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第一章　文化遺産学研究

１－１　ウム ･ カイスの文化遺産学研究
The Studies for Cultural Heritage of Umm Qais 

松本 健 ＊

　ウム ･ カイスが国士舘大学調査隊の発掘調査地に選定されたのは、2004 年９月に JICA 主催のイラク文化遺産
復興のための国際セミナーの席において選定されたことによる。イラク戦後の文化遺産復興のために各国はその
復興のための支援をどう進めていくべきかと検討を進めていたが、治安の悪化により現地での活動ができなくな
り、UNESCO を中心として第三国においての文化遺産の研修が提言された。これを受けて JICA はどのようにこ
の研修を進めていくかということで、アンマンに専門家を集め討議した。その席で私は、実際に遺跡で発掘前の
自然環境調査、立地条件の調査、そして発掘調査、保存修復、活用などを一貫して長期にわたって実施していく
ことが、その研修効果が文化遺産の復興につながることを訴えた。この訴えにヨルダン考古局ファワーズ長官（Dr. 
Fawwaz）が賛同し、ウム ･ カイス遺跡の提供がなされた。これにより、ウム ･ カイスにおいて実際に測量、記録、
発掘、修復、活用などの段階を追って、具体的にそれに必要な項目を調査研修しながら進めていくことになった。
具体的にウム ･ カイスの遺跡のどの場所かということについては、長官、イマード氏（ウム ･ カイス DOA 事務
所の責任者）、ドイツ隊の隊長クラウディア女史の意見を聞いて設定した。その目的は一般の生活を明らかにす
ることとした。
　そのためには初期ローマ市門と城壁を境にその城壁の内側と外側を調査地として選定し、その城壁の内側と
外側を発掘調査することによって、その実態を明らかにしていくことにした。以上のように研修の場としてウ
ム ･ カイスが設定されたことから、当初３年間はイラク人（15 人）、ヨルダン人（５人）を対象とした研修が主
体で調査も進められた。ただ他方、そうした中での調査方法にしても慎重かつ正確に記録するように指導し、そ
して調査結果を報告できるように、得られたデータを点検し、修正し、また取り直して、整理してきた。そして
2007 年の夏においては、８月の１ヶ月間の研修が終了した後も発掘調査の継続として、９･10 月の２ヶ月間の
発掘申請を DOA に申請し、発掘調査の認可を得て進めることになった。
　調査研究方法はデジタルによる記録法を取り入れた。具体的にはトータルステーションによるポイントのデー
タや写真測量によるデータの収集、そして 3D による情報収集とその情報の表現方法からみた考察である。ただ
このデジタル化に関しては従来のアナログ情報をデジタル情報に変換していく必要があることから、それらには
先端技術と機器そして時間と人手を要するが、それらを駆使して初めてトータルな膨大な情報を処理でき、それ
らの結果が教育そして観光に、また地元の人々にどのように還元できるかが明らかとなる。したがって、調査研
究の目的の大きな一つが如何に社会に調査研究の成果を還元するかということであるが、それにはそれに対応し
た調査方法も取り入れ、またデジタルデータの取得のための方法を取り入れていく必要がある。例えば、修復さ
らに復元して、人々に正確に、かつわかり易く解説する場合、今までは２次元情報からの復元図が主体であった。
そしてさらに３次元の立体的復元を実行されたこともあった。それらは一般には受け入れられても、研究者から
は根拠に乏しいとか、復元のしすぎと非難され、今ではこうした復元はほとんどなされていない。これは科学的
な情報が調査研究の中で得られていないこともあるし、その膨大なアナログ情報を処理できていないともいえる。
それが現代のデジタル分析技術をもってすれば、３次元復元のためのより詳細な情報とより膨大な情報を迅速に
正確に処理できるようになってきた。デジタル化と膨大な処理能力を駆使しながら、調査研究を進め、その結果
を瞬時に一般に公開しながらそして社会とともに文化遺産学を進めていく。そのことが研究の進展と社会への還
元に繋がることによって、文化遺産学研究が成立することになる。
　そのような文化遺産学研究はヨルダン、ウム ･ カイス遺跡が調査研究の対象となっているが、それは単に発掘
調査だけの遺跡ではない。それは、実際に自然環境を観察し、分析し、測量し、発掘し、修復し、活用をフィー
ルドにて実践しながらの研究を目的としたものである。また従来のように文化遺産を対象にした研究は、各研究

＊ 国士舘大学イラク古代文化研究所
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分野、例えば考古学、文献学、歴史学、或いは地理学などの単一分野の研究ではなく、文化遺産をとおして、人文、
自然、社会分野の各々を学際的かつ総合的におこなう研究である。それは単独に調査研究したものを一つに統合
しただけではなく、各分野が文化遺産を通して真理探究のための学際研究を進めるとともに、それをさらに社会
にどのように役立てるか、そのためにはどういう調査研究法をとるべきか、どのような修復や復元をすればいい
か、またどう活用していけばよいかを含めた研究をおこなうことによって、文化遺産研究が社会に活かされる学
問となりうる。そのような文化遺産研究を「文化遺産学」と仮称し、その研究を試みる。

2005 ～ 2008 年度イラク文化遺産研修及び文化遺産学調査団

松本 健　　　研究代表者、国士舘大学イラク古代文化研究所
西浦 忠輝　　国士舘大学イラク古代文化研究所
戸田 有二　　国士舘大学文学部史学地理学科考古 ･ 日本史学専攻
長谷川 均　　国士舘大学文学部史学地理学科地理 ･ 環境専攻
後藤 智哉　　国士舘大学大学院人文科学研究科博士課程
柴田 英明　　国士舘大学理工学部理工学科都市ランドスケープ学系
岡田 保良　　国士舘大学イラク古代文化研究所
東郷 正美　　法政大学社会学部
小野 勇　　　国士舘大学理工学部理工学科都市ランドスケープ学系
川上 直彦　　国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員
片多 雅樹　　福岡市埋蔵文化財センター
藤田 浩明　　財団法人大阪市文化財協会
江添 誠　　　慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程
岩田 玲子　　国士舘大学イラク古代文化研究所
富田 富喜夫　ボランティア
Jaffar Talafha　　　　　　 国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
Noor al-Houda al-Soukhni　国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
吉武 隆一　　国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員
鈴木 和也　　国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
平山 優　　　国士舘大学大学院グローバルアジア研究科修士課程
小谷 直嗣　　国士舘大学大学院グローバルアジア研究科修士課程

国士舘大学学生：庄司 良祐、飯山 修平、森田 悠起子、柳瀬 康一朗、今中 洋輔、今井 昭俊、福原 健司、
藤岡 雅、関川 美奈、戸城 俊介、小森 高大、稲田 綾香、佐藤 有彩、布施 洋子

事務局
小谷 正己　　学校法人国士舘法人事務局長
島崎 博　　　国士舘大学教務部学術研究支援課
海老沢 尚　　学校法人国士舘財務部経理課
高田 作郎　　国士舘大学イラク古代文化研究所
岩田 玲子　　国士舘大学イラク古代文化研究所
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第二章　ウム ･ カイスとその周辺の地理的調査

２－１　ヨルダン渓谷北部ウム ･ カイス遺跡周辺の自然環境
Natural Environment around the Umm Qais Remains in the Northern Part of Jordan Valley

長谷川 均 ＊

　本稿では、国士舘大学文化遺産研究プロジェクトの拠点となったヨルダン ･ ハシミテ王国（以下ヨルダン）の
ウム ･ カイス遺跡周辺地域の自然環境を、現地調査と先行研究からまとめたものである。本稿をまとめるにあたり、
現地調査は 2005 年３月と８月に実施した。なお、2008 年の３月と８月にヨルダン天然資源庁（NRA）と共同で行っ
た活断層調査で得た知見も一部で使用する。
　ウム ･ カイス遺跡の周辺地域は、イスラエルなどとの国境に隣接することから軍の管理下にあり、自由に野外
調査を実施できる状況にない。車を止めることすらできない地域もあり、車窓からの観察だけで記述しなければ
ならないケースもしばしばある。そのような事情で、本稿は予察的な記述が多い。本稿ではまず、ヨルダン渓谷
北部の自然環境を記載した後に、ウム ･ カイス地域の地形・地質を中心にまとめることにする。

Ⅰ　ヨルダンの地理的な特徴

　ヨルダン ･ ハシミテ王国（以下ヨルダン）は 89,213km2 の面積をもつが、これは日本の北海道よりやや広い
程度の広さである。また、ヨルダンの北端と南端の緯度は、北緯 33°23 と北緯 29°10 であるが、これは日本の
九州北部から奄美大島付近の緯度に相当する。ヨルダンは、北でシリアと、南と東でサウジアラビア、北東でイ
ラクと接し、西はイスラエルとパレスチナのヨルダン川西岸地域と接している（図１）。海岸は、ヨルダン南端
のアカバ湾岸でみられるが海岸線の長さはわずか 30km ほどである。
　ヨルダンで標高のもっとも高い山は、ヨルダン高地（後述）南部にあるラム山で 1,754m であるが、その一方
で国土の 20% は海面下にあり、ヨルダン渓谷の中央に位置する死海の現在の湖面高度は海面下約 410m 程度で
ある。アカバ湾と死海やヨルダン川は、ヨルダンの西部を南北に走るヨルダン渓谷にある。このヨルダン渓谷は、
アフリカから紅海を経てトルコへつながる大地溝帯の北端に位置する（図１、２）。大地溝帯は、両側を断層で限
られた深く長い窪地であるが、北部のガリラヤ湖付近で海面下約 210m、死海湖面で海面下 410m（年々低下し
ている）であり、世界で最も低い土地となっている。この低地を南下し死海に注ぐ川がヨルダン川である。また、
いっぽうアカバの北方約 75km にヨルダン渓谷の谷中分水界がある。この付近から死海に向かって北へ流下する
多数のワジ（涸れ川）があり、この地域がアラバの谷（ワジアラバ；後述）とよばれる地域である。
ヨルダン渓谷以東のヨルダンの地形は、西高東低といわれる。ヨルダン渓谷に臨む断層崖の西側は南北に沿って
高地（ヨルダン高地）が続くが、それより東は徐々に高度を減じてサウジアラビアの砂漠地帯へと続くからである。
このように、ヨルダンは１）ヨルダン渓谷、２）ヨルダン高地、３）東部の砂漠（ヨルダン砂漠）という三つの
大きな地域に分けられることになる。
　ここで、文化遺産研究プロジェクトの拠点となったウム ･ カイスが位置するヨルダン西部のヨルダン渓谷周辺
の自然環境を説明することにする。なお、本稿で使用する地名は、おもに金子（1997）、杉本（2008）にしたがった。
本稿は、遺跡周辺の現在の自然環境に関してまとめたものである。過去の環境変遷に関する情報は、現地調査か
ら得ることができなかった。なお、ヨルダン周辺の景観の変遷に関しては、最近になって Carlos E. Cordova（2007）
がまとめている。この研究は、過去一千年程度に限ったものであるが Geoarchaeology と Cultural Ecology の観
点から、植生などの変遷をまとめたものである。E.J.Van Der Steen（2003）によれば、ヨルダン渓谷の景観は約
50 年前から近代的な農業の導入によって劇的に変化したとされる。灌漑の導入や技術の進歩、農業技術の改良
や近代的な設備の導入で、自然が色濃く残っていたヨルダン川流域は、急速に野菜や果実の一大生産地へと変貌
するとともに、土地改変と土地利用の変化が急速に進行した。

＊ 国士舘大学文学部史学地理学科地理・環境専攻
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Ⅱ　ヨルダン渓谷周辺の自然環境

１）地形・地質
　ウム ･ カイス遺跡は、ヨルダン渓谷北部の台地上に位置する。アジアの西端、地中海の東に位置するこの地域
には、アラビアプレートとアフリカプレート（シナイ半島の部分をシナイプレートとする場合がある）の境界が
ある。ヨルダン渓谷は、アラビアプレートの西縁にあたり、両側を断層で限られた幅 10 ～ 20km ほどの地溝を
形成している。また、ヨルダン渓谷は、アフリカ大地溝帯から続くプレート境界の北部にもあたり、北端はアラ
ビアプレートとユーラシアプレートの境界まで続く（図１、２）。ヨルダン渓谷とよばれるのは、地形的には紅海
から北東に入り込んだアカバ湾から、この北端の部分までのことであるが、一般には湾奥部のアカバから、ガリ
ラヤ湖付近までの約 350km をさすことが多い。
　ウム ･ カイス一帯の地域は、シリア、イスラエル、ヨルダン川西岸地区に接している。この地域は、南レヴァ
ントとよばれる古代イスラエル王国周辺を指す地域の一部分でもある。南レヴァントは、地中海から東に向かっ
て海岸平野、中央山地、ヨルダン渓谷、トランス ･ ヨルダン高地の、南北に走る帯状地域に分けられる（図１）。
死海の西に中央山地のユダの荒地、東にトランス ･ ヨルダン高地のモアブの高地が南北に延び、死海の北にヨル
ダン川、南にアラバの谷がある。二つの谷はいずれも海面下 410m の死海に下る。
　ユダの高地は地中海へ緩やかに続くが、東側のヨルダン渓谷との境界は崖である。モアブの高地も東の砂漠地
帯へ緩やかに下るが、西の渓谷との境界はやはり崖をつくる。この地域はアフリカから続く大地溝帯の北端に位
置し、南北に延びる巨大な凹地は、両側を併走する複数の断層で限られた地溝帯をつくる。
　地溝の崖といっても、切り立つ壁が両側にそびえるわけではない。この部分では、中生代白亜紀の堆積物から
なる急斜面が、比高 1,000 ～千数百 m 程のヨルダン渓谷の谷底へ降りてゆく。斜面を下るワジは、大地を切り
裂いて死海へ続くが、時には濁流であふれる暴れ川となる。ここには、隆起する崖に特徴的な大規模な地すべり
が多数分布する場所もあれば、扇状地が崖沿いの谷底に続く場所もあり、ダイナミックな地形が展開する。なお、
断層崖下のヨルダン渓谷は、第四紀を通じて湖成環境が継続していたことから、リサン層とよばれる上部更新統
の湖成堆積物や現世の堆積物で被われている。
　ガリラヤ湖からアカバ湾までのヨルダン渓谷は、海抜高度や地形・地質的な特徴から北から順に次の３つの地
域に分けられる。まず、１）ガリラヤ湖周辺の海抜 -210m 付近の地域､ ２）死海周辺の -410m 付近の地域、３）
死海南部からアカバ海岸までのワジアラバ（Wadi Araba）とよばれるワジと荒地からなる地域である（Wadi と
は涸れ川、Araba とは荒地の意味）。ガリラヤ湖から死海までのヨルダン渓谷北部は、ヨルダン川の沖積低地に
あたる。ここでは現在、両岸でヨルダン川の水や地下水を利用した大規模な灌漑農業が営まれている。南部の
Wadi Araba は紅海に近く、植生の乏しい地域である。ここでは、古生代の砂岩からなる山地や砂丘、先カンブ
リア代の結晶質の岩石などが露出した荒地が広がっている。
　ヨルダン渓谷の東側には、標高数百～ 1,000m のヨルダン高原が南北に連なる。高原は東側へ緩やかに下り、
やがてシリア砂漠につながる。いっぽうヨルダン渓谷の西側はイスラエル領で、標高数百～ 1,000m ほどのエフ
ライムの高地、ユダの高地などが南北に連なり､ その西側は数十キロを経て地中海に緩やかに下る。両側とも、
渓谷からの比高は最大で 1,000m 以上に達する（図 2）。
　なお、ヨルダン渓谷の北端に位置するガリラヤ湖（Sea of Galilee）は、ローマ帝国統治時代にはティベリアス
湖とよばれ、またヘブライ語では竪琴の形状に似ることからこれを意味するキレネット湖ともよばれる。この湖
の北には、1950 年代までフラ湖（Lake Hula､ 長さ 5.3km、幅 4.4km、面積 12 ～ 14km2、水深 1.5m（夏）～
3m（冬））が存在したが（図３）、現在は周辺の湿地とともに排水工事が行われ、ほとんどが農地などに変わり
わずかに湿地が残るだけである（D. Kaplan, A. Kadmon､ 1999）。

２）気候
　ヨルダンの主要都市アンマン、ザルカ、イルビット、サルト、マダバ、アカバのうちアカバ以外の５つは 700
～ 1,100m の高所に位置する。そして、それらは地中海性気候の地域である。地中海性気候の一般的な特徴として、
夏は亜熱帯高圧帯に入るために乾燥し、冬は亜熱帯高圧帯に入り、また湿った偏西風の影響で一般に雨が多くな
る。実際にヨルダンの西側では、11 月から３月までの比較的雨の多い季節とそれ以外の乾燥した季節に分けられ、
典型的な地中海性気候の特徴をもっている。ヨルダン渓谷一帯は、おおむね湿った地中海からの西風の影響下に
あるが、時には砂漠から吹く乾燥した東風の影響を受けることもある。
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図３　1925 年発行の地図に描かれたヨルダン渓谷北部ガリラヤ湖の
北にフラ湖が見える。1950 年代に干拓によってフラ湖は消失した。

図２　ヨルダン、シナイ半島付近の地形
SRTM DEM（スペースシャトルによって取得された 30" メッシュの
デジタル標高モデル）をもとに作成した等高線間隔 200m の地形図。

図１　ヨルダン渓谷周辺の地形
中央がヨルダン渓谷。渓谷に沿って東側にヨルダン高地が南北に続
く。ウム ･ カイスは、ヨルダン高地の北端に位置する。
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　ヨルダン渓谷北部の月平均気温は 15℃～ 30℃であり、湿度は 30 ～ 70% の範囲にある。卓越風向は西あるい
は南西であるが、冬から春にかけては東寄りの風に変わる。ヨルダン渓谷では、気温の変化が大きく冬期には厳
しい霜害が発生することがあるいっぽうで、夏期には 40℃～ 50℃近い高温にさらされることもある。ヨルダン
北部の降水量の大部分は雨によってもたらされるが、ヨルダン高地では時に降雪をみることもある（Basem K.Moh’
d、2000）。
　ヨルダンの東側は、年降水量がおよそ 120mm 未満であるが、ヨルダン渓谷の東側に連なるヨルダン高地では
南部で 300mm 程度あり北に向かって徐々に増加して、北部ではおよそ 400 ～ 500mm 程度になる（図４）。図５に、
ウム ･ カイスから直線距離で 20km 東南に位置するイルビットの雨温図を示す。イルビットの降水量は、11 月
から３月までの５ヶ月間で年間の 90％を占め、この時期が明瞭な雨期、それ以外が乾期（４月から 10 月）とな
る。気温は冬の雨期に低く夏の乾期に高い。1976 年から 2005 年までの 30 年間の資料をみると、年降水量の最
小値は 214mm（1999 年）、最大値は 878mm（1992 年）、年平均降水量は 469mm であった。年降水量の変動
は非常に大きく、標準偏差は 153.3 であるが降水量の経年変化に一定の傾向は認められない。また、月降水量の
変動も大きく、１ヶ月間にその年の年降水量の大部分が降るような年もある（図６）。
　ウム ･ カイスの気候もほぼイルビットと同様に推移していると推定されるが、地形条件や都市の規模が異なる
ため、降水量、気温などの気候要素は多少異なることが予想される。ウム ･ カイスの気象データは、本プロジェ
クトで西浦忠輝が長期にわたり観測・取得しており、詳細は別項で述べられるであろう。

図４　ヨルダンにおける年平均降水量の分布（mm）
D.L.Kennedy(2004) を一部改変。ヨルダン高地に沿って降水量が多
く、また北部ほど多い。

図６　イルビットにおける 30 年間の年・月降水量の変化
降水量は非常に著しい変化をみせる。曲線は年降水量、破線はその
近似値を示すが増減に一定の傾向は無い。http://met.jometeo.gov.jo
の 1976 ～ 2005 年のデータより作成。

図５　イルビットの雨温図
雨期（11 月～３月）と乾期（４月～ 10 月）をもつ典型的な地中海
性気候で、イルビットの西 20km ほどに位置するウム ･ カイスも同
様の気候である。http://met.jometeo.gov.jo の 1976 ～ 2005 年のデー
タより作成。
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Ⅲ　ウム ･ カイス遺跡の地理的位置と地形・地質　

　ウム ･ カイス遺跡はヨルダン高地の北端にあり、ヨルダン渓谷を臨む台地上に位置する（図７）。ここではまず、
ウム ･ カイス周辺の地勢について記載し、その後にウム ･ カイス周辺の自然環境を説明する。ウム ･ カイス遺跡は、
ヨルダン渓谷から比高 550m ほどの標高約 330m の平坦な台地上に位置する（図７、８）。この台地は、西に広
がる扇形の平面型をなし、東に向かって高度を増す。台地面の広さは約 20km2 で、東西・南北ともに最大長は
３km ほどである。この台地を本稿ではウム ･ カイス台地とよぶことにする。ウム ･ カイス台地直下のヨルダン
渓谷の標高は海面下 210m 程度である。

図７　ウム ･ カイス台地の地形
ウム ･ カイス台地は渓谷側に広がる扇形の平面形をなす。東に向かって高度を増すが、概ね平坦な地形をもち、
現在は農耕地として利用されている。ヨルダン渓谷側の断層崖には地すべりに由来すると思われる小崖と平
坦面がある。AMS（旧米国陸軍地図局 (U.S. Army Map Service）の 1959 年発行の１:50,000 地形図「BAQURA」
より一部を引用。

図８　ウム ･ カイス台地の三次元地形図
SRTM DEM と合成した AMS 地形図。西方のイスラエル上空から眺めおろした構図で作成した。手前左側から、
ゴラン高原、ウム ･ カイス台地が渓谷沿いに連なる。両者の間を流れているのがヤルムーク川である。
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　ウム・カイス台地と南北に続くヨルダン渓谷との間は断層崖を成しているが、この崖の部分には台地面のほか
に、最大で５面程度の細長く幅の狭い平坦面とそれらを限る小崖が形成されている（図７、８、９-G）。これら
の平坦面と小崖の分布は、かなり部分的であり連続性を欠いている。台地の西側に存在するこれらの小崖と平坦
面は、周辺の地形や分布の特徴から断層崖に生じた地すべりにより形成された面と小崖と推定される（図９-G）。
なお、小崖の前面には玄武岩の岩塊が集まり岩海状の地形が見られることも、この地域の断層崖の特徴である。
　ウム ･ カイス台地の北側には、北東方向のシリア領から流下しヨルダン渓谷でヨルダン川に合流するヤルムー
ク川の谷がある。この谷は、断層崖を横切る他の河川と同様に、地形を深く掘り込んで西に向かって流下する（図
９-J）。断層運動でヨルダン地溝帯の東側が相対的に隆起した後も、以前の流路を維持する先行谷の形態を成して
いるものであろう。侵食を受けた対岸（北岸）の深い谷壁は、ウム ･ カイス台地の上からも見ることができる（図
９-H）。ただ、現在のヤルムーク川は水量が少なく、下刻作用が進行している状況ではない（図９-J）。なお現在
流量が少ない理由は、上流のイスラエル領（イスラエル占領地のシリア）で建設されたという数多くのダムの影
響といわれている（The Jewish Virtual Library、1998）。なお、ヤルムーク川に沿って河岸段丘が形成され、段
丘面上には遺跡が見られる。
　ウム ･ カイス台地の北面は、ヤルムーク川の谷に向かって下るが、この斜面には大規模な地すべり性と思われ
る崩壊地が存在し、滑落崖にあたる部分は急傾斜地となっている（図９-I）。また崖下の斜面には、台地の西方を
広く被う玄武岩（図９-F）に由来すると思われる巨礫が岩海を形成している部分がある（図９-H）。
　ヤルムーク川は、ヨルダン北縁ではシリアとの国境線となっており、対岸はゴラン高原の南端にあたる（図９
-E）。ゴラン高原の南端部の標高は 330m 前後で、これはウム ･ カイス台地と同じレベルである。後述するように、
これら平坦面の基盤は、第三紀から第四紀とされる玄武岩によって構成されているが、その噴出源は現在までの
ところ明らかになっていない（A.Horowith、2001）。なお、ウム ･ カイス台地（標高 330m）の西側からヨルダ
ン渓谷へ下る道路沿いにこの玄武岩の露頭が続くが（図９-F）、標高 140m 付近まで玄武岩が観察され、それよ
り低いところでは固結し変成を受けたシルト岩あるいは石灰岩にかわる（玄武岩との境界は観察できない）。し
たがってこの道路沿いでは、玄武岩の厚さは 200m 前後と推定される。
　ウム ･ カイス周辺の地形図は、次章で後藤智哉が記載したとおりヨルダン、アメリカ、旧ソ連、イスラエル
などが作成したものが入手できる。地質図に関しても、デジタルアーカイブからのダウンロードをはじめと
して、複数の機関が作成したさまざまな時代のものが入手できる。本稿ではこれらの中から比較的新しいイ
スラエルとヨルダンの２種類の地質図（Sneh, A.Bartov, et al（1998）、Natural Resources Authority Geology 
Directorate,Jordan,2000）とその解説書（Basem K. Moh’d （2000））をもとに、ウム ･ カイス台地周辺の地質を
概説する。
　図 10 は、ヨルダン天然資源庁（NRA）が発行している一連の１:50,000 スケールの地質図のうちの一枚

（AsuShuna Ash Shamaliyya 図幅）から部分的に引用したものである。図の中央部分にウム ･ カイス台地を示した。
ウム ･ カイス台地は（S/B）の記号で示されているが、これは玄武岩の基盤の上に土壌層が分布していることを
示すものである。台地の西側の縁と断層崖の部分には Basalt( 玄武岩 )（B）や Umm Rijam Chert Limestone（URC）
が分布する。その西は、ヨルダン渓谷の沖積面で、新期の土壌層（S）が分布している。台地の北側斜面は大規
模な地すべり性の堆積物（L\S）で広く覆われ、その下方に Muwaqqar Chalk Marl（MCM）、玄武岩（B）、土壌
層（S）の狭い段丘面を挟んで北側にヤルムーク川が西流する。いっぽう、台地の東側のウム ･ カイス集落一帯は、
Umm Rijam Chert Limestone（URC）が広く分布している。この地域は、北のヤルムーク川や南の谷に向かって
深い谷が形成されている。なお、Muwaqqar Chalk Marl、Umm Rijam Chert Limestone は、白亜紀後期から古第
三紀頃の堆積岩である。上記の URC や MCM は、他の地質図では、Soft Limestone and Chalk、Marly Limestone 
and Chalk などと記載されている。いずれにしてもこの地域の石灰岩は、硬度の低い石灰質泥岩や泥灰岩の仲間
とみてよい。
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図９　ウム ･ カイス台地周辺の典型的な地形と地質　　
クイックバード衛星（2004 年取得データ）のカラー合成画像に SRTM を合成した三次元画像。A：ローマ水道の水源地 Ain et Turab。水源より
下流をみる。写真の左は河床底を覆う灌木。B：ウム ･ カイス集落東方の道路沿いに見られる Umm Rijam Chert Limestone。水色の直線は水源か
らウム ･ カイス遺跡までの距離を示す。C：ウム ･ カイス台地に広がる農地。D：ウム ･ カイス遺跡の考古庁オフィス付近から見たウム ･ カイス
台地の全景。E：ウム ･ カイス遺跡から見たゴラン高原の南端付近。ゴラン高原の手前の谷をヤルムーク川が東（写真の右）から西（左）へ流れ
る。遠方にガリラヤ湖が見える。F：ウム ･ カイス台地西方の道路沿いに見られる玄武岩の露頭。ウム ･ カイス台地を作る玄武岩は、およそ層厚
200m と見積もられる。G：ウム ･ カイス台地の西側からヨルダン渓谷へ下る断層崖の部分は、何段もの小崖と平坦面が組み合わさった地すべり
地形が観察できる。H：ウム ･ カイス台地北側の崖下に見られる玄武岩の岩塊地形。I：ウム ･ カイス台地北側にある大規模な崩壊跡地と急崖。J：
ヤルムーク川の渓谷。現在のヤルムーク川は、上流でおもにイスラエルが建設したダムによる取水の影響で流量が少ない。

図 10　ウム ･ カイス周辺の地質
ウム ･ カイス台地は玄武岩でつくられた台地である。ウム ･ カイス集落から東側には、Umm Rijam Chert Limestone（URC）が
広く分布する (S: 土壌、B：Basalt、L∕S：Land Slide、MCM：Umm Rijam Chert Limestone)。NRA 発行の１:50,000 地形図よ
り一部引用。
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図 12　アラビア半島およびヨルダン渓谷
北部付近のプレート境界の概要。矢印は
プレートあるいは断層の移動方向を示す。
Shmuel Marco（2003）による。

図 11　ウム ･ カイス台地の三次元地質図
SRTM DEM に NRA 地質図を合成した。地質と地形の対応を読みとることができる。
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　図 11 は、デジタル標高モデル（SRTM90m メッシュ）に合成した図 10 と同じ地質図である。三次元表示さ
せたこの地質図から、この地域の地形が地質に影響されていることが読みとれる。台地の東側のウム ･ カイス集
落一帯、イルビットへの道路は、Umm Rijam Chert Limestone（URC）が広く分布する尾根線上に位置している。
尾根の両側は渓谷を作っており、玄武岩で覆われるウム ･ カイス台地と対照的である。
　ウム ･ カイス集落には、近年までこの Chert Limestone を切り出したと思われる石切場の跡地がある。なお、
ウム ･ カイス遺跡のローマ時代の円柱などに使用されている石材は、石灰岩、玄武岩、まれに大理石と花崗岩で
ある。玄武岩はウム ･ カイス台地の西側、石灰岩は東側に産出するので、おそらくこれらが建築用石材として使
用されたと推定した。石灰岩質の円柱は、さまざまな石質（石種）があるようにみえる。風化が進み表面が剥離
したり溶食が進行しているものがある一方で、固い表面を残した明らかに材質の異なる複数の石灰岩が混在して
いるようにもみえる。しかし、環境の差に応じて風化の進行が異なっていることが、見かけ上の違いを生じさせ
ている可能性も大きい。Natural Resources Authority Geology Directorate, Jordan,（2000）によれば、ウム ･ カ
イス遺跡でみられる石灰岩と玄武岩はローカルな石材が使われており、遠方から運び込まれたと思われる火成岩
の石材も存在するという記述があり、上記の観察を裏付けるものであろう。
　ヤルムーク川の谷、ヨルダン渓谷側からウム ･ カイス台地へのアクセスは、現在も昔も比較的容易である。谷
底からの比高は 500m 以上あるけれど、崖には傾斜の緩やかな部分もあり周辺の都市との交流で特に障害となる
ものはない。また、広い台地からは西端からはヨルダン渓谷、北端からはヤルムーク川の谷底、また東端からは
シリアへ向かう尾根に沿う地域を見通すことができる。豊富な地下水や河川水に恵まれることは無いが、都市の
立地条件としては良い条件を備えていた。
　現在のウム ･ カイス集落は、遺跡のさらに東方にありその東から続く幅の広い尾根状地形の上に立地している

（図７，８）。もともと台地上の遺跡の部分にも、オスマントルコ時代以降の集落があったが、この集落は国の方
針によりウム ･ カイスが遺跡に指定された際に現在のウム ･ カイス集落の中に移転し統合された。1984 年頃の
ことだという。

Ⅳ　ローマ時代のウム ･ カイスの衰退と地震の影響

　Shmuel Marco ほか（2003）によれば、ガリラヤ湖西岸の Tiberias（図 12）は、AD.747 年１月 18 日に発生
したマグニチュード７程度の地震によって大きな被害を受けたとされている。近年になって、詳細な発掘調査に
よって遺跡を破壊した正断層が見いだされ、またその周辺に活断層の存在が示唆された。N.N.Ambraseys ほか

（1994）によれば、この地震は死海周辺で発生したもので強い揺れと大きな被害をこの一帯にもたらした。そし
てこの地震は、ウム ･ カイスにも甚大な被害をもたらしたとされ、都市としての機能を失い放棄されたといわれ
る（http://en.wikipedia.org/wiki/Gadara）。
　図 12 には、Shmuel Marco ほか（2003）が示したヨルダン渓谷北部の概略的な断層の分布が示され、ヨルダ
ン渓谷東岸に沿って左横ずれ断層が描かれている。筆者らは、2008 年にヨルダン天然資源庁の写真庫で、第二
次世界大戦直後に撮影されたと思われる大量の空中写真を見いだし、これらをデジタル化した。その後これらの
写真判読から、活断層や変動微地形の抽出を試みてきた。その結果、ヨルダン渓谷北部にも明瞭な変動微地形が
分布することが明らかになった。ただ、ウム ･ カイス台地上には変動地形は存在しない。
　ウム ･ カイス遺跡の西端には、東西に延びるローマ道を横切るように不規則な隆起がみられることから、活断
層の存在が疑われ、かつてドイツ隊が発掘調査をしたという。しかし、このローマ道の変形はこの部分にしかみ
られず、南・北延長上の地表面には何の変化も見いだせない。おそらくは、何らかの影響で生じた道路の不等沈
下と思われ、変動地形などではない。
　ウム ･ カイス遺跡の南方にある Pella 遺跡やガリラヤ湖周辺の遺跡では、列柱の一定方向への倒壊がみられ地
震による影響と考えられている。しかし、ウム ･ カイス遺跡のローマ道の南側から発掘されたばかりの倒壊した
列柱には、そのような系統的な方向は見られない。ウム ･ カイスで他の調査隊が発掘している地点からは、大量
の炭化した材を含む地層などがみられる場所もあることから、かつて大規模な火災などが発生したことも考えら
れる。しかし、現在までのところ筆者が観察した範囲では、大規模な地震による影響と思われる直接的な証拠を
見いだすことはできなかった。
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図 13　ローマ時代のウム ･ カイスの水源地付近の地質図
ウム ･ カイスより 12.6km 東方に位置する。水源地は谷頭から 3km ほど下流の右岸河床付近にある。谷の谷頭部には向斜軸が
あり、流路はこれに沿って発達する。NRA 発行の１:50,000 地形図より一部引用。

図 14　ローマ水道水源地付近の模式地質断面図
向斜谷の模式断面図。地形学的分水界の外側斜面に降った雨も、分水界を越えて流域中へ流れ込み不透水層の上に貯まった被
圧地下水は自噴し湧水となる。ここでは、地下水分水界の存在が豊富な湧水を維持する一つの理由となっている。
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Ⅴ　ウム ･ カイス遺跡とローマ水道

　ウム ･ カイス遺跡に水を供給していたとされるローマ水道の水源地 Ain et Turab は、ウム ･ カイスから直線距
離で 12.6km 東方に位置する湧水である（図９-A、図 13）。ここは現在でも、ヨルダン軍が警備するこの地域の
重要な水源のひとつとなっている。警備が厳しく、容易に現況を観察できなかったが、湧水は Wadi Ain et Turab
川の右岸と河床付近にあり、前者は河床より高い道路とほぼ同レベルの谷壁から流出しているか、あるいは河床
より低い地下水面からポンプにより汲み上げているようである。2005 年に訪れた際は、パイプから湧水が流れ
出て地域の住民も利用していたが、2007 年には飲料用として使えない水質になったということである。
　地形図から読みとると、現在の湧水口付近の道路面の標高は約 428m、いっぽうウム ･ カイス遺跡の入り口に
ある取水口の標高は約 350m で標高差は 78m となる。また、この間の直線距離は約 12.6km である。前述のように、
湧水が見られる地点は、Wadi Ain et Turab 川の河床よりやや高い位置、あるいはほぼ河床と同高度にある。
　この地点は、現地観察と地形図の判読より谷頭部に近く、また谷そのものも浅く比較的広い谷である（図９
-A）。夏季の観察では、ゆるやかな谷壁斜面は野草に被われながらも石灰岩質の基盤岩が広く露出していた。ま
た尾根上にはオリーブ畑、農耕地が見られるほか、南、東側の谷頭には住宅地が広がっている。
　この谷の湧水より上流の流域面積は 5 ～ 6km2 で、湧水から谷頭までの距離は直線で約３km にすぎない。図
13 は、この地域の地質図である。この谷は、小規模な向斜軸に沿って谷が形成されており、地層は谷底に向かっ
て傾斜している。向斜谷は、地形面の波状変形に由来して形成される必従谷で、一般に侵食に対して抵抗性の弱
い岩石が向斜軸に露出している際に形成される。
　このことから、この水源地の成因の一つのモデルとして図 14 のようなものも想定される。豊富な湧水が維持
されるためには、地形的な分水界ではなく、地質的な分水界（地下水分水界）の存在があると推定される。ただし、
地質的分水界の存在を考えるにしても湧水より上流の流域だけでは狭すぎるから、西、北側の地質構造にも影響
されて十分な湧水が維持されているものであろう。

Ⅵ　まとめ

　本稿で筆者は、国士舘大学文化遺産研究プロジェクトの拠点となったヨルダン高地北端に位置するウム ･ カイ
ス遺跡周辺地域の自然環境を、現地調査と先行研究からまとめた。
　ウム ･ カイス遺跡は、ヨルダン渓谷沿いの高地の端に位置し、周辺からのアクセスも容易な場所に立地してい
た。高台の玄武岩台地の上に立地することから、天水以外の水資源には恵まれなかったと推定されるが、東方
12.6km にある向斜谷沿いの湧水から引いた水道が存在した。この谷中の湧水は、集水範囲が狭いにもかかわらず、
現在でも豊富な湧水を維持している。この理由の一つとして、地質的な分水界の存在があげられる。
　AD.747 年１月にヨルダン渓谷で発生した地震によって、周辺の遺跡は大きな被害を受けウム ･ カイスもこれ
が原因で都市機能を衰退させたといわれている。しかし、現在のウム ･ カイス遺跡には地震の被害を直接示唆す
る痕跡は残っていない。また、新期の変動地形も分布しない。
　十分な野外調査ができない現地の事情もあり、予察的な記述にとどまった部分が多い。また、十分な歴史的資
料を検討することもできなかった。しかし、調査期間中に収集した地形図や地質図をはじめ、最近入手した空中
写真やこの地域を捉えた衛星データなどを利用すれば、過去数十年間の景観の復元は可能と思われる。今後は、
ヨルダン渓谷北部の開発と景観変遷をテーマに調査をすすめることを考えたい。また、これらの作業を通じてウ
ム ･ カイス遺跡の立地環境の解析もいっそう進むことが期待される。



18

Ⅶ　文献

Aharon Harowitz(2001) : The Jordan Rift Valley, Aa Balkema, 748p.

Basem K.Moh’d (2000) : The Geology Of Irbid and Ash Shuna Ash Shamaliyya Map Sheets. Natural Resources Authority Geology Directorate, Jordan. 67p.

Carlos E. Cordova(2007) : Millennial Landscape Change in Jordan: Geoarchaeology and Cultural Ecology, University of Arizona Press, 272p.

Dawud Al-Eisawi(1996) : Vagetation of JORDAN,UNESCO-Cairo Office. 284p.

E. J. Van Der Steen(2003) : Tribes And Territories In Transition: The Central EastJordan Valley In The Late Bronze Age And Early Iron Ages: 

  A Study Of The Sources (Orientalia Lovaniensia Analecta), Peeters Bvba. 332p. 

Natural Resources Authority Geology Directorate,Jordan,(2000）Geological Map of AsuShuna Ash Shamaliyya,1:50,000,　
N. N. Ambraseys, et al(1994) : The Seismicity of Egypt, Arabia And the Red Sea: A Historical Review, Cambridge University Press, 204p.

Didi Kaplan, Avri Kadmon(1999) : Ecodiversity  Changes in the Hula valley , Israel During this Century , PROCEEDING OF IALE  INTERNATIONAL  

  CONFERENCE LANDSCAPE  ECOLOGY- Theo-ry, Teaching, Applications, Pultusk, Poland. pp.123-130.

D.L.Kennedy(2004) : The Roman Army in Jordan, Council for British Archaeology(GB); 2nd Revised edition,235p.

Shmuel Marco, et al (2003) : Archaeology, history, and geology of the A.D. 749 earthquake, Dead Sea transform, Geology, 31(8) 2003, pp. 665-668 .

Sneh, A., Bartov, Y., Weissbrod, T. and Rosensaft, M., (1998):Geological Map of Israel, 1:200,000. Isr. Geol. Surv. 

The Jewish Virtual Library(1998) : Overview of Middle East Water Resources, 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/water2.html.

金子史朗（1997）『ソドムとゴモラの滅んだ日　旧約聖書の謎』、中公文庫、378p.

杉本智俊（2008）『図説　聖書考古学　旧約編』、河出書房新社、115p.



第二章　ウム ･ カイスとその周辺の地理的調査

19

２－２　空間情報データと文化遺産研究：パレスチナ地方の多時期地図
Geospatial Information Data and Cultural Heritage Studies:Multi-temporal Maps of Palestine Region

後藤 智哉＊

はじめに

　国士舘大学文化遺産研究プロジェクト（代表：松本 健）では、2005 年春季よりヨルダンのウム ･ カイス（Umm 
Qais）遺跡において研究を開始している（図１）。ウム ･ カイスは、ヨルダン北西部イルビット県のベニケナナ
地方に位置し、北はヤルムーク川を挟んでゴラン高原、北西にガリラヤ湖を望む村である。ウム ･ カイスは、デ
カポリスのひとつのガダラ（Gadara）として知られている（江添 2006）。ガダラでは 1974 年よりドイツ福音書
研究所が発掘調査を始め、2005 年からは国士舘大学もヨルダン考古局と共同で発掘を進めている。

　このプロジェクトの目的は、専門分野の異なる研究者が共同で研究をおこなうことで文化遺産学を確立すると
いうことと、イラク考古遺産庁職員への研修を通してイラクの戦後復興に貢献するというものである。
　筆者が本プロジェクトで担う役割は、各種地理情報データを収集・整備し、ウム ･ カイス遺跡の調査に活用す
ることと、研修時の講義である。調査には所属する地理班（代表：長谷川均）のほか、考古・建築・歴史・保存
修復・工学などの他分野の専門家が参加している。また調査と同時期にイラク考古遺産庁職員に対する文化遺産
研究関連の研修もおこなっているが、これは危機的状況にあるイラクの文化遺産を保護するため、最新の調査研
究方法をイラク考古遺産庁職員へ研修することが求められているからである（松本 2005）。
　では文化遺産とは何であろうか。その答えとして岡田（2002）で紹介されているイラク考古総局（現イラク
考古遺産庁）の「文化財保護法 Antiquities Law No. 59 of 1936」を参考にしたい。この保護法は 1936 年に制定
され、1974 年と 1975 年に抜本改正されており、第１章第１条に文化財の定義がある。

図１　パレスチナ地方とウム ･ カイス遺跡の位置
背景図として 2000 年～ 2002 年撮影 Landsat ETM+ GeoCover Mosaics を使用

＊ 国士舘大学大学院人文科学研究科博士課程
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（１）200 年以上前に、人間によって建立、製造、生産、彫刻、記述、図化、あるいは撮影された動産及び不動産。
（２）200 年以内の動産、不動産でも、その歴史的、自然的、宗教的、あるいは美術的価値によって、公共の利
益のためにその保護を必要とするもの。
この保護法を参考に、筆者の考える本プロジェクトでの地理班による文化遺産研究を以下のように定義する。

・それ自身も文化遺産といえる古地図も含めた空間情報データに関する研究。
・空間情報データを活用して文化遺産である遺跡およびその周辺域に対する地理的研究。
・研究成果をイラク考古遺産庁職員へ研修することで、イラク戦争後の文化遺産復興に役立てる。

　本報告では、これまで収集した地理情報データのなかで、特に古地図や近代の地図など、現在では人工改変な
どにより失われてしまった情報を持つ貴重な地図類について紹介し、その利用例を紹介したい。

Ⅰ　パレスチナ地方の地図類

　調査団ではウム ･ カイス遺跡を中心とした地域を対象に空間情報データを収集し、データベース化をおこなっ
ている。空間情報データは、トータルステーションやデジタル写真測量によって得た遺跡内の遺物・遺構情報だ
けでなく、遺跡周辺域を対象として地図や衛星データも利用している。その範囲は、ヨルダン・パレスチナ・イ
スラエルおよびレバノンとシリアの一部など、パレスチナ地方全域が収集対象となっている。
　パレスチナ地方を対象にした地図は古くから作成されているため、調査団では多時期の地図類を収集すること
が可能であった。現在の地形図は主に購入したが、古地図に関しては各種機関がインターネット上で公開や販売
している貴重な地図コレクションを利用した（注１）。本稿ではこれら多時期地図を３つに分類して紹介していく。
時代区分方法は、第二次世界大戦後に空中写真測量など現在も使われている技術によって製作され等高線が描か
れた地図を「現代の地図」、等高線は描かれていないが測量技術によって作られたものを「近代の地図」、そして
それ以前のものを「古地図」とした。
　以下にパレスチナ地方を対象に収集した地図資料について順次紹介していく。なお地質図に関する情報に関し
ては、長谷川からの報告があるためここでは省略する。

１　古地図　
　図２は入手した地図のなかで、ウム ･ カイスと思われる場所が記載されたもっとも古い地図「Palestina 
moderna et Terra Sancta」である。ベネチアの地理学者 Marino Sanuto によって 1320 年ごろに出版した「Petrus 
Vesconte's map」から、Nicolo Todescho が 1948 年ごろ複写したものである。東を地図上面にし、ガリラヤ湖
は「MAR DI GALILEA」と記載され、東に「GEDARA」西に「TIBERIADE」南には「PELLA」と町の名前が有る。
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図２　「Palestina moderna et Terra Sancta」とその一部
出典 :The Jewish National & University Library, David and Fela Shapell Family Digitization Project, Eran Laor Cartographic 
Collection, the Hebrew University of Jerusalem.
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２　近代の地図
　パレスチナ地方の近代の測量と地図作成の歴史について、Gavish（2005）と Mugnier(2000、 2006、2008)
も簡単に紹介する。
　この地方で初めて科学的な手法で作成されたといわれている地図は、ナポレオンのエジプト遠征時に作られ
た「Carte topographique de l'Egypte et de plusiers des pays limitrophes」がある。これは Jacotin が測量によっ
て作成した地図で、縮尺１/100,000 の地図が５シート作成され、1826 年に出版されている。図３に「ACRE, 
NAZARETH, LE JOURDAIN」を示す。図郭には緯度経度値が与えられおり、使用されている経度原点はパリとなっ
ている。図中には集落、耕地、河川、道路網などが記載され、地形はケバ表現で描かれている。２つのスケールバー
が記載されており、ひとつは従来フランスで使用された単位 Toises と Lieues で、もう片方は 1725 年に制定さ
れた metres 表示となっている。
　その次の測量による地図は、Palestine Exploration Fund （PEF）が、西パレスチナ地方を対称に 1877 年までに
測量して作成されたものである。測量は平板によっておこなわれ、縮尺１/63,360 地図が 26 シート完成している。
同時に地中海～エルサレム～死海の水準測量もおこなわれている。まだ等高線による地形表現はおこなわれてい
ない。しかし、凡例として樹種ごとに記載がされており、19 世紀のパレスチナの景観を研究する上で、貴重な
資料といえる。図４に 1879 年印刷の「Palestine Exploration Fund Map Sheet 6」を示す。また同時代の地図と
して、Schumacher が 1886 年にウム ･ カイス遺跡で測量した地図「Plan of UMM KEIS」も残されている（図５）。
近代の地図を GIS で利用するには投影変換などが必要になってくるが、情報量が少ないため今後の調査が必要で
ある。
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図３　「ACRE, NAZARETH, LE JOURDAIN」とその一部
出典：David Rumsey Collection

１）Jacotin 地図（1826 年） 
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図４　「Palestine Exploration Fund Map Sheet6」とその一部
出典：Toss Bolen, BiblePlaces.com

２）Palestine Exploration Fund地図（1879年）
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図５　「Plan of UMM KEIS」
出典：SCHUMACHER, G . 1890. NORTHERN AJLUN “WITHIN THE DECAPOLIS.”　
London: Palestine Exploration Fund.

３）Schumacher 地図（1886 年）
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３　現代の地図
　ここでは入手した第二次世界大戦以後の４種類の縮尺１:50,000 地形図について紹介する。この時代以降、地
図作成には空中写真測量の技術が使用され、図中には等高線も引かれるようになった。
　まずアメリカの Army Map Service (AMS) が 1948 年に刊行したイスラエルとヨルダンの５万分の１地形図を、
1959 年に編集して刊行した K737 シリーズの地形図である（図６）。測地系はヨーロピアン 1950 データム、投
影法は UTM 図法が採用されている。
　次にThe Ministry of Economy(MoE)とThe United States Agency for International Development to Jordan (AID)
の協力により、The Jordan Department of Lands and Surveys (DLS) が 1960 年代に刊行した地形図がある（図７）。
測地系および投影法については AMS 地形図と同様である。この地図は AMS 地形図を編集して作製したようで、
記載内容は同一といえる。しかし政治情勢を反映してか、ヨルダン川を越えたイスラエルおよびヨルダン川西岸
地区に関しては、空白となっている。
　なおこの地域には 1974 年に作られた地図を、1983 年に修正し印刷したソビエト軍製地形図（図８）もある。
この地形図は、軍事作戦に用いるために Voenno-topograficheskoe upravlenie（VTU）が西側世界を対象に作成
していた。現在でも地図を入手することが困難な地域においては、入手可能な大縮尺地形図として貴重な資料で
ある（後藤・長谷川 2007）。測地系は Pulkovo1942、投影法はガウスクリューゲル図法が使われている。
　最新のものとしては、Royal Jordanian Geographic Centre（RJGC）が 1999 年に刊行した地形図がある（図９）。
RJGC 地形図の測地系はヨルダンデータムが使われており、投影法は Jordan Transverse Mercator (JTM)、凡例等
はアラビア字で記されている。JTM は RJGC がメルカトル図法をもとに作ったもので、ヨルダンでのみ使われて
いる。
　RJGC はフランスとアメリカの援助により 1975 年に設立され、ヨルダンでの地図整備や測量、リモートセン
シングなどの業務をおこなっている。これまで地形図は空中写真をアナログ図化機で作成されてきたが、近年は
すべての作業工程がデジタル化され始めており、次期地形図から適応されるという。地形図や空中写真を購入で
きるが、軍の管轄にあり、DOA の申請書が必要となっている。ヨルダンで入手可能な他の地図類として、NRA
が地質図、DLS が地籍図を提供している。近年、各省庁とも GIS 化に力を入れており、投影法に関しても JTM に
統一するという。
　現代の地形図には詳しく地図作成情報が記載されているため、簡単に世界測地系へ変換可能である。
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図 6　「BAQURA」1:50,000
AMS による地形図（1959 年）

図 8　「ТИБЕРИЯ」1:50,000
VTU による地形図（1983 年）

図９　「NORTH SHUNA」１:50,000
RJGC による地形図（1999 年）

図 7　「WAQQAS」1:50,000
DLS による地形図（1960 年代）    

出典：Doc Savage’s Old World Archaeology Page!



28

Ⅱ　GIS による多種多時期空間情報データベースの整備と利用

　ウム ･ カイス調査団では位置情報をもったデータは GIS で管理している（後藤ほか 2006）。各データの座標に
ついては、地理班は世界測地系、考古および工学班は発掘調査区内に設置した基準点を原点とした値を使用して
いる。RJGC に依頼し GPS 測量によって基準点座標値を確定しているため、変換することで相互に利用可能な状
態である。

１　地図類のデジタル化
　前章で紹介した地図は、デジタル化し GIS によるデータベースに格納している。その方法は、入手した地図が
紙媒体の場合は、グラフテック社製スキャナ CS500-11eN-PRO により 400dpi の解像度でアナログ / デジタル変
換をおこなっている。マップコレクションの地図に関しては、MrSID 形式の高解像度データがダウンロード可能
なため、そのまま GIS へ読み込んでいる。
　デジタル化した地形図は、LeicaGeosystems 社の ERDAS IMAGINE と ESRI 社の ArcGIS を用いて緯度・経度座
標値の測地系を WGS84 に変換した後、UTM 図法へ投影法の変換を行なった。
　それぞれの地形図は、投影法や測地系が異なるが、今後 GPS データや、測量データ、気象データ、遺物リスト
などを GIS 上で管理するために投影法は UTM、測地系は WGS84 に統一した。
　現代の地形図をスキャンしデジタル化したが、図郭を接合した結果はずれも少なく実用レベルであった。しか
し、近代の地図および古地図の変換に関しては今後の課題となった。

２　多時期空間情報データの利用
　近代の地図を GIS で利用するために、変換方法を調査することにした。使用するのは図５として紹介した
Schumacher 作成地図「Plan of UMM KEIS」である。一般的に投影変換するには、投影法・Datum などの情報と
ともに、図中に座標値が必要である。しかしこの地図には緯度経度など参考になる座標値が記載されていない。
　そこで、デジタル空中写真測量をおこない、作成したオルソフォトを教師データとして「Plan of UMM KEIS」
を補正することにした。使用した空中写真は RJGC から購入した 1996 年のものである。作成したオルソフォト
に 10m 解像度 DSM からの等高線を重ねたオルソフォトマップを図 10 に示す。

　まず「Plan of UMM KEIS」全体に GCP20 点を設置し、２次多項式による変換を試みた。しかし GCP の誤差が
100m を越え、他の空間情報データと重ね合わせることはできなかった。そのため比較的位置情報が正確だと思
われる遺跡中心地のみを使用する方法に変え、GCP13 点を選定した。GCP に選定したのは、おもにローマ道の交
差点、ローマ劇場、市壁である。変換には Rubber Sheeting, Nonlinear 法を使用した。

図 10　ウム ･ カイス遺跡 1996 年オルソフォトマップ（等高線間隔５m）
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　変換した結果、各 GCP での誤差は 10 ｍ程度に収まった。しかし、オルソフォトマップと比べると、２つのロー
マ劇場の位置など地図中心地の位置情報は正しいが、地図周辺部のワジについては大きく異なった。Schumacher
は遺跡中心部のみ平板測量をおこない、周辺部の図化には測量をしていないことが考えられる。
　今後、ウム ･ カイス北方３km に位置する Hamat Gader 遺跡を対象に Schumacher が作成した地図の補正や、
文献研究によって Schumacher の測量および地図作成方法について調査を進める必要がある。「Plan of UMM 
KEIS」には等高線が記載されていないため、デジタル空中写真測量によって作成した 10m 解像度 DSM を利用し
高さ方向を２倍に強調した鳥瞰図を作成した（図 11）。

注１：利用したマップコレクション

・David Rumsey Collection

   http://www.davidrumsey.com/

・Holy Land Maps from Eran Laor Cartographic Collection

   http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/

・BIBLEPLACES.COM

   http://www.bibleplaces.com/

・Doc Savage’s Old World Archaeology Page!

   http://gaialab.asu.edu/Jordan/

本研究は、文部科学省学術フロンティア推進事業「戦後イラクの社会基盤復興に活かす文化遺産学研
究」（代表 : 松本健）および国士舘大学「文化遺産研究プロジェクト」による成果である。
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図 11　南西上空から見たウム ･ カイス遺跡　西側が Schumacher 地図、東側がオルソフォトマップ
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第三章　ウム ･ カイスの発掘調査　

Excavations at Umm Qais, 2007 and 2008

松本 健 ＊1  

戸田 有二 ＊2

３－１　ウム ･ カイスの位置

　ウム ･ カイスは現在の北ヨルダンにある第２の都市イルビットから西へ約 12km に位置する。遺跡の高い点は
標高 378m、北にヤルムーク川を挟んでゴラン高原、さらにその先遠くには標高 2,814m を越すジャバル・シェ
イハ／ヘルモン山、西はヨルダン川を挟んでヨルダン渓谷そして更に西に一際高い山のタボル山標高 588m が聳
える。その両者間の北西には、海抜マイナス 210m にあり広さ 166 平方 km2 のガリラヤ湖が佇む。ガリラヤ湖
は全周 53km、南北 21km、東西 13km でこの地域の重要な水源となっている。
　またウム ･ カイスは気候においても地中海式気候の東端にあり、年中を通して穏やかな気候であり、雨量も年
間降雨量平均 500mm に達し、所謂 “ 肥沃な三日月地帯 ” の南西の一端に位置することから天水による麦、豆類
の栽培が可能であり豊かな地域と言える。そしてこのウム ･ カイス遺跡のすぐ西側には広大な耕作地が広がり、
春には小麦や野菜の緑色一帯となる。また遺跡内や周辺の傾斜地にはオリーブの栽培が多い（後述、Jaffar）。
　現在周辺の人々が飼っている家畜は羊やヤギ、また乳牛などであり、らくだは気候に合わないのであろうか、
ウム ･ カイスでは飼われていない。その他、ゴラン高原の南端になるこの台地一帯には自然環境が残されており、
多種多様な生物が棲息する。サソリ、蜘蛛、カメレオン、蛇、亀、狐、ハイエナなど、また多種にわたる野鳥や
コウノトリを始めとする渡り鳥も多数見られる ( 後述、富田 )。
　このような地形や豊かな自然環境による立地条件から、ウム ･ カイスは南北すなわちメソポタミアとエジプト
を、そして東西すなわち東地中海とアラビアを結ぶ交易路のセンターとして、重要な位置を占めていたであろう
とも推測できる。それに加えて地形、地理的に複雑な国境をなす一帯として、要衝の地に位置付けられてきた。
　現在までに判明している新石器時代の遺跡群はペラ遺跡をはじめとして、ヨルダン渓谷、ヤルムーク川沿いに
点在しているが、ここウム ･ カイスにおいても岩盤の石灰岩層にフリント層があり、遺跡内にもフリント片が見
られる。青銅器時代から鉄器時代の遺跡としてはワジ ･ アラブ沿いにドイツ考古学研究所が調査を進めているテ
ル ･ ザラ遺跡があり、ケースメット式市壁をもつ巨大なテルを形成している。またヨルダン渓谷には，テル ･ エ・
サイディエ遺跡、テル・デールアッラ遺跡などが並んでいる。ペラ遺跡はさらにヘレニズム、ローマ時代を経て、
イスラム時代にまで及ぶ時代の居住址が調査されている。テル・ザラ遺跡は東のイルビット付近から流れ出るワ
ジによる水量によって支えられてきたことが理解される。そして現在ではその下流に水量を利用したダムが建設
されている。そのダムの塞き止めに使われたのが玄武岩である。この玄武岩はウム ･ カイスの台地の表面を覆う
被覆土の下に厚く、そして広く堆積している。その玄武岩が露出した所から採取され、ダムサイトに運ばれたが、
そこは古代から玄武岩の採取場所であったと言われている。
　さらにヘレニズム時代はアレクサンドロス王が東沿岸地域を征圧しながらエジプトへ進軍していったが、直接
的な攻撃などの痕跡は無い。しかし後のプトレマイオスとセレウコス王朝の争いについては丁度その両者間の国
境に位置し、その争いに巻き込まれた。結果的にはセレウコス王朝に属することになるが、実質的にはハスモン
朝に凡そ 100 年支配され、そしてその後ローマ時代に突入する。このような急激な変化がこの東地中海一帯、ま
たその影響下のシリア、アラビアにおいても同様に起こった。そのローマや周辺の地域で起こったローマのグロー
バル化、ローマ化がその地域が持つ文化に大きく影響を与えた。また逆に地域の文化がローマに影響をもたらす
ことにもなった。それらの中でも最も良く知られているのが、エトルリアやギリシャ文化であろう。特にギリシャ
の影響力はあらゆるジャンルに渡っているが、建築物、彫刻などは最も顕著である。しかしながらその東にあっ
たメソポタミア、シリア、パレスチナの影響はどうであったのであろうか。ローマ化されただけであろうか。そ
の点を今後の研究課題としたい。

＊1 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊2 国士舘大学文学部史学地理学科考古・日本史学専攻



32

　ウム ･ カイスにはヘレニズム時代の神殿とその市壁が残されているが、中心部はオスマントルコ時代の集落が
あり、まだ詳細な調査はなされていない。その影響を引き継ぐ形でローマ時代の都市が建設された。この頃には
デカポリスという 10 の都市国家の連合体が結成されたことで知られているが、その中でウム ･ カイス（古代名
ガダラ）はジェラシュ（古代名ゲラサ）と同様にデカポリスの重要な都市の一つであった。ガダラの都市への主
な入り口は西門であり、東門付近の市壁外は墓地になっていたと思われる。そして市壁内から続く道路は西門を
出て、記念門を越えて、西へ平らな耕作地帯を過ぎるとヨルダン川へ向かってジグザグに降りていってヨルダン
川沿いの道路に達したと推定される。北へ上れば、ヒッポス、或いはティベリアス、川を南に下れば、ペラやテル・
アッラー、そしてヨルダン川を渡れば、スキュトポリスに達し、南に下れば、エリコ、そしてエルサレム、西へ
行けば地中海沿岸都市カエサレアに達することになる。
　ウム ･ カイスはその後ビザンツ時代においても巨大な都市として存続し、他の都市同様に宗教的にも文化的に
も変化をもたらし、教会も多数造営されている。ただウマイヤ朝、アッバース朝、アイユーブ・マムルーク朝な
どイスラム時代の遺物は地表において採集できるが発掘された遺構は見つかっていない。そして過去 100 年前に
遡ると後期オスマントルコ時代の集落が高い場所を中心にあり、十数軒の住居があったと言われている。このよ
うにいく世代も亘ってウム ･ カイスは人々によって住まわれ続けてきた。こうした歴史の中でウム ･ カイス衰退
を決定づけたのが、地震と言われている。それは３世紀、６世紀、８世紀の３回の地震で、特に最後の 747 年の
地震は最大規模で、多くの建造物が崩壊し、その後都市は再びその繁栄を謳歌することはなかった。ただヨルダ
ン考古局が 2006 年、2007 年に発掘しているフォルムのタイル敷の上に転がった列柱は、床との間に 10cm 程
の堆積（間隙）があり、列柱や建造物の倒壊は地震の後しばらく経ってからの出来事だったようである（現在こ
の間隙の層から採集した資料を C14 年代測定中である）。ヨルダンは地震が多い地域の一つでもあることから、
大きく歴史に関わっているであろうことは予想できる。従ってヨルダンは将来の予知や防災のことも含めて、地
震の研究をさらに進めていく必要がある。現在までのウム ･ カイス遺跡全体の発掘調査区域はおそらく 10％に
も満たないことから、まだ解明されていない点が多い。今後ウム ･ カイスは、環境・立地条件調査、発掘調査、
修復、活用といったように、個々の研究課題のみならず、修復・活用を含めた総合的な調査研究を進めていかね
ばならない。

図 1　ウム ･ カイス、オルソフォトマップ（1996 年撮影　等高線間隔 5m）
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３－２　ポイント設置とグリッド設定

　ポイント設定については王立ヨルダン地理センター、ヨルダン考古局、ヨルダン土地測量局などに、ベンチマー
ク情報や、地図、空中写真、衛星画像などの提供を申し入れることから始まったが、結局ウム ･ カイス周辺に基
準点となる三角点を見つけることができなかった。
　そこで長年ウム ･ カイスを調査し、当初のポイントを継続して使用しているドイツ調査隊の基準点を参考に
して使うことにした。まずドイツ隊がテラス教会片隅に設置したポイント１と、ローマの通りの中央にある
German Point（UTM 座標 X:750674.123m、Y:3616374.280m、海抜 336.791m）によって位置を確定し、日本
隊の基準点（BM）、West Point（UTM 座標 X:751223.088m、Y:3616386.174m、海抜 338.877m）、East Point

（UTM 座標 X:50782.940m、Y:3616392.330m、海抜 336.978m）を設置した。調査隊で使用する北は磁北とし、
West Point と East Point は日本隊グリッドの東西である。
　また、王立ヨルダン地理センターに GPS 測量を依頼し、新たに Kokushikan MatsukenPoint（UTM 座標 
X:750332m.702、Y:750659.069m、海抜 329.6964m）と、レストランのアーチの屋上見晴し台の南側に設置
されたドイツ隊のポイントでもある FTP（UTM 座標 X:751223.088m, Y:3616386.174m, 海抜 364.1916m）を
設置した。これにより、基準点には世界測地系座標値が与えられた。今後はこの世界測地系の基準点を基本とし
て調査をすすめていく。なお、地図作成時には、投影法として UTM 図法を使用している。
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３－３　等高線入り平面図

　同様に East Point、West Point を基準にベイト・オマリーからアブ・ナメル セメトリーの西の区域までの間で、
等高線間隔 25cm の地図作成を目標にトータルステーションで地形測量をおこなった（図 2、3）。
　特にベイト・オマリーやベイトモスリーなど土地の区割りのために石積みしてあるものについても、区分けが
解るようにまで細かくデータを取った。近年の土砂の堆積、例えば発掘後の排土の堆積や石柱などが集積してい
る箇所、軍隊の塹壕の造営に伴う掘込みや土盛など新たな地形の変化や廃屋、井戸の跡、墓などの情報も記載し
た地形図なども必要である。しかし作成した 25cm、50cm の等高線入りの平面図については我々の発掘予定地
のウム ･ カイスの一部であることから、今後さらに拡大し、またドイツ隊やヨルダン隊の情報と合わせた図面を
作成して、共有していく必要がある。
　またこれらの等高線入り平面図のほかに、前述のウム ･ カイス遺跡全体を対象とした前等高線間隔 5m オルソ
フォトマップも、デジタル空中写真測量によって作成している（図 1）。

図 3　標高データによるウム ･ カイス遺跡鳥瞰表示（北東から南西を見る）

図 2　ウム ･ カイス等高線入り平面図（2007 年）
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３－４　発掘予定地の発掘前の状況

　ベイト・オマリー Beit Omary から初期ローマ市門、デクマヌス・マキシムスの調査と、初期ローマ市門から
南に延びる市壁、また門から北側に延びて、さらに西へ曲がっているそのコーナーなどはドイツ隊によって明ら
かにされている（図 4）。そしてその発掘調査されたローマの大通りの北側は少々排土で盛り上がっており、また
その断面部分の南側は断面が崩れたような斜面となっている。また門のすぐ北東側の断面には小さいが奥に深そ
うな空洞が見えている。また大通りの調査から移動され集められた石柱の場所があり、また調査区北側の斜面部
分には明らかに通りの発掘の排土と思われる箇所がある。さらに墓が盗掘され、空洞になっているような遺構な
どもあることから、近年の発掘や地形の変化を確認しながら発掘調査を行うことになった（図 5、6）。

図 5　国士舘大学発掘調査区西部

図 6　国士舘大学発掘調査区東部
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３－５　発掘調査

G10：
　表層において多数の小さな土器片、テッセラ（Tessera）などが確認されたが、このグリッドの南東コーナーの
表層には並んだ玄武岩が確認されており、石灰岩の切石が組積された市壁が出土するであろうという推定のもと
発掘が進められた。この壁は発掘が進むにつれて、市壁の上場が明らかになってきた（図 7）。市壁の外側の面は
玄武岩の石を小口方向と長手方向に交互に巧みに積み上げられ（headers and stretchers）、壁の幅は 1.6m である。
外側の面は玄武岩により化粧壁のように整えられているようにも見える。ただこの壁はすでに市壁を築く前から
存在していたことが分かってきた。これに対し市壁はこの玄武岩の壁に沿うように、また合わせるように、さら
に埋めるように築かれていることから、すでにあったこの玄武岩の壁を利用して堅固な市壁を築いていたという
ことが分かってきた（図 8）。それはこの東西に築かれている玄武岩の壁の東端が中途に切れていることや、この
玄武岩の壁の基礎が石灰岩の岩盤を彫り込んで、その上に玄武岩の平らな石板を並べたものからなっているが、
それは G9 からこの G10 グリッドへ延長されているものであり、その基礎の上に玄武岩の壁を築いているのであ
る。そしてその市壁の内側は石灰岩の長さ 0.4 ～ 0.7m、幅 0.4 ｍの大石を小口積みで並べ、市壁の厚さ 1.6 ｍと
なっている。ただこの部分は鈎状に曲がっていることから箇所によって石の積み方も異なっているが、通常の市
壁の組積に多く見られる壁体の内側に詰め物すなわち粗石やレンガなどを詰めたものと異なり、少々粗い石灰岩
を整然と並べて積み上げた技法は特徴的である。
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図 7　G10　2008 年 10 月 21 日
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図 8　G10　2007 年 11 月４日
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H11･I11･J11･K11：市壁 
　G10 から北へ延びる市壁はすべて石灰岩で市壁の内側、外側に一枚の長手積みの石灰岩を並べ、その両面の石
灰岩に挟まれた市壁の内部には小口積みの長方立方体の石灰岩を市壁の方向に直角に並べていく組積方法である

（図 9）。このような構造で北側へ I11, さらに M11 グリッドまで、少なくとも 30m ほど築いている。そしてそこ
から西側へ鈍角に約 35m 延長し、さらに北へ直角に曲がって約 20m、そして西へ再び直角に曲がって延びてい
る（図 10）。この両面の表面に長手方向に積み上げていく工法は外し易く、壊しやすいという負の点以外にどの
ような利点があるのか理解できないが、外面や内面を堅固にかつ美しく見せるためという点が優先されているの
だろうか。この高さは現存でも２段で 1.5 ｍほどであり、硬い石灰岩の岩盤の上に築かれている。ただ疑問に残
るのは門に繋がる市壁が K11 ぐらいから北へ向かって、岩盤が急傾斜し、また M11 以北の市壁内はさらに岩盤
が彫りこまれ、低くなっていることである。この傾斜や掘り込みで低くなる傾向は他のグリッドでは M12 でも
見られる。それは市壁内の床のレベルがより低くなり、市壁外の西側の床のレベルはより高いことになる。それ
は即ち市壁外の人々にとっては市壁が通常の高さであっても、市壁の内側に住む人々にとってより高く聳え立ち、
人々を守っている、或いは囲んでいることになる。都市の防衛を考える上で、壁の外が低く、内が高いという規
則性から逸脱しており、この市壁の役割を考察する上で重要な要素であると思われる。
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図 9　H11・I11・J11・K11　2008 年 10 月９日
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図 10　M10・N10　市壁コーナー部　2008 年９月 29 日
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F10：初期ローマ市門
　ドイツ隊によって大まかに外郭が発掘されていたことから、薄い堆積の層位に注意を払いながら、遺構の変遷
を合わせて分析を試みた。
　G10 において玄武岩の壁が南の F10 にも延長していることが明らかであり、発掘を進めた結果、表層には土器
などの小片、テッサラなどが多数採集され、また F10 の地表の東側には円柱が散乱していた。これらの円柱など
の散乱は旧発掘時での移動や軍隊によるローマ大通り再利用の際の移動も十分考えられ、本来の位置にあるもの
とは思えない。ただ幾つかの石灰岩の大石は市壁に直交した小口方向が合致していることから、市壁の上に組積
まれているものと判断された。その市壁は外側に切石面の化粧面を持った玄武岩を積みあげた壁であり、その上
部が確認された（図 11）。そして F10 の北西コーナーにはオリーブの根を残したままの発掘であったが、表層を
掘り進むと石灰岩が北側から南へ崩れたかのように傾斜して堆積していた。このグリッドの中央には市壁の西面

（市壁の外側）にぴったりと接し、西側へ向かって３個並べられていた白い石灰岩の平石（スタイロベート）が
出土し、この白い石灰岩の平石の上面には円柱の台座が置かれていた痕跡が明瞭に残っていた。さらに掘り下げ
ていくとその台座が乗っている石灰岩の岩盤に達した。その岩盤は少々凸凹や傾斜があり、その直上には赤褐色
のテラロッサの硬く締まった薄い堆積があった。またその平石と岩盤との空隙の一部分はモルタルで固められて
敷かれていた。その平石列の北側には岩盤が切り込まれ、土砂と幾つかの切石が堆積しているが、空洞のような
呈をなした区画が現れた。
　それを掘り進むとその掘り込みの西側に洞窟が現れた。またこれらの掘り込みの一部は市壁の下に位置してい
た。市壁はその下に長い玄武岩の切石を渡し、その下に割り石の詰め込みをして基礎を補強している。すなわち
この地下の洞窟の一部の上に市壁が築かれ、この洞窟は市壁よりも古いことになる。そしてこの洞窟は地下墓と
思われた。
　地下墓：地下墓は市壁の西面（即ち市壁の外）の地下に岩盤を刳り貫いて作られたもので、その入り口は市壁
の基礎部に始まり、西側へ向かって下ると、そこに方形の高さ 1.3 ｍ×幅 0.7 ｍの入り口がある（図 12）。入り
口の西側は岩盤を削った７段のステップを伴う、長さ 1.48m の傾斜した羨道となっている。入り口にドアーは付
いていなかった。その入り口を入ると中央に 3.26m × 3.24m、高さ 1.81 ｍの広間があり、その正面すなわち西
側には３室、右側即ち北側には２室とその間に小さい部屋が１室、また左手即ち南側には３室の石室が並んでい
る。石室は入り口をともなう東壁から反時計回りに no. １から８と番号が付けられている。これらの石室は奥行
きと幅から平均して２パターンに分けることが出来る。それは奥行き 2.35m、幅 0.85m（石室 No. １、４、６）
と奥行き 2.20m、幅 0.7m（石室 no. ３、５、８）である。例外として前述の小さい部屋は奥行き 1.08m、幅 0.71m
と浅く、石室 no. ７は奥行き 1.98m、幅 0.68m である。墓の内部の堆積状況は羨道においては大きな石が放り込
まれたような状況であり、また一部は市壁を築く際に埋められ、そこを基盤にして土台そして市壁が作られてい
る。また土砂や石灰岩のチップなどが入り口の方向から墓の内部に流れ込むようにして傾斜して堆積し、入り口
が塞がれそうになるまで堆積したようである。その後も入り口からは雨水が毎年のように流れ込み、それらの泥
水がもたらした粘土層が洞窟の奥のほうに厚く堆積していた。これらは薄い細かい粘土層を幾つも重ね、年輪の
ような堆積状況を見せている。また時にはその泥水が天井近くまで溜まり、その泥水の痕跡が天井付近に残され
ている。そうして沈殿した結果が厚い粘土層になって堆積したのであろう。因みにこの粘土層からは目立った遺
物は見当たらなかった。この地下墓からの遺物はわずかに指骨が１点、大腿骨が１点、土器片小壷など数片、ラ
ンプ１個など少量である。また切り石が広間の床上に 11 個出土したが、これらは各石室を塞ぐのに使われた可
能性が高い。この墓の時代は初期ローマ市門よりは古い時代であること、また後期ヘレニズム時代と思われる小
壷、ランプが出土していることなどから後期ヘレニズム時代の可能性が高い。なお墓内の堆積物の上層ではビザ
ンツ時代の土器片も出土していることから、その時代に開けられた可能性がある。
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図 11　初期ローマ市門
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図 12　F10　地下墓の平面図と断面図
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E10：初期ローマ市門
　ローマの通りのすぐ北側に位置するこのグリッドは長年の間に何度も再利用されているようであり、特に大通
りに沿った両側の状況はそのたびに変化したようである。当然のように円柱をはじめ装飾のある石などは移動さ
れ、再利用されたと思われ、建造時の位置を長年にわたって占めていたのは何一つなかったかもしれない。例え
ばローマの大通りの敷石といえども本来の場所にあるとは言い切れないところがある。何故なら長年に渡って使
われ、轍の痕も深く刻まれたその石が後に動かされ、他の場所の歩道に使われている場合もある。轍は直線に伸
びていくが、延長上にはそれが見られず、轍が寸断されていることからもこのことが言える。特にローマの通り
の両サイドに倒壊して散乱した円柱を並べて変えて、通りやすくしている場合や、両サイドに円柱や柱頭などを
並べ、また高く積み上げて部屋状の空間を作っているような遺構が多数残っている。これは F10 の南側、E10 の
北側のすなわち大通りの道路際においても見られる（図 11）。
　それは円柱のシャフトや石灰岩が、門の西側に、東西にそして南北に積み上げられ、部屋のような方形の空間を、
形作っている。これらは南北 1.6m ×東西 1.8m、壁の高さはいずれも 1.2m 前後しかないことから、屋根はなかっ
たものと考えられる。部屋として使った場合、テント状のもので覆っていたものと思われる。遊牧的な生活形態
ではなかったかと思われる。その時代は遺物が確認されていないため明らかにされていない。このように使用さ
れた時代は長いにも関わらず、移動され、いろいろなものが混在していることから、薄い堆積層の中から層ごと
の時代を明らかにすることに困難さを増している。
　上記の状況の中で、門の残存状況は悪く、石積み一段分がようやく残ったと言っても過言ではない。ただ何故
門の痕跡がなくなり、基礎だけの状態になったのか、問題となる。門の基礎部は石一枚残っているが（3.8m×3.5m、
高さ約 0.2m）、その上に西方向に拡張された歩道の始まり、すなわち東端が門の基礎部の石の上に重なるように
してわずかに乗っているのである。それは門が人々にとって必要であった時に、ここには頑丈な門とそれに続く
市壁が建設されたが、その門が必要なくなり、邪魔になったとき、高く頑丈な門や市壁は壊され、ローマの大通
りと同じ低いレベルまで壊されてしまった。そして歩道つきの道路がさらに西へと延長された。その際、道路の
一部（東の端－始まり）が門の一部であったところを覆って、道路が西方へ拡張されたと考えられる。またその
道路拡張の際に、道路の方角もやや北よりに方向を変えて作られている。何故そのように方角を変えたかは明ら
かではないが、その時代性を表しているのかもしれない。またこの門が壊された後に、その上に台／塔を造った
のか、そのわずかな石列が残っている。これらと同様な遺構がさらに東のＥ 11 に存在する東西２m、南北は南
端が破壊されているため不明、高さ 0.4 ｍの台遺構が確認されており、２つの台／塔が同時に存在したかもしれ
ない。そしてまたその両台の間の北側に地下貯水槽があることと関係するのであろうか（図 5）。

G9：表層から岩盤まで
　Ｇ 10 の東隣に位置するＧ 9 の表層においては G10 同様に土器の小片、テッセラが少々分布しており、全体に
南側や南西に緩やかな傾斜をなしていた。
表層を徐々に発掘していくと、小礫が全体に分布するようになり、さらに南東コーナーで掘り進むと円柱が立っ
た状況で、またその南側では加工した玄武岩などの大きな石の破片などが出土した（図 13、14）。
　こうして全体が掘り下げられると南西には石灰岩の粗石が目立って出土するようになり、南西コーナーを囲ん
でいるような状況となり、そこが近代の掘り込みのピットに石などを埋め込んだ遺構であることが明らかになっ
た。この掘り込み面は表層にあたり、層の面からまたその掘り込みのピットの中から鉄製の缶の一部も出土した

（図 15）。
　続いて北側断面には円柱が立ったような状況で出土し、その上場の面は全体が埋まった、或いは埋められた一
つの層の変化を示している（図 16）。その下層を掘り下げると、この G9 の中央には東西に並べられた玄武岩の
平らな石列が出土した。その石列の東側は施設への入り口の敷居が出土した。この敷居は玄武岩の平らな石列の
基礎の上のレベルに置かれたものであるが、その敷居の下にさらに軸受けを持つ玄武岩の敷居の入り口が基礎の
平らな石列と並んで築かれていた（図 17）。そしてこの入り口は敷居による方向から玄武岩の石列の北側の空間
施設に入るためと考えられる。その北西には石灰岩の岩盤を刳りぬいて残された敷居壁のような岩盤の遺構（高
さ約 0.6 ｍ）が出土した（図 17）。また北側の断面の中には円柱が立った状況で出土している。そして玄武岩の
石列は本来壁の基礎部分であったと思われるが、後には G10 の市壁の基礎の一部となっている（図 18）。したがっ
てこれらの玄武岩の敷居を含む石列は市壁が築かれる以前からすでに存在していた。
　またこの玄武岩の石列に対して南へ直行した石灰岩の切石が２列に長手方向に並べられ、その両端に小口方向
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に交互に並べられている。この壁は市壁が機能していない時代、市壁が放棄された時代に残存する壁を利用して
区画を作りその空間を利用されたと考えられる。
　なおこの壁の西側に、頭を西方向に、顔を南方向に向け、ほぼ東西に伸展葬された遺体が、石列で囲まれるよ
うにして、またその上に平石を並べで覆うようにして出土した（図 19）。副葬品はなく、イスラム時代の墓かも
しれない。
　こうした遺構はいずれも石灰岩の岩盤上近くに出土しているが、その岩盤はほぼ平坦をなしていたが、自然の
溝状、丸い窪みなどが岩盤に検出された。これらの用途は不明だが、このような窪んだ箇所、凸凹、傾斜の箇所
には玄武岩の割り石、剥片などを敷くように埋められているところもある（図 20）。またこれらの岩盤の面、或
いは床は長い間使われていたようで、他の堆積土の色に比較すると少々赤っぽい色のテラロッサで固く締められ
た床をなしている。このような床はこのＧ 9 に限らず、G10、F10、G11 などでも同様に見られた。このような
岩盤面と床はこのウム ･ カイスでは最も古い時代に使われたものと考えられ、またそれは玄武岩の入り口を伴っ
た石列遺構にもっとも近い時代と思われる。

図 16　G9　北側断面
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図 13　G9　2006 年 10 月９日
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図 14　G9　2007 年８月 25 日
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図 15　G9　2007 年９月 10 日
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図 17　G9　2007 年９月 24 日
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図 19　G9　2007 年 10 月 10 日
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図 20　G9　2007 年 10 月 17 日
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F11･G11：地下貯水槽
F11：
　このグリッドについてはすでにドイツ隊によって発掘され報告されているが、西側の断面、すなわち門及び西
側についても完全には発掘されていなかったようである。その断面を清掃し、その堆積状。況を調査した。とい
うのもこのデクマヌス・マキシムスは初期ローマ時代に造られた後にも何度も再利用されてきたことから、この
道路の周辺は極めて時代が複雑に錯綜する層位を成していることが予想された。したがってこの門の変遷を確認
するにも詳細な調査が必要であった。その断面の清掃の結果、表層：表層と円柱や大石の散乱、２層：円柱を含
む埋土からなり、３層：敷石の上に幾つかの切石が置かれているが、断面からはその遺構の性格はわからない。
しかし門の西側の端と思われる痕跡が敷石の上に線となって残っており、門の規模がこれによって確認できる。
また門の構造上外面は玄武岩の切石で整えてあるが、内部は種々の大きさ種類の粗石が詰め込まれ、固められて
いたことが観察された。F11：の北側に面する断面にはすでに発掘前から小さな穴が見られ、獣の隠れ処にもなっ
ているような雰囲気の箇所であった。これもドイツ隊の調査によるものと考え、これらを清掃することでこの一
帯の堆積状況を知ることが必要と判断し、清掃を始めた。
　大きな切石が崩れるように堆積している断面の中で、この小さな穴は清掃するごとに、奥へ、また下へと続く。
またその堆積はごみの集まりのような状態で、黒いナイロン袋や菓子のアルミ状の袋などが出土した。そして断
面は石灰岩の切石が崩壊して積み重なったような状況となった。上層はアーチ状に石が並んだ状態で出土してい
たが、崩壊石群の下層には空隙があり、その空隙の一部にやや大きい穴が見られた、これは明らかに盗掘穴であっ
た。その穴の奥には墓があって、村人が装飾品を盗掘したとの話もあった。
　しかしこれらの石群が崩壊しそうなので、G11 の上層からの発掘に切り替えた。一方下層への発掘は深く発掘
していったが、電線のケーブルが出てきたりして、ここも下層深く、誰かが掘り込んでいたようである。この下
層も断面同様に崩壊の危険となってきたので、上層からの発掘の進み具合に合わせて、掘り進めることにした。

図 18　G9･10　2008 年１月９日
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Ｇ 11:
　表層においては G10 や G12 と同じ状況であり、北側がやや高くなって、南側に下がっていくものの、南端が
やや高くなることから中央部が東西にややくぼんだような感もある。このグリッドの表層においても他同様に
土器の小片とテッセラがわずかに採集された。表層を発掘し、その下層に達するとまず北側のグリッドの断面に
沿って東西に粗石が集まって出土した。これらを残してさらに掘り進めると、その下から玄武岩の切り石を長手、
小口方向に方形に組み合わせた壁がほぼ東西の方向に長く出土した（図 21）。またその壁の西の端となり、さら
に 90 度曲がって北方向へ造られた玄武岩の壁も確認された。これらの壁は南側が切石で正面が整形されている。
その南北の幅約 0.9 ｍである。その長手と小口で方形に作られた枠石の間には玄武岩を平たく割ったチップで埋
められ、その壁の上部は平坦にチップで埋められ、モルタルで固められていた。これはさらに壁の上部に積み上
げるためのものであろう。この玄武岩の壁の南側には、F11 の北側断面にすでに確認されたように、多くの石灰
岩の切石が北側から壁の南側へ向かって崩壊したように堆積していた（See 平面図）。これらが玄武岩の壁の上部
構造をなしていたものかは現在のところ不明だが、出土したすべての石の分析から判断できるかもしれない。そ
してさらに掘り下げていくと石灰岩の岩盤に達した（図 22）。この岩盤上に約 10cm の厚さで赤褐色の硬く締まっ
た層があり、岩盤の凸凹を埋めるように地均しがされていた。北側の玄武岩の壁の基礎部分は岩盤を彫り下げて
面を造ってその上に壁を築いている。また壁の西側の角の近くには岩盤を掘り込みそこに土器製水道パイプが敷
設されているのが確認された（図 23）。そのパイプはこのグリッドの北西コーナーから玄武岩壁の角をかわすよ
うにして、その南にある貯水槽に向かい、そこで端をなしている。このパイプは周囲を小石塊で詰め、それに灰
混じりのモルタルで固めている。ただ一連の水道パイプの一部が破壊を受けていた。
　この G11 の西側にも岩盤が玄武岩壁の底の岩盤とほぼ同じレベルで広がっていたが、その上にはほぼ立方体の
石灰岩の大石が並んで出土した。またさらに西の断面には G10 の市壁の東端の面が確認された。この西側の岩盤
の直下にはさらに空洞（南北約３m 東西約２m、高さ 0.7 ｍ）があり、そこには暗赤褐色のテラロッサの堆積が約 0.5
ｍあり、その上には灰混じりの土砂が天井部の穴から流れ込んだようにして堆積し、それが天井付近の空隙を埋
めるようにして堆積していた。これらのテラロッサの底の岩盤に水道パイプが敷設してあり、この洞窟の西側奥
から東側へ向かって敷設され、その先が地下貯水槽に流れ込んでいた。この西の奥の水道パイプの源にまでまだ
調査は達していないが、方向からするとちょうど市壁の下を通って G10 と F10 の境のボルグを通って西方向に
向かっているものと思われる。

図 21　G11　2007 年８月９日 図 22　G11　2007 年９月１日
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図 23　F11･G11　地下貯水槽
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G11south：地下貯水槽
　G11 の北側箇所については玄武岩の壁が出土し、巨大建造物の存在を想像させるが、南部分においても掘り下
げていくと、大きな円形を描くようにして岩盤が刳り貫かれた地下洞窟が現れ始めた。空洞上部の穴の部分は直
径４ｍはある。その下はさらに大きく彫り広げられ、直径約５ｍになりそうである。そしてその深さは約５ｍほ
どである。南側の断面調査においても確認されていたように、何者かが深く掘り下げたような痕跡があったこと
から、その掘り下げた痕跡を清掃するようにして、その跡を掘り下げていった。そこは洞窟の西側の壁にそった
箇所であり、その発掘の結果、壁に沿って約 1.5m の幅で南北におよそ 3.5m の長さに、また深さは底まで約５
m であった（図 23）。
　南側の列柱の北側部分は深く掘り込まれ、柱の基礎部分は白い石灰岩の平らな石が敷かれ（歩道と同レベル）
その下は小石が積み上げられて固められ、その基礎の北端面は垂直になっていた。そしてそのスタイロベートの
すぐ下のレベル（歩道レベルから下約 1.6m）には水道管パイプが出土し、その基礎となった底の部分から、ま
た岩盤の直上にあたるレベルから２本のパイプが並んで出土した。さらにほぼ同レベルで東側の断面からもパイ
プが１本出土し、この地下の洞窟がこうした水に関係した施設であることが十分に証明される。さらに洞窟の西
側の箇所を掘り下げるにつれて壁にもモルタルが厚く塗られ、これらも防水のためのものと考えられた。この発
掘からはビザンツ、ローマ時代の土器片も出土するが、鉄線、缶、ナイロン袋など現代の新しい物が出土すると
ころから、この掘られた痕跡は近年の仕業と言える。これらが何の目的でこれだけ膨大な労力を要するにもかか
わらず掘られたかは、底まで清掃しても、依然謎である。この西側の高い位置の壁には方形に窪んだところがあ
る。人がやっとそこに入れるくらいの窪みである。この用途も不明であるが、この地下洞窟の北側壁の部分の高
い位置にも長方形（奥行き 1.7m ×幅 0.8m、高さ 1.2 ｍほど）の洞窟がある。墓のようなタイプの彫り込みであ
り、今は厚い土砂が堆積している。高さ５ｍもあり、人が簡単に入れない高い位置にある。これらは地下貯水槽
に使うために深く彫り下げられる前の、まだ床が高いときに墓などに使うために掘削されたという考え方はでき
るかもしれない。或いは貯水槽が放棄され土砂で埋まってしまったところで墓などの利用のために壁を彫ったと
いう考え方も可能性としてある。また北部の上層に続いて、その北東部分の洞窟内の上層を発掘したところ、粗
石を積み上げて天井まで塞いでいた壁が出てきた。その一帯はすでに G12 の西側箇所に当る部分で洞窟の天井の
壊れた部分から、大石を詰め込んで塞いだような箇所もある。その塞いだ壁の一部分を開けてみたが、その壁の
裏即ち東の箇所には土砂と石塊が埋まっていた。この解明は G12 を上層より発掘することによって明らかに出来
る。この地下貯水槽に高く埋まった層位を西側部の清掃された箇所の断面を見てみると、何度も石灰岩の小チッ
プやテラロッサの土砂が互層になって南側から流れ込んでいる状態が観察される。その高く埋まって堆積した後
も水が流れ込んだようで、北側の地下貯水槽の壁の付近にはその流れ込んだ水が濾過されて細かい粘土だけで層
を成している箇所が特に高い位置での堆積層の中に観られた。年代についてはこの層位ごとに発掘して遺物を採
集し、分析する予定であり、特に水槽内の底の層からの採集される遺物は興味深い。

G11・G12・G13・G15・G16・G17・I11・J11・L11・M11：玄武岩壁
　このグリッドは G11 に玄武岩の壁と思われる一部がすでに確認され、1.5 ｍの高さに積み上げられていること
が明らかになった。その壁はさらに西に延長されていることは明らかであるが、どこまで延びているかが調査の
対象となった。そのため、G12、G13、G15、G16、G17、に至るまで次々に確認していった（図 24-28）。それ
らのグリッドは壁の大きさの確認だけで床までは掘り下げることはしていないが、G15 において壁が中断したた
め、この壁は北方向へ直角に方向を変えたものと判断し、H15 を発掘したが、壁は出土しなかった。そのため、
さらに G15 において壁の状況を精査すると、上部一段分の玄武岩が欠落していたが、そこには階段状の石列が確
認され、段数は４段まで確認された。一方その玄武岩の壁はさらに東方向に延びていることが判明し、G16 の発
掘によって壁の確認がされた。ただ壁はさらに東に延長し、G17 の東北コーナーにおいても確認されて更に続い
ているかもしれない。
　したがってこの玄武岩を長手積みと小口積みで方形に組み合わせながら積み上げ、連結していく工法で作られ
たこの壁は高さ約 1.5 ｍで、長さは G11 から G17 までの約 35 ｍに達することが明らかになった。これらの壁に
は入り口や窓などもないところから、また G15 に見られる階段状遺構を伴うことから考えられることは、広大な
施設の基壇と考えられた。また西の端の G11 からはこの壁は直角に北に曲がり延びている。この壁は I11、J11、
L11、M11 においても確認されている（図 24、29-31）。この南北の長さは 30m に達すると思われる。ただこ
の玄武岩の壁の構造は I11 の北側箇所で変化して、J11 では石灰岩の平石を長手方向に２列並べて、その端に小
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口方向に１枚並べる構造をなしながら北へ伸びているようである。その壁の厚さはやや玄武岩の壁よりは狭く約
0.6 ｍである。このように南部と北部では材質と壁の構造が異なっているようである。そして北端の M11 ではや
や後に変更されて壁の方向が東寄りに変えられているが、基本的には岩盤の上に築かれ、そこで東に直角に曲がっ
て延びているものと推定される。この壁の北端の岩盤は東西に、また下へ深く切り込まれ、その北側の彫り込み
には壁の石材だったと思われる石灰岩の平石が、無造作に放り込まれて堆積していた。このように基壇と思われ
る基礎壁の範囲は広大に東西 35m ×南北 30m で、その高さはローマの通りから見ても 1.5 ｍ以上の高さの基壇
であり、ひときわ目立つ壮大な施設であったに違いない。

図 24　玄武岩壁全体図
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図 25　G11　玄武岩南面１
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図 26　G12　玄武岩壁南面２
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図 27　G13　玄武岩壁南面３
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図 28　G15　玄武岩壁南面４



第三章　ウム ･ カイスの発掘調査

63

図 29　I11　玄武岩壁西面１
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図 30　J11　玄武岩壁西面２



第三章　ウム ･ カイスの発掘調査

65

図 31　L11･M11　玄武岩壁西面３
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H15・H14・I15・J15・J14・I14・I13・H13・G16：ヨルダン軍の塹壕跡（図 32）
　H15 の発掘においては、まず表層付近において西側に細長く縁を石で囲むような遺構が出土した。しかもかな
り深いようで当初墓の可能性も考えられたが、その遺構の中から出土する遺物が現代の軍隊の靴、銃の弾などで
あることから、軍隊の塹壕と判断されるに至った。この遺構は西隣の H14 の東断面にも延長部分が確認された（図
34）。その規模はおおよそ東西方向に幅 1.5m ×長さ 2.0m、深さ 1.5m ほどの遺構で、周りは石が単に積み上げ
られた程度の簡素なものである。また軍隊の塹壕と思われる施設は I15、J15、J14、I14（図 36-38）に発掘さ
れたが、この一部は表層においてすでに石灰岩の大きな石（市壁の一部に使われていたと思われる同質、同サイ
ズの石灰岩）が露出していた。発掘の結果、表層より直ちに石列が出土し、その石列も遺構の内側と思われる面
が整っており、掘り込まれた内側に石壁が作られていることが明らかであった。またその遺構の中からは軍隊に
関係するような銃弾や軍隊の靴、軍服の端切れ布などや、現代のガラス片、缶などが出土した。この施設は発掘
の結果、東西 3.5m ×南北 3.5m、深さ 1.0m の広い方形の半地下の施設で、簡単な階段が北東の角に作られていた。
　そのほかにも I13、及び H13（図 33、35）においても同様に方形の軍隊と思われる施設が発掘された。その
規模は東西 3.5m ×南北 4.0m、深さ 1.5m である。これらの床面や壁はモルタルで簡単に塗ってある場合もある。
また G16 においても少々曲がった H15 と類似した細長く石積みがなされた塹壕が出土した。また同様に軍隊に
関係する物が出土した。このような軍隊の施設は 1967 年の第三次中東戦争頃のものと思われる。なおこうした
軍の施設はこのウム ･ カイスには多く存在するし、また現在も軍の基地が遺跡内にあり、訓練も日々行われている。
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図 32　ヨルダン軍塹壕
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図 33　H13　塹壕１



第三章　ウム ･ カイスの発掘調査

69

図 34　H14　塹壕２
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図 35　I13　塹壕３
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図 36　I14　塹壕４
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図 37　I15　塹壕５
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図 38　J14　塹壕６
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I14・H14・J15・J14・H12・I12・J11・L11：モザイク床（図 39）
　テッセラがこの発掘予定地一帯で表層より出土していることはすでに確認していたが、実際にモザイクが、最
初に確認されたのが H14（図 40）、それから I14（図 41）であった。それらのモザイク床は極めて限定的でも
ろく壊れやすい状態であった。そのモザイクの基礎部分は砂のような状態で固定されておらず、極めて緩い基礎
部であった。したがってまず固定することが必要となり、その縁だけをパラロイド B72 でとりあえず固めておく
ことにした。モザイクには土が付着した状態で、全体に灰色を呈し、クリーニングが必要であった。このような
モザイク床が表層わずか 30cm ほどで一面に出土することが確認され、次には J15 には狭い箇所だが東限の端が
確認され、その西側のグリッド J14（図 42）にも確認された。また西のグリッド H12（図 43）、I12（図 44）、
J11（図 45）などにも確認され、特に H12 はグリッド４ｍ×４ｍに全面にモザイク床に文様が施されているこ
とが判明した。そこには縁に波頭紋、中心部には円形紋などが連続して施され、また四方には錨のような特殊な
文様が施され、色取り取りの色彩で表現されている（図 48）。またモザイクは L11（図 46）においても表土下
わずかに 20cm 前後で出土し、これは北限にあたる。
　こうしたモザイクは現在のところ東西 18m ×南北 23m の範囲に出土している。またこのモザイク床を区分け
するかのように、H12 の東側に仕切り石と思われる石が南北に並んで出土している（図 43）。またこの石列は
I12 の東側（図 44）でも確認され、東側区域と西側区域を分けているようである。また I11（図 47）と J11 の
境において壁の構造も変わっており、おそらくこのボルクに壁らしきものが東西にあるかもしれない。そしてそ
れがさらに東へ延びて、I14 と J14 の境に石灰岩の石列が東西に並んでいる石列に繋がるのではないかと推定し
ている。そうすれば一区画おおよそ 10 ｍ× 10 ｍ前後の区分けがされていることになる。少なくとも西側区域
では２区画存在する。これらのモザイク床上から出土した遺物で興味深い遺物が出土している、それはまず大量
の瓦片である（後述、戸田他）。瓦はモザイク床に接して出土したものもある。ただあるものはガラガラと不規
則に出土した例もあり出土状況は定まっていない。最も多量に出土したのは H12 であろう。ただ H12 は北西の
コーナーが破壊を受け掘り込まれて撹乱を受けているので下層と混合している可能性もゆがめない。また J14 や
J11 ではモザイク床に接して床上に出土した例が多い。ただし瓦はすべて破片であり、完形のものはない上、接
合できるものも少ない。したがってこれらの瓦がこのモザイクの床に伴う建物の屋根の瓦とは断定できない要因
も多々ある。しかし瓦同様に他に大理石の装飾用に部品や壁などに使われていただろうと思わせる大理石の破片
が多数出土していること、また J11 では鉄製の釘などが 10 点あまり出土していることなど、建物があったこと
をうかがわせる遺物もモザイク床上から出土していることから、モザイク床に伴う建造物があった可能性も否定
できない。ただ壁の立ち上がりがなく基礎部だけにとどまることから復元が困難である。更なる調査によって資
料が獲得できることが期待される。
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図 39　モザイク床・玄武岩壁
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図 40　H14　モザイク床１



第三章　ウム ･ カイスの発掘調査

77

図 41　I14　モザイク床 2
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図 42　J14　モザイク床 3
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図 43　G12・H12　モザイク床 4
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図 44　I12　モザイク床 5
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図 45　J11　モザイク床 6
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図 46　L11・M11　モザイク床 7
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図 47　I11　モザイク床 8
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図 48　H12: モザイク床 ( 部分的なクリーニングの後 )
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敷石遺構 ( モザイク床基盤 ) 
　モザイク床の範囲は上記の如く限定されていたが、その基礎となる部分は敷石施工されており、小さい石灰岩
や玄武岩のチップを敷き詰めて面を作ったその上にモルタルなどを施し、テッセラを敷き詰めてモザイク床を
作っていたと考えられる。そのレベルも表層からわずか 30 ～ 40cm 程度の下層に出土し、敷石のあるところは
上部にモザイク床がなくとも過去にモザイクが敷き詰められていたと十分に想像できた。それはそのグリッドで
出土する膨大なテッサラの量からも推察できる。敷石は現在のところほぼ玄武岩の壁の内側の範囲、即ち H12 か
ら東側へ H16 までの約 25m、さらに H17 まで、即ち 30m までは広がっていたことは間違いない。また北側へ
は現在のところ L11 まで確認されるが、さらに M11 まで広がるであろう、即ち 30m までとなる。要するに玄
武岩の壁がある範囲内すべてに敷石が基礎となってモザイクがその上に施工されていたと考えられる（図 49）。
　その玄武岩の壁とモザイク床の関係については、現存する玄武岩の壁の上面とモザイク床の面はモザイク面が
わずかであるが高いレベルにある。またモザイク床は玄武岩の壁の上には覆っていない上に、その壁の手前でモ
ザイク床は縁となって止まっている。方向も同じである。したがってモザイク床と玄武岩の壁は同時期のもので、
玄武岩の壁はモザイク床の基礎となり、基壇となっていたと考えられる。ただこの基壇の上部にどのような壁や
屋根がかかっていたのか不明である。

図 49　H13　敷石遺構
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H15･I15：住居遺構
　H15（図 6）の発掘調査はその南側では大きな粗石が積まれた状態で断面に沿って出土し、それがピットの様相
であったことから、深く掘り下げた。しかしながらそのピットの用途は明らかではない。また西の断面付近からも
軍隊の塹壕が検出され、この２つの遺構によってその付近が撹乱を受けていた。その他このグリッド内での表層で
は多量のテッセラが出土した。そのオリジナルと思われるモザイクの床は検出されなかったが、小石を敷き詰めた
平らな面が全面に出土した。この小石の敷石はモザイク床の基盤となる面であった。この面をさらに 20cm ほど掘
り下げると、そこに石灰岩の小塊、或いは粉末が混合した厚い堆積層が現れた。この白い石灰層は南西方向から緩
やかに流れて堆積したような傾斜、そして堆積は全面に見られる。更に上下の層を明瞭に分けている。また場所によっ
てはこの白い石灰層が２重になって堆積している箇所もある。この白い石灰層の中からは遺物は出土していない。
これらの白い石灰層はこの H15 の断面にくっきりと示され、そしてこの一帯（I15、H16、H14 など）に広く分布
している。この白い石灰層の下に、住宅と思われる壁が検出され、西側などにはプラスターが塗られている壁が検
出された。この壁は石の積み方も整然と組まれて 0.8m と厚く堅固である。ただ南側の壁は他の壁に比較してやや
薄く（約 0.6m）、石の積み方も粗雑であることから後の補強か、後に追加された壁かもしれない。そしてその中央
部分は出入り口となっていた可能性もある。また東側の断面に南北に沿って壁が検出されたが、大きな石と粘土質
の土との混合で厚い壁（ボルグにより幅は不明）が作られている。このような部屋は約 3.8m × 2.8m の大きさで壁
は高さ約 1.5m 残っていた。床は固い面をなしているが、南東コーナーがやや窪んでいる。遺物はこの部屋からは
土器片、ガラス小片が少々出土したのみである。ただこの建物は複数の部屋からなっており、建物は北側の I15 や
西側の H14 に続く。
　I15: このグリッドにおいても、H15 と同様の層位が観察された。上層では軍隊の塹壕施設が北側に観られ、また
その塹壕で切られているが、巨大な壁が北側の断面に平行して検出された。その石組壁は整然と粗石が組まれ、高
さは３.5m ほどである。そして下部の石組みの中から黒い灰が出てくる。その灰はフレッシュな印象であるが、そ
の機能は北側のグリッド（J15）の発掘調査を待たねばならない。ただ付近から白い石灰層や、鉄宰も出土している
ところから、関係する施設かも知れない。その他の面においては表層においてすでにテッセラが多量に出土、また
細かい小片の土器片などが出土したが、その下には小さな石が敷き詰められた面が検出され、さらにその下から白
い石灰層が検出され、さらにその下からは石膏の破片が多量に固まって出土した。それらの一部は天井の壁との角
に付けてある段の付いた装飾石膏塗りの破片も出土した。ただこれらは天井や壁から崩壊して床に堆積したのでは
なく、床面よりは 40cm ほど高い位置で出土していることから、崩壊の後に埋められたとも考えられる。また H15
からの延びる壁が確認された（図 50）。西側にはプラスター付の壁が検出され、東側にも H15 から延びる壁が断面
に平行して検出された。そしその東壁の箇所には本来出入り口であったところが閉塞されている壁が検出され、ま
たこの両壁を東西に結ぶ壁がこのグリッドのほぼ中央に検出された。そしてその中央にも、本来出入口（１m × 0.7m）
となっていた箇所が閉ざされた壁が検出された。この壁の北側の面にはプラスターが塗られていた。また東側の壁
はさらに北側断面へ向かって延びているが、この西側面（内側）にはプラスターが塗られていた。したがってこの
北側にある空間も大きな部屋となる可能性が高い。南の空間はH15の北側の空間と合わせて一つの部屋となる（3.8m
× 2.8m）。そして西側のプラスター付の南北方向の壁が３m となり、この部屋は H14 や I14 にまで及んでいる。
　H14：H15 の西側に確認されたプラスター付の部屋の延長がこのグリッドの東側に及んでいることが明らかとな
り、その確認の発掘をおこなった。表層においては軍隊の塹壕の一部が東側の一部に確認された、同時に表層付近
で南側においてモザイク床がやや狭い範囲（南北１m ×東西４m）に出土した。南へさらに延びそうである。その
モザイク床には南側の断面に沿って狭い溝状の窪みが東西に渡って廻らされていた。これはモザイクの区画を知る
上で参考になる標である。北側においてモザイクは検出されなかったが、小さな石を敷き詰めたモザイクの床の基
礎部は確認された。その下層を発掘していくと白い石灰層に達し、その下にプラスター付の部屋が検出された（図
51）。これを H15 のプラスター付の空間と合わせると３m ×５m の部屋になり、その出入口（幅 1.5 ｍ）は I14 の
南西コーナーにあたる。
　I14: このグリッドは北東コーナーが軍隊の塹壕施設になっており、掘り込まれている（４m × 1.5m、深さ 1.5m）。
また北西側の表層を掘り進むと、他の例のようにモザイク床が出土した（図 52）。その下、またその周りには小礫
を敷き詰めた平らな面が広がっている。北側の断面に沿って石灰岩の平らな石が東西に並んで出土した。この壁は
何処へ続くか不明だが、モザイク床がその石に接したところで止まっていることから、南北のモザイク床を区分け
する仕切り壁の可能性もある。南側幅 1.5 ｍほどの間には東隣のグリッド（I15) のプラスター付の部屋の延長が出
土し、その壁にはプラスターが塗られていた。そしてその西側部分が部屋への出入り口になっている。
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図 51　H14　住居遺構 1
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図 52　I14　住居遺構 2
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図 50　I14　住居遺構 3
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I15：住居床下遺構
　I15 のほぼ中央に東西に伸びる壁が出土しているが、その床においてすでに見られる石列と石壁が確認された

（図 50）。ただこの平らな石は薄く壁とは考えがたい、そこでこの石を一つ剥がしてみたが、その中に堆積した
土はぼさぼさ状態で締まっていなかった。その中は墓のようにも思える。またその北側には石列があり、部厚く
壁のように見える。またこの中の埋土から土器片が少々採集されたが、後期ヘレニズム／初期ローマ時代のもの
と思われる。
 
デクマヌス・マキシムスの北側の断面（RLN）調査
　デクマヌス・マキシムスの二次使用や発掘調査などでその北側が斜面になっているが、その再調査を試みた。
それには東西の通りに合わせてのグリッドを設定した。西側の G12 の南西コーナーを基準に５m の幅で設定した。
RLN. １、２、３～ 11 などであるが、現在まだ進行中であるが経過を報告する。

RLN. １:
　このグリッドは最初の 2005 年夏のイラク人研修の一環として、F11 として断面を調査した。これらの位置は
東西に円柱が立って並んでいるところから北側の約 1.5 ｍの幅に当る。その幅の表面は南側に向かって、即ち道
路側に向かって下る斜面になって、円柱の立っているところで堆積はなくなり歩道面に達する。この歩道近くで
は発掘時のものであろうか。また近年移動されたものであろうか、石灰岩、玄武岩の石塊が散乱している。これ
らの石の直下からプラスチックの破片が検出されたことなどからも、これら大石の位置する時期が何時であるか
を判断することは極めて困難なことを示している。この斜面を上層から発掘していくと、まず、北側の断面の高
いころから崩れて堆積している約 10cm の表層がある。それから 2 層に相当するところ約 50cm の厚さからはラ
ンプとアンフォラの破片が出土した、また方形の石灰岩の石が数個出土した。
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　また多量の獣骨がその層に含まれていた。その下層の３層は厚さ 40cm 程であるが、円柱などを含んでおり、
その下はローマの通りと歩道の下 20cm のレベルで灰混じり石灰の白い硬い締まった層、即ち床になる。この中
央に東西方向で掘り込んだ溝があり、そこから陶器製のパイプが連結して検出された。このパイプは灰交じりの
モルタルで固められて、さらにその上を石の剥片で覆って固めていた。このパイプは東の方向から西方向に流れ
て、最後に F11 の貯水槽に流れ出たと推測される。事実、F11 の南東コーナーには低いレベル（歩道のレベルか
ら下へ 1.2 ｍほどのところに位置）にパイプが検出されている。

RLN. ２:
　表層約 20 ～ 30cm ほど掘り下げると２層に入るが、その層は石灰岩の小礫混じりの層でおおよそ 50cm ほど
堆積している。その下層はやや固くしまっており、歩道と同レベルまでの厚さを有する。この発掘区域の幅は約
1.5m でるが、北が輪の断面付近に切石が並んで出土し、遺構が G13 にわたって確認されるであろう。

RLN. ３：
　表層は 50cm ほどの堆積だが、大きな石灰岩の石や、円柱も地表で散乱している。その堆積層もあまり人の動
きや変化を感じさせない堆積を示している。ただその下の２層に相当する堆積には厚さ 40cm で石灰岩の大小の
剥片が堆積している。そしてその底、即ち歩道と同レベルには石灰岩の平石が敷き詰められ床と考えられる。

RLN. ６：
　この断面の表層も厚さ 50cm ほどであるが、変化の少ない土砂の堆積である。そしてその西側の断面付近で底
のレベルには、平石が部分的であるが敷かれるように出土した。また東の断面付近で、円柱が南北に置かれてい
るようにして出土した。その間の状況は硬く絞まっている面即ち床らしき状態であった。

RLN. ７:
　RLN6 と全く同様の表層で地表より 40cm ほど堆積している。ただその下の層は表層に比較してやや締まって
いる。その層は厚さ 30cm ほどであり、この層に大石が列柱に沿って並べられている。これは地表からも確認さ
れるが、この通りの脇に何処でも見られる簡易家屋のための壁であろう。その下には石灰石の粗石が広がって堆
積しているがその堆積は薄く、大きな石灰岩の平石の上に広がっている、また東の断面に沿って石灰岩が南北に
並んで出土している。

RLN.10：
　表層 30 ～ 40cm ほどの厚さで西側のほうがやや高い。
粗石の下 30cm ほどの厚さで少々締まった状況で平面に堆積している。第３層には赤褐色で小礫を含む 30cm ほ
どの厚さで堆積している。特に赤褐色の堆積は目立つ。床は歩道と同じレベルであり、締まった硬い面を為して
いる。

RLN.11：
　このグリッドは RLN10 と同じ層位であり、ここでも同様に赤褐色の層が確認された。そして歩道レベルでは
玄武岩の石を長手と小口の交互に組んだ壁が直交して出土した。東西方向の壁の厚さは約 80cm、南北の壁の厚
さ約 60cm である。ただその東西に伸びる壁が円柱を立てる台の下の白い石灰岩の平石の下に検出された。これ
は道路が作られ、列柱を立てられた時代よりは前の時代にすでに造られていた遺構ということになる。そしてそ
の部屋らしき空間は深く、また上から投げ込まれたかのように、多くの大石がその中から出土した。
　このようにこれらの断面調査から、表層は通りの使用に大きくかかわっていることがわかる。表層は近年の発
掘や耕作などの影響で、大きな建築石材や新しい時代の表層に堆積を示している。その下層について本来の古代
以来の堆積があるようで、ややその堆積が締まっている状態であり、円柱や大きな角石をも含んでいる。ただこ
のレベルは歩道と同じレベルではなく、基本的にその上に位置する。そして歩道とおなじレベルには床らしく硬
く締まった状態の床が検出される。そしてその下層は未調査が殆んどであるが、RLN11、に見られるように床下
即ち歩道と同じレベル以下に遺構が検出され、ローマの通りよりも低いレベルに築かれる地下水道施設やより古
い下層の時代の遺構かもしれない。
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第四章　出土遺物について

４－１　ウム・カイス遺跡出土の瓦塼について
Roof Tiles Excavated from Umm Qais 

戸田 有二 ＊1

松本 健 ＊2

江添 誠 ＊3

はじめに

　2005 年に始まった国士舘大学の文化遺産研究プロジェクトの一環で行われた発掘調査において多数の瓦塼が
出土している。国士舘大学発掘地区だけでなくヨルダン考古局の発掘地区においても確認されている瓦塼は、今
までほとんど注視されず、発掘報告書でも取り扱われていない。
　本研究はウム ･ カイス遺跡出土の瓦塼の詳細な観察を通じて、そこにみられる様式や製作技法、文字などの情
報を整理し、西アジア地域における瓦塼の状況をとらえる資料を提供することを目的にしている。その上で、瓦
塼の西アジアへの伝播とそこに記された文字の持つ意味について若干の考察を行いたい。

１．ウム ･ カイスの瓦塼

　今回われわれが調査した瓦塼は全体で 600 点ほどであるが、完形品がいまだに１点も検出されていない。その
理由は瓦の出土状況が本来の瓦葺き建物跡の場所にではなく、おそらく後世の整地等のために砕かれて投棄され
た場所に集中して堆積していることと関連するものと考えたい。瓦塼はほぼ市壁内全域から検出されるが、今回
ここで扱ったものは国士舘大学発掘調査の J12、Ｈ 12 地区出土のもの、エンマタ門出土および東門出土のもの、
それに加えてヨルダン考古局発掘区の初期ローマの西門の南東に位置する八角堂広場付近（OCTA）出土のものと、
同じく西門から南に約 80m 付近の市壁の内側地点（ヨルダン考古局整理番号 253・259G）より出土したもので
ある。
　2008 年にヨルダン考古局によって浴場（中央）出土の瓦塼について調査が行われ、報告されたとのことであ
るが、書誌情報が明確でなく未確認である。
　ウム ･ カイス出土の瓦は、地中海世界で広くみられるテグラ (Tegula) と呼ばれる女瓦とインブリクス（Imbrex）
と呼ばれる男瓦がその大半を成している。本稿中、瓦についての記述を行うにあたり、瓦各部の名称については
図イ、図ロに示したものに従うこととする。

＊1 国士舘大学文学部史学地理学科考古・日本史学専攻
＊2 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊ 3 慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程

女瓦 男瓦

図イ　女瓦各部名称 図ロ　男瓦各部名称

狭端部（面）

狭端部（面）

凸面

凹面

凹面突起部

側面

側面
広端部（面）

広端部（面）

裏面
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２．出土瓦塼の観察

A. 八角堂広場出土（OCTA）

（１）女瓦

OCTA-000 ( 挿図１・図版１)
現存長 16cm、現存幅 11cm、厚さ３cm を測る断片である。凹面…突起部立ち上がりの高さ２、側面５で内傾する。
突起部…立ち上がりで厚さ 3.5cm、断面は逆Ｕ字型。平坦面…凸面が横方向のナデ、突起部および側面は縦方向
のナデ。胎土…良好。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特徴…凹平坦面、側面ナデ、白色塗料を塗っている。

OCTA-001 ( 挿図１・図版１)
現存長 22.3 ～ 22.5cm、現存幅 17cm、厚さ 2.5cm。凹面…立ち上がりは高さ 2.5cm、側面６cm で縦方向のナデ。
突起部…立ち上がりで厚さ 3.5cm、断面はほぼ直立で上面やや丸みを持つ逆 U 字型。平坦面…剥離のため不明。
凸面の立ち上がり付近から側面にかけて縦方向のナデ仕上げ。胎土…良好、突起部と平坦部には粘土の継ぎ足し
痕跡は認められない。焼成…良好。色調…淡褐色。特徴…突起部が直立した立ち上がりを持ち表面には石灰付着、
断面にたたらの痕跡がある。

OCTA-004 ( 挿図１・図版１)
現存長…31cm、現存幅…26cm、厚さ…3.5cm。凹面…立ち上がりの高さ 2.3 ～ 2.5cm。厚さ…立ち上がりで 3.3cm。
側面…5.5cm で縦方向のナデ。断面…ほぼ直立で上面やや丸みを持つ逆Ｕ字型（側面…５で内湾、断面…逆Ｕ字
型）。平坦面…不定方向のナデ、側面および突起部は縦方向のナデ。胎土…良好、焼成…良好、色調…( 標準色
10R8.5/2.0 Pale　yellowish pink　シェルピンク )

OCTA-009 ( 挿図１・図版１)
短径 8.8cm、長径 15.1cm、厚さ 30cm。凹面…立ち上がりは高さ 2.8cm、側面 5.9cm で縦方向のナデ。突起部
…立ち上がりで厚さ 3.5cm、断面は逆 U 字型。平坦面…ナデ。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。
特徴…突起部はやや内径して立ち上がり表面には石灰付着、断面にたたらの痕跡がある。
OCTA-010 ( 挿図１・図版１)
短径 11.2cm、長径 11.3cm、厚さ 2.8cm を測る断片である。凹面…突起部立ち上がりの高さ 1.3cm、側面 3.2cm
で内傾する。突起部…立ち上がりで厚さ 2.0cm、断面は逆Ｕ字型。平坦面…ナデ。胎土…良好。焼成…やや甘し。
色調…淡褐色。特徴…凹平坦面、側面ナデ、白色塗料を塗っている。

OCTA-011 ( 挿図１)
現存長 9.5cm、現存幅 6.5cm、厚さ２cm。凹面立ち上がり高さ…2.3cm、厚さ…立ち上がりで２cm。側面…3.8cm
で縦方向のナデ、平坦面から内径して立ち上がり２cm のところでさらに内径。断面…ほぼ内径して直立し、外
側やや内傾型で上面やや丸みを持つものの逆Ｕ字型。平坦面…タテ方向のナデ。凹面…立ち上がり付近から側面
にかけて漆喰の痕跡あり。縦方向のナデ仕上げ。型作りと考える。胎土…良好で平坦部と立ち上がりの部分には
粘土の継ぎ足し痕跡は認められないが、「たたら」痕あり。焼成…良好。色調…淡褐色（標準色 10R8.5/2.0 Pale 
yellowish pink　シェルピンク）。特徴…突起部が内径直立した立ち上がりをもつ。表面には石灰が付着して白色
の部分もあるがもともとの色調は淡褐色で、「たたら」痕あり。断片であるため詳細不明。

OCTA-013 ( 挿図１・図版１)
現存長 23cm、現存幅 16cm、厚さ４cm。やや厚手で側面の一部を含む断片である。側面の内側 3.5cm のところで、
幅 1.7 ～２cm、の高さ 0.7 ～ cm の逆Ｕ字型がある。外は縦方向のナデ、内は横方向のナデの後突起部にそって
その底面を縦方向のナデで仕上げる。側面ナデ、裏面不定方向のナデ。胎土…良好で突起部は粘土紐を張り付け
たものか判断できない。「たたら」痕あり。焼成…良好、色調…淡褐色（標準色 10R6.5/6.5 Soft yellowish pink
　フレッシュピンク）。
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OCTA-015 ( 挿図２・図版１)
現存長…20cm、現存幅…14.5cm、厚さ…2.8 ～ 3.21cm。凹面…立ち上がりの高さ 1.8 ～ 2.3cm。厚さ…立ち
上がりで 2.8cm。側面…4.5cm で縦方向のナデ、平坦面から内径して立ち上がりこの部分からさらに内径。断面
…逆Ｕ字型。平坦面…ヨコ方向のナデ。凹面…端部から 10cm ほどのところで立ち上がりが始まり、平らな部
分は漆喰の痕跡あり。横方向のナデ仕上げ。型作りと考える。胎土…良好。焼成…良好。色調…淡褐色（標準色
10R8.5/2.0 Pale yellowish pink　シェルピンク）。特徴…内径直立した立ち上がりをもつ。表面には石灰が付着
して白色の部分もあるがもともとの色調は淡褐色で、「たたら」痕あり。断片であるため詳細不明である。

OCTA-017 ( 挿図１・図版１)
現存長 18.6cm、現存幅 17.3cm、厚さ 3.1 ～ 3.7cm。凹面…立ち上がりは高さ 2.0cm、側面 5.9 ～ 6.3cm で縦
方向のナデ。突起部…立ち上がりで厚さ 2.2 ～ 2.6cm、断面はほぼ直立で上面やや丸での逆Ｕ字型。平坦面…ナデ、
全体的に漆喰付着。胎土…良好で平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成…良
好。色調…淡褐色。特徴…立ち上がりは外傾。立ち上がりは右と下の両面にある。側面にかけて縦方向のナデ仕
上げ。

OCTA-041 ( 挿図３・図版２)
短径 6.5cm、長径 10.9cm、厚さ（側面）2.8cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…赤褐色。特徴…表
面の中央付近に指頭圧による文字記号あり。「Λ」の断片か。文字残存長は縦６cm、幅確認できるところで 8.5cm、
太さ２cm、深さ 0.6cm を測る。表面丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて仕上げるが、
雑でそのままに近い。

（２）男瓦

OCTA-025 ( 挿図１・図版１)
現存長…14.5cm、現存幅…10cm、厚さ…2.5cm。胎土…粗砂混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色（標準色
10R6.5/6.5 Soft yellowish pink　フレッシュピンク）。凹面…長期にわたって埋没していたためか一面漆喰が付着、
仕上げがわからない。凸面…タテ方向のケズリの後ナデ、前面クシ目のような縦方向の痕跡もある。端部付近に
は漆喰が付着。特徴…１方側面の一部を確認できる断片。側面は凸面からタテ方向にナデられているため木口が
切り離されたものかどうかわからない。断面から粘土板素材と思われる。また断面には「たたら」のあともみら
れる。形体は中国、半島、日本のものと同様である。凹には布の痕跡は確認できない。

OCTA-037 ( 挿図１・図版１)
現存長…9.9cm、現存幅…10.7cm、厚さ…1.1 ～ 2.3cm。胎土…粗砂混入。焼成…やや甘し。色調…淡灰色。凹
面…整形痕無し。凸面…ヨコ方向の指頭圧痕が３条轆轤整形痕状に仕上げる。ナデ痕もある。特徴…１方側面の
一部を確認できる断片。側面は木口が切り離されたものかどうかわからない。凹には布の痕跡はない。

OCTA-045 ( 挿図１・図版１)
現存長…8.8cm、現存幅…8.8cm、厚さ…1.8 ～ 2.8cm。胎土…粗砂混入良好。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。
凹面…整形痕無し。凸面…タテ方向のナデ。特徴…凹凸両面に漆喰が付着。凹には布の痕跡は確認できない。粘
土素材は粘土板で「たたら痕」が認められる。

OCTA-050 ( 挿図１・図版１)
現存長…9.3cm、現存幅…9.0cm、厚さ…1.5 ～ 2.1cm。胎土…粗砂混入。焼成…やや甘し。色調…淡灰色。凹面
…整形痕無し。土器片混入。凸面…タテ方向のナデ。特徴…凹凸両面に漆喰が付着。粘土素材は粘土板で「たたら痕」
が認められる。

OCTA-051 ( 挿図１・図版１)
現存長…9.8cm、現存幅…8.6cm、厚さ…1.6 ～ 2.5cm。胎土…小礫混入。焼成…良好。色調…淡褐色。凹面…一
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部ナデ。凸面…ヨコ方向の指頭圧痕が３条轆轤整形痕状に仕上げる。ナデ痕もある。漆喰付着。特徴…１方側面
の一部を確認できる断片。側面は木口が切り離されたものかどうかわからない。

253・259G 051( 挿図２・図版２)
現存長…22.0cm、現存幅…12.8cm　、厚さ…1.7 ～ 2.4cm。胎土…小礫混入。焼成…良好。色調…淡褐色。凹
面…一部ナデ。漆喰付着。凸面…タテ方向のナデ痕ある。漆喰付着。特徴…１方側面の一部を確認できる断片。
側面は木口が切り離されたものかどうかわからない。粘土素材は粘土板で「たたら痕」が認められる。

B. 253・259G 地点出土

（１）女瓦

253・259G 000A ( 挿図 3・図版２)
短径 11cm、長径 16cm、厚さ４cm を測る断片で突起部を欠失する。凹面…突起部付近の平坦面に文字がある、
文字は全体が残存し、「Λ」と判読できる。文字の大きさはタテ７cm、ヨコ６cm、文字の太さ 1.2cm、深さ 0.5cm
を測る。平坦面…ナデ。胎土…良好。
焼成…やや甘し。色調…淡褐色。

253 ･259G 001　
現存長 16cm、現存幅 11cm、厚さ３～ 3.5cm。凹面…立ち上がり欠損、側面は残存長 3.2cm、仕上げは縦方向のナデ。
突起部…厚さ 3.8cm、断面はやや内湾。平坦面…平坦部隅の突起部に隣接して指頭圧による文字がある。胎土…
良好、突起部と平坦部には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成…良好。色調…赤褐色。特徴…文字は「Λ」
と判読、縦７cm、横６cm、文字の太さ１～ 1.4cm。また断面にタタラ痕が認められる。短径９cm、長径９cm、
厚さ（側面）3.0cm の１側面を残した断片。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…表裏ともに淡褐色。特徴
…表側面に隣接して脂頭圧による文字が確認され「Ι」または「Γ」か。文字残存長 5.5cm、太さ 1.2cm を測る。
表面および側面は丁寧なケズリとナデ。裏面は型から外した後幾分かナゼて仕上げるが、表面ほど丁寧ではない。

253・259G 002 ( 挿図２・図版１)
現存長 25cm、現存幅 15cm、厚さ 4.5cm。凹面…立ち上がりの高さ 3.5cm。厚さ…立ち上がりで３cm。側面…
８cm で縦方向のナデ。平坦面…ナデ。断面…逆Ｕ字型、突起部は内傾する。凹面…端部から 10cm ほどのとこ
ろで立ち上がりが始まり、平らな部分は漆喰の痕跡あり。横方向のナデ仕上げ。胎土…良好。焼成…良好。色調
…淡褐色（標準色 10R8.5/2.0 　Pale yellowish pink　シェルピンク）。特徴…内径直立した立ち上がりをもつ。
表面には石灰が付着して白色の部分もあるがもともとの色調は淡褐色で、「たたら」痕あり。突起部と端部隅付
近に指頭圧による文字があり「Δ」と判読できる。文字残存長は高さ 11cm、幅 10cm、太さ 1.5 ～２cm、深さ 0.3cm
を測る。

253・259G 013 ( 挿図３・図版３)
短径 19.1cm、長径 19.9cm、厚さ（側面）4.2 ～ 4.5cm のほぼ円形塼である。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。
色調…淡褐色。特徴…表面に指頭圧による文字記号あり。048 と同一書体で「Χ」。文字残存長は縦９cm、幅８
cm、太さ１cm、深さ 0.5cm を測る。表面と側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて
仕上げるが、雑でそのままに近い。裏面に指頭圧痕あり、胎土中に土器片混入。

253・259G 017 ( 挿図３・図版３)
短径 19.6cm、長径 20.1cm、厚さ（側面）4.1 ～ 4.6cm のほぼ円形塼である。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。
色調…暗褐色。特徴…表面に指頭圧による文字記号あり。048 と同一書体で「Χ」。文字残存長は縦９cm、幅８
cm、太さ１cm、深さ 0.5cm を測る。表面と側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて
仕上げるが、雑でそのままに近い。裏面に指頭圧痕あり。
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253・259G 023 ( 挿図３・図版３)
短径 13.7cm、長径 21cm、厚さ（側面）2.9 ～ 3.3cm。両面はタテとヨコ方向のナデ。胎土…小礫混入。焼成…
やや甘し。色調…淡褐色。特徴…裏面および表面に漆喰付着。表面の中央より下方に付近に指頭圧による文字記
号あり。「Ε」か。文字残存長は縦 10cm、幅確認できるところで５cm、太さ１cm、深さ 0.5cm を測る。表面・
側面は丁寧なケズリとナデ、裏面はなでて仕上げるがあまり丁寧でない。

253・259G 024 ( 挿図２・図版２)
短径 15.9cm、長径 26.2cm、厚さ（側面）3.9 ～ 5.2cm。両面はタテとヨコ方向のナデ。胎土…小礫混入。焼成
…やや甘し。色調…淡褐色。特徴…側面、裏面および表面の側面寄りに漆喰付着。表面のコーナー付近に指頭圧
による文字記号あり。「Π」と判読できる。文字残存長は縦７cm、幅８cm、太さ 1.5cm、深さ 0.6cm を測る。表面・
側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は漆喰で仕上げ不明。

253・259G 028 ( 挿図３)
短径23cm、長径24cm、厚さ4.5cmの完形の塼である。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…表裏ともに淡褐色。
特徴…表面と側面は丁寧なナデと磨き、裏面は表面ほど丁寧ではないがナデている。

253・259G 029 ( 挿図３・図版２)
短径 14.4cm、長径 18.3cm、厚さ（側面）3.5 ～ 4.3cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特
徴…表面の中央付近に指頭圧による文字記号あり。031 と同じ「Ε」か。文字残存長は縦 8cm、幅３cm、太さ
１cm、深さ 0.5cm を測る。表面・側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて仕上げる
が雑でそのままに近い。

253・259G 033 ( 挿図３・図版３)
短径 24cm、長径 28cm、厚さ 3.5cm の全体の４分の１ほど残存する塼である。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。
色調…表裏ともに淡褐色。特徴…端部中央に近い場所に脂頭圧による文字が確認される。文字残存長は縦 10cm、
幅６cm、太さ１cm を測る。「∑」と判読できるが上半部が判然しない。表面および側面は丁寧なケズリとナデ。
裏面は表面ほど丁寧ではないがナデている。

253・259G 043 ( 挿図２・図版９)
短径 9.0cm、長径 9.3cm、厚さ（側面）2.6 ～ 3.2cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特
徴…表面に指頭圧による文字記号あり。「Ε」の断片か。文字残存長は確認できる長さ 6.5cm、幅 2cm、太さ１
cm、深さ 0.4cm を測る。表面と側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて仕上げるが
雑でそのままに近い。

253・259G045 ( 挿図２・図版２)
短径 18.7cm、長径 20.1cm、厚さ（側面）2.8 ～ 3.0cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特
徴…表面に指頭圧による文字記号あり。文字があり「Κ」と判読できる。文字残存長は縦 15cm、幅 10cm、太
さ 15 ～２cm、深さ 0.6cm を測る。両面ともにナデ仕上げ。

253・259G 049 ( 挿図２・図版９)
短径 12.5cm、長径 16.6cm、厚さ（側面）3.0 ～ 3.8cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特
徴…表面に指頭圧による文字記号あり。「Λ」の断片か。文字残存長は確認できる高さ 16cm、幅 10cm、太さ 1.5cm、
深さ 0.5cm を測る。表面と側面は丁寧なケズリとナデ、裏面は型からはずした後幾分かなでて仕上げるが雑でそ
のままに近い。裏面に指頭圧痕あり。

253・259G 050 ( 挿図２・図版２)
短径 12.7cm、長径 22.0cm、厚さ（側面）2.8 ～ 3.5cm。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…淡褐色。特
徴…表面に指頭圧による文字記号あり。048 と同一書体で「Χ」。文字残存長は確認できる長さ８cm、確認でき
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る幅７cm、太さ１cm、深さ 0.5cm を測る。両面及び側面ともにナデ仕上げ。裏面は型からはずした後幾分かな
でて仕上げるが雑でそのままに近い。裏面に指頭圧痕あり。漆喰も付着。

C. H12 Ｇ出土　

（１）女瓦

H12 2-1 ( 挿図４・図版４)
現存長 19.5cm、現存幅 15.5cm、厚さ 2.8 ～３cm の２側面を一部残した断片。一方（残存長の長い側面）の凹
面立ち上がりの突起部は高さ２～ 2.5cm、厚さは立ち上がりで３cm、側面の高さは５cm で縦方向のナデ、断面
はやや内傾して立ち上がり上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。またもう一方の側面は一方に比べて残存長が短い。
突起部は高さ２～ 2.5cm、厚さは立ち上がりで 1.5 ～２cm で一方の立ち上がりよりも短い。側面の高さは 4.5
～５cm でヨコ方向のナデの後横方向に削って仕上げる。断面はほぼ直立して立ち上がり上面はいくぶんか平坦
な逆Ｕ字型。凹面平坦部と裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し
痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部の厚
さは異なる。特徴…製作技法については断面の観察から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか明瞭
ではない。また痕跡は認められる。粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められ、型による１
枚つくりの可能性が感じられ、ミュルダーの指摘する技法とは異なるように思える。

H12 2-2 ( 挿図５・図版５)
現存長９～ 10.5cm、現存幅 21.5cm、厚さ３～ 3.5cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは
突起部の高さ 2.5cm、厚さは立ち上がりで 2.6cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はやや内傾して立
ち上がり上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で
平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。裏面にモルタ
ルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面の観察から突起部が
折り曲げられているのか、接合されたのか明瞭ではない。また痕跡は認められる。粘土を不規則に積み上げたよ
うな「たたら」の痕跡は認められ型による１枚つくりの可能性が感じられ、ミュルダーの指摘する技法とは異な
るように思える。

H12 3-5 ( 挿図８・図版７)
現存長 10cm、現存幅 12cm、厚さ３cm の断片。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土・焼
成は良好、色調は淡褐色。平坦部に指頭圧による文字がある。文字は一部しか残存しておらず判読できない。文
字残存長さ５cm、文字の太さ１～ 1.5cm、深さ 0.2cm。

H12 10-1 ( 挿図４・図版４)
現存長 15.5 ～ 27cm、現存幅 24 ～ 27cm、厚さ 3.8 ～ 4.2cm、凹面立ち上がりからの高さ 1.8cm、厚さ立ち上
がりで 3.5cm、側面 5.5cm で縦方向のナデ、平坦面からほぼ直立して立ち上がり、断面は逆Ｕ字型。凹面端部
から 10cm ほどのところで立ち上がりが始まり、平坦な部分には石灰が自然付着しているが、この下にタテ方
向のナデ仕上げが確認できる。裏面には全体にモルタルが付着する。胎土・焼成は良好。色調は淡褐色（標準色
10R8.5/2.0　Pale yellowish pink　シェルピンク )。胎土は良好で平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し
痕跡は認められない。凹面平坦部に指頭圧による文字がある。文字は一部欠失するが、残存部分から推測して「Κ」
と判読できる可能性がある。残存する文字の大きさはタテ 9.5cm、ヨコ６cm、文字の太さ１～ 1.5cm、深さ 0.3cm。
裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面の観察
から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか明瞭ではない。また痕跡は認められる。粘土を不規則に
積み上げたような「たたら」の痕跡は認められ型による１枚つくりの可能性が感じられ、ミュルダーの指摘する
技法とは異なるように思える。
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H12 12-1 ( 挿図７・図版７)
現存長 19cm、現存幅 11.5cm、厚さ３～ 3.5cm の側面を一部残した断片。表面平坦部は縦方向のナデ。裏面は
不定方向のナデ。胎土は良好で焼成は良好、色調は淡褐色。側面から裏面にかけてモルタル付着。裏面に指頭圧
による文字がある。文字は一部しか残存しないが、この部分から推測できるのは「Ι」または「Γ」と判読でき
る可能性が高い。文字残存長５cm、文字の太さ 1.2cm、深さ 0.2cm。

H12 18-1 ( 挿図７・図版７)
現存長 3.516 ～９cm、現存幅 21.5cm、厚さ 2.5 ～３cm。凹面立ち上がりは平坦部からの立ち上がり部分より突
起部は欠失。厚さは立ち上がりの欠失部分で 3.5cm、側面の残存部分で３cm、仕上げは縦方向のナデ、平坦面の
残存部は不定方向のナデ、平坦部隅に突起部に隣接して指頭圧による文字があるが、何という文字を記したのか
判読できない。文字はタテ７cm、ヨコ６cm、文字の太さは１～ 1.5cm。胎土は良好で、平坦部と立ち上がりの
部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成も良好、色調は赤褐色。特徴…製作技法については断面から
の観察から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか、型によるものなのかと言えば、現状では粘土を
不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、いずれとも判断できない。

H12 27-1 ( 挿図７・図版７)
現存長 19cm、現存幅 11cm、厚さ 2.8 ～３cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは突起部の
高さ 2.5cm、厚さは立ち上がりで３cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はやや内傾して立ち上がり
上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。平坦面および側面は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で平
坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。突起部付近の平
坦部に指頭圧による文字がある。文字は一部しか残存しないが、この部分から推測できるのは「Πパイ」と判読
できる可能性がある。文字残存長さ５cm、文字の太さ１～ 1.5cm、深さ 0.2cm。裏面にモルタルが付着、突起立
ち上がり部と凹面平坦部の厚さはほぼ同じ。特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げら
れているのか、接合されたのか、型によるものなのかと言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「た
たら」の痕跡は認められるが、いずれとも判断できない。

H12 29-1 ( 挿図５・図版５)
現存長７～ 12.5cm、現存幅 20cm、厚さ 2.6 ～ 3.5cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは
突起部の高さ 1.8cm、厚さは立ち上がりで２cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はやや内傾して立
ち上がり上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、
平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。突起部付近の
平坦部に指頭圧による文字がある。文字は全体が残存し、「Α」の小文字と判読できる。文字の大きさはタテ８
cm、ヨコ 5.5cm、文字の太さ１～ 1.5cm、深さ 0.3cm。裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部
の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合された
のか、型によるものなのかと言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、
いずれとも判断できない。

H12 30-1 ( 挿図８・図版８)
現存長 28.5cm、現存幅 28cm、厚さ 3.4 ～ 4.5cm の端部側面を一部残した断片。凹面平坦部は石灰が付着して
いるため整形は判然としない。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、焼成は良好、色調は淡褐色。平坦部に指
頭圧による文字がある。文字は一部欠失しており判読できない。文字残存長 7cm、幅４cm、文字の太さ 1.5㎝、
深さ 0.3cm。裏面にモルタルが付着 .

H12 30-2 ( 挿図７・図版７)
現存長９cm、現存幅 16cm、厚さ 2.7 ～ 3.4cm の端部側面を一部残した断片。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏
面は不定方向のナデ。胎土・焼成は良好、色調は淡褐色。端部側面付近の平坦部に指頭圧による文字がある。文
字は一部欠失し残存部分から文字を判定することは難しい。文字残存長４cm、幅９cm、文字の太さ１～ 1.5cm、
深さ 0.2cm。裏面にモルタルが付着 .
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H12 40-1 ( 挿図５・図版５)
現存長 19.5cm、現存幅 13cm、厚さ 2.6 ～３cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは突起部
の高さ 2.5cm、厚さは立ち上がりで 2.5cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はやや内傾して立ち上が
り上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、平坦
部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。突起部付近の平坦
部に指頭圧による文字がある。文字は一部しか残存しないが、この部分から推測できるのは「Λ」と判読できる
可能性がある。文字残存長さ 6.5cm、文字の太さ１～ 1.5cm、深さ 0.2cm。裏面にモルタルが付着、突起立ち上
がり部と凹面平坦部の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられてい
るのか、接合されたのか、型によるものなのかと言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「たたら」
の痕跡は認められるが、いずれとも判断できない。

H12 41-1 ( 挿図６・図版６)
現存長 12cm、現存幅 14cm、厚さ 3.2cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは突起部の高さ
2.3cm、厚さは立ち上がりで 2.5cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はほぼ直立して立ち上がり上面
はいくぶんか逆Ｕ字型。凹面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、平坦部と立ち上が
りの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。突起部付近の平坦部に指頭圧に
よる文字がある。文字は全体が残存し、「Λ」と判読できる。文字の大きさはタテ８cm、ヨコ７cm、文字の太さ
１～ 1.5cm、深さ 0.3cm。裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部の厚さは異なる。特徴…製作
技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか、型によるものなのかと
言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、いずれとも判断できない。

H12 47-1 ( 挿図６・図版６)
現存長 21 ～ 24.5cm、現存幅 14 ～ 24cm、厚さ３～ 3.5cm の２側面を一部残した断片。一方（残存長の長い側
面）の凹面立ち上がりの突起部は高さ２cm、厚さは立ち上がりで 2.7 ～３cm、側面の高さは６cm で縦方向のナデ、
断面はほぼ直立して立ち上がり上面はいくぶんか平坦な逆Ｕ字型。またもう一方の側面は一方に比べて残存長が
短い。突起部は高さ２～ 2.5cm、厚さは立ち上がりで２～ 2.5cm で一方の立ち上がりよりも短い。側面の高さは
4.5 ～５cm でヨコ方向のナデの後横方向に削って仕上げる。断面はほぼ直立して立ち上がり上面はいくぶんか平
坦な逆Ｕ字型。凹面平坦部と裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ
足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦部
の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合された
のか、型によるものなのかと言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、
いずれとも判断できない。

H12 54-1 ( 挿図４・図版４)
現存長 25cm、現存幅 19.5cm、厚さ 3.2 ～ 4.5cm の２側面を一部残した断片。一方（残存長の長い側面）の凹
面立ち上がりの突起部は高さ 2.5cm、厚さは立ち上がりで３cm、側面の高さは５cm で縦方向のナデ、断面やや
内傾して立ち上がり、上面の立ち上がりはかなりの内径であるが逆Ｕ字型。またもう一方の側面は一方に比べて
残存長が短い。突起部は高さ 1.8 ～２cm、厚さは立ち上がりで３cm あり、一方の立ち上がりよりも短い。側面
の高さは 4.5cm でヨコ方向のナデの後横方向に削って仕上げる。断面はほぼ直立して立ち上がり上面はいくぶん
か平坦な逆Ｕ字型。凹面平坦部と裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で平坦部と立ち上がりの部分には粘土の継
ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。裏面にモルタルが付着、突起立ち上がり部と凹面平坦
部の厚さは異なる。特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合され
たのか、型によるものなのかと言えば、現状では明らかではない。要検討。

H12 54–2 ( 挿図６・図版６)
現存長 16cm、現存幅 14cm、厚さ３cm。凹面立ち上がりは突起部の高さ 2.2cm、厚さは立ち上がりで 2.5cm、
側面の高さは５cm で縦方向のヘラナデ、断面はやや内傾して立ち上がり上面もやや丸みを持った逆Ｕ字型。平
坦面および側面は縦方向のヘラナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で平坦部と立ち上がりの部分には粘土
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の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。凹面平坦部にヘラか書による文字があるが判読不明。
特徴…製作技法については断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか、型によるも
のなのかと言えば、現状では粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、いずれとも判
断できない。

H12 57-1 ( 挿図５)
現存長 11cm、現存幅７cm、厚さ 3.3 ～３cm の側面を一部残した断片。表面平坦部は縦方向のナデ。裏面は不
定方向のナデ。胎土は良好で焼成は良好、色調は淡褐色。裏面に指頭圧による文字がある。文字は一部しか残存
しないが、この部分から推測できるのは「Π」と判読できる可能性がある。文字残存長さ５cm、文字の太さ１～
1.5cm、深さ 0.1cm。

H12 61-1 ( 挿図７・図版７)
現存長 13.5cm、現存幅 7.5cm、厚さ３cm の側面と端部側面を一部残した断片。凹面立ち上がりは突起部の高さ
2.5cm、厚さは立ち上がりで３cm、側面の高さは 5.5cm で縦方向のナデ、断面はやや内傾して立ち上がり上面は
いくぶんか平坦な逆Ｕ字型。平坦面および側面は縦方向のナデ。裏面は不定方向のナデ。胎土は良好で、平坦部
と立ち上がりの部分には粘土の継ぎ足し痕跡は認められない。焼成は良好、色調は淡褐色。凹面平坦部に指頭圧
による文字がある。半円を記した部分が残存しているが、文字として判読することは難しい。文字残存長さ 8.5cm、
文字の太さ 1.5 ～ 1.8cm、深さ 0.3cm。表面・裏面はナデ。裏面にモルタルが付着。特徴…製作技法については
断面からの観察から突起部が折り曲げられているのか、接合されたのか、型によるものなのかと言えば、現状で
は粘土を不規則に積み上げたような「たたら」の痕跡は認められるが、いずれとも判断できない。

D. エンマタ門出土女瓦 ( 図版８)

現存長 10cm、現存幅９cm、厚さ２cm。凹面…側面および平坦面は縦方向のナデ。突起部…高さ 1.5cm、厚さ 2.2cm、
突起部の断面は逆 V 字型。胎土…良好、突起部と平坦部の立ち上がり部分には粘土の継ぎ足し痕跡が認められる。
焼成…良好で堅致。色調…淡褐色。特徴…突起部のつくりが粘土紐を張り付けているように見える。

E. 東門出土塼 ( 図版８)

短径９cm、長径９cm、厚さ（側面）3.0cm の１側面を残した断片。胎土…小礫混入。焼成…やや甘し。色調…
表裏ともに淡褐色。特徴…表側面に隣接して脂頭圧による文字が確認され「Ι」または「Γ」か。文字残存長 5.5cm、
太さ 1.2cm を測る。表面および側面は丁寧なケズリとナデ。裏面は型から外した後幾分かナゼて仕上げるが、表
面ほど丁寧ではない。

３．瓦塼の文字

　ウム ･ カイスでは、今回は 600 点近く観察した結果、このうち 50 点余りに文字が確認された。これらの文字
瓦と同様の事例は、ペラのビザンツ時代の教会堂付近から出土したもの一点のみである。文字が何を指し示して
いるかを知る手がかりは、現時点では確認されていない。ここでは瓦に残された文字が何を意味しているのかに
ついてその可能性を考察してみたい。
　確認された文字は前述のようにギリシア文字ですべて指書きによる一文字で、おそらくその筆跡の様子から焼
成される直前に素早く記されたものと思われる。瓦塼にみられる文字の表記内容は不明瞭なものもあるが、「Α」

「Γ」「Δ」「Ε」「Ι」「Κ」「Λ」「Π」「Σ」「Χ」の 10 種類にのぼる。ギリシア文字一字で示すものとしてまず
考えられるものは、ギリシア数字である。ギリシア文字はアルファベットの順にしたがって数字に置き換えるこ
とができ、「Α」は１を「Γ」は３を、「Δ」は４、「Ε」は５、「Ι」は 10、「Κ」は 20、「Λ」は 30、「Π」は
80、「Σ」は 200、「Χ」は 600 をそれぞれ示すこととなる。もしも数字であれば、おそらくは瓦の枚数を数え
た印であると考えられるが、焼成されて初めて製品として使用可能な枚数が分ることや 600 といったあまりに大
きな数字があることから妥当であるとは言い難い。
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　瓦を使用する建物を示しているという可能性も考えられる。列柱廊のアーケード部分、神殿の屋根、広場の回
廊などその瓦がどの建物のために作られたのかを判断するために印が付けられたと想定することもできるだろう。
　あるいは何かの集団の属性を指示していると考えることもできよう。瓦を製作した集団か、また瓦を焼成した
窯元か、あるいはその下請け的に生産していた集団かは分からないが、紀元後２世紀以降の都市の拡大の段階で
は大量の瓦が生産されたと思われるので、瓦に自分たちの印を入れて、生産のノルマを果たしたことを示してい
たのかもしれない。
　いずれにしても、今回報告した他にも膨大な数に上る瓦塼が今後出土することが予想され、それらの出土状況
や建造物との関連性を引き続き注視していくことで、文字の示す意味を明らかにしていきたい。

４．瓦の製作技法

　ウム･カイス出土の瓦の製作技法ついては1997年にK. J. H.フリーツェン（Vriezen）とN. F.ミュルダー（Mulder）
の共著論文（注 1）において実験的考察がなされている。この論文は西アジア地域の瓦の製作技法についての唯
一の論文であるので、全文を試訳し、補遺として本章末尾に掲載することとする。

注 1：Vriezen, K. J. H. and N. F. Mulder 1997 Umm Qais: The Byzantine Building on the Terrace. The Building Materials of 

Stone and Ceramics. Studies in the History and Archaeology of Jordan 6: 323-330.

５．トランス・ヨルダン地域における瓦塼の研究

　ウム ･ カイスの瓦塼を整理するにあたり、ウム ･ カ
イスの含まれるトランス・ヨルダン地域における瓦塼
の研究の状況を述べておきたい。
　本研究のために多くの発掘報告書に当たってみた
が、トランス・ヨルダン地域の瓦塼についての報告は
ほとんどなされてはいない。一方で、遺跡を踏査する
と、瓦塼の断片を随所で確認することができる。ウ
ム・カイス遺跡とほぼ同時期に発展をしたイスラエル
国ヒッポス遺跡の調査では、南西に位置する教会堂周
辺から大量の瓦塼が検出されているものの、報告書に
はいまだそれらに関する報告は行われていない。
　ローマ時代の遺跡の発掘調査においては、土器や瓦
塼などほぼ同質で大量に検出される遺物に対してあま
り関心が注がれない現状がある。比較検討のために踏
査を行ったパルミラ、ダマスカス、ボスラ、アビラ、
ペラ、ジェラシュ、ペトラの各遺跡において瓦塼の存
在を容易に確認することができたが、発掘報告書の中
には確認することができなかった。従って、報告書に
記載がないからといって瓦塼が存在しないということ
はいえず、ましてや数量を報告書から系統立てて把握
することなどは極めて難しい。
　このような研究の状況が西アジア地域の瓦塼の類型化を難しくしており、今まで放棄されてきた瓦塼の情報が
完全に埋没してしまう前に整理をすることが今後急務であろう。

６．トランス・ヨルダン地域の遺跡における瓦塼の状況

　ヨルダン国内においてウム ･ カイスの比較事例として瓦塼の踏査を行ったのでは、アビラ、ジェラシュ、ペラ、
ペトラの各遺跡であった。報告のあるジェラシュ出土の瓦（注 2）以外についてはいずれも遺跡内に散布してい

図ニ　ウム・カイスとトランス・ヨルダン地域の諸都市
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た瓦塼の観察を行った。
　アビラ、ジェラシュ、ペラの各遺跡では遺跡内のほぼ全域にわたって瓦塼類の存在を確認していることができ
た。ペトラでは凱旋門付近にある大神殿の周辺に集中して見られた。これらの遺跡内で観察した瓦は、堅く焼き
しまった青灰色の瓦はジェラシュとアビラで確認したが、それ以外の遺跡では焼成においてあまり温度の高くな
い酸化焔焼成と考えられるものが多かった。これらの瓦群はおもに色調が淡褐色、赤褐色、暗褐色のものが多い
のが特徴であった。
　一方シリアでもボスラ、ダマスカス、パルミラで散布する瓦を観察することができた。ボスラでは遺跡内全域
で瓦の出土が認められ、それらの瓦は石に交じって集積されていたり建物の壁に埋め込まれたりしているものも
あった。特にまとまって確認できたのは灯の門とローマ劇場の中間付近であった。
ダマスカスでは、城壁内のウマイヤ時代のモスクの北側で工事をしていたが、その場所で数点の男瓦・女瓦が礫
に交じって集積していた。パルミラの場合、遺跡全体に瓦塼類の散布が認められた。また地下式墓群の地域やと
りわけ城壁内ではアラート神殿の周辺および葬祭殿の周辺に多く確認された。
　これらシリアの三遺跡において見られた瓦塼はほぼ同形態であった。男瓦の場合には幾種かの形態が見られ、
やや厚手と幾分薄手が観察できた。また凸面は端部付近に横方向で三条ほどの轆轤痕状の凹凸線が見られるもの
と、もう一種は極めて薄手のものであるが凸面に縦方向の沈線状のナデが確認できるものもあった。女瓦は分厚
いもの、やや薄手のものなどある。瓦の凹面突起部は１～３cm 以上立ち上がるもの、突起部の厚さは２～３cm
程のもの、突起部の断面は箱型のものと逆 U 字形のものを観察できた。いずれも完形品を確認する事が出来ず、
大半が３分の１ないし４分の１あるいはそれ以下の残存率の破片であった。焼成はあまり高温ではなく酸化焔焼
成のもので、胎土には若干の砂粒および小礫が混入するものもあり色調は赤褐色および淡褐色のものが大半で
あった。
　以上シリアでは堅く焼きしまった還元焔焼成の青灰色または灰色の瓦塼は確認することはできなかったが、酸
化焔焼成と考えられるものについてはヨルダン国内と同じ特徴と形態のものであった。

注 2：ジェラシュのウマイヤ時代の瓦については、K. Damgaard, 2010 Sheltering the Faithful: Visualising the Umayyad 

Mosque in Jerash. ARAM 23: forthcoming.

おわりに

　本研究はウム ･ カイスで次々に見つかる瓦塼を整理した報告に過ぎないが、西アジアではこのような報告です
ら極めて珍しいと言わざるを得ない現状がある。筆者たちが踏査によって確認した各遺跡の瓦については、発掘
報告書の中でその記載がないために比較資料として取り扱うことは非常に困難であった。このような西アジアの
瓦研究の状況を少しでも改善するために、今後も各遺跡の発掘担当者との議論の場で瓦の持つ資料的な価値を取
り上げていきたい。
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図イ　筆者作成
図ロ　筆者作成
図ハ　Hoffmann, A. and S. Kerner (eds.) 2002 Gerasa － Gadara und die Dekapolis. Mainz. Abb.150. を修正・加筆
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挿図１：瓦塼拓本実測図
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挿図 2：瓦塼拓本実測図
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挿図 3：瓦塼拓本実測図
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挿図 4：瓦塼拓本実測図
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挿図 5：瓦塼拓本実測図
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挿図 6：瓦塼拓本実測図
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挿図 7：瓦塼拓本実測図
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挿図 8：瓦塼拓本実測図
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挿図 9：瓦塼拓本実測図
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図版１：瓦塼写真
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図版 2：瓦塼写真
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図版 3：瓦塼写真
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図版 4：瓦塼写真
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図版 5：瓦塼写真
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図版 6：瓦塼写真
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図版 7：瓦塼写真
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図版 8：瓦塼写真
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図版 9：瓦塼写真
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補遺

ウム ･ カイス：テラスのビザンツ建造物
その石製および陶製建材

K. J. H. フリーツェン、N. F. ミュルダー
（翻訳：江添 誠）　

　ウム ･ カイス（古代名ガダラ）の遺構群は 1974 年
にウテ・ワグナー・ルクス女史を長とするドイツ・プ
ロテスタント聖地考古学研究所の調査団によって踏
査が行われた。古代の建造物の遺構群は市壁内の区
域とその外側の区域で構成され、約 1600 × 450 メー
トルの広さに及んでいる。市壁内は東のアクロポリ
ス（約 250 × 250 メートル）と西の広大な下の街区
の 2 つの地区に分けることができる。都市の主要道
であるデクマヌス・マキシムスは東西に走っている。
　ワグナー・ルクス女史と調査団は 1976 年から
1979 年までと 1992 年にアクロポリスの西側斜面の
底部に位置する広いテラスにて一連の調査を行った。
このテラスは第Ⅰ地区と設定された。テラスは 95 ×
32m で、北側をデクマヌス・マキシムス、南側をロー
マ劇場と接している。西側はデクマヌスから南に劇
場へと抜けるカルドがあり、テラスの擁壁を使って
建てられたアーチ構造をもつ部屋がカルドに沿って
並んでいる。1977 年と 1979 年にはカルドの北端（第
Ⅲ地区）が発掘調査された（図１）。
　テラスは大まかに３つの部分に分けられる。北側
の部分（32 × 32 メートル）には列柱で囲まれた中
庭（一般にアトリウムと呼ばれる）が見つかってい
る。デクマヌスからは３つの入り口を通って中庭に
入ることができる。内部空間は屋根がなく、三面（お
そらくは四面とも）が列柱と舗装された通路で囲ま
れている。テラスの東端に沿っている部屋の列は東
側の通路に向けられて開かれている。
　中央部分には２つの教会堂から成る複合施設が見つかっている。大きな教会堂はテラスの中央部右に位置して
いる。この教会堂は “ 集中式 ” で、西側に拝廊を伴った方形の建造物で構成されている。２つ目の教会は “ バシ
リカ式 ” で集中式教会堂の南壁に向かって建てられている。この集中式教会堂の建設は今のところ６世紀前半で
あると考えられている。この教会堂の南側にも北側と同様の中庭が配されている。
　バシリカはそれより後の 7 世紀の中頃に建設されたと考えられる。二つの教会堂はともにおそらく 749 年の
地震で崩壊している。
　集中式教会堂と列柱廊をもつ中庭はテラスがビザンツ期の建造であることを示している。バシリカは後期ビザ
ンツないしはウマイヤ朝初期の時代と考えられる。教会堂と中庭の下の層位にはローマ時代の床面が見つかって
いる。テラスの擁壁やカルドやデクマヌス・マキシムス沿いの建造物もまたローマ期に属している。この建造物
の層位は１世紀末から２世紀初頭と年代が推定されている。
　この 2 つの教会堂の建造にはスポリア（古代ローマの建築石材）が使われている。スポリアのいくつかはテラ
スのローマ期の建造に属していることを示している。このことによってローマ時代に何がここに建てられたのか
をいう問題が生じてくる。
　テラスに神殿があったことが推定されている。しかしながら、テラスのさまざまな場所にローマ時代の床が広

図 1　ウム ･ カイス（古代ガダラ）の平面図　第Ⅰ地区と第Ⅲ地区
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がっているのも関わらず、いまだにこの床に関連するしっかりとした建造物の痕跡は何も見つかっていない。あ
きらかにこの考え方は、神殿が破壊されたその場所に教会堂が建造されるという４世紀から５世紀の一般的な歴
史資料に導き出されたものである。しかしながら、“ 神殿の上に建造される教会 ” という図式は、大部分のパレ
スチナ・アラビア地域において適用可能かどうかは疑わしいし、歴史上の記録も考古資料もこのような図式をし
めす確固たる証拠を提供してはいない。第Ⅰ地区の教会堂に関する限り、さらなる発掘によって新たな知見が得
られるかどうかは今後次第である。
　しかしながら、仮定の域を出ない神殿の代わりに、テラス地区にあるその他の建造物がその疑問の解決に寄与
するかもしれない。それはすなわちローマ時代の劇場である。テラスと同様に、劇場の建造もおおよそ１世紀末
ないしは２世紀と考えられている。
　４世紀から６世紀の間、次々と劇場や演劇や競技会を取り締まる勅令が発布された。カエサレアのプロコピウ
スの伝えるところによれば、最終的には､ ユスティニアヌス帝が劇場、戦車競走場を閉鎖し、その後、競技会を
中止させる命令を下した。
　ユスティニアヌス帝による劇場の閉鎖はウム ･ カイスの集中式教会堂の建造年代と時期的に一致している。こ
の状況はこの教会堂の建造の背景となるように思われる。ガダラの西の劇場が廃棄され、閉鎖された時、すぐに
劇場の北側の空間は新しい目的のために利用され始めた。すなわち、キリスト教の殉教者記念堂（マルテュリオン）
がテラスに建てられたのである。アクロポリスと下の街区との間に位置しているため、古代のカダラにとっては
特別な場所であったと考えられる。

　すでに述べたように、スポリアはテラスのビザンツおよびウマイヤ朝期の建造に使われている。壁の建造や建
材に関する研究は、使われた石材の形式を定義するためや異なった建造時期の形式間の差異を明らかにするため
に行われた。この分析には使用されているモルタルの研究も含んでいた。ビザンツ時代以降に年代づけられてい
るテラスの建造物について壁の建造の２つの形式間に差異を見出すことができる。これらを形式Ⅰと形式Ⅱとす
る。建造物の後の時代の修正については３つ目の形
式として考えるべきかもしれない。
　形式Ⅰ（図２）の壁の建造では、下の段が玄武岩の
ブロックで構成されている。これらは元の位置のま
まのローマ時代の壁が残ったものであるか、あるい
はローマ時代のスポリアの再利用によって建てられ
た基礎部であると思われる。壁の立面をみると、玄
武岩のブロックや建築部材が敷居や戸口枠を建造す
るために再利用されている一方で、壁の残りの部分
は長方形に切り出された白色の石灰岩でできている。
それらのなかに装飾部材を検出することができる。こ
れらの部材の装飾加工が施されていない面が壁面中
に見られる。ほとんどブロックはモルタルを使用せ
ずに組み上げられていた。形式Ⅰは使用されている
石灰岩の種類によって形式Ⅰ A と形式Ⅰ B の二つの
亜類に分けることができる。形式Ⅰ A は東側のテラ
スの壁と部分的にアトリウムの北側のファサードに
用いられている（図３）。この形式については、ほと
んど白色で薔薇状のきめ粗い石灰岩が壁面に使われ
ている。形式Ⅰ B は集中式教会堂とアトリウムの東
側の部屋の壁に用いられている。ここには、白色の
質のよい石灰岩製の建築部材とブロックが用いられ、
部分的には薔薇色石灰角礫岩も見られる（例えば集
中式教会堂の北東のアプシスにも見られる）。
　形式Ⅱの壁の建造（図４）においては、薔薇色石灰
角礫岩のブロックがかなり使用されており、そこに

図 2　建造物　形式Ⅰ B　アトリウム東側の部屋のファサード

図 3　建造物　形式Ⅰ A　テラス東側の壁
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は円柱胴部の一部が主として改築時に装飾建材とし
て造られた白色の質の良い石灰岩とともに見られる。
この形式では、壁は建築石材（およそ高さ 40 センチ）
とその間の厚い（高さ５～ 10 センチ）モルタルの層
でできている。形式ⅠとⅡは集中式教会堂の属する
建設時期に近接して見つかっている。形式Ⅰは大部
分がファサードや外壁に、形式Ⅱは内壁に用いられ
ている。
　テラスにはローマ期の建造に当たるものはわずか
な部分のみが元の場所に残っている。それらの部分は
ビザンツの建造物の基礎部に使われている。ローマ
の建造物のその他の部分はテラスからは消え去って
いる。これはそれらの建材の多くが集中式教会堂や
アトリウムやその部屋に再利用されたということを
示している。このことは確かに玄武岩製の建築部品
のいくつかに当てはまる。ビザンツの建造物に使わ
れたスポリアの研究によって、前の時代の建材が部
分的に再構築されるかもしれない。円柱や土台、柱頭、
戸口枠といった玄武岩製の建築部品、白色で薔薇状
のきめ粗い石灰岩のブロック、白色の質の良い石灰
岩性の柱頭や装飾帯や土台の断片、薔薇色石灰角礫
岩製の円柱で、建材は構成されている。これらの様々
な建材やスポリアは立面にのみ用いられるわけでは
なく、アトリウムの床にも用いられている。これらの
建材はすべてウム ･ カイスの地域で切り出され、用
意されたものと思われる。
　以下のことを仮説的な結論として述べておく。テラ
スのビザンツ建造物の建造には、４種類のスポリア
が確認できる。それらは薔薇色角礫岩製の円柱、白
色で良質な石灰岩製の建築部材と白色で薔薇状のき
め粗い石灰岩のブロックである。テラスの初期の建
造物から利用可能なこれらのものが玄武岩製の建築
部材とともに用いられていた。残存状況の非常に良
好なスポリアはそれらがもともと使われていたのと
同じ部分で再利用された（円柱や戸口枠の部分。集
中式教会堂やアトリウムのポルティコを参照のこと。
図５）。その他のスポリアは壁の建造やアトリウムの
床に再利用された（図６）。
　ここで言及しておくべきその他の 2 種類の建材は
第Ⅰ地区と第Ⅲ地区で見つかった屋根瓦とトゥブル
ス（箱形管）である。これらの遺物は手作りの陶製
建材である。第Ⅰ地区では屋根瓦の断片が陶製遺物
の全体の半分を占めていることから、さらなる専門
的な研究が必要であった。
　以下に、いくつかの予備的な結論を示しておく。基本的に屋根瓦は二種類に分けられる。
　１．テグラ（平瓦、牝瓦）：２つの長辺に突縁をもつ平板
　２．インブリクス（丸瓦、牡瓦）：２つのテグラの継ぎ目を覆う湾曲した瓦
　双方ともに多様な形状をもっていることが分かっている。一連のテグラとインブリクスの形式は縁の形状に基

図 4　建造物　形式Ⅱ　アトリウム東側の部屋の内壁

図 5　元来の機能で再利用されたスポリア：
　　　薔薇色角礫岩製の円柱
　　　白色で上質の石灰岩製の柱頭と土台
　　　アトリウムのポルティコ（柱廊）
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づいていると思われる。断片についての近年の調査では、多様な縁の形状であるにもかかわらず、判別すること
のできた限られた種類の製品と建造過程しかないと強調されてきた。１つの建造過程に１つの原料が使用される
ことによって様々な形状が生み出されてきた。それゆえに、屋根瓦は、製品と製作法や非常に大雑把な形状に基
づく形式学の分野における土器分析の原則によって研究がなされてきた。

　

　製品の形式の研究のために、すべての採取した瓦の断片の端を新しい切口で分析を行うために削剥した。その
結果、14 の形式が確認された。まずは８種の形式に分かれ、そのうちの２つは３つの亜類をもっている（表１：
Ⅰ～Ⅷ）。加えて、２種類の粘土の分析を行った。それらは、１つは現在の町の陶器に使われているウム ･ カイ
スで採れる天然の粘土採掘地のもの（粘土 B）と、もう１つは古代ガダラの産業地区から 1994 年に見つかった

図 6　ビザンツ時代のテラスとその建造物（7 世紀前半）
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粘土層のもの（粘土 A）である（表１：A ～ B）。
　低頻度（1.3％以下）の形式や亜類のものを考慮しなければ、主に７つの形式がある。これらのうち、形式Ⅰ
はウム ･ カイスの天然の粘土層（粘土 B）のサンプルと同じ特徴を示している。この粘土は、石英の粒子と角状
および球状の石英に１ミリ以下のマンガン粒子と不規則な砂礫粒のマンガンが混じった自然混合物である。形式
Ⅱは発掘地区の粘土層のもの（粘土 A）と思われる。これらの製品はそれぞれに密接に関連しているように思わ
れる。混合物は球状の石英の粒がないことが特徴である。形式Ⅲは非可塑性の物質が高い割合（22.5％）で含ま
れており、そのほとんどが角状の玄武岩の粒である。形式ⅣとⅤ - ２はふるいにかけられた球状の石英の粒で主
に構成されている混合物が特徴である。形式Ⅴはほとんどがふるいにかけられた球状の石英の混合物である。最
後に形式Ⅵは非可塑性物質の割合が非常に低い（４％）の淡い茶黄色の焼成粘土が特徴である。
　製品ⅠとⅡはウム ･ カイス平原自体で産出されたものと推測される。これら２つで全体量の３分の１以上を占
めている。ふるいにかけられた球体の石英の粒の混合具合で特徴づけられる形式ⅣとⅤとⅤ - ２の製品は河床や
海辺の地域のものであると思われる。これらはおよそ全体の半分を占めている。形式Ⅵ（8.7％）ははっきりと
した色合いのほとんど混合物のない製品で、のちに述べるようにウム ･ カイスの領域のかなり広い区域に分布し
ている。玄武岩の混合している形式Ⅲ（4.2％）はおそらく地元産ではない。

　屋根瓦の製作法において、さまざまな建造工程が認められる。瓦の製作法に関する古典史料からの情報は現代
におけるレンガや瓦の製作の観察によって裏付けらたように思われる。
　東地中海地域における瓦の製作法に関する研究において、ハンプとウィンターが湾曲した瓦の製作法について
図解している。そこでは、粘土の板を成型するために木枠に粘土の塊を押し込んでいるように見える。完全に固
まらないうちにその板状の粘土を湾曲した瓦に成型するために半円筒形の型に押し当てて、乾かすために庭に敷
き並べている。ウム ･ カイス出土のインブリクスの断片の調査は１種類（Ⅵ）を除くすべての製品の形式で、基
本的には同じ製作法が使われていることが分かっている（図７）。
　テグラ型の瓦の製作法は瓦の表面（粘土板のすじ）瓦の内部（気泡や屈曲）に残っている工程の目に見える痕
跡でもって研究が進められており、以下のように復元することが可能である。粘土の塊を板状にするために木枠
に押し込んだ後、板の２つの長辺を曲げ上げたり、折重ねたりする。最終的な縁の形状は指の位置や縁を押し込
んで仕上げるために使われる道具の種類によって決まる（図８、図９）。

表１　出土した屋根瓦製品（Ⅰ - Ⅷ）と発掘された粘土層（Ａ）と自然の粘土採掘地（Ｂ）
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　インブリクスもテグラも　形式Ⅰおよび形式Ⅱ（図 7、図 8）の製作項目と、形式ⅢおよびⅣ、Ⅴ（図７、図９）
の製作項目の間に顕著な差異がみられる。つまり、後者は前者よりもより丹念に仕上げられており、それゆえに、
より洗練され多様な型状を示している。
　型式Ⅵの瓦は、製品そのものだけでなく、その製作法によっても突出している。前述したインブリクスに対し、
これらのインブリクスは型枠の上に押し付けるのではなく、型枠の内側に押し入れて成型しており、その結果、
角型状のインブリクスになっている（図 10）。型式Ⅵのテグラにも、まったく異なった形状と表面加工が見られる。
板の両面は道具と指先を使って仕上げられており、折り重ねられて作られた縁は、角型状の断面で、縁は角の部
分を取り囲むようにして短辺の方にまで伸びている。一方で、短辺は両側とも対になっており、突縁が取り付け
られている（図 11）。これらの瓦は、製品からも形状からもケイサン出土の形式 B のものと一致している。従って、
これら型式Ⅵの屋根瓦はトランス・ヨルダン北部だけでなくパレスチナ北部も含む広い分布域を持っていると思
われる。

　さらに広い分布域が推定される屋根瓦の型についてはまだ述べていない。それはすなわち、型式Ⅶである。そ
れらはウムカイスの第Ⅰ地区のもののうち、わずかに 0.1％にすぎないが、エルサレムで見つかっている屋根瓦
製品の１つと同一のものである。このように、瓦製品の分析において、さまざまな形式が確認され、それらのい
くつかは主たる特徴の一致によって、グループ分けでき、これらのグループのそれぞれが異なった原産地や分布
域を持っていると考えられる。また製作法の分析によって、様々な工程が確認され、それぞれが１つの製品の型
式グループに関連していることが明らかになった。

　－型式ⅠおよびⅡ；地元産？；粗末な表面加工
　－型式Ⅳ、ⅤおよびⅤ - ２；硅砂地域；成型仕上げおよび表面加工
　－型式Ⅲ；玄武岩地域；成型仕上げおよび表面加工
　－型式Ⅵ；ガリラヤ／トランス・ヨルダン北西部；
　　　　　　角型状成型、型枠の内側に押し付けて成型したインブリクス

　このように様々な型式が存在することを考察するために、第Ⅰ地区と第Ⅲ地区の製品の分布域に関する予備的
研究を行った。その結果、型式Ⅰ、ⅣおよびⅥの分布域に集中と欠落とがあることが判明した。これは屋根の建
造や修復の差異によるものかもしれないが、このことは今後の研究課題としたい。
　手作りの陶製建材のもう１つの部類はトゥブルス（箱形管）である。これは長方形の陶製管で壁を温めるため
に用いられた。第Ⅰ地区から見つかった断片はすべて型式Ⅰで作られている。長方形の板状の瓦と同様に、製品
のみならず製作法も屋根瓦と類似している。しかしながら組立図（図 12）で分かるとおり、それらの製作法は
より精巧で異なった形状の型枠が使用されている。通気孔や長方形の角に指先で深く刻まれた溝は組立工程の痕
跡である。管の細い方の口は多少丸みをつけて開けられており、内部に向けて折り重ねられた縁となっている。
これはこの管の特徴となっている。
　本稿は、時代を通じて使用されたヨルダンの天然資源の研究において、建材といったあまり魅力的でない遺物
にも注意を払う必要があることを示唆している。これらが大量生産された日用品の中に存在しているゆえに、こ
れらの研究は分布域のパターンに関する疑問に新たな光を当てるものなるに違いない。
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図７　インブリクス製作法：型式ⅠおよびⅡ (1-6,9）型式Ⅲ～ⅤおよびⅤ -2(1-9) . 半円筒形型枠 (1), 木枠の
中へ粘土のかたまりを押し付ける (2-3), 型から外した板状の粘土を切り取って成形し、内側の型枠に押し付
ける (4-6), インブリクスの表面を仕上げ (7-8), 型枠からはずす (9), 
インブリクスの断片 型式Ⅰ / Ⅱ (10) および型式Ⅲ - Ⅴ (11-12).
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図８　テグラ製作法：型式ⅠおよびⅡ 木枠に粘土の塊を押し入れて上面を平滑にする (1-2), 木枠をはずし (3), 
縁を折重ねるための調整をし (4-5), 縁を折重ねて突縁に仕上げる (6-7), 
テグラの断片と突縁の仕上がり (8-18).
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図 9　テグラ製作法：型式Ⅲ - ⅤおよびⅤ -2, 図 8 を参照せよ ;
ここでは下面も平滑にしている (3-4). テグラの断面と突縁の仕上がり (10-16).
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図 10　インブリクス製作法：型式Ⅵ . 粘土板を型枠の内側に押し入れて , 型枠からはずす (1-6), インブリク
スの断片 (7-10).
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図 11　テグラ製作法：形式Ⅵ , 図 8 を参照せよ；粘土のすじが付け加えられている (13,17).
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図 12　トゥブルス製作法：型式Ⅵ . 粘土板を型枠の内側に押し入れて (1-2), 二枚目の粘土板を型枠の内側に
置いてつなぎ合わせる (3-4), 四枚目の粘土板を付け加え (5-8), 型枠からつまみ出した粘土を内側に折重ねて 
(9-11), 型枠からはずす (12).
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第五章　ウム ･ カイスの列柱調査

５－１　ウム ･ カイス列柱の修復保存の為の現地調査
Site Investigation for Restoration Preservation of Umm Qais Colonnade

柴田 英明 ＊1

小野 勇 ＊2

松本 健 ＊3

西浦 忠輝 ＊4

１．調査の背景
　
　ヨルダン ･ ハシミテ王国の北西に位置するウム ･ カイス遺跡は、紀元３～８世紀に栄えたローマ時代の遺跡で
ある。最盛期にはデカポリスの一翼を担い、ローマ劇場を２箇所有する大規模な遺跡である。この遺跡の中央を
東西にローマ通りがあり、通りの両側に列柱が存在していた。列柱の一部はヨルダン考古局の手により復元され
ているが、ペデスタル近くに散乱しているコラムを積み重ねたに過ぎず、学術的な根拠に即したものではない。
そこで、ヨルダン考古局の要請により列柱の修復保存を目途に、第１段階として散乱しているコラムやペデスタ
ル、ベース、キャピタル等の計測と調査を実施した。
　調査の途上である 2008 年 11 月、ヨルダン考古局によって列柱ではない場所の柱の復元が実施された。

２．調査方法
　
　コラムの発掘状況を写真１に示す。調査は、コラムの実測から開始した。柱
には種々のサイズがあり、直径と高さが異なるが、いくつかの分類ができる。
分類を行ううえで、最古の建築理論書とされる古代ローマの建築家ウィトル
ウィウス（Marcus Vitruvius Pollio）が書いたとされる「建築十書」によれば
柱の直径と高さには一定の比例関係が有ると記されており、柱の高さ毎の比例
関係を表１に示す。柱の高さが増加するのに従い直径比も増加する傾向があ
る。ウム ･ カイスで出土した柱の高さが 5,200mm 程度の直径比は 87％程度
で、柱の高さが 4,500mm から 6,000mm のものは、頂部の太さが下部の太さ
の 26/31 と記されている。図１に柱の高さと直径の比率を示す。ここに示す柱
では、建築十書に示された値よりもかなり大きな値となっていることが分かる。
　

＊1 国士舘大学理工学部理工学科都市ランドスケープ学系
＊2 国士舘大学理工学部理工学科都市ランドスケープ学系
＊3 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊4 国士舘大学イラク古代文化研究所

柱の高さ（mm） 上部／下部
直径比率 (%)下限 上限

0 4500 83.3

4500 6000 83.9

6000 9000 85.7

9000 12000 86.1

12000 15000 87.5

表 1　柱直径の比率

写真 1　コラムの分散状況 図 1　柱直径と高さの関係
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　柱の調査は、地表に露出しているコラムの調査から開始した。
１本の柱は、概ね４本のコラムから構成されており、最下段と最
上段のコラムは、コラム端部の縁により識別することが可能であ
る。図２に形状を示す。下段の縁は１段の凹状になったもので、
上段は２段になっている。縁の無いコラムは、上端・下端以外の
コラムであり、中央部２本のうちのいずれかである。
　単体のコラムを組み合わせることにより製作された当時の柱を
再現することが課題である。基本的な定義として、
１）柱は同一の部材のコラムで構成されている。
２）最下段、最上段は縁の形状で判断できる。
３）柱の高さと直径には、一定の比率がある。
４）柱は４本組みのコラムから構成されているが、
　各柱でコラムの長さは異なる。
したがって、散乱しているコラムから１本の柱を組み合わせる場
合、最下段と最上段は容易に確定できるが、中央部のコラムを確
定することは困難である。散乱している測定可能なコラムの発掘
時番号、位置座標、両端部と中央部の直径、長さ、縁の種類、端
面の状態、材質等を調査した。

３．結果及び考察

　今回の調査は、コラムとベース、ペデスタル、キャピタルのすべてにわたるオーダーについて調査した。しかし、
本遺跡で出土しているすべてのオーダーに関する出土物を計測することが重要になるが、人員と時間の関係で今
回の報告では一部のデータから考察を加えるもので、今後の測定状況によってさらに詳しい正確な結論を導くこ
とが期待される。以下、順次考察を行い、最後にオーダーの完成図を示す。

３－１　コラム計測値の考察

　コラムの計測結果の一部を表２に示す。コラムの所在地は、携帯型の GPS 装置を用いて X,Y,Z 座標を計測した。
本来ならば、遺跡の地形図と一致させた分布図を示すことが必要になるが、どのような分布になっているのかを
確認するために世界座標系の数値で図３に示した。コラムの分布は、オーダーの分布に等しいものと考えられる
が、上述したように、近代において住居の材料に流用されたコラムもあり、必ずしも完成当時の場所にあるとは
限らない。大きく分類して３箇所に分けられ、東側の箇所がローマ通りの列柱であり、中央部がフォルムの外周
に当たるコラムの一群である。西に分布している地域は、バシリカに付随した構築物の柱である。この箇所のコ
ラムの多くは、バサルト製のコラムであり、他には緑色の安山岩製の特殊なコラムが在り、明らかに他の場所で
見られるような緑色片岩とは異なっている。中央部のコラム群は、フォルムの東側と北東側に分散しているもの
で、後述する３組のオーダーが倒壊したものと西側に倒壊したことが予想されるオーダー群を含んでいる。
　計測したコラムの長さの頻度分布を図４に、直径の頻度分布を図５に示す。長さの頻度は、1,300mm 付近に
最大値があり、次いで 1,600mm 付近にピークがある。最大値で 2,400mm 程度の長さのコラムが存在する。直
径の頻度分布は 720mm 程度のところにピークがあり、最大でも 760mm であるが、550mm 程度のコラムも存
在している。コラムの長さに関しては同寸法の法則は無く、同一の太さのオーダーでも構成するコラムの長さは
まちまちである。ただし、オーダーを構成するコラムの長さをすべて加算すると、同一の長さになる。重要なこ
とは、同一直径で分類される種類を同定できるかである。オーダーは、構築物の種類や用途によって直径が異なり、
ローマ道路の列柱でも直径が異なるが、概ねの値としては 720mm 程度のものである。今回のコラム計測は、損
傷が激しいものは計測の対象外とした。損傷の度合いはコラムによって異なるが、コラムの途中から欠落してい
たり、分割や風化によってコラムの一部や全体が剥離したような状態であったり、甚だしいものはコラムかどう
か判断が困難なものもある。

図 2　コラムの縁形状

2 段の縁

1 段の縁

最上段コラム

最下段コラム
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表 2　コラムの計測結果

図 4　長さの頻度分布 図 5　直径の頻度分布

図 3　計測コラムの配置
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　コラムの直径は、エンタシスを求めるため両端と中央部を計測し、結果を図６に示す。エンタシスは、オーダー
から求めることは容易であるが、それを分割したコラムに当てはめることは非常に困難である。最下端と最上端
は、縁の種類を確認すれば判断できるが、中間部のコラムに関しては、オーダーのどの部分に相当するのか、上
下はどちらなのかを判断する必要がある。オーダーが４本組みのコラムから構成されている場合、中央部２本の
選択を行えばよいことになり、直径と全体の長さから推測することになる。
　エンタシスを求める目的と、CG や模型製作の基礎資料を求めるために、元は１本のオーダーであったと推測さ
れるオーダー群を対象に計測を行った。推定に用いたオーダー群を写真２に示す。このオーダー群は４本確認で
き、４本のコラムで構成されている。最下段と最上段の縁は１段のものと２段のものが確認でき、上部表面は風
化の影響を受け、円形の形状が欠落している部分もあるが、全体的には良好な状態である。エンタシスの推定を
行うために、長さ方向に 10cm 毎に直径を計測した。直径の計測は、端面から垂線を引き、そこに 10cm 毎に印
をつけノギスにより直径を測定し記録した。最下段と最上段は縁があることによる急激な変化があり、その部分
に関しては随時直径を計測した。計測結果を図８に示す。この図は、横軸にコラムの長さを示し、縦軸に直径を
示すが、視覚的にエンタシスのオーダーを確認しやすくするため縮尺を異なった値とし、長さを短縮した図となっ
ている。各オーダーに関しては 10mm 程度の誤差があるが、下段直径が 680mm、最も太い部分で 720mm、最
上部で 610mm となっており、最も太い部分は下端から 2,000mm の位置にある。４本の値を概ね平均化した位
置に計算値がなるよう求めた計算式を図中に示す。この計算式は２次曲線になっており、他の計算手法では正弦
波近似が考えられるが、この手法で概ね良好な結果である。この結果から最終的なオーダーを決定し、図化する。

図 6　長さと直径の分布

図 7　直径と長さの分布 写真 2　推定式に用いたオーダー群
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３－２　１列に倒壊したコラムの考察

　前述したオーダーに関して、さらに詳しく考察を行う。写真３に倒壊したオーダーの拡大写真を示す。コラム
は、ペデスタルとベースの端から倒れており、１本のオーダーであったことが想像できる。ベース寄りの端部は
１段の縁であり、ベースに乗っていたことが分かる。ベースから４本目のコラムの端部は、２段の縁になっており、
最上部に乗っていたコラムである。各コラムの接する端部は、左右ともに同一な直径になっており、４本が１本
のオーダーを構成していたことが分かる。４本のコラムの長さを加えると 5.4m となりこのクラスの直径のオー
ダーとしては疑問の余地が無い長さである。
　各コラムの端面は、集面から 25mm 程度が平坦に仕上げられているが、その内側は集面より窪んだ荒い仕上げ
面となっている。前面を平坦な仕上げにすることを考えると、作業効率は格段に向上するが、他にもすぐれた効
果があると思われる。すなわち、水平方向に力が作用した際に両方のコラムに挟まれた中央の凹凸部のプラスター
が剪断抵抗を発揮し、コラムがずれるのを防ぐ効果が考えられる。剪断力に対してキーの効果を発揮する効果で
ある。ただし、縁の部分は非常に平面度が良く、ギャップは０～１mm 程度であり、ほとんどプラスターの存在
が確認できない程度である。
　
　写真でも分かるように、コラムと床の間には土砂が堆積しており、床に土砂が堆積した後にオーダーが転倒し
たと考えられる。このことは、遺跡が廃墟と化した後にもオーダーが倒壊せずに立っており、その後何らかの作
用によって倒壊したと推測される。堆積した土砂には炭化した物質が存在しており、この土砂が堆積した年代を
同定することが期待される。また、転倒した原因として有力視されているものに強震があげられるが、紀元 749
年に発生した大地震が本遺跡の致命的な崩壊を生じさせ、しいては遺跡の破棄につながったとされる。しかし、
床とオーダーの間に挟まれた土砂は、遺跡が荒廃した後にオーダーが倒壊したことを示しており、人為的に倒さ
れた可能性も考えられる。人為的に倒された根拠としては、最下段コラムの縁の一部が破損しており、この部分
に剪断破壊を生じさせるような力が作用したと考えられる。この力は、オーダーを何らかの力により水平方向か
ら押し、転倒したとすると、オーダー下端の縁の１点にオーダーの全重量が集中し、端から剪断破壊が徐々に進
行し、最終的に転倒に至る。このような破壊状況は他にも見られる。
　なぜ人為的にオーダーを転倒させたのかについては、推測の域を逃れないが、耕作地として使用する際に遺構
や遺物が存在したのでは作業効率が悪く、柱の陰により作物の成長を阻害することを避けるためにオーダーを転
倒させ、土砂を運搬し平坦にしたのではないかと考えられる。土砂を運搬し平坦にした根拠として、ローマ道路
やフォルムが土砂に埋没していたが、河川や他の水流によって土砂が運搬されたのであればその土砂と水流の供

図 8　オーダーのエンタシス推定式
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給源が必要になるが、近傍にはそのような山地も水源もない。さらに、水流によって運ばれた土砂にしては粒径
が大きく、付近の勾配から考えられる粒径には程遠い礫が含まれている。土器片や遺物が地表付近に存在するこ
とは、古代の遺物が攪拌されて地表に存在するのではないかと思われる。また、他のコラムで確認できるように、
後の時代において住居の一部に使用するためにオーダーを転倒させコラムを流用したのではないかとも考えられ
る。しかし、円柱のコラムを壁に流用することは、矩形の部材を使用することに比べ非効率であり疑問の余地が
残る。

３－３　ベース上コラムの考察

　ベース上に転倒した状態で乗っているコラムを写真４に示す。このコラムは、右側の縁の形状からオーダーの
最下段のコラムであることが分かる。このような状態で出土したことは非常に難解な状況であり、倒壊過程を推
測することも困難である。状況は、ペデスタルの上部にベースが建設当初の状態で存在し、多少の偏向と破損が
見られる。ベースの上には土砂が堆積しており、その上部に最下段のコラム中央部が乗っている状況である。こ
のコラムがベースの上に立っていたとし、それが転倒したのであればベースから外れた位置で転倒しているのが
自然である。また、ベースの上に立っていた状態でコラムの周りに土砂が堆積し、それを人為的に倒したとして
もベースの上に乗るかは疑問である。このオーダーのものと思われる他のコラムは近傍に散乱しており、現位置
で倒壊したことは確実である。
　強震による倒壊を考えてみると、オーダーの転倒方向は東西であり、この方向に一列となって転倒している。
また、散乱している位置は、ペデスタルの西側である。最下段から上のコラムが西側に転倒しているのであれば、
最下段のコラムも基部が東側に向いているので不自然なことは無い。

写真 3　1 列に倒壊したコラム 写真 4　ベース上のコラム
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３－４　ベースの考察

　写真５にベースを示す。このベースは非常に保存状態がよく、侵食や欠落がほとんど見受けられない。ベース
の下端はほぼ正方形をしており、ペデスタルとは分離しているが円形状の部分とは一体をなしている。ベース外
周の詳細を写真６に示す。この細工は中心から同心円状に加工されており、一部の断面形状が把握できればベー
スを復元することが可能である。ベースの複製を作成することを目途に、ノギスとマコを用いて計測を行った。
ベースのリング状のくぼみ部分は半円形に窪んでおり、マコで一度に計測することは精度が落ちるため、２回に
分けて計測を行った。マコにより形状計測を行った後、ノギスにより詳細な寸法を計測し、図面上に記録した。
マコにより計測した結果を図９に示す。ベース断面の曲線部分はほぼ円形であり、マコで形状測定した図上に円
を描きフィットさせて形状を復元した。つまり、円と直線の組み合わせでできていることが分かる。このように
して描いた断面を反転して相反する位置に描き、各コーナーを直線で結束し出来上がったものを図 10 に示す。
ベースはオーダーの直径によりサイズも異なるが、材質も異なっており、粗悪石灰岩が中心でバサルトや上質な
堆積岩で作られたものも存在する。今回形状を測定したものは、上質な堆積岩であり、礫や他の鉱物はほとんど
含まれていない。

写真 5　ベース

図 9　マコによるベースの転写 図 10　ベース完成図

写真 6　ベース縁の詳細
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３－５　ペデスタルの考察

　写真７にペデスタルを示す。ペデスタルはオーダーの最下段を構成する部材で、上下の矩形板状の間に窪んだ
細工が施されている。４面の細工は同一なもので、1 面の計測を行い、その結果を４面に配置すれば復元するこ
とが可能である。ペデスタルは、ベースとは異なりどの面も風化が進んでおり、形状を記録するのに手間取った。
写真に示すペデスタルは特別なもので、上下２分割になっている。通常のペデスタルは、一体の原石から細工さ
れており、平面形状は正方形である。側面の最下段は平面で、その直情に溝があり、そこから円周状の細工が施
されている。その後中央部へ向かい断面が小さくなっており、中央部は平坦な面である。下段部の円周状の細工
を除けば上下の細工は中央部を中心に対象系をなしており、この部分に関して言えば片方の細工を複写すればよ
いことになる。
　以上のように計測された結果を図 12 に示す。ペデスタルもベースと同様に材質がバサルトのものと硬質砂岩
のものがあり、どのような場所にどちらの材質のものを用いるのかは調査段階であり結論は出ていない。しかし、
ペデスタルの多くは硬質砂岩製で、コラムに多く用いられているフリントの礫が混入したものは用いられておら
ず、強度的な問題か加工上の問題があるものと思われる。バサルトのペデスタルやベースは、仕上げの段階にお
いて見栄えを考慮するために純白のプラスターを塗ったと思われる。ジェラシュの遺跡博物館には、詳細な模様
や純白の色合いを持たせるためにプラスターで仕上げている解説があり、これと同様な作業を行っていたことは
想像できる。このことは、コラムについても言えることで、ウム ･ カイスのコラムにも多少ではあるがプラスター
の残留しているものが見受けられる。プラスターは水によって容易に流出するため、露出した状態では風化が極
度に早く、埋設した状態でも地中の水分で溶解することが考えられる。オーダーの完成時は、純白であったもの
と想像できる。

写真 7　ペデスタル

図 12　ペデスタルの完成図

図 11　ペデスタル
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３－６　キャピタルの考察

　写真８にキャピタルを示す。キャピタルは、オーダーの最上部に位置する飾りで、詳細な模様が施されている。
ウム ･ カイスにおいてはコリント式オーダーが多く存在し、ローマ道路列柱は、ほぼすべてがこの形式である。
イオニア式のオーダーも無いわけでなく、フォルムの南側に位置するバシリカの入り口に６本のバサルト製オー
ダーが立っている。他の場所においてもイオニア式のキャピタルを見かけるが、そのすべてがバサルト製であり、
石灰岩や硬質砂岩のイオニア式オーダーは見られない。
　キャピタルを模写する手法としては、コンピュータ画面上に写真を下絵として置き、細工の形状を描画機能に
より描く。模様の中心は、アカンサスの葉をモチーフにした部分で、非常に細かい細工になっている。アカンサ
スは、３重になっており下部から上部になるに従って外周方向にせり出す形状になっている。写真８を見ても分
かるようにアカンサスの先端部の詳細な部分まで保存されているものは少なく、ほとんどのキャピタルは損傷を
受けている。先端部は、透かし彫りになっており、多少の衝撃でも損傷を生じる構造である。このように描画し
た結果を図 14 に示す。図の制作では、キャピタルの中心から左右が対称性を持っているため、半面を描画し反
転した画像を反対側に描画した。

写真 8　キャピタル 図 13　キャピタルの描画

図 14　キャピタル完成図
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４　結語

　以上の各部分の完成した部材を組み立てたものを図 15 に示す。この図は、平面図であるが立体的な形状を作
成することが可能である。ただし、キャピタルに関しては、さらなる研究が必要である。

図 15　オーダー完成図
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第六章　保存修復

６－１　ウム ･ カイス遺跡の保存環境
Environmental Condition of Remains at Umm Qais Archaeological Site

西浦 忠輝 ＊

１　はじめに

　遺跡の劣化と保存修復対策を考える上で、現地の
現在の保存環境を正確に把握することは必須である。
そこで、現地の気象環境を把握するために、遺跡内
に無電源 ( 太陽電池稼働 ) 連続自動環境計測システム
を設置し、継続して測定を行っている。コンピュー
タ制御により、１時間毎に自動計測しており、デー
タはデータロガー（データ記憶装置）のメモリーに
集積される。年に一回データを吸い上げ、解析、考
察している。測定項目は下記に示すとおりである。

・外気温度（℃）
・外気湿度（％）
・日照強度（kw/㎡）
・雨量（㎜ /h）
・風向（deg）
・風速＜１時間毎の最大風速（m/sec）＞ 
・土中 <15cm 深 > 内温度（℃）
・土中 <30cm 深 > 内温度（℃）
・土中 <15cm 深 > 内湿度 (％）
・土中 <30cm 深 > 内湿度 (％）
　
　計測を開始したのは 2005 年３月で、現在も継続しているが、ここでは、2005 年８月から 2007 年７月まで
の２年間のデータについて、解析、検討した結果を示す。

＊ 国士舘大学イラク古代文化研究所

図－１　遺跡内に設置した環境計測装置

図－２　環境計測装置の設置作業 図－３　コンピュータへのデータの吸い上げ
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２　測定結果

　測定結果を図－４～８に示す。また、計測データの一部を最終頁に示す。

　

  

　8     9    10    11    12     1      2     3     4     5     6     7     8     9　10　12    1     2     3     4     5     6     7
2005                               2006                                                                    2007

　8     9    10    11    12     1      2     3     4     5     6     7     8     9　10　12    1     2     3     4     5     6     7
2005                               2006                                                                    2007

　8     9    10    11    12     1      2     3     4     5     6     7     8     9　10　12    1     2     3     4     5     6     7
2005                               2006                                                                    2007

図－ 4　外気温度　（℃）

図－ 5　外気湿度（％）

図－ 6　日照強度（Lux）
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２－１　外気温度

　図－４から判るように、夏季と冬季で連続的に上昇、下降している。
夏季には最高 40℃まで上がり、一方、冬季は最低０℃まで下がることがある。しかし、氷点下に下がることはなく、
凍結する可能性は低いと考えてよい。
　真夏よりも前に高い気温の日が出現することがあるのに対して、低い気温は真冬に出現する。春と秋が短く、
夏と冬が長い気候であるが、特に夏が長いといえる。
　一日の中での温度差（日較差）はかなり大きく、夏季で 15℃、冬季で 10℃程度であり、夏季の方が大きい。

２－２　外気湿度

　図－５から判るように、一年を通して日較差がきわめて大きい。真冬を除いて、毎日、最低 10 ～ 20％から最
高 90％程度の変化を繰り返している。この一日の中での湿度変化は、気温の変化と反比例しているものであり、
早朝の高湿時には結露現象が起きているものと考えられる。

図－ 7　雨量（mm）

図－ 8　最大風速（m/sec）

　8     9    10    11    12     1      2     3     4     5     6     7     8     9　10　12    1     2     3     4     5     6     7
2005                               2006                                                                    2007

　8     9    10    11    12     1      2     3     4     5     6     7     8     9　10　12    1     2     3     4     5     6     7
2005                               2006                                                                    2007

　mm　
12

10

8

6

4

2

0

　m/sec　
12

10

8

6

4

2

0



150

２－３　日照強度

　図－６から判るように、夏季と冬季で連続的に上昇、下降している。季節にかかわらず低い日があるのは、雨
または曇りの日であるが、冬季のほうが夏季よりも多いことが明白である。

２－４　雨量

　図－７から判るように、基本的に夏季には雨は降らない。雨は冬季に多く、春季、秋季にも降る。

２－５　最大風速

　図－８から判るように、強風は冬季に吹き、夏季には吹かない。しかしながら、10m/sec を超えることはめっ
たになく、この２年間の最大風速が 11m/sec 強であることを考えると、風による影響はあまりないと見てよい
であろう。　

２－６　その他の測定

　土中温度、土中含水率、風向については、測定値の解析に若干の問題が生じたため、今回の報告では割愛した。
最終報告の中でまとめて報告する。

３　考察

　一般的に石造建造物遺構の劣化の大きな要因である凍結融解現象、塩結晶化、微生物繁殖は、ウム ･ カイス遺
跡では特に大きな問題とはなっていない。気象環境測定結果もそのことを示している。ただし、遺跡内における
高等植物（木、草）の繁茂が顕著であり、それが発掘後の遺構ばかりであなく、地中の未発掘の遺構にも大きな
影響を与えている。特に木の根の影響が大きいので、その対策が必要であろう。

４　おわりに

　ここでは、気象環境測定結果の概要を簡単に報告した。計測は連続して行っており、データを積み重ねている。
これらのデータを総合的に解析し、短期、中期、長期の保存対策につなげるべく考察して、最終報告書で詳細に
報告する予定である。
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６－２　保存修復からのウム ･ カイス遺跡
Conservation Works at Umm Qais

片多 雅樹＊1

Noor al-Houda al-Soukhni ＊2

はじめに

　中東はヨルダン・ハシミテ王国の北端に所在するウム ･ カイス遺跡は、ローマ時代の十都市（デカポリス）同
盟の１都市と比定されている。当地では国士舘大学イラク古代文化研究所が中心となる日本隊による発掘調査が
進められており、土器片はもちろん、瓦や石材、コイン、ガラス製品、骨など様々な遺物が出土している。
　遺跡から出土するいわゆる埋蔵文化財は長い年月土中に埋もれている間に、材質や埋蔵環境によって度合いは
異なるが、多かれ少なかれ何らかの化学的変化を起こしている。一方、土がパックとなって腐蝕の原因を遮断し、
辛うじて形状を維持して残ったものが発掘調査によって掘り出される。ところが、それまで慣れ親しんだ土中の
環境から、出土後地上の外気に触れるという環境の変化によって腐蝕の急激な進行が起こるものもあり、このよ
うな遺物はそのまま放置すれば元の形が失われてしまう。そのような資料に対しては、科学的な処置を含む保存
処理が必要となる。主に対象となるのは木器・骨角器などの有機質資料と、金属器・ガラス製品・絵画などの無
機資料である。当地においては、気候や土壌環境上、木器の出土は皆無に等しく、ここでは金属製品、その中で
もコインの保存処理作業について報告する。

実際の作業と成果

　保存処理が必要な資料に関してはすべて、保存処
理番号（Conservation-ID）を添付し、処理前写真の
撮影、保存処理カード（Conservation Card）を作成
する。保存処理カードには出土遺構などの考古学的
な情報のほか、どのような材料でどのような処置を
施したのかを明記する。更にそれらの資料を一覧表
にまとめたリスト（Conservation List）を作成。
　コインを含む青銅製品の処理としては、表面の土
壌をクリーニング後、錆の安定化を図るために薬品

（ＢＴＡ：ベンゾ・トリ・アゾール）を減圧含浸する
のが通例であるが、当地では入手できなかったため、
アクリル樹脂（パラロイドＢ 72 の 10% アセトン溶液）
で表面をコーティングするに留めた。しかし、錆に
覆われた状態では資料としての価値が損なわれた状
態であるため、劣化状態を見定めたうえで、錆取り
作業（修復作業）を行い肖像や文字の再現を試みた。
　青銅製品の錆取り作業は、物理的に錆を取り除く
Mechanical treatment と薬品を用いて化学的に錆を
除去する Chemical treatment とがある。首都アンマ
ンにある DOA（ヨルダン考古局）のラボには保存修
復に関する部屋もあり、二人の担当者が保存処理に
従事している。そこではいわゆる青銅製のコインは、
クエン酸（重曹？）を使った化学的処理（Chemical 

保存処理作業に勤しむノール氏

錆取りによる成果

コンスタンチノープル遷都記念銅貨
コンスタンティヌス大帝（4世紀初頭）

＊1  福岡市埋蔵文化財センター
＊2  国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
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treatment）を行っており、その処理法では錆が見事に取り除かれ、金属光沢のある仕上がりを呈している。博物
館にもそのような処理が施された青銅器が陳列されていた。一概にその科学的処理方法を否定はできないが、薬
品を使って化学的に金属成分を溶かすわけであり、酸化物という組成的な違いはあるにせよ “ 錆のみ取り除く ”
というわけにはいかないと考える。とくにローマ時代コインの場合、肖像はもちろんの事、『文字』の情報が重
要になってくるため、そうすると細かい気の遠くなるような作業にはなるが、顕微鏡下で地道に錆取りをする、
物理的除去法を推奨した。実際に作業を行うと、表面に傷がついたり、光沢のあるメタル部と取り除けなかった
錆によってマダラになり、見栄えは悪くなるが “ 拓本を取った際にいかにオリジナルの情報が再現できるか ” を
目標に作業を行った。使用した道具など、より具体的な内容は後述するノール氏の報告に譲る。
　コインの錆取り作業による成果の一例を示す。写真は F10 グリッドの Locus11 より出土したコインである。
出土時は土壌や錆で表面が覆われ砂玉のような状態であったが、顕微鏡下で慎重に砂や錆を取り除いたところ、
ローマ建設者ロムルスと、双子のレムスが狼に育てられているシーンが現われた。松本団長による調べで、これ
は紀元 330 年にコンスタンティヌス大帝がコンスタンティノーブルに遷都したときの記念銅貨であることが分
かった。

ノール氏（Noor al-Houda al-Soukhni）の紹介
　ノール氏はヤルムーク大学（考古学学部、保存科学学科専攻）在籍中にヨルダン考古局の推薦で、2007 年８
月より日本隊に合流し、数日であったが片多と共に主にコインの錆取り作業に従事した。学部卒業後も日本隊と
契約が交わされ、藤田・片多が残した仕事を引継ぎ、気の遠くなるような作業を丁寧に継続している。
現在、保存処理が必要な資料（金属器、ガラス製品、骨角器、プラスターなど）はリスト化され、総数 340 点を
超え、うちコインは 234 点を数える（2009 年２月 20 日現在）。これらすべての資料をリスト化し、保存処理カー
ドの作成、保存処理作業を行っている。
　以下、『金属器の保存処理』の具体的な作業内容に関するノール氏による報告を記す。

<<Metal treatment>>
This paper shows the conservation treatment of coin and metal artifact. Conservation process include the below 
methodology:
1-Documentation
2-Cleaning
3-Interventive conservation
4-Preventive conservation

◆ Documentation
Before, During, After ( BDA)
Documentation is: recording the state of coin before the treatment, during the treatment and after the treatment. 
At first; get conservation-ID for each artifact.
Take a photo for each one (BDA) the treatment.
Take a dimension for coin by measuring the diameter and thickness.
Take a dimension for nail by measuring the thickness and length.
Take a weight for iron nail before the treatment to compare it with after conservation.
Take a dimension for each one after the treatment. Because the layer of corrosion had a thickness so you can't 
measure the real thickness for coin or artifact.
◆ Cleaning
Cleaning process is stand on three rules:
・The first rule is: If you don't know its value, don't clean it.
・The second rule is, if your coins are so corroded that the date and details cannot be determined, consult a 
   professional for advice before attempting to clean the coins to avoid or minimize possible damage.
・The third rule is, if you absolutely, positively must clean your discovered coins, you should clean them with the 
   least harmful method that will give the desired results.
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Cleaning methods:
・Mechanical cleaning
・Mechanical –chemical cleaning

Tools:

・A strong directional light. I use a goose neck 
reading lamp with a track lighting bulb hat gives a 
highly directional light. It allows me to position the 
light anywhere and direct the beam where needed 
most. A must for the attribution process.
・Brushes. A variety of brushes is useful. Include 
toothbrushes and stiff bristle brushes (plastic or 
fiberglass) in different sizes.
・Small detail tools. Toothpicks, dental tools,  
straight pins and sharpened bamboo sticks are all 
possibilities. They are invaluable for working in small 
areas such as in between the letters of an inscription.
・Surgical knife: It must has a good sharpness to can 
remove a rust but in the same time not to scratch the 
metal surface
・Very fine needle: you must have a good control 
when you use it
・Microscope: I was used 2 kind of microscope a 
manual .and electronically microscope
・Chemicals: A methanol.

◆ Procedures
The cleaning process started by mechanical cleaning 
(best treatment is less treatment)
Mechanical cleaning define as all of the treatment 
which stand on the mechanical action without using 
any of chemicals.

Mechanical cleaning include:               
・Remove a soil by using soft brush
・Remove a compact rust by using scalpel and 
surgical knife
・Using a dental drill in the case of very compact rust, 
but when you be sure no detail found on coin surface
・Use a fine needle to remove rust between a dent. 
This process is so dangerous, don't scratch the　
metal it's consider as weak point on the coin surface
・All of the treatment done under  microscope with 
enough light and magnification power
・Use a methanol to remove a compact rust. it 
consider  as a chemical treatment

Dental Drill

Dental tool + surgical knife

Take a weight for iron nail

Remove a rust by scalpel
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Which kind of metal was treated??

◆ Copper coin
Copper is among the most chemically active of all 
coinage metals. When a copper coin is first struck it 
has a brilliant pale orange surface and turns brown 
when circulated.
Some of the green patina may be desirable in a 
copper coin. Although not so much a problem in 
Colorado.
Some of corrosion product can be protect the original 
surface it's according to the quality of metal made 
and the burial circumstances.
Cu..........> copper
Cu2O3..........> one of corrosion product　　　
　　　
◆ Bronze coin or bronze metal artifact
Among of artifact and coin is a bronze metal. bronze 
more strong and durable than copper because it's not 
metal it's alloy
The first layer of corrosion can be a protect film on 
the metal surface

◆ Iron artifact
There are many of iron nail. iron is endurable metal 
so we find the thick layer of  corrosion on the surface.
After the reaction between iron and oxygen to 
produce a corrosion layer.
The first layer of corrosion can't be sealing to protect 
the original surface. So the reaction can't stop in this 
case surly we lose the original metal because the 
original metal completely converted to iron oxide.
Fe..........> iron (Active element)
Fe2O3..........> iron oxide (corrosion) one of the 
corrosion product

◆ Interventive conservation
The interventive treatment was limited, because the 
cleaning was enough to preserve the artifact.
Adhesive..........>>>I used to join some of broken coin 
by using acrylic risen ( paraloidB-72)
Stabilization..........>>> by consolidation the fragile coin 
then coat it, to form the seal to avoid any interaction 
between the artifact and environment by using 
acrylic risen (paraloidB-72)

Copper coin

bronze coin

iron nail
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◆ Preventive conservation
Coat........> make a very thin film on the artifact 
surface to protect it from the interaction between it 
and the environment.
The coating apply by very fine brush and by one 
direction  to avoid any air bubble create on the 
surface because it's consider as weak point on the 
sealing and it will be the spot of deterioration
ParaloidB-72.. . . . . . . .>> good resin  for coating, 
reversible and transparent
Take picture after treatment to the artifact

◆ Recommendation
In my vision we must approve our work by using 
the scientific approach to be sure about some of the 
material of some artifact.
And using a chemical method to convert the 
corrosion product to metal for some of coin and for 
iron nail.

Before cleaning and any interventive conservation

After cleaning and join it

This coin is coated by using paraloidB-72
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第七章　ウム ･ カイスの科学的分析

７－１　ウム ･ カイスで見られる野鳥
Wild Birds of Umm Qais in Jordan

富田 富喜夫 ＊

はじめに

　2006 年秋、ここヨルダン、ウム ･ カイスの遺跡にボランティアとして参加し、数日後、同行の芦田さんと土
器片を洗浄中に、すぐ上のオリーブの木から小鳥の鳴き声が聞こえた。聞いたような、初めてのような「あれ！
シジュウカラ？」と、顔を上げると黄色い鳥がいた。「ウム ･ カイスにシジュウカラがいるのだ！」と感動したが、
すぐに再度「あれ？」という気分になった。日本のシジュウカラと違う。胸から腹にかけて黄色が濃く、声が色っ
ぽいのである。
　さらに別の日、突然大きな鳥が渦を巻きながら空に舞い上がり数百羽になった（写真１）。誰かが「鶴だ！」
と叫んだ。でも飛んでいる姿が違う。私も今まで図鑑でしか見たことが無い姿だった。すぐに図鑑を取り出し確
かめると、紛れもないコウノトリの群れであった。ほとんどがコウノトリ（英名：White stork）であったが、ナ
ベコウ ( 英名：Black stork) が混ざっていた。見るうちに高く昇り、一線になり、南へ流れていった。これは鳥が
たくさん観られると期待が膨らんだ。
　当地域のローマやビザンツの時代の彫刻、フレスコ画、モザイクなどには、植物や動物、人物とともによく鳥
の姿が描かれている。このことは、当時の人々のくらしにおいてこれらの動植物が非常に身近な存在であったこ
とを物語っているのではないだろうか。私は日本野鳥の会会員でもあり、ある程度野鳥を見慣れているため、上
記のような遺構が出てくるたびに鳥の名前を考えてしまう。
　当時のこの地域の文化を理解するためには、鳥類をはじめとする動植物相の把握が重要な鍵となりうる。本報
告では、歴史時代と現在とで自然環境に変化があったのかどうかを比較する一歩として、この地域の現在の野鳥
について記録をまとめた。

方法

　調査一年目（2006 年夏）より、目についた野鳥を記録していった。また、可能なかぎり写真撮影をおこ
ない、後日同定に用いた。同定に用いた文献は『Birds of the Middle East』（Porter et al., 1996）および『A 
photographic guide to Birds of Israel and the Middle East』（Cottridge et al., 2000）である。

＊ボランティア
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結果

１、記録された野鳥一覧
　観察された野鳥の種数は、2008 年 12 月現在、44 種に達した（表１）。
ウム ･ カイスの野鳥は、地形上では高原、気候上では半乾燥地に、季節的には雨季と乾季がはっきりしており、
それらの要因で観察される種類が定まってくるようだ。ヨルダンには四季があるというが、現地にいる限りは判
然としない。冬が無く、夏（乾季）と春（雨季）に分かれるように感じる。

表 1　調査によって観察された野鳥 

No. 学名・現地名・英名・和名
確認月

確認地・特徴・その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Carduelis chloris

○

MK ハウス。日本のカワラヒワ（Carduelis sinica 
Oriental Greenfnch) より緑が濃い。雌雄で色が異
なる。

?
Green Finch
カワラヒワ類

2 Carpodacus erythrinus

○

ローマンロード。腹の下のほうは薄いピンクにな
る。胸周りはピンク色。写真に撮れなかったのは
残念だった。

?
Common Redfinch
アカマシコ類

3 Serinus syriacus

○

お墓前。茶色の１年目の色と２年目以降の鳥が混
ざっていた。?

Syrian Serin
?

4 Serinus serinus

○

MK ハウス。杉の木に止まる。ジェイーンと鳴く。
波状に飛ぶ。?

Europian Serin
マヒワ類

5 Fringilla coelebs

○

MK ハウス。雌雄で色が異なる。
ソッファル
Chaffinch
アトリ類

6 Apus melba

○

アズラック。高山性褐色アマツバメ。21㎝。
?
Alpine Swift
アマツバメ類

7 Prunella collaris

○

現場。18㎝。
?
Alpine Accentor
イワヒバリ類

8 Corvus splendeno

○ ○

MK ハウス。
ゴラープ
House Crow
イエカラス

9 Garrulus glandarius

○ ○ ○ ○ ○ ○

遺跡内。頭部黒。日本のはごま塩頭で目の周りが
黒である。イズレーギ

Jay
カケス類

10 Pica pica

○ ○ ○ ○

MK ハウス。ガチガチと鳴きながら飛んでいる。
ヨルダン 48㎝。日本は 45cm。日本のカササギは、
佐賀平野・筑後川など九州北部に生息する。近年
長崎県・熊本県まで広がる傾向にある。

フォッダラ
Magpie
カササギ類

11 Dendro copos syriacus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

現場。ベイトマリ。23 センチ。雌雄を確認する。
アブノッサル
Syrian Woodpecker
アカゲラ類

12 Ciconia nigra

○

現場。2005 年 9 月 12 日、17 羽。95㎝。
アブサハット
Black Stork
ナベコウ類

13 Ciconia ciconia

○

現場。数百羽が昇っていく。日本では 1970 年絶滅。
アブサハット
White Stork
コウノトリ類
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No. 学名・現地名・英名・和名
確認月

確認地・特徴・その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 Egretta garzetta ベッラ遺跡上空を南西に向かって飛ぶ。月日の記
録が見つからない。?

Little Egret
コサギ類

15 Parus major

○ ○ ○ ○ ○ ○

遺跡内。日本のより、腹が黄色。鳴き声も日本の
は細く聞こえるがヨルダンのは和音のように聞こ
える。１年中見られる。

ソッファロ
Great tit
シジュウカラ類

16 Motacilla alba

○ ○ ○ ○

MK ハウス前・博物館前　白黒で長い尾を持つ。
ゲルゲッセ
White Wagtair
ハクセキレイ類

17 Motacilla flava

○ ○

ウム ･ カイス中等女学校前
?
Yellow Wagtail
ツメナガセキレイ

18 Turdus merula

○

TN4　全体が黒くくちばしと目の周りの黄色が目
立つ、ムクドリ大、日本では迷鳥、長く樹枝にと
まる。

ハンマレ
Black bird
クロウタドリ

19 Delichon urbica

○

MK ハウス。背面下部と腹は白。鳴き声など再確
認の必要有り。かなりの数で飛ぶ背面は黒く見え
る。アジアンイワツバメは中東にはいない。

?
House Martin
イワツバメ？

20 Hirundo rustica

○ ○ ○

ベイトマリ。街中。胸の赤い種類と白い種類がい
る。再確認の必要有り。日本のは、17cm、ウム・
カイスは 20cm。

スヌヌ
House(Burn)Swallow
ツバメ

21 Hirundo daurica

○ ○

街中。日本のは 18.5cm。ウム ･ カイスは 17cm。
スヌヌ
Red-rumped Swallow
コシアカツバメ

22 Passer domesticus

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

留鳥。雌雄で姿が異なる。オスは前掛けが大きい。
頬のえくぼがない。デュエリダカル

House Sparrow
イエスズメ

23 Petronia petronia

○

遺跡墓前。写真より図鑑と照合。大変地味な鳥で
ある。日本にはいない。?

Rock Sparrw
イワスズメ

24 Streptopelia decaocto

○ ○

MK ハウス。現場。
ジョーフィ
Collared Dove
シラコバト

25 Columba janthina

○

MK ハウス。日本のと羽の色は同じ、光沢がある。
ただし鼻の周辺に白い飾りがない。?

Black Wood Pigeon
カラスバト？

26 Streptopelia senegalensis

○ ○

MK ハウス屋上。
ヘムリ
Laughing Dove
ワライバト

27 Eritacus rubecula

○

日本のより、背中から頭部にかけて黒っぽい。冬
鳥？?

Robin
コマドリ

28 Phoenicurus oshruros

○ ○

現場。日本では迷鳥。腹部分も黒い。尾をビリリ・・・
と震わせる。ハネーニ

Black Redstar
クロジョウビタキ

29 Saxicola toruata

○ ○

遺跡、お墓前。大きな口をあけて、ジョイーンと
鳴く。ブレーギ

Stonechat
ノビタキ
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No. 学名・現地名・英名・和名
確認月

確認地・特徴・その他
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 Sylbia melanocephala

○ ○ ○

MK ハウス。
ボラニ
Sardinian Warbler
サルディニアウグイス

31 Sylvia curruca

○
?
Lesser Whitethroat
コノドジロムシクイ

32 Sylvia mystacea

○ ○

MK ハウス。
？
Menetries's Warbler
ウグイス？

33 Falco tinnunculus

○

MK ハウス裏。ホバリングをしていた。
?
Common Kestrel
チョウゲンポウ類

34 Galerida cristata

○ ○

遺跡の中に何処でも見られる。とんがり頭のヒバ
リ。アブノッガル

Crested Lark
ヒバリ類

35 Pycnonotus anthopygos

○ ○

国士舘ハウス庭。黄色切れ込みヒヨドリ。19cm。
ハニエニ
Yellow-vented Bulbul
ヒヨドリ類

36 Athene noctua

○

ベイトマリ裏。２２cm。日本にいない。
ブーマン
Little Owl
コフクロウ

37 Miliaria calandra

○

日本にいない。
?
Corn Bunting
コーンホオジロ

38 Enberica citrinellu

○

MK ハウス。アオジより全体が黄色。胸部にたて
に点線が通る。嘴は薄ピンク。３日間ほぼ同時刻
に観た。日本海側の離島に多い。全国で記録があ
る。

?
Yellow Hammer
キアオジ

39 Nectarinia Oser

○

ベイトマリ。枝葉の下をホバリングしながら飛び、
餌をとっていた。黒っぽい色から雄と思われる。?

Orange tubbed Sunbird
サンバードミツスイ

40 Lanius meridionalis

○ ○

黒と白がはっきりしています。
アブハマル
Southern Grey Shrike
オオモズ類

41 Lanius nubicus

○

MK ハウス。
?
Masked Shrike
モズ類

42 Upupa epopa

○ ○ ○ ○

遺跡の中何処でも見られる。ポポポポ・・・と鳴
く 27cm。渡りの上下限に位置するのか。流暢な
のか。１年通して見られる。

ホドホド
Hoopoe
ヤツガシラ

43 Buteo buteo

○

MK ハウス上空。日本のノスリより、腹側が黒い。
福原さんのデジカメより。サガル

Bonellis Eagle
ノスリ？

44 Falco concolor

○

MK ハウス上空。
？
Sooty Falcon
ハヤブサ

註：「MK ハウス」は、「松健ハウス」をあらわす。
「TN4」は、「トラバーナンバー４」のことで、新しく観測地点を作った位置を表す。
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２、注目すべき野鳥
　調査を通じて確認された野鳥のうち、とくに注目すべき種類について以下に記す。

①アブサハット（Ciconia ciconia）英名：White stork　コウノトリ類（写真２）
　コウノトリの仲間は世界で 17 種が確認されている。日本のコウノトリは、コウノトリ（Ciconia ciconia 
boyciana）とナベコウ（Ciconia nigra）の２種であったが、1970 年代に日本産は絶滅し、現在兵庫県で飼育放
鳥されているのは中国から譲り受けた個体が数を増やしたものである。2005 年９月より試験放鳥が始まり、野
性に戻す努力が始まっている。日本産のコウノトリとのはっきり分かる違いは、日本産は嘴が黒く、ヨルダン産
は肌色に近い黄色である。数百羽のコウノトリが上昇気流に乗り高く高く天空に上がり、一斉にヨルダン川に沿っ
て南に向かう様子は圧巻である。

②ホドホド（Upupa epops）英名：Hoopoe　ヤツガシラ（写真３）
　鳴き声から現地語ではホドホドと言う。ヤツガシラ属は世界で１種。名前の由来は興奮すると冠羽がモヒカン
状に立つ。私のヤツガシラとの初めての出会いは、35 年以上前のインドのニューデリー郊外であった。派手な
オレンジ色の体と、とがった頭が印象的であった。現地の人に名前を聞いたところ、キツツキだと教えられ長く
信じていた。しかし日本野鳥の会に入り、日本にも迷鳥として渡ってくることを知り、名前もその時に認識した。
ヨルダンでは身近に普通に見られる夏鳥である。

③ソッファロ（Parus major）英名：Great Tit　シジュウカラ類（写真４）
　日本のシジュウカラ（Parus major minor）は、白と黒の淡白な配色である。ヨルダンのシジュウカラは胸から
腹にかけて黄色がかなり濃く、カラフルである。違う種の鳥に見える。そして色っぽい声で鳴く。最初聞いたと
きは、鳴き声が鈴と一緒に共鳴しているように感じた。

④イズレーギ（Garrulus glandarius）英名：Jay カケス類（写真５）
　英名では鳴き声からジェイと言う。日本のカケス（Garrulus glandarius japonicus）もジェイと鳴く。
　日本のカケスは山中や林間に見られるが、ここウム ･ カイスでは、１年中いつでも見られる身近な鳥である。
東京近辺にいるオナガと同じカラスの仲間である。大きさも日本のカケスとほぼ同サイズである。一番の違いは、
日本のカケスは頭の模様がごま塩なのに対し、ウム ･ カイスのものは黒い帽子をかぶっているように見える。顔
はウム ･ カイスのカケスは眉眼線がなく、色白の美人（美男子）である。

⑤ハンマレ（Turdus merula）英名：Blackbird　クロウタドリ（写真６）
　樹上よりは薮の中などで、大きなよく通る声でさえずる。全身黒く、目の周りが黄色のリングになっている。

⑥アブノッサル（Dendrocopos syriacus）英名：Syrian Woodpecker　アカゲラ類（写真７、８）
　オスとメスの両方が良くみられる。留鳥。人をあまり恐れずかなり近くで観察できる。ヒヨドリ大のサイズで
ある。日本のアカゲラ（Dendrocopos major hondoensis）には、黒い眉眼線がはっきりしているがウム ･ カイス
のものには無く、顔が白く見える

⑦スヌヌ（Hirundo rustica）英名：Barn Swallow　ツバメ類（写真９）
　なぜツバメと書かなかったのかと言えば、日本のツバメと同種以外に他種のツバメやアマツバメ類が混在し、
種を特定しかねているためである。わかっているのは、表１中にある種類である。ウム ･ カイスでは１年中ツバ
メ類が飛び交っている。ただし繁殖が確認できたのは、夏に来るツバメだけである。

⑧デュエリ（Passer spp.）　スズメ類　
　スズメの仲間も数種類見られる。普通に街中に見られるのは、イエスズメ（Passer domesticus）英名：House 
Sparrow である。この種類は、オスとメスの体色が異なっており、日本のスズメ（Passer montanus saturatus）
の感覚からすると、はじめは別の仲間かと思ってしまった。おそらく他の鳥同様、くすんだ色の方がメスである。
以下、特徴のある鳥の写真のみ。詳細は表１に記載した。
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写真１　上昇気流に乗り天高く舞い上るコウノトリ類

写真２　アブサハット（コウノトリ類）
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写真３　ホドホド（ヤツガシラ）

写真４　ソッファロ（シジュウカラ類）
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写真６　ハンマレ（クロウタドリ）

写真５　イズレーギ（カケス類）
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写真７　アブノッサル（アカゲラ類♂）

写真８　アブノッサル（アカゲラ類♀）
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写真９　スヌヌ（ツバメ類）

写真 10　ゲルゲッセ（セキレイ類）
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写真 11　ハニエニ（ヒヨドリ類）

写真 12　アブノッガル（ヒバリ類）
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写真 13　現地語不明（ウグイス類）

写真 14　アブハマル（オオモズ類）
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写真 15　手製のパチンコ

写真 16　マダバのノモザイク（七面鳥？）
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３、渡りのコース
　ここヨルダン川周辺は、鳥の渡りの格好のコースになっている（Society for Protection of Nature and Natural 
Resources in Lebanon より）。東は砂漠地帯、西はイスラエルのすぐ西側が地中海であるため、途中羽根を休め
るには、ここ「緑の三日月地帯」が最適である。秋にはコウノトリなどが南へ、秋遅くにはカモメ類が北上して
いくのが観察される。
　中東を通る渡りのコースは、大きく２つに分けられる。その１つは、ヨルダンを通過するコースである。ヨーロッ
パ・シベリア大陸からトルコ付近に入り、その後ヨルダン川を南下し、アカバ湾を経由してアフリカ内陸部やナ
イル川上流・ビクトリア湖に到るコース。２つ目はヨーロッパ・シベリアから砂漠を越え、イエメンからソマリア、
エチオピアを通過し、一つ目のコースと同様アフリカ内部に到るコースである。

４、密猟問題
　日本でも密猟者がいる。都会近辺でもメジロ（Zosterops palpebrosa japonica）などが観賞用として獲られて
いる（日本野鳥の会発行『野鳥』ツウカン 665 号）。日本では野鳥は原則として捕獲ができず、捕獲のためには
狩猟免許や届出が必要である。
　聞き取りによると、ヨルダンでも野鳥は狩猟禁止であるはずであるが、密猟が横行している。ヨルダンの密猟
者は、大々的に捕るのではなく、自分達の食用として捕獲しているようである。私達の前で、空気銃や手製のパ
チンコを使い小鳥を狙っている（写真 15）。罪の意識云々ではなく、日々の生活の問題と感じる。

今後の課題

１、鳥名同定の正確性
　種類の同定には図鑑類を用いたが、当地域の鳥類についてはまだまだ情報が少なく、同定の正確性については
検討の余地がある。そのため検証方法については、日本野鳥の会研修室のアドバイス、埼玉県野鳥の会等の指導
を受けるなどの必要があると思われる。

２、観察種数を増やしていく
　日本では現在、迷鳥も含めると 600 種を超す野鳥が確認されている。
　一方ヨルダンの野鳥図鑑によると、ヨルダンにはおよそ 250 種の野鳥がいるとされ、最終的にはこの 250 種
以上を観察できることが目標になる。しかしそのためには、水辺に住む鳥の観察がどうしても必要となるが、ヨ
ルダン川、ヤルムーク川ともに国境河川のため、大きな望遠鏡等を持って近づくことができない。一度出かけて
みたが、ヤルムーク川そばの検問所で注意を受け、退去せざるをえなかった。国と国の境が厳然と存在し、それ
が個人的とはいえ、調査を難しくしていることは残念である。
　小河川はヨルダン国内に何箇所かあり、温泉が湧く保養地もある。これらの地点には、水辺の鳥が生息してい
るはずであり、今後計画的に訪れたいと考えている。さらに、アカバ湾では海鳥が観察できる。ここへの再訪も
考えている。

３、年間を通した観察
　ウム ･ カイスでの滞在は、大学での発掘調査期間に限定されているために、観察月の偏りが生じてしまう。滞
在していない期間の野鳥の種数や移動については、記録の連続性が得られない。そのため１年間を通した観察が
できればと思うが、検討中である。

４、歴史の中の鳥たち
　権威の象徴、神の化身、自然描写など、ローマ・ビザンツの遺跡から発掘されるモザイクや壁画に多くの鳥た
ちが登場する。なぜこの鳥だったのか。また、ここウム ･ カイスに現在生息する鳥たちはローマ・ビザンツ時代
の子孫なのだろうか。興味は尽きない。マダバの教会のモザイク（写真 16 七面鳥）などでは、ニワトリやクイナ、
コウノトリと思われる文様が描かれている。
　野鳥と文明との関係について、今後調査を進めていくと楽しいことが発見できそうである。
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５、植物、昆虫、その他の生物等のまとめ
　カエルや蛇、亀、サソリに驚き、生命のたくましさに感動し、棘のある植物達に腹を立て、野生のアネモネや
シクラメンの美しさに感動する。それらをこのまま見て過ごすのではなく、ここにいた証として、今後少しでも
まとめていくことができればと思う。

【参考文献】
① R. F. Porter, S. Christensen and P. Schiermacker-Hansen (1996), Birds of the Middle East, Princeton University Press.

② David M. Cottridge and Richard Porter (2000) , A photographic guide to Birds of Israel and the Middle East, New Holland Publishers.

③ 安西英明・谷口高司（1998）『野鳥観察ハンディ図鑑　新山野の鳥』日本野鳥の会．

④ 安西英明・谷口高司（1998）『野鳥観察ハンディ図鑑　新水辺の鳥』日本野鳥の会．

⑤ 小林桂助（1956）『原色日本鳥類図鑑』保育社．

⑥ 高野伸二（1982）『フィールドガイド　日本の野鳥』日本野鳥の会．

⑦ 柳澤紀夫（1988）『鳥　630 図鑑』　日本鳥類保護連盟．

⑧ Society for Protection of Nature and Natural Resources in Lebanon　本文がアラビア語のため、著者名等詳細は不明。



172

７－２　Historical Trees in Umm Qais 
Jaffar Talafha ＊

Trees were played major role in life since beginning human on earth, as source for food, warm, medicine, as well 
as interesting beauty. In ancient myths, the trees are pillars of sky if they cut sky will fall down! Furthermore, the 
modern ecology, emphasis on the fact that the trees are important for balance eco-system on earth. The historical 
trees in Umm Qais are witness on the ancient history of site, as evidence on the ecological changes took place 
in the site hundreds years ago including annual drainage rate, dry, and soil, as well as their association with the 
civil settlement of the site. 

Several species of Historical Trees can see throughout the site, were 
Planted in Umm Qais hundred of years ago   

 

  

 General view showing site within its vegetarian context

＊国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
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- Quercus aegilops
 Arabic Name: Baloot
 English: Oak
 Family: Fagaceae
 Leaves: Oval shape, simple, and fall
Fruit: Elongated fruit in clusters

This kind of tree is medium size, 15m high, has a big spherical capital. This kind of tree is planting in East 
Mediterranean- Turkey, Iran, Iraq, and in Jordan widely common. However, there is no Quercus aegilops inside 
the site but can see on the mountains surrounding the site. This kind of Oak considered "National Tree" of Jordan
   

Quercus aegilops (Baloot) Oak, on the mountains around site

Quercus aegilops (Oak) Fruit of Quercus aegilops (Oak)
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- Pistacia atlantica
Arabic Name: Botom
 Family: Anacardiaceae
 Leaves: Oval shape, and fall 
 Fruit: Red hemispherical during growing, changes to dark blue when grow is completed
   
This kind of tree is big tree, 20m high, growing slowly. This tree is common in North Africa, and Mediterranean. 
In Umm Qais several trees of this kind can see.

 

  

The fruitTree bole

Pistacia atlantica (Botom), in site
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- Ceratonia siliqua
English: Carob
Arabic Name: Kharoub
Family: Leguminosae
Leaves: Big, stable green, and smooth. Medium size, 12m. high
Fruit: hang clusters

This kind of tree is common in different area of Mediterranean

  
  

 

Ceratonia siliqua (Kharoub) Carob. In site

Tree bole

Fruit during grow up

Fruit during grow up

Fruit after grew 
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- Pinus halepensis
Arabic Name: Sanwber
English: Pine 
Family: Pinaceae
Leaves: Stable green, pointed head. High 20m  

This kind of tree is naturally widespread in Mediterranean including Jordan
  

 

Pinus halepensis (Sanwber), courntryard of  Kokushikan dig house

The Fruit grew  The Fruit grew  
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- Cupressus sempervirens
Arabic Name: Serow
English: Cypress
Family: Cupressaceae
Leaves: Stable green, and small. 20m high
Fruit: Spherical shape. 

This kind of tree growing in Mediterranean including Jordan especially eastern part of country

Cupressus sempervirens (Serow), in site Tree bole

Fruit 
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- Ziziphus spina-christi
Arabic Name: Seder
Family: Rhamnaceae
Leaves: Stable green, oval shape. Small tree, but some time 15m high

This kind of tree growing in Arabia Pensula, Palestine, Jordan, and east of Africa. In Umm Qais several tree of 
this kind can see

Ziziphus spina-christi (Seder), in site

Tree bole
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- Eucalyptus camaldulensis-
Arabic Name: Kina
Family: Myrtaceae
Leaves: Stable green and oval shape
Fruit: spherical shape 

 This kind of tree has big size, 50m high, growing indifferent areas in Jordan, in Umm Qais several trees can see

Eucalyptus camaldulensis (Kina), in site  Tree bole

Fruit
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- Olea europaea (Olive)
Arabic Name: Zytoon
Family: Oleaceae
Leaves: Stable green. Medium size, 12m high  
Fruit: Oval in cluster

One of most and common tree in the Mediterranean, in Umm Qais majority of the trees inside site are olive tree, 
thy were planted almost 70 years ago

Olive tree in site

Olive fruit Tree bole
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第八章　文化遺産教育・活用

８－１　東京都板橋区立三園小学校とヨルダン、ウム ･ カイス中等学校との交流について
Exchange between Umm Qais Secondary School and Misono Elementary School 

富田 富喜夫＊

１　はじめに
　小谷さんが発掘していて見つけた墓に、次の日にはもう誰かが入ったあとがある。緊急に鍵を設置する必要が
ある。大人になると生活のためにお金が必要になり、遺物は単なるお金に換えるための品物に過ぎないのか？遺
跡遺物は自分達の生活の中の一つの金銭の代わりとしか見られないのであろうか。それ以上に世界人類の貴重な
財産を破壊していることに気づいていないと感じる。
　ある日、松本先生とゆっくり話す機会があった。その時、ウム ･ カイスの遺跡や文化遺産を守っていくのは今
の大人ではなく、将来の大人すなわち、今の子どもたちであると言われた。長年メソポタミア文明の発掘調査に
取り組んでこられた先生の心の中から自然とあふれ出た言葉であろう。
　ヨルダンにはこれといった産業がない。そのため、国も観光に力を入れようとしている。それにもかかわらず、
自分達の貴重な財産を壊している。残念なことである。この現状を打開するには、ヨルダンの国民一人一人の意
識の改革が必要である。それは教育の力である。特に将来ヨルダンを担うことになる子どもたちの人類の遺産に
対する考え方を教育によって変えていく必要を感じる。
　遺跡の上に生活する、ここウム ･ カイスの子どもたちを変えていくことは大切なことである。
私が教育者としての経験を生かしてこの問題にどう関われるのかを考えたとき、学校交流によって子どもたちが
世界に目を向けてくれること、その交流を通して、子どもたちの学習の中でお互いに心を通わせながら、互いの
地域の社会的 ･ 文化的遺産を大切にする心を広げていけたら、日本、ヨルダン、そして世界の文化遺産を大切に
する心を継続して育てていければ、良いなと思う。
　５年先、10 年先に今の子どもたちが、大人になったとき、日本、ヨルダンそして世界の文化遺産を大切にし、
それを未来に残そうと努力出来る人に育ってほしいと願っている。
　今回実施した東京都板橋区立三園小学校とヨルダン、ウム ･ カイス中等女学校との交流は、ヨルダンと日本と
の間では、初めて直接の学校交流であった。画期的な出来事であったらしい。この事業を今後も長く続けていか
なければ、いければと思っている。

２　経過
① 2007 年４月東京都板橋区立 N 小学校へ交流のお願いに行く。

姪の子どもたちが通う学校で、取材や連絡がしやすいと考えた。

② 2007 年８月 N 小学校が引き受けてくれたことを受けて、ウム ･ カイスの教育委員会教育長に挨拶とお願いに
行くことができた。

「大いにやってください。」と返事をいただき、安堵した。

③ 2007 年 12 月東京都板橋区立三園小学校にも、取り組みのお願いをすることとなった。永瀬校長は、かつて
の私の同僚であった。

④おかげで、2008 年１月７日三園小学校、５年生担任と打ち合わせが持てた。
そこでは総合的な学習の時間を使って交流に向けての取り組みをやることが決まった。５年生の先生方にも興
味を持っていただけたようである。

＊ ボランティア
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次回ウム ･ カイスに行くときのために、児童の作品、絵画と習字を預かった。さらに、一番お願いしたことは、
保護者に対して、交流に向けての周知徹底を図ることであった。肖像権の問題や、家庭の問題を事前に予防す
る必要がある。
N 小学校には、交流を中止する旨の挨拶に伺った。
交流を実施するに当たり、いくつかの条件が揃えばなんとか交流ができる。しかし、条件が揃うことが難しい
のである。その条件とは、双方の学校にやる気があるのか。二つ目は、橋渡しをする人がいるのか。三つ目は、
現地に顔のきく人がいて労を惜しまずやってくれるのかである。機器の整備については、何とかなると考えよ
う。前の三つが揃えばまず何とかなると考える。N 小学校は三つが揃わなかった。残念であった。

⑤ウム ･ カイスに戻り、２月 28 日、教育委員会より紹介のあった、ウム ･ カイス中等女学校へ挨拶と打ち合わ
せに訪問する。三園小学校の５年生の作品を渡す（写真１）（写真２）。代わりに子どもたちの作品を、何点か
貸してくれた。

⑥３月 28 日（金）10 時～２回目の交流の打ち合わせを行った。
直接交流を 12 月に実施することに決定。いよいよ日程等の調整に入っていけそうである。交流の内容も考え
なくてはならない。よし、やるぞとの気持ちになる。良い思い出作りの一助になればとの期待も膨らむ。

⑦４月 24 日（木）、25 日（金）
総合的な学習の時間の授業。「広い世界に目を向けて」

「ヨルダンをはじめとするアラブ諸国の生活や文化を知ることによって広い世界に目を向ける。」ために、授業
をやった。
ヨルダンなんて、聞いた事もない国の話に、子どもたちが興味を持ってくれていることが話していても伝わっ
てくる。ほとんどの子どもたちがインディ・ジョーンズの映画の中のペトラと言う遺跡がある国だよといって
も分からない。死海の話になると何人かの子どもたちは分かってくれた。それでも海よりずっと下にあるとか、
体が勝手に浮くと言う話には目を輝かせて聞いてくれた。

作文１
　「お話を聞いて」　６年２組　N・T さん
　　富田先生の話を、写真を見ながら資料を見ながら聞いていて、今問題になっていることなどがわかりました。
　ヨルダンでは気温が 40 度を超えると「仕事をしなくていい」と言ってくれる人がいること、死海の水が高さ
　で 50cm ずつなくなっていること、100m 以上のがけがものすごい量の水が流れて削れて行ったことなど、い
　ろいろと勉強になりました。でも話の中で「どうして、骨が女の人か分かったのか考えてみてください」と言
　われたとき、正直あまりわからなかったけれど、本を見たり、パソコンで調べたりしようと思いました。ロー
　マ道とは、２m くらいの土を掘って出てきた道だと言うのに驚きました。富田先生の話を聞いて、もっとヨル
　ダンのこと、ヨルダンの今と昔のちがい、ヨルダン付近はどうなのか、などをもっと調べてみたくなりました。
　今日は楽しかったです。今回はありがとうございました。

写真 1　ウム ･ カイス中等女学校の現２年生（日本の６年生）。教室で。 写真 2　ウム ･ カイス中等女学校、連絡役のスーザン先生と。
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⑧６月６日（金）大学院生、平山、小谷の両君が三園小学校に講師で呼ばれる。
若い人は若いだけで、子どもたちと仲良くなれる。私にもそんな時があったのかな。きっとあったはずだ。（写
真３）（写真４）

⑨７月 16 日（水）三園小学校、学習発表会。　
大学院生、平山、小谷の両君が講師で呼ばれる。この時ももてもてであった。パビリオン方式の発表会で、お
客さん役も、発表役も楽しく熱心に取り組んでいた。

⑩９月 11 日（木）ウム ･ カイス中等女学校へ、（写真 5）（写真 6）

今回は考古学実習に来ていた学生と、アラビア語
の語学研修に来ていた学生計７人と一緒に打ち合
わせに行く。（写真７）
三園小学校から持ってきた２回目の作品 ･ 習字を
渡す。
それと、今回は子どもたちの書いてくれた手紙も
渡す。語学研修に来ていた学生さんにお願いして、
アラビア語に訳してもらう。助かった。

⑪帰国し、11 月 11 日三園小学校へ。平山さんにお
願いし、スカイプの確認に赴く。何とかなりそう
で安心する。

写真３　三園小学校「総合的な学習の時間」講師の小谷さん。

写真５　三園小学校児童の習字の漢字の意味を松本団長が教えています。

写真４　同じく、講師の平山さん。

写真６　モナ校長先生と記念撮影。

写真７　学生も学校に訪問。手紙の翻訳ありがとう。
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⑫そして私は又、ウム ･ カイスへ。ウム ･ カイスの機器が心配だ。私はこのあと何度もウム ･ カイス学校へ。平
山さんも同様に三園小学校へ通う。

⑬ 12 月４日（木）交流会当日。いよいよ本番。時程は別紙１。
心配していたことが起こり、途中で放送が途切れる。
ヨルダン側の不備であった。が、皆さん満足したようであった。
私は大不満であった。子どもたちの歌声は、お互いに歌い聴けて、良かった。今回の本番は、初めてにしては
よくやった、成績は良と、松本先生と、西浦先生から言っていただいた。まあよしとするか。（写真８）（写真９）

作文２
「ヨルダンの人たちへ」　６年１組　Y・K さん
　『ヨルダンのあそびはどうなんだろう !!』と思っ
たときに、いろいろ教えてもらって、ヨルダンの
遊びが、くわしく分かりました。『私達には、出来
ないあそびをしているんだなあ～』と思いました。
　ヨルダンとの交流会で、ヨルダンの人達が、ど
のように勉強しているのかも分かりました。ヨル
ダンの人たちが楽しそうに手をふっている所も、
うれしかったです。
　また、ヨルダンの人達と話ができたらいいなと
思いました。ヨルダンの人達と、交流会が出来て、
楽しかったです。

作文３
「ヨルダンの方々へ」　６年３組　K・T 君
　この前の交流会、お互いの国の様子や、ヨルダ
ンの学校の校歌やヨルダンの昔からの歌を知るこ
とができ、よかったです。
　ヨルダンのほうの先生方も、この交流会のため
に、パソコンの準備、機械の準備などをしてくだ
さって、ありがとうございました。皆さんのおか
げで交流会ができました。本当にありがとうござ
いました。

⑭ 12 月 14 日（日）ウム ･ カイス中等女学校へお礼
と次年度の打ち合わせに行った。次はいつやるの
かと言われた。早くやろうとも言われた。なんと
も不思議な気分である。本当に失敗ではなかった
のかと思う。
次回も実施することで同意する。（写真 10）
そして、うれしいことに、ウム ･ カイス中等女学
校の生徒から、三園小学校児童への手紙を預かっ
た。ジャファーさんに、英訳をつけてもらった。（写
真 11）

⑮ 12 月 22 日（月）三園小学校へ、今回の交流につ
　いての反省と、手紙を持っていく。子どもたちも
　喜んでくれた。

写真８　交流会本番。上手に歌ってくれました。

写真９　先生方もにわかカメラマンに。

写真 10　ウム ･ カイス中等女学校の朝会風景。
　　　　  日本の子どもたちより、大人っぽい。
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⑯ 2009 年２月９日（月）次回の交流の打ち合わせの
ため、三園小学校へ。
来年の６年生も交流を持ってくれるとの快諾を得
た。担任の先生方と初顔合わせをする。次回はもっ
ときちんと優を取るように実施したいと思う。そ
して５年生の書初めの習字を預かった。
10 月の交流予定の日も大体決まりそう。順調な滑
り出しである。

３　生活科、社会科、総合的な学習の取り組み
　生活科は１・２年生社会と理科が廃止され新しい教科として誕生した。新しい教科であるので、社会と理科を代
替するものではないとのことであったが、社会と理科で扱っていた内容をより生活に密着した形で実施している。
　その観点から、１年生活科では、入学してきて学校の中のことを調べる学習が、２年生は家庭や友人とのかか
わりを学習し、３年生の社会科で、板橋区の産業や交通、歴史的な建物、さらに４年生で、東京都の学習に入っ
てくる。５年生では工業や農業などの産業を、６年生では日本の歴史を学習し、中学校に進んでいく。社会以外
に３年生から総合的な学習の時間が週時間設定され、児童自らが課題を見つけその課題を解決する力をつけるべ
く設定されている。総合的な学習の時間は、内容が決まっておらず、各担任が前期の目標を達成させるべく自主
的に運営するものである。が、担任の力量によって児童への影響力はかなり違うと考えられる。
　その総合的な学習の時間に、年間 100 時間の授業時間のうち、28 時間をヨルダンの学習に配当してくれた。
　
４　12 月４日（木）交流会スケジュール。［ 別紙 1 ］

５　今回の交流の対称校について
　教育関係者は日本の学校はいらないと言うかもし
れない。しかし、このレポートは多分教育関係者が読
むことのほうが少ないのではと考えられる。そこで、
両校の特徴の違いが明確になるように、概要を記し
ておく。

ウム ･ カイス中等女学校概要（写真 12）
 ・モナ校長先生。貫禄のある女性校長である。
 ・連絡係りの先生は、スーザン先生。音楽美術の専

科とのことだが、この学校では音楽の授業が無い
とも聞く。

 ・クラス定員 30 名。日本は 40 名。
 ・10 時半からおやつタイム。１～２年生は国から支

給される。大抵はりんごかバナナである。さらに欲しい子と３～５年生は、構内にある売店にお菓子を買いに
行っても良い。買い物をする体験学習も兼ねている。こんな体験は大歓迎である。

 ・１年は、１月～ 12 月まで。１月に入学し、12 月に卒業する。日本の学年とは３ヶ月ずれている。

写真 11　ウム ･ カイス中等女学校の生徒からの手紙。
　　　　  英語に訳してあります。

写真 12　来年交流予定の１年生です。宜しくお願いします。
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 ・長期休みは、2008 年は、夏休み６月 22 日～８月 18 日、冬休みは、１月７日～２月３日。休みが多くていい
なと思うが、日本では夏休みも減らして授業時数の確保をするんだって。どっちがいいのだろう。

 ・教科書は毎日持ち帰り。日本の子どもたちも毎日持ち帰っているが、かばんの大きさがぜんぜん違う。どちら
が大きいか、きまっている。
東京都板橋区立三園小学校概要　　三園は簡単に扱っておく。

 ・永瀬 登志子 校長。スリムな女性校長である。
 ・６年担任、１組　岩崎 直美　　２組　黒川 悟（交流担当）　３組　長田 佳代子
 ・全校児童数、535 名（2008 年５月１日現在）　　
 ・６年児童数、男子 38 名　女子 43 名　計 81 名
 ・職員数　教員 27 名　その他９名
 ・2009 年度交流予定の５年担任は、１組　平形 佐知　２組　花田 卓郎　３組　佐藤 憲由
 ・広報活動に校長自ら取り組んでくれている。
　2008 年度学校便り「みそのだより」平成 20 年 12 月号に、ヨルダンとの交流を紹介。
　同校長便り「12 月の三園小学校」平成 20 年 12 月 24 日号に、12 月４日の交流の様子を紹介。　

６　今後の課題について
①板橋区独自の通信システムのアイコラボライトの登録。会議システムの確認。
②保護者の理解と協力。写真の使用。映ってはいけない児童の確認をし、映像などをもっと活用できればと思う。
③ウム ･ カイスの機器の整備を進め、故障などがないようにしたい。
④ 10 月の交流の内容は、時間の制約もあり、歌を中心にした内容の充実が図れると良いのだが。
⑤日本側ヨルダン側にスタッフがほしい。松本先生の考えでは、日本では、大学のゼミの学生を使えればとの

こと。引き受けていただける先生が必要。
ヨルダン側では特に、機械に強い人。特に、信用できる技師がほしい。

７　その他
①学習のための資料集めが大変だった。参考図書を集める工夫を。その一つとして、板橋区の図書館の活用も

考えられる。
・本の予約カード。区立学校は団体登録がなされており予約カードを使えば区内図書館の蔵書を 50 点まで、
40 日間借りることができる。

②総合的な学習の時間の指導計画をきちんと立て、国際理解教育の一環として、国際性の育成、世界の文化遺
産の守り手を育てていきたいと考える。

③ヨルダンの学習は子どもたちにとって一生の宝になる、良い思いで作りの一助に。
④次の交流の資料になるように、三園小学校の記録やウム ･ カイス中等学校の記録等を一箇所に集めておく。

　　A、ビデオ　B、デジカメ　C、三園小学校のプリント類、指導計画、学年便り等。
⑤感謝状の交換をやりたい。Exchange a letter of thanks.

アラビア語での記入は、スーザン先生にお願いしたい。
　⑥次回交流予定日時。10 月 13 日（火）か 10 月 15 日（木）

９月に２･ ３度日本と連絡を取り機械の確認を取っておく。
⑦ 2009 年５月８日（金）13 時 20 分～。

富田が、三園小学校新６年生にオリエンテーリングに行く。今年の交流の始まり。
⑧ヨルダンの先生と子どもたちに日本の子どもたちの紹介ビデオなど出来るといいな。
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【別紙１】

Exchange between Umm Qais secondary school and Misono elementary school 
〈東京都板橋区立三園小学校とヨルダン、ウム ･ カイス中等学校との交流〉

◎ The date   04/12/2008　〈2008 年 12 月４日 ( 木 ) 〉　
◎ Umm Qais secondary school 2grade　〈ウム ･ カイス中等学校２年生〉　 40 名
◎ Misono elementary school 6grade　〈三園小学校６年生〉　　　　　　　 82 名
◎ Exchange Time　〈交流時間〉     Jordan time　〈ヨルダン時間〉　 8:30 ～   9:30
     　　　　　　　　　　　　　　Japanese time　〈日本時間〉 　 15:30 ～ 16:30
◎ Guest speech   manager(Superintendent of school)　〈バニーカナル県 教育長挨拶〉
　　Dr.Khaled AL Shaqran　〈クハリッド　アル　シャクラン〉
◎ Opening speech　〈開会の挨拶〉　　Fukio Tomita　〈富田 富喜夫〉
　　Program　〈次第〉　　
　　Chair man
　　Misono   　 ① K・K 君　 ② Y・ Y さん
　　Umm Qais   ①　　　　　②
　　１、Start speech and self introduction　〈始めの言葉と自己紹介〉
 　　   　① Misono　〈三園〉    ② Umm Qais 　〈ウム ･ カイス〉
　　２、Jordanian quiz　〈ヨルダンのクイズ  〉            
　　３、Misono Chorus　〈三園合唱〉          
　　　　① Believe　〈ビリーブ〉　② A night with a hazy moon　〈おぼろ月夜〉　③ School song　〈校歌〉　
　　４、Misono show　〈日本紹介〉　Introduce Japan
　　５、Umm Qais Chorus　〈ウム ･ カイス合唱〉
　　６、Feeling  Remark　〈感想〉
　　　　① Umm Qais　〈ウム ･ カイス〉　② Misono　〈三園〉
　　７、Principal speech (message)　Toshiko Nagase　〈校長　長瀬 登志子〉
　　８、Head teacher speech(message)　Mona AL Hosban　〈校長モナール　ホスバン〉
　　９、Finish speech　〈終わりの言葉〉　　　　　　　
　　　　① Misono　〈三園〉     ② Umm Qais　〈ウム ･ カイス〉
　　10、Prof.Ken Matsumoto speech　〈教授　松本 健〉　
◎ Supported by Kokushikan University Cultural heritage project　〈後援 国士舘大学文化遺産研究プロジェクト〉
◎ Closing speech　〈閉会の挨拶〉　Fukio Tomita

【別紙２】

総合的な学習の時間（三園タイム）第６学年。
広い世界に目を向けて～ヨルダンの人々との交流を通して～

１　ねらい
・ヨルダンの人々の生活や文化に触れることで、世界への興味 ･ 関心を持ち進んで追求する。
・ヨルダンの子供達と仲良くすることで、違った文化の人々と交流が出来るようにする。
・学習してきたことをまとめ、発表する力をつける。



188

２　活動の流れ

【つかむ】　ヨルダンという国を知ろう（４）
○世界の国に関する簡単なゲームなどをし、ヨルダン（周辺諸国）の位置をおさえる。（１）
○ゲストティーチャ―（富田先生）の講演（２）　４月 21 日～ 25 日　２回
　内容　
　①富田先生の自己紹介（発掘調査なども含めて）
　②ヨルダンの土地や気候の様子
　③ヨルダンの人々の生活について
　④ヨルダンの文化（遺跡など）について
　⑤ヨルダンの産業について
　⑥ヨルダンの未来について（周辺諸国の現状と未来）
○追求していきたい課題を決める（１）
　例 ･ ヨルダンの土地や気候（自然、昆虫、鳥、動物なども）
　　 ･ ヨルダンの人々の生活（食事や服装、言葉など）
　　 ･ ヨルダンの文化（遺跡以外にもお祭り、遊び、スポーツ、踊り、音楽など）
　　 ･ ヨルダンの産業

【追求】　もっと詳しく調べてみよう（16）
○追求課題ごとに見通しを持った活動計画を立てる。（１）
○調べる ･ 取材する ･ やってみる ･ 作ってみる（８）
　①調べる（インターネットや本で）
　②取材する（大使館や留学生に聞いてみる）　５月中旬　富田先生 ･ 大学生来校
　③やってみる（現地のあいさつの仕方や遊びに踊り、風習など）
　④作ってみる（現地の料理や手作りおもちゃなど）
○活動の成果を発表する。（１）＋（２）
　ワークショップ形式　※前後半に分かれてお互いの発表を見合う。富田先生参観
○活動をふりかえる。（１）
　※日本との違いや良さに気づき、同時に日本の良さについても目を向けていく。
○日本の文化や伝統について調べ、まとめていく。（３）
　個人調べ、新聞としてまとめる。※改めて日本の良さを知る。

【働きかけ】　今、私達ができることについて考えよう（８）
○ヨルダンの子どもたちとの交流会　ビデオレターによる交流？　衛星中継？　
　手紙で？「日本のことを伝えよう」（４）
　パターン①
○世界遺産について調べる。（３）
　ヨルダンのペトラ遺跡以外にも世界各国の自然 ･ 文化について調べ、まとめていく。
　パターン②
○世界の現状を知る。（３）
　周辺諸国の状況　イラクなどのテロに苦しむ民衆
　様々な国や地域で起こっている紛争
　貧困 ･ 地雷に苦しむ人々
○自分の考えをまとめる（１）

３　日程
４月下旬 つかむ段階をやる。
５月～７月 追求の段階をやる。
６月 日光移動教室　※総合の時間は日光に向けての学習や準備をする。
９月 ･10 月 運動会、陸上記録会。
10 月下旬～ 11 月 働きかけの段階をやる
11 月下旬 展覧会



第八章　文化遺産教育・活用

189

８－２　国士舘大学イラク古代文化研究所展示室の活動報告
The Activity Report of the Exhibition Hall and Storage Room, The Institute for the Cultural Studies of Ancient 
Iraq, Umegaoka.

岩田 玲子 ＊

はじめに

　本報告は、2006 年４月に竣工された国士舘大学地域交流文化センター２階、イラク古代文化研究所展示室及
び収蔵庫の活動を報告するものである。
　イラク古代文化研究所展示室、収蔵庫及び実験室は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業、学術フロ
ンティア推進事業「戦後イラクの社会基盤復興に活かす文化遺産学研究」【代表：松本健】の助成を受け、2005
年 12 月にコンクリートの打設作業が行われ（注１）、2006 年３月 18 日に竣工されたが、新築のためコンクリー
ト等からのアルカリ性ガスと木材等による有機ガスの放出が著しく、すぐにはそれぞれの機能を果たせられる状
態ではなかったため、「枯らし」といわれる処置を行った。これは東京文化財研究所の協力により環境モニター
を使用しての環境調査と平行して行われ、東京文化財研究所からは状況に応じてのアドバイスを仰いだ。
　一定期間の「枯らし」の後、空気環境を考慮しての「パネルと写真によるイラク研の歴史」「知られざるメソ
ポタミア文明」「シカゴ大学オリエント研究所 Catastrophe!」の展示を開催した。本稿では、2006 年７月より行
われた環境調査と空気環境改善作業（「枯らし」作業）、また展示に関して報告をする。

Ⅰ空気環境調査及び改善処置について

１　環境調査及び「枯らし」の必要性について
　新築の建物からは主にコンクリートからのアルカリ性物質と木材による酸性物質の拡散が見られる。アンモニ
アは油絵の変色や緑青の変質などを招き、酸性物質は金属の腐食及び染料の退色、染織品の脆化を起こす。イラク、
アッタール洞窟からの染織品の収蔵を予定しているため、これらの有害物質の影響は大きく、長い期間をかけて
の「枯らし」を行い、空気環境の調査を行った。

２　「枯らし」について
　「枯らし」中は、展示室に設置してある展示ケースを開放し、また収蔵庫の桐ダンスの引き出し部分は資料作
業室、実験室、及び廊下に搬出しガスの放出を促した。また、ガスの放散速度は温度に依存し、室内温度が 10℃
上昇すれば拡散速度は 2.3 倍になることから、展示室ではエアコンディショナーの温度設定を高くし、より早い
ガスの放出を促した。

３　環境調査方法
パッシブインジケータ
　（株）ガステック社製有機酸インジケータ（CID-80）及びアンモニアインジケータ（CID-30）による半定量気
中濃度測定
　パッシブインジケータは低濃度の有害物質を検知するインジケータで、有機酸とアンモニアの２種類がある。
アンモニア用は４日間（96 時間）、有機酸用は７日間（168 時間）、それぞれを測定場所の室内大気に暴露させ
変色の度合いにより、空気汚染の状況を判断する。
環境モニター
　東京文化財研究所監修　変色試験紙
変色試験紙法はグリセリンによる吸湿性を利用した調査方法である。グリセリンの吸湿力は弱いため、なるべく
空気の動かない環境で測定する必要があり、このため空調は稼動させずに調査を行った。暴露後 24 時間の色味
をもって判断する。

＊ 国士舘大学イラク古代文化研究所
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４　環境調査と結果報告
　2006 年５月のパッシブインジケータによる環境調査の結果、アンモニア、有機酸共に「要対策」レベルのガ
スが検出された。
　2006 年 10 月に行ったパッシブインジケータによる環境調査の結果、化学物質はまだやや高い状況にあり、継
続した空気入れ替えによる環境改善の指示を受ける。

2007 年１月
　パッシブインジケータと環境モニターによる環境調査の結果についてのレポートの作成を依頼した。報告では、
竣工直後の 2006 年５月時点からの環境の改善が見られるが、科学物質による退色や変色が起こりやすい染織品、
また酸による錆びが懸念される金属器などの長期保存には更なる空気環境の改善が必要である、という結果だっ
た。

写真１･ ２　2006 年 10 月　展示室、収蔵庫共に完全変色している

パッシブインジケータによる有機酸気中濃度半定量測定結果

2006.5 2005.1 2007.1

収蔵庫 ＋＋＋ ＋＋

収蔵庫内桐ケース ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋＋

展示室 ＋＋＋ ＋

パッシブインジケータによるアンモニア気中濃度半定量測定結果

2006.5 2005.1 2007.1

収蔵庫 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋

収蔵庫内桐ケース ＋ ＋

展示室 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋＋

－：検出限界以下　（+）：検出されるが微量
＋：微量　＋＋：汚染　＋＋＋：要対策

図 1 図 2

写真 3　2007 年１月　上段にあるのが環境モニター（変色試験紙）
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2007 年４月
　パッシブインジケータによる環境調査の結果、
2007 年１月の時点とほぼ変わらず、一部（桐たんす）
改善は見られるものの、引き続き空気環境の改善が
必要、という結果だった。

2007 年９月
　パッシブインジケータによる環境調査の結果、展
示室、収蔵庫共に大きな改善が見られたが、依然と
して桐タンスと展示ケースにおいては化学物質が多
いという結果。染織品、金属はケース、タンスに入
れずに保存することが推奨された。

2008 年４月
　太平洋マテリアル株式会社の庁室マルチガス吸着
シートを展示ケースおよび桐ダンスに設置する。

2008 年５月
　パッシブインジケータによる環境調査レポートの
結果、収蔵庫、展示室、展示ケースすべてにおいて、
科学部室の残留は基準値以下であった。資料の保存・
展示に問題はない、とされたが、基準値以下ではあ
るが、有機酸、アンモニア共に若干高めの気中濃度
を示しているので、今後も更なる改善に努めること
が必要とされた。

小結
　一般的に新築の建物ではコンクリートからのアルカリ性部室の発生のため二夏を越えないと利用が難しいとい
われ、木材による酸性物質の発生は長期間（数年）にわたるとされているが、当建築に関しても同じ傾向が見ら
れた。2008 年４月より使用したマルチガス吸着シートは一定の効果が見られたため、これからの継続的な使用
を検討し、空気環境の改善に努めたい。

左：写真４　2007 年４月　有機酸インジケータ
　　桐タンスが特に反応している
右：写真５　2007 年４月　アンモニアインジケータ
　　展示室が特に反応している

左：写真７　2008 年５月　有機酸インジケータ
　　2007 年４月のものと比較すると反応の違いがあるのが分かる
右：写真８　2008 年５月　アンモニアインジケータ
　　2007 年４月のものと比較すると反応の違いがあるのが分かる

写真６　2007 年９月　場所によっての反応の違いが明らかである

有機酸及びアンモニアによる汚染状況（2008 年 5 月）

測定場所 有機酸 アンモニア

収蔵庫吸着シートなし ＋＋ （＋）

収蔵庫吸着シート設置 ＋ （＋）

展示室 ＋＋ ＋＋

展示ケース（吸着シートなし） ＋＋ ＋＋

展示ケース（吸着シート設置） ＋＋ ＋＋

－：検出限界以下　 （+）：検出されるが微量　
＋：微量　＋＋：汚染　＋＋＋：要対策

図 3
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II 展示活動

　イラク古代文化研究所の長年にわたる研究成果を発表、公開すべくこの展示室は開設された。当初、上記の理
由により展示室、収蔵庫を利用することが出来なかったが、一定の改善が見られたため、空気環境に応じての展
示を行ってきた。

１　「パネルと写真によるイラク研の歴史」展示
2006 年 12 月～ 2008 年４月
　展示室及び展示ケースの空気環境の改善が見られ
るまで、パネル、写真、及び環境の影響を受けにくい
土器を用いて、イラク古代文化研究所のこれまでの
研究活動、成果を公開する展示を行った。また、文
化遺産研究プロジェクトによるヨルダン、ウム ･ カ
イスでの最新の研究成果のポスターの展示も行った。

２　「Textile of Mesopotamia メソポタミア文明　知
られざる古代織物の世界～ At-Tar 洞窟遺跡出土品よ
り～」
2008 年８月１日～ 11 月 13 日
　イラク古代文化研究所の原点といえる、アッター
ル洞窟からの発掘品の染織品を、「織り」の観点より
紐解いた展示を行った。展示の企画、説明パネル作
成には、共同研究員である坂本和子氏に助言・執筆
を頂いた。
また、この展示に際し楓門祭において、藤井秀夫国
士舘大学名誉教授・イラク古代文化研究所初代所長
による企画展特別記念講演を行った。

３　シカゴ大学オリエント研究所「Catastrophe! ～イ
ラク文化遺産の破壊と略奪～」展
2009 年１月 26 日～ 2009 年５月８日
　メソポタミア研究で長い歴史をもつシカゴ大学の
オリエント研究所で行われた「Catastrophe!」展を開
催した。2003 年のアメリカ軍のバグダッド侵攻に端
を発し、今も尚続くイラク文化遺産の破壊と略奪の
状況を訴える内容となっている。
　又「What can you help? 私たちに出来ること」を
この展示のキャッチコピーとしているが、文化遺産
保護やイラクの文化遺産復興への解決策の一つとし
て行っている文化遺産研究プロジェクトによるヨル
ダン、ウム ･ カイスでの活動の展示も行った。

写真９　展示の様子

写真 10　展示の様子

写真 11　説明をする藤井名誉教授
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まとめ

　新築特有の空気環境によって貴重なメソポタミア文明の染織品がダメージを受けないようにするため、収蔵庫
及び展示室、展示ケースの使用に関して慎重に進めてきた。コンクリートの打設から約３年を経た現在もなお有
害物質が検出されている。これからも継続的な環境調査を続け、資料の保存環境の改善への努力を続けていきた
い。
　また、展示室における企画展に関しても、学術的な研究成果の公開と合わせ、学生や地域住民の方々に広く興
味を持って頂けるような魅力的な展示、講演などを積極的に行っていきたい。

注１　コンクリート打設完了日：

2005/10/21　基礎・梁（打設量 150m3) 

2005/10/26　同上 ( 同 120) 

2005/11/ ９　（床）一階スラブ ( 同 90) 

2005/11/25　一階立ち上がり（壁）( 同 160) 

2005/11/29　同上 ( 同 160) 

2005/12/17　２階立ち上がり（壁 ) ( 同 150) 

2005/12/19　同上 ( 同 130) 

2005/12/24　設備基礎 ( 同 30)

2005/12/26　屋上パラペット ( 同 60)

【参考文献】
三浦定俊・佐野千絵・木川りか 2004 年「文化財保存環境学」　朝倉書店　
C. Ann Brook (1987) “Construction materials for storage and exhibition” K. Simon (ed.) 1994 Care of Collection Routledge,  pp.129-134

B. Norbert and B. Paul (1985) “Indoor air pollutions: effects on cultural and historical materials” K. Simon (ed.) 1994 Care of Collection Routledge,  pp.135-146

写真 12　展示の様子 写真 13　展示の様子
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まとめと今後の展望

　2005 年から 2007 年度夏までは、主にウム ･ カイスでのイラク人研修に専念した。また研修での遺構や遺物
の整理なども含めてかなりの時間を要することになった。とくに遺物の整理に関してはそれ相応の時間を要する。
2007 年夏以後は研修もフォローアップとして進めており、また研修生のレベルもかなり進展したこともあって、
その後は本格的に調査発掘に力を入れている。ただ問題はアナログからデジタルへの移行である。基本的なこと
を研修する場合は、やはりまずはアナログ技術をマスターすることが必要である。ところが現実はデジタル社会
ですべてはデジタル中心の測量、記録法である。こうしたデジタル方式に合わせるためには過去の資料を全てデ
ジタル化しなければならない。デジタルを使っての記録や測量は今までの技術に囚われない方法で多量に、迅速
に処理することができるようになった。こうして初めて多くの情報を駆使して多方面からの調査研究が可能とな
る。特に３D としての考察が容易となる。
　このように多量の情報を駆使して、研究面、教育面、経済面から文化遺産を通して、如何に活用し得るかをま
た調査研究していくことが必要であり、そうして初めて各分野の研究もなり得るといっても過言ではない。文化
遺産の修復、活用に関しては単に技術的な問題だけではない。貴重な文化遺産を修復・復元するためには、研究
費用の枠を超え、膨大な事業費を要する。したがって文化遺産学を実践するには研究・技術面と経費面の両立が
必要である。今後、文化遺産学はこのように多くの問題を有するが、研究そしてその成果を実践しながら問題点
も同時に解決しつつ、進めて行くことになる。
　最後に、このウム ･ カイス遺跡の調査に関して支援、助言をしていたただいたヨルダン考古局長官 Dr. Fawwaz 
Al-Khraysheh、JICA( 国際協力機構 )、国士舘大学学長 ･ 若林克彦教授、及びイラク古代文化研究所研究員の方々
の多大なるご理解とご助力に感謝いたします。
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