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Early History of Umm Qais (Ancient Gadara)

Umm Qais is located in the far north of Jordan about 27km north east of Irbid city on terrace ridge of hills facing 
Lake Tiberias and Golan Heights. It follows Bani Kenanah area. The site is widely known as Greco-Roman city of 
Decapolis that Gadara flourished in the late first and particularly in the second century A.D. But, it seems that the 
human occupied the site before this period attested that several potsherds were found in the North West area of 
the site, and dated to the Thirteenth and Fourteenth century B.C.( Mershen and Knauf.1988:15)   

According to B.Mershen and E.A. Knauf, the origin of the name Gadara is likely to be derived from the Semitic 
word 'Gadar', meaning 'Wall' and especially ' fortified'(Mershen and Knauf.1988:120). Indeed, this interpretation 
suggests that the site was settled before Hellenistic time, however, the archaeological investigation do not 
proved this hypothesis, while the available evidences indicate that the earlier remains of the site traced back to 
Hellenistic Era. After Alexander's death in 323B.C. his empire was divided among his successors. Gadara became 
part of the territory of the Ptolemies, the dynasty established throughout Egypt. The Yarmouk River immediately 
north of Gadara was the border of the Seleucid Empire, occupied Turkish-Syrian territory 

The Roman General Genaeus Pompeius (Pompey) conquered the Levant in the year 64-63B.C. and Gadara 
entered the league of the 'Decapolis'.

The Christianity became the official state religion in 391A.D., Gadara entered the Byzantine period 
(Webe.1990.6-7).

After the battles of Fihal (Tbaqat Fahal/Pella), in 635A.D. and the Yarmouk battle 15 August 636A.D. the region 
came under the Islamic control. However, the information about Islamic Periods in the site still little, due to that 
the site still minimally unexcavated.  

There is little information about Gadara during the Crusades period 1096-1291; it is mentioned as one of the 
stations along the route of King Baldwin III 1147, but it is not clear that weather Gadara was inhabited at that 
time or if the Crusades just passed the ruined site. However, the site of Gadara had been part of the Kingdom of 
Jerusalem during the time of the second Crusade (Kareem.200:8-9)

＊ 国士舘大学文化遺産研究プロジェクト

Umm Qais 
A Brief History : Excavation, Restoration, and Management.  

Jafar Telfah ＊
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The Nineteenth Century

In 1806 the German traveler Ulrich J. Seetezen identified the ruins of Umm Qais as Gadara of the Decapolis. 
According to all of early travelers in the Nineteenth century described Gadara as deserted site, they wrote 
that there were no inhabitants at all, and when the German traveler Gottlieb Schumacher surveyed the site in 
1886 he mentioned that there were only 'miserable' huts. Some of the grave caves had been used as dwelling, 
while others for goats and sheep (Shami.1987:217). However, the site did not have a large population at this 
time and the present houses visible today were not yet built. According to Shami 1990, Ottomans attempted 
to increase the production of grain in this region through the establishment of permanent settlement. In order 
to achieve this goal new law (Ottoman Land Code), in 1858 has been decided, which organized and encourage 
private land ownership. This law divided the society into two groups. The first group was the richer people 
who could to pay the registration fees and other taxis they became the new landowners, the 'Mallakin'. At Umm 
Qais they settled at top of the hill, the 'Upper Quarter'.  According to anthropological studies were took place in 
the site the inhabitants Mallakin (Landowners), of upper domestic quarter they did not work as farmers, they 
were grin merchants, producing and selling the grain to the surrounding areas and to Palestinians cites on the 
Mediterranean Cost via Jordan Valley (Shami1990II:4). The second group of people, the poorer such as workers, 
herders, and craftsmen, could not pay registration fees and taxis. They were called 'Falaheen '(Villagers) and 
settled in the lower quarter located in the modern village of Umm Qais and some of the old houses are still 
visible within the modern village. Most of the new settlers were came from neighbor villages and had used the 
land in Umm Qais before, for example, the family of the Melkawi from the village of Mallka north-east of Umm 
Qais and the family of Al Rousan from Sama Rousan east-west of Umm Qais(Personal Communication)  

The Twentieth Century

The important strategic location of Umm Qais, overlooking the western part of the gorge of the Yarmouk River 
and the Golan Heights, created intense military presence on the site. When Israel occupied the Golan Heights 
in 1967 the Jordanian army built several defensive structures in Umm Qais such fortification, fore example, 
defense line was built along the northern terrace facing Yarmouk Valley as shelters and fortified with concrete 
structures (Personal Communication).

Military Cement Fortification along the northern edge Terrace of site 
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When the peace agreement between Jordan and Israel in 24th October 1994 was signed in Wadi Araba, the 
coming promised peace brought significant effects for Umm Qais. For instant, before the peace there was no 
direct crossing point to Israel. Umm Qais now become easily accessible from Israel and Jordan valley (Personal 
Communication).

In 1975 the Department of Antiquities of Jordan decided to buy the site of the upper quarter of Umm Qais for 
'Excavation Purposes' of the Acropolis Hill, and the inhabitants were promised for new housing project at the 
east end of the modern village. In 1983(Personal Communication) the people began to move to the new housing 
area.

In 1986 and with financial support from Republic of Germany the Beit Melkawi was repaired in 1987 as Dig 
House (Khammash and Weber1987), the Beit Al Rousan followed in 1988-9 as a Museum. And later on the 
village school was converted as a Resthouse and another two houses as an Office for the Department of Antiquities, 
and Police Tourist (Personal Communication).

Beit Melkawi. Dig House for German Institute 
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Beit Al Rousan. Museum

The School. Resthouse



A Brief History : Excavation, Restoration, and Management.    

9

Recently Ministry of Tourists in Jordan suggested project (Rehabilitation and Reuse of Ottoman Village in Umm 
Qais in order to economic value for national income, and to prove living level of local inhabitants.

Beit Al 'Omari. Polis Tourist

Beit Al 'Omari. Antiquities Office
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Key stone for the project

Recent Salvage excavation within the project. Showing house built on cemetery area. Note stratified strata
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The Domestic Quarter. Ottoman Village

The upper quarter located on top of ancient Acropolis Hill, which was built at the end of the Nineteenth century 
by Arab, Palestinians, and the inhabitants of Umm Qais themselves in the tradition of Arab and Palestinian 
village houses by reusing ancient materials available from the site. The term 'Ottoman Village' is widely used, 
while the houses are not of ottoman style (Shami, 1990: I 4-5). Actually, the term indicates that the village was 
erected during the Turkish dominant of whale area of great Syria.      

One of finished building of the project

Domestic Quarter (Ottoman Village). Top of Acropolis
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Anthropological research in the village has already taken place in the form of what has been termed "ethno 
archaeological" research. This has focused on the architectural and daily life patterns were took place in the 
village during part of inhabited the site by local inhabitants of Umm Qais village before moved them outside 
the sit to the modern housing buildings were built to the east of the village(Housing Area). And the data has 
only been minimally published. Actually, and as mentioned above, in 1975 the Department of Antiquities of 
Jordan planned to excavate the entire site, therefore, to remove the Ottoman houses in order to complete the 
archaeological site view during classical period. The inhabitants were moved out. After the village abandonment 
several courtyard houses and houses were destroyed or fallen, due to natural and human factors, which caused 
lost of rare local historical heritage. Furthermore,  the village itself is a major part and played major role of Umm 
Qais history, and this part of the site should save, document, and  rehabilitate to complete the other side of site 
history was represented, not only by the Ottoman village, but by military history represented through cement 
defensive as a fortifications still visible throughout the site too.
 
The old village of Umm Qais is a fine example for the local architectural pattern was in use during Late 
Ottoman Period in northern part of Jordan. According to this new scientific understanding, and to Cultural 
Heritage Management's thoughts, a promising governmental project aims at Rehabilitation and Reuse of Umm 
Qais Village, in order to achieve a group of economical values to the citizens, and to the national income, 
has already been took place in the Ottoman village. But, unfortunately, the project focuses on the restoration 
and preservation manners, while the anthropological research is in minimal limits. The future plans for the 
anthropological research in the village could focus on the housing and the life-style changes of inhabitants in the 
village, as well as document of ancient architectural materials were reused from the ancient ruins.

As mentioned above, Four of the courtyard houses are currently in use, these are, Beit Melkawi, now is a Dig 
House for the German team, Beit Al Rousan, the present Museum, the former school, which recycled as a rest 
house, the office of the Department of Antiquities, and Beit Al 'Omari is the house of Tourist Police. During last 
two years Kokushikan University. Tokyo-Japan was preserved and rehabilitate two courtyard houses, these are, 
Beit Al 'Omari now is dig house and Beit Al Masri is house store both are located in lower city to the west of 
Ottoman domestic quarter, despite of two houses were relatively modern but were fowled the local style in the 
Ottoman village, and reused ancient construction materials from the site. 

Beit Al 'Omari. Kokushikan Dig House
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はじめに

　2005 年より開始した松本健団長率いる国士舘大学発掘調査隊の調査において、初期ローマ時代のものと考え
られる市門と、それに伴い北へと伸びる市壁が確認された。
　本論では、この市壁の調査状況や建築の構造に関する報告、及びウム ･ カイスに見られる市壁の特徴について
若干の考察を加えたい。

１．ウム ･ カイス遺跡に見られる市壁の概要

　ウム ･ カイス遺跡では現在、大きく分けて都市を囲う市壁には 2 種類が確認されている。まず一つ目に、都市
域の南東部に見られるもので、ヘレニズム時代にあたる紀元前 2 世紀前半に建設されたアクロポリスを囲う全長
約 850m の市壁がある。二つ目に、ローマ時代の都市域を囲う、全長約 2300m の市壁がある。これらの市壁は、
19 世紀末の分布調査から、ドイツ隊、国士舘大学隊と数回に亘る調査が行われてきた。
　前者のアクロポリスを囲う市壁は 1992 年から 1997 年にかけて調査が行われた。この市壁は不等辺四辺形の
平面計画をしており、現存高は最大で 6m、厚さが最大で 2.1m である。壁体には現存するもののほとんどに石
灰岩が用いられているが、元々玄武岩が用いられていた痕跡が、土砂に埋もれた壁体底部に僅かに見られる。
　石積みはこの玄武岩切石の上に、小口積みと長手積みの切石を交互に組み積みする方法が取られており、外面
は平らに整形が施されている。更に、切石の縁部は面取りがされ、小口面または長手面に目荒らしがされている。
加えて石材同士が硬質のモルタルで固定されている。これにより目地は極めて密接で正確に閉じられており、建
築技術の高さが伺える（注 1）。　
　また、アクロポリスの北、西、南面には五角形の櫓がそれぞれ 2 基ずつ、東面には 1 基が備えられ、市壁の四
隅にはそれぞれ 1 基ずつ、四角形の櫓が備えられている。

＊ 国士舘大学大学院グローバルアジア研究科

図１　アクロポリスを囲う市壁平面図

ウム ･ カイス遺跡の市壁
～国士舘大学発掘調査区発掘報告を中心に～
The city wall excavated from Kokushikan University excavation area in Umm Qais.

平山 優＊
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　後者のローマ時代の都市域を囲う市壁は、遺跡の立地する丘陵の外縁に沿って建設されている。東部はアクロ
ポリスを囲う市壁を再利用しており、その北側では都市の東門跡と見られる遺構と接続し、都市の西部では北側
の崖上のエンマタ門、北門を経て、更に初期ローマ時代の市門へ繋がっている。この市門の一帯は比較的平らに
岩盤が形成されており、市壁も一定の高さに揃えて建築されていたものと考えられる。都市の西側の平地からア
クロポリスの南側までは再び急勾配になっており、市壁もそれに沿うように内湾をしている。
　この市壁の建材の大部分には石灰岩切石が用いられており、小口積みの段、長手積みの段を交互に組み積みを
行うという方法が取られている。しかし以下に示す国士舘大学隊の調査区内で見られるように、これとは異なっ
た組積方法が取られている箇所も見られる。
　初期ローマ時代の市門の南西約 30m の地点では、市壁より都市外面に突き出した方形櫓が見られる。この市
壁に伴う櫓は、現在この 1 基のみが確認されている。

写真１　アクロポリスを囲う市壁

図２　ローマ都市を囲う市壁平面図

写真２　櫓



The city wall excavated from Kokushikan University xcavation area in Umm Qais.
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図 3　市壁平面図
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２．国士舘大学発掘区における市壁の建築構造

　国士舘大学による市壁に関する発掘調査は、初年度の
2005 年から 2008 年まで継続して行われている。その中で、
ドイツ隊により発掘された初期ローマ時代の市門と言われ
ている建築物遺構の北側脚部が確認された。
　 ま た、 市 壁 は 市 門 か ら 北 へ 7m の 地 点 で 西 へ 曲 が り

（Locus1、2）、 西 へ 4m 続 い た 後（Locus3）、 再 び 北 へ
曲がる（Locus4）。北へ 35m の地点で再び西へと曲がり

（Locus5）、そこから 30m の地点から、平地の稜線に沿っ
て北へ 25m 伸びる。
　この地区までが 2008 年度までに発掘が行われた地区に
当たる。
　※左図における灰色の石材は玄武岩、白色の石材は石灰
岩を指す。

図４　市壁概略図

Locus5

Locus4

Locus3 Locus2

Locus1



The city wall excavated from Kokushikan University xcavation area in Umm Qais.
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２−１．各 Locus に見られる構造

２− 1 −１．Locus １
　市門から北へ 4m の範囲は三段の石材が現存し、2 種類の建築方法が取られている。市門の北側基礎部の北西に、
列柱を載せていたと見られる石灰岩の石列がある。その北側に後期ヘレニズム期のものと考えられる地下墓が見
られる。この地下墓に堆積していた礫混じりの層を覆い隠す形で、三段の壁体の最下段が建設されている。この
最下段は玄武岩で、石材は幅 40 から 50cm、高さ約 30cm のものが用いられている。玄武岩の上面、西面は平
らに整形がされ、下面は荒い状態のまま利用されている。上面は二段目の石材を載せるために平らに整えたと考
えられるが、西面も平らに整えられていることから、列柱を載せていた石灰岩の石列が置かれる以前は、この一
段目の石材が地表面として外に露出していた可能性が考えられる。
　    
　二段目は外面に玄武岩が用いられており、内面に石灰岩が用いられている。玄武岩は同じ段に長手積みと小
口積みが交互に行われており、長手積みの石材は横 60cm、縦 110cm、高さ 60cm、小口積みは幅 110cm、縦
10cm、高さは 60cm 程度で揃えられている。内面の石灰岩は小口積みが行われており、横 50cm、高さ 50 cm、
縦は 40 〜 70cm のものを 2 本、または 3 本が横に並べられている。
　最上段は外面に玄武岩を持たないが、二段目の内面に用いられている石灰岩と合わせて並べられていることか
ら、再利用により玄武岩が取り除かれているものと考えられる。

２− 1 −２．Locus2
　この地点は Locus1 から続き、西へと曲折する Locus3 との間に位置している。この地点で見られる壁体は四
段の石材が現存しているが、Locus1 とは画面の玄武岩の組積方法が異なっている。
　市壁の外面は玄武岩で小口積みと長手積みを交互に組み、内面は石灰岩を長手積みしている。外面の玄武岩は
一段目が岩盤上に直接載っている。この段は全て長手積みで、下面は荒石の状態である。岩盤は壁体の載る地点
から約 10cm の範囲が、深さ数 cm 削られており、一段目との間に根石が挟み込まれている。
　二、三段目の外面に用いられている玄武岩では、長手積みの石材は横 50 〜 60cm、高さ 30cm、小口積みの石
材は横 25cm、高さ 30cm で、どちらも高さは揃えられている。内面には縦 35cm、横 55cm の石灰岩や、石灰
岩の荒石、土が充填されている。
　Locus1、2 の範囲で玄武岩が用いられている理由として、市門を補強し支える目的や、丁寧に整えられた玄武
岩により、市門を飾る目的があったものと考えられる。

写真３　Locus1 西面 写真４　Locus1 最下段



20

２− 1 −３．Locus ３
　西に曲折するこの範囲では、南面が 1.1m、北面が
1.6m の高さまで壁体が現存している。幅は 1.6m が
現存しているが、G10 グリッド北東部の箇所では、
壁体の北面に当たる長手積みの石灰岩が確認できる
ことから、本来は 2.1m の幅を持っていたと考えら
れる。
　市壁の南面は玄武岩が長手方向と小口方向に交互
に組まれている。小口積みの石材は横 75 cm、幅
30cm、高さ 30cm である。長手積み方向のものは
横 50cm、幅 25cm、高さ 30cm の石材二本を南北
に並べ、中空構造にしている。小口積みの石材の南
面は平らに整形がされ、他の面は粗く面取りがされ
たのみである。内面は荒石や土により充填されてい
る。
　玄武岩は四段が確認できるが、最下段は上部構造と角度が異なっており、南西方向に 2°の傾きを持つ。
　この四段の玄武岩の壁体の北側に、石灰岩の壁が付け加えられている。石灰岩の壁には南北方向が長辺をなす、
長辺 80cm、短辺 40cm、高さ 30cm のものが用いられている。石材の間には礫が充填されている。
　この範囲では玄武岩の壁に石灰岩の壁を付け加えて拡張することで、一つの壁体をなしている。玄武岩の北側
の表面が平らに加工されていない事から、建設段階にはすでに、玄武岩の北側が拡張されることによって内側へ
と隠されることを想定していたものと考えられる。　　　　　　　

写真５　Locus2・3（西側より撮影）　　  　 写真６　Locus2 西面

写真７　Locus3（北東より撮影）

写真８　Locus3 南面

Locus3

Locus2



The city wall excavated from Kokushikan University xcavation area in Umm Qais.
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２− 1 −４．Locus ４
　Locus3 の後、更に市壁は北へと約 35m 続いてい
る。この範囲は現地表から 15cm まで調査が行われ
ており、市壁の頂部 5cm が確認されている。北に伸
びる壁体の建材には石灰岩が用いられており、市壁
の外面は長手積み、内面は小口積みが行われている。
　外面の石材は縦 90 〜 100cm、幅 30 〜 50cm の
範囲の大きさのものが用いられている。内面は長辺
70 〜 140cm、短辺 25 〜 50cm の大きさのものが用
いられている。小口方向の石材一本では市壁の幅に
満たない箇所では、長辺 70cm、短辺 40cm の石灰
岩を加えて市壁の幅を補っている。これにより、市
壁の幅は 2.25m で統一されている。

２− 1 −５．Locus ５
　Locus4 で北へ延びた市壁は、Locus5 の市壁コー
ナー部から西へ曲折する。2008年度の発掘調査では、
このコーナー部の発掘調査を行った。市壁はコーナー
部手前で、Locus4 に見られた組積方法から、小口積
み二本を並べて 2.2m の幅をなす組積方法に変えら
れている。この範囲の市壁は、Locus4 のものに比べ
て 6°北西に傾いており、未調査の K10、L10 グリッ
ドの範囲で組積方法が変わると同時に、方角も傾い
ているものと考えられる。Locus4 の市壁が石材の東
西が長辺となる小口積みであるのに対し、この地点
では南北が長辺の小口積みになっている。

　建材が載る岩盤は北側が 3m 以上掘り込まれており、無数の土器片、瓦片、ランプ片、コイン等が出土した。
これらの遺物包含層は岩盤直上から地表まで続き、廃棄場として長期に亘り継続的に利用されていたと考えられる。
　また、市壁下部の岩盤からは高さ 1.2m の横穴が確認された。横穴の調査は 2008 年度では行われず、西限も
確認されていない。この横穴の検出から、市壁が都市の北側で 7 回の曲折を持つ理由として、市壁の建設時に既
に都市北側にこのような横穴が無数に見られたため、やむなく市壁を曲折させたのではないかと推察される。
　更に Locus5 の北東部の岩盤には楔の痕跡が見られ、採石場として用いられていた可能性が高い。この楔の痕
跡は市壁の下部の岩盤からも確認でき、採石場としての利用は市壁の建設以前になる。
　Locus5 の西側では岩盤直上に三段で、1.5m の高さの壁体が現存しており、一、三段目は小口積みの石材二本
を南北に並べ、二段目は外面を長手積み、内面を小口積みで並べるという組積みがされている。

写真 11　Locus5 西側壁体（東側より撮影）　　 写真 12　Locus5 西側壁体（北側より撮影）

写真 10　Locus5（南側より撮影）

写真９　Locus4（北側より撮影）



22

３．まとめ

　これらを総括すると、以下のような点があげられる。
・ 市壁の基礎部は、掘削されてなだらかになった岩盤上に直接石積みがされている。
・ 市壁の厚さは概ね 2.1m 前後である。
・ 現存高は 1.1 〜 3.2m と幅がある。上部構造は二次利用により明確ではなく、現状から当時の高さまで判断す
　ることは難しい。
・ 石材の多くに石灰岩が用いられているが、初期ローマ時代の市門に接する数 m の範囲では玄武岩が用いられて
　いる。
・ 市壁は西面に対して整形された玄武岩で飾られている。
・ 組石方法は二種類の工法が用いられている。一つは小口方向の石材を充填材代わりに並べる場合、もう一つは
　石灰岩と土などを充填材として用いる場合とがある。しかしこれらは外面に必ず長手方向の石灰岩を並べると
　いう共通点がある。
・ 都市の玄関となる市門遺構の付近に物見櫓が一つ見られるが、アクロポリスのものを再利用した南東部を除き、
　他はまだ確認がされていない。

　以上に見られる初期ローマ時代の市壁の特徴は、アクロポリスに伴うものとは建材、構造、そして特に都市が
警戒をする必要があったと考えられる方角など、様々な点で差異が見られる。
　特にアクロポリスを囲うものは、計 11 基の物見櫓を備え、壁体は高く、特に南面に対してそれが集中してい
ることから、南方の敵対勢力からの防衛を目的としていた状況が伺える。
　しかしローマ時代の都市を囲うものには現在まで、デクマヌス ･ マキシムスに沿った 1 基の櫓しか見られず、
都市外の方が都市内よりも岩盤が高く作られている点から、この都市全体の防御に十分な構造とは言えない。
この様に両者の構造に明らかに違いが見られる点と、反対に組積方法に見られる様な共通点が同時に現れている
原因の究明が、ウム ･ カイスに見られる市壁の研究の今後の課題となる。
　今後は出土遺物から各 Locus の年代を明らかにすること、文献から都市に市壁が建設された時代背景を更に正
確に掴むことが必要である。

注 1：Weber,T.M.,Gadara-Umm Qais Ⅰ Gadara Decapolitana,2002,Harrassowitz verlag,Wiesbaden,pp.98-105

《図版出展》
図１：Weber,T.M.,Gadara-Umm Qais Ⅰ Gadara Decapolitana,2002,Harrassowitz　verlag,Wiesbaden,pp314 を加筆
図２：同上 ,pp315 を加筆
図３：筆者作成
図４：筆者作成



はじめに

　現在の北ヨルダン、ヨルダン台地上の北端に位置するウム ･ カイス遺跡の発掘調査は、19 世紀 G.Schumacher
の探訪に端を発し、後年ドイツ ･ プロテスタント聖地考古学研究所の調査団をはじめ、ヨルダン考古局、国士舘
大学発掘調査隊の 3 団体によって調査研究が進められている。
　先行調査から、ウム ･ カイスにおける文化層はヘレニズム時代からオスマントルコ時代にかけて認められてお
り、長い歴史をあらわす遺構、遺物は台地上の平地およびその周辺を取り巻く丘陵の斜面上に多数確認されてい
る（松本、戸田 2009: 31-32）。
　また本稿の対象である墓も例外ではなく、報告例は G.Schumacher の南霊廟の発掘以来、41 基を数える（De 
Vries 1973; Henke and Wahl 1990; Weber 1988 and 2002; Weber and Hoffmann 1990）。
　その一例として、本稿では国士舘大学隊によって発掘された F10 グリッドの地下墓を報告する。なお、地下墓
は先巻「第三章ウム ･ カイスの発掘調査」43 頁に報告された地下墓と同一遺構であり、F10 グリッドに所在す
ることから以下、便宜上 F10 号墓と呼称する。

１．立地、調査前の状況

　F10 グリッドに所在する F10 号墓は、ドイツ隊による先行調査において発見された初期ローマ市門とローマ道
路を挟み、対となる市門と市壁の基礎部の直下に発見された。市壁の基礎部直下は墓の内部に向かう入口、言い
換えると羨道と切り合い、そこから岩盤を地下へ刳り貫いて西に 7.36m、南北 8m の規模に建造された。
　調査前、北東に開口する入口は上方から流入した土砂によって完全に埋没しており、その土砂は墓の内部に流
れ込むよう、傾斜して堆積していた。発掘調査は 2007 年 9 月から 2008 年 9 月にかけて行った。

２．規模、構造

ａ）羨道、入口
　羨道は全長 2.34m、幅 0.74m、側壁高は入口で 1.95m を測る。羨道床面の傾斜角は入口に向かい約 27°傾斜
し、広間の床面に達するまで、5 段のステップ状の凹凸をともなう。また市壁の基礎部直下の羨道の床面から高
さ 0.45m の北側の側壁において、長さ 0.40m、幅 0.80m のステップが 1 段、さらにそのステップの床面から高
さ 0.38m に市壁の基礎部と接する長さ 0.12m、幅 0.20m のステップが 1 段ともなっている。
　南側の側壁は東端の床面から高さ 0.82m より上が市壁の基礎部と接する高さまで削岩されており、前述した北
側の側壁の市壁と接するステップとの間を橋渡しするよう、玄武岩の石列が穿ってある。石列は初期ローマ市門
の石列と比べ、約 5°西にふれており、それは市壁を羨道の直上に建造する際、基礎の補強を目的として造られた
ことに起因すると思われる。
　入口は市壁の基礎部直下の羨道から 1.48m 西に位置し、高さ 1.39m、幅 0.72m を測る。方形を呈し、閉塞し
た形跡は確認されていない。

ｂ）広間、石室
　広間は東西 3.26m、南北 3.24m を測り、約 3.25m 四方の正方形を呈す。床面は入口から奥壁、すなわち西側
に向かい約 5°下方向に傾斜している。天井は入口から西側に向かい約 11°下方向に傾斜するものの、凹凸はなく、
およそ平坦である。床面からの高さは約 1.81m である。

＊ 国士舘大学大学院グローバルアジア研究科

ウム ･ カイス F10 号墓の発掘調査
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　入口をともなう広間の東壁を除く各壁には、合計して 8 室
の石室が建造されている。その内訳は西壁に 3 室、南壁に 2
室、北壁に 3 室である。これらの石室は東壁から反時計回りに
No.1 から No.8 と番号を付した。右に、各石室の規模（奥行、幅、
高さ）を表記する（表 1）。

　これらの石室は平均すると、奥行 2.35m、幅 0.85m（石
室 No.1、No.4、No.6）と奥行 2.20m、幅 0.70m（石室 No.3、
No.5、No.8）の 2 パターンに分けることができる。例外として、
石室 No.2 の奥行は他の石室と比べ、およそ半分であり、石室
No.7 の奥行は 2m に満たない。
　この他、特筆すべき事例として石室 No.1 で楕円形のランプ
ニッチを 1 ヶ所確認した。位置は西壁の入口から奥壁に向か
い 0.50m、床面から高さ 1.28m にあり、規模は奥行 5cm、幅
8cm、高さ 8cm を測る。

３．層序

　F10 号墓の入口は土砂に埋没した状態で発見され、調査が進むにつれて入口を塞ぐ土砂は墓の内部に向かい、
傾斜して堆積していることが確認された。墓の内部の堆積状態は、初期ローマ市門の建造にともなって著しく撹
乱する墓の外側の堆積状況に比べ、明瞭な層位区分が可能であり、上層から順にこれらの堆積状態を 4 層に大別
することができた。
　第 1 層は明灰色の極細砂からなる風成堆積の砂層である。この層は墓の入口を完全に塞ぎ、これをもって F10
号墓は土砂に埋没している。
　第 2 層は 6 層に細分される。2a 層が黒色から赤褐色を呈するシルト層で、細分すると約 70 層目視できる。こ
の層のシルトは泥水の凝固物と考えられ、下層の 2b-2f 層において泥水中の不純物が濾過、または沈殿したため、
純粋な粘土を形成している。2b-2f 層は地中海沿岸地域特有の赤色土壌、いわゆるテラロッサの土層群で、各土
層には約 5cm 以下の石灰岩の角礫が多量に包含され、部分的にブロック状のシルトが含まれている。また 2d-2e
層間と 2f-3 層間にそれぞれ白色粒子の堆積層（W1 および W2 層）が確認されている。
　第 3 層は約 10 〜 15cm の多量の石灰岩の角礫を包含した暗褐色土である。この層からは広間に散在する 11
点の石灰岩の切石が出土している。
　第 4 層は墓の床面全体を覆うよう、床面直上に堆積した層厚 5cm 以下の褐色土である。
　この他、広間の床面から高さ約 1m の壁一面には凝固した粘土が帯状かつ水平に認められた。それは墓の内部
に流れ込んだ雨水が凝固物のラインまで溜まった、すなわち水位を表していると思われる。

４．出土遺物

ａ）出土人骨
　F10 号墓の出土人骨は第 4 層、すなわち床面直上に発見された計 5 点の人骨片（指骨 4 点、大腿骨 1 点）に
かぎられる。出土位置は指骨が石室 No.4、No.8 に各 2 点、大腿骨が広間の南東コーナーに発見された。

ｂ）出土土器
　出土土器は計 3372 点を数え、そのうち完形の土器は 1 点にかぎられる。この他、大半は破片が小さく、年代
的な特徴を捉えることが困難である。そのなかでも他の出土土器に比べ、特徴的な事例を図 2 に記載した。以下
に説明を行う。
　図 2.1 は第 1 層出土の頸部 - 胴部破片である。器厚は薄手にできており、0.5 〜 1cm を測る。胎土は黄褐色を呈し、
砂粒が少量含まれる。外面の肩部から下部は約 5mm 幅の隆帯が 4 条あり、内面の肩部から頸部の立ち上がりに
おいて隆帯が 1 条みられる。焼成は良好である。

奥行（cm） 幅（cm） 高さ（cm）

石室 No.1 234 87 157
石室 No.2 108 71 95
石室 No.3 214 74 108
石室 No.4 236 89 137
石室 No.5 214 68 118
石室 No.6 238 82 113
石室 No.7 198 68 121
石室 No.8 220 68 105

表１　石室の規模
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　図 2.2 は第 2c 層出土の底部片である。胎土は黄褐色であり、砂粒が少量含まれる。底部はおそらく男性器を
模した高台付の型式であり、胴部は 1 条の隆線がめぐる。焼成は良好である。
　図 2.3 は第 2c 層出土のランプ底部片である。胎土は白色を呈し、内外面ともに灰色の研磨が施される。外面
の底部は高さ 0.2cm の円盤形を呈し、胴部は 3 条の沈線が刻文されている。焼成は良好である。
　図 2.4 は第 2e 層出土の口縁部片である。胎土は黄褐色を呈し、外面は黒色、内面は赤色の研磨が施される。
また外面の胴部は 2 条の隆帯とその間の U 字形と半楕円形、縦線を組み合わせたレリーフ、隆帯から下部の円文
のレリーフが装飾される。焼成は良好である。
　図 2.5 は第 2e 層出土の底部片である。胎土はクリーム色を呈する。底部は 1.0 〜 1.3cm の円底であり、内外
面ともに暗褐色の研磨が施される。また内面は 2 列の爪形文が環状にめぐり、施文されている。焼成は良好である。
　図 2.6 は第 2e 層出土の底部片である。胎土は黄褐色であり、砂粒を多量に含む。底部は 4.1cm を測る高台付
であり、内外面とも白色に磨かれている。焼成は良好である。
　図 2.7 は第 2f 層出土の底部片である。胎土は黄褐色を呈し、内外面ともに赤みがかった黒色の研磨が施される。
底部は高さ 1.1cm を測る円底であり、内面は環状にめぐる 2 列の爪形文と円文を組み合わせた幾何学文様が施さ
れる。焼成は良好である。
　図 2.8 は第 3 層出土の完形ランプである。胎土の色調は灰色を呈し、外面は灰色磨研である。サイズは縦 6.1cm、
横 3.95cm、器高 1.9cm を測る。円形の胴部は鋳型を用いた幾何学文様の沈線が施文され、胴部左側にはこぶ形
の取手がともなう。底部はわずかに丸みを帯びた円盤形を呈し、高さ 0.2cm を測る。焼成は良好である。
　図 2.9 は第 3 層出土のアンフォラ取手片である。胎土は赤褐色を呈し、砂粒が少量含まれる。外面はヘレニズ
ム時代、ロドス島からの輸入土器にみられるロディアン・スタンプが押文されている。焼成は良好である。

おわりに

　F10 号墓は平面形態や出土遺物、同グリッドに検出された初期ローマ市門、市壁基礎部との切り合い関係から
おそらくヘレニズム時代に年代づけられるだろう。しかしながら、わずか 5 点の人骨資料、副葬品の欠乏、墓全
体に傾斜して堆積した土砂から勘案するに、F10 号墓は初期ローマ市門建造以前に遺体や副葬品などの内包物を
持ち出し、墓自体を放棄した可能性を示唆することができる。
　ヘレニズム時代からビザンチン時代を通して、F10 号墓の墓型式に類似する墓はウム ･ カイスだけでなく、ヨ
ルダン全域しいては地中海沿岸地域の至る所にみることができる。広範な地域に展開する類似した墓型式につい
て、在地の埋葬習慣への影響を今後の課題として、ここに脱稿する。
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図１　ウム ･ カイス F10 号墓　平面図と断面図
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図２　ウム ･ カイス F10 号墓 出土土器
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Introduction: 

Umm Qais was resettled in the late Nineteenth century by people from the surrounding areas. The village 
consists mainly of two parts: The upper quarter (Hara al-Foqa), on top of the Acropolis hill, and the lower 
quarter (Hara al-Thata), east of the hill along the road to Irbid. The village was built by the inhabitants of Umm 
Qais and Palestinian craftsmen in the tradition of the local Arab and Palestinian houses were common in Levant 
during Ottoman occupation of the area. Five courtyard houses are currently in use, were repaired to provide 
a function for the site, these are, Beit Melkawi, now is a Dig House for the German team, Beit Al Rousan, the 
present Museum, the former school, which converted as a rest house, the office of the Department of Antiquities, 
and Beit Al 'Omari is the house of Tourist Police. During last two years Kokushikan University. Tokyo-Japan was 
preserved and rehabilitated two courtyard houses, these are, Beit Al 'Omari and Beit Al Masri both are located 
in lower city to the west of Ottoman domestic quarter, despite of two houses were relatively modern, but were 
followed the local traditional house style and technique was applied in the upper quarter of Ottoman village, and 
reused ancient construction material from the site. 
Recently Ministry of Tourists in Jordan suggested project (Rehabilitation and Reuse of Ottoman Village in Umm 
Qais), in order to get economic values for national income, and to improve living level of local inhabitants. 

The two houses were repaired to convert them as a dig house and store for Kokushikan Project in site of Umm 
Qais to accommodate the facilities for the archaeological team. Beit Al 'Omari, now the excavation house, and 
Beit Al Masri is currently in use for finds processing and storage. The repair of both houses was executed at a 
budget granted by Kokushikan University. Tokyo-Japan. 

Beit Al  Omari and Beit Al Masri: Brief history, Plan, and constructional Materials 

Beit Al Omari (Al Omari House), (Figure1), One of Umm Qais's families were inhabited the village. The house 
located in lower city, on the northern part of the site on the terrace overlooking Lake Tiberias, Golan Heights, and 
Yarmouk Valley. According to owners the house was built in 1960's of last century (Personal Communication). 
Basically, the house is one main courtyard house (House Hold), in rectangular plan, consists mainly of three main 
rooms flanked each other, the couple tow rooms open each to other by small entrance, while the third one has 
separate door, the rooms opened into opened to air courtyard surrounded by senseleh (simple wall), was planted 
by olive trees. The Beit Al 'Omar's foundation seemed to be built on earlier foundation wall probably City Wall 
foundation. 

Beit Al Masri (Figure2), is located few meter to the west of Beit Al Omari, has similar plan, and architectural 
features. Both structure were built by the owners themselves and were, therefore, of a simple technique. The 
simple construction material are available, easily utilize, and there is no need for specialist craftsmen. The wall 
was made of lime stone and basalt were available in the site runes, using mud mortar, sometime with a little 
lime added to the mud. The structure can be repaired by local craftsmen. The great advantage of this simple 
constructional technique is, that they can be repaired easily, and there is no need for specialist craftsmen, as far 
as the houses are concerned. 

＊1 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊2 国士舘大学文化遺産研究プロジェクト
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Constructional Description 

Walls (Figure7 and 8) 

Wall are made of unhewn stones were reused from ancient building materials, widely available from the 
site, small chips basalt, limestone and mud were used to fill spaces between the rows. Walls and ceiling were 
plastered with cement mortar to give a plain and straight finished. 

In this project the external walls were plastered with cement mortar and the ceiling was also plastered, in the 
case of Beit Al Masri internal and external walls were repaired by using mixture of cement mortar (Figure4). 
Many new stone rows were added, especially in case of bathrooms. 

Floors 

Floor are made of thick layer of stones, and course soil, then thin layer of modern burnished, and smoothed 
finished surface cement was laid out. 

Roof System (Figures: 9, 10, and 11) 

The more humble roof structure consisted of large beams or, in the latter houses, iron rails from the railway, 
bridging from wall to wall and gossieb, a type of bamboo, covering the area between them. On top of this level 
the builders applied layer of mud, and sometime the mud was covered with a coat of lime mortar. Therefore, 
in the case of both repaired houses the owners were used modern cement to prepare their house's roof, only 
one rectangular room, currently, converted as dining room still has original and traditional roof system. The 
traditional pattern of ceiling construction is hidden beneath the modern gypsum material (for ceiling), while the 
ceiling of Beit Al Masri and the bathrooms were repaired by using thick layer of cement. A new staircase was 
constructed attached the eastern façade of Beit Al ﾔOmari to get general view for the surrounding areas (Figures: 
12, 13, and 14). 
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Repair 

･ Mixture (figure15) the mixture uses in preservation was prepared by traditional way, it consists of materials 
similar to thus were used in traditional local houses. 

･ All conservation and repairs were applied by using tradition way. The houses were built by local workers with 
simple tools, but without machinery. 

･ Only a few new elements were used, for example, bathrooms, electricity. The most conservation problem of 
the house is roof of the rectangular separated room converted as a dining room. Because, the gossieb, the 
bamboo which is the first layer of the roof construction was damaged caused by rain, it was decided to keep 
the original roof by covering it with gypsum material from inside, while the roof's surface was covered by thin 
layer of modern cement. 

･ Doors and windows (figure16) are missing throughout the houses were abundant. The newly designed doors 
and windows are keeping and reflecting traditional design. 

･ The design of new services, such as water and electricity was one of the challenges in this far away area. It 
was decided to repair and use one of the ancient near cisterns to supply the house by sweet water collecting 
during already, poor rain season from surrounding areas, while electricity was organized and designed with 
cooperation with Irbid Electric Company to get separated line. Since the house has no infrastructure to 
services it, it was decided to dig new cesspit (Figure17) for drainage and daily home purposes, located few 
meters north east of the bathrooms. 
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Figure1.　General view showing Location of Both repaired houses. Looking NW

Beit AL 'Omari. Dig HouseBeit AL Masri.Store



32

Figure3

Figure4

Figure2.　Beit Al masri before repair
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Figure7.　Beit Al masri internal rooms before repair

Figure5.　Beit Al masri roof before repair Figure 6.　Beit Al masri roof after repair
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Figure8.　Beit Al masri internal rooms after repair

Figure9.　Showing traditional roof system

Figure 10
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Figure11

Figure 12.　New staircase

Figure13
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Figure15

Figure16

Figure14
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Figure17

View showing Beit AL Omari before repair 

After repair
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Beit Al masri original internal room 

View showing bathroom roof before repair

After repair



概要

　本報告は、発掘記録の迅速化を主眼とし、併せて発掘情報をデジタル化する試みである。
　遺跡発掘は、遺構や遺物の記録を平板やヤリ方で行っている。層位や発掘面の記録にはレベルを用い、最終的
に写真を撮影し次の段階へと進む。このような手法は、発掘調査において長い間行われており特に問題は無かっ
た。しかし、海外の発掘調査や人件費の高騰等により迅速で正確な記録作業が要求されるようになっている。近年、
デジタル 3D 写真測量やデジタルスキャナー、トータルステーション等の機器が高性能、低価格になり、これら
の機器を使用することにより発掘の低コスト、迅速化が可能になった。
　本報告は、ヨルダン ･ ハシミテ王国のウム ･ カイス遺跡発掘現場での試行をまとめたものである。出土する遺
物の位置情報を自動追尾トータルステーションとデーターコレクタを用いて記録する。次に、グリッドの上空
5m に張ったワイヤーからデジタルカメラを吊り下げて 3D 撮影を行う。その後、遺物にハイパフォーマンスイ
ンクジェットプリンターで番号を記入し、袋に入れて保管する。この作業を繰り返して発掘を行う。

１．序章

　考古の発掘作業における記録の迅速化は、経費削減や時間短縮の観点から重要になっている。さらに近年、考
古の分野においても情報のデジタル化に向けた動きがある。平板測量の図面や従来の写真測量図はアナログの結
果であり、デジタル化には更なる作業が必要となる。本報告では、遺物の出土位置情報やデジタル写真測量の結
果等、すべての情報をデジタル化する事も目的のひとつである。
　２章では、遺物と遺構の位置情報を把握するために電子平板を用いた測量を示す。さらに、ハイパフォーマン
スインクジェットプリンターを用いた遺物の識別番号印字を示した。３章では、グリッドや小規模な掘削に伴う
遺構のデジタル写真測量システムを示した。簡易デジタル写真測量システムには 2 種類の手法があり、2 本のポー
ルにカメラを吊るすシステムと、ワイヤーにデジタルカメラを吊り下げるシステムである。ワイヤーでデジタル
カメラを吊り下げるシステムは、ワイヤーを張る台を設置する必要がある。４章では、広範囲の遺構出土状況を
把握するために気球を用いたデジタル写真測量を示した。広範囲の写真測量は、航空機やラジコンヘリコプター、
衛星写真を用いて行うのが通常であるが、精度と費用、作業時間等の条件を勘案すると気球に優位性が有る。

２．遺構と遺物の測量

　従来から行われている平板測量を Photo.1 に示す。
平板測量は、作業者の技術に結果が大きく左右され、
熟練した作業者であれば高精度な記録を効率よく作
成することが可能である。しかし、図面上に測点を
プロットできる速さは 20 点／時程度であり、2 人の
作業者が必要である。ヤリ方を Photo.2 に示す。ヤ
リ方はグリッドの外側にヌキ板を杭で水平に固定し、
水糸を張って遺物や遺構の形状を計測し、紙面上に
描く手法である。両測定法の利点としては、使用す
る機材が安価で故障が少なく技術も容易に習得でき
る点が上げられる。

＊ 1 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊ 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

Photo.1　平板測量

3D 撮影とトータルステーションを併用したデジタル考古学
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　トータルステーションとパソコンを用いた電子平
板システムを用いれば 100 点／時の測量が 1 人で可
能である。さらに優れた点は、縮尺を考慮する必要
が無い点である。平板測量は常に測量対象に見合っ
た縮尺で描くことになり、それを縮小、拡大するこ
とは困難であるうえ、測量後は転写して清書する作
業が必要になる。電子平板は、出力段階で縮尺を任
意に決定することができ、精度も高い。グリッドを
発掘した際の測量作業を Photo.3 に示す。この写真
は、発掘する前にグリッド内の遺物を計測している
状況で、すべての遺物を計測した段階で発掘を行う。
遺物位置の計測は、ピンポールにプリズムを装着し、
遺物中央に接置しトータルステーションで X,Y,Z 座
標を計測する。計測が終了すると遺物を取り上げ、
ビニール袋に保管する。
　Fig.1 に G10 グリッドの表層から 1000mm 掘削時
までの遺物座標を示す。1000mm までの掘削は、概
ね 100mm 掘削し、その掘削段階で出土した遺物を
表層に置き位置を測定した。遺物の出土頻度によっ
ては 30mm 程度で測定する場合もあり、10mm 四
方以上の遺物はすべて測定した。遺物の総数は全掘
削の合計で 6000 点を超えており、遺物位置の×印
とその番号が記述されている。この図ではその状況
が確認できないので、A 地点を拡大した図を Fig.2 に
示す。図は平面の二次元で示してあるが、すべての
測点には垂直の位置を示す Z 座標が把握されており、
すべての遺物が深さも含めグリッドのどの場所から
出土したかが分かる。G10 グリッドの遺物記録を側
面から見たものを Fig.3 に示す。Fig.1 同様に 6000
点近い遺物の位置情報が記されており、若干傾斜し
て分布している事が分かる。従来の発掘で、10mm
四方の異物のすべてを計測する事は膨大な測定数に
なることから不可能であったが、電子平板を用いれ
ばある程度根気よく計測すれば可能である。しかし、
このように小さな遺物までを測定することにどのよ
うな意義があるかを検討する必要があるが、ここま
での詳細な遺物測定が可能であることを実践した事
に意義がある。

Photo.3　電子平板作業

Fig.1　G10 グリッドの遺物測定

Fig.2　A 地点の拡大図

Photo.2　ヤリ方作業
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　出土した石組を電子平板で記録したものを Fig.4
に示す。出土する石組は矩形の物もあるが、種々の
形状をしている。図に示したものは曲線の形状の石
も直線の連続で描いているが、後の修正で測点を通
過する曲線に置き換えることが可能であり、より実
際の形状に即した形の表現が可能である。今回は石
組を電子平板で測量したが、写真測量を行うことに
よりオルソ画像から石組を記録することが可能であ
る。平面のみの情報だけではなく、上下の Z 情報も
把握できる。
　従来の遺物に識別番号を印字する作業は、サイン
ペンやペンキで手書きにより行っていたが、遺物に
よっては記入した文字の誤読の可能性や文字の消滅
があった。新しい印字方法としてプリンターを使用する事により問題が解決した。取り上げた異物のナンバーリ
ングには 2 通りの方法が有り、ひとつは直接遺物にナンバーを記入する方法で Photo.5 に示すハイパフォーマン
スインクジェットプリンターにより遺物の隅に 4 × 20mm 程度の識別番号を記入する。二つ目の方法は、遺物
が 20mm 以下の場合、直接ナンバーリングが不可能であるため、分類用のビニール袋にナンバーリングし、遺
物を入れる方法である。直接記入する方法では 150mm 四方以下の大きさであればどのような形状でも記入でき、
土器やガラス質、石等の材質であれば問題なく印字が可能である。使用したプリンターは、KEYENCE 社製 MK-
9000 ハイパフォーマンスインクジェットプリンターである。欠点としては、プリンターが高価であることと消
耗品が海外では供給が困難であること、メンテナンスを怠ると作動不良が生じる事がある。毎日作動していれば
良好に動き続けるが、長期間の休止状態が続くとプリンター内のインクが固化し、正常に作動しなくなる不具合
が発生する可能性がある。

Photo.4　G10 グリッドのオルソ写真

Photo.5　ナンバーリング作業

Fig.3　G10 グリッドの遺物測定（側面）

Fig.4　G10 グリッドの電子平板図
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３．簡易写真測量

　写真測量は、1900 年代半ばから技術が確立され、
ペアーのステレオ写真から高度と水平位置の情報が
取得でき、オルソ画像を作成することも可能となっ
た。また、近年デジタルカメラが普及し、デジタル
化された画像情報を元にパソコンのアプリケーショ
ンソフトを用いることにより 3 次元情報を取得でき
るようになった。主な優位点としては、デジタルカ
メラによる撮影であるのでパソコンによる画像を使
用することから、従来のような投影装置の図化機は
不要である。
　さらに、画像から作成したオルソ画像を接合して
モザイク画像にすることができる、等が挙げられる。
　この技術を用い、発掘を行った際の状況を迅速に
記録することを試みた。デジタル 3D 撮影においては、
デジタルカメラによる撮影と、既知点を得るための
トータルステーションによる測量を行えば現場作業
は終了する。5m の正方形グリッドならば 4 枚の写
真撮影と 9 点の既知点測量で終了し、2 人の作業員
で 30 分間程の作業時間で終了する。この作業が終
了すれば速やかに次の発掘作業に移行でき、発掘効
率は格段に向上する。従来ならば、作業員の技量と
遺物の点数にもよるが、平面図を取るだけでも 2 時
間以上は要した。また、従来の記録作成作業におい
て写真撮影も行うが、ステレオ画やオルソ画像でな
いために位置関係や高低差は得られない。
　ウム ･ カイスでは小規模の 3D 測量を行う装置と
して 2 種類の撮影方法を使用した。より簡易的な撮
影方法として 2 本の脚を用いた撮影方法を Photo.6
に示す。ここでは 5m の脚を使用し、頂点に Photo.7
に示すデジタルカメラを取り付けた。デジタルカメ
ラは紐で吊るして在り、脚が多少傾斜していても垂
直を保つ機構になっており水平なデジタル画像を撮
影することが出来る。本来、この 3D システムでは
厳密な垂直設定は行わなくても処理が可能であるが、
より良好な結果を得るために、垂直な状態を維持し
た。カメラのシャッターはリモコン式の機構になっ
ており、脚を支えている 1 人が撮影対象物の好位置
で撮影する。撮影作業は、脚のそれぞれを 1 人の作
業員が支え、撮影が終わると移動する形式である。
もう一つの撮影方法を Photo.8 に示す。これは撮影
エリアの両端に足場を設置し、その間にワイヤー線
を張り、そのワイヤー線にカメラを吊るして撮影す
る方法である。足場を設置するのに手間がかかるが、
多数のグリッドを効率よく撮影ができ、遺物が大量
に出土し、掘削深さが浅く頻繁に発掘状況を記録す
る場合に適した方法である。ワイヤーは、グリッド

Photo.6　小規模３次元写真測量

Photo.7　カメラ設置状況

Photo.8　中規模３次元写真測量

Photo.9　３D 撮影画像
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の中心線上に設置し、横方向への移動はカメラの前
後に取り付けた紐を操作することにより行う。各ペ
アー写真のオーバーラップを 60％とし、撮影対象全
域が 2 枚毎のペアー写真に納まるよう実施するため
最初と最後の写真は撮影対象地域の外側を多く含ん
だ撮影となる。特に天候が悪く光量が少ない場合に
は、撮影時にカメラの揺れを最小限にするよう努め、
静止した瞬間に撮影する。
　Photo.9 に撮影画像を示す。この画像は 2 本の脚
で撮影したもので、日差しの強い日中に撮影を行っ
たため色彩が鮮明でない。左右の写真で概ねオーバー
ラップが 60％程度になっており良好な撮影であるこ
とが分かる。
　このように撮影された画像をコンピュータに取り
込み、3D 化の処理を行う。今回用いたシステムは、
トプコン社製の PI-3000 である。最初にカメラのキャ
リブレーション作業を行う。カメラのレンズは同機
種であっても 1 台毎に光学的に異なっており、この
レンズ特性をデータとして入力する必要がある。そ
の後、ペアーに相当する写真画像を挿入する。次に
既知点となる測点の XYZ 座標を入力し、ペアー画像
の測点と互換性を持たせるために 6 点程度を 2 枚の
写真上で指定する。すべての設定が終了した後、3D
化のスイッチを押すと完了する。その後コンターを
オプションで設定し、平面で表示を行った際に高低
差の解釈できるよう加工を加える。

４．航空写真測量

　遺跡の広範囲にわたるデジタル写真測量は、気球
を用いて行った。撮影に使用した気球を Photo.10 に
示す。気球はビニール製で、ヘリウムガスを注入し
て浮上させる。気球中央下部にデジタルカメラとリ
アルタイムに地上を写すモニターカメラを取り付け
た雲台を吊るし、気球を前後に取り付けたロープを
操作することにより撮影位置を調整し、撮影する。
気球の前後、左右、上下の操作は気球の前後に取り
付けたロープで行うが、雲台の回転方向の操作はラジオコントロール装置を使って制御する。撮影に先立ち撮影
対象域に対空標識を設置し、XYZ の 3 次元座標をトータルステーションにより計測しておく。気球に搭載したモ
ニターカメラからの映像を地上の小型モニターで確認しながら気球を撮影位置に誘導する。その際に、1 枚の写
真に対空標識が 6 点写し込まれるように誘導し、撮影を行う。撮影は、風の影響で気球が動揺するためモニター
で位置を確認し操舵してもシャッターを切った段階で良好に撮影されているとは限らず、撮影対象の上空で 3 枚
程度撮影し、その中の最良なショットを採用する。撮影画像の一例を Photo.11 に示す。この被写体は、フォル
ムの入り口付近に位置するオクタゴンを撮影したもので、付近を含めほとんど起伏が無い。良好な撮影状態で、
水平位置を変えたステレオ写真からコンピュータのソフトで 3D 画像を作成した。その際に重要になる対空標識
を Photo.12 に示す。対空標識は、空撮写真に写し込まれ、位置が容易に確認できることが重要であるが、対空
標識が大きすぎると対象物の情報を損なう恐れがあるので撮影画像の大きさに適した大きさの対空標識を用いる
ことが重要である。

Photo.10　空撮用気球

Photo.11　オクタゴン空中写真

Photo.12　対空標識



44

　ローマ時代の通りを撮影した写真を Photo.13 に示す。撮影の順番は、上段右側から左へ進み、続いて下段の
右側から左へ配置している。紙面の都合上、隔撮影ショットを示している。構図を見ると、写真中央に石畳の道
が撮影され、進行方向に対して左右の配置は良好である。撮影の向きは道路の軸方向に概ね直角に撮影されてお
り、良好な撮影である。また、撮影高度が概ね一致しており、撮影面積が各写真において一致し、良好である。
各撮影箇所で 3 〜 4 枚程度撮影を行っているが、その中には道路軸方向に直角でない向きで撮影されているもの
もあり、複数枚撮影することは重要である。この写真を元にオルソ写真を作成したものを Photo.14 に示す。今
回の撮影の目的は、オルソ画像で見て分かるように散在している列柱を復元することにあり、その最初の段階と
して現状を記録する事である。ヘリウムガス気球を用いて行った空中写真測量でローマ道路の記録を精度良く、
迅速に行うことができた。

５．結論

　本報告では、考古発掘における記録作業の効率化を従来のシステムと対比し示した。従来の記録作業は、使用
する機材の価格は安価であるが、人件費や作業効率をトータルしたコストは低くは無い。今回の記録システムに
は比較的高額な機材が必要であるが、高精度、高効率の観点から考えると非常に安価であると言える。また、近
年では情報のデジタル化の重要性が提唱されており、この面からもここで示したシステムは応えるものである。
今後、本報告で示した様な発掘記録手法がスタンダードな手法になると思われる。

Photo.13　空撮写真

Photo.14　オルソ画像



１．序論

　ローマ建築のオーダーに関しては、長い間欧米の研究者により研究されていることは承知の通りである。今回
の調査は従来の調査と異なり、柱の修復・保存を目途にしている点である。単に記録を採り調査するのではなく、
散在しているオーダーの部材を建設当時の状態に復元するための調査である。従って、調査する項目は従来と同
じであるが、復元した後に復元に問題が生じた場合、発掘当時の状態に戻す必要がある。この点を考慮し調査を
行った。
　前述したように最終的な目的は、ローマ通りの列柱を復元することにある。しかし、ウム ･ カイスの列柱復元
に際し幾つかの難点があり、最悪の点は建設当時の位置から動いている点である。ローマ時代のウム ･ カイス遺
跡が荒廃した後、次代の住民が自己の都合により建物を構築する際の部材としてコラムやベース、ペデスタル等
を倒壊した地点から運搬して使用した事である。調査したコラムの中には 1 組の柱で構成されていると思われる
4 本のコラムが何組か見受けられるが、すべての柱がこのような状態であれば速やかで正確な復元ができるが、
元はどこにあったかが分からない状況では復元が難航する。次の問題点は、オーダー部材の風化による崩壊であ
る。風化の度合いは、長時間おかれていた環境により大きく異なり、地中に埋没していたものは非常に良好な状
態であるが、暴露状態におかれていたものは浸食が進行している。極度に風化が進行したものは、数個に分離し
たものや、雨水により熔解している部分が大きく現れているものもある。さらなる問題としては、未だ発掘され
ていない部材や、紛失している部材がある点で、どの程度の量が相当するか把握できない。
　このような点を踏まえ、オーダーのサイズを分類することを中心に調査結果を精査するものである。オーダー
を構成する部材は、最下段に矩形の板であるスタイロベート（stylobate、基壇）を配し、その上に 4 面に飾りを
施したペデスタルを載せ、ベース、コラムと重ね、最後にキャピタルが載る。オーダーには特別なものが存在し、
材質では、緑色泥岩や赤御影石、バサルトのものがある。一番多いオーダーの材質は、粗悪石灰岩のものであり、
ローマ通りの列柱すべてがこの材質である。特別な材質のものは、ローマンバスやニンファエウム (nymphaeum、
噴水 ) 等に使用されている。この事から、粗悪石灰岩のオーダーに関して調査を行った。また、列柱は 4 本組の
コラムから構成されているが、1 本のものも存在する。ローマ通りからフォルムへの入り口に立つ柱がこれである。
直径も他のオーダーに比べる大きく、支えるペデスタルも高さ、幅共に大きい。
　オーダーの復元とは別に、改めて調査を行う意義として、本場ローマと、この地におけるギャップや伝統の違
いを検証する。ローマ建築が地方に伝わるにつれ技術の伝承が正確に伝わるとは考えられず、何らかの編纂があ
るのではないかと考えられる。また、意図的にその地方独特のデザインやオーダー作成時の工夫が存在すること
も見受けられ、この点を検討することも目的の一つである。一例を挙げると、ウム ･ カイス遺跡の南東約 50km
に位置するジェラシュ遺跡では、ベースに第 1 段目の作り出しが一体となったものを見ることができる。しかし、
ウム ･ カイスにおいてこのような形式のベースは見受けられず、すべてのオーダーにおいて 1 段目の作り出しは
コラムに造られている。このような特異点を比較することにより、ウム ･ カイス独特な特徴を検証する。

２．調査方法

　コラムを中心としたオーダーを構成する部材はウム ･ カイス遺跡全体に分布している。ただし、分布は偏在し
ており、ローマ道路の両側に相当する場所や、オーダーを必要としたであろう重厚な建築物の付近に集中してい
る。建造当時に存在していた位置から後世に動かされた痕跡が見受けられ、この点を考察することも重要な検討
課題ではあるが、現状を記録する目的で GPS 装置を用いた点在位置の情報を取得した。Photo.1 に GPS を用いて
位置情報を取得している状況を示す。

＊1 国士舘大学イラク古代文化研究所
＊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

ウム ･ カイスにおける円柱の調査と分析
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　GPS 測定器は、部材を上空から見た位置の中央
部に置き、測定を開始する。位置情報を内蔵のメモ
リーカードに記憶させ測定を終了する。使用した機
材は、マゼラン社製のモバイルマッパープロ 2 台
で、1 台を基地局として利用し、もう 1 台にコラム
の位置を取得した。基準局を設置した点は「KWP」
通 称 ウ ェ ス ト ポ イ ン ト で、East: 750659.069m、
West:3616386.584m、Elevation: 338.877m である。
ただし、East および West 座標値は UTM36(WGS84)
で、2006 年に RJGC が GPS 測量して求めた値であ
る。標高はガザ平均海水面からの高さ（ほぼ EGM96
と同じ）であり、基準点の高度は、ドイツ隊基準
の 標 高 338.877m と ア ン テ ナ 高 1.5m を 足 し た
340.377m とした。
　測定値を Table1 に示す。前述したように、GPS 測
定器から求まる値は、UTM 座標であるため数値が大
きく表示されるため扱いにくいので、ウム ･ カイス
内で用いることを考慮し基地局の UTM 座標を差し
引き使用した。測定精度は 0.1m であり、オーダー
の部材位置を把握するのには十分な精度である。 Photo.1　GPS 測定状況

Table 1 GPS 測定値

No. 柱番号
GPS 測定器の計測値 (m) 基地局を 0 とした値 (m)

東距 北距 高度 東距 北距 高度

1 J040 750536.8 3616282.1 338.0 36.8 82.1 8.0

2 J039 750500.8 3616321.3 336.6 0.8 121.3 6.6

3 J038 750510.5 3616320.3 336.4 10.5 120.3 6.4

4 J037 750525.1 3616320.8 336.6 25.1 120.8 6.6

5 J036 750519.1 3616329.1 336.4 19.1 129.1 6.4
6 J035 750520.8 3616326.4 336.9 20.8 126.4 6.9
7 J034 750518.1 3616326.5 337.1 18.1 126.5 7.1
8 J033 750516.8 3616326.3 337.0 16.8 126.3 7.0
9 J032 750517.3 3616325.2 337.1 17.3 125.2 7.1

10 J031 750515.0 3616328.2 337.5 15.0 128.2 7.5
11 J030 750514.0 3616327.1 337.7 14.0 127.1 7.7
12 J029 750512.4 3616326.8 337.6 12.4 126.8 7.6
13 J028 750510.5 3616328.2 337.7 10.5 128.2 7.7
14 J027 750509.6 3616328.6 337.7 9.6 128.6 7.7
15 J026 750510.6 3616330.1 338.0 10.6 130.1 8.0
16 J025 750510.6 3616330.9 337.9 10.6 130.9 7.9
17 J024 750512.1 3616330.6 338.0 12.1 130.6 8.0
18 J023 750763.2 3616291.4 340.8 263.2 91.4 10.8
19 J022 750764.9 3616293.3 341.3 264.9 93.3 11.3
20 J021 750766.0 3616293.9 341.3 266.0 93.9 11.3
21 J020 750766.3 3616295.3 341.4 266.3 95.3 11.4
22 J019 750761.8 3616294.0 340.1 261.8 94.0 10.1
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　Fig.1 に 2 地域で測定した GPS の結果を示す。A
地域のものは、建物と回廊に用いられていたオーダー
で、比較的風化の影響を受けていないので、基準的
な値を求めるのに好都合な地域である。B 地域は、
ローマ通りの列柱に位置するオーダーのコラムであ
る。
　コラムの観測した項目は、両端と中央の直径、長
さ、両端の平面度、端部の造り出しの有無を記録した。
直径はノギスを用いて測定し、長さはメジャーを用
い mm の単位まで測り記録した。端部の作り出しは、
最下段のコラムにおいては、1 段の造り出しで、最
上段のコラムは 2 段の造り出しであることから、造
り出しによりコラムの位置が把握できる。造り出し
が両端に無ければ中断の 2 つのコラムのどちらかで
あることが分かる。他には、材質を目視により記録し、
最後にコラムの撮影を行った。

Fig.1 コラムの GPS 測定結果

経距（m）

緯
距

（
m

）

Photo.2　列柱の配置（東側）

Photo.3　列柱の配置（西側）
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３．コラムの考察

　Photo.2、3 に想定されるローマ通り列柱の配置を
示す。写真の配置は、Photo.2 の左端と Photo.3 の
右端が繋がっており、1 本のローマ通りである。赤
い四角は、オーダーが現存するか、或いはペデスタ
ルが残存しているものを示しており、白い四角印は、
オーダーの一部分も残ってはいないが、ペデスタル
による四角形の浸食痕から推測したオーダー位置を
示している。N12 〜 N15 は、他のペデスタルと比較
し大きなペデスタルが置かれており、直径の大きな
柱が在ったことが推定される。この事は、何か特別
な施設の入り口であった可能性が想定される。S16
〜 S19 は、特に大型のペデスタルが存在し、ここは、
オクタゴンとその奥に続くフォルムへの入り口であ
る。N2 〜 N6、N8 〜 N11 は、ペデスタルやベース
の痕跡はないが、スタイロベートにペデスタルの縁
から雨水が滴り浸食した痕跡が見受けられることか
ら、柱の存在が推測できる。
　ローマ通りの列柱を復元する事を目途に、コラム
の形状パターンを把握することを目的に、1 組のオー
ダーであったことが推測される倒壊したコラムを調
査した。調査を行ったコラム群を Photo.4 に示す。 Photo.4　整然と並んだコラム群

Table 2　Col1 〜 Col4 の直径

column 1,2,3,4 全長 5268mm column 5,6,7,8  全長 5408mm

Table 3　Col5 〜 Col8 の直径

底部からの
長さ (mm)

直径 (mm)
column1

L=1590mm
column2

L=1278mm
column3

L=1230mm
column4

L=1170mm

0 75.5 69.7 65.8

100 68.3 73 69.3 65.3

200 68.3 72.8 68.9 64.8

300 68.7 72.7 68.7 64.3

400 69 72.6 68.5 63.8

500 69.3 72.5 68.3 63.5

600 69.8 72.5 68.2 63.1

700 70.2 72.2 67.7 62.2

800 70.5 71.9 67.4 62

900 70.7 71.7 66.8 61.4

1000 71 71.5 66.4 60.7

1100 71.3 71.2 66.6 60

1200 71.4 71 66.4 63.3

1300 71.6 70.9 66.5 68.4

1400 71.9

1500 72.2

1600 72.3

1700

底部からの
長さ (mm)

直径 (mm)
column5

L=1436mm
column6

L=1034mm
column7

L=1625mm
column8

L=1313mm

0 738 704 708 665

100 670 707 712 666

200 669 710 710 667

300 676 712 713 666

400 684 714 715 666

500 690 717 714 658

600 694 719 714 653

700 699 717 712 649

800 702 717 712 644

900 706 715 707 634

1000 707 719 703 628

1100 708 710 698 619

1200 708 693 612

1300 708 689 612

1400 707 682

1500 705 677

1600 670

1700 668
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　Col1 〜 Col4 が 1 本のオーダーで、Col5 〜 Col8 が 2 本目、Col9 〜 Col12 が 3 本目である。4 本目のオーダー
は、Col13 〜 Col16 のコラムであるが、他のオーダーのコラムと混在しており、各コラム長を勘案して番号付け
を行い一組のオーダーと断定した。これらコラムの測定結果を Table2 〜 Table5 に示す。これらの測定結果とフォ
ルム東側に散乱しているコラムの測定結果を図示したものを Fig.2 に示す。

Fig.2　コラムの直径計測結果

Table 4　Col9 〜 Col12 の直径 Table 5　Col13 〜 Col16 の直径

底部からの
長さ (mm)

直径 (mm)
column9

L=1504mm
column10

L=1580mm
column11

L=1098mm
column12

L=1195mm

0 739 705 692 661

100 678 709 692 658

200 680 711 693 655

300 688 715 693 652

400 694 718 687 651

500 697 718 688 647

600 707 720 688 644

700 708 719 683 636

800 710 720 679 632

900 712 718 677 627

1000 712 717 668 614

1100 710 716 665 612

1200 708 713 614

1300 709 706 630

1400 707 702 684

1500 707 696 629

1600 693

1700

底部からの
長さ (mm)

直径 (mm)
column13

L=1345mm
column14

L=1567mm
column15

L=1551mm
column16
L=mm913

0 767 708 697 647

100 685 712 696 647

200 687 713 694 640

300 692 718 693 634

400 698 718 695 629

500 701 718 695 623

600 705 - 691 617

700 708 - 688 608

800 708 - 684 600

900 709 723 681 603

1000 710 720 678

1100 711 715 672

1200 712 710 668

1300 710 708 662

1400 708 705 656

1500 704 647

1600 700

1700

column 13,14,15,16  全長 5376mmcolumn 9,10,11,12 全長 5377mm
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各オーダーを構成するコラム長の合計は、Col1 〜
Col4 が 5268mm、Col5 〜 Col8 が 5408mm、Col9
〜 Col12 が 5377mm、Col13 〜 Col16 が 5376mm
である。各オーダーで多少の差違があるが、オー
ダーを構成する部材には、ペデスタルとベースが下
部に付随し、最上部にキャピタルが載るのでこの合
計が同一であり、キャピタルに載る梁が均一な高さ
になることが求められる。したがって 4 本のコラ
ム長を合計した上記の値は、コラム長をタイプの基
準とした場合、同一タイプのオーダーであると言え
る。Fig.2 は、Col1 〜 Col46 までの直径を図示した
ものであるが、1 組のオーダーと思われるコラムに
ついては、各コラム長を加算し調整してある。コラ
ムの 1 〜 4、5 〜 8、9 〜 12、13 〜 16 は、ほぼ同
一な直径群にあることが分かる。この図から最下部
の直径が 680mm と 600mm、500mm の 3 種類の
直径の柱が存在することが確認できる。Col46-1 と
46-2、46-3 は、3 本組みで全長が 4300mm の小さ
い柱であり、今回調査を行った内では稀有なもので
ある。
　コラムの製作時における直径の真円度を調査する
目的で Col25、24、23、21 の測定結果を抜き出し
て Fig.3 に示す。また、Col28、29、30、31 の測定
結果を Fig.4 に示す。それぞれの図には、概ねの形
状を推測し、赤い線で示した。Fig.3 では、3 本目と
4 本目のコラムに 30mm 程度の大きな変化が確認で
きる。この段差を除けば良好なエンタシスを現して
いることがわかる。Fig.4 では、オーダーの最大直径
が 1 本目のコラムにあり、他の 2 段目に最大直径が
あるものと異なっている。最大直系の位置がオーダー
底部から 1000mm の低い位置に存在し、高いペデ
スタルを用いたためにこのような形状になっている
と推測される。

４．キャピタルの考察

　キャピタルの高さと直径の関係を Fig.5 に示す。キャピタルの高さと直径は、概ね比例関係にあることが分かる。
この比例乗数を求めると、高さは直径の 1.3 倍である。ただし、この直径は、キャピタルの最下部の直径であり、
作り出しや飾りが異なることが分かっている。オーダーとキャピタルの組み合わせは把握していないが、大きな
オーダーには大きなキャピタルが載っている。

５．まとめ

　コラムの組み合わせによっては、長さの誤差が数 mm 程度であった。このことから、オーダーを復元する際に
4 本のコラムの長さを総和した値が把握できれば組み合わせを確定することが可能である。最下段と最上段のコ
ラムは、作り出しの形状で確定でき、中間の 2 本のコラムを確定すればよいことになる。直径に関しては、特別
な箇所に使われているオーダー以外、最下段の標準直径として 680mm であることが分かった。ローマ通り列柱
の配置は、ペデスタルが存在しない地点においても侵食の痕跡から推測し、決定することができた。

Fig.3　Col25,24,23,21 の直径

Fig.4　Col28,29,30,31 の直径

Fig.5　キャピタルの直径と高さ
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