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ている。誰しも異国で与えられた第一印象は、その
国と人々について想いめぐらすとき、後々まで拭い
去ることができないものだから。1965 年のテル・
ゼロールの調査以来、どれほど多くのことを教えら
れ、暖かいお人柄に魅せられたことであろうか。井
の中の蛙であった私に、広大深遠な聖書学に基づく
別世界の考古学の縁辺を垣間ではあるが覗かせて下
さったのも、ユダヤ人の歴史と文化に対する興味を、
知らず知らずのうちに掻き立てて下さったのも今は
なき先生であった。
コハヴィ先生はいわゆるアシュケナジム（中・東
欧系ユダヤ人）に属し、故地はルーマニアだったと

No. ６

いう。第 2 次大戦のころのご家族の苦難は、いか

2008 年 8 月

ばかりだったかと想像するけれども一切口にされな
かった。ただ、チャウシェスク独裁政権崩壊（1989

Ｍ・コハヴィ先生 追悼

年）後には早々とその地を訪問され「ひどく貧しい
国だった」と漏らされた。
1948 年の第 1 次中東戦争（イスラエル独立戦争）

1964 年に始まったテル・ゼロール発掘以来、40 余年にわ

には参加して負傷された。「大学生や卒業生の多く

たって日本の調査団によるイスラエルでの発掘に惜しみな

は士官に任命されたのでしょう」と聞くと、「軍隊

い協力と援助をしてくださったモシェ・コハヴィ先生が今

では最下級の兵士でいるものだと父がいったので、

年 2 月、亡くなられました。今号は先生のご逝去に哀悼の
意を表し、特に親交の深かった方々に先生の思い出を綴っ
ていただきました。

モシェ・コハヴィ先生追慕
金関

恕

イスラエル考古学の重鎮であったモシェ・コハヴ
ィ先生が 2008 年の 2 月に逝去された。亡骸は献
体され、墓は造らないという。数年以前に亡くなっ
た著名な陶芸家のご夫人、ノラさんのお墓も立てら
れていない。いかにも現代的で、すがすがしい終焉
だと感じられる。だが墓前で故人を偲ぶ慣わしに染
まった私たちには寂しい。
コハヴィ先生は、私が最初に会ったユダヤ人であ
り、始めて言葉を交わした外国人であった。この邂
逅はその後の私にとって非常に倖せなことだと思っ

モシェ・コハヴィ教授（1928-2008）
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将校を志願しなかった……私も同様、二等兵で敗戦

アリムの再調査を行ったのは 1956、59 年のこと

を迎えました」
。そんな会話を交わしたことがある。

だった。ユーモアと皮肉で有名な美術考古学のＭ・

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地である

アヴィ−ヨナも忘れられない。聖書地理学の大家で

パレスチナには 19 世紀中ごろから欧米の考古学者

あり数々の大発掘調査を手がけたＹ・アハロニはコ

たちのメスが入り始めた。イスラエル建国後には

ハヴィ先生が兄事した学者であった。1974 年、ベ

ユダヤ人考古学者活躍の舞台となり、コハヴィ先生

エルシェバ遺丘の発掘現場を訪ねたときには、病を

がヘブライ大学を卒業されたころは学界に清新の

おして調査の指揮をとるアハロニ教授の厳しい姿勢

気がみなぎっていたと思う。かのＧ・ショーレムが

に強い感銘を受けた。コハヴィ先生もこうした巨人

1933 年以来、ヘブライ大学のユダヤ神秘主義とカ

のお一人だった。

バラー学の教授であったことも思い出される。

1964 年から始まったテル・ゼロールの発掘調

大戦直後の 1947 年には死海縁辺の洞窟から死海

査は日本オリエント学会の主催によるものである。

文書（クムラン写本）が発見されて世界を驚かせ、

66 年までの 3 期の調査はコハヴィ先生の指揮のも

ベツレヘムのベドウィン人からアルメニア商人経由

とに進められた。日本隊のスタッフで中心的な役割

でこれを入手したヘブライ大学のＥ・Ｌ・スケニク

を果たしたのは後藤光一郎さんだった。ヘブライ大

教授は、早速、解読研究に従事した。父のスケニ

学に留学した経験のある後藤さんは、在学中、コハ

クに考古学を学んだＹ・ヤディンは当時、対英地下

ヴィ先生のネゲヴの発掘に参加し、強い友情で結ば

組織ハガナ（後のイスラエル国軍の中核）の司令官

れていた。その友情はあまりにも早い後藤さんの死

だった。戦後、考古学の世界に戻ったヤディン教授

まで絶えることなく続いていた。今、二人は別の世

は 1955 〜 58 年にハツォール遺跡の大規模な発掘

界で考古学談義を重ねているかもしれないと思った

調査（第 I 期）を行った。そのスタッフとして、パ

りする。しかし、この世では二度とお会いできない

レスチナの土器編年を仕上げたＲ・アミランや、建

悲しさにとりつかれ哀惜の念がこみあげてくる。

築史のＩ・ドナイエフスキーらが援け、参加学生リ

とりとめない思い出に耽って、ここではコハヴィ

ストにコハヴィ先生や、Ｇ・バッキさん（テル・ゼ

先生の学問的な業績に触れることができなかった。

ロール調査の内業主任）の名が見られる。このハ

紙面に余裕がないためではなく、私の怠惰と能力不

ツォール調査こそはその後に発展したイスラエル考

足が先生のお仕事の理解と紹介を許さず、安易な思

古学発掘調査方法論の基盤が築かれたものだった。

い出に逃避せざるをえなかったのである。いずれ学

1927 年にカイロを訪ねた梅原末治先生に強い印象

びなおして機会を得たいと思うが、その仕事はむし

を与えたＧ・Ａ・ライスナーのファイリング方式に

ろ日本で輩出している新進の方々にお願いした方が

よる発掘資料整理法が洗練され、後のコンピュータ

よい。最後に、私がコハヴィ先生を通じて多少とも

ーの出現を予測していたとさえ感じられる。
現在のイスラエルの考古学者たちは、独立戦争
を戦い抜き、考古学の礎を建設した先輩たちを英
雄と称え、その時代を巨人の時代だと呼ぶ。専門
化が進み、細分化された領域に閉じこもらざるを
えない新時代の人々にとって、領域にとらわれな
い先輩たちは、まさに巨人だと感じられるであろ
う。私が拝眉した巨人の一人にユダヤ人考古学者
の草分け的なＢ・マザールがある。コハヴィ先生
が最後まで師事した一人である。彼がベト・シェ
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学んだイスラエル考古学の発掘調査方法論は、随分

接した最初であった。発掘調査中はＩ・マルゴフス

変形した形ではあるが、経済成長期に大規模化した

キー氏のもとで中期青銅器時代末の城壁を確認する

日本の発掘調査にも役立ったのであろうことを付け

ために設定された地区を担当したが、氏は城壁の日

加えたい。

乾煉瓦層に達しているに違いないと思い込み、幾日

（天理大学名誉教授・本研究会会長）

も掘り込みを躊躇していた。そうした氏を厳しくと
がめて、「君の眼はどこについているのか」と叱り

コハヴィ先生追想

つけられたコハヴィ先生を目の当たりにしていた私

― エン・ゲヴ以前の思い出から ―
月本 昭男

は、コハヴィ先生は厳格な方とばかり思い込んでい
たが、家庭における先生の姿はそれとは別であった。
先生は優しい父親であり、同居するお母さま思いの

― 本日、私どもはモシェ・コハヴィ先生の

息子でもあった。お父さまはすでに他界されていた。

逝去という悲しい訃報に接しました。私どもが

お母さまは居候する東洋の若者に、コハヴィとい

テル・ゼロールで発掘調査を開始した 1964 年

う苗字はルーマニア時代のステルン（「星」）に由来

から今日まで、先生は無私の献身をもって私ど

すること、ルーマニアからイスラエルに移住してき

も日本聖書考古学調査団を支えてくださいまし

たのはまだイスラエル独立前であったこと、移住後

た。先生のご理解とご援助なくして、私どもの

しばらく自分はモシェたちが小学校から帰るのを待

研究調査は実現することがなかったでありまし

って、モシェからヘブライ語を習ったことなどを話

ょう。コハヴィ先生のご逝去は日本聖書考古学

してくださった。居候中、ユダヤ教の新年のお祝い

調査団にとりまして大きな喪失であり、すべて

にコハヴィ先生のお姉さまのお宅にも伺った。キッ

の団員に深い悲しみをもたらしました。日本聖

パーを頭にのせたコハヴィ先生を見たのはこのとき

書考古学調査団を代表し、ここに心からのおく

が初めてであり、そして最後であった。東欧のユダ

やみを表させていただきます。

ヤ人の伝統的な鯉の「お節料理」を味わったのもこ
のときである。

本年 2 月 5 日、Ｍ・コハヴィ先生の訃報に接し

その年の秋から翌 3 月まで、コハヴィ先生とご家

たとき、私はすぐさま、発掘調査団の名前で、以上

族は日本で過ごされた。慶応大学の小川英雄先生が

のような短いおくやみの言葉をご遺族にお送りした

先生を客員教授として招かれたのである。後藤先生

（原文英語）
。先生はしばらく前から癌を告知されて

の発案で、ご家族を信州に車でご案内したのは 11

いたが、われわれ発掘調査団にそれを漏らされるこ

月中旬であったろうか。八ヶ岳の麓の、色合いに深

とはなかったから、先生の逝去は文字通り青天の霹

みのある唐松の黄葉をめでながら、先生とノラ夫人

靂のごとくであった。かつてのテル・ゼロール発掘

は、私が実家から用意した海苔巻を海苔だけ取り除

調査団員の方々は、電話でコハヴィ先生の訃報を伝

いて口にされていたが、いまにして思えば、先生は

えると、一様に言葉を失われた。先生はテル・ゼロ

幼いころの瞼に映じたであろうルーマニアの風景を

ール時代から数え、40 年以上にもわたって、日本

そこに重ねられておられたのかもしれない。

のイスラエル発掘調査団とともに歩んでくださった
のである。

コハヴィ先生とご家族の送別会は池袋の鉄板焼屋
で行われた。幹事役としてこれを予約した私は迂闊

思い起こせば、
私がはじめて参加した第 4 次テル・

にもユダヤ教食物規定に思いが至らなかった。鉄板

ゼロール発掘調査（1974 年）の終了後、今は亡き

焼きには豚肉も出されれば、海老や烏賊や帆立貝も

後藤光一郎先生に誘われて、コハヴィ先生のお宅に

出される。当日になってこのことに気づいた私は到

一週間ほど居候させていただいたのが先生と親しく

着された先生とご家族に恐縮して、お詫びを申し上
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離れてアッカド語に集中していた私に先生は、なぜ
考古学を続けないのかと幾度となく詰問された。テ
ル・ゼロールの発掘再開が困難であることを聞いた
私はすでに、古代オリエント学分野で学位論文に取
り掛かっていた。
私がふたたびイスラエルを訪れたのは、エン・ゲ
ヴ遺跡調査が開始される 1990 年の夏である。この
発掘調査がコハヴィ先生の取り計らいによったこと
はいうまでもない。それに先立つ 1989 年の秋、先
生はノラ夫人とともに来日された。金関恕先生を団
長とするエン・ゲヴ遺跡調査団との打ち合わせのた
げた。すると先生は、気にすることはない、イスラ

めであった。その折、先生は是非ともゴトウに会い

エルでは口に出来ないそれらを味わえるのは、日本

たいと申し出られた。後藤先生の病が進行している

にいるときの特権である、とおっしゃられた。じっ

ことを承知のうえでのことであった。ゴトウが自分

さい、この言葉を信じられずにいる私をよそに、先

を認識できなくともよい、そのときはマリコ（後藤

生もノラ夫人も出された食材すべてを楽しんで口に

夫人）に慰めのことばを伝えたい。先生は躊躇する

された。

私にきっぱりとそうおっしゃった。1960 年代はじ

翌年に予定されていた第 5 次テル・ゼロール発掘

め、ヘブライ大学でともに学び、ともに調査に参加

調査は実施されなかった。だが、1977 年、留学先

したコハヴィ先生と後藤先生は、互いに家庭をもた

のテュービンゲン大学で私は思いがけずふたたびコ

れた後には、家族ぐるみの交わりを続けておられた

ハヴィ先生にお目にかかることになった。この年、

のである。

テュービンゲン大学創立 500 年を記念する国際聖

それにしても、コハヴィ先生と後藤先生の最後の

書考古学フォーラムが同大学の聖書考古学研究所で

対面はじつに悲しくあった。コハヴィ先生はソファ

開催され、イスラエルからはコハヴィ先生とＴ・ド

に身を沈める後藤先生を前にして、アッター・ヨデ

タン教授が招待されていたからである。先生の講演

ーア・イヴリート「ヘブライ語を覚えているか」と

はアフェク・アンティパトリスに関するものであっ

語りかけられたが、応答は返らなかった。コハヴィ

たと記憶する。フォーラムが終わって、私はかつて

先生は身を乗り出して、同じ問いを繰り返されたが、

家畜商を営んでいたユダヤ人の寒村ブッテンハウゼ

後藤先生はにこやかな面持ちを湛えるばかりで、何

ンの廃墟が残るシュワーベンのアルプスに先生をご

の応答もされなかったのである。帰りの車の中で、

案内した。先生はそのとき、一生の間ドイツに来る

ゴトウは私のことをわかっていた、とぽつりと口に

ようなことはないと思っていた、とおっしゃった。

された言葉が忘れがたい。翌年 5 月、後藤先生は

私はその意味をそれなりに忖度したが、ごく最近、

他界されたが、その後も、コハヴィ先生は思い出し

この発言の背景を具体的に知らされた。コハヴィ

たように後藤先生のご家族の安否を私に問いたださ

先生のご両親がイスラエルに移住された時期、ルー

れた。

マニアには、その質において、ナチス・ドイツにも
劣らないユダヤ人迫害の嵐が吹き荒れていたのであ
る。だが、先生ご自身はそのようなことを一度も言
葉に出されたことはなかった。
短期間のテュービンゲン滞在中、聖書考古学から
4
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コハヴィ先生が逝かれて、はや半年が経つ。今夏
は先生亡きあとの最初の調査となる。
（立教大学教授・本研究会副会長）

In memory of Prof. Moshe Kochavi
Yitzhak Paz

したワインを開けた。「あと数年するときっと美味
しくなるはずだ」。そう先生がすすめてくれた赤ワ
インだ。ゆっくりと味わいながら、この 20 年のこ

To my beloved brothers of the Japanese Expedition,

とを少しづつかみしめるように思い起こした。私に

dear Prof. Kanaseki and everyone who knew Kochavi-

とっては養父のような存在であり、思い出話は数え

sensei. I would like to say few words for the memorial

切れない。しかし、ここでは養父ではなく考古学者

event. On the 9th of this month I gave my lecture in

モシェ・コハヴィ先生を偲ぼうと思う。

Rome at the ICAANE conference where I presented

私が 20 年前にイスラエルの考古学に足を踏み入

the excavations at Tel Rekhesh, and I dedicated it to the

れたとき、最初に出会った方がコハヴィ先生であっ

memory of Prof. Kochavi.

た。イスラエルの考古学が他の国のそれと異なる点、

Prof. Kochavi was one of what we designate in Israel

それは間違いなく聖書や宗教の存在である。古代中

"generation of giants", people who actually participated

近東に対する漠然とした興味は持っていた。しかし、

in the building activities of our country. I had the honor

日本人であり、また宗教的にもかけ離れた私は、コ

and pleasure to learn from Kochavi both at class and in

ハヴィ先生に対してもわずかな、しかし近づきよう

the ﬁeld. His great knowledge but also modest behavior

のない距離感を感じていた。どうしたらその距離を

are very rare combination nowadays, where brutal

埋めることができるのだろうか。どうしたら彼ら民

competition and scarce resources for Israeli academic

族を、そしてその歴史を理解できるのだろうか。学

world do not enable scholars to be generous, modest and

問への関心とは別のところで身の置き所が定まらな

kind, the way Kochavi was.
It is hard that we lost both Gill Covo and Prof. Kochavi
within the last five years, but I get a lot of comfort when
I look at you my friends, that in every aspect you follow
Kochavi's way, and I am so proud to be part of this unique

Japanese-Israeli relationship. In my view, our expedition
becomes more and more professional and worthy to
the high standards marked by Kochavi. Our expedition
unifies researchers from many academic institutes, all
share the same goals and above all, forms a large group
of friends, that to me is no less than a second family.
It is sad that we lost Kochavi-sensei, but his heritage
will forever live with us and guide our way.
Yours forever, my brothers, Itzik.
（６月の追悼会に寄せたメッセージ）

モシェ・コハヴィ先生を偲んで
牧野 久実
コハヴィ先生が亡くなったことを知った夜、先生
が若い日をすごしたキブツ・イロンで数年前に購入
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いような、そんな不安を抱えていた。しかし、コハ

コハヴィ先生はラップらとともに、それらのいず

ヴィ先生の考え方は、聖書や人類史的視点を含みな

れでもない「IB」と呼ぶ立場をとった。これはユダ

がらもそれらを越えたものだった。青銅器時代中間

砂漠の遺跡の発掘によって出土した埋葬品としての

期の考え方はそれを示す１つのエピソードかもしれ

金属製品や支石墓などにもとづいた解釈で、この時

ない。

代の担い手が北方の印欧語族であるというものであ

古代パレスチナには初期青銅器時代と中期青銅器

る。聖書を重視しつつ、人類学的な視点も否定しな

時代の都市時代の狭間に初期青銅器時代第 IV 期
（EB

い。そのうえでもっとも重要であるのは「出土物に

IV）、中期青銅器時代第Ｉ期（MB I）
、中間期（IB

語らせるべし」という姿勢であるというコハヴィ教

＝ Intermediate Bronze Age）などと、いくつかの

授の考え方がよく表れていると思う。

呼び名で呼ばれる時代がある。紀元前 2300/2250

テルアヴィブ大学に留学していたころ、コハヴィ

年からの約 300 年間、パレスチナは牧畜民や小規

先生が担当する授業のフィールドトリップで、この

模な村が疎らに散在する地となる。長い古代パレス

中間期も含めた初期青銅器時代の遺跡を見学にでか

チナ史の中で、１つの時代が複数の名前で呼ばれる

けたことがある。コハヴィ先生が手掛けたハル・ヤ

などというのは他に例を見ない。そうした状況を作

ルハムの他、テル・アラッド、テル・エラニ、テル・

っているのは、前後のどちらの時代との連続性を主

エル・ヘシ、テル・ヤルムートなどを見学した。印

張するのかという研究者の立場の違いである。そし

象に残っているのは、「遺跡を見学するにはその発

てその違いは、聖書の記述から解釈するのか、それ

掘者から説明を受けるのが一番」と、それぞれの遺

との人類史的観点から解釈するのか、その違いでも

跡の発掘者を何人か呼んでいたことである。テル・

ある。前者はアブラハム一族がカナンの地へ移動し

アラッドの説明にはＲ・アミラン女史が駆けつけて

たことがこの時期におけるパレスチナの都市の衰退

いた。たった５〜６人の学生にこれほどの教授陣が

と遊牧化を示すと考え、従ってこの時代を後の時代

そろうとは、と、大変驚いた覚えがある。立場の違

と連続するもの、
すなわち「MB I」と呼ぶ。後者は、

いはどうであれ、あくまでも遺跡第一の現場主義、

環境の変化やそれに伴う生業の変化を示すものと考

そして出土物を公平に分析することをもっとも大事

え、したがってこの時代を前の時代から連続するも

に考えるコハヴィ先生であった。

の、すなわち「EB IV」と呼ぶ。この２つの立場は、

そんなコハヴィ先生のもと、最初の不安感はいつ

現在のイスラエルにおける考古学会の２つの主な立

のまにか忘れ、自由な発想で少しづつ研究をすすめ

場をそのまま示しているといえるかもしれない。す

ることができたような気がする。あの世で胸を張っ

なわち聖書学的観点を重視する立場と、聖書よりも

て再会できるよう、これからも先生の教えを忘れず

人類学的観点を重視する立場である。後者は 1960

に一歩づつ進んでいきたいと思う。

年代アメリカのニューアーケオロジーからの流れを

（鎌倉女子大学准教授）

汲む。
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「城門」地区（E3 区／杉本智俊）
E3 区はテル頂上の北東端に位置し、すでに発掘

規模の大きな発掘調査で各調査地区がその責任者の名前を

開始以前から地表面に露出する多数の大きな石が確

とって呼ばれることは珍しいことではありません。今回は

認されていました。地形的にも、テルに上る道はこ

各地区の担当責任者の方々に、実際の作業にあたっての苦

こにあった可能性が高いと思われました。そのため、

労や、この先の展望、目論見などを書いていただきました。

できるだけ広い面積を素早くあけ、城門の存在を確

イスラエル考古学研究会
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認することを目的とし、2007 年春、夏の２シーズ

がついていました。城門北側にも櫓が突き出してい

ンで 13 グリッドを調査しました。

たものと思われます。城門内側の通路では排水溝も
確認されました。

その結果、
調査区の中央部分（E3d-f/3-4 区）から、
城門の東半分と思われる遺構が確認されました。西

この城門は後期青銅期時代から鉄器時代Ⅰ期の

側部分は残存状況がよくありませんが、現在残って

始 め ま で 用 い ら れ て い た と 考 え ら れ ま す。 塔 や

いる瓦礫を丁寧に調査すれば、その残滓が確認でき

櫓内側の部屋からペリシテ土器や襟首つきピトス

るかもしれません。今夏の課題です。東側部分の南

（collared rim pithos）が出土しているからです。一

半分も十分に解明されていないので、これも今年調

方、その建設年代を決定することは容易ではありま

査をします。現在検出されている遺構から判断する

せん。この城門は地表近くで出土したため、遺構に

と、これは中期青銅期時代に典型的な直進式三入口

伴う土器が少なく、中期青銅器時代から鉄器時代ま

城門の形状をしていたものと思われます。さらに東

での土器が混じって出てくるからです。しかし、最

半分の東側には、内部を小石で埋められた四角い塔

も可能性が高いのは中期青銅器時代の建設でしょ
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してます。大量の土器や動物骨が出土するのですが、
なかなか遺構には出くわしませんでした。まるで大
きな宮殿の中庭を掘っているような気分でした。た
だの空き地だったのかもしれませんが。現在、表土
から約２メートルのところまで掘り進めており、後
期青銅器時代と思われる石列が出土しています。扉
の軸受けがあり、部屋であったことがわかります。
床面は一面に小石が敷き詰められてきれいに舗装さ
れていました。今年度は岩盤まで掘り下げる予定で
す。ひたすらツルハシで掘る大変なグリッドなので
す。
「北のテラス」地区
「城門」地区

（C2i7 区、C2i9 区、D2a7 区／山藤正敏）

う。城門の建築方法が中期青銅器時代に一般的なも

当地区は遺跡の丘状（テル）部の下、北側に張り

のであること、櫓内側の部屋からは焼土層を含むか

出したテラス上に位置しています。2007 年夏には

なり厚い土層の堆積が見られるので、この城門はか

他の地区から離れたこの場所で、計３グリッドを調

なり長期にわたって用いられていたと考えられるこ

査しました。テルの下段テラスに位置するため、崩

とがその理由です。また、この遺構に伴う土器の最

落した石に悩まされましたが、努力の甲斐あって、

古のものが中期青銅器時代のものであることも指標

一番深いところ

となります。

で２メートルほ

この城門周囲の土層からは、前期青銅器時代Ⅲ期

ど掘り下げるこ

（EB III）の大型土器が複数出土しています。おそら

とができました。

くこの城門の下には前期青銅器時代の遺構があった

そ の 結 果、 南

ものと考えられますが、これらの土器と関連づけら

北に並行して走

れる遺構は特定できていません。
城門東側と南側
（テ

る 2 本の石壁と、

ル頂上部）では、
鉄器時代Ⅰ期後半及びそれ以降（ロ

その間の空間を

ーマ時代？）のより貧弱な建築が認められました。

区切る間仕切り

これらも残存状態はよくなく、建築プランを確認す

壁を検出しまし

るに至っていませんが、
今夏の調査の進み具合では、

た。 こ の 遺 構 の

理解が進むかもしれません。

時 期 は、 出 土 土

E3 区は城門が検出されつつあるという意味では

器片から鉄器時

非常に興味深い成果があったと言えるでしょう。今

代初期と考えら

後はなんとかこの遺構の全容解明に向けて努力した

れ ま す。 ま た、

いと思います。

ナツメヤシと思
われるモティーフが刻まれた壺の把手と、儀礼に利

「南テラス」地区（D6e2 区／巽善信）

用されたと考えられる特殊器台（上の写真）がそれ

この地区は上段テラスの真ん中あたりにあり、テ

ぞれ別の場所で見つかりました。遺構に伴っていな

ルがどのように形成されたのかを探るのを主目的と

かったため、残念ながら、これらの遺物の意味は未

8
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だ定かではありません。
2008 年夏のシーズンは上記の遺構の構造を把握
し、上の重要な発見物の意味付けを行えるようにす

東側城壁地区（D6・j5、hi5-7 区／小野塚拓造）
この地区はテルの南東のへりに位置し、テルを巡

ること、そして、鉄器時代初期以前の居住痕跡を探

る防御施設の

ること、この２つを目的として、地道に調査を続行

解明を目的に

します。

設けられまし
た。 急 に 傾 斜

「アクロポリス」地区（長谷川修一）

する地形から

D4e9-e10 区 −南北に並ぶ２つのグリッドで、 「 崖 っ ぷ ち 地
テルの最上部、通称「アクロポリス」における居住

区」と呼ばれ

について調べるために 2006 年春の第１次調査から

たりもします。

掘り始められました。すでに深いところでは２メー

2 〜 3 次調査

トル以上の深さに達しています。この地区はテル・

で は、 主 に 鉄

レヘシュの中でローマ時代の遺物・遺構が最も多い

器時代I期か

ことが特徴です。発掘されたものの中には、ユダヤ

ら鉄器時代 II 期にかけての遺構が検出されました。

人が儀式に使っていたと言われる石製の計量カッ

鉄器時代 I 期の建造物は大部屋に小部屋が付属する

プもあり、およそ 2000 年の昔にここにユダヤ人コ

プランで、比較的良好な状態で残っています。また

ミュニティがあった可能性も指摘されています。今

床面には黒い灰を含む焼土層が積もっており、出土

はローマ時代の層の下の鉄器時代の層を掘っていま

した土器から、紀元前 11 世紀頃に破壊を受けたと

す。

考えられます。この建造物の下には、さらに古い時

D4a10 区− 2007 年夏の第 3 次調査から掘り

代（後期青銅器時代？）の興味深い遺構が埋まって

始めた通常の半分の大きさのグリッドです。アクロ

います。円形の石列や、
樋状玄武岩製品（上の写真）

ポリス部を囲んでいると思われる防御壁らしい遺構

が一部で確認されており、特殊な施設であった可能

の内側に設けられ、この壁の年代を探ることが目的

性が浮上しています。今夏の発掘調査ではこの遺構

です。１人か２人という少ない人数で掘っていたた

を全面的に発掘して、その性格の解明を目指します。

め、まだこの壁の年代を知ることはできませんが、
今シーズンはおそらくこの目的を達成することがで

テル・レヘシュ発掘 公式 HP

http://rekhesh.com/

きるでしょう。ローマ時代から鉄器時代の遺物が出
ています。

研究発表要旨（2007 年 12 月・第８回研究会）

低年代説から見た鉄器時代 II 期のエン・ゲヴ遺跡
長谷川
はじめに
1990 年から 2004 年まで８シーズンに亘って、

修一

南部（「下の町」）と、それよりも一段高い北部「ア
クロポリス」とで形成されている。

ガリラヤ湖東岸にあるエン・ゲヴ遺跡の発掘調査が

ベニヤミン・マザールらが 1961 年にすでにこの

行われた。遺跡はガリラヤ湖の間近にあり、遺跡丘

遺跡の試掘を行っている（Mazar, et al. 1964）
。時
9

間的・空間的に限定された発掘であったものの、マ

性同位体元素を用いて年代測定が行われた。その結

「下の町」
）で５層の鉄器時代
ザールらはＡ地区（

果は鉄器時代 II 期の諸層における低年代説の有効

の層、Ｂ−Ｃ地区（アクロポリス部）で４層の鉄

性を示している（Gilboa and Sharon 2001）。低年

器時代の層を確認した、と報告している。また、町

代説に従えば、エン・ゲヴ遺跡の鉄器時代の層は第

を囲む城壁が鉄器時代において、ソリッド壁（第 V

J-V 層が前９世紀半ばから前８世紀初め、第 J-IV 層

(1)

層＝第 IV* 層） からケースメート式壁（第 IV 層

が前８世紀初めから前 732 年までとなる。

＝第 III* 層）、そして凹凸式壁（第 III-II 層＝第 III*

本稿の目的は、エン・ゲヴの鉄器時代層において

層）に変化していることが報告された。さらに、ア

低年代を絶対年代として受け入れることにより、前

ラム語の碑文がＡ地区の第 III 層から出土している

９世紀から８世紀にかけてのエン・ゲヴとガリラヤ

（Mazar, et al. 1964, 27-29, ﬁg. 8:1, plate 13B）。こ

湖東岸における政治史への理解を深めようというも

の発掘の問題点のひとつは、発掘区が小さかったた

のである。この目的のため、まずマザールによる編

めに、アクロポリスと「下の町」との間の層位の相

年を概観し、次に日本隊による発掘の成果を紹介し、

関関係が部分的にしか確立されなかった点である。

両者を比較することによってそれぞれの層の間の相

日本隊の発掘はこの小規模な発掘結果を踏まえた

関関係、ならびに年代を決定する。最後に、妥当性

ものであった。発掘のひとつの課題はアクロポリス

を確かめるため、この相関関係と年代を同地域の他

の性格を明らかにすることであった。この発掘によ

の遺跡の層と比較する。

って、鉄器時代の層から要塞機能を持った大型の建
マザールの年代

築遺構と列柱式建物が見つかった。
日本隊によるアクロポリスの発掘では鉄器時代
II 期に２層が検出された。これを第 J-V 層、第 J-IV
(2)

前述したマザールらの発掘で得られた層位は以下
の表の通りである（表１）。

層と呼んでいる 。従来の年代に従えば、第 J-V 層

この年代の決定的な問題は、各層と歴史的に疑わ

は前 10 世紀、第 J-IV 層は前９−８世紀にそれぞれ

しい事件との関連づけである。この表の中に挙げら

年代づけられる。しかし、エン・ゲヴ遺跡の年代を

れている幾つかの事件は、1960 年代においては広

考えるにあたっては、イスラエル・フィンケルシュ

く歴史的事実として認められていたものの、根拠の

タインによって提唱されている低年代説を考慮に入

乏しさから、近年の歴史研究において史実ではない、

れる必要がある（Finkelstein 1995; 1996; 2005）。

もしくは史実性が疑わしいとされている。したがっ

最近、イスラエル鉄器時代遺跡から出土した放射

て、表１のマザールによる各層の年代は、近年の歴

表１
Ａ地区

Ｂ - Ｃ地区

V

IV*

時

マザールの年代

代（紀元前かつおよその年代）

990-945

ダビデ、ソロモンの治世の前半

IV

945-886

ソロモンの治世の半ばからベン・ハダド１世の遠征まで

III

886-838 ベン・ハダド１世と２世の治世（イスラエルではオムリ王朝）
からシャルマネセル３世のトランスヨルダン遠征まで

III*

838-790 ハザエルとベン・ハダド３世の治世からヨアシュのアラム遠
征まで

II
I

II*
I*

790-733/32 ヨアシュとヤロブアム２世の治世からティグラト・ピレ
セル３世のダマスコ遠征まで

防御システムの特徴

ソリッド壁
要塞とケースメート式城壁

要塞と「凹凸式」城壁

城壁なし

(1) アステリスク（*）のないものは A 地区の層、アステリスクのつくものは B-C 地区の層をそれぞれ示す。
(2) 第 J-V 層は、下層の列柱式建物の改築に反映される J-Va 層と J-Vb 層という二つの亜層に分けられる可能性もある。
置田（2001）
、杉本（2005）参照。
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表２

層の相関関係と年代

マザールによる発掘
年代

日本隊による発掘

〈ステージ〉

年代 ( 紀元前 )

-

1

10 - ９世紀初め

J-Vb

ケースメート式城壁
下層列柱式建物
造成土

2

9 世紀初め 838/837

J-Va

ケースメート式城壁
＋内部に破壊物の投入

3

838/837-796

J-IV

上層列柱式建物

4

796-732

-

-

5

732-630 頃

Ａ地区

城壁

Ｂ - Ｃ地区

城壁

層 位

アクロポリス

990-950

V

ソリッド

-

-

-

950-886

IV

ケースメ
ート式 (?)
(IV)

（紀元前）

III
886-790
II
780-723

I

(IV*)

凹凸 (III-II)
斜堤

III*

-

II*-I*

ケースメート
＋造成土 (III*)

破壊

̲ ̲ ̲ ̲

破壊？

史研究の発展を鑑みて再確認されねばならない。

.............. 亜層間の境界

位置に、おびただしい数の土器片等がケースメート
室内に投げ込まれ、堆積を成しているのが確認され

日本隊の発掘

た（ローカス 114）。この堆積からは、鉄器時代 II

日本隊による鉄器時代 II 期の
「アクロポリス地区」

期全体に亘る土器の種類・器形が出土したが、その

発掘からは、住宅などは見つからず、公共性が高い

主たるものは、低年代説に照らせば前９世紀の土器

と見られる建物のみが見つかった。列柱式建物とそ

であった。このことは城壁のケースメート室が紀元

れに付属する「タワー部」と見られる建物からはご

前８世紀の初めに埋められたことを示唆している。

く少数の土器片しか出土していないのに対し、ケー

ケースメート式城壁を補強するために土器片等が投

「ケース
スメート式城壁が形成する小室群（以下、

げ込まれたことが推測される。下の町の残骸も集め

）内部の堆積上層からは非常に多くの土
メート室」

られて投げ込まれたのであろう。

器が見つかっている。土器形式の分析の結果、それ
ぞれの建物は次のような層序となっている。

第 J-IV 層
ケースメート式城壁は引き続き使用されていた。

第 J-V 層

ローカス 114 の上面は一時期ケースメート室の床

下層の列柱式建物とケースメート式城壁、そして

面として利用されていたかもしれない。２棟のやや

「タワー部」が建設された。列柱式建物は北から南

小ぶりの列柱式建物が新たに、下層の中央・南部２

に三列に並んでいる。ケースメート室はある程度の

棟の列柱式建物が建っていた場所に建てられた。こ

高さまで造成土で埋められていた。これはケースメ

の上層列柱式建物の床上から出土する土器の組成は

ート式城壁内側の、厚い造成土の基壇部を支えるた

メギド第 IV 層に対応し、前８世紀に年代づけられ

(3)

めであったと考えられる 。この基壇部の上に列柱

る。

式建物が立つ。最南の列柱式建物の床上で見つかっ
た焼土を除き、明らかな破壊の跡は見つかっていな
いと考えられる。下層の列柱式建物出土の土器組成
は大体ハツォル第 X − VIII 層、メギド第 VA − IVB
層と似ている。城壁では、前述の造成土よりも高い

マザールの発掘による層との相関関係
土器の分析に基づくと、エン・ゲヴ遺跡の層位は
以下の表のようになる（表２）。
２つの発掘の結果から鉄器時代 II 期のエン・ゲ

(3) このようなケースメート城壁の小室群内の造成土はマザールの発掘でも検出されている。B-C 地区の第 IV* 層は造成
土のみを指している（Mazar, et al. 1964,18）
。
(4) マザールの下の町の発掘では、この二重の壁を部屋に仕切る間仕切壁は見つかっていない（Mazar, et al. 1964, 9）。
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ヴ遺跡には５つの連続するステージが認められるこ
とがわかる。

（Ａ地区第 I 層、Ｂ−Ｃ地区第 II*
〈ステージ５〉
− I* 層）――町は破壊された。しかし、この時に

〈ステージ１〉（Ａ地区第 V 層）――日本隊の発

町が焼かれたのかどうかははっきりしない (7)。その

掘ではマザールらによるＡ地区の発掘で見つかった

後の層では町はもはや城壁で囲まれておらず、「要

最古の層に対応する層は見つからなかった。アクロ

塞化した倉庫」が下の町に建てられた。Ｂ−Ｃ地区

ポリスでは第 J-V 層の造成土によってその下にあっ

第 II* − I* 層で見つかっているように、アクロポリ

た遺構が覆われてしまったか、この時代アクロポリ

スにも何らかの建物が存在していたようである。

スには人が住んでいなかったかのどちらの可能性が
各層の年代

想定される。
〈ステージ２〉
（Ａ地区代 IV 層、Ｂ−Ｃ地区第（IV*）

鉄器時代の考古学層は特定の歴史的事件と関連を

−第 III 層、アクロポリス第 J-V 層）――よく計画

持たせない限り漠然としたままで我々の前に存在す

された都市が建てられた。アクロポリスはケースメ

るだけである。それゆえ、ある層の開始・終了年代

ート式城壁によって囲まれ、その北部には「タワー

を決めるに際しては、歴史史料の積極的な利用が不

部」が設けられた。
「下の町」は二重の壁によって

可欠である。ただし、聖書の歴史研究の発展と考古

(4)

囲まれていたようである 。アクロポリスには三連

データの蓄積によって、聖書に記述されている歴史

の三部屋構造の列柱式建物が建てられた。ケースメ

的事件の史実性に疑問が投げかけられている。した

(5)

ート室は造成土によって下部が埋められ 、城壁全

がって、考古層と歴史的事件を相関させるにあたっ

体がアクロポリス基壇部を支える働きをするように

ては、考古学者も歴史学者も最新の考古データと歴

なっていた。

史研究の成果に基づいてそれを行わねばならない。

〈ステージ３〉（Ａ地区第 III 層、Ｂ−Ｃ地区第 III*

例えば、マザールはエン・ゲヴ遺跡における最古の

層、アクロポリス第 J-V 層）――町の防御システム

層（
〈ステージ１〉）を 1960 年代に一般的だった見

が変化した。下の町においては、
二重の壁に替わり、

解に基づいてダビデとソロモンの時代に年代づけて

凹凸式の壁が作られた。この時代の下の町からは遺

いる。しかし、近年の歴史学的・考古学的研究によ

物が豊富に出土している。アクロポリスでは、ケー

れば、統一王国に関する聖書の記述はダビデ・ソロ

(6)

スメート室内部が破壊物の堆積で満たされた 。
〈ステージ４〉
（Ａ地区第 II 層、
Ｂ−Ｃ地区第 III* 層、

モン時代の歴史的現実を反映していない。ダビデ・
ソロモン時代の歴史については研究者の間で未だ意

アクロポリス第 J-IV 層）―「下の町」は火で焼

見の一致を見ない。したがって、統一王国について

かれた後、その直前の層とよく似た平面図に則って

の聖書の記述を史料として用いる場合には慎重にな

再建された。Ｂ−Ｃ地区ではこの破壊の跡は見つか

らざるを得ない。前 10 世紀にイスラエルがガリラ

っていない。日本隊の発掘で下層列柱式建物の床上

ヤ湖東岸において政治的影響を及ぼしていたことを

で検出された焼土がこの破壊を反映しているのかも

裏付ける史料は、聖書以外に存在しない。この地域

しれない。上層の二連の列柱式建物が下層の列柱式

はエン・ゲヴ、テル・ハダル、テル・ベトサイダの

建物に取って代わった。

アラム語碑文に見られるように、鉄器時代 II 期に

(5) マザールはこの造成土を第 IV* 層と考えた。
(6) 城壁に見られるこの変化は防御を強めるためであったと思われる。町攻略における攻城戦術に変化が起こったことを
反映しているのかもしれない。防御システムに見られるこの変化は、この地域の鉄器時代遺跡によく見られる現象で、
例えば、メギド第 IVA 層、ハツォル第 VIII 層で見ることができる。
(7) マザールは「
（A 地区）第 II 層の町も火で破壊されたが、今回の破壊は完全な破壊であった」と述べている（Mazar
1976, 384）
。しかし、彼は 1964 年に発表した発掘報告においてはこの層が火で破壊されたことについて何の言及も
していない。
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はアラム人と密接な関係を持っていた（Finkelstein

代もおそらくアラム人に属していて、南方で力を伸

1999, 60）
。それゆえ、
〈ステージ１〉の時代のエン・

長させつつあったオムリ王朝に対抗するために、
〈ス

ゲヴ遺跡はゲシュルのアラム人に属していたと考え

テージ２〉において大規模な改修を施されたものと

られる。

考えられる。

〈ステージ２〉では計画的な建設活動が行われた。

〈ステージ３〉の町、特に「下の町」においては

ケースメート式城壁や下層の列柱式建物を含むアク

町のプランに大きな変更が加えられている。最も顕

ロポリスの建設はこの時のものである。フィンケル

著な変化は防御システムである。二重壁が凹凸式壁

シュタインは北王国の領域の他の遺跡でも見つかっ

になり、ケースメート室は埋められた。この要塞シ

ているこのケースメート式要塞をオムリ王朝によ

ステムの変化はハツォル第 VIII − VII 層などでも見

る建設活動と結びつけて考えている（Finkeslstein

られる。ハツォルのこれらの層はハザエルによって

2001, 124）
。土器編年からもこれらの建設活動が

再建された町である（前 830 年ごろ）(8)。それゆえ、

オムリ王朝時代になされたことは裏付けられてい

エン・ゲヴにおけるこの改修もゲシュル王国を併合

る。しかし、鉄器時代のある遺跡の政治的帰属を、

したハザエルによるものと見てよいだろう。

そこで見られる建築様式の類似のみに基づいて決定

〈ステージ３〉の町に残る部分的な破壊の痕跡は、

することはできない。
エン・ゲヴ遺跡の
〈ステージ２〉

町が外敵、おそらくアラム人の敵対者、によって攻

と〈ステージ３〉の間に破壊の跡が認められないこ

撃を受けたことを示しているだろう。列王記下 13

とは、この町が攻撃による損害を免れたことを示し

章 25 節は、イスラエル王ヨアシュの時代に、イス

ている。
実際、
ケースメート式城壁は破壊されず、
〈ス

ラエルが復興し、アラム人に勝利したことを記して

テージ３〉でも引き続き利用されている。たとえ

いる (9)。このことは、アッシリアの碑文から知られ

〈ステージ２〉の破壊の痕跡が見つからなかったの

る当時のシリア・パレスチナの政治的状況とも合致

は発掘地区が限定的だったことに起因しているとし

するし、また、前８世紀前半のイスラエルの物質的

ても、文献史料はオムリ王朝とアラム人との敵対関

繁栄は考古学的にもよく知られている。したがって、

係を示していない。むしろ、アッシリアの碑文はイ

かつてハザエルがイスラエルに対して破壊的な遠征

スラエルのアハブとダマスコのアダド・イドゥリが

をしたのと同様、ヨアシュがダマスコに対する攻撃

前 853 年のカルカルの戦いにおいて同盟していた

の途中にエン・ゲヴを攻撃したことは十分に考えら

ことを記録している。したがって、もし〈ステージ

れる。

１〉がゲシュルのアラム人の町だったとすると、
〈ス

〈ステージ３〉の町を破壊した別の候補は前 796

テージ２〉においてエン・ゲヴ遺跡の要塞都市建設

年にダマスコを屈服させたアッシリアのアダド・ニ

をオムリ王朝と結びつけるためには、さらなる史料

ラリ３世である (10)。ダマスコを攻囲している間、

による裏づけが必要であろう。エン・ゲヴはこの時

彼はシャルマネセル３世が前 838-837 年の遠征時

(8) Finkelstein 1999, 61.
(9) イスラエル王ヨアシュがアラム・ダマスコから奪われた町々を取り戻したと信じる研究者も多いが、その根拠のひと
つとなっている列王記上 20 章 26-34 節の物語の史実性は非常に低い（Sroka 2006）。この聖書物語の核をなしてい
るのは、イスラエルがアラムに勝った、という歴史的記憶に過ぎなかったであろう。この話は、公的な記録や年代記、
また他のいかなる種類の王碑文などに由来する物語ではない。むしろ、伝説によく見られる特徴を有している。した
がって、この物語にしたがって歴史を再構成することは困難である。仮にこの物語が歴史的事件に依拠したものであっ
たと仮定しても、この物語に登場するアフェクとエン・ゲヴ遺跡を同定するいかなる根拠も物語中には存在しない
。
（Hasegawa forthcoming）
(10)〈ステージ３〉の町に破壊をもたらした可能性のあるもうひとつの歴史的事件は、ヤロブアム２世時代のイスラエル
の拡大である。列王記下 14 章 25 節に簡潔に述べられているこの拡大は、アモス書によっても裏付けられている。北
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表３ ハツォル、ベトサイダ、エン・ゲヴ各層の相関関係
エン・ゲヴ
ハツォル

ベトサイダ

マザール
Ａ地区

Ｂ - Ｃ地区
-

XII-XI

-

V

X-IX

6b

IV

VIII-VII

6a

III

VI

5b

V

5a

(IV*)
III*

年代（紀元前）

日本隊
-

10 - ９世紀初め

J-Vb

９世紀初め - 838-837 年あるいは 830 年ごろ

J-Va

838-837 年あるいは 830 年ごろ - 796 年
796 年 - 750 年ごろ

J-IV

II

破壊

̲ ̲ ̲ ̲ ̲ 破壊？

750 年ごろ - s732 年

............... 亜層の境界

にしたときと同じように、ダマスコ周辺のアラム

で使われたのかもしれない。〈ステージ５〉の終わ

人の小要塞都市を攻撃することは可能だった。ガリ

りの年代ははっきりしない。アッシリア帝国がアッ

ラヤ湖東岸地域の征服は現存するアダド・ニラリ

シュール・バニパルの死後に突如として衰退したこ

の碑文の中には言及されていない。これはおそら

ろ前７世紀の終わりごろには、エン・ゲヴには人が

く現存するアダド・ニラリの碑文がすべて王の傑出

住んでいなかったであろう。

した偉業のみを要約して記録する碑文（summary
inscription）であったからだと思われる。ガリラヤ

周辺遺跡との比較

湖東岸の小都市の征服は、ダマスコ攻略という、前

前述したエン・ゲヴ遺跡各層の年代の妥当性を検

代未聞の偉業の前と比較した時には小さな出来事と

証するためには、ガリラヤ湖東岸を中心とした近隣

みなされ、省略されてしまったのかもしれない。こ

地域の他の遺跡の層と比べることが必要である。比

の攻撃のすぐ後でハザエルの息子バル・ハダドがエ

較が可能、かつ最も妥当なのがテル・ベトサイダと

ン・ゲヴを修理した（〈ステージ４〉）
。
〈ステージ３〉

テル・ハツォルである。ベトサイダはガリラヤ湖の

から〈ステージ４〉にかけて物質文化が継続してい

北方に位置し、発掘によって鉄器時代 II 期に強固

ることは、アラム人が〈ステージ４〉でも引き続い

な要塞と公共建築を持った都市であったことがわか

てエン・ゲヴに住んでいたことを示している。

った（Arav 1995; 1999; 2004）
。ガリラヤ湖の北

〈ステージ 4〉は前 733-732 年のティグラト・ピ

約 15 キロメートルに位置するハツォルは、この地

レセル３世の攻撃によって終わりを迎えた。この攻

方最大の遺跡で、鉄器時代 II 期を通して人が住ん

撃の後、城壁は再建されなかった。
〈ステージ５〉

でいた (11)。ベトサイダの発掘者ラミ・アラヴは同

で建設された「要塞化した倉庫」（マザールの「下

遺跡の鉄器時代 II 期の層を第４−６層の３つに分

の町」の発掘で見つかった）はアッシリアの行政下

けている（Arav 2004, 14）
。彼はさらに、第６層と

王国の諸遺跡の発掘で見つかった繁栄の様子は当時イスラエルが力を持っていたことを示している。ヤロブアムの拡大
は彼がアッシリア帝国の司令官シャムシ・イルの同盟者であったと仮定すると説明できる。シャムシ・イルはアッシリ
ア西方において幾つかの遠征を指揮していた。もしこの仮定が的をえているなら、エン・ゲヴ遺跡〈ステージ３〉の破
壊は、アッシリア軍がダマスコを攻撃した前 773 年ということになる。しかし、ヤロブアム２世は〈ステージ３〉を
壊した後に町を再建しなかったようである。
〈ステージ４〉で見られる物質文化は〈ステージ３〉の物質文化から連続
しているからである。
〈ステージ３〉の破壊後ほどなくして町を再建したのは、そこに戻ってきたアラム人であったの
だろう。
(11) ガリラヤ湖東岸を中心とした近隣地域ではテル・ハダル、テル・キンロト、テル・ソレグといった鉄器時代の遺跡も
発掘されている。テル・ハダルからは前８世紀との層は検出されていない。テル・キンロトでは対応する第 III 層から
見張り塔以外は発見されていないため比較するには材料不足である。テル・ソレグは前９−８世紀に属するケースメー
ト式城壁が発見されているが、発掘報告書の出版を待たねば比較を行うことはできない。
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第５層をそれぞれ６a 層、６b 層（Arav 2004, 7）
、

リアは一時シリア・パレスチナから撤退している。

５a 層、５b 層の亜層に分けている。第６a 層と第

この撤退によって権力の空白が生じ、ハザエルはこ

６b 層の間には破壊層が存在する。一方、フィンケ

の地方を再び要塞化することができた。前８世紀初

ルシュタインは低年代説を使ってハツォルの層の

め、ハツォルに２度目の破壊をもたらしたのはおそ

。
年代をもう一度見直している（Finkelstein 1999）

らくヨアシュかヤロブアム２世であっただろう。一

低年代説の年代に従って作成したのが、以下のハツ

方、ベトサイダとエン・ゲヴはおそらく、ヨアシュ

ォル、ベトサイダ、エン・ゲヴの各層の対観表であ

かアダド・ニラリ３世によって破壊されたと思われ

る（表３）。

る (12)。

破壊層が年代的に一致を見るならば、同地域にお
いて同時に、おそらくは同じ外敵によって破壊がも

結

論

たらされたと考えてよいだろう。しかし、この対

低年代説からエン・ゲヴ遺跡とその周辺地域の歴

観表が正しいとすれば、３つの遺跡は同時に破壊さ

史を考慮すると以下のことがわかる。ガリラヤ湖東

れてはいないようである。破壊層はハツォルにおい

岸は、マザールの見解とは異なり、一度もイスラエ

ては第 X − IX 層と第 VIII − VII 層の間、そして第

ルの領域に組み込まれたことはなかった。この地域

VIII − VII 層と第 VI 層の間に、ベトサイダでは第

はおそらくハザエルの先王であるアダド・イドゥリ

６b 層と第６a 層の間、そして第６a 層と第５b 層

の時代から前 732 年にアッシリアによって征服さ

の間に、エン・ゲヴではマザールＡ地区の第 III 層

れるまでアラム・ダマスコの支配下にあった。この

と第 II 層の間（そしておそらく日本隊の第 V 層と

時代、アッシリアは前 838/837 年、796 年の二度、

第 IV 層の間）に存在する。ハツォルとベトサイダ

この地方を攻撃した。

における破壊層は２度ともほぼ同じ年代と考えられ
るのに対し、エン・ゲヴの破壊層は１度しかない。
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論

（2）遺跡という具体的な単位の空間で、何が人口

考

を集積するための核だったのかということを考える

都市とは何か（２）

ことは重要である。

巽 善信

（3）人口集積がほかよりも大きいことで、新たな
機能が生まれ都市的なものを作ってゆく。

都 市 に 関 す る 座 談 会（ 田 中・ 金 関 編 1998 年
6-62 頁）で、小野正敏は興味深い発言をしている。
それを箇条書きにして、まとめると次のようなこと
になる。

（4）都市が独立して動く機能を持つようになる
と、元の求心力がなくなっても都市機能が残る。
歴史は短い時間で見れば偶然の積み重ねにすぎな
いが、長い時間で見れば意志のある存在として現れ

（1）城壁のような可視的な施設だけを意識するの

る。同じようなことが都市にも言えるのではないか、

ではなく、不可視的なものも考える必要がある。た

筆者はそう思って書き進めている。小野の考えを筆

とえばツジギリ（勧請縄）がある。これは村境の道

者なりに解釈し直すと、次のようになる。人口を

路の上に縄を張り札を掲げて、
結界するものである。

集積するための核はいろいろあるが、原初期では特

16
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に宗教的な核が人工的自然を生み出す原動力となっ

らに高度な人工的自然へと変え続けるであろう。

た。そしてある程度の人口が集積されれば、都市は

金関恕は、メソポタミアの考古学では、都市の成

あたかも意志を持った存在のように動きだし、新た

立をウバイド 3 期（前 5000 年紀後半）に求める

な機能を生み出して行く。元の求心力、人口を集積

のが一般的として、ウバイドでの都市成立までを次

する核がなくなったとしても、都市機能が残り、そ

のように述べている。「新石器時代の農業集落は、

の動きを止めることはない。都市は宗教から商業、

川辺に沿ってほぼ 4 キロメートルおきに営まれて

あるいは政治と新たな核を呼び込み、その求心力を

いた。やがてこうした集落の中の一つの規模が大き

保持して行くこともあった。自然を区切るものは、

くなり、その中心に立派な神殿が建てられる。最初

何も周壁でなくても良い。堀かもしれないし、ツジ

から村ごとにあった小神殿の祭祀も継続したであろ

ギリのようなものであったかもしれない。区切るこ

うが、大神殿を持つ村に人々が集まり、一つの宗教

とで自然と異なる、人工的自然を生み出した。つま

的まとまりが形成された。エリドゥでは 1 期に神

り、人工的自然を生み出し、発展させて行くことが

殿と見られる建物が建てられ、以後、同じ場所に定

自己目的となり、都市は独立した存在として、私た

期的なものが立て替えられていく。神殿を美しくす

ちに対して現れてくるのである。これでは倒錯して

るために、必要に応じて石や木材も集積され、水路

いるではないかと言われるかもしれないが、宗教や

によって各地から集められた。大神殿建造のために

法、国家がそうであるように、人間が生み出すもの

は、専門の建築家、開発工事担当者、資材を集める

は倒錯してしまうものだと答えるしかない。

商人や、運搬担当者など職業的な分業が成り立って

都市とは人間が人工的自然を生み出してゆく過程

いく……」（金関 2003、91 頁）。原初的な小祠堂

の表現でしかなく、その長い歴史的運動の概念であ

から大規模な神殿を中心とした都市へと発展する様

る。都市は生まれた時から変化し続けているし、今

子がイメージとして捉えられている。筆者はただ、

も変化している。その長い運動過程を現在という一

小さな空間であった人工的自然が広がって行く様子

時期で切れば、その断面に出てくるのは現在の都市

と言い換えるだけで良い。

であって、古代の都市でもなければ、都市そのもの

エジプト南部のアブ・シンベルから約 100 キロ

でもない。本来は古代という一時期で切り取り、そ

西のサハラ砂漠に、ナブタ・プラヤという遺跡があ

の断面を見ないと古代都市の定義は不可能である。

る。前 4500-4000 年頃の遺跡で、当時は湖岸だっ

しかし、その古代が分からないのだから仕方ない。

たところに位置している。高さ 1.75 メートルの立

近現代の分かる範囲での運動過程を見て、そこから

石がいくつも立てられている。中央部に 3 本ずつ

判断するしかない。そしていかに近現代の呪縛から

東西に 2 列に並んでいる。それを囲むように環状

逃れるかは、まさに想像力にかかっている。

に石が立てられている。つまり区切って、結界して

自然の中に異質なもう 1 つの自然、つまり人工的

いるのである。水と太陽、生と死の原理を持つ聖域、

自然を創出するのに、初めから大きな空間を想定す

「原神殿」であろうとされている。ここでは立石で

る必要はない。むしろ小さな異質な空間として始ま

環状に囲まれたわずかな空間が人工的自然と解釈さ

ったに違いない。
筆者は小さな聖域を想定している。

れる。小さな空間ではあるが、そこには世界の原理

そしてまるでビッグバンのように、その空間は広が

が詰め込められている。エジプト南部にヒエラコン

ってゆき、聖域、神殿から行政機関や住居を含む都

ポリスという前 3500 年頃の遺跡がある。ヒエラコ

市へと発展したと考えているのである。この都市の

ンポリスは長方形の周壁で囲まれており、その中に

膨張は現在においても止まず、継続していると言え

は神殿複合体がある。この神殿複合体は中庭から放

る。自然という自然をすべて人工的自然に置き換え

射状に配置されているのだが、その中庭は表面に泥

てしまうだろうし、置き換えられた人工的自然をさ

を被せた葦の柵でさらに囲まれている。その囲柵は
17

丸みのある方形で、楕円形に近い。囲柵の内部には

ナブタ・プラヤ遺跡では人工的自然である小さな

砂の墳丘があった。中庭の端には高い竿が立てられ

聖域が環状に囲まれているにすぎなかったが、ヒエ

ていた。先端にはハヤブサの姿をしたヒエラコンポ

ラコンポリスでは聖なる墳丘を囲む葦の楕円形の囲

リスの神像が付けられていたと思われる。中庭の北

柵があり、その周りにある祭祀に関連する神殿複合

には門があり、南に祠があった。この中庭や神殿複

体を全体に囲む長方形の周壁がある。さらにはその

合体を囲んでいた周壁のさらに外側には、整然と区

外部にある街区を囲むいびつな方形の外壁がある。

画され街区が広がる。初期王朝時代の王宮や工房な

円形と方形に普遍的な意味を有するかどうかは不明

どがある。そしてこの街区を囲む、ややいびつな方

であるが、重要な点は聖域である祠と墳丘を至聖所

形をなした外壁がある。つまり三重の囲いがあり、

として葦の柵で囲んでいる区域を第 1 次的な人工

その形は楕円・長方形・いびつな方形と異なる。

的自然とすると、神殿複合体のある領域自体もすで

武末純一は弥生の環溝（濠）集落を次のように説

に自然と乖離した人工的自然であり、第 2 次的な

明している。初期の環溝集落はヨソモノと区別し、

人工的自然と見なせるという点である。さらにこの

ムラの財産も全員で管理する全員のための円形環溝

外側には第 3 次的な人工自然ができあがることに

であったとする武末は、
「
（弥生）中期後半（Ⅲ期後

なる。これは第 4 次、5 次と連関して行く可能性を

半〜Ⅳ期前半）になると環溝集落に大きな変化が起

開くことになる。この多次性こそが都市の特性と言

こる。直線的で地形に左右されない方形環溝の出現

える。この多次性は都市の複雑な構造を生み出して

である。円形環溝はヨソモノと自分達とを分けへだ

行くと思われる。

（天理参考館）

てたが、今度はその自分達の中にも分けへだての溝
が走り、日常の生活空間でも、方形環溝に入って指

参考文献

示命令する首長層と、中に入れない一般の人々との

金関 恕 2003 年「序章 西アジアにおける王権の萌

分裂がきわめて明確になった」と言う（田中・金関

芽」『古代王権の誕生Ⅲ

編 1998、
96 頁）
。
「平等の円形、
支配の方形」
として、

北アジア編』角川書店

方形環溝の出現は、弥生的な理念の本格的な実現で
あったと指摘する。ここで筆者が興味を持っている

中央アジア・西アジア・

田中 琢・金関 恕編 1998 年『都市と工業と流通』
小学館

のは、囲いの形が持つ意味の多様性である。

□ 第９回イスラエル考古学研究会・報告 □
〜Ｍ・コハヴィ教授追悼記念〜

巽善信
「テル・レヘシュ南下段テラスの鉄器時代遺構
に関する一考察」

2008 年 6 月 28 日（土）

◇事務局から◇

於 : 鎌倉女子女子大学 大船キャンパス（視聴

会費に関する細則の改定

覚ホール）

6 月 28 日（土）、鎌倉女子大学で開催されました

牧野久実
「モシェ・コハヴィ先生を偲んで」
発

費に関する細則」を次のように改定することが決ま

表

りましたので、お知らせいたします。なお、適用は

長谷川修一／小野塚拓造
「ゴラン高原西縁の諸遺跡− 2008 年春に訪
れた鉄器時代遺跡を中心に−」
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2009 年 4 月 1 日からです。
現 行

一、会費は当面の間、年 2000 円とする。学生の
会員は年 1000 円とする。

編集後記
○コハヴィ先生は周りの人たちから「クフヴィ」と

改 定

呼ばれていた。同僚の教授や調査スタッフはもとよ

一、会費は当面の間、年 1000 円とする。但、メ

りゼミの学部生からも。イスラエルでは大学教授に

ールアドレス（携帯電話のものは不可）を事務
局に登録した学生会員は無料とする。

ファースト・ネーム

下の名前で呼びかけるのは普通のことだ。「○○先
生」などと呼ぶのはかなり格式張った機会に限られ
る。そんななかでコハヴィ先生はモシェではなく「ク

2007 年度会計報告

フヴィ」だった。

（2007 年 4 月 1 日〜 2008 年 3 月 31 日）
1. 収
［収

支

な呼び方になった一因かもしれないが、夫人のノラ

入］

さんが「名字をニックネームにして呼ばれている大

会員会費
利

57,000

学教授なんて他にはいないんじゃないかしら」と楽

194

しげにおっしゃっていたのを思い出す。とかく自己

¥57,194

主張の強いイスラエルの考古学者たちも先生に「ク

子
小

［支

○モシェが非常にポピュラーな名であることも独特

計

出］

フヴィ」と呼びかけるときには、他にはない親しみ

通信費

31,000

と安心感のようなものを込めていたように感じられ

消耗品費

3,641

た。いつでも飄然と振る舞っておられた先生の独特

研究会開催費

1,528

な存在感をこの愛称はいっそう際立ったものにして

小

計

¥36,169

いたのではないだろうか。

2. 決

算

収

入

57,194

フヴィ」と呼びかけることができず、いつも「プロ

支

出

36,169

フェッサー」と呼んでいた。先生の方もある手紙の

138,367

中で僕のことを「我々の共通の友人である云々」と

残高（来年度に繰越） ¥159,392

やや仰々しくお書きになったという。名前に関する

○もっとも僕はイスラエル滞在が長くなっても「ク

昨年度からの繰越

先生との極めて個人的な思い出である。

●●●
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○またしても発行が遅れてしまいました。イスラエ
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があったというニュースも入っています。イスラエ
ルかと間違えるようなこの夏の日本の暑さですが、
大きな成果を待ちましょう。

（Mi.）
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