で実際にタブリーズに住んでいた担税者は、この数字よりずっと少なかった
で あろう。なお、逃散した住民を検地帳に登録できたのは、おそらくサファヴィー朝時代からの何らかの帳
簿が存在したか、あるいは街区の有力者などによる聞き取りができたからであろう。
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地震に見舞われており、18 世紀に入ってからも

1717 年 3 月の地震では 4000 軒の家屋が倒壊して

7000 人が生き埋めになったとされ、1721 年 4 月

の地震ではタブリーズの家屋の 4 分の 3 ほどが崩

れ、町の大きな建物のほとんどが大きな被害を受

けたという。

さらに、オスマン朝による占領の際にも相当

の被害があった。オスマン軍はまずホイを包囲し

て 1724 年 5 月 12 日にこれを落とすと、さらに約

2 万 5 千の兵力をもってタスージュ、マランドを

 

 

 

図１ イラン西部の都市と大規模村落（赤の四角は 1000 人以上の担税者を擁する都市） 

  

図１  イラン西部の都市と大規模村落（赤の四角は 1000 人以上の担税者を擁する都市）
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占領してタブリーズに進軍し、これを包囲した。

しかし、サファヴィー朝側の激しい抵抗を受けて

４千もの兵力を失ったのち、冬の到来もあり、包

囲を解いて退却を余儀なくされた。翌春、さらに

援軍を得たオスマン軍はタスージュを出立し、今

度は７万の兵力をもって 1725 年 7 月 28 日に再度

タブリーズを包囲した。４日間にわたる激しい戦

闘の後、ついに 8 月 1 日、タブリーズは陥落した

［Küçük Çelebizâde: 69b–70a; Lockhart 1958: 265n］。

このように、18 世紀になってから 2 度の地震

に見舞われ、また、オスマン軍との戦闘で大きな

被害を被っていたことを考えると、シャルダンが

訪れた 17 世紀半ば過ぎには、検地帳が示すより

ずっと大きな人口を抱えていたことは想像に難く

ない。そして、表 2 からタブリーズが他の町より

はるかに抜きん出ていたのは明らかであり、シャ

ルダンのいうとおり、その規模において「ペルシ

ア第二の町」であったのもおそらくはまちがいな

いであろう。

地理的に見れば、図 1 にあるとおり、数千人か

ら数万人の人口を抱えていたと思われる比較的大

きな都市は、北西部のアゼルバイジャン地方（タ

ブリーズ、アルダビール、マラーゲ、オルーミー

イェ、タスージュ、デフハルカーンなど）と西部

ハマダーン州からロレスターン州にかけての地域

（ボルージェルド、ネハーヴァンド、ハマダーン、

トゥーイ・セルカーンなど）に集中していた。こ

れらの都市の多くは、古くから都市として発展し

ていたものである。これら古くからの都市に加え

て、ケルマーンシャーやサナンダジュなど、16

世紀末のイスファハーンへの遷都とそれにともな

う交易経路の変化を背景に 17 世紀半ばに発展を

始めたばかりの都市も、相当の人口をかかえる集

落として登録されていた［山口 2011: 163; 2013: 

43–45］。それら大規模な都市を結んだのが主要な

交易路であり、その交易路に沿ってさらに小規模

の都市も点在していたと言える。

（２）都市住民の宗教構成
都市は、しばしば多様な宗教集団が居住する

場となっていた。サファヴィー朝期のイランにつ

いては、アッバース 1 世王の時代にイスファハー

ン郊外に設けられた新ジョルファー地区のアルメ

ニア人の例がよく知られているが、もちろんこう

した移住政策によらずとも、しばしば都市にはム

スリムの他にキリスト教徒やユダヤ教徒が存在し

た。ここでは、検地帳のデータをもとにイラン西

部諸都市における宗教集団の混住について概観し

てみよう。

表 2 に示すように、若干の例外は除き、担税

者が少ない小さな町には非イスラム教徒のコミュ

ニティがなく、他方、大きな町にはユダヤ教徒ま

たはキリスト教徒（アルメニア使徒教会、東シリ

ア教会、カルデア教会などに属するキリスト教

徒）、あるいはその両方のコミュニティが存在し

ていた。タブリーズにはキリスト教徒の担税者が

610 人いたとなっており、イスファハーンのジョ

ルファー地区が 17 世紀後半の時点で 3500 戸ほど

を抱えていた［守川 2019: 166］のと比べるとずっ

と少ないものの、イラン西部においてはおそらく

最大のキリスト教徒集住地であったと思われる。

非ムスリムが都市において常に少数派だった

わけではなく、ホイの場合には担税者 440 人とい

う、タブリーズに次ぐキリスト教徒人口を抱えて

いたうえに、しかも彼らが担税者全体の 3 分の 2

を占める多数派であった。ホイの南に位置するサ

ルマースでもキリスト教徒が 3 分の 1 と比較的大

きな割合を占めていた。ハマダーンの場合にはキ
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リスト教徒とユダヤ教徒のコミュニティを有し、

両者合わせて 339 人の担税者がおり、これは全人

口の 4 分の 1 ほどになっていた。他方で、大きな

町に必ず非ムスリムがいるわけではなく、タスー

ジュは 1300 人ほどの担税者をかかえる中規模都

市であったが、非ムスリムはおらず、ムスリム住

民からのみ構成されていた。

キリスト教徒とユダヤ教徒の地理的分布には

やや偏りがあった。大雑把に言えば、イラン北西

部の都市ではキリスト教徒が多く、西部や南西部

ではユダヤ教徒が相対的に多かったと考えられ

る。もちろん、アゼルバイジャン地方の都市にも

ユダヤ教徒が存在した。とくにオルーミーイェに

はユダヤ教徒しか登録されていないし、また、マ

ラーゲではキリスト教徒とほぼ同規模のコミュニ

ティが存在した。しかし、タブリーズではキリス

ト教徒が圧倒的に多く、またアルダビール、デフ

ハルカーン、サーヴォジュボラーク、サルマース

にはキリスト教徒のコミュニティしかなかった。

他方、アゼルバイジャンより南の地域のうち、バー

ネ、ボルージェルド、ネハーヴァンド、トゥーイ

などにはユダヤ教徒しかおらず、また、サナンダ

ジュやケルマーンシャーではキリスト教徒よりも

ユダヤ教徒のコミュニティの方が大きかった。と

くにサナンダジュのユダヤ教徒コミュニティはイ

ラン西部で最大規模となっていた。これに次ぐの

が、ハマダーンであった 7。

イラン西部の非ムスリムにはキリスト教徒や

ユダヤ教徒が大半だが、ホッラマーバードには

ユダヤ教徒のほかにゾロアスター教徒のコミュ

ニティも存在したようだ。史料では cemâ‘at-i 

7　これらの都市でのユダヤ教徒の存在は、Tsadik が紹介する 19 世紀あるいは 20 世紀初頭における記録とほぼ
符合するが、他方で、検地帳ではユダヤ教徒の確認できないサッケズ、サーヴォジュボラーク、サルマース、
ザンジャーンなどにも 19 世紀になるとユダヤ教徒コミュニティが存在していたようだ [Tsadik 2005: 275]。

Gevüriyân となっていて［TT912: 379］、この場合、

一連の検地帳の中でキリスト教徒を指すのに一般

的に用いられる Gebrân とは区別されて、ゾロア

スター教徒を指していると考えられる。

ところで、都市内部でムスリムと非ムスリム

はどのように棲み分けていたのであろうか。いく

つか事例を確認してみよう。タブリーズの場合

には、10 ほどあった街区の中で Darvāze-ye Sard

と Miyarmiyar という 2 つの街区に集中してキリ

スト教徒が暮らしていた［TT904: 90–97］。それ

らの街区にはムスリム住民もいたが、両者がどの

程度混住していたか、台帳からはわからない。タ

ブリーズのユダヤ教徒は、全員が Sorkhāb 街区に

住んでいた［TT904: 97–98］。アルダビールの場

合には、53 人のキリスト教徒担税者が 5 つある

街区のうち 3 つに分かれて暮らしていた［TT902: 

25, 40］。キリスト教徒が多数派を占めるホイで

は 13 ある街区のうち 12 の街区にキリスト教徒住

民が暮らしており、その中にはほぼキリスト教徒

のみからなる街区もあったが、ムスリムと混住し

ているところもあった［TT911: 10–12, 17, 21–23, 

29, 30–32］。最大規模のユダヤ教徒と若干のキリ

スト教徒をかかえるサナンダジュの場合には、そ

れぞれ cemâ‘at-i Yahûdî や cemâ‘at-i Gebrân として

登録されているが、彼らが暮らす街区については

触れられていない。そのため、かれらがまとまっ

て暮らしていたかどうかはわからない［TT1066: 

18–21］。ハマダーンの場合には 30 以上に細かく

分かれた街区のうち、ユダヤ教徒とキリスト教徒

はそれぞれ 2 つの街区にまとまって暮らしてい

たようだ［TT907: 32–35］。興味深いのはマラー
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ゲの事例であり、ここでは「アルメニア人街区

Mahalle-i Ermeniler」と呼ばれる街区があり、ほ

ぼ同数のキリスト教徒（おそらくアルメニア人）

cemâ‘at-i Gebrân とユダヤ教徒 cemâ‘at-i Yahûdiyân

が暮らしていた［TT909: 23–25］。

III. 村の規模と宗教構成

（１）村の規模
次に、当該地域の農村集落の規模について考え

てみよう。台帳にはおよそ 9 千弱の村が登録され、

そのうち 5312 の村には人が住んでいた。ここで

は、これらの村に焦点を当てる。

図 2 は、担税者別の村落数の分布を示してい

る。横軸は村ごとの担税者数を表し、縦軸は担税

者数に相当する村の数を表している。ただし、こ

のグラフでは 220 名ほどの担税者数の村までしか

表示されていないが、実際には最大 759 名の担税

者を含む大きな村もわずかながら存在した。グ

ラフが示すように、さまざまな規模にも拘らず、

30 人以下の担税者しかいない小さな村が支配的

8　この結果は、個別にアルダラーン州やハマダーン州についてすでに検証したのと同じ傾向である［山口 226-
228; Yamaguchi 2003: 157-158］。

であった 8。

この点をさらに細かく分析するために、担税者

数に応じて、村を便宜的に大、中、小の 3 つのグ

ループに分類したうえで、地域ごとの特徴を確認

しておこう。ここで、「小」とは担税者が 30 人未

満の村を指す。「中」は 30–79 人の担税者を、そ

して「大規模」は 80 人以上の担税者を擁するも

のとする。表 3 は、この分類に基づいて地域ごと

に集計した結果である。（ ）の数字は、担税者数

の合計を表している。有人の 5395 村のうち 4634

村が小規模村落であり、全体のおよそ 85% にあ

たる。戦乱などで無人となった村の多くが小規模

村落であったと推定されるので、「平時」にはこ

の割合はさらに高かったかもしれない。また、担

税者 88,731 人のうち半数を超える 46,742 人がこ

れら小規模村落に住んでいた。残りの半分弱は中

規模および大規模の村に住んでいた。

地域ごとに村の規模には偏りが見られた。とく

に大規模村落に注目すると、そのほとんどがタブ

リーズやアルダビールといったアゼルバイジャン

地方か、ハマダーン地方に位置してい

たことがわかる。このことをさらに確

認するために、台帳に記録された集落

を地図に落としたのが、図１で◯印で

示したところである。ここでは、大規

模村落のみを同定しているが、162 の

大規模村落のうち同定できた 148 村が

この地図に示されている。地図を見る

と、大きな村の分布が不均一であるこ

とがはっきりとわかる。アゼルバイ

ジャンとハマダーンの周りに大規模

 

 

 

 

 

図 2 村落規模の分布 

  

村
落
数

担税者数

図 2   村落規模の分布
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村落の塊があったことは明らかであるが、アルダ

ラーンやケルマーンシャーなどの地域では大きな

村はほとんどなかった。

大規模村落の分布が地域的に偏っていたこと

は、特に担税者数の多い 10 村を列挙した表４か

らも明らかであろう。大半がタブリーズ、マラー

ゲ、アルダビールといったアゼルバイジャン地方

にあり、そのほかにはハマダーン地方の村が１件

あるのみである。

ところで、なぜ特定の場所に大きな村が集中し

表３   各地の村落規模

 
表４ 特に規模の大きい村 
 

 村名 県 郡 担税者数 台帳 
1 Mamaqān Tabriz Sardsahrā 759 904 
2 Shabestar Tabriz Arvānaq 631 908 
3 Kuzekonān Tabriz Arvānaq 503 908 
4 Khosrowshāh Tabriz Vidhar 456 904 
5 Khāmane Tabriz Arvānaq 447 908 
6 Gowgān Tabriz Sardsahrā 441 904 
7 Vāyghān Tabriz Arvānaq 412 908 
8 Chubin Hamadān Malāyer 410 907 
9 Bonāb Marāghe Bonāju 334 909 
10 Saraskand Ardabil Hashtrud 363 902 

 
  

表４   特に規模の大きい村

表３ 各地の村落規模 
 

台帳 小規模村落 中規模村落 大規模村落 合計 

TT895 (Māku) 50 (583) 5 (160) 1 (108) 56 (851) 

TT902 (Ardabil) 238 (846) 81 (979) 24 (482) 343 (2307) 

TT904 (Tabriz 1) 164 (1809) 79 (2119) 33 (1728) 276 (5656) 

TT906 (Hamadān 1) 515 (5125) 30 (1273) 9 (1257) 554 (7655) 

TT907 (Hamadān 2) 363 (4833) 115 (5377) 26 (4461) 504 (14671) 

TT908 (Tabriz 2) 160 (2336) 59 (2739) 32 (6203) 251 (11278) 

TT909 (Marāghe) 817 (6679) 29 (1318) 10 (1901) 856 (9898) 

TT910 (Khalkhāl) 178 (2064) 13 (637) 6 (670) 197 (3371) 

TT910 (Orumiye) 278 (2639) 34 (1410) 4 (469) 316 (4518) 

TT911 (Khoy) 238 (2271) 16 (636) 7 (869) 261 (3776) 

TT911 (Qaradāgh) 162 (1639) 20 (854) 5 (623) 187 (3116) 

TT912 (Kermānshāh) 487 (5019) 34 (1417) 3 (392) 524 (6828) 

TT912 (Lorestān) 3 (33) 1 (40) 0 (0) 4 (73) 

TT1066 (Ardalān) 981 (10866) 80 (3370) 5 (497) 1066 (14733) 

合計 4634 (46742) 594 (22329) 162 (19660) 5395 (88731) 
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ていたのだろうか。

おそらく最大の要因は自然環境、とくに水資

源の豊かさにあったと考えられる。図１にアルダ

ビール地方のサバラーン山、タブリーズの西の

ミーシュー山、タブリーズとマラーゲの間にある

サハンド山、ハマダーンの南にあるアルヴァンド

山を記したが、大規模村落、さらに言えば大都市

の多くもまたこれらの山の周辺に位置している。

山に降る雨や雪などを水源とする河川が裾野に発

達し、それらを利用した灌漑農業が可能であった

ことが、これらの大規模村落や都市の発展に大き

く貢献していたのはまちがいないだろう。さら

に言えば、タブリーズがイラン西部では圧倒的な

人口規模を有し、おそらく当時のイランではイス

ファハーンに次ぐ大都市となっていたのは、後背

地に豊かな穀倉地帯を抱えていたことも大きな要

因であったと思われる。

ついでながら、村落は食糧生産にのみ従事して

いたわけではない。マラーゲ県のボナージュー郡

にあった Kurdkandi 村は 66 人の担税者をもつ「中

規模村落」であったが、台帳には「上記の村の住

民は商人 tüccâr であり、耕作する土地はまった

くないが、100 ドニュムの園地がある」と注記さ

れている［TT909: 27］。園地での果樹栽培は行わ

れていたであろうが、マラーゲの南西に位置する

この村は明らかに商業活動に依存していた。

（２）村の宗教構成
農村集落の宗教的構成について言えば、圧倒的

多数がムスリムのみの村であったが、なかには、

キリスト教徒のみからなる、あるいはムスリムと

キリスト教徒が混住する村もあった。表 5 に示す

9　 ただし、オルーミーイェ市についてはどういうわけかキリスト教徒が担税者として登録されていない。

ように、それらの村の地理的分布は、マラーゲ、

オルーミーイェ、ホイなどアゼルバイジャン地方

に集中していた。さらに細かく見ると、マラーゲ

台帳に記載された 30 件のうち 21 件がオルーミー

イェ湖南西に位置するナガデを中心とするソル

ドゥーズ地方にあり、残りもマラーゲとミアーン

ドアーブの間に位置していたことから、キリスト

教徒をかかえる村の大半はおもにオルーミーイェ

湖の北西部から南部にかけての地域、すなわち、

東アナトリアやイラク北部につながるキリスト教

徒分布地帯の延長に広がっていたことが確認でき

る。これは、先に見たホイやサルマースの町での

キリスト教徒の割合が高いこととも符合する 9。検

地帳からこれらのキリスト教徒の内訳を知ること

はできないが、アルメニア東方教会、東シリア教

会、そしてそこから分かれたカルデア教会などに

属するキリスト教徒からなっていたと思われる。

他方、イラン中西部・南西部に相当するハマダー

ン、アルダラーン、ケルマーンシャー、およびロ

レスターンの各州では、キリスト教徒の村は見当

たらない。これらの地域では大きな都市にのみキ

リスト教徒が住んでいたと思われる。

キリスト教徒が住む 182 の村のうち、134 の村

にはキリスト教徒だけが住んでいた。残りには、

キリスト教徒とイスラム教徒の両方の住民が含ま

れていた。煩雑になるため、ここでは細かなデー

タを示すことはしないが、ムスリムとの混住の村

でもキリスト教徒が多数を占めることが多かっ

た。したがって、もともとキリスト教徒が住んで

いた村になんらかの事情でムスリムが住みつくよ

うになったものと思われる。

検地帳には、ユダヤ教徒が暮らす村は登録され
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ていない。ユダヤ教徒は都市や町にのみ住み、そ

の多くは商業や手工業に従事していたことが推測

される。

おわりに
本報告では、以下の諸点を指摘した。

まず、検地帳の記録には、サファヴィー朝崩壊

にともなう戦乱が大きく刻印されていた。それは、

いくつかの都市が壊滅的な打撃を受けて人口をほ

とんど失っていたこと、また、多数の無人村が発

生していたことからうかがえる。ただし、イラン

西部が一様に被害を受けていたわけではなく、お

そらく被害状況は地域によってかなり異なってい

た。なお、無人村の割合が被害状況を正確に反映

しているとは限らない。もともと人口規模の大き

な村であれば、仮に相当の被害に遭っても村自体

が完全に放棄される可能性は、もともと小規模で

あった村に比べればずっと小さかったと推定され

るからである。

このように検地帳は作成当時の

特殊な事情が反映した史料である

ことを踏まえた上でそこに記載さ

れたデータを集計すると、当時の

イラン西部各地の都市や農村につ

いていくつかの興味深い傾向を読

み取ることができる。

イラン西部では、他を圧倒す

る人口をかかえるタブリーズを筆

頭に主要交易路上に古くからの都

市が各地に点在していた。加え

て、イスファハーンへの遷都にと

もなう交易ルートの発達を背景に

17 世紀半ばごろに建設あるいは再

建されたサナンダジュやケルマー

ンシャーといった都市もイラン西部の主要都市と

して栄えるようになっていた。大規模な都市では

ムスリムと非ムスリムがともに暮らしていること

がめずらしくなかったが、そうした場合、おおむ

ね非ムスリムが少数派をなしていたものの、オ

ルーミーイェ湖の西にあったホイやサルマース

などではキリスト教徒がかなりの割合を占めて

いた。

当時、イラン西部では担税者が 30 人以下の小

さな村が支配的であった。こうした村では、せい

ぜい 100 人程度の住民が暮らしていただけであっ

たと思われる。これらの小規模村落とは対照的に、

いくつかの大規模村落は小さな町に匹敵するほど

の人口規模を誇っていた。アゼルバイジャン地方

やハマダーン地方を中心にこうした大規模村落が

成立し得たのは、水資源を豊富に利用し得たこと

にあったと思われる。そのほか、住民のほとんど

が商業活動に従事し、地域社会における交易セン

 
表５ キリスト教徒が居住する村の数 
 

台帳 有人村数 
キリスト教徒

のいる村 
TT895 (Māku) 57 1 
TT902 (Ardabil) 344 2 
TT904 (Tabriz 1) 276 2 
TT906 (Hamadān 1) 557 0 
TT907 (Hamadān 2) 504 2 
TT908 (Tabriz 2) 251 1 
TT909 (Marāghe) 857 30 
TT910 (Khalkhāl) 197 0 
TT910 (Orumiye) 316 81 
TT911 (Khoy) 528 63 
TT912 (Kermānshāh, Lorestān) 528 0 
TT1066 (Ardalān) 1066 0 
合計 6136 182 

 
 

表５   キリスト教徒が居住する村の数
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ターとしても機能していたと考えられる村もあっ

た。村の宗教的構成に関して言えば、ほとんどの

村がイスラム教徒によってのみ占められており、

東アナトリアや北部イラクに隣接するオルーミー

イェ湖西部や南部にのみキリスト教徒が独占的ま

たは部分的に居住している村が点在していた。
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松 原 康 介
筑波大学システム情報系

フェルナン・プイヨンの都市デザインにおける 
地中海のヴィスタ

1. はじめに
本年度の筆者の業績のいくつかは、フランス、

アルジェリア、イランで活躍した建築家フェルナ

ン・プイヨンによる都市デザイン業績を扱ったも

のであった 1。方法として、プイヨン自身の半生を

綴った自伝『石叫ぶべし』を用いたことに特徴が

あった 2。本稿では、「本編」たるそれらの拙論で

扱いきれなかったポイントにも触れながら、その

総括として、プイヨンがマルセイユとアルジェの

集合住宅地において計画した、地中海のヴィスタ

（眺望）3 について再考することにしたい。

具体的には、プイヨンによって実現された 2 つ

の都市のヴィスタを巡って、特に論証の難しい建

1　 以下の 2 論文が本年度の筆者による成果である。知られざる建築家フェルナン・プイヨンのモノグラフとして、
前者がマルセイユ、後者がアルジェにおける実践と計画内容を扱っている。(a) 松原康介「マルセイユ旧港の
戦災都市復興におけるフェルナン・プイヨンの参画 自伝『石叫ぶべし』にみられる計画論と地中海的ヴィス
タの形成」都市計画論文集、56(3)、2021 年 10 月（doi.org/10.11361/journalcpij.56.1007）。および (b) 松原康介

「脱植民地期アルジェのビドンヴィル事業を巡る居住実践に関する研究（その２）： フェルナン・プイヨンの
アルジェ三地区におけるムーア建築的特徴について」日本建築学会計画系論文集 86(790) 2799-2810、2021 年
12 月（doi.org/10.3130/aija.86.2799）。

2　 プイヨンは、建築家としての絶頂期において冤罪により逮捕され、その建築家生命を絶たれるという経歴か
ら、ル・コルビュジエの陰に隠れた建築家として知られる。そのキャリア、特にプイヨン自身の内面を含む
経緯の実情は、その半生を綴った長編の自伝という形で出版されているが、必ずしも謎めいた経歴はもちろん、
その計画論が汲み取られているとは言い難い。その自伝『石叫ぶべし』は、幸いにも、仏文学者でキリスト
教徒であった荒木亨によって全訳されており、自伝の解析に限ってはフランス人研究者と同じ土俵に立てる
という事情もある。

3　 ヴィスタとは、「眺望」を意味するイタリア語に起源を持つ都市デザインの用語である。特に、道路上のある
一点から見たモニュメントや自然景観等を指し、これを計画的に実現することを指す。

築家・都市計画家相互の影響関係を仮説的に素描

しつつ、プイヨン研究の今後を展望する。歴史地

理情報については、「本編」で用いた図版を再掲

させて頂いた（図 1、図 2）。

2. マルセイユのヴィスタの起源を求めて
NHK の番組「世界ふれあい街歩き　マルセイ

ユ / フランス」（2009 年放送）では、マルセイユ

の街歩きの最後の場面で旧港を臨むヴィスタが映

し出される。牧瀬里穂のナレーションとともに、

カメラは斜面地に立つアパルトマンの一階を貫通

する階段通路を降りて行く（図 3）。カメラの前

に開けるのは、斜面から見下ろす旧港の水面と、
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対岸の丘の上にある「ノートル・ダム・ドゥ・ラ・

ギャルド（Notre-Dame de la Garde；守護の聖母）」

のヴィスタである（図 4）。階段通路の出口は開

けているが、駐車場となっており、U 字型のアパ

ルトマンの中庭的空間を示唆している。このよう

に番組ではエンディング部分にこのヴィスタの映

像を活用している。

このアパルトマンを設計したのはフランス人

建築家ロジェ・エクスペール（Roger-Henri Expert 

1882–1955）である。1912 年にローマ賞第二等を

受賞し、その後ヴィラ・メディチで 3 年間滞在

した。1946 年に MRU からマルセイユに派遣さ

れ、旧港地区復興事業の主任建築家となってい

た。アール・デコ様式のデザインを得意としたが、

事業の資金繰りに苦しみ、後任のアンドレ・ル

コント (André Leconte 1894-1990) に取って代わら

れた人物である。プイヨンの評によれば「典雅

でスポーツマンらしいフランス学士院会員の老

人」であり、当時の典型的なボザール出身の建

築家であった。エクスペールによる地区の全体

図 2   1914 年の都市基盤 

図 3   （番組画像）中央に階段通路入口 図 4   （番組画像）階段通路を抜ける。 
旧港、教会を臨む

図 1   ギリシア・ローマ時代の都市基盤
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計画は、この「U 字型」の 7 棟を中心に、旧港に

正面を向けた建物を沿岸に対し水平に連続させ

ていくという計画であった（図 5、図 6）。つま

りどの建物にも共通するのは、その旧港、更に

はノートル・ダム・ド・ラ・ギャルドへ向けたヴィ

スタであった。

これに先立つこと、戦前の 1937 年にパリで

開催された万国博覧会（テーマは「近代生活に

図 5   エクスペール計画全体図 

図 6   U 字型アパルトマン　階段通路（正面から） 
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おける芸術と技術 (Arts et Techniques dans la Vie 

Moderne)」）において、エクスペールは主会場で

あるトゥロカデロ公園の計画を担当していた。計

画の要諦は、シャイヨー宮からセーヌ川、エッフェ

ル塔を経てシャン・ドゥ・マルス公園に至る巨大

な都市軸の起点に配置されたトゥロカデロ公園の

中心に、都市軸に沿って伸ばした噴水を計画し、

これを基軸として左右対称に会場を展開していく

というものであった（図 7）4。もちろん、万博会

場全体はシャイヨー宮（1937）やエッフェル塔

（1889）、セーヌ川といった先行する周辺の空間要

素によって出来ている壮大な空間であり、エクス

4　 なお、実際の会場には軸線の右側にソ連パヴィリオン、左側にナチス・ドイツ・パヴィリオン（設計はヒトラー
の片腕であった建築家アルベルト・シュペーア）が対地され、文字通り両国が対立していた国際的緊張を表
現するものであった。

ペールだけの計画ではない。シャイヨー宮の、エッ

フェル塔に向けて両翼を広げたデザインは、既に

軸線が既存のものであることを示してもいる。し

かし、公園がその中心において都市軸を強化し、

会場空間に対する規定的な役割を果たしていたこ

とは明らかであろう（図 8）。それはエクスペー

ルにとっても記念的な作品であったに相違ない。

エクスペールにとって、旧港の水面を見下ろす

斜面地からなる旧港地区は、そのような軸線計画

を再現する好機であった。例えば、セーヌを旧港

に、エッフェル塔をノートル・ダム・ド・ラ・ギャ

ルドに置き換えてみれば、マルセイユ旧港におけ

図 7　1937 年パリ万博会場全体計画
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るエクスペールの計画に、トゥロカデロ公園のイ

メージを重ねることは、恐らく容易であろう。そ

の場合、背にするシャイヨー宮に相応するのは、

さしずめオテル・デューといったところである。

エクスペールによる旧港地区全体計画は、まさに

旧港に向かって突き進む軸線と、そのヴィスタか

ら成り立っていたのである。

エクスペールが失脚した後、よりモダニズムに

近い思想の持主であったルコントは、旧港への軸

線という方針を継承しつつも、より大型の集合住

宅を沿岸に配置することによってエクスペール計

画を塗り替えた。そしてそのルコントも、オーギュ

スト・ペレの裁定によって、プイヨンらに取って

代わられることになることは、本編で記した通り

である。

プイヨンが主導権を握った時、エクスペール計

画に基づく 2 棟の「U 字型」アパルトマンを初め

として、異なる建築家らによる複数の建物が、既

に着工済みであった。プイヨンは、それらの基

礎や躯体を出来るだけ活かせるよう計画を工夫し

たと自伝で書いている。２棟の U 字型アパルト

マンもまたそのまま竣工をみた。その軸線からな

るヴィスタをルコントのように大型建築で閉鎖せ

ず、軸線部分で区切られた中型の集合住宅を複数

配置し、軸線上の空地を小広場とすることでヴィ

スタとして蘇らせたのは、プイヨンの功績である。

NHK 番組「世界ふれあい街歩き」でも（恐ら

くは期せずして）取り上げられた、この「U 字型」

アパルトマンによる旧港のヴィスタは、このよう

にエクスペールのパリにおける実践に起源を求め

ることができるのである。

3. アルジェのヴィスタの起源を求めて
マルセイユ旧港の復興をひと段落させたプイ

図 8    1937 年パリ万博トゥロカデロ公園計画（エクスペール） 
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ヨンに、対岸アルジェの市長ジャック・シュヴァ

リエから声がかかる。ディアル＝ッサアダ、ディ

アル・ル＝マフスール、クリマ・ドゥ・フランス

の「アルジェ三地区」がこうして実現した。中で

もアルジェ湾を一望する高台に立地するディア

ル・ル＝マフスールは、湾に平行して配置された

椰子の広場を初めとして、その眺望を活かした空

間的仕掛けが随所にみられる（図 9）。とりわけ

地区の中央部に配置された「海の門」（図 9 中の

M-10）は、中層アパルトマンの一階部分を貫通し、

海を見渡せる椰子の広場へと降りていく、やはり

階段通路である。市場から「海の門」、階段広場

を経て椰子の広場へと至る一連の流れが一つの都

市軸を構成しているのである。

マルセイユ旧港のヴィスタを見たことがある

者なら、すぐにこの「海の門」のヴィスタとの類

似性に気づくのではないだろうか。そして計画者

がプイヨンであったことを知れば、深く納得する

に違いない。かくいう筆者がそうであった。恐ら

くプイヨンは、この「海の門」の着想を、マルセ

イユ旧港での U 字型アパルトマンの経験から得

たのである。ヴィスタの開けた階段通路の空間構

成だけが似ているのではない。外観においても、

マルセイユのものと同様にブロンズに輝く石で出

来ており、空間全体として醸し出される雰囲気が

極めて近しいのである（図 10）。実際、この「マ

ルスルーの石」は、南仏の採石場で削り出された、

地域の伝統的な建材である石を、対岸のアルジェ

図 9　ディアル・ル＝マフスール計画全体図
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まで船で輸送したものである（戸田報告を参照）。

「本編」で主題的に論じたように、プイヨンは

「アルジェ三地区」の計画においては、「ムーア建

築」的であることを市とともに標榜していた。実

際の計画の分析からも、それにふさわしく計画さ

れた文化的要素が見いだされ、また共生のための

仕掛けが組み込まれていたことも確かである。し

かしムーア建築的であることのより本質的な問題

は、むしろ植民地時代の建築として、その成立の

背景に政治的・文化的脈絡があったことであろう。

5　 一方、社会学者ブルデューは、アルジェ大学の助手であった時代にマフスールを調査し、独立後におけるア
ルジェリア系住民による共有部へのヴァンダリズム（破壊行為）がみられることを指摘している。実際、『資
本主義のハビトゥス』後半部には、この頃の調査成果が反映されており、とりわけシュヴァリエ期の集合住
宅団地に関わる議論が多くみられる。

すなわち「ムーア建築」的であることは、まさし

く土着のアルジェリア人のためにフランス人が良

かれと思って計画的に実現した空間であって、実

際のところアルジェリア人自身はかなりの労力を

払ってそこに適応しなければならなかったこと

は、ピエール・ブルデューが指摘するとおりであ

る 5。また、より分かりやすいところでは、アルジェ

市の「共生」アピールイベントの舞台として用い

られたこともあった（図 11）。

とはいえ、ここで一つの問いが生じる。果たし

図 10   海の門からのヴィスタ（撮影：牧野奈央） 図 11   イベント時の「海の門」
中央にジャック・シュヴァリエ市長、ジャック・スー
ステル総督（出典：Alger Revue 1953）
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て、このヴィスタは「ムーア的」な文化的要素と

いえるのだろうか？実際、「ムーア建築」の定義

には、西ゴート王国時代のローマ建築の要素が含

まれ、「まっすぐな道」に拓けるヴィスタもその

範疇に含まれるとはいえる。しかし、パリに由来

するヴィスタは、第二帝政期におけるナポレオン

三世の強力な実施体制の下、超過収用（道路用地

のみならず沿道まで収用し、開発利益をあげて回

収する手法）のビジネス・モデルと、ペレール兄

弟による動産銀行（Crédit Mobilier）の錬金術によっ

て、古い歴史を持つパリの稠密市街地を開削して

実現したものである。従前の都市組織との整合化

もほとんどなされない。言わば資本主義の論理そ

のものによる形成であって、ローマ時代のグリッ

ド型プランに基づく計画的形成とは、背景と実現

プロセスにおいてはっきりと異なるのである。

恐らく、「海の門」のヴィスタは、「ムーア的」

要素とパリ的要素の双方にインスピレーション

の起源を持つ、プイヨンの独創なのであろう。マ

ルセイユ旧港であれアルジェ三地区であれ、小さ

なヴィスタを稠密空間に入れ込んでいるところ

には「地中海的」と呼ぶにふさわしい特徴も認め

られる。そうでありながらもプイヨンは、パリ的

な大規模ヴィスタにも大いにひかれていたので

はないだろうか。

実際、マルセイユにおいてもアルジェにおいて

も、ヴィスタの基盤となる都市軸は、パリのトゥ

ロカデロ公園のそれとはスケールにおいて比べる

べくもない。ただ、オスマンの改造においてもヴィ

スタの確保は目標とされていたし、（例え交通改

善という目標と抱き合わせであったとしても）そ

こでは見せる / 見られることを意識した都市デザ

イン上の要請も確かに認められていた。その起源

には、遠くローマにも遡る「まっすぐな道」があっ

たことも間違いない。スケールの違いはあっても、

心地よい眺望を臨みたいという人間の欲求の本質

は変わらないともいえるかもしれない。

アルジェの「海の門」もまた、そうしたヴィス

タの象徴であることは間違いない。実際、「海の

門」から眺めるアルジェ湾の遠景は爽快なもので

ある。しかし、結果としての空間のまとまり具合

はどうだろうか。「アルジェ三地区」を歩いてみ

ると、建物は 10 階以上の「鐘楼」を含む中層住

宅地であり、自動車の侵入も計画されている。地

中海的な稠密空間を追求したという割には、中途

半端に近代化された空間のスケール感の印象が否

めないのである。

4. おわりに
「本編」では、特にアルジェ三地区におけるムー

ア建築的特徴を批判的に検討することで、地中海

的、またアンダルシア的な文化的要素が盛り込ま

れた豊かな都市空間であることを評価するととも

に、それ故に植民地主義的問題が見いだされるこ

とを指摘した。しかし本稿で素描したのは、プイ

ヨンが「ムーア建築」を標榜していた一方で、実

はムーア的でも地中海的でもない、まさに首都で

ある国際都市パリに起源をもつ都市軸のヴィスタ

を導入していたという事実である。

そこから見たとき、プイヨンがパリの郊外団

地計画において、表面上はそれまで通りに石を用

いた端正なファサードをもつ近代建築でありなが

ら、あからさまな文化的要素を消し去って、大規

模住棟と人工池からなるより大がかりな空間的し

かけを用いたことには説明がつくようにも思われ

る。荒木亨訳を活用した自伝『石叫ぶべし』に基

づくプイヨン研究はまだ端緒についたばかりであ

るが、マルセイユとアルジェのヴィスタは、「地
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中海建築家」と呼ばれるプイヨンの本質に迫る上

でのキー概念の一つになるように思われる。

引用文献

Bonillo, Jean-Lucien 2008 La reconstruction à Mar-
seille : Architectures et projets urbains 1940-1960, 

Imbernon.

フェルナン・プイヨン　荒木亨（訳）1976『石叫
ぶべし』文和書房。

ピエール・ブルデュー　原山哲（訳）1993『資本
主義のハビトゥス ― アルジェリアの矛盾 ( ブル
デュー・ライブラリー )』藤原書店。





谷 口 陽 子
筑波大学人文社会系  

アフガニスタンの遺跡保全とその課題

はじめに
私たちの研究班は、本科研の考古学的・歴史学

的研究の成果を踏まえて、現代における都市計画、

文化財保全、サスティナビリティといった視点か

ら「都市の本質」にアプローチすることを目的と

して活動している。西アジアのテルや教会遺跡群

など、現在遺跡として存在するのは「再生」され

なかった廃棄された都市やその機能であることが

多い。しかし、破壊されずに現存していることに

も意味があり、社会の中で何らかの位置づけがな

されていたからこそ、完全に喪失していない、と

もいえるだろう。

本研究班の谷口は、主たるフィールドとして、

トルコ・カッパドキアの岩窟教会のうち、パシャ

バー地区にある聖シメオン教会を対象に、その遺

跡の保護や遺跡の本質的な価値という側面から研

究を行っている。

2021 年度も、同様に、カッパドキア遺跡にお

いての調査・解析を継続的に実施する予定であっ

た。トルコ文化省と在日本トルコ大使館領事部か

ら、2021 年度の調査許可を取得し、9 月に現地調

査を実施する準備も整っていたが、COVID-19 の

感染状況が収まらず、昨年度に引き続き今年度も

フィールドにおけるすべての調査を中止し、得ら

れたデータの解析等を行うように方針を変更せざ

るを得なかった。他機関からの助成金を含め、研

究費用は来年度へ繰越措置を行った。

本年度も、ラボでの分析や岩窟の凝灰岩を劣

化させる、あるいは保護している地衣類や藻類の

分析研究等を継続的に実施した。壁画の分析から

も、現在、灰色に変色している聖人の頭光部分か

らオーピメント（石黄：orpiment, As2S3）が検出

され、本来は、鮮やかな黄色で描かれていること

が確認された。2021 年 4 月 1 日、7 月 28 日、12

月 8 日には、それぞれ国内でのオンライン研究会

を行い進捗の確認、成果の共有を行うとともに、

2022 年 1 月 27 日にはイタリア、ギリシアの研究

生を交えたオンラインによる国際研究会によりそ

の成果を議論する機会を持った。

しかし、包括的にここで聖シメオン教会の保全

や本質的な「存続・廃棄」に関して成果をまとめ

るためには、微小環境の解析など総合的な議論が

必要であるので、聖シメオン教会の調査結果につ

いては来年度以降に報告することとしたい。代わ

りに、とくに研究班としてなにか研究活動を行っ

たわけではないが、2021 年 8 月 15 日に生じた

ターリバーン政権によるアフガニスタン掌握によ

るアフガニスタンの遺跡や文化遺産に関する影響

について備忘録的にまとめておきたい。これは、

前の新学術領域の科研「西アジア文明学の構築」
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（2012.6-2017.3）のうち、領域研究（研究領域提

案型）「西アジア文化遺産の材質と保存状態に関

する自然科学的な研究」のなかで谷口が実施して

きた内容に関わるものであり、実際は各機関、研

究者からの情報収集に基づくものであるので、直

接的な研究成果というわけではない。

アフガニスタンにおける文化遺産保護をめ
ぐる混乱

バーミヤーン遺跡は、ターリバーンによる

2001 年 3 月の東西大仏の爆破が強烈な印象を残

している遺跡である。それは、その後、過激派組

織 IS（イスラーム国）によるシリアやイラクの

博物館、遺跡の一連の深刻な破壊にみられるよう

な、政治的なプロパガンダとして文化遺産がター

ゲットにされる行為の蝶矢の事例として位置づけ

られる。このような破壊行為はイコノクラッシュ

（Latour 2002）と呼ばれる。その後、ユネスコや

日本政府など各国からの支援があり、アフガニス

タンの文化遺産保護は急速に進み、破壊された遺

跡の保存や博物館のインヴェントリーの作成、人

材育成といった技術支援分野のみならず、地域

文化の復興や教育の復興にも寄与してきた（谷口 

2021）。

しかし、2001 年からの ISAF（国際治安支援部

隊：International Security Assistance Force）による

治安維持、米軍を中心とした諸外国の介入による

国家運営が揺らぎ、2021 年 8 月末に米駐留部隊

が撤退することが本格的になった 8 月半ばのタイ

ミングで、ターリバーンがアフガニスタン各地を

制圧し、再度、ターリバーンが政権を掌握するに

至った。米軍撤退に関する「ドーハ合意」とは、

ターリバーンと当時のアメリカ・トランプ米政権

が 2020 年 2 月、カタール・ドーハで結んだもの

である。

バーミヤーン遺跡の場合は、ターリバーンに

よる制圧直前の空白期（8 月 15 日の早朝か）に、

発掘資料、壁画や大仏の表面破片、修復や考古学

調査のための資機材が収蔵されていた収蔵庫が襲

われ、フランス隊（ゼマルヤライ・タルジー教授

率いるストラスブール大学の調査）が発見した仏

教塑像などが盗まれた。日本隊の収蔵庫からもカ

メラやコンピュータなどが盗まれ、資料が床に散

乱した状況となっている。出土遺物は、販売目的

で盗まれたようであり、関係者のところへ購入を

持ち掛ける連絡があった。しかし、このときの収

蔵庫の襲撃自体は、おそらくターリバーンとは無

関係のことであり、日ごろから収蔵庫が金目のも

のがある場所として狙われていた可能性が高い。

収蔵庫以外にも、バーミヤーン大学が襲撃を受け

たり、2021 年 11 月には、バーミヤーン市内のメ

インストリートに建てられていたハザラ人指導者

マザリ師（Abdul Ali Mazari）の石像が破壊され

たりといった、日ごろの民族問題に起因している

であろう事件も生じた。

図 1   バーミヤーン教育文化センター内の収蔵庫、
考古学調査、保存修復用の資機材が荒らされた様子

（2021 年 9 月）
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バーミヤーン遺跡保存の作業に当たった考古

学者や保存修復専門家、作業員など協力者たちの

ところには、真偽はともかくターリバーンの印が

付いた脅迫状が送られ、実際に、暴力を受けて負

傷する事件も複数発生した。とくに、「仏教」遺

跡を、ユネスコなど欧州の「キリスト教圏の」組

織が保護している活動に「イスラーム教徒である」

アフガニスタン人たちが協力している、というこ

とが脅迫や暴力行為の根幹にあるようであった。

また、バーミヤーン遺跡以外では、2021 年 9

月にヘルマンドにあるティムールのゲレシュク要

塞（Gereshk Fortress：14 世紀）が、ターリバー

ンのマドラサを建築する目的でブルドーザーを用

いて破壊される映像が SNS で拡散した。

その後、アフガニスタン国立博物館、バーミ

ヤーン遺跡などは、ターリバーン兵が警備を担当

することとなり、遺跡や博物館の安全性は担保さ

れたかに見えた。しかし、2022 年 1 月末に、バー

ミヤーン遺跡の西大仏龕上部の崖の上の地点を、

バーミヤーン県知事（元、2001 年の両大仏爆破

の際に関与したターリバーンの司令官）の庇護の

もと、ウルドゥー語と英語を話すという、おそら

くパキスタン人と思われる違法盗掘者が盗掘目的

で発掘しているという写真やニュースが流れた。

遺跡や収蔵庫から考古資料が流出する懸念が極め

て高くなっている。2001 年のターリバーンの文

化遺産に対する姿勢は、残念ながら現在も変わっ

ていない可能性がある。

この混乱期に、ユネスコの現地職員や、情報文

化省の職員、国立博物館の考古学者や保存修復専

門家たちのうち、外国語ができる上位クラスの職

員たちの多くは、欧米や周辺国へ亡命した。しか

し、遺跡の保護活動に従事した地元のハザラ人や

タジク人協力者たちのほとんどは、パスポートも

所持しておらず、国外へ避難することができずに

現在も国内にとどまっている状態にある。バーミ

ヤーンからカーブルや山岳地帯に逃れている協力

者たちも多いが、厳寒期に困窮した状態が続いて

図２   アブドゥル・アリ・マザリ師の像（破壊前）
（2013 年 10 月）マザリ師はハザラ人の指導者でター

リバーンに対抗し、1995 年に殺害されたという。

図３   破壊されたマザリ師の像
  （2021 年 8 月 18 日）
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いるようである。

アフガニスタンにおける麻薬栽培、違法発掘や

博物館襲撃による文化財・収蔵資料の盗取と、そ

れらのパキスタン経由での密輸出がターリバーン

の資金源となった構図が 2001 年当時には存在し

たが、おそらく、同様の構造は今も存在している

のではないかと予想される。そういった文化財

は、パキスタンのペシャワールを拠点として欧米

や日本にも拡散しうるネットワークを有している

ため、慎重に状況の推移を見極める必要がありそ

うである。

おわりに：遺跡・文化の継承、存続
繰り返される内戦、戦争、不安定な政権運営、

複雑な宗教事情、民族事情、部族社会の構図など、

どの要素も西アジアの社会に深くかかわる性質で

あり、それらと対峙しない限り、古代の様相にも

本質的に迫ることは困難であろうと考える。

SNS により、現地の情報がオンタイムに広がっ

て、より生々しい情報が伝わるようになってきた。

従来、情報を発信できなかった層のひとびとが直

接的に、国際的にも声を上げられるようになった

というのは大きな変化のひとつと考える。

重層的な多様な文化の痕跡のうち、どの部分が

残され、どの部分が失われてしまうのか、その過

程も詳らかに歴史の証拠として記憶していく必要

があるだろう。

参考文献

Latour, B. (2002) What is iconoclash? Or is there a 
world beyond the image wars? In Latour, B. and P. 
Weibel（eds.） Iconoclash: Image Wars in Science, 
Religion and Art. Cambridge MA: The MIT Press, pp. 
14–37.

高橋博司（2021）『破綻の戦略 私のアフガニスタ
ン現代史』白水社

谷口陽子（2021）「破壊されたバーミヤーン遺
跡の再生と文化的アイデンティティ」『世界と
日本の考古学－オリーブの林と赤い大地－』常
木先生退職記念論文編集委員会（編）六一書房 
515–532 頁。



三 田 村 哲 哉
兵庫県立大学環境人間学部

ジョゼフ＝アントワーヌ・ブヴァールと 
アンリ・プロスト

－ 20 世紀前半イスタンブールにおける都市計画の比較考察－

はじめに
オスマン帝国は 18 世紀以降、列強の侵略や干

渉にあい、ギュルハネ勅令が発布された 1839 年

から 1876 年までの間、タンズィマート期に中央

から地方まで西洋化改革運動が進められた。こ

の改革運動は建築ばかりでなく都市に及び、各地

で道路の整備や鉄道の敷設、街区の改善などさ

まざまな面で、近代化が図られた。そのうち都市

計画や都市に対する提案、あるいは都市図がそ

の直接の成果であるのか、という問いはさてお

き、タンズィマート期以降に発表された主なもの

は、オスマン帝国皇帝アブデュルメジト 1 世（在

1　ヘルムート・フォン・モルトケは 1837 年に都市図を描き、1839 年に都市再開発を提案した。GÜL (MURAT), 
LAMB (Richard), “Mapping, Regularizing and Modernizing Ottoman Istanbul: Aspects of the Genesis of the 1839 
Development Policy”, Urban History, Cambridge: Cambridge University Press, Vol.31, Issue 3, December 2004, pp.420–436. 

2　 BAYHAN (Ahmet Ali), “The Evaluations on the Orientalist Elements in the Cisr-I Hamidi (Hamidiye Bridge) and By-
Pass Project of Ferdinand Arnodin”, Turkish Studies, Ankara, vol.9/10, Fall 2014, pp.97–114.

3　 ブヴァールはコンスタン＝デュフに学び、パリ改造を担当したジャン＝シャルル・アルファン（1817–1891）
の後継者と見なされた建築家で、教会堂や宮殿の修復や文書館、兵舎、駅舎、労働取引所、パリ万博産業宮
中央ドーム（1889）、パリ万博会場計画（1900）を手掛け、パリ市建築・道路・遊歩道・植栽局長の後、イス
タンブール（1902）、ブリュッセル（1903）、ブエノスアイレス（1909）、ロザリオ（1911）、モンテヴィデオ（1911）、
サンパウロ（1911）の建築・都市に尽力した。

4　プロストはローマ賞（1902）を受賞後、コンスタンティノープルのハギア・ソフィアの修復案を手掛け、ア
ントウェルペンの都市圏改造国際設計競技 1 等案（1910）、在日本国フランス大使館計画案（1912）、モロッ
コ 15 都市（1913–22）の都市計画、ヴァール県コート・ダジュール（1922–39）、イズミル（1926）、パリ地域
圏（1928–34）ほか国内諸都市、チュニス（1927–30）、アルジェ（1930–36）、イスタンブール（1936–51）、ブ
ルサ（1938–44）で建築と都市に尽力した。

5　 コンスタンティノープルでは、これらの都市計画以外にも提案が相次いだ。主なものは国際設計競技（1933）

位 1839–1961）の下でプロセイン王国元帥ヘル

ムート・フォン・モルトケ（1871–88）が描いた

モルトケ図 1（1839）をはじめ、皇帝アブデュルハ

ミト 2 世（在位 1876–1909）の下でフランスの技

師フェルディナン・アルノダン（1845–1924）に

よる首都圏の規定 2（1900）、同皇帝の下で策定に

あたったジョセフ＝アントワーヌ・ブヴァール 3

（1840–1920）による都市開発の提案（1902）、ト

ルコ共和国初代大統領ムスタファ・ケマル・アタ

トゥルク（在位 1923–1938）の下でアンリ・プロ

スト 4（1874–1959）が手掛けた都市計画（1936–51）

である 5。
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このうちブヴァールとプロストはともにパリ

国立美術学校で建築を学び、国内外の建築と都市

に尽力した建築家・都市計画家であるが、その

一方で両者のイスタンブール案が発表されたお

よそ 30 数年間に、フランスではミュゼ・ソシア

ル 6 の都市・農村衛生部会 7 において、同国で最初

の都市計画法 8、コルニュデ法の制定（1919）およ

び改定（1924）や、フランス都市計画家協会の創

設（1914）など、前世紀の都市改造とは異なり、

芸術（Art）よりもむしろ科学（Science）である

でフランスの建築家・都市計画家アルフレッド・アガシュ（1875–1959）、ジャック＝アンリ・ランベール
（1884-1961）、ヘルマン・エルグーツ（1880–1943）がそれぞれ提出した案であるが、このほかにもドイツ
の技師マルティン・ヴァグナー（1885–1957）もイスタンブール近郊案（1936）を残した。ŞENER (Özler), 
Cumhuriyet dönemi İstanbul planlama raporları 1934–1995, Istanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi, 2007

6　ミュゼ・ソシアルは 1894 年に社会改良を志す知識人がアルドベール・ド・シャンブラン伯（1821–99）の出
資を基づき設立した、農業、労働問題、社会保険、福祉事業などを議論、調査、提案を行った民間の組織。

7　都市・農村衛生部会は 1908 年に政治家、官僚、学者らに建築家らが加わって創設された新たな調査部門で、
総勢 98 名に及ぶ。建築家には副部会長ルイ ･ ボニエ（1856–1946）、主席書記官プロストのほか、委員にはア
ルベール ･ パランティ（1877–1953）、アガシュ、ジョゼフ・ブヴァール（1840–1920）、ウジェーヌ・エナー
ル（1849–1923）、フランツ・ジュルダン（1847–1935）、アンリ＝ポール・ネノ（1853–1934）ら合計 20 名を
超える建築家、造園家ジャン＝クロード・ニコラ・フォレスティエ（1861–1930）がおり、後に史書マルセル・
ポエト（1866–1950）が加わった。

8　 Loi du 14 mars 1919 concernant les plans d’extension et d’aménagement des villes. Loi du 19 Juillet 1924 modifiant et 
complétant la loi du 14 Mars 1919 sur les plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes.

9　 20 世紀前半、フランスではミュゼ・ソシアルを中心にユルバニスムの広報を目的に国内各地で博覧会や展覧
会、会議が開催され、そのなかで都市・農村衛生部会に所属する建築家たちの事業が展示あるいは主題に挙
げられた。しかしブヴァールの事業はたとえば、ナンシー「近代都市」展覧会（1913）、パリ都市再生博覧
会（1916）、ストラスブール都市計画・都市衛生国際会議（1923）、パリ植民地・熱帯諸国都市計画国際会議

（1931）などのこうした主な機会に報告されたものはほぼ見当たらず、当時からユルバニスムと称された新
たな都市計画とは異なるものであると捉えられていた。Anonyme, Exposition de la «Cité Moderne», Nancy, 4-17 
mai 1913, Nancy: Imprimerie nancéienne, 1913. GAULTIER (Louis), Association générale des hygiénistes et techniciens 
municipaux, Exposition de la cité reconstituée, esthétique et hygiène [Rapport général, salle du jeu de Paume et terrasse 
des Tuileries, du 25 mai au15 août 1916] Paris: Imprimerie centrale de la Bourse, 1917. Société française des urbanistes 
édit., Où en est l’urbanisme en France et à l’étranger [Congrès international d’urbanisme et d’hygiène municipale, 
Strasbourg, 1923] Paris: L. Eyrolles, 1923. ROYER (Jean), LYAUTEY (Hubert), DU VIVIER DE STREEL (Édmond), 
PROST (Henri), L’Urbanisme aux colonies et dans les pays tropicaux, tome Ier, La Charité-sur-Loire: Delayance, 1932.

10 ブヴァール案を最初に明らかにしたのはおそらくゼイネプ・チェイクである。ZEYNEP (Çelik), “Bouvard’s 
Boulevards, Beaux-Arts Planning in Istanbul”, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol.43, No.4, Decem-
ber 1984, pp.341-355. ZEYNEP (Çelik), The Impact of Westernization on Istanbul’s Urban Form, 1838-1908, Ph.D. dis-
sertation, University of California, Berkeley, 1984. ZEYNEP (Çelik), The Remaking of Istanbul, Portrait of an Ottoman 

とする新たな都市計画ユルバニスムが萌芽を迎え

た。当時フランスの都市計画にはこうした大きな

変化があり、それらを牽引した両者の案の間にも

大きな相違が生じた 9。

ブヴァールとプロストによるイスタンブール

案に関する先行研究は、それぞれ一定の蓄積があ

るが、この新たな都市計画の萌芽の前後をひとつ

の転換期と捉えて、考察の対象をそれぞれ別に分

けて扱ったものに限られる 10。本稿は、こうした

研究状況を鑑み、フランスの建築家 2 名によるイ
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スタンブールの都市計画の相違に着目し、ユルバ

ニスムの新たな一面を描き出すことを試みたもの

である。

1. 都市の「美化」という開発－西洋化か、　
近代化か、ブヴァールの理想案－

ブヴァールの案はすでにこれまでにおおよそ明

らかにされている。提案の主な内容は、後 203 年

にローマ帝国皇帝セプティミウス・セヴェルス（在

位 193–211）が建造を開始し、4 世紀にコンスタ

ンティヌス 1 世（在位 306–377）が拡張したコン

スタンティノープル競技場の改修案（図 1）、グ

ラン・バザールの西側ベヤズィト・モスクの南西

側を囲む 6 棟の中庭型の建造物で囲まれたスルタ

ン・バヤズィト広場案（図 2）、新ガラタ橋案、そ

の端部エミノニュのイェニ・モスク前広場案（図 3）

City in the Nineteenth Century, London: University of Washington Press, 1982. プロスト案に関するものには次があ
る。ANGEL (Aron), Turkey’s first town planner, Aron Angel. Istanbul’s development and urban policies, Istanbul: Boyut 
Yayin Grubu, 2014. CÂNÂ BILSEL (Fatma), PINON (Pierre) édit., From the imperial capital to the republican modern 
city, Henri Prost’s planning of Istanbul (1936–1951), İstanbul: Araştırmaları Enstitüsü, 2010. AKPINAR (Ipek), The 
Rebuilding of Istanbul after Secularisation to Turkish Modernisation, Ph.D. dissertation, University College of London, 
2003.

の 4 点であった。このうちパリのアレクサンドル

3 世橋（1900）に倣った新ガラタ橋案を除く 3 案は、

いずれも中庭型の大規模な宮殿型の建築で都市広

場を整備することを示唆してものであった。

これら 4 案の要点はその実現のために、既存

の複数の街区をはじめ、大規模な破壊を要すると

いう点にある。まずコンスタンティノープル競技

場案の場合、大宰相イブラヒム・パシャ（在位

1523–36）が建造した宮殿（1524）を中心とした

複数の街区が破壊される。そして正面中央にドー

ムを擁する新たな宮殿型の建築が、競技場を挟み、

スルタンアフメット・モスク（1616）と向かい合い、

互いのドームが競技場の主軸と直交する新たな主

軸を形成する。この新たな宮殿型の建築の意図は、

単にコンスタンティノープルを代表するイスラム

建築との対置やその建築様式ばかりでなく、比例

図 1   コンスタンティノープル競技場の改修案　ブヴァール 1902
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や幾何学と同様に対称という古典主義建築の構成

原理によってより一層強調された点である。

スルタン・ベヤズィト広場案もこうした構成原

理に基づいている。全 6 棟に及ぶ中庭型の建築群

が直交する 2 本の主軸を構成し、新たな広大な広

場とともに東西方向および北東方向に通り抜ける

大通りの新設のために、より一層広範囲に渡る街

区が破壊の対象になることを示唆したものであっ

た。バヤズィト・モスクは破壊を免れたが、そ

の一方で大通りの整備の範囲が明示されておら

ず、より広範囲に渡る街区の破壊に基づいた案で

ある。より一層重要な点は、こうした既存の街区

の破壊や新たな街区を構成する建築の様式よりも

むしろ、フランスの建築家マリ＝オーギュスト＝

アントワーヌ・ブルジョワ（1821–84）が建設し、

1894 年の地震の後、イタリアの建築家ライモン

図 2   スルタン・バヤズィト広場案　ブヴァール 1902

図 3   イェニ・モスク前広場案　ブヴァール 1902
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ド・ダランコ（1857–1932）が修復した門（1867）

と、そのさらに奥の陸軍省（現・イスタンブール

大学本部）からなる主軸に基づいて、これら 6 棟

の新たな宮殿型の建築群と広場が配置されたとい

う点にある。陸軍省を形作る主軸が、3 棟の門の

うちの中心の門の上を通り、広大な広場を構成す

るばかりでなく、当時市庁舎と見なされた中央の

主棟に達する。両端点に記念建造物が配置された

軸線対称という構成原理はコンスタンティノープ

ル競技場の改修案と同様である。

またイェニ・モスク前広場案も、新ガラタ橋案

の架橋の端点に位置するイェニ・モスク（1663）

を、ガブリエル＝ジャン＝アントワーヌ・ダヴィ

ウ（1824–81）と技師ジュール＝デジレ・ブール

デ（1835–1915）によるパリのトロカデロ宮（1878、

現・シャイヨ宮）中央の約 4,700 人収容の劇場に

見立てて、曲線を描く新たな両翼を描いたもので、

敷地の傾斜、モスクと劇場の配置、ミナレットと

劇場の塔に至るまでそれぞれほぼ一致している。

また構成原理という点でも、新ガラタ橋に対して

軸線対称に描かれており、コンスタンティノープ

ル競技場の改修案やスルタン・バヤズィト広場案

と同様である。

これら 3 ヶ所に描かれたブヴァール案の要点

は次の 3 点にまとめられる。ひとつはオスマン建

築とフランス建築を融合させることによって、新

たな都市の広場をコンスタンティノープルの主点

に建設するという点である。建築様式と構成原理

は明らかにフランスからオスマン帝国に輸出した

もので、破壊と建設の組み合わせによる「美化

11   Anonyme, “L’Embellissement de Constantinople”, L’Écho d’Oran, Oran, 16 avril 1909. Anonyme, “Pour embellir Constatinople, 
M. Bouvard consulté par les jeunes-turcs”, Le Petit Parisien, Paris, 21 avril 1909. Anonyme, “A travers Paris”, Le Figaro, Paris, 
15 avril 1909.

12　COHEN (Jean-Louis), LORTIE (André), Des fortifs au périf, Paris, les seuils de la ville, Paris: Picard, 1991, pp.45–112.

embellissment」と称された開発行為に基づいてお

り、建築と都市の西洋化を進めることを示したも

のであった 11。

もうひとつは、ブヴァールが本案の中で道路

計画を一切提案しなかったという点である。これ

ら 3 ヶ所の新たな建造物はそれぞれ独立してお

り、相互の関係を結ぶことなく示された。スルタ

ン・ベヤズィト広場案の大通りからも、交通網が

検討されなかったことは明らかである。つまりブ

ヴァールの提案は、交通計画が欠落した「パリ改

造」のようであり、「ベル・エポック」と称され

た良き時代、世紀の転換期における首都パリの、

特に広大な広場を前に都市軸で構成された街区を

模範とする都市を示したものであった。

最後の要点は、19 世紀末パリで城壁およびそ

の外側に関心が向きはじめていたにもかかわら

ず、ブヴァールが既存の都市、特にハギヤ・ソフィ

ア、トプカピ宮殿、スルタンアフメト・モスク、

グラン・バザールの西側から、コンスタンティノー

プルの城壁の内側に至る歴史地区側の一帯を対象

に案を描き、既存の都市の外側、すなわち都市

拡張という観点が欠落していた点である 12。一方、

アルノダンは同時期に、ブヴァールのように建築

でなく、既存の都市の範囲を大きく超えた欧州側

およびアジア側に広がる広大な範囲を対象に、道

路と架橋で環状交通を示し、その都市の範囲を規

定する「拡張 extension」を提示した。この都市の「拡

張」は、先述のコルニュデ法の制定および改定

で示したように、「開発 aménagement」や「美化」

とともに併記された要語で、後世に重視されるよ
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うになる新たな都市計画の主題であった。つまり、

ブヴァールとプロストはそれを意図したのか、あ

るいは否かという点で、明らかに異なる。とはい

え、ブヴァールはコンスタンティノープルの後、

南米諸都市で同様の事業を展開しており、当時こ

うした「美化」と称された都市計画がある一定の

高い評価を得ていたこともまた事実である。

2. 都市の「改良」という開発－西洋化か、
近代化か、プロストの現実案－

プロストはアタトゥルクの下で、1936 年にイ

スタンブール市から依頼を受けて都市計画を担

当し、「欧州側」（1937 年 10 月 17 日）、「アジア

側」（1939 年 1 月 6 日）、「金角湾」（1941 年 5 月

10 日）の基本計画を策定した。その内容は道路、

鉄道、航海、建設、法制、航空、商業、食料、ス

ポーツ、記念建造物、防衛などの多岐に渡り、プ

ロストは 1950 年代前半までアロン・エンジェル

（1916–2010）らとともにその実務に当たった 13。

当時本人が抱えていたおそらく最大の懸案は、

1931 年パリ植民地国際博覧会開催中に開かれた

植民地・熱帯諸国都市計画国際会議で本人がすで

に示していた法制で、イスタンブールの乱開発や

荒廃地、不衛生に対応するために必要であること

など、ブヴァールの案にない特筆すべき点は多々

ある 14。こうした一連の概要は、これら 3 点の基

本計画とプロストが残した文書選集から把握する

13　拙稿「西アジア及び周辺都市に尽力したフランスの都市計画家ユルバニストに関する研究の成果報告－アン
カラとイスタンブールにおける 3 つの都市計画案に関する考察－」『研究成果報告 2020 年度都市文明の本質 
古代西アジアにおける都市の発生と変更の学際研究』筑波：筑波大学人文社会系 西アジア文明研究センター、
2021 年、292-301 頁。

14  PROST (Henri), Nomenclature des notes relatives à la Législation de l'urbanisme de 1936 à 1947, [s.l.][s.d.]

15  PROST (Henri), Les Transformations d'Istanbul, I-X, [s.l.] 1936–1950. 

16  拙稿（前掲 註 13）。

ことができるが、そのうち上記の通りに、ブヴァー

ル案の中で示した 3 つの要点、つまり建築の融合、

交通計画、都市の拡張に着目すると、プロストは

いずれの点においてもブヴァールの提案とは明ら

かに異なる、あるいは正反対の案を次々に実施し

たことがわかる 15。

ブヴァールがフランス建築による都市広場を提

案したが、プロストは必ずしもフランス建築ある

いは自国の新たな都市計画そのものを輸出しよう

としたわけではなかった。それは、自身の計画案

に、コルニュデ法に記された「開発」「拡張」「美

化」ではなく「改良 transformation」と題した点

からも明らかである。またプロストはアガシュの

設計競技案（1934）の一部を改善し、トプカピ宮

殿からスルタンアフメト・モスクまでの歴史地区

の保全に尽力、オスマンとフランスの建築の融合

とは明らかに異なる手法を採用した 16。プロスト

がフランス・アナトリア研究所初代所長で、建築

家で修復家で美術史家のアルベール・ガブリエル

（1883–1972）の協力を得て、1947 年 7 月に代表国

のトルコと各国の研究者が集まり、考古学の研究

がユネスコに申請されるとともに、このトプカピ

宮殿からスルタンアフメト・モスクまでの歴史地

区を指定した考古学公園を中心とする遺産に関す

る研究事業（1949–53）がその後の世界遺産の登

録につながり、その範囲がスレイマニエ・モスク

とその保全地区、セイレク・モスクとその保護地
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区、コンスタンティノープルの城壁から幅広い遺

産の保全にも波及したことはすでに指摘した通り

である 17。しかしこれらの保全事業は、プロストが

手掛けたもののうち、そのごく一部にすぎず、提

案のほとんどが道路や広場、街区の整備で、ブ

ヴァールの案に欠落していた交通計画や都市拡張

に関するものであった。

プロスト案の意図は金角湾、欧州側、アジア側

の 3 つの地域とともに旧市街の近代化で、その実

現のために、金角湾の両岸を接続する新たな架橋

（1936–49）およびアタトゥルク大通り（1942–59）

と、高速道路「ロンドン＝イスタンブール」とボ

スポラス海峡の両岸、欧州側とアジア側を結ぶ

架橋（1937–49）（図 4）が提案され、これら 2 つ

の基軸に基づき、金角湾の汚染回避のための新

たな産業地域の開発、景観保全のための歴史的

建造物の保護、その周辺部の保全および公園の

整備が計画された。それらに基づいた各地区あ

るいは地域の具体案にはペラ＝ベイヨール地区

（1939–43）やシルケジ南側の一街区（1942–44）、

ベイヨール＝ガラタ地区（1944）、アジア側のイェ

17  拙論「海外諸都市における既存建築物の利活用による都市更新の広がり－イスタンブールの建築コンバージョ
ン（トルコ）－」『ビルディングレター』日本建築センター、2021 年 7 月、11–28 頁。

ニシェヒル地区（1945）などの街区整備ばかりで

なく、1953 年イスタンブール万国博覧会会場整

備のためのイエニカピ街区の整備計画（図 5）も

ある。またプロストが提案および実現させた整備

計画は、兵舎が建ち並ぶ軍用地におけるタクシ

ム広場（1935–59）、トプカピ宮殿からスルタン

アフメト・モスクまでの考古学公園（1936–50）、

マルマラ海に沿ったカジノを中心とする海水浴

のためのフロルヤ公園（1936–49）、金角湾の架

橋とエミノニュ広場（1936–57）、ファティフの

市庁舎と広場（1937–42）、タクシム広場北側の

第 2 公園（1938–42）。さらに第二次大戦中から

シルケジの港湾および周辺地域（1941）、既存街

区の破壊とカラキョイ広場（1941–44）、タクシ

ムからテペバシまでの道路（1942–43）、イェディ

クレからファティフまでの沿岸都市（1943）、欧

州・アジア高速道路におけるペラ・ベイヨール間

の接続（1943–46）、タクシム・ガラタ間の地下

鉄（1943）（図 6）、エミニョニュ・シルケジ間の

大通り（1944）、タクシム・トファーヌ間の第 3

高速道路（1944）、ガラタ港倉庫街（1947–57）と

図 4   欧州側とアジア側を結ぶ架橋　プロスト 1937–49



254

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

枚挙にいとまがない。すなわちその大半がいずれ

も建築でなく社会資本あるいは都市基盤であっ

たということである 18。これら一連の提案は、欧

州からアジアまでの広範な地域を見据え、陸路の

18  Fonds Henri Prost, PROST-E-01, 33, 35–39, 41–45, 47.

みならず海路と空路の関連施設に及んでおり、ブ

ヴァール案にない交通計画と都市拡張という 2 つ

の側面を補うものであった。

プロストは当初、火災が頻発していたコンスタ

図 6   タクシム・ガラタ間の地下鉄　プロスト 1943 

図 5   イエニカピ街区の整備計画　プロスト 1953 
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ンティノープルの都市の歴史的な背景からも明ら

かな通り、こうした都市計画よりも、前述の通り

むしろ目前に迫った乱開発や荒廃地に対する対応

に迫られ、法や制度、建築線や地役権など、その

実現に向けた体制と既存の街区および地域の整備

に注力することを余儀なくされたが、その後に提

案・実現した諸案はブヴァール案のように既存の

都市に対する案のみにとどまることなく、より一

層遠い将来の都市の成長を見据えたものであった

と言えよう 19。

おわりに

オスマン帝国は第一次大戦に敗北し、ヨーロッ

パ列強に分割されたが、アタトゥルクは祖国解放

闘争（1918–22）を指揮し、既存体制の否定と世

俗化政策の導入、西欧型の近代国家の採用で、イ

スラム国家のオスマン帝国を淘汰し、トルコ共和

国を樹立した。その建国理念ケマリズムはタン

ズィマートの延長線上にある改革政策の支柱で、

近代化を西洋化とする基本原則はブヴァールの

「美化」にもプロストの「改良」にも通底している。

しかしこれら両案を比較すると、プロスト案は 20

世紀の初頭にフランスで萌芽したユルバニスムの

影響を受けて、「理想」よりも「現実」、あるいは「美

化」よりも「改良」というブヴァール案の真逆の

提案を含むものになり、その大半が第二次大戦を

挟み 10 数年をかけて実施されたのである。

ブヴァールが提案したフランス建築のよるスル

タン・ベヤズィト広場やイェニ・モスク前広場、

いわゆるオスマン帝国にない都市広場は、首都コ

ンスタンティノープルに都市の西洋化を顕在化さ

19  田中傑、西田幸夫、辻本誠「イスタンブルにおける 15–20 世紀の都市火災」『日本建築学会学術講演梗概集 都
市計画』日本建築学会、2012 年、419–421 頁。

せる、当時の両国にとっての理想案であったに違

いない。一方プロストによるアタトゥルク大通り

やタクシム広場など、既存の広場や道路の整備、

トプカピ宮殿からスルタンアフメト・モスクまで

の歴史地区の保全事業は、都市の西洋化を建築で

なく、むしろ都市基盤で顕在化させ、オスマン帝

国の建築遺産を継承するという方針に基づいてい

た。両者は第一次大戦を挟み、フランスから中

東、南米、北アフリカ諸国に都市計画を輸出した

代表者で、「理想」と「現実」はイスタンブール

以外の都市でも同様に指摘される。このようにブ

ヴァールとプロストの比較は、20 世紀前半の都市

の近代化、西洋化という課題が浮き彫りにすると

ともに、フランスにおけるユルバニスムの進化を

知るという側面からも両者の相違を捉え直す試み

は、近代建築史における不可欠な課題なのである。
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Examining the Relationship between Urban Vitality in 
Commercial Spaces and Post-war Reconstruction

—International Comparative Study Based on Historical and Field Survey—

1. Introduction
1.1 Research background

Since the Second World War, post-war re-
construction has played a crucial role in (re)
shaping war-damaged areas. Practices and 
decisions that were taken in the immediate 
post-war period usually define the future de-
velopment and influence the post-recovery 
liveliness of rebuilt cities. Looking back at 
reconstructed areas in terms of their state of 
vitality shows that while some have regained 
their lively and bustling environments, oth-
ers are suffering from stagnation and decay 
as seen in the case of the City Centre of Bei-
rut after the Lebanese Civil War. After the 
end of the civil war in Lebanon under the 
Taif Agreement of October 1989 (Traboulsi 
2012, 246), “Solidere”, a holding company, 
was created to carry out a large-scale recon-
struction project to reinvent the City Centre 
of Beirut as a regional business hub. None-
theless, the city centre is stagnating since 

2005 with fewer visitors and many closed 
businesses in its historical area. Under such 
context, this research contributes to the dis-
course on post-war reconstruction by exam-
ining its role in reviving the pre-war lively 
atmosphere of war-damaged city centres. 

Planning literature has given much atten-
tion to the study of reconstruction plans, 
pioneers, and history. However, the relation-
ship between reconstruction planning in the 
post-war era and the post-recovery state of 
urban vitality is yet to be fully examined. As 
the reconstruction period is usually an era 
of significant transition, either an intended 
one or by-product, it is important to evaluate 
the success of planning in its endeavour to 
restore the liveliness of the rebuilt area. The 
aftermath of conflict has been usually mea-
sured in terms of the number of fully or par-
tially damaged buildings, the number of cau-
salities, and economic losses. Nonetheless, 
when urban conflict is examined through 
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the lens of planning studies, it is necessary 
to recognise that the impact of warfare goes 
beyond physical destruction into disman-
tling social tissue and paralyzing the func-
tionality of the area especially in the case of 
prolonged hostilities. The physical loss due 
to destruction is combined with other forms 
of loss that are social, economic, and com-
munity-related and this research emphasises 
the impact of the resulting discontinuity of 
these aspects on urban vitality. 

An example of that could be seen in the 
case where the reconstruction is accompa-
nied by a relocation of original stakeholders 
in a war-damaged area as their return could 
be hindered by financial, legal, or structural 
obstacles. In addition, once an active city 
centre loses its role due to conflict, other 
areas in the city tend to take over this role 
making it difficult to regain its function after 
reconstruction due to the existing competi-
tion. Therefore, examining reconstruction 
planning should not be only based on phys-
ical or aesthetical evaluation but also based 
on its ability to restore vitality. This is par-
ticularly evident in the case of Beirut City 
Centre. Although the reconstruction was 
successfully able to ‘physically’ restore, up-
grade, and modernise the city centre, stagna-
tion and decline of vitality, as seen in fewer 
visitors and many closed businesses, are se-
rious challenges that are yet to be overcome. 
This research tackles the issue of the decline 

of vitality in the city centre of Beirut which 
was driven by the following inquiries: Is the 
current decline in the city centre of Beirut 
associated with reconstruction planning and 
policies or a mere result of local and region-
al factors? If so, is it related to the neoliberal 
approach followed in the reconstruction of 
Beirut? Does this approach in rebuilding 
Beirut differ from other rebuilt cities? And 
if so, how? Answering these questions is an 
important step towards establishing an un-
derstanding of how post-war reconstruction 
could influence the post-war state of liveli-
ness in war-damaged areas.

To fill this gap in the literature, this re-
search aims to examine the reconstruction 
of Beirut from a historical perspective to 
clarify: 1) how the neoliberal approach has 
defined the reconstruction of commercial 
spaces in the city centre of Beirut compared 
to other historical examples; 2) how the 
implemented planning policies have influ-
enced the state of vitality in these spaces. 
In an endeavour to achieve this aim, the re-
search first examines the transition of post-
war reconstruction since the Second World 
War while giving examples of different 
approaches until the rise of neoliberalism 
in the 1980s. Then, it focuses on commer-
cial space and examines Hiroshima and Le 
Havre after the Second World War as his-
torical examples where citizens’ initiatives 
and public planning authorities were prom-



259

研究成果報告 2021 年度
C01 計画研究 06

inent actors in shaping the reconstruction in 
contrast with the market-led reconstruction 
of Beirut. Finally, the research examines 
commercial spaces in the Historical Centre 
of Beirut to clarify the relationship between 
the reconstruction and the current decline of 
vitality. 

More specifically, this research discusses 
three cases of post-war central commercial 
spaces, namely, the historical core of Beirut 
City Centre (mainly Beirut Souks, Foch Al-
lenby, Place de l’Etoile); Hiroshima Hondōri 
Shōtengai in Hiroshima, and Rue de Paris in 
the City Centre of Le Havre. This research 
sheds light on two scenarios on how pre-war 
commercial spaces and business communi-
ties were handled during the reconstruction. 
First, a ‘resurrection’ scenario where the 
continuity of pre-war businesses was pro-
tected in Hiroshima, and the key commercial 
spaces were maintained in Le Havre. The 
second one is a ‘redefining’ scenario where 
pre-war local and traditional businesses 
were replaced by foreign brands and retail-
ers that fit the post-war marketed image of 
an international business hub which eventu-
ally pushed away local customers.

1.2. Methodology and data
Discussions in this research follow a 

qualitative methodological approach that is 
based on historical analysis and field survey. 
The analysed data has been obtained through 

field observations, interview surveys, and 
archival surveys. Field observation has fo-
cused mainly on shops and businesses in the 
city centre of the targeted area. Data collec-
tion during visits to the field included pho-
tographic documentation of the state of the 
area and mapping of the current businesses 
where possible. In addition, records on the 
types of shops and their state of business 
(e.g., open/closed) were collected or gener-
ated in Beirut and Hiroshima. Furthermore, 
access limitations to public space (e.g., 
checkpoints, closed exists) were mapped 
where applicable as seen in the case of Bei-
rut. The interview survey was used to iden-
tify factors behind the decline of vitality in 
Beirut. A preliminary interview survey was 
conducted in Beirut with the public and with 
a key informant to look for indications and 
possible factors behind the decline of vitality 
in the city centre. This step helped in focus-
ing the scope of questions during the later 
primary survey. After identifying informed 
individuals on the reconstruction of Beirut, 
primary interviews were conducted with key 
informants in January and February 2020 
in both Beirut and Paris. Participants were 
professionals or academics who were either 
informed on the topic or are (were) person-
ally involved in reconstruction. Interviews 
were recorded and later transcribed. The 
interview transcripts were qualitatively ana-
lysed where statements from the transcripts 
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that are related to the research question were 
coded and then integrated into categories 
and themes. All transcripts were analysed 
using NVivo 12 Qualitative Data Analysis 
(QDA) software. Archival surveys were 
conducted in public and municipal archives 
in the examined cities. This included exam-
ining available data at libraries, research in-
stitutes, and universities’ private collections 
during field visits to Beirut and Hiroshima. 
Online access to archival contents was also 
utilised in the case of Le Havre using offi-
cial data search engines such as the online 
Municipal Archives of Le Havre. 

Data collection during the archival survey 
revolved around obtaining records on the 
history and planning development of the 
target area. This included gathering histor-
ical maps of pre-war conditions in addition 
to other related records such as newspaper 
articles. Furthermore, data regarding recon-
struction planning were also collected such 
as reconstruction plans, planning reports, 
minutes of planning deliberation meetings, 
and key relevant literature. As for the anal-
ysis, pre-war/post-war historical maps were 
compared to clarify transformations, and 
consecutive shop records were traced to clar-
ify continuities or transition of businesses as 
seen in the case of Hiroshima. Furthermore, 
reconstruction plans, reports, and literature 
were utilized to clarify planning develop-
ment and identify implemented policies.

Discussions in this research are divided 
into five sections. Sections 1 provides an 
introduction that lays the theoretical foun-
dation of this research including its aims, 
methods and data. Section 2 clarifies the 
transition and characteristics of different re-
construction approaches in the second half 
of the twentieth century by critically review-
ing existing literature and providing illustra-
tive examples on the recovery of war-affect-
ed cities. Section 3 focuses the discussion 
on commercial spaces from a historical per-
spective and how citizens in Hiroshima and 
modernism-driven planning authorities in 
Le Havre have shaped the recovery of these 
spaces. Section 4 then moves into the more 
recent neoliberal case of Beirut and discuss-
es how the reconstruction is associated with 
the current decline of commercial spaces 
in the city centre. Finally, Section 5 gives a 
synthesis of the analyses in this research and 
compares the findings in the case of Beirut 
with the historical examples. 

2. The shift in post-war reconstruction 
since the Second World War

Post-war reconstruction planning has been 
approached differently since the Second 
World War. This could be seen by examin-
ing five cities namely: Le Havre, Rotterdam, 
Warsaw, Beirut, and Hiroshima as concrete 
examples of the varying characteristics of 
post-war reconstruction. Those cities rep-
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resent examples in the immediate period 
after the Second World War and more recent 
ones at the end of the twentieth century. 
The examination of the recovery of these 
cities illustrates that planning culture during 
reconstruction was influenced by dominant 
intellectual movements such as modern ar-
chitecture, cultural awareness, and global 
economic trends like neoliberalism. Such 
driving forces have clearly contributed to 
the development of reconstruction planning 
in the second half of the twentieth century. 
Therefore, the resulting reconstruction nar-
rative comprises a spectrum ranging from 
implementing modern transformative plans, 
sentiment-driven restoration, profit-oriented 
redevelopment, or a multifaceted integrative 
approach. 

Early reconstruction cases were oriented 
towards what was assumed as the public 
interest and followed and incorporated both 
restorative and transformative approaches. 
While sentiment-driven restoration in War-
saw aimed to emphasise the victory over the 
Nazis’ aggression, functionalist concepts 
have steered the plans of future utopias in 
Le Havre and Rotterdam. Despite being on 
the defeated side of the conflict, the unique 
character of Hiroshima’s destruction was 
a catalyst for a widely-approved memorial 
image of its recovery. While incorporating 
restoration efforts, the reconstruction of 
Beirut has leaned heavily towards new de-

velopment under a market-driven approach 
incentivised by a hope that the economic 
return of new development will provide the 
prosperity which was deprived under the 15 
years of conflict.

To put the narrative in a wider perspective, 
we can see that in the immediate period after 
the Second World War, reconstruction plans 
showed strong enthusiasm for modernist 
concepts. Advocates of modern architec-
ture, and their followers, saw cities in ruins 
as arenas for large urban transformation 
that would not be possible otherwise. Their 
bold and ambitious proposals approached 
war-damaged areas as laboratories for exper-
imentation of new and contemporary plan-
ning concepts. As wartime hardship gave 
momentum to the public’s hope for ‘better 
conditions’ (Gold 2013, 19), modernist ar-
chitects saw the answer in their vision of an 
ideal city or ‘urban utopia’ without notice-
able citizens’ involvement in planning delib-
eration. They assumed that doing so is in the 
‘public interest’, as it will enhance the qual-
ity of living environments and accessibility 
between towns. As seen in the cases of Le 
Havre’s City Centre and Rotterdam’s Lijn-
baan, modernist reconstruction planning ex-
pressed several recognisable characteristics. 
Proposals were accompanied by large spatial 
transformations. Comprehensive and ‘blue-
print’ style planning resulted in masterplans 
and models based on technical and practical 
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methods (Fig. 1). Plans focused on having a 
geometric configuration, establishing wide 
streets, abundant open space, and smooth au-
tomobile traffic (Taylor 1998, 24-25).

Furthermore, patriotic sentiment has 
steered planning culture in some war-dam-
aged cities as they opted out of transforma-
tive solutions in favour of seeking a path of 
restoration. A well-known example of that 
could be seen in the reconstruction of the 
Old Town in Warsaw, Poland. Warsaw was 
destroyed in a previously elaborated Nazi 
plan for a ‘total annihilation’ of the city 
(Jankowski 1990, 77). The city witnessed 
systematic destruction that deliberately tar-
geted its historical monuments in the city 
centre (Fig. 2). Reconstruction was oriented 
towards reviving the lost heritage to prove 

that the Nazis did not deprive 
the Varsovians of their cul-
ture (Goldman 2005, 138). 
The Old Town of Warsaw 
was restored since it has a 
symbolic value as a place 
that represents national iden-
tity and heritage. This shows 
an increased awareness of 
cultural value compared to 
‘clean slate’ transformative 
plans. Restoring the lost pre-
war physical environment 
was utilised to revive the 
ties between the city and its 

citizens. Nonetheless, reaching the balance 
between implementing the necessary modi-
fications and restoration is a difficult task to 
achieve. Also, restorative efforts of historical 
buildings or cityscapes could be criticised 
for being selective or creative as seen in 
Warsaw and Beirut. 

The later decades of the twentieth century 
witnessed the rise of neoliberalism and the 
shift towards a minimum state intervention 
(Harvey 2007). The neoliberal rise laid the 
foundation for increased involvement of the 
private sector in urban development which 
was also reflected in large reconstruction 
projects as seen in the case of Beirut. This 
comes in contrast to the post-WWII assump-
tion that the welfare state should be directly 
involved in steering and funding reconstruc-

Fig. 1   Planning model for the reconstruction of the city centre 
of Le Havre (Source: Liotard 2007, 56)
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tion projects. The case of Beirut illustrated 
an example of a neoliberal reconstruction 
that prioritises monetary incentives and new 
development. Such neoliberal reconstruction 
might pose serious challenges by following 
profit-seeking practices such as new de-
velopment-oriented planning, exclusion of 
original stakeholders; selective conservation 
that leads to the loss of the pre-war social 
and urban fabric (Fig. 3).

While most of the discussed cases in 

this section showed a certain 
dominant approach in recon-
struction, it is also important to 
recognise that decision-makers 
and planners might opt to inte-
grate different aspects and poli-
cies as explained in the case of 
Hiroshima. Although the city 
is known for its recovery as a 
memorial symbol, its recon-
struction also comprises exam-
ples of modernism, conserva-
tion, transnational urbanism, 
and grass-roots reconstruction 
(Fig. 4). In Hiroshima’s recon-
struction, memorial landmark 
projects were established, 
bombed monuments  were 
conserved, modernist projects 
were built, and transnational 
reconstruction proposals were 
provided by foreign advisors. 

Hiroshima’s multifaceted reconstruction has 
also illustrated spontaneous reconstruction 
efforts by the citizens.

3. Rebuilding commercial space between 
citizen’s initiatives and modernist planning

After establishing the characteristics of 
different post-war reconstruction approach-
es, this section focuses the discussion on 
commercial spaces and gives a historical 
perspective on the recovery of two case 

Fig. 2   Wartime destruction map of Warsaw 
 (Source: Diefendorf 1990, 223)
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Fig. 3   Conserved and new buildings in the reconstruction of Beirut Central District 
(Source: author’s construct based on Solidere documentation)

Fig. 4   Multifaceted reconstruction of Hiroshima 
(Sources: left: by author, mid: Minohara et al. 2014, right: The West Australian 1947) 
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studies where two dominant actors steered 
the reconstruction: citizens-led reconstruc-
tion of Hondōri Commercial Street in Hiro-
shima, and public authorities-led one of Rue 
de Paris in Le Havre. 

3.1. Hiroshima Hondōri Commercial Street
Discussions show that Hiroshima Hon-

dōri’s case emphasises the role of grass-
roots initiatives in reviving the everyday 
spaces in war-damaged areas. Reconstruc-
tion plans that recognised the value of 
Hondōri to the citizens’ daily life combined 
with enthusiastic efforts of pre-war shop 
owners to rebuild the shops and attract visi-
tors have created the fertile ground to revive 
Hondōri and restore its liveliness. In a post-
war narrative of transformative projects of 
commercial space, Hondōri’s revival intro-
duces a bottom-up spontaneous reconstruc-
tion that supports pre-war continuity, vitality 
and diversity, and brings back the devastated 
commercial space to the daily life of the 
local citizens. After Hondōri’s destruction 
in the atomic bombing, planning authorities 
understood its historical value and impor-
tance as a commercial destination for the 
inhabitants of Hiroshima. Therefore, recon-
struction planning did not only maintain its 
function, structure, and increase its width, it 
also facilitated the return of landowners to 
pre-war locations (Fig. 5).

Furthermore, pre-war shop owners’ ef-

forts towards restoring their commercial 
street were influential in three domains: 
encouraging the return of shops and busi-
nesses, attracting visitors, and contributing 
to planning deliberation. First, pre-war shop 
owners organized themselves immediately 
after the end of the war under the banner of 
the Pioneers Association (Kusawake-kai) to 
unify efforts towards reconstruction (Fig. 6). 
Led by Ryōichi Nakayama, Kusawake-kai 
members called upon other pre-war owners 
to reopen their shops in Hondōri and helped 
in providing low-cost temporary structures 
to attract new businesses and stimulate 
a quick recovery. Post-war shop records 
showed that over sixty pre-war shops re-
turned to Hondōri after reconstruction, many 
to their pre-war locations, and some remain 
until the present day (Fig. 7). Second, shop 
owners actively worked on attracting visi-
tors back to Hondōri by organising events 
such as bazaars and lotteries that would 
restore Hondōri’s image as a commercial 
destination instead of the thriving post-war 
black markets. Third, they contributed to 
reconstruction deliberation meetings with 
proposals that focus on enhancing access to 
Hondōri and prioritising pedestrian activity. 
These proposals were influential in shaping 
the post-war development of the street. 

Efforts in these three domains converge at 
one goal that is to restore the lively environ-
ment and active role of Hondōri as a central 



266

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

commercial destination for inhabitants of 
Hiroshima. They also show that shop owners 
had a solid understanding of the necessary 
components to restore a vibrant commercial 
activity such as connectivity, pedestrian-
isation, shop diversity, and incentives for 
visitors. Furthermore, as these efforts are 

self-initiated towards restoring the ‘pre-
war normal’ despite post-war difficulties, 
they are quite instrumental in overcoming 
challenges that could hinder reconstruction 
like budget limitations under public auster-
ity measures. In addition, such involvement 
in the reconstruction enhances the citizens’ 

Fig. 5   Reconstruction planning in Hondōri 
(Sources: [A] Hiroshima City Library Archives; [B] Sensai Fukkō Jigyō-shi; [C] illustrated by author)
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 Fig. 6   Ryōichi Nakayama and Kusawake-kai 
(Source: Hiroshima Hondōri Shōtengai no Ayumi)

 Fig. 7 Continuity of pre-war shops in Hondōri (pre-1945 to 2018)  
(Source: author’s construct)
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sense of attachment to their street as seen 
in the resiliency of pre-war shops until the 
current day that gives Hondōri its diverse 
character. 

3.2. Rue de Paris in Le Havre
The reconstruction of Le Havre was dis-

cussed with a specific focus on the street of 
Rue de Paris. After the end of the Second 
World War, state authorities commissioned 
veteran architects to carry out a symbolic 
reconstruction of Le Havre since it was the 
most damaged city in France (Knapp 2007, 
477). Rebuilding Le Havre illustrates an 
example where modernist planning con-
cepts at that period have defined the layout 
and character of the ‘new’ post-war city 
centre. The massive scale of destruction in 
Le Havre opened the door for transforma-
tive proposals and modernisation plans that 
would not have been possible otherwise. 
Reconstruction plans by Architect Auguste 
Perret and his associates in the ‘l’atelier de 
reconstruction’ approached rebuilding the 
city in both a comprehensive and practical 
manner. Their plans prioritised standardi-
sation, spacious streets, geometric design, 
and vehicular traffic. Plans have resulted in 
a large transformation of the original fabric 
and erased the irregular street patterns in the 
historical quarters of the city (Fig. 8).

In addition, plans aimed for unifying the 
population density using land-regrouping. 

Nonetheless, planning has also maintained 
monumental streets, like in the case of Rue 
de Paris, that connect key elements in the 
city centre. Tracing the development of the 
city centre shows that Rue de Paris is of a 
high historical value and has been an instru-
mental street in the daily life of the people 
of Le Havre (Fig. 9). Reconstruction plans 
have recognised its monumental importance 
and historical value, therefore, maintaining 
its role and character as a main commer-
cial street in the city centre. The plans were 
more of a representation of the planning 
authorities’ vision for a modern city, rather 
than an expression of what the people want-
ed for their city. Nonetheless, reconstruction 
proposals show that planners worked on the 
premise of the ‘public interest’ by providing 
a rationally thought ‘better’ living environ-
ment. 

Furthermore, commercial spaces were giv-
en particular attention during the reconstruc-
tion. Planning authorities have approached 
commercial businesses differently than 
housing and emphasised the need to allow 
the return to their pre-war locations when 
possible. As a result, they aimed to avoid 
unnecessary relocation of shops, in addi-
tion, they planned to locate shops on busy 
thoroughfares for vital commercial activity 
(UNESCO Section, Le Havre City Website). 
Such considerations were also expressed in 
the post-war design of Rue de Paris. Stake-
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 Fig. 9   Rue de Paris after reconstruction (left) and its current state (right) 
(Sources: left: Liotard, 2007; Right: field observation in February 2020)

 Fig. 8   Pre-war layout of Le Havre City Centre compared to proposed reconstruction plan (Source: 
Top [A]: histoiredecartes.lehavreseinemetropole.fr; [B] Liotard 2007; Bottom: illustrated by author)
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holders in the Rue de Paris pushed for the 
inclusion of shops on the ground floor, and 
plans were modified accordingly. Planners 
also emphasised the commercial character 
of the street by adding colonnades along the 
entirety of the street (Van Roosmalen 1997, 
272). Therefore, it could be inferred that 
the planning of Le Havre has aimed to rein-
terpret Rue de Paris to fit a modern reality 
while maintaining both its commercial func-
tion and monumental role. 

As discussed in this section, memorial 
Hiroshima and modernist Le Havre had 
their differences in the reconstruction. The 
pre-war tradition of land readjustment in 
Hiroshima was the mechanism to facilitate 
the consultations between public authorities 
and original owners while a land-regrouping 
approach was used in Le Havre to facilitate 
the implementation of the modernist plan 
for the city. Comprehensive visions of vet-
eran architects shaped the reconstruction of 
Le Havre while bottom-up efforts revived 
the Hiroshima Hondōri. Despite the differ-
ences in the planning and the steering actors 
of reconstruction in the two examined case 
studies of this section, the two cities share 
the common ground of protecting the conti-
nuity of key commercial spaces during the 
reconstruction. Planning authorities have un-
derstood the historical value of these places 
and their importance in the daily life of the 
citizens; therefore, they actively aimed to 

facilitate their revival. Even on the level of 
grass-roots initiatives as seen in Hiroshima, 
citizens played an important role in ensuring 
the continuity of the street’s function; there-
fore, stimulating the return of pre-war busi-
nesses and customers despite the massive 
scale of the destruction.

4. Decline of vitality under the neoliberal 
reconstruction of Beirut

A more recent example is the city centre 
of Beirut and its market-led reconstruction. 
This section tackles the issue of the current 
stagnation in the commercial spaces in the 
city centre of Beirut and clarifies the rela-
tionship between declining urban vitality 
and the reconstruction of the city. It first 
analyses how previous reconstruction cases 
followed different approaches when dealing 
with memory and modernity, then examines 
the specifics of Beirut’s neoliberal recon-
struction approach. Next, it highlights a shift 
towards neoliberalism within the planning 
paradigm and discussed declining vitality 
based on field observations. Then, it iden-
tifies the implemented neoliberal policies 
in the reconstruction. Finally, the analysis 
of interviews with key informants clarifies 
themes of the factors behind the decline and 
associates the identified neoliberal policies 
with the stagnating conditions in the down-
town area (Fig. 10), Discussion in this sec-
tion shows that flexibility and quality control 
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were highly evaluated by the participants, 
while gentrification and high-end marketing 
were seen as demand overestimations that 
have resulted in discouragingly high prices 
and rent-rate. Furthermore, the vision of 
Beirut as an international business hub with 
a focus on foreign markets was viewed as 
a mismatch with current instabilities that 
define the city’s political and economic real-
ities.

5. Conclusion

Findings show that Beirut epitomises 
an ambitious project that was planned to 
work as a catalyst for economic recovery. 
However, the project’s vision of an interna-
tional hub ultimately failed to achieve the 
former vitality of the pre-war centre. This 

case serves as a valuable reference for de-
cision-makers in post-conflict urban areas 
within the same region. Beirut’s reconstruc-
tion raises an important question for war-
torn areas in the Middle East: is neoliberal 
development incompatible with post-war re-
construction? The discussion in this research 
highlights that the private-led reconstruction 
provided a viable mechanism that aimed 
to compensate for the exhausted economy 
and institutions. However, the lack of rec-
ognition of the socio-economic character of 
Beirut under the profit-oriented neoliberal 
ambitions has amplified the stagnation under 
instability. Beirut’s case emphasises the need 
to first recognise the specific character of the 
target area when planning for reconstruc-
tion rather than imposing foreign models or 

 Fig. 10   Themes of the factors behind the decline of Vitality in Beirut
(Source: author’s construct)



272

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

seeking unattainable visions. This requires 
an integration of the local market instead of 
having a sole focus on foreign investments, 
especially in conflict-prone urban areas. 
Although the private sector’s involvement 
could provide a solid mechanism for recon-
struction, ‘self-financing’ models should be 
approached cautiously with enough public 
supervision and consultation with stakehold-
ers. It is important for reconstruction under 
public-private partnerships to institutionalise 
mechanisms that facilitate the consultation 
between property owners, local authorities, 
such as the land readjustment process. As 
seen in Hiroshima, this process was a vessel 
to physically maintain the property rights of 
the pre-war owners and it eventually helped 
in facilitating the comeback of the original 
stakeholders. Pre-war owners and occupants 
should be included in the reconstruction 
process as their efforts could be instrumental 
contributions towards faster recovery and 
long-term sustainability of the area’s vitali-
ty. The involvement of pre-war stakeholders 
does not only provide agile and timely con-
tributions to reconstruction but also could 
go beyond the frame of public participation 
into self-initiated efforts both immediate 
and long-term ones. Furthermore, while 
reconstruction could be a window for mod-
ernisation, such attempts should recognise 
the historical and monumental value of key 
elements in the city.
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戦後パリ郊外における 
フェルナン・プイヨンの団地計画

－マルセイユ及びアルジェの作品との比較から－    

第二次世界大戦が終わるとフランスは深刻な

住宅不足に陥り、住宅需要に対応するため大都市

郊外における大規模団地の建設が 1950 代後半か

ら急速に進んだ。これらの団地では量の確保が優

先されたため、標準化された同質の建物が連続す

る無機質な大規模団地の建設が行われた。その後

郊外団地では中産階級の流出と移民をはじめとす

る低所得者層の集住が進み、団地の貧困化や生活

習慣の違いから周辺地域から排除された空間とし

て認識されるようになった。1980 年代以降、移

民二世三世を多く含む郊外の若者による暴動や衝

突、ヴァンダリズムが問題視されるようになり、

フランス社会ではこれらの問題の総称として一

般に「バンリュー問題 (Banlieue, 郊外 )」として

認識されている ( 森 , 2016) 。その後、多様な背

景を持った人々が混ざり合って暮らすソーシャル

ミックス ( 社会的混合 ) の概念が生まれ、現在の

フランス都市政策では「共生」が重要課題として

取り組まれている。しかし、1960 年代の無機質

な郊外団地建設が進む時代において既に「共生」

を自身の理念として掲げ、パリ郊外における団地

建設に取り組んだフランス人建築家フェルナン・

プイヨン (Fernand Pouillon) という人物がいたこ

とはあまり知られていない。

先行研究ではアルジェでの計画を分析した

Çelik (1997) の研究や Bonillo (2008) によるマルセ

イユにおける計画分析、パリの団地計画を整理し

た Élodie ら (2007) の研究があるものの計画ごと

の分析にとどまり、共生の視点からプイヨンによ

る団地計画を比較し集大成と位置付けられるパリ

郊外の団地計画を分析した研究はみられない。そ

こで本研究では、プイヨンの描いた共生への理想

はパリ郊外でどのように実現したか、初期の作品

である南仏マルセイユとアルジェリアの首都アル

ジェでの団地計画を概括したうえでパリ郊外の計

画の特徴を明らかにすることを目的とする。研究

方法としては、マルセイユとアルジェの計画の特

徴を図面、文献の精読により分析し、その後パリ

郊外の団地計画の特徴を現地調査 (2021 年 11 月

19 日、20 日 ) で得た情報や図面等の資料を用い

て比較分析を行う。また、プイヨンが執筆した自

伝『石叫ぶべし』( 原典 1968) を一次資料として

用い、団地建設の背景や計画に対する意図などを

彼自身の言説から抽出し、各団地計画の特徴を整

理する。

まず、プイヨンが 1948 年にマルセイユで建設

したラ・トゥーレット (La Tourette) 団地計画の特

徴を整理する。1940 年代のマルセイユは第二次

世界大戦下で空襲の被害を受け、破壊された旧港

市街地の戦災復興事業が進んでいた。プイヨンは
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その計画策定に参画した一人であり、ラ・トゥー

レットと呼ばれる市街地の一区画の開発を任さ

れ、260 戸の住宅と商業施設からなる比較的小規

模な団地を計画した。港町マルセイユは歴史的に

多くの異なる地域から人々が集まって街を形成

してきたため旧港地区が破壊された後、プイヨン

による団地計画は多様な旧市街の住民を受け入

れる空間であったと考えられる。本計画は、4 階

建ての低層住棟、8 階建ての長さ 180 ｍにも及ぶ

中層住棟、団地と隣接する歴史ある教会と対を

なすように建つ 20 階建ての高層住棟から構成さ

れ、建物は鋳型石と呼ばれる石の板を枠組みと

した打ち込みコンクリートからできていた。プ

イヨンは「この厖大な全体にサン・ローラン教

会と 17 世紀のその鐘楼、ばら色の得もいわれぬ

丸天井がしっくりと組みこまれていた」( プイヨ

ン 1976, p76) と述べ、既存建築を景観に取り込む

ことを目指していることがわかる。装飾に注目す

ると地中海的要素の採用が認められる。ファサー

ドにはムシャラビエと呼ばれる伝統的な格子細

工を連想させるデザインが確認できる。また、団

地内にあるジャン・アマド (Jean Amado) による

数多くの彫刻作品は、地中海の伝統を現代的に再

解釈したものとしてフランス文化省から評価さ

れている (Bonillo, 2002)。マルセイユの団地計画

は、伝統的な石材を実用的なものとして現代に再

構築し、プイヨンによって解釈された地中海的な

空間を創出することで既存建築や地域に馴染む

計画であるといえる。

次にマルセイユでの建設を終えたプイヨンが

取り組んだアルジェの 3 地区における団地計画の

特徴を整理する。プイヨンがアルジェでの仕事を

開始した 1953 年当時、フランスからの独立へと

向かうアルジェリアでは満足な住環境が整備さ

れておらず、アルジェ市長のシュヴァリエはプ

イヨンをアルジェの初代主任建築家として指名

し住宅供給に取り組んだ ( プイヨン 1976, p.136)。

ビドンヴィルと呼ばれるスラム街の解消に対応

し、コロンと呼ばれるフランス人を中心とした

入植者と、現地住民のムスリムとの共生を目的と

した大規模な団地建設をプイヨンに託したので

ある。1954 年に完成した 730 戸から成るディア

ル = ッサアダ (Diar es-Saâda) の団地はマルセイユ

と同じ住棟構成であった。Çelik (1997) によると、

間取りに見られるリビングから独立したキッチ

ンや機能の充実したバスルームの設計など、屋内

空間はヨーロッパ的な住戸が原型とされている。

しかし、団地周辺のアルジェリア人居住地域との

アクセスを整備し人間集団間の分離を避ける意

図や、現地の要素を取り入れた市場のデザインや

イスラームの中庭を連想されるヤシの植栽など

が確認でき、本団地計画は屋外をアルジェリア的

空間にすることで共生を図った計画であると考

えられる。

ディアル＝ッサアダから近接した地区に立地

し、同時期にプイヨンが建設した計 1,454 戸から

なるディアル・ル＝マフスール (Diar el-Mahçoul)

の団地計画は、これまでと同様に団地の大部分を

低層住棟が構成し、数少ない高層住棟との対比

が独特な団地の景観を形成している。Tehami ら

(2017) によると、コロン向け住宅が 912 戸、ムス

リム向け住宅が 542 戸とコロンへの住宅供給が優

先されたものであり、集団間の居住空間が団地内

で明確に分離されていた。間取りも集団に合わせ

たものとなっており、コロン向け住戸の間取りで

はロッジアを有するヨーロッパ的な計画、ムスリ

ム向け住戸ではイスラームの住宅で多く見られる

パティオを有するアルジェリアでは一般的な間取



275

研究成果報告 2021 年度
C01 計画研究 06

りとなっている (Dubor,1986)。本団地計画の特徴

は集団に合わせた住空間により団地内での共生を

試みたところにあるといえる。

1954 年から 57 年にかけて建設されたアルジェ

最後の団地クリマ・ドゥ・フランス (Climat de 

France) は、3,500 戸からなる大規模な計画で、高

層・中層・低層住棟のアンサンブルによる団地構

成はマルセイユやアルジェの他 2 団地においても

みられたものと同様であるが、長さ 225m もの水

平線上に伸びる建物が中庭を囲むように計画され

ていることが特徴的である。この巨大な建物は、

Geenen らによって「実際のカスバのようなイメー

ジを抱く」と評価されており、現地らしさを強く

表す計画であったことが窺える。間取りや装飾に

も現地の文化や生活様式が表現されており、プイ

ヨンによって解釈された現地らしさを持つ近代的

な団地の中でコロンとムスリムの共生がなされて

いたといえる。

また、アルジェの 3 地区における団地計画で

はマルセイユでみられた建物構造とは異なり採石

場であらかじめ加工されたカットストーンを用い

た組積造建築となっている。プイヨンの旧友であ

る採石業者のポール・マルスルー (Paul Marcerou)

が迅速な石材加工技術を発展させ、その技術を用

いてプイヨンはモルタルを目地として使用したプ

レカットストーンの耐力壁をアルジェにおいて実

装した (Louiza M et al. 2018)。その後の作品でも

プイヨンは石材建築を多く残しており、フランス

では鉄筋コンクリートが主流な時代においてプイ

ヨンは稀有な建築家であったと評価できる。

アルジェでの建設を終えたプイヨンは次の作

戦地としてパリを目指す。住宅需要が増加し団地

建設が進む戦後フランスにおいてプイヨンはパ

リ地域の住宅不足を解消するために国民住宅金

庫 (Comptoir National du Logement, CNL) という組

織を 1955 年に設立する。プイヨンと関わりの深

い企業を統一することにより「土地の取得、設

計、施工、プロモーション、販売」まで包括的な

不動産開発を行うことができた (『TOUTES LES 

NOUVELLES』1964.1.4.)。組織設立にあたりプイ

ヨンは、「このパリではごくまれな商品がすぐに

誰の手にも届くものとなり、したがって一箱の煙

草を煙草屋のカウンターで買うように、これを銀

行のカウンターで買えるようになるという確信を

もっていた」( プイヨン 1976, p.189) としており、

階級に関係なく共に住まわせる ( プイヨン 1976, 

p.357) という共生の理念にも通じる。CNL のお

かげでプイヨンの建築事務所の業績拡大、建設の

時間とコストの削減を実現した一方で、杜撰な経

営により後にプイヨンが財政スキャンダルで逮捕

されるに至る要因となった。CNL の形態として

行った団地建設の中でもプイヨンの集大成として

位置づけられるパリ郊外 2 地区の団地計画の特徴

を現地調査で得られた情報をもとに以下に整理

する。

1958 年 に 建 設 が 開 始 さ れ た ポ ワ ン・ ド ゥ・

ジュール (Point du Jour) 団地は、当時のフランス

建設大臣が後援した事業であった。プイヨンは大

臣から、「区域全体の都市計画をプイヨン氏にお

まかせいたします。万難を排して私はあなた方の

事業を支持いたします」( プイヨン 1976, p274) と

言葉をかけられており、政府から強く求められて

いた計画であったことがわかる。団地の名称には、

「恥ずかしくないちゃんとした家に住むことを願

う人々に希望を告げる」( プイヨン 1976, p.277)

という意図があるとし、ここから当時の住宅不足

に対応し所得や社会階級に関係なく家を所有する

機会の提供がプイヨンの目的であったと考えら
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れる。計画はこれまでと同様の高層・中層・低層

からなる住棟構成であるものの広大なオープンス

ペースを囲むように住棟が立地しており、住民に

のみ開かれた中庭は団地のコミュニティを強く意

識するものであったと考えられる ( 図 1)。団地中

央には中庭と隣接して商店が連続する柱廊が計画

され、豊かな空間を形成している。住棟により団

地の内外の境界が明確に存在し、徹底した歩車分

離がなされている。価格を抑えながらも居住環境

の質を求めたプイヨンはオープンスペースにその

価値を見出したのではないかと考える。また石造

建築を好んだプイヨンだったが本計画は全面鉄筋

コンクリート造となっており、石材は被覆材とし

ての利用にとどまっている。政府後援の事業で

あったため、プイヨンが時代背景に合わせた結果

と考えられる。間取りに注目すると、高層住棟と

中層住棟にはこれまで多く採用されていたロッジ

アとは異なりバルコニーが計画されている。また、

バルコニーには隣戸との間仕切りがなく住民同士

の距離が近くなっている ( 図 2）。これはプイヨ

ンがパリで目指したという「人間集団間の分離現

象を避ける」( プイヨン 1976, p.258) ための手段

なのではないかと考えられる。装飾にはマルセイ

ユやアルジェでも見られたムシャラビエが確認で

きたが、これまでと比較してシンプルなグリッド

状のデザインとなっており文化的要素が抽象的に

表現されている ( 図 3)。植栽にはアルジェのヤシ

のような地域性の表現はみられず多様な種が確認

できた。建設当初に植えられた植物が住民によっ

て厳しく現在も保存されており、意図的に多様性

が維持されている。

次に 1959 年に建設を開始したムードン・ラ・

図１ 図２
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フォレ (Meudon la Forêt) 団地の特徴を整理する。

本計画ではアルジェでプイヨンに仕事を依頼した

元アルジェ市長がプロモーターとして活躍してい

る。当時アルジェリアはフランスからの独立を目

指した混乱が起こっており、アルジェから追放

された市長はフランス政権に召集されパリに渡っ

ていたのである。混乱の影響を受け、本団地計画

は旧植民地アルジェリアの独立に伴うフランス

への引揚者の受け入れを目的に掲げていた (『Le 

Parisien』2001.10.06)。建設後最初に入居したア

ルジェリア出身の住民は、「アルジェリアを彷彿

とさせるような雰囲気でした」と新聞のインタ

ビューに答えており、実際に引揚者を受け入れて

いたこと、計画にアルジェリア的要素が含まれて

いることが窺える。計画はこれまでと異なり高層

住棟が存在しない団地となっている ( 図 4)。プイ

ヨンは「調和のある形の建物のなかで権力者も貧

民も同じように生きていた古代都市の暖かさと威

厳を再び見出すことが私の目的となった」( プイ

ヨン 1976, p.20) と述べており、全体として統一

感のある本団地はプイヨンの掲げた理想に最も近

づいた計画であると考えられる。建物はアルジェ

の団地計画と同様にカットストーンを用いた組積

造建築となっており、プイヨンがアルジェで石材

に見出した伝統や記念碑的な性質は、コンクリー

ト造の郊外団地建設が進む当時のパリにおいても

引き継がれている精神であったといえる。間取り

は、寝室が 4 部屋、2 部屋、1 部屋の 3 タイプに

分類でき、団地敷地内に異なる住戸タイプが分散

図３

図 4
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して立地している。また異なる住戸タイプに住む

人々が共通の建物エントランスと中庭を有してお

り ( 図 5)、生活様式や家族構成、生活水準などに

違いがある住民の混合が意図的に計画されている

ものと考えられる。図 5 には中層住棟と低層住棟

によって中央部に中庭が形成されているが、中庭

の形状はコの字型になっており、道路と面する部

分は住民以外にも開けた空間となっている。プ

イヨンと同時期にパリ郊外で急増した大規模団地

は「地区は交通道路で完全に独立化されている」

( 加藤 , 1965) と批判を受けることも多いが、本団

地計画にみられる団地と道路の曖昧な境界は、フ

ランス社会で批判される郊外団地の特徴とは異な

る点である。また団地に計画されている中庭や人

工池は、ヴェルサイユ宮殿の泉水や庭のスケール

から着想を得ているとし ( プイヨン 1976, p.308)、

本団地計画におけるフランスらしさはスケールに

よる表現にとどまり、文化的表現が抑えられてい

るといえる。

ここまでパリ郊外 2 地区の団地計画における空

間的特徴を整理し、共生を背景とした計画の存在

が確認できた。そこで、計画が実現した現在のパ

リ郊外団地における共生状況はどうなっているの

か現地調査で得られた情報に基づき、住民の氏名

の特徴から予想されるエスニシティと商業施設に

おける取扱商品、住民の自治活動という 3 点から

考察を行う。

まず、住民の氏名を整理しその特徴が最も多

くみられる地域や国を分類した。ポワン・ドゥ・

ジュール団地では確認できた 84 戸の内フランス

系が約 46％、アルジェリア・チュニジア・モロッ

コのマグレブ 3 国にみられる氏名が約 9% とマグ

レブ系氏名が住民の約 1 割を構成していた。フラ

ンス国立統計経済研究所の調査によると、ポワン・

ドゥ・ジュール団地が立地する自治体の 2018 年

マグレブ系人口割合が約 4.3% であるため自治体

と比較しても高い割合であることが読み取れる。

ムードン・ラ・フォレ団地では確認できた 124 戸

の内フランス系が約 44％、マグレブ系が約 20%

であり、マグレブ系氏名が住民の 2 割と非常に高

い割合であることがわかった。次に商業施設の取

扱商品では、ポワン・ドゥ・ジュール団地では特

徴的な店舗は確認できなかったものの、ムードン・

ラ・フォレ団地では 19 店舗中 5 店舗がハラール

食品などのイスラーム系商品を扱っており、現在

でも多様な住民が存在し商品の傾向はその需要に

対応しているものであると考えられる。最後に、

ムードン・ラ・フォレ団地では L’A.F.A.M と呼ば

れる住民による自治組織が存在しており、団地環

境改善のための活動や住民同士の交流イベントが

継続的に開催されていることがわかった。活動に

は老若男女多様な住民の参加が確認でき、多様な

住民を友好的に受け入れる姿勢は現在の共生に繋

がる要因であると考えられる。これらの考察から、

「郊外問題」が認識されているフランス社会の中

でプイヨンによる計画は共生が成功している事例

として評価されうる。

図５
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以上のことから、マルセイユとアルジェの団地

計画との比較によってプイヨンの集大成と位置づ

けられるパリ郊外の団地計画では、装飾や建築工

法などマルセイユやアルジェでも実装された要素

を引き継ぎながらも文化的主張が抑えられ、調和

のある建物の中で社会階級に関わらず住民同士の

交流を図る空間の工夫など抽象化された共生への

手段が取られていることがわかった。しかし、パ

リ郊外の団地完成後に最初に入居したアルジェリ

ア出身の住民が団地にアルジェリアを彷彿させる

雰囲気を感じ取っていたように、プイヨンはマル

セイユやアルジェリアで取り組んだ共生への試み

を活かしながらより洗練された計画としてパリ

郊外において実現させたといえる。さらに、現在

のパリ郊外団地でも高い割合の非フランス人住民

の居住が認められ、現在においても多様な住民を

受け入れる団地として機能し、共生が成功してい

る事例として評価できる。現在まで続く共生の背

景にはプイヨンによる空間的な共生の仕組みに加

え、住民組織による活動など非フランス人住民を

友好的に受け入れる団地住民の姿勢の存在も大き

くかかわっていると考えられる。また、パリ郊外

で建設されたプイヨンによる団地計画は、当時の

郊外団地建設で主流であった工法や計画論とは異

なる立場をとっており、近代建築家としてのプイ

ヨンの新たな評価が期待できる。
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欧米及びアルジェリアにおける 
ネオ・ムーア様式の発展

１. 序論
ネオ・ムーア様式は、ムーア・リバイバルと

も呼ばれ、19 世紀から 20 世紀初頭にかけて欧米

諸国で流行した、ムーア建築をはじめとするイス

ラーム建築の特徴を持った建築様式である。オリ

エンタリズムを背景として 1830 年頃からイギリ

ス、フランス、ドイツを中心に登場し、20 世紀

初頭までにその他のヨーロッパ諸国やアメリカ、

そしてアルジェリアに拡大した。ヨーロッパでは

主に庭園を飾るためのパビリオンや王宮及び貴族

の邸宅、劇場などに用いられ、アメリカでも邸宅

やシアターに用いられた。また欧米諸国ではその

ような娯楽的な用途に加え、ユダヤ教会の建築様

式としても積極的に採用された。一方で、1830

年にフランスの植民地となったアルジェリアで

は、アルジェリア総督府による文化政策の一環と

してアルジェなどの主要都市における公共施設や

マドラサに、国の正式な建築様式としてネオ・ムー

ア様式が用いられた。

このようにネオ・ムーア様式は、広域に渡って

オリエンタリズムやアラブ人・ユダヤ人のアイデ

ンティティ、植民都市の文化政策など様々な文脈

の中で利用された。しかし、ネオ・ムーア様式に

関する既往研究は、19 世紀ヨーロッパにおける

事例に着目した研究や、ユダヤ人のムーア風シナ

ゴーグに着目した研究（Kalma, 2001）はあるも

のの、アルジェリアを含むより広域で多様なネオ・

ムーア様式の事例に着目し、その展開の過程と特

徴を明らかにした研究は見当たらない。そのため、

本論文では 19 世紀ヨーロッパでネオ・ムーア様

式が登場した過程を整理し「ネオ・ムーア様式」

の定義を明らかにすると共に、ヨーロッパ、アメ

リカ、そしてアルジェリアにおけるネオ・ムーア

様式の展開の過程とその特徴を明らかにすること

を目的とする。

2. ネオ・ムーア様式の出現
1760 年代以降、ヨーロッパ各地でオリエント

風建築の流行と共に「イギリス式中国庭園」と呼

ばれる中国風建築で飾られた庭園が広まると、各

地の庭園に中国風建築と並んでイスラーム風建築

が登場した。例えば、「イギリス式中国庭園」の

基となったイギリスのキューガーデンでは、建築

家ウィリアム・チェンバースによって中国風建

築と共にドームとミナレットを持った「モスク」

(1761) が建設された。その他シュウェッツィンゲ

ンの王宮庭園の「モスク」(1780–1795) など、ド

イツやフランスの庭園を中心に宗教的用途のない

イスラーム風建築が登場し、それらは主にハギア・

ソフィア聖堂をはじめとするトルコのイスラーム
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建築を手本としていた。

18 世紀終盤から 19 世紀にかけては、オリエン

ト風建築は庭園における中国風建築や「モスク」

に留まらず、イギリスではムガール建築やヒン

ズー建築を手本としたインド風建築が登場し、フ

ランスなどでは古代エジプト建築などを手本とし

たエジプト風建築が登場した。イギリスのインド

風建築の代表的な事例であるロイヤル・パビリオ

ンには、巨大な球根型ドームやミナレットを模し

た塔、先の尖った馬蹄型アーチ、三角形のバトル

メントなどの特徴が見られる。

19 世紀に入るとアンダルシアや北アフリカへ

の関心が高まり、また 1830 年にフランスがアル

ジェを占領し北アフリカの植民地政策に乗り出し

たことで、それまで中国やトルコが中心だった「オ

リエント」に、アンダルシアやモロッコ、アルジェ

リアといったイスラーム世界の国々が加わった。

そしてワシントン・アーヴィングの「アルハンブ

ラ物語」(1832) をはじめとする書籍やドラクロワ

の「アルジェの女たち」(1834) はじめとする絵画

によって、イスラーム世界は徐々に「オリエント」

の中心的なイメージとなっていった。またこのよ

うな様々な媒体を通して、イスラーム世界は魅惑

的なカフェやハマーム、麻薬、ハレムから想起さ

れる、官能的で退廃的な非日常のイメージを伴い

欧米諸国に拡大していった。

そのようなアンダルシアへの関心の高まりと

共に、ムーア建築に関する学術的な書籍も出版さ

れるようになった。例えばジェイムズ・キャヴァ

ナー・マーフィーの、スケッチや測量に基づく銅

版画図版を収めた『スペインにおけるアラビア文

化の遺物』(1815) や、建築家オーウェン・ジョー

ンズらによる彩色された詳細な図解が収められた

『アルハンブラ宮殿の平面、立面、断面、そして

詳細図』（1842）は、当時のオリエント建築に熱

中する貴族や建築家に大きな影響を与えた。

このような背景で、1830 年頃になるとヨーロッ

パにおけるオリエント風建築にも、それ まで見

られなかったムーア風の特徴が見られるように

なった。例えばムーア建築の特徴が取り入れられ

た最初の事例の一つであるインゲンハイムのシナ

ゴーグ（1830–32）には、エントランスや窓に馬

蹄型アーチのモチーフが用いられた。またポツダ

ムのサンスーシ宮殿庭園に現存する「蒸気機関の

家」（1841–43）の内装には、コルドバのメスキー

タを手本とした五つ葉の多弁型アーチやアルハン

ブラ宮殿の柱頭彫刻のデザインが用いられ、これ

ら「ムーア風」の建物がネオ・ムーア様式の先駆

けとなった。　

3. ネオ・ムーア様式の世界展開

3-1. ヨーロッパにおける展開と事例
ヨーロッパではムーア建築の学術的な書籍の

出版に加えて、19 世紀後半の石膏の鋳造技術や

金属部品の量産技術の発展が、欧米諸国でネオ・

ムーア様式を拡大させると同時に、アルハンブラ

宮殿に見られるような精巧な装飾の再現を可能に

した。またネオ・ムーア様式は、当初庭園建築や

宮殿の浴場、喫煙室などの内装を中心に用いられ

ていたが、19 世紀における新しい娯楽の登場な

どに伴い、劇場やコンサートホール、競馬場など

の娯楽施設にも頻繁に用いられるようになった。

ネオ・ムーア様式はその壮麗な装飾やイスラーム

世界のエキゾチックなイメージから、そのような

娯楽的な空間における利用に限られていた。

一方で、ネオ・ムーア様式はシナゴーグやテン

プルと呼ばれるユダヤ教会の建築様式としても流

行した。当時「西洋の東洋人」と見なされていた
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ユダヤ人の中では、「東洋人」であることを自分

たちのアイデンティティとして肯定的に捉え、「東

洋的」なネオ・ムーア様式をユダヤ教会の建築様

式として積極的に取り入れようとする動きがあっ

た。ネオ・ムーア様式が形成され始めた 1830 年

代頃からすでにドイツなど一部のユダヤ教会に

はムーア建築の特徴が現れており、1855 年頃か

ら 1880 年頃までに欧米諸国を中心に急激に拡大

し、最盛期を迎えた。1880 年代から反ユダヤ主

義が台頭しユダヤ人に対する大衆の反発が拡大す

ると、「東洋的」なユダヤ教会はその異質性から

批判されることもあったが、それでも 1880 年代

から 1914 年頃にかけて、東欧やアメリカを中心

にネオ・ムーア様式のユダヤ教会は建設され続け、

代表的なネオ・ムーア様式の建築を生み出した。

ヨーロッパにおけるネオ・ムーア様式の事例

としては、シュトゥットガルトのヴィルヘルマ

(1842–64、図 1) や、フィレンツェのサンメッツァー

ノ城 (1843–89)、マドリードのアランフェス宮殿

におけるアラブの間 (1847–51) とキシフレ宮殿

(1862–65)、バイエルンのムーリッシュ・キオス

ク (1867)、コペンハーゲンのティヴォリ遊園にお

ける「バザール」(1863) が代表的なものとして挙

げられ、さらにユダヤ教会の事例としてはベルリ

ンの新シナゴーグ (1866) やプラハのエルサレム・

シナゴーグ (1905–06) などがある。

ヨーロッパにおけるネオ・ムーア様式は、アル

ハンブラ宮殿やコルドバのメスキータなどからの

直接的な引用が顕著で、ムーア建築の精巧な装飾

を取り入れた豊富な装飾と色鮮やかな彩色が特徴

として見られる。またヨーロッパの多くの事例で、

ムーア建築だけでなく他のオリエント建築や西洋

の伝統的な建築様式との融合が見られた。

　

3-2. アメリカにおける展開と事例
アメリカではヨーロッパ諸国での流行と同様

に、ワシントン・アーヴィングの「アルハンブラ

物語」やオーウェン・ジョーンズの著書をはじめ

とするムーア建築に関する書籍がネオ・ムーア様

式の展開に大きな役割を果たした。建物の用途に

ついてもヨーロッパ諸国と同様に娯楽的な空間に

おける利用が主であり、個人の邸宅やホテル、シ

アターを中心とする娯楽施設、そして主にドイツ

系ユダヤ人によるユダヤ教会に用いられた。

アメリカにおけるネオ・ムーア様式の事例と

しては、初期の事例である P.T. バーナムの私邸

(1846) や、フロリダ州のタンパ・ベイ・ホテル

図１ ヴィルヘルマのムーア風別荘の内部 
（出典：コッペルカム (1991), 表紙  

元資料『ヴィルヘルマ』1855）
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(1888–91、現在はタンパ大学のキャンパス兼博物

館 )、ジョージア州アトランタのフォックス・シ

アター (1928–29、図 2) が代表的な事例として挙

げられ、加えてユダヤ教会の事例としてオハイオ

州シンシナティのアイザック・M・ワイズ・テン

プル (1865–66) やニューヨーク州マンハッタンの

パーク・イースト・シナゴーグ (1888–89) などが

ある。

アメリカにおけるネオ・ムーア様式は、ヨー

ロッパと同様に壮麗な装飾やステンドグラスなど

の西洋的な建築要素との併用が特徴として見られ

るが、装飾においてはアルハンブラ宮殿などから

の直接的な引用は限られ、主にドームやミナレッ

ト、馬蹄型アーチなどより抽象的なイスラーム建

築の特徴が用いられている。

3-3. アルジェリアにおける展開と事例
当時フランス領であったアルジェリアでは、

1830 年のアルジェ占領以降の都市改造によって

イスラーム的な旧市街の破壊や広い道路、広場の

新設など都市の近代化が進んだ。しかし 20 世紀

に入ると一転して土着の文化の再評価とその復興

を目的とした文化政策が行われ、伝統的な建築物

の保全、修復と共に、新設される公共施設におけ

るネオ・ムーア様式の採用が決められた。そのた

め、アルジェリアにおけるネオ・ムーア様式の事

例の多くが欧米諸国では見られなかった国営の公

共施設であり、またイスラーム教の神学校である

マドラサにも用いられた。

アルジェリアにおけるネオ・ムーア様式の事

例は主に 1900 年代から 30 年代にかけて建設さ

れ、公共施設の事例としてはアルジェ中心部にあ

る新聞社ラ・デペッシュ・アルジェリアの本部

（1904–05、現在は民主国民連合の本部）や、アル

ジェ中央郵便局（1907–10、現在は博物館）、県庁

舎（1908–13、現在はウィラヤ本部）、高級百貨店

ギャラリー・ド・フランス（1909–14、現在はア

ルジェ国立近現代美術館）の他、オラン駅（1913、

図 3）が挙げられる。またマドラサの事例として

はアルジェのマドラサ (1904、現在は国立通信教

育局 ) やトレムセンのマドラサ (1905、現在は博

物館 ) などがある。

本論文で取り上げたアルジェリアの事例は全

てフランス人建築家によって建設されたものだ

が、ヨーロッパ、アメリカにおけるネオ・ムーア

様式の事例とは用途も様相も大きく異なってい

る。アルジェリアの事例においても、内装外装共

にムーア建築に見られるような精巧な装飾が施さ

れている一方で、外観は白を基調とし、内装も欧

米諸国のような多色彩は見られず、落ち着いた雰

図 2 アトランタのフォックス・シアター
（出典：National Park Service）
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囲気が保たれている。また建物の構造やミナレッ

トの形状などは現地のモスク建築が手本とされて

おり、アルジェリアの伝統的な建築様式との融合

が見られる。

4. ムーア建築とネオ・ムーア様式の比較

4-1. ミナレット（塔）とドーム
モスクなどの宗教施設に設けられているミナ

レットは、ムーア建築においては正方形の平面を

持つ直方体の形状をしたものが一つの建物に一本

あるのが一般的である。それに対してネオ・ムー

ア様式では、ミナレットを模した塔は見られるも

のの、平面は円形や多角形の細長い塔が一般的で、

事例によって 1 本の場合から建物全体に多数設け

られている場合もあり、ムーア建築のミナレット

とは形状も数も異なっている。しかしアルジェリ

アの事例においては、ムーア建築や現地のモスク

建築と同様のミナレットがラ・デペッシュ・アル

ジェリアの本部やギャラリー・ド・フランス、オ

ラン駅に見られる。

ドームについては、ムーア建築ではドーム状の

天井は頻出するものの、丸屋根としてのドームは

一般的でなく、ミナレットなどの塔の上部に小さ

なドームが設けられている程度である。一方で、

ネオ・ムーア様式において丸屋根としてのドーム

は、アメリカのフォックス・シアターの事例から

もわかるように、ミナレットと並んで大きな特徴

の一つとなっている。形状は半球型やインドのイ

スラーム建築に見られるような球根型がみられ、

多くの場合では建物の中央に一つの大きなドーム

が設置され、それに加えてファサードや建物の四

隅に小さなドームが設置されているものもある。

このようにミナレット（塔）とドームについて

は、ムーア建築とネオ・ムーア様式共に見られた

ものの、その形状や数に共通性は見られなかった。

またネオ・ムーア様式における両者のデザインは

インドやトルコのイスラーム建築からの影響が推

測できるが、各事例を比較した時の類似性は低く、

図 3   オラン駅  （出典：ARCHNET）
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多種多様な塔とドームが用いられている。

4-2. 装飾
ムーア建築を特徴づける様々なアーチは、主に

馬蹄型アーチや多弁型アーチ、またアルハンブラ

宮殿に見られるようなムカルナスアーチが主に用

いられている。ネオ・ムーア様式においてもアー

チは重要な装飾の一つであり、ドイツのヴィルヘ

ルマの事例からもムーア建築と同様に馬蹄型アー

チが主要なアーチの形状として多用されているこ

とがわかり、その他本論文で取り上げたほとんど

の事例においてエントランスや、窓、ニッチなど

に馬蹄型アーチのモチーフを見ることができる。

アーチの装飾にはコルドバのメスキータのような

赤と黄色の縞模様や植物や幾何学模様で装飾され

たアルフィーズを持つものや、西洋風のステンド

グラスがはめ込まれたものなど、多様なデザイン

が見られる。

ムーア建築の外壁やファサードの上部に頻出

するバトルメントについては、コルドバのメス

キータに見られるような階段状の三角形のものが

一般的である。ネオ・ムーア様式においてもバト

ルメントはいくつかの事例に共通して見られ、形

状はムーア建築と同様に三角形のものが多く見ら

れるが、より複雑な形状で装飾性の高いものも見

られる。

アルハンブラ宮殿の代表的な装飾であるムカ

ルナスについては、非常に緻密な彫刻が特徴で、

白色を基調としたムカルナスがドーム状の天井や

アーチに施されている。ネオ・ムーア様式におい

ても、ヴィルヘルマやサンメッツァーノ城、アラ

ンフェス宮殿などヨーロッパの事例を中心に、そ

の壮麗な内装の一部として用いられ、白を基調と

したものから色鮮やかなもの、非常に精巧なもの

から簡略化されたものまで多様なデザインが見ら

れる。

柱頭装飾については、ムーア建築では時代や建

物によって異なるパターンが見られる一方で、ネ

オ・ムーア様式ではその用途や地域に関わらず高

い共通性があり、多くの柱頭がアルハンブラ宮

殿の柱頭装飾（図 4）と類似している。他の装飾

と同様に色合いや細部のデザインなどが改変され

ている場合もあるが、基本的な形状とデザイン

はアルハンブラ宮殿のものとの類似性が高く、ネ

オ・ムーア様式の初期の事例である蒸気機関の家

（図 5）からアルジェリアの事例まで多くの事例

図４ オーウェン・ジョーンズによる 
アルハンブラ宮殿の柱頭彫刻の詳細図  

（出典：Jones (1842), p.234）
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で同様の柱頭装飾が見られた。

以上のように、ネオ・ムーア様式の装飾につい

ては、塔やドームと比べるとムーア建築との共通

性が高く、馬蹄型アーチやアルハンブラ風の柱頭

装飾など多くの事例に共通するネオ・ムーア様式

の代表的な装飾については、ムーア建築からの影

響が大きいと言える。

5. 結論
ネオ・ムーア様式は、「ムーア・リバイバル」

と呼ばれながらも、単にムー ア建築の遺跡を模

倣した「ムーア建築の復興」様式ではなく、19

世紀以前から西洋の人々が模索し続けてきたオリ

エント風建築の歴史を踏襲している。その中で当

時の西洋人が思い描く魅惑的な「オリエント」を

再現するために、ムーア建築の壮麗な装飾が取り

入れられ、さらに出版技術や建築技術の進化も相

まってより精巧に、よりエキゾチックに発展を遂

げていった。そのためネオ・ムーア様式は、ムー

ア建築だけでなくトルコやインドをはじめとする

様々なイスラーム建築様式の特徴を持ち、さらに

西洋やアルジェリアなど現地の建築様式との融合

や、建物の用途によって異なる装飾手法が組み合

わされている。このようにイスラーム建築の特徴

を残しつつも、それらがそれぞれの文脈の中で自

由に作り変えられていったことによって、ネオ・

ムーア様式ならではの多様さが生み出されている

と考えられる。 

しかしながら、ムーア風シナゴーグの例に見ら

れるように、ネオ・ムーア様式は「東洋」的であ

るが故に「西洋」の人々から批判されることもあっ

た。オリエンタリズムを背景に東洋への憧れから

誕生したネオ・ムーア様式は、オリエンタリズム

における東洋的なものを「疎外されるべき異質な

もの」と見なすイデオロギーによって倦厭された。

また、 西洋人によるエジプトやアルジェリアにお

けるネオ・ムーア様式の利用も長くは続かず、 彼

らがつくった「幻想的なオリエント」は、現実の

オリエントの人々には受け入れられな かったの

だと考えられる。 

20 世紀に入るとネオ・ムーア様式は衰退し、

多くの建物は第二次世界大戦中に大きな損害を受

け、取り壊された。また運良く存続できた事例の

いくつかも、後世の所有者が放置し廃墟と化した。

しかし近年では、その歴史的な価値と文化的な価

値が認められ始め、国や地域の重要文化財に指定

されたり、保全活動が行われたりしている。今後、

図５ 蒸気機関の家の柱頭
（出典：ベルリンパレス＆ガーデン財団ウェブサイト）
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ネオ・ムーア様式は一世紀以上の時を経て、再び

多くの人々を魅了する建築になるかもしれない。
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三 浦  徹
（公財）東洋文庫

特別講演 : 都市社会の連続性
西アジアの古代とイスラームそして中世のイタリアと日本

講演 1 は 4 部構成になっており、最初に都市と

はなにかという問題の整理、次に、イスラームの

都市社会について、私が専門とする中世・マムルー

ク朝の時代を例に、モデルを提示します。第 3 に、

それを、古代メソポタミアの都市と比較して、都

市社会の連続・非連続について検討します。最

後に、マムルーク朝と同時代の他地域、ここでは

中世イタリアと戦国期日本の都市と比較したうえ

で、まとめと課題を述べます。

１. 都市社会とはなにか
まず、本学術創成研究の目的として、2018 年

度の報告書で、山田重郎代表は、人類史上初めて

メソポタミアに誕生した都市を踏まえ、都市の

５つの要件（①公共建築物と城壁 ②種々の職業 

③大人口 ④一定のヒエラルヒーのもとに統合 ⑤

周辺世界の核となる複雑社会）を提示し、同時に、

これまでの研究は、民主的ギリシア vs 専制的オ

リエントというフレームを超えることができてい

ない、という問題提起をされています。他方で、

2020 年度に行われた中間評価では、都市文明と

はなにか、という全体テーマの掘り下げをもっと

行うべきであるとの指摘がありました。

1　 本報告は、2021 年 7 月 19 日にオンラインで行われた特別講演会の発表を講演者がまとめたものである。

都市（社会）とはなにかという問題については、

抽象的な議論をするよりは、30 年前（1988–91 年）

に行われた「比較の手法によるイスラムの都市性

に関する総合的研究（イスラムの都市性）」（重点

領域研究、研究代表者 板垣雄三）という研究プ

ロジェクトでの議論を振りかえる形にします。イ

スラーム地域の都市研究においても、M・ウェー

バーの自治都市のモデルが桎梏となっていて、こ

の点は古代メソポタミア都市の研究と同様です。

ウェーバーは、都市のメルクマールを人口や商工

業におくと世界史上のあらゆるものが都市にな

り、何も語れない、都市として歴史的に重要なの

は、西欧中世に誕生した自治都市である、なぜな

ら、それは歴史上、西欧中世に唯一無二であり、

そこから近代国家・近代社会が形成されたからで

ある、と述べました。これをうけて、欧米の研究

者は、イスラーム地域の都市について、同業組合

など自治的な団体の有無を議論したのですが、そ

の結論は、それらは不完全な自治にすぎず、むし

ろイスラーム地域の都市は、宗教によって住民が

統合されているのが特徴だとし、「イスラーム都

市 The Islamic City」という概念を提示します。

この「イスラーム都市」論で注意すべき点は、
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ウェーバーの自治都市モデル、政治的に統合され

た都市、を裏返しにした形になっている、つまり、

ポジとネガの関係にあるということです（図１）。

西洋とイスラーム、政治と宗教が、対になってい

るのは、E・サイードが指摘した「オリエンタリ

ズム」の構図です。この二分法の構図の問題を、

1967 年という早い段階に指摘したのが、最近邦

訳したラピダスの研究書、原題では「中世後期の

ムスリム都市」です。その序文で、西洋 vs 東洋、

都市 vs 農村、自治 vs 自治不在、という二分法が、

イスラ ― ム都市という虚像を生み出したと手厳

しく批判しました（ラピダス 2021）。

では、都市をどう扱うのか、ラピダスは、ネッ

トワークという用語をつかい、都市内外に広がる

関係に着目します。都市と農村を対立的に捉える

のではなく、その相互関係に着目する、という考

え方は、都市研究の大家であるジェイコブズや藤

田 1991 など、社会学領域の都市論と共通します。

「イスラムの都市性」のプロジェクトでは、研

究代表者の板垣雄三氏が、「都市性」、英語ではアー

バニズム、アラビア語ではマディーニーヤという

言葉を掲げ、その内容としては、「合理主義、個

人主義、普遍主義」あるいは、イスラームに即し

ては「多すなわち一、タウヒード」というキーワー

ドを提示しました（板垣 1992）。

『 イ ス ラ ム 都 市 研 究 』（ 羽 田・ 三 浦 編 1991, 

1994）では、19 世紀からのマグリブから中央ア

ジアまでの５つの地域の都市研究史をフォローし

たうえで、二分法にもとづくイスラーム都市論の

解体とともに、その先の研究の方向として、都市

を諸問題の「参照系」とする開かれた研究、別な

言い方では「方法としての都市」を提起しました。

具体的にいえば、「都市の空間」を研究するので

はなく、「空間としての都市」を論じるという姿

勢です。これは、当時ひねり出した結論でしたが、

2013 年度に設立された都市史学会の趣意書では、

いｓ

【【11】】自自治治都都市市 vvss「「イイススララムム都都市市 The Islamic City」」

宗教的理念によって統合さ
れたイスラム都市（モスク、
市場、公衆浴場）

VS

政治的理念によって統合さ
れたヨーロッパ都市（広場、
市庁、ギムナジウム）

⾃治都市

⻄洋 東洋
合理、男 ⾮合理、⼥

Edward Said, Orientalism, 1978
（⽇本語版、平凡社⽂庫）

⾃治都市
Max Weber

中世ヨーロッパにのみ成⽴
防衛（武装）、⾃⾸性、法、
裁判、徴税
市壁＝物理的＆社会的な区分

イスラム都市
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ひろく人間の居住全般を対象とすることが謳われ

ています。

図２は、ラピダスが着目した都市内外にひろが

る社会関係（ネットワーク）を示すものですが、

大きくわけると、上段が宗教にもとづく集団・ネッ

トワーク、下段が、家族・仕事・居住といった世

俗的関係にもとづくネットワークであり、また、

農民や遊牧民もまた、都市に出入りし、産物を供

給し、手工業品などを購入するといった恒常的関

係をもっていました。

ラピダスは、1970 年以降、対象とする時代や

地域を広げ、３つの制度組織 institution ①地縁・

血縁 ②宗教的 ③国家が、古代から現代までの

中東やイスラーム社会のテンプレートであると

し、1400 年におよぶ『イスラーム諸社会の歴史 

History of Islamic Societies』という大著を 1988 年

に刊行しました。

固定的な制度・組織より社会集団とその関係に

着目するというアプローチの方法は、ヨーロッパ

や中国の都市社会研究にもみることができます。

フランスのアナル派ではソシアビリテ、中国史で

は nexus という類似するワードが分析に使われて

います。そうなると、あらためてイスラーム都市

社会の特徴はなにか、ということが問われるわけ

ですが、ラピダスは、ネットワークという語を「形

式をもたず informal 構造化されない相互関係」と

説明し、それは、イスラームの文化、社会実態、

分析法に対応するのだと述べています。（「ヒエラ

ルヒーとネットワーク」ラピダス 2021 所収 )

都市そのものについては、私は、空間（ハード）

と社会（ソフト）の双方から議論し、そして両者

の相互関係によって、それぞれの都市が創られる

と考えています（三浦 1997）。さらに、両者を覆

うものとして「環境」があります。小泉 2014 は、

西アジア古代の都市の要件として、都市計画（ハー

ド）、行政機構（館・軍事施設・ドアロック・市場・

Ira Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, 1967（邦訳『イスラームの都市社会』2021）

固定的な制度・組織より社会集団とその関係に着⽬→ ネットワーク（多元性、柔構造）
→ ソシアビリテ（ヨーロッパ都市・社会）、nexus（中国都市）、職⼈集団（⽇本都市）

３つの制度組織 institution ①地縁・⾎縁 ②宗教的 ③国家
古代から現代までのテンプレート History of Islamic Societies (1988)

「形式をもたず informal 構造化されない相互関係」、イスラームの⽂化、社会実態、
分析法に対応（”Hierarchies and Networks”, 1975)

スーフィー教団

法学派 ⼩宗派

遊牧⺠ 農⺠

家族親族部族 地縁（同郷）
同職（職⼈・商⼈）

街区

【【22】】ネネッットトワワーークク（（ララピピダダスス））
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文字など、ソフト）、祭祀施設（精神）の３つを

挙げます。

２. イスラームの都市社会
ここから、ラピダスや私自身の研究をもとに、

マムルーク朝時代（1250–1517）のシリアやエジ

プトを対象に、イスラームの都市社会のモデルを

提示します（三浦 1988, 1997, 2006; Miura 2016）。

まず、都市の住民としては、支配層であるマム

ルーク軍人、非支配層である一般民衆、両者の間

に、アラビア語でアーヤーンとよばれる名士が、

一方で民衆をリードし、他方で支配を扶ける役割

を果たします。具体的には、ウラマーとよばれる

イスラームの知識人と大商人です。第４のグルー

プとして、ラピダスが、ルンペンプロレタリアー

トとよんでいる、定まった職や住居をもたない人

びとがいます。これが民衆の集団行動の鍵となり、

同時にこれを取り込むことがマムルークの都市支

配のポイントになります（図３）。ここで注意し

たいことは、社会が全体として分化されておらず、

４つの階層・集団は、互いにオーバーラップして

いるということです。都市の４つの階層について

は、マムルーク朝時代に限らず、11 世紀のセル

ジューク朝からオスマン朝時代まで、この図式を

もとに都市社会を考えることができます。

支配層であるマムルークは、奴隷身分出身の軍

人であり、少年時に、中央アジアやキプチャクな

どイスラーム世界の外縁で奴隷として購入され、

兵舎で武芸、アラビア語、イスラームといった教

育をうけたのちに改宗し、本人の能力と功績に

よって、軍団長、行政官、閣僚、さいごはスルタ

ンへと昇進していきます。しかし、マムルークと

いう特権身分は一代限りで、子どもは自由人の子

ですので、マムルークすなわち奴隷にはなりえず、

学者・商人といった道を歩みます。

マムルーク軍人、スルタンやアミールの統治権

限は、究極的には神＝アッラーから委ねられるこ

とになります。この点では、古代メソポタミアの

王と同じといってよいかもしれません。統治論と

しては、イスラーム国家（ムスリムの共同体）が、

イスラーム法にもとづいて、統治を委ねるという

考え方が定式化されます。共同体の意志、統治権

【【33】】都都市市民民

支配エリート 軍人

名士（アーヤーン） 大商人とウラマー

一般民衆 商人・職人

下層民 非定住・非定職、スーフィー、ヤクザ

ハハ
ーー

ッッ
ササ

アア
ーー
ンン
ママ

マムルーク朝時代（1250ｰ1517） エジプト・シリア
都市民 ４つの階層 未分化、オーバーラップ
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の委託は、バイアとよばれる臣従の儀式によって

示されます。

マムルーク軍人には、軍事奉仕の対価として、

農村などの領地からの徴税権（イクター）が君主

から授与されます。軍人は、領地となっている村

から、農作物などを徴税しますが、灌漑の維持管

理などの責任を負います。後者はメソポタミアの

王と共通します。

図４は、16 世紀初めのダマスクスの地図です。

ギリシア・ローマ時代以来の市壁の外側の郊外に、

大きな街区が形成され、内戦などでは街区ごとに

独自の行動をとることもありました。左は 16 世

紀初めにイタリアで描かれた絵で、市壁や市門、

後方にウマイヤ・モスクがみえます。

では、マムルークはどのように都市を統治した

のか？ラピダスは、「マムルークは行政を通じて

ではなく、あらゆる生死にかかわる社会的な絆を

手中にすることによって都市を支配した」と述べ

ます。行政機構によってではなく、マムルークは、

名士や民衆に対して、図５のように、食糧を供給

し、都市の施設を整備し、仕事を提供し、異民族

や遊牧民から守るといった、個別具体的な保護関

係（パトロネージ）をつくり、マムルークなしで

は生きていけないという状況、いわば首根っこを

つかむのです。他方、民衆と名士が連携して、マ

ムルークの支配に反抗することがありましたが、

一時的な行動にとどまります。マムルークが、都

市社会を統合するネットワークの「焦点」となっ

たというところに、250 年の長きにわたって都市

を支配した理由があるのです。

13–16 世紀のエジプトやシリアは、イスラーム

世界やヨーロッパ・中国にいたるまでの国際交易

【【4】マムルーク朝時代のダマスクス

上：ダマスクスを訪問したヴェネツィア使節を総督
が市門で迎える (1511年、16世紀)

右：16世紀初頭のダマスクス市壁（1.5ｘ0.75 km）
をこえて、郊外の街区が発展
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の中心地となります。マムルーク朝国家は、商業

や商人に対して、規制をかけるのではなく、むし

ろ自由な通行・行動を保障し、代わりに関税や商

業税を徴収します。商人にとっては、こうした国

家の保護と、イスラーム法が特定の国家をこえた

通商のルールとなっていきます（図６）。

イスラーム法では、コーランの章句に示される

ように、売買や借金にあたっては、証人をたて、

文書で契約することを勧めます。実際に、不動産

の売買・賃貸、あるいは相続、借金、婚姻にあたっ

ては、町中にいる公証人のもとで契約文書が作成

され、カーディー（裁判官）が主宰するイスラー

ム法廷に登記されます。写真は、19 世紀のダマス

クスの法廷台帳に記載された売買契約です（図７）。

マムルーク朝時代の後半、とくに 15 世紀後半

以降に、政府の財政危機が引き金となり、徴税や

裁判といった行政の実施面で変化が生じます。そ

れは、役職についたマムルークやウラマーが、下

【5】マムルーク体制・都市支配

マムルーク
軍⼈

名⼠
ウラマー

異⺠族
異教徒

遊牧⺠

農⺠

⺠衆
ヤクザ

都市

⽀配の正当性
⾏政への参画 ワクフ

官職
喜捨
略奪容認

徴兵
動員

防衛
安全

交易
徴税

マムルークは、名⼠や⺠衆との保護・交換（バーター）関係
を築き、都市社会を統合する焦点となる。

抗議・反乱

【【66】】国国家家とと商商業業とと商商人人

イイススララーームム法法

法
慣行

取引＝共通のルールにもとづき、
差異が利潤を生む

国家A 国家B 国家C

地域A 地域B 地域C

法
慣行

法
慣行



297

研究成果報告 2021 年度
総括班講演録

僚を任命し、かれらが実行部隊となり、業務を遂

行します。役職者も下僚も、給与というよりは、

業務による実入り、税や手数料が主な収入となり

ます。この集団は、アラビア語でジャマーア（党

派）とかバーブ（家門）とよばれます。ここも古

代メソポタミアの家政組織との類似性を感じると

ころです（図８）。

このような家門による搾取に対し、都市の民衆

の側では、街区を根城にした、ズールとよばれる

ヤクザ集団が台頭します。ズールは、公然と略奪

や殺人を行う暴力集団ですが、街区の市場を握り、

街区に対する課税に対して抵抗し、反乱します。

民衆にとっては、このヤクザ者が支配者の不正か

らの守り手となります。ここで重要なことは、イ

スラームの政治理念である、アドル（公正）の担

い手に変化が生じていることです。通常、政治支

【【77】】イイススララーームム法法ににおおけけるる契契約約

「あなたがたが期間を定めて貸し借りする際には、それを記録にとどめな
さい。・・・あなたがたの仲間から２名の証人をたてなさい。・・・（記録は）正
確な証拠となり、疑いを避けるために最も妥当である」「あなたがたの間で
受け渡される、直接（その場での）の取引の場合は別である。それを記録
にとどめなくても、あなたがたに罪はない。だが売買する場合には証人を
立てなさい」（コーラン、2:282）

• 文書契約の薦め、公証人による契約文書の作成、イスラム法廷への
登記 売買、賃貸、相続、後見、借金、婚姻

• 証人（シャーヒド、成年男子、公正、２名）→ 公証人（手数料、店）

• 書式のマニュアル

• 法廷への登記（証書、登記台帳）

7

サーリヒーヤ法廷台帳660‐87 商店の営
業権の売買と商店の賃借（19世紀後半）

【【88】】行行政政組組織織（（家家門門、、党党派派））
実行部隊としての下僚、手数料収入、パトロネージ

ススルルタタンン

軍軍人人（（アアミミーールル））
官房長、侍従長、

武器長など

文文官官（（ウウララママーー））
裁判官長、秘書長、
市場監督官など

農民 遊牧民
街区 同業組合 教団

家家（（門門））
パパトトロロ
ネネーージジ

代代理理、、執執達達
吏吏、、公公証証人人、、
仲仲介介人人ななどど

家家産産官官僚僚

（（執執事事長長、、侍侍従従
長長ななどど））、、

ママムムルルーークク兵兵、、
私私兵兵

ヤヤククザザ

税・手数
料・賄賂

保護
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配者は民衆をズルム（不正）から守ることで支配

を正当化し、税を徴収します。しかし、政治支配

者がズルムをなすと、ヤクザが民衆を守り、保護

料を徴収します。政治支配者とヤクザ者は、相対

立しながらも、支配者はヤクザを取り締まること

で、ヤクザ者は支配者の不正に抵抗することで、

存在を証明するという、もたれ合いの関係にあり

ます。民衆は、そのときどき、時代の状況によっ

て、自分にとって、よりましな方をえらび、保護

を求めるというわけです（図 9）。この公正・正

義という統治の理念は、古代メソポタミアの都市

国家とも共通する問題です。

以上が、13–16 世紀初頭、中世といわれる時代

の都市社会の構図です。16 世紀以降は、オスマ

ン朝やサファヴィー朝といったより集権的な国家

が登場し、ムガル朝や明朝などとあわせて、アジ

アの近世国家とも呼ばれます。この時期の都市社

会はどういう構図になっていたのか？先にのべた

軍人、名士、民衆といった都市社会のアクターは

共通ですが、マムルーク朝に比べて、君主の権威

が強化され、行政はより制度化し、名士層のウエ

イトが高まり「名家」が登場します。

中近世の都市社会、あるいはより広げてイス

ラーム社会は、個人がさまざまな公式非公式の「契

約」関係によって結ばれている、これをキーワー

ドで表現すれば、ネットワーク（社会）というこ

とになります。この対極にあるのが、固定的な集

団や制度によって結ばれた団体型ブロック形の

社会であり、M・ウェーバーが定式化した西欧中

世の自治都市や近世の国家も該当します。ネット

ワーク型は、種々の団体がオーバーラップし、メ

ンバーは固定せず、組み替わるという点で、「柔

構造」を特徴とします。それゆえに、団体型に比

べて、結束力が弱い、脆いともいえます（図 10）。

以上のように、イスラームの都市社会をネット

ワークという語をつかってモデル化したわけです

が、ラピダスは、「中世後期のムスリム都市」の

1984 年に刊行された Student Edition の序文で、中

東の都市社会の起源は、メソポタミアの農業共同

体にあるとし、具体的には、神殿は、農夫、牧人、

漁師、交易者が様々な活動に従事し、人々の資源

を動員し再配分する経済的な機関であると述べま

【【99】】統統治治理理念念：：アアドドルル（（公公正正））ととズズルルムム（（不不正正））

政治支配者
（軍人）

ヤ ク ザ
（ズール）

民民 衆衆

アドル（公正） ズルム（不正）

①政治支配者は民衆をズルム
から守ることで支配を正当化
（徴税）

②政治支配者がズルムをなす
と、ヤクザが民衆を守る（保護
料徴収）

両者は相対立しつつ、お互い
の存在を証明（もたれ合い）

保護料
（税）

保護
（安全）

アドルとズルムは交換可能（両義性）
「ズルムがなければ、アドルをしることもない」（15世紀のウラマー）
相対的正義＞ 絶対的正義 よりましな支配者（保護者）
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す。日本語版序文では、「イスラーム時代の幕開

けまで、さまざまな帝国が盛衰を繰り返すなかで、

第一は、家族や部族や庇護民（クライアント）を

含む小共同体（コミュニティ）、第二は、神殿や

教会や他の宗教的な集団であり、第三は帝国政府

である。三つが鼎立する制度的枠組みが、イスラー

ム時代の開始前に、中東に広がっていた」（p.viii）

と展望します。

図 11 は、異なる地域や時代を比較する方法を

図式化したものですが、共通する事象や要因をと

りあげ、同じ事象がみられる二つの地域（ここで

は A と B ですが）を比較すること、あるいは同

【【1100】】個個とと社社会会のの類類型型

B 契約型＝ネットワーク型

団体・社団

Ａ団体（構造）型＝ブロック型

個⼈間の関係

個・個⼈

⾝分
個・個⼈

団体（家族、街区、宗派など）
オーバーラップ、フレキシブル、
柔構造

団体 メンバーシップや規約あり
固定的・剛構造 安定・強⼒

【【1111】】地地域域間間のの比比較較研研究究

norm

variant
events

Y

↑

X

X   → W

Y Non-Islamic
region N

region A

region DY    ←    Zregion B

Islamic Area
With Islamic factors
either normative or
variants 

region C

現現象象Yが存在する地域の比較
→ 原原因因 A地域X、B地域Z
原因Xが存在するが、現象Yが
存在しない地域D
→ 現象と原因についての
より原理的な考察
（マルク・ブロック、
スコチポル）

『比較史のアジア：所有・契約・市場・
公正』東京大学出版会、2004
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じ要因がみられる二つの地域を比較することで、

事象と要因の因果関係について、より客観的・普

遍的な答えがえられます。実際には、きれいな答

えは難しいのですが。

３. 古代メソポタミア都市
西アジアの古代については、紀元前のメソポ

タミアの都市を比較の対象とします。その理由

の第 1 は、地域の連続性にあり、マムルーク朝

の領域と北シリアが共通し、また、シリアとイ

ラクの大部分が灌漑農業地域（降水量 250 mm 以

下）にあり、古代から高い農業生産力（30 倍以

上）をもち、都市を支えていることが挙げられま

す（図 12）。

今回主に日本語概説書や研究書を拝読し、発掘

（遺構、遺物）、粘土板文書（行政経済文書、書簡）、

碑文、法典（判決集）といった資料から、都市の

姿を具体的にイメージすることができました。

図 13 に対象となる時代の王朝や政治形態を

ざっとまとめました。紀元前 4 千年紀に、都市

国家が成立し、領域を支配する国家へと成長し、

3000 年紀後半には、より大きな統一国家が誕生

するという流れにあります。

つぎに、古代メソポタミアの政治・社会をどう

考えるかという点について、前田徹氏のご著書か

ら（前田 2017, 2020）、既存の枠組みと新たな視

点をメモ書きしました。氏族社会ではなく都市国

家（地縁社会）、神権政治ではなく世俗王権、中

ニネヴェ

小林登志子『古代メソポタミア全史』中公新書、2021より

地域の連続性：北シリア、イラク、灌漑農業地域（降水量250㍉以下）、高い農業生産力（30倍以上）
資料：発掘（遺構、遺物）、粘土板文書（行政経済文書、書簡）、碑文、法典（判決集）

【【1122】】古古代代メメソソポポタタミミアア都都市市
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【【1133】】政政治治支支配配

メソポタミア 南部 北部
前3500〜 ウルク期
前3100〜 ジェムデト・ナスル期
前2300〜 アッカド王朝
前2100〜 ウル第３王朝
前2000〜 古エラム、古バビロニア、イシン・

ラルサ王朝、バビロン第１王朝
古アッシリア

前1500〜 中エラム、中バビロニア、
カッシート王朝、イシン第2王朝、

中アッシリア、
ミタンニ、
ヒッタイト

前1100〜 新エラム、新アッシリア、新バビロニア
前500〜 アケメネス朝ペルシア、アレクサンドロス・・・

都市国家
分⽴

領域国家

統⼀国家

央集権ではなく分権的な都市国家伝統、といった

パラダイムの転換は、イスラーム史研究において

も長いあいだ議論になってきていることであり、

共感するところです。

以下、私がイスラーム以降の都市社会との関連

で、共通点・相違点など、気づいたトピックをと

りあげていきます。

まず、都市を意味する語として、uru (Sum.) や 

ālum (Akk.) という語は首都クラスから小規模な

定住までを含み、規模による区別はない、という

ことです（Liverani 2011–12）。アラビア語では、

マディーナが都市にあたり、町バラド、村カルヤ

との区別は、特定の政治・宗教・社会施設の有無

がメルクマールになっています。

つぎに規模についてですが、最古の都市とも

いわれるウルクが城壁 2.5 km 四方、400 ha、人

口 4–5 万、紀元前 1 千年紀のバビロンは、内壁内

500 ha、10 万人、という推計があります。これらは、

都市の面積に人口密度をかけて算出された推計で

すが、他方、中世の西欧都市の 9 割近くは人口

4000 人以下であり、1 万をこえるものは１% です。

マムルーク朝時代も都市の人口調査はなされてい

ませんが、オスマン朝の世帯調査や旅行記などか

ら、ダマスクスが 6 万から 10 万、カイロが 30 万

と考えています。

図 14 は、ウルク、ウル、バビロンの３つの都

市の市街図で、いずれも、城壁に囲まれ、また発

掘調査によって、神殿や街区（家屋）の形状がわ

かっていて、建築物の矩形の形状や日乾しレンガ

という建材は、イスラーム時代に共通します。

ここから、都市の社会にはいります。まず、私

が読んだ文献から確認できた都市の施設として、

城壁・城門、神殿、宮殿（王宮）、居住区や中庭

式住宅は複数の都市で確認できるのですが、都市

の機能としていわば必須となる、市場や倉庫の場

所や有無がわかりませんでした。

つぎに住民についてですが、神殿や王宮を支え

る巨大な経営体があったことが粘土板文書の研究

によって明らかにされ、そこには、農業従事者や

職人も含まれ、これらの所属民が戦時には兵士と

なったという話はなるほどと思いました。他方こ

れらの所属民や行政官はどこに居住していたので
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しょうか。

王の任務と経営体について、前田 2017, 2020 お

よび 前川 1990 から、王の任務は、外征（外敵と

戦う）と内政（平安と豊饒）であり、ウルの旗章

の 2 場面に示されているということです。後者に

ついては、　灌漑・運河事業が重要で、ハンムラ

ビ王が名高く、この点は、マムルーク朝のスルタ

ンやアミール（軍団長、行政官）の責務と共通し

ます。

家政組織（公的経営体）については、ラガシュ

で出土した数千の粘土板文書から、経営の実態が

示されています。紀元前 2300 年ころ、初期王朝

時代には、直営地が 7 割をしめ、他方で、義務の

見返りとして所属民に与えられた耕地と小作地と

があり、所属民への配給や種子や役畜をふくめた

厳格な管理が行われたことには驚きます。時代が

くだるにつれて、直営地の比率が下がり、都市支

配者による差配が強くなっていくようですが、王

や支配者の家政、イエを基盤とした経営体が基幹

となっていたことも、マムルーク朝のイエと比較

できると思いました。

つぎに都市の住民とその社会組織については、

Van de Mieroop 1997 から情報を集めました。イ

エ household が社会の基盤となり、その活動領域

として、神殿・宮殿とともに、（一般民の）共同

体や個人としての活動があったと述べています。

第 2 に、社会編成として、核家族が基本単位であ

りながら、家族、エトノス、居住、職業などの帰

ウル

バビロン
写真はイシュタル門
の復元

ウルク

【【1144】】都都市市のの形形態態とと施施設設 城城壁壁、、神神殿殿、、宮宮殿殿、、住住宅宅
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属意識をもち、時代がくだるほどに、神殿の職の

権益化（相続、売買）がみられるといいます。

また、裁判（刑事、民事）などの集会 puḫrum 

(Akk.) が 催 さ れ、 そ こ に は、mayor, chairman, 

overseer といった称号をもつ市民の参加例があ

り、ハンムラビ法典では、rabiānum（市長職）が

市民に対して、強盗事件の賠償責任を負うと規定

されています。

手工業職人、職人（のいる）街区、徒弟契約、

売買契約（不履行の訴え）、協業、金融（利子付、

証人付の借用証書）といった事例を示す文書があ

るようです。

以上は、ギリシア・ローマあるいは中世の自治

都市をイメージして、対応する事例を探している

という印象もあるのですが、限られた資料の小さ

な記述を糸口に探っていくことは重要な作業です。

まとめとして、「すべてのメソポタミアの都市

住民は、神殿と宮殿といった公的な組織 public 

institutions に依存していた。これらの組織体は、

都市住民の実質的なセグメントに社会的ネット

ワークを提供していたが、それらがすべてを包含

するわけではなく、他の社会組織に（依拠する）

個人や家族もまた都市に居住していた。これらは

（みな）市民意識を持ち、ギリシアのように都市

共同体に属していた」（p.258）と述べます。

そこで個人としての活動を探るために、いわゆ

るハンムラビ法典から、関連する条項を拾い出し

てみました。ハンムラビ法典は、古バビロニア王

国、ハンムラビ王（在位前 1792–50）が命じて碑

文に刻んだもので、法典というよりは、このよう

な場合はこのように対処せよ、という具体的な事

例に則した判決集であるとされています。先行す

る３つの法典 ①ウルナンム法典（ウル第３王朝、

前 2112–2005）②リピト・イシュタル法典（イシ

ン王朝、前 1934–24） ③エシュヌンナ法典（エシュ

ヌンナ王ダドゥシャ、前 1790–80）があり、また、

ハンムラビ法典はさまざまなテキストによって周

知されたようで、古代メソポタミアの社会の基本

法典、判決集と考えました。その目的は、前文に

あるように「強者が弱者を損なうことがないため

に、身寄りのない女児や寡婦に正義を回復するた

めに」と明言されています。

法典（中田訳 1999）から、個人レベルの経済

活動に関する事項を抜き書きしてみると、農業、

手工業（織物職人、リネン、印章彫刻師、矢職人、

金属細工師、大工、皮細工師、葦細工師、建築師）、

商業、運輸（船頭）の諸分野で、労働者の賃金が

定められ、瑕疵や過失の責任が課されていました。

不動産の売買や賃貸借についての直接の規定はみ

られないのですが、物品の売買や質や掛け売りや

証人についての規定があることから、不動産の売

買や賃貸借もふつうに行われていたのではないか

と見られます。

個人レベルでの、動産・不動産の取引が行わ

れたと仮定したうえで、権利や取引の保証はどの

ようになされていたのか？ イスラーム社会では、

イスラーム法で明確に契約や裁判のルールが定め

られ、形式を守りつつ、種々の権利を組み合わせ、

実利を実現する行動がなされていました。ハンム

ラビ法典では、証人や証言が契約や裁判の決定打

となることが示され、またハンムラビ王が、不当

に権利を奪われた者に対する返還を命じていたこ

ともわかります（中田 2014）。不動産の売買契約

文書や借用証書も残されていますが（Stone 1987; 

Dercksen 2014）、このような取引契約や権利を保

障する証人システムがどれほど広がっていたの

か？ これは、イスラーム社会との連続性という

問題で、重要な論点になると思いますが、証人や
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契約というシステムそのものは、中世イタリアに

も、中国や日本にもみられるいわば普遍的なもの

であり、その内実を検討する必要があります。

つぎに、王の統治や法典がめざす「正義」につ

いて考えてみます。ハンムラビ法典に先行するウ

ルナンム法典やリピト・イシュタル法典の前文で

も「正義」が掲げられています。日本語に正義と

訳された原語がなにかは、テキストの確認はでき

ていないのですが、nig-si-sá でしょうか。前田氏

の著作では、これは正しさ si-sá の抽象名詞であ

り、si-sá の原義は、「神々への供物を、規則通り

に滞りなく行うこと」であるが、これが、人倫に

も拡張されて、社会的な正義、の意味となってい

くとのことです。さきほど、イスラームの統治理

念であるアドルという言葉を挙げましたが、絶対

的な正義というよりは、不正と対置した相対的な

正義、公正 justice ないし fairness と考えています。　

ここで素朴な質問を書き出してみます。

1）  何のために戦ったのか。戦利品、金属・貴 金

属・木材の入手？交易ではえられなかったの

か？王の権威の誇示？

2）  家政組織（公的経営体）の内外で、個人ベー

スでの生業や取引がどの程度存在したのか？

市場や商店はあったのか？　

3）  粘土板文書：行政文書（とくに経営帳簿）は

何のために詳細に記録したのか？契約文書は

だれが保管したのか？読解したのはだれか

（書記、裁判官？）。なぜ終焉したのか（なに

に置き換わったのか）？

4）   学識者（書記）や行政官の育成方法

４. 同時代の都市比較：イタリアと日本
ここからマムルーク朝の同時代のイタリアお

よび日本の都市との比較を試みます。中世（12–15

世紀）のイタリア都市は、コムーネとよばれる都

市国家を形成します。

都
市

コンタード
真の
市⺠

新市⺠

教区⺠
傭兵
労働者
放浪者

外国⼈（ユダヤ⼈）

農村を含む領域国家
市⺠ 重層的・同⼼円的構造
開放性・受容性 ←→ 閉鎖性・排他性
中⼼としての都市（機能）と共同体としての都市（運営）

中世イタリア都市
（清⽔廣⼀郎 1990）

【【1155】】中中世世イイタタリリアア都都市市
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図 15 に示すように、コムーネは、周囲の農村

域（コンタード）を含む領域国家であること、市

民が重層的であることが、西欧の自治都市と異

なっていて、都市は、経済的な中心として機能の

面では開放的でありながら、都市共同体としての

運営面では、閉鎖性をあわせもつと、故清水廣一

郎氏が 30 年前に提起しています（清水 1990）。

ここでは、ラントシュナーという英国の研

究者が行っている、中世のイタリアとネーデル

ラントとシリアの比較都市研究をとりあげます

（Lantschner 2015a;2015b）。３つの地域の都市を

とりあげる理由は、いずれも多中心的政治秩序 

polycentric political order が形成されているという

共通点にあります。そして、複数の中心が競合し、

紛争を解決するシステムとして、３つのパターン

をあげます。第 1 は、変動 volatile 型で、ボローニャ

（人口 3 万）、リエージュ（2.5 万）、ダマスクスでは、

様々なアクターの組み合わせによる騒乱が政治を

決します。第 2 は、制度を基盤に交渉する制度型 

constitutional で、フィレンツェ（4 万）、トゥール

ネ（3 万）があたります。ここでも時に民衆騒乱

がおきます。第 3 は、制度内での紛争を収拾する

内包型 contained で、イタリアのヴェロナ（2 万）、

ネーデルラントのリル（1.2 万）をあげます。自

治団体の有無で二分するのではなく、地域をまた

ぎ、多元的なモデルを提示している点が注目され

ます。

さらにラントシュナーは、戦国期の日本や宋

（960–1276）・明代（1368–1644）の中国の南京、

杭州にも言及し、これらの都市社会は、「カオス

ではない、それ自身のロジックをもつ」とのべ、

反乱のロジックとして、圧政に対する抵抗＝正義・

公正 justice が、イタリアにもダマスクスの民衆

行動の背景にあったと指摘します。そして、これ

らの都市は、分散しながら、共有される政治体

fragmented but shared arena を形成しており、西欧

型の一元的階層的近代国家とは別の、「地中海型」

というモデルを提示しています。

同時期の日本の都市はどうだったのか。日本の

都市研究史においても、1970 年代までは、堺や

京都の町衆が、西欧の自治都市に相応するかどう

かが議論されていたのですが、その後は、港や市

場といった場あるいは城下町をふくめ、対象を広

げ、多数の実証的な都市研究が行われていますが、

ここでは、仁木 1997, 2010 をもとに、戦国・織豊

期の京都をとりあげます。

まず、都市に住む領主（公家・寺社・武士）が、

土地領主、座の本所（商工業）、主人として（主

従制）、百姓、座人、被官という都市民を支配す

る、タテ型の多元的秩序があり、（室町）幕府は、

都市政権を通じて、都市の領主の支配を保障しま

す。この点では、マムルークのパトロネージを想

起します。

第 2 に、公家、寺社、武士、町、村の喧嘩や打

入（狼藉）など、集団間の争いがあり、これらの

アクターは、都市内外に「人的ネットワーク」を

形成して争いました。ここでも、マムルーク都市

の、名士や民衆をふくむ、ネットワークを想起し

ます。

第 3 に、町（ちょう）ー町組ー惣町、という居

住を基盤とした、3 層構造の都市共同体が形成さ

れていくことです。幕府権力から多数の文書が発

行され、礼銭を支払うことによって禁制（保護）

を獲得し、自律機能を獲得します。史料のなかで

は、「政道」という語が使われ、それは、「撰銭、

盗人、火つけ、辻切、喧嘩、相撲、踊」をさし、

経済秩序、治安、風俗の維持、すなわち、市政と

平和が問題になっていました。
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町共同体の自治機能についてみていくと、1530

年代に土地・商工業・主従をめぐる社会関係が「町」

において統合されます。町共同体は、検断、制裁、

徴税を自ら行う。これらの動きは、他の地方都市

にもみられ、全体として、この時期に、都市を舞

台にして、上と下からの「公」が形成された、と

仁木氏は総括しています。公、秩序というものが、

上か下かではなく、相互関係によって形成される

というスタンスは、ラピダスとも、ラントシュナー

とも通じています。

５. まとめ
図 16 に、横軸に４つの対象地域を、縦軸に都

市の規模、政治支配者、農業資源、住民、社会編成、

法・契約、政治理念といった項目を設定し、わか

る範囲で記入しました。個々事項の妥当性は保留

したうえで、全体としては、時代や地域の違いに

もかかわらず「かなり似ている」と思います。

この表を前提に、都市社会のモデル（タイポロ

ジー）をつくるうえで必要になる座標軸について、

いくつかの提案をします。

１） 自治都市（共同体）モデルは、普遍ではない（西

欧中世に限定され、近現代都市にも適用でき

ない）。

2）   前近代の都市は、農業資源（農産物・畜産物）

を確保するために、政治権力を必要とし、共

存（バーター、相互依存）関係を築く。例と

しては、古代メソポタミアの家政（公的）経

営体、マムルークのパトロネージ、イタリア

の都市貴族・有力者、あるいは将軍・大名・

領主との関係。

3）  多元的な社会関係（個人の多元的な帰属や複

数の集団の連携・対抗関係）は、いずれの地

域の都市にみられる（都市の普遍的な社会関

係である）。

古代
メソポタミア

マムルーク朝
シリア･エジプト 中世イタリア 戦国期⽇本

都市（⼈⼝） ウルク（4万）
ウル、ラガシュ、
バビロン（10万）

ダマスクス（6万）
カイロ（30万）

ボローニャ（3万）
フィレンツェ
（4万）

京都（30万）

政治⽀配者 神、王 スルタン
総督（ｱﾐｰﾙ）

教皇
コムーネ

将軍
都市領主

農業資源 農場（家政・経営
体）、⼩作地

イクター地 コンタード
（周域）

領地
（荘園など）

都市住⺠ ⾏政官、従属⺠
（従業者＝兵⼠な
ど）、商⼈、職⼈、
学識者

軍⼈、ウラマー、
商⼯業者、
⾮定職者

貴族、平⺠（商⼯
業者）、法曹、聖
職者

武⼠、公家、僧侶
町⼈（商⼈、職
⼈）

社会編成
（団体）

家政（公的）経営
体、街区

街区、同業組合、
法学派、宗派

同業組合、街区、
名家

町、座（同業組
合）、寺社

法・契約 判決集
証⾔・証⼈

イスラーム法
証⼈、契約⽂書

ローマ法
公証⼈

御成敗式⽬等

政治理念 正義、平安 正義、平安 正義、⾃由 公、⾮分狼藉

【【1166】】地地域域間間都都市市比比較較
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4）  この多元的関係が、分裂や混乱ではなく、ど

のように秩序（社会統合と紛争解決）をつくっ

ているのかについて、複数のモデルが想定で

きる。ラピダスの中国社会とイスラーム社会

を比較した論考では、どちらも多元的な集団

をもちながらも、中国では、皇帝を頂点とし

た縦方向に統合される「ヒエラルヒー」社会

であり、これに対し、イスラーム社会は、「制

度をもたず構造化されない相互関係」の社会

であり、ヨコ方向で統合される「ネットワー

ク」社会であると述べています。私はこれを

「人びとの秩序」と呼んでいます。

5）  秩序形成には、理念（イデア）の共有が必要

となる。それぞれの地域（都市）で掲げられ

た理念の、意味の違いを解明する。たとえば、

正義、right, justice, fairness, equity、公など。 

6）   古代メソポタミア（西アジア）の都市（社会）

は、イスラーム時代と連続性をもち、また他

地域の都市とも共通点をもつ。それは、都市

社会の原型（プロトタイプ）といえるが、他

方、他の地域・時代の都市とは異なるもの（古

代メソポタミアにあって他の都市にみられな

いもの）はなにか、現代的な意味を有するも

の（現代の都市や都市文明にとって参照すべ

きこと）はなにか、を今後是非検討していた

だきたい。
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山 田 重 郎
筑波大学人文社会系

付記：古代メソポタミア都市
―三浦徹先生のご講演をうけて―

三浦先生のお話を拝聴して、あらためて気付か

されるのは、古代西アジア都市（メソポタミア都

市）とイスラーム期の西アジア都市の社会的構造

の類似性と連続性である。そのことを念頭におき

つつ、古代メソポタミア都市の特徴について付記

したい 1。

古代メソポタミア都市研究の経過
まず、古代メソポタミア都市の研究史につい

て、私なりに極めて簡潔に、概略を示してみたい。

19 世紀半ば以降メソポタミア各地の都市遺構

の発掘調査が行われ、考古学的データが研究され

るとともに、航空写真、衛星画像、文書資料、図

像資料なども分析されるようになり、都市とその

周辺の環境についての理解が進んできた。同時に、

こうしたデータをもとに都市の発生・発展の過程、

景観、社会的機能など種々の分析視角から都市を

概念的に定義し、その様態を捉えようとする試み

が行われてきた。そうした試みの代表的なものを

あげてみる。

・	 都市遺構の発掘成果に導かれてドイツを中

1　本稿は、2021 年 7 月 19 日にオンラインで行われた本領域研究の領域全体研究会における三浦徹先生のご講演
「都市社会の連続性：西アジアと古代とイスラームそして中世のイタリアと日本」をうけて、コメンテーター
として発言した筆者のコメントを記録する。

心 に 盛 ん に 行 わ れ た 建 築 学 的 分 析 に 対 し

て、20 世 紀 前 半 か ら Chicago School of Urban 

Sociology に代表される研究者たちによって、

都市の内的構造とその多様性を街区、都市

生活、社会関係などに探ろうとする研究が

現れた。たとえば、その代表的な成果とし

て、C. H. Kraeling and R. McC. Adams (eds.), 

City Invincible: A Symposium on Urbanization and 

Cultural Development in the Ancient Near East 

(1960) があげられる。

・	 都市の起源を求め、どのような条件（大人口、

城壁、大規模建築物、官僚機構、遠隔地交

易、エリート）をもって都市と認定しうるか

を論ずる V. Gordon Childe の「都市革命 Urban 

Revolutions 論」（1950）の分析視角は、都市の

構造と機能を考えるための古典的基準として、

なお、重要性を失っていない。

・	「都市革命論」の一つの発展系として、都市発

生のメカニズムを問う研究が現れた。主要な

ところでは、灌漑労働が中央集権と都市形成



310

新学術領域研究（研究領域提案型）2018–2022 年度

都市文明の本質：古代西アジアにおける都市の発生と変容の学際研究

を生むという K. Wittfogel (Oriental Despotism. 

A Comparative Study of Total Power, 1957) 、 そ

れを批判して、リソースの多様化が種々の専

業化を生み、それが複雑社会である都市の形

成を促すという考え方を提示した R. M. Adam 

(“Factors Influencing the Rise of Civilization in the 

Alluvium, Illustrated by Mesopotamia,” and “Early 

Civilization, Subsistence, and Environment,” in 

City Invincible, 1960, pp. 24–34 and 275–28) が、

まず想起される。

・	 古代メソポタミア都市研究の展開においても、

イスラーム都市の場合と同様に、「自由なヨー

ロッパ都市」対「不自由なオリエント都市」

という 2 分法からの脱却は、当然ながら、重

要な課題になっている。そうしたオリエンタ

リズム的２分法から脱却して、メソポタミア

都市をヨーロッパ都市との対比ではなく、そ

の後に続く、西アジア都市のプロト・タイプ

であると同時にヨーロッパ都市と多くの点で

共通項を持った都市であると考えるように

なってきている。

　たとえば、1997 年に出版された M. van de 

Mieroop, The Ancient Mesopotamian City は、 ギ

リシア都市のみが、ヨーロッパ文明の揺籃だ

という認識を排して、メソポタミア都市の景

観と社会的構造を描こうとした。しかし、彼

の立場もまた、Max Weber の理論的モデルと

しての「古代都市」の範疇の中に、メソポタ

ミア都市を位置づけてもいて、思想的には、

ヨーロッパ対その他の 2 項対立を部分的に認

めてしまっており、オリエンタリズム的批判

からは完全に脱却してはいない。

　この根深い思想的偏向（バイアス）につ

いて、おそらくもっとも徹底的批判をくわ

えているのは、ほぼ同時期に出版された G. 

Wilhelm (ed.), Die Orientalische Stadt: Kontinuität, 

Wandel, Bruch, 1. Internationales Colloquium der 

Deutschen Orient-Gesellschaft 9.-10. Mai 1996 in 

Halle/Saale (1997) に 書 か れ た M. Liverani の

論考 “The Ancient Near Eastern City and Modern 

Ideologies” (pp. 85–107) であろう。オリエンタ

リズムの問題は、三浦先生がご講演で指摘す

るとおりである。

・	 最後にもう一つ加えるなら、都市を取りまく

村落分布を捉えるセツルメントパターン分析

とともに現れて T. J. Wilkinson, Archaeological 

Landscapes of the Near East (2003) などによって

精緻化された景観考古学的研究が注目される。

衛星画像の積極的利用をフィールドワークに

生かし、都市とその周辺の環境や道路や水路

のような人工構造物の実態を明らかにする手

法の流行は、都市研究に新たな可能性を付け

加えてきたことを記しておきたい。

メソポタミア都市の多様性
古代メソポタミア都市を考えるうえで、三浦

先生のお話に上乗せしておくべき論点を整理した

い。三浦先生は、イスラーム都市と古代メソポタ

ミア都市をマクロな視点から比較しているが、イ

スラーム都市を論じるときには、マムルーク朝シ

リア・エジプト、特にダマスクスとカイロを軸に

すえることで、モデルに具体性を持たせている。

それに対し、古代メソポタミア都市は一つの枠組

みに概念化されて、イスラーム都市と比較されて

いる。しかし、古代メソポタミア都市の時空間に

は、紀元前 3500 年からヘレニズム時代まで 3000
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年以上の長い時間的射程があり、空間的にも南北

メソポタミアとその周辺を加えるとかなり広い。

そこで歴史的・地理的環境に応じた類型化や個別

事例への注目が必要になる。実際には、考古学的

に発掘調査がある程度行われ、粘土板文書が相当

数出土していて、都市の形態と都市社会の内情を

一定程度知りえるケースを取り上げて、比較考察

する余地がある。つまり、羽田正・三浦徹『イス

ラム都市研究［歴史と展望］』（東京大学出版会、

1991 年）が、イスラーム都市論をひとたび解体

して、マグリブ、マシュリク、トルコ、イラン、

中央アジアと地域を分け、歴史的概観を踏まえて

都市研究を整理したように、地域、時代、歴史的

脈絡に応じた対応が必要であり、これこそ、我々

の研究グループの課題となろう。

三浦先生の提示されたメソポタミア都市の姿

は、南メソポタミアの「神殿都市」で共時的に認

められている特徴を見事に示しているが、メソポ

タミア都市の景観と社会的特徴のバリエーション

は大きく、南メソポタミア「神殿都市」という一

枠に収まらない。

そこで精緻化の余地を示すべく、紀元前 3500–

3000 年頃の南メソポタミアのウルク、紀元前 18

世紀のユーフラテス中流域の都市マリ、古アッシ

リア時代（前 20–19 世紀）のアッシュル、紀元前

7 世紀のアッシリアの帝国首都ドゥル・シャルキ

ンとニネヴェ、新バビロニア時代（前 6 世紀）の

バビロン、そして紀元前 5 世紀のペルセポリスの

特徴を手短に示してみる。

・	 Uruk（ウルク期後期、前 3500–3000 年頃）： 中

央に 2 つの大規模な神殿域があり、都市はそ

れを中心に広がり、円形の市壁に囲われてお

り、市街地には複雑街路が発達した形状をも

つ。神殿が、都市国家の行政・経済の重要な

中心として機能するシュメル都市の典型であ

る。周囲の沖積平野に広大な灌漑農地が広がっ

ていき、高収穫の集約農業が経済を支え、周

辺地域の交易・物流の中心となっていった。

・	 Mari（前 18 世紀頃）：前 3 千年紀半ばから、

南メソポタミアと北シリアの都市の政治的・

経済的・文化的ネットワークのハブとして繁

栄。中央に大型の王宮がある。都市をまたい

で流れるユーフラテスの河床が低いため、灌

漑による農業耕作地は河岸の狭い一帯に限ら

れている（南メソポタミアとは決定的に違う）。

アムル系王朝が支配し、移動性の高いアムル

系遊牧民と都市住民の間に政治的・軍事的・

社会的共生関係が築かれた。マリ王国の支配

下にあったユーフラテス川、ハブル川沿いの

小都市（数千人規模）や、他地域の都市には、

市の民会（puḫrum「集会」）があり、šību「長老」

や ḫazānum, sugāgum「市長、族長」が都市を

代表する集団管理体制があって、D. Fleming

（Democracy’s Ancient Ancestors: Mari and Early 

Collective Governance, 2004）は、ある種の民主

主義的・自治都市的な秩序を見ている。これは、

ヨーロッパの自治都市と比較できる可能性が

ある。

・	 Aššur（古アッシリア時代、前 20–19 世紀）：　

メソポタミアとアナトリアを中継する交易拠

点である商業都市国家の中心であり、多数の

有力商人家族が主導する市民会（bīt-ālim）が

政治と商業活動に大きな役割を果たす。王に

あたる一定の行政的役割を果たす為政者はあ

るが、権力は限定的で、都市は、エリート商
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人層の集団によって運営された（後に帝国化

したアッシリアの王都とは異なる）。王は神官

としての役割も担い、主神殿は、市域の中心

ではない北のティグリス側沿いに位置し、王

宮はその横に築かれ、市域はその南へと発達

した。

・	 Dūr-Šarrukin と Nineveh（前 8–7 世紀）：新アッ

シリアの帝国首都で、構造的に（誤解を恐れ

ず言えば）王宮が神殿に優越した「王宮都市」。

新しい王権の座、帝国の行政首都として作ら

れた計画都市であり、それぞれ王宮と軍事基

地を要する 2 つの小高いアクロポリスが市壁

に沿って築かれた。特にそれまで都市のなかっ

た処女地に作られた Dūr-Šarrukin は、正方形の

市壁を持っていた。

・	 Babylon（新バビロニア時代、前 6 世紀）：神

殿が中央にある「神殿都市」であり、南メソ

ポタミア都市の典型とは言えない四角形の市

壁に囲まれながらも、南メソポタミアの伝統

を継承していると言える。バビロンを含めた

ニップル、シッパル、ウル、ウルクなどの神

殿を中心に発達した南メソポタミアの都市社

会は、都市の「特権 kidinnūtu（免税や自治）」

が認められれば、外来の支配者の政治的権威

（アッシリア、カルデア王朝、アケメネス朝

ペルシア）を受け入れている。こうした特権

都市としてのステータスは、後代のヨーロッ

パの自治都市と通ずるところがあるかも知れ

ない。

・	 Persepolis（前 5 世紀）：メソポタミア都市の範

疇からはいささか外れるのだが、個性的な例

として、ペルセポリスに触れる。アケメネス

朝ペルシアの王は、スサ、バビロン、エクバ

タナなどを移動しながら過ごしており、ペル

セポリスは、儀式の場として使用された儀礼

都市・祭礼都市と考えられる。市民が住む空

間はなかった。

以上、著しく雑駁であることを恐れながらも、

異なる時代、地域，国家において都市は多様な役

割を担いながら、異なる景観、機能、構造を獲得

していったことを例示した。こうした個別の事例

について、時代と地域の比較格子の中において、

その個性を把握しながら、可能な限り、総体とし

てのメソポタミア都市の姿を捉えることが求めら

れるのであろう。

ご質問を受けて
以下、三浦先生がご講演の中でメソポタミア

都市文明に関して発せられたご質問をうけて、私

のコメントを備忘録的に記しておくことを許され

たい。

ご質問１：古代メソポタミアの人々は、何のため

に戦ったのか？ 戦利品、金属・貴金属・木材の

入手のためか？交易では得られなかったのか？ 

王の権威の誇示？

戦いの原因は、以下の例のように種々確認で

きる。

・	 領土争い：シュメル初期王朝時代 III 期（前

2400 年頃）には、南メソポタミアの沖積平野

に 30 以上の都市国家があり、それぞれが 15 

km 程度の後背地を持ち、そこには、都市に
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従属する村落と耕作地があったと考えられる。

これがさらに拡大しようとすると、都市の領

域が接して、勢力争いに発展。都市国家間には、

多くの戦争が生じていたことが、文書資料か

らうかがい知れる。

・	 交易の利権：例えば前 20 世紀のアッシュルの

商人のコロニーが中央アナトリアのカニシュ

（現キュルテペ）にあったが、そこから出土し

たアッシュルとアナトリアの領主との協定文

書において、アッシュル側は、アッシュルの

南のメソポタミア南部の商人がアナトリアに

来ても商売をさせないように求め、メソポタ

ミア南部の者を捕らえた場合、アッシリア側

に処刑させるように治外法権を要求している。

商業上の利権が争いに通じる緊張関係の端的

な例である。

・	 覇権主義：イデオロギー的に覇権主義を良

しとする場合があった証拠もある。例えば、

ruppuš māt Aššur 「アッシュルの地の領土を拡大

する」という文句がアッシリア王の戴冠式で

唱えられる（領土国家～帝国としてのアッシ

リアの王の戴冠式の儀礼）など、政治思想的

に「領土の拡大」が称揚された。その背後には、

商業圏を拡大する、税収を増やす、貢納を得

るという経済的理由も想定される。

ご質問 2：家政組織（公的経営体）の内外で、個

人ベースでの生業や取引がどの程度存在したの

か？ 市場や商店はあったのか？ 穀物市場は？

・	 ウル第 3 王朝期（前 21 世紀頃）の南メソポタ

ミアでは、行政経済文書に照らすとき、公的

経営体が社会経済のほとんどを掌握する社会

があったように見えるが、前２千年期以降の

メソポタミアでは、私的経済文書（個人間で

の売買、ローン、労働に関する契約）が多く

発見され、私的経済が発達する。時代（と地域）

によって偏差が認められる。

・	 K. Polanyi の「無市場経済」論といったプロボ

カティブな議論を受けて、古代社会の市場の

存在は 20 世紀半ばから盛んに議論された。都

市域に考古学的に市場の存在を確認するのは

容易でないが、文書資料は、売買における価

格や市場原理をはっきりと証明する。例えば、

前 2 千年紀前半の南北メソポタミアに例を取

ると、国家商人や私的な大規模経営者による

遠隔地交易のための商業地区として kārum「港、

河岸」という商取引の場所があり、mahīru 「売

買の場」、bāb mahīri 「売買の門」、bīt mahīri 「商

店、出店」、mahīr āliya「私の都市の市場」と

いった表現も文書中に認められるし、kappu-

という器が「売買の場」で麦やゴマを計るた

めに使われていたことも分かる。また、sūqu

「通り」での売買の証拠もあり、都市の通りや

広場で売買が行われていたと考えられる (C. 

Zaccagnini, “Markt,” Reallexikon der Assyriologie 

und Vorderasiatischen Archäologie 7 [1987–90], 

pp. 421–426）。

ご質問 3：粘土板文書の行政文書（とくに経営帳

簿）は何のために詳細に記録したのか？契約文書

はだれが保管したのか？ 読解したのはだれか？

書記、裁判官か？ 粘土板文書の書字システムは

なぜ終焉したのか？何に置き換わったのか？
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・	 行政文書の目的：ここで問題になっているシュ

メル初期王朝時代やウル第 3 王朝時代の行政

文書は、神殿や王宮などの大きな経営体の出

納管理（穀物・家畜・物品の集積と臣下への

再分配）、土地管理、労働力管理、収穫量・生

産量・分配の計算、家畜管理などを目的する

もので、特にウル第 3 王朝期の文書行政は、

後の時代にも見られない徹底した文書管理記

録として知られている。

・	 契約書は、売買契約であれば、買い手（と売

り手）、ローンであれば債権者と債務書双方。

つまり、基本的に契約後の権利者（あるいは、

契約した両者）が保管していた。

・	 文書を読み書きしたのは、書字システムが発

生して以来、基本的に専業の書記だったが、

古バビロニア時代（前 19 世紀以降）には、識

字率は上昇したとする研究者もある。少なく

とも族長や商人の中には、識字能力のある者

がいたと考えられ、簡素なボキャブラリーと

書字方法が、広く普及していった兆候は認め

られる。

・	 楔形文字アッカド語による文書作成（行政文

書、契約文書、書簡、宗教文書、科学文書、文学、

etc.）の終焉は、政治的に楔形文字粘土板文明

の担い手であったメソポタミア在地の王権が

世界支配の舞台から消えたこと、アラム語や

ギリシア語が公用語として領域を拡大し、そ

れらの言語を記す文字として使い勝手の良い

線文字アルファベット、書字媒体としてのパ

ピルス（niyāru）が普及したことによって、取っ

て代わられたと考えられる。

ご質問４：学識者（書記）や行政官の育成方法は？
・	 edubba（「粘土板の家」の意？）という書記学

校の存在が知られている。メソポタミアには、

古バビロニア時代（前 2 千年紀前半）には、

メソポタミア南部発祥のかなり共通した書記

教育のカリキュラムがあり、それが各地に伝

播したことが、確認される。ウル第 3 王朝期

（前 21 世紀）には、公的な書記学校があった

可能性もなくはないが、古バビロニア時代に

は、比較的小規模の寺子屋のようなスペース

だったらしい。書記学校の痕跡を示す粘土板

群が各地で発見されている。書記教育のカリ

キュラムとしては、音節文字表、人名・神名表、

百科辞書的語彙リスト、複雑な文字のリスト、

度量衡、行政文書・契約文書の見本などが、次々

と学ばれた後、シュメル語（後の時代にはアッ

カド語）の文学作品が教材として手写された。

書記たちが作品の最後に記した奥付にある記

録者の名とその系図の研究から、書記の職能

は代々、家系の中で引き継がれたことが知ら

れている (cf. 山田重郎「古代メソポタミアの

書記教育」『中東・オリエント文化事典』, pp. 

622f.）。

・	 付記 「楔形文字とメソポタミアの諸言語」：シュ

メル語（言語系統不明の膠着語）は、前 21 世

紀のウル第 3 王朝時代に話語としては使われ

なくなり、以後は、書記サークルの文化言語

として楔形文字文明の終焉まで継承された。

もっとも多くの文書が残っているアッカド語

は、シュメル語を書くために発明された書字

システムによって書かれたセム系言語で、ア

ラビア語やヘブライ語と類似した語彙が多く

含まれる。その他にも多くの別系統の言語（フ
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リ語、ヒッタイト語、ウラルトゥ語、エラム語、

古代ペルシア語など）が、同様あるいは異な

る楔形文字の書字システムで書かれている。

以上、思いつくまま記したところも少なくない

が、ご寛恕されたい。三浦先生のご講演に感謝し

つつ、脱稿する。
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2021 年度に開催した研究会・シンポジウム・講演会

C01- 計画研究 06 第 13 回研究会トルコ・カッパドキアの聖シメオン教会の保存に関するオンライン研究会（第 2 回）
日時：2021年 4月 1日（木）13:30–

会場：オンライン開催
プログラム：
谷口 陽子（筑波大学） 「聖シメオン教会の保存に関するプロジェクト概要」
菅 原 裕文（金沢大学）「カッパドキア岩窟聖堂のデジタルドキュメンテーションの可能性と活用法―アギオス・
シメオン・スティリティス聖堂の事例から」
伊庭 千恵美（京都大学）「微小環境モニタリングの解析」
高嶋 美穂（国立西洋美術館）「クロスセクションの分析、膠着材の分析（ELISA および LC-MS）」

領域全体研究会（特別講演）
日時：2021年 5月 13日（木）19:00–21:00

会場：オンライン開催
講師：布野 修司（日本大学）
題目：「都市のグローバルヒストリー：「世界都市史の諸段階」あるいは「都市の形とその系譜」」

C01- 計画研究 05 第 21 回研究会「ローマ都市―西アジア都市との比較考察に向けて」
日時：2021年 6月 28日（月）15:00–18:30

会場：オンライン開催
プログラム：
報告１　堀 賀貴（九州大学）「ポンペイ，ヘルクラネウム，そしてオスティア，古代ローマの三大都市遺跡」
報告２　大清水 裕（滋賀大学）「タキトゥス『年代記』に見る小アジア諸都市とローマ帝国支配」
報告３　増永 理考（京都大学）「色めく都市―ローマ帝国下小アジアにおけるギリシア都市の相貌」

A01- 計画研究 01 第 15 回研究会
日時：2021年 7月 24日 (土）15:00–17:00

会場：オンライン開催
発表者：近藤 修（東京大学）
題目：「西アジア初期定住化集団、ハッサンケイフ遺跡出土人骨の形質人類学」

領域全体研究会（特別講演）
日時：2021年 7月 19日（月）19:00–21:00

会場：オンライン開催
講師：三浦 徹（お茶の水女子大学、東洋文庫研究員）
題目：「都市社会の連続性： 西アジアの古代とイスラーム」

A01- 計画研究 01 第 16 回研究会
日時：2021年 10月 2日、3日 13:00–17:30

会場：オンライン開催
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プログラム：
1日目：10月 2日（土）13:00–17:30

三宅 裕（筑波大学）「西アジア新石器時代における公共建造物とその社会的意味について」
常木 晃（筑波大学）「西アジアにおける物資管理システムの始まりと発達」
本郷 一美（総合研究大学院大学）「新石器時代のティグリス川上流地域における生業：狩猟、家畜化、家畜の受容」
丹野 研一（龍谷大学）「西アジア考古植物研究の実例～遺跡調査結果と実用化」
2日目：10月 3日（日） 13:00–17:30

久田 健一郎（筑波大学）「タペ・チャハマック遺跡の地質学的立地－石器素材と古代交易ルート」
有村 誠（東海大学）「石器製作にみられる “専業化 ” の実態とその変遷」
前田 修（筑波大学）「西アジア先史時代の物資交易：黒曜石・ビチュメン交易の展開」
板橋 悠（筑波大学）「人骨から見る社会の大規模化と世帯の解体」

A01- 計画研究 01 第 17 回研究会
日時：2021年 11月 6日（土）15:00–17:00

会場：オンライン開催
発表者：川島 尚宗 （広島大学）
題目：「縄文時代における狩猟採集社会の複雑化」

領域全体研究会（特別講演）
日時：2021年 11月 24日（水）18:00–20:00

会場：オンライン開催
講師：城倉 正祥（早稲田大学文学学術院、東アジア都城・シルクロード考古学研究所）
題目：「唐代都城の成立と展開―発掘遺構を中心に―」

A01- 計画研究 01 第 18 回研究会
日時：2021年 12月 4日（土）15:00–17:00

会場：オンライン開催
発表者：覚張 隆史（金沢大学）
題目：「パレオゲノミクスで可視化する人類集団の混血史」

B01- 計画研究 04 第 5 回研究会
日時：2021年 12月 6日 (月）11:00–12:00

会場：オンライン開催
話題提供：下岡 順直（立正大学）
題 目：「Tell Umm al-Aqaribの三日月型砂丘のルミネッセンス年代測定と風向風速解析 ：古代メソポタミア都市遺
跡を呑み込む砂丘列の移動を解明する」

A02- 計画研究 02 第 17 回研究会
日時：2021年 12月 15日（水）18:00–19:30

会 場： 筑波大学 西アジア文明研究センターおよびオンライン同時開催
発表者：Timothy Scott Hogue（University of Tsukuba）
題目："Building Sam'al: Crafting Cityscapes to Create Communities"
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B01- 計画研究 04 第 6 回研究会
日時：2021年 12月 21日 (火）12:00–13:00

会場：オンライン開催
話題提供：若狭 幸（弘前大学）
題目：「宇宙線生成核種濃度から推定したジャルモ遺跡の地表面露出年代と地形面の浸食」

A02- 計画研究 03 第 9 回研究会
日時：2021年 12月 21日 (火）19:00–20:00

会場：オンライン開催
発表者：矢澤 健（東日本国際大学エジプト考古学研究所）
題目：「エジプト中王国時代のセトルメント・パターンと砂漠の道」

A02- 計画研究 02 第 18 回研究会
日時：2022年 1月 19日（水）18:00–19:30

会場：オンライン開催
発表者：佐野 克司（筑波大学人文社会系）
題目：「新アッシリア帝国における捕囚民の統合と民族的アイデンティティ」

C 01- 計画研究 06 第 14 回研究会 ”International Research Meeting on Scientific Studies for Cappadocia Site: St. 
Simeon church and surrounding regions”
日時：2022年 1月 27日 (木）17:00–19:00

会場：オンライン開催
プログラム：
SUGAWARA Hirofumi"On the Development of the Monastic Community in Göreme and Çavusin"

S ANO Katsuhiko"Characteristics of tuff rocks in Paşabağ (Valley of the Monks) and deterioration by exposure to the outdoor 

environment"

A nnalaura CASANOVA and Giulia CANEVA"Investigation on phototrophic communities growth in the Cave Church of St. 

Simeon (Pasabagi):detection and valuation of biodeterioration processes"

TANIGUCHI Yoko and NARITA Akemi"Painting technology of the wall paintings of St Simeon"

領域全体研究会（特別講演）
日時：2022年 1月 29日（土）15:00–17:00

会場：オンライン開催
講師：關 雄二（国立民族学博物館人類文明誌研究部）
題目：「アンデス文明における神殿と都市」

C01- 計画研究 05 第 22 回研究会『都市からひもとく西アジア―歴史・社会・文化』書評会
日時：2022年 2月 11日（金・祝）13:00–17:00

会場：オンライン開催
プログラム：
第 I部「都市をつくる―建設・形成と発展」
第 II部「都市に生きる―人びとと都市社会」
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第 III部「都市を活かす―政治的・経済的機能」
第 IV部「大都市を彩る―三都物語」
討論者：
亀谷 学・柳谷 あゆみ・塩野崎 信也・大矢 純・谷口 淳一・杉山 雅樹・中町 信孝・栗山 保之・櫻井 康人・山口 昭彦・
木村 暁・田中 雅人・守川 知子・深見 奈緒子・川本 智史・稲葉 穣・松原 康介

A02- 計画研究 02 第 19 回研究会
日時：2022年 2月 16日（水）18:00–19:30

会場：オンライン開催
発表者：長谷川 修一（立教大学）
題目：「可視領域解析から見た都市間ネットワークの形成̶南レヴァントの事例から」

領域全体研究会
日時：2022年 3月 5日（土）13:00–18:00

会場：オンライン開催
プログラム：
基調講演　山田 重郎（筑波大学）「古代メソポタミア都市の系譜」
コメント 1　河合 望（金沢大学）「古代エジプトとの比較から」
コメント 2　守川 知子（東京大学）、松原康介（筑波大学）「近現代の西アジア都市との比較から」
各計画研究の研究状況報告：
計画研究 1　前田 修（筑波大学）「西アジア新石器時代における景観の認識」
計画研究 2　柴田 大輔（筑波大学）「古代メソポタミアにおける都市と神殿：概略」
計画研究 3　周藤 芳幸（名古屋大）「ヘレニズム時代エジプトにおける都市と港」
計画研究 4　若狭 幸（弘前大学）「地表面露出年代の推定によるジャルモ遺跡周辺の古景観」
計 画研究 5　守川 知子（東京大学）「『都市からひもとく西アジア：歴史・社会・文化』（勉誠出版、2021年 12月）
を上梓して」
計画研究 6　松原 康介（筑波大学）「現代都市計画における地域文化の再現」

C01- 計画研究 06 第 15 回研究会
日時：2022年 3月 10日（木）　16:00–18:00

会場：兵庫県立淡路景観園芸学校およびオンライン同時開催
プログラム：
趣旨説明：松原 康介（筑波大学）
報告者：佐倉 弘祐（信州大学）
題目：「スペイン・バレンシアの都市形態に及ぼす歴史的灌漑用水路」
コメンテーター：新保 奈穂美（兵庫県立大学）
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