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1．はじめに
2014 年度（第二期第 2 次）テル・レヘシュ発掘調査は当初、7 月 31 日（木）から 8
月 23 日（土）までの日程で実施される予定であった。ところが、パレスティナ自治区
西岸で発生したイスラエル人少年暗殺事件に端を発するイスラエルとハマスの軍事衝
突の激化などの理由で、利用する予定だった大韓航空のテル・アヴィヴ行の便がキャン
セルされ、ボランティア（学生 17 名、社会人 4 名）参加での調査を断念。調査団スタ
ッフのみによる 8 月 6 日（水）から 8 月 23 日（土）までの短期発掘調査へと変更され
た。
今回の調査の主たる目的は、アクロポリス南部分（エリア F）で検出されている大型
建造物の年代、規模、機能について、さらに詳しく検討するための資料を得ることであ
った。そのために設定された発掘区は次の二つである。
1）D4f9-f10 地区（大型
建造物の南中央部
分）。2006 年春の第一
期第 1 次調査におい
て、D4e10 地区の東
側セクションで検出
されていると見られ
る大型建造物の床面
を確認することを目
指した。
2）E4b9-b10 地区（大型
建造物の南東部分）。
南北に走る大型建造
物の東側外壁の構造
を解明することを目
指した。
以下に両地区の発掘調
査の成果をお伝えする。

図１

テル・レヘシュ 調査地区
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2．D4f9-f10 地区
南の D4f10 地区では、当初の想定

N

より 40cm 以上も上のレベルで漆喰
の床面が出土。その後、2 段目、3
段目が現れ、この遺構は少なくとも
3 段からなる階段状の構造物である
ことが分かった
（Locus 2005、図 3）
。
その一番下の面は、2006 年春の第一
期第 1 次調査において、西に隣接す
る D4e10 地区の東側セクションで
検出されていた床面（F134）に相当
することが確認された。また、漆喰
は北側の石壁 W104 の側面にも連続
して貼られていることが明らかと

図 2 D4b9-10 地区

なった。
階段状の構造物の年代を精査するため、漆喰下の一部を発掘したところ、鉄器時代の
土器のみが検出された。
この階段状の構造物の年代や機能については、いくつかの可能性が考えられる。W104
が鉄器時代後期のものであると見られることから、構造物もまた鉄器時代後期に建造さ

図 3 D4f10 地区の階段状構造物
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れ、大型建造物の内部に入るための儀礼的な階段、ないしは方角を鑑みて、タボル山を
望むテラスとする見解。その一方で、床面直上で出土した土器の多くがローマ時代のも
のであることから、この構造物はローマ時代に鉄器時代の石壁である W104 を再利用し
て作られたと見ることもできる。その特徴的な形状から、ミクヴェである可能性も排除
できない。もしもこれがミクヴェであるとすれば、付近にシナゴーグの発見が期待され
る。

キーワード

ミクヴェ

ヘブライ語で「（水の）集まり」を意味する。ユダヤ
教において、人間または器物を清める祭儀的沐浴のた
めに設けられた儀礼用の水槽のこと。内部には漆喰が
施され、一辺に階段を備えていることが多いのが特徴
的。ガムラやヘロディオンなど、シナゴーグの入り口
脇に設置された例も少なくない。
エルサレム出土のミクヴェ

北の D4f9 地区では、南の D4f10 地区で階段状の遺構の最上面が検出されたことを
受けて、同じレベルまで全体を掘り下げた。その結果、固くしまった床面を掘り当てた
（Locus 2007）。床面上から出土する遺物の年代はさまざまであったが、中心となるの
はローマ時代のものであった。
床面直上からは直径約 80cm のタブーンが検出された（Locus 2004、図 4）
。但し、出
土したのは西側半分で、東側半分はセクション内。円形に並ぶ石に沿って、熱を受けた
土が貼りつけられている。上部は、落石によって破壊されていた。タブーン内部を掘り
下げたところ、鉄器時代
の土器小片が出土した。
しかし、炭化物やすすな
どは見られなかった。
さらに、大型建造物の
床面を確認するという当
初の目的に沿うため、ト
レンチを東西に半裁し、
西半分を掘り下げた。は
じめは礫や大きな石が特
に南に集中してみられた。
しかし、石は徐々に少な
くなっていき、その下に

図 4 D4b9 地区のタブーン（中央やや左）
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白い石灰の面が現れる。これは 2006 年の D4e9 の調査時に検出された石灰質の面に相
当すると考えられる。西のサブトレンチから出土した土器小片はほとんどが鉄器時代の
ものである。本地区の今回の調査は、時間の都合から、石灰面直上で終了している。

キーワード

タブーン

上部が開いた円錐状形のオーブン。底部には円形に石
が並べられ、それらを土台として、粘土で壁がつくら
れる。上に行くにつれて、徐々に径が狭められた形を
している。

N

図 5 大型建造物の南東部分
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3．E4b9-b10 地区
南北に走る二つの石壁 W979
と W982 は、大型建造物の東側
周壁を構成しているとみられ
るが、幅（W979 は約 1.2m、
W982 は約 1m）や方向のわずか
な差異から、両者の関係性の解
明が課題であった。
E4b9-b10 地区の発掘調査の
結果、この二つの壁は一直線に
つながってはおらず、W979 は、
東西に走る W195 とコーナーを
形成していることが明らかと
なった（図 5、6）
。このコーナ
ー部分から約 1m 西には、南北
に走る幅約 1m、長さ約 0.9m の
短い W992 が、W195 の北側に
接続している。この W992 の幅
と方向は W982 のそれと同じで
あり、この二つの壁は一直線上
に並んでいる。W982 と W992

図 6 E4b9-10 地区を南から望む

の間には約 1.8m の断絶があり、これは大型建造物への入り口のひとつであると思われ
る。
この入り口の中間部には、直径約 0.6m、高さ約 0.5m の円筒形の石があり、その平ら
な表面上中央には直径約 0.15m、深さ約 0.15m の孔が穿たれている。この石が果たして
いた機能（石臼？あるいはドア・ソケット？）について、説得力ある回答はまだ導き出
せていない。
W982 の南端から約 3.5m 北の西側には、東西に走る W994 が接続しており、これは
小さな四角形の部屋の南壁になっていることが明らかになった。
本地区からの土器出土は貧しいものの、それらの多くは後期鉄器時代に年代づけられ
る。これは大型建造物が使用された期間を示していると思われる。しかしながら、より
詳細な年代付けは不可能であった。
今季調査期間中には更に、発掘調査と並行して、2010 年夏（第一期第 6 次）および
2013 年夏（第二期第 1 次調査）の発掘調査にてアクロポリス北部分（エリア C）で出
土したローマ時代の遺構の保存修復作業がアミール・ジェナフ氏の指揮の下で行われた
（図 7）。
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図 7 ローマ時代の遺構保存修復作業の様子

4．まとめ
2014 年夏の発掘調査は、短期間ではあったものの、さまざまな予想外の発見があり、
またそれによって解明すべき新たな謎も生まれた。
今期発掘調査によって明らかになったのは、次の 2 点である。第一に、アクロポリス
南部分（エリア F）で検出されている大型建造物の全体の形は、少なくともその最終的
な形態においては、単純な正方形ないし長方形ではなく、小単位の部屋が組み合わされ
た複雑な形をしていたこと、そして第二に、この建造物の東の側面には、幅約 1.8ｍの
入り口が少なくとも一つあったことである。
これらの成果を踏まえつつ、来期発掘調査において解明すべき課題としては、次の 3
点が挙げられよう。
1）鉄器時代後期の大型建造物の東側周壁を追求し、この建造物の詳細な規模ないし
年代を特定する。
2）今期発掘調査において検出した階段状の構造物が果たした機能とその年代、なら
びに大型建造物との関係を明らかにする。
3）今回は着手できなかったアクロポリス北部分（エリア C）で検出されているロー
マ時代の建造物の全体像を解明する。
今期の参加スタッフは以下の通り。桑原久男（団長）、長谷川修一（副団長）
、月本昭
男、山内紀嗣、魯恩碩、橋本英将、山吉智久、三戸静香、坂大真太郎、宮崎修二（以上、
6 日に日本出発）、安井千穂（現地合流）、小野塚拓造（9 日より参加）、津本英利（11
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日より参加）、日野宏、小田木治太郎（15 日より参加）。現地スタッフはイツハク・パ
ズ、イツハク・ガル。加えて、例年通りオルナ・マルス、アーウィン・シュテンツラー
が現地ボランティアとして、また近隣のミスル村の作業員たちが共に汗を流してくれた。
一時は収束に向かうかに見えたイスラエルとハマスの紛争であるが、発掘調査終了前
に再びイスラエルによるガザ空襲とハマスによるロケット攻撃の応酬が再開された。調
査隊のイスラエル出立時、空港近くでロケット弾が迎撃されたらしく、サイレンの後に
爆発音が鳴り響き、空港は一時、物々しい雰囲気に襲われた。この国が戦いの最中にあ
ることを改めて実感させる出来事であった。かの地に一刻も早く平穏な時が訪れること
を祈る。
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長谷川

修 一

日本聖書考古学発掘調査団を母
体とするエン・ゲヴ遺跡の発掘調査
は、1990年から2004年にかけて、断
続的に、計8シーズンにわたって実
施された。この内、1998年から2004
年までの後半5シーズンの成果につ
いては、月本昭男・長谷川修一・小
野塚拓造編『エン・ゲヴ遺跡

発掘

調査報告1998-2004』として、2009
年にリトン社より日本語での報告
書が刊行されている（『イスラエル
考古学研究会ニュースレター』No. 8
［2009年］
、1-2頁も参照）。
とりわけ鉄器時代Ⅱ期のケース
メート市壁と列柱式建物の出土に
よって国際的な関心を集める本遺
跡の調査結果を、より広く世界に提
供するため、最初の3シーズン
（1990-1992年）を含めた英文での報
告書の刊行準備が現在進められて

写真は、月本昭男・長谷川修一・小野塚拓造編
『エン・ゲヴ遺跡 発掘調査報告 1998-2004』
リトン、2009 年（税抜 9,000 円）

いる。
月本昭男、桑原久男、長谷川修一の三氏を編集責任、宮崎修二、小野塚拓造の両氏を
編集実務とし、Excavations  at  Tel  ̔En  Gev: Seasons 1990-2004 と題する。
執筆者は次の通り。月本昭男、桑原久男、COPE Carole、EITAM David、長谷川修一、
橋本英将、日野宏、KUPERMAN Tali、牧野久実、小野塚拓造、杉本智俊、津本英利、
山内紀嗣。
以下が全体の目次および各項目の執筆者である。
第Ⅰ章 導入（月本・長谷川）
第Ⅱ章 鉄器時代
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防御施設（桑原）
前期列柱式建物（日野）
後期列柱式建物（山内）
土器（杉本）
第Ⅲ章 ペルシア時代
ピット（山内）
土器（牧野）
第Ⅳ章 ヘレニズム時代
遺構と土器（山内・牧野）
アンフォラ把手印影（長谷川）
貨幣（長谷川）
第Ⅴ章 ローマ時代
石灰窯（日野）
第Ⅵ章 その他の遺物
石器（EITAM）
金属器（津本・橋本）
石製品・土製品（小野塚）
人骨（KUPERMAN）
獣骨（COPE）
第Ⅶ章 結論（月本・桑原）
付録

ローカス・インデックス（宮崎）

英語版では、日本語版のように「報告編」と「考察編」という2部構成は採用せず、
むしろ遺構・遺物の可能な限り包括的かつ詳細な情報を提供することに主眼が置かれて
いる。特に「第Ⅵ章

その他の遺物」は、日本語版には収録できなかった遺物の体系的

な報告であり、ガリラヤ湖周辺の物質文化の特質と変遷をめぐる今後の国内外の議論に
貴重な資料を提供するこ
とになるだろう。
収録を予定している原
稿はほぼ出揃いつつあり、
現在はそれらの内容の精
査、文章・文体の修正や調
整、ならびに図版の整理・
調整といった編集の段階
に入っている。2015年度中
の刊行を目指し、鋭意作業
中である。

編集作業中の報告書
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月 本

昭 男

イスラエルの下ガリラヤに位置するテル・レヘシュ遺跡では、日本調査団による第一
期発掘調査が2006年から2010年にかけて、計6シーズンにわたって実施された。また、
2013年からは、第二期の調査が進行中である。
これまで、本ニュースレターや諸学会ならびに個別論文など、本遺跡調査の成果の一
端が披露される機会は少なくはなかった。しかしながら、発掘調査の包括的・体系的な
報告書の刊行は、遺跡の「破壊者」たる発掘者に課された使命である。この責務を果た
すべく、現在、Excavations at Tel Rekhesh Vol. I と題して、2006年から2010年までの第
一期発掘調査に関する英文での報告書刊行の準備が進められている。
以下に、現在までの暫定的な章立て、およびそれぞれの執筆予定者を挙げる。
序（Tsukimoto & Kuwabara）
第Ⅰ部 導入
第1章
第2章
第3章

遺跡の概要：地理、地形、自然環境（Paz）
a．調査の歴史（Paz）
b．調査体系（Kuwabara, Yamauchi & Hino）
2006-2010 年の発掘調査（Paz）

第Ⅱ部 層位と遺構
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章

テル上部南スロープの周壁（Paz）
エリア D4/E5―テル頂上部における初期青銅器時代－ローマ時代の
居住史（Hasegawa）
エリア D6―テル上部東端における初期青銅器時代－鉄器時代Ⅱ期
の層位と複合建造物（Onozuka）
テル上部西端における周壁とその他の構築物（Tatsumi）
エリア E3―テル上部の城門施設（Hino, Onozuka & Paz）
エリア C2/D2―テル北西部の下のテラス（Paz, Yamafuji, Gelibter &
Ben-Ari）

第Ⅲ部 遺物
第 10 章
第 11 章
第 12 章
第 13 章
第 14 章
第 15 章
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初期青銅器時代の土器（Paz）
中期青銅器時代の土器（Paz）
後期青銅器時代の土器（Onozuka）
鉄器時代Ⅰ－Ⅱ期の土器（Onozuka）
ペルシア時代の土器（Hasegawa）
フリント（Shimelmitz）

イスラエル考古学研究会 ニュースレター No. 12（2014）

テル・レヘシュ遺跡を上空から望む（上が東）

第 16 章
第 17 章
第 18 章
第 19 章
第 20 章
第 21 章
第 22 章
第 23 章
第 24 章

石器（Eitam）
人骨（Kuperman）
獣骨（Cope）
植物考古学（Tanno）
金属器（Tsumoto）
祭祀遺物（Yamayoshi）
胎土分析（Paola）
炭素 14 年代測定（Boaretto）
女性土偶（Mito）

第Ⅳ部 第一期調査の結論
第 25 章
第 26 章
第 27 章

初期－中期青銅器時代のテル・レヘシュと下ガリラヤ（Paz）
後期青銅器時代のカナン都市国家アナハラトと下ガリラヤ
（Tsukimoto & Onozuka）
鉄器時代のテル・レヘシュ（Hasegawa & Paz）

目下、各項目担当者による原稿執筆の段階にある。今後は、提出されてきた原稿の内
容の検証や修正、報告書全体の構成の精査や改善、図版の選定や調整などの作業が待っ
ている。テル・レヘシュはこれまで考古学者の鍬が本格的に振り下ろされることのなか
った遺跡であり、日本調査団による発掘調査には、内外から大きな期待と関心が寄せら
れている。本報告書は、それらに応え得る内容になることが求められている。
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坂 大

真太郎

1. 舞台としての第二神殿

．．
イスラエルの土地と人々の物語を語る際に「第二神殿時代」と呼ばれる時代区分が用い

られることがしばしばあります。これは文字通り、第一神殿にとって代わった第二神殿が
存在していた時代のことです。聖書物語によれば、エルサレムのヤハウェの家はバビロニ
ア軍によって一旦破壊された後、紆余曲折を経て再び建てられます。この再建されたヤハ
ウェの家が「第二神殿」と呼ばれ、それは紀元後 70 年にローマ軍によって破壊されたとさ
れます。ただし考古学調査は第二神殿の有様について何も教えてくれません。頼りになる
のは、聖書、ヨセフス、ミシュナー、タルムードといった文献です。聖書にはその破壊の
直接的な描写はなく、ヨセフスというユダヤ人歴史家が『ユダヤ戦記』と『ユダヤ古代誌』
でそれを詳しく語っています。第二神殿が建っていた期間が「第二神殿時代」と呼ばれ、
それにはペルシア時代、ヘレニズム時代、そしてローマ時代が含まれます。

2. 神殿と石灰石製容器
ローマ時代になると自称、他称の「ユダヤ人」が地中海世界各地で爆発的に増えたと言
われていますが、彼らが、エルサレムの神殿とどのように関わっていたのかということに
ついては、まだわからないことがたくさんあります。献金や参詣によって神殿と関わりを
持っていたということは言えるかもしれません（
『古代誌』XIV 110、
『戦記』VII 431 他）。
そもそも文献資料は、ローマ時代においてヤハウェの神殿が一つだけではなかったことを
伝えています。少なくともエジプトにもう一つのヤハウェ神殿があったとヨセフスは伝え
ています（
『古代誌』XIII 72; XXII 236、
『戦記』VII 427）
。その祭司たちや参詣者たちがエ
ルサレム神殿をどのように評価していたのか気になるところです。彼らはどのような調度
品を持っていたのでしょうか。
さて、テル・レヘシュでは石灰石（チョーク）製の白色の容器の破片がみつかっていま
すが（次項の写真を参照）
、実はこれは学者たちによって、ユダヤ人とエルサレム神殿との
関わりを描出する際の材料として注目されているものなのです。「石灰石製容器（チョー
ク・ヴェセル）
」として分類、命名されるこの遺物の集合は、テル・レヘシュの他に、ロー
マ時代に帰せられるパレスチナ地方のあちこちの遺跡で見つかっています。
．．
．．
石灰石製用品はペルシア時代に現れ、容器としては紀元後 1 世紀頃に数と種類の点で興
隆を迎えます。そして紀元後 1 世紀後半に急激に影が薄くなり、紀元後 2 世紀半ばに完全
に姿を消すと言われます。第二神殿の消失が紀元後 70 年、バル・コホバの乱が紀元後 135
年であることに注意してください。このため石灰石製用品の衰退と消失は、これら二つの
事件と連動しているとみなされます。
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テル・レヘシュ出土の石灰石製容器

その形状や地理的分布、時代的推移については、すでに山野貴彦さんが『キリスト教学』
第 53 号（103－118 頁）掲載の「ローマ時代のユダヤ人共同体における石灰石製容器」とい
う題の論文にまとめておられます。ぜひお読みください。それを踏まえて、本記事は現代
．．
の学者たちがどのようにこの資料を使って「歴史」という物語を構築しているのかを解説
したいと思います。今回紹介するのはイツハク・マゲン（Yitzhak Magen）という考古学者
．．
の歴史構築の方法です。

3. 学者による工夫
マゲンは『第二神殿時代における石灰石製容器の製造業――ヒズマとエルサレム神殿丘
の発掘――』
（Y. Magen, The Stone Vessel Industry in the Second Temple Period: Excavation at
Ḥizma and the Jerusalem Temple Mount [Jerusalem: 2002]）と題する本の中で、エルサレム神殿
と石灰石製容器とを関連付けることに精力を傾注しています。書名中の「ヒズマ」とは、
エルサレムから北東 8 km に位置する石灰石の採石場と工房がある土地の名前です。この本
の前半は主にヒズマ出土の石灰石製容器の分類に充てられ、後半は主に「神殿丘付近の発
掘」
（マゲン 63 頁）によって見つかった石灰石製容器の分類に充てられています。それに
しても、マゲンはどのようにして石灰石製容器とエルサレム神殿とを結び付けるのでしょ
うか。石灰石製容器は、既述のように、エルサレム市内だけではなくパレスチナ地方の各
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地で見つかっています。また、エルサレムの神殿丘付近で多数かつ多様な石灰石製用品が
出土したからといって、その事実が直ちに石灰石製用品と神殿とを結び付けるわけではあ
りません。神殿消失とバル・コホバの乱の鎮圧時期と、その現象と消失の時期とが平行し
ているように見えるとしても、それだけでは両者の関係は見えてきません。神殿と石灰石
．．．．
製容器との関連を記述するためにはひと手間が必要とされます。

4. ハラハーと石灰石製容器
石灰石製容器とエルサレム神殿の間に入って両者を結び付けるのは「ハラハー」です。
マゲン以外の学者もハラハーを助けとして石灰石製容器を説明しようとしますが、とりわ
けマゲンにとっては神殿との関連においてハラハーが重要な役割を担っています。ここで
．．．．．．．．
マゲンが言う「ハラハー」とはユダヤ的な宗教的規則や規範のことです（マゲン 148 頁）。
ハラハーにはトーラーだけでなく、ミシュナーやタルムードに見られる諸規則が含まれ
ます。特にミシュナーには、さまざまな日用品への言及があり、その中には容器（ケリー
ム）を専門に扱った篇（トホロートの巻ケリーム篇）もあります。さらにそれらには、「清
い」と「
（死体からの）穢れを受ける」という謎めいた言葉で表される、その品物の特定の
状態の完璧性を基準としたカテゴリーが適用されています。ミシュナーでは、石の容器と
．．．．．．．．．．．
いうのは、木製や、動物のフン製の他の種類の容器と並んで、容器の素材としての完璧性
に備えたものとして、
「清い」ないしは「穢れを受ける」器に分類されています。このため
石灰石製容器はミシュナーで言及される石製容器の一形態であると理解されます。
ガリラヤ地方とユダ地方で石灰石製容器が出土している事実を受けて、マゲンは「ガリ
ラヤのユダヤ人（the Galilean Jews）は、その宗教的ハラハー的観念（their religious-halachic
conception）の点でユダヤのユダヤ人に似ており、だからこそ、想定通り、石灰石製容器は
ガリラヤで発掘されたあらゆるユダヤ人集落で発見されたのである」
（マゲン 2 頁）と書い
ています。もしマゲンのこの所見を受け入れるなら、テル・レヘシュに住んでいたローマ
．．．．
．．．
時代の人々は宗教的なユダヤ人であり、その宗教性の点でユダヤのユダヤ人と共有するも
のを持っていた、と言えます。もしパレスチナ地方に分布する石灰石製容器が、マゲンが
言うところのハラハー的観念が具象化したものであるならば、ローマ時代のパレスチナ地
方各地には、ハラハー観念を持ったユダヤ人が住んでいたということになります。

5. ハラハーと神殿
このようにして石灰石製容器とハラハーとは結び付けられましたが、では、ハラハーと
神殿とはどのように結び付くのでしょうか。ハラハーと神殿が結び付かないかぎり、石灰
石製容器と神殿の結び付きは弱いままです。そのためにマゲンはまずミシュナー中の神殿
祭儀にかかわる記述を紹介します。
「パーラー」（
「雌牛」の意）篇において、神殿における雌牛の祭儀において石製ハンマ
ー（パーラー3：11）や杯（パーラー3：2－3）が使われていたという記述を基に、ミシュナ
ーの石製容器へのこだわりと、出土した石灰石製容器をエルサレムの神殿祭儀に結び付け
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ます（マゲン 142-143 頁）
。マゲンは、文献資料と石灰石製容器との関連の考察を終えた後、
エルサレム市内の富裕層に属していたとされる邸宅で石灰石製容器が発見されたことにも
注目します。その邸宅跡は「焼け落ちた家（Burnt House）」という名で知られていて、紀元
．．．．．
後 70 年のローマ軍の攻撃によって焼き打ちにあったと一般的に考えられています。これら
の事実のみをもってそこで発見された石灰石製容器は神殿には結び付きませんが、その邸
宅からアラム語で「カトロスの子（バル・カトロス）」と刻まれた重石が見つかっているこ
とが、その関連付けを助けています。その名はタルムードで四つの大祭司家の一つとして
現れるため、焼け落ちた家は大祭司の家だと判断されているのです（マゲン 150 頁、およ
び Y. Yadin [ed.], Jerusalem Revealed: Archaeology in the Holy City 1968-1974 [Jerusalem: 1975],
47 を参照）
。タルムードに現れる名前を遺物の刻銘上の名と同定することにより、「焼け落
ちた家」とその石灰石製容器は神殿と密接に結び付けられています。
私たちは考古学的資料と分析だけではエルサレム神殿の建造物やそこでの祭儀について
何も語ることはできませんが、学者たちは聖書やヨセフスの作品やタルムードを持ち出す
ことによって神殿祭儀についていろいろと推測することができています。マゲンの場合は
ミシュナーとタルムードの助けを得て、石灰石製容器と神殿とを結び付けています。考古
学的には、第二神殿の境内の位置すら特定できておらず、神殿の祭具が何一つ発見されて
いない現状では、石灰石製容器と神殿祭儀の関連について何も言えませんが、文献資料を
用いた歴史構築を通して両者は密接に関係するのです。

6. 歴史構築のための三要素
以上のとおり、マゲンが披露した三者――石灰石製容器とハラハーと第二神殿――の関
連付けの作業を要約しました。マゲンは、石灰石製容器をハラハーの観念が表れたものと
みなすとともに、ハラハーには神殿祭儀の様式が表れているとも結論付けました。これに
より石灰石製容器は、第二神殿の祭儀に関わった人々の意識の表れとして説明されました。
この説明は次のような結論を導きます。石灰石製容器が出土した地点は、ハラハーとエル
サレム神殿への強い意識を持った人々の居住地とみなすことができ、それゆえ、第二神殿
時代のユダ地方やガリラヤ地方を包含するいわゆる「イスラエルの地」にはユダヤ人が偏
在していた。

7. 資料と歴史記述
石灰石製容器という資料は、このような第二神殿時代のパレスチナ地方の情景を描き出
．．
すことに役立っているのです。そしてそのパレスチナ地方の地図にはある中心点がありま
す。エルサレムです。エルサレムから見て遠隔の地であるガリラヤ地方について、マゲン
は次のように述べています。
「ユダヤとエルサレムにおけるユダヤ的生活（Jewish life）の中
心から切り離され、非ユダヤ住民に取り囲まれていたにもかかわらず、
〔ガリラヤ地方への〕
ユダヤの影響（Judean influence）は顕著であり、それゆえに、この地域における第二神殿時
代のあらゆる考古学上の遺跡が石灰石製容器を産出していることに驚きはない」（マゲン
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160 頁）
。ユダヤ人とはハラハーを信じる人々のことであり、ハラハーの中心はエルサレム
であり、それゆえに、ユダヤ人と彼らの居住地の中心はエルサレムとなります。石灰石製
容器は、学者の手によって、
「第二神殿時代」という場面に登場するユダヤ人と、その舞台
．．
であるパレスチナ地方とを描き出すために用いられるのです。こうしてイスラエルの歴史
に新たな一頁が加えられるのです。
（立教大学大学院キリスト教学研究科博士課程後期課程）
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三 戸

静 香

はじめに
テル・レヘシュ遺跡では、2010 年の発掘調査で二体の女性土偶が発見されている。
一体は胸に円盤を抱えた姿をしており、もう一体は上半身が欠損した下半身のみの土偶
である。本稿ではそれらの土偶を紹介すると共に、それらと同一の形状をもつ、パレス
チナ地域の他の遺跡の出土土偶の出土分布に着目し、下ガリラヤにおける文化的、物的
交流の可能性について考察する1)。

1．パレスチナ出土の円盤を抱えた女性土偶の分類
円盤を抱えた女性土偶については、これまでのパレスチナ各地の発掘調査を通じて、
さまざまな遺跡からの出土が確認されている2)。これらの土偶は裸体、あるいはベール
のような衣服をまとっており、胸のあたりに片手ないしは両手で円盤状の物体を抱えて
いる。パレスチナ地域において、女性をかたどった土製品が一般的にみられるようにな
るのは、後期青銅器時代になってからであると言われている3)。その形状において女性
土偶は、青銅器時代から鉄器時代にかけて、柱状・板状の 2 つの種類に分類される（図
1 参照）。
板状土偶は、主に、後期青銅器時代－鉄器時代前半まで作られていたと考えられてい
る4)。このタイプの土偶は型を用いてつくられていたと考えられており、立ち姿の女性
像の型に、楕円形、もしくは長方形の粘土を押し付けて製作された。このタイプの土偶
は平べったく、それ自身で独立してた
つことはできない。寸法は縦が 10 数
cm、横が約 5 cm 程度のものが多くみ
られる。
柱状土偶は、板状土偶に代わって鉄
器時代にさかんに現れるようになっ
た土偶のタイプである。寸法は板状土
偶より一回り程度大きいものが多い。
身体は柱状をしており、下部にいくに
つれて、円錐のように広がっているの

図1

板状土偶（右）と柱状土偶（左）の例

1)

本稿では従って、これらの土偶ないし土偶が抱えている円盤が何を表しているのかという問題には立ち
入らない。
2)
パレスチナ出土の土偶については Paz 2007, pp. 52-71 を参照。
3)
Paz 2007, pp. 52-55 参照。
4)
同上。
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が特徴である。このタイプの土偶は自律して立たせることができる。この形式は南ユダ
やフェニキアで多く出土している5)。

2．レヘシュ出土の 2 体の女性土偶
2006 年より日本隊が調査を進めているテル・レヘシュ遺跡において、2010 年度に実
施された発掘調査で板状女性土偶が 2 体出土した。一体は腰から上肢までの下半身のみ
で、他の部分は欠損していた。寸法は、縦 4.3 cm・横 3.6 cm（図 2 左）
。もう一体は頭
部と足先を欠くものの、ほぼ全身の裸の女性が円盤を抱える姿勢をとっている。寸法は、
縦 8.5 cm・横 4.5 cm（図 2 右）。いずれもその形式は板状であり、さらに女性の身体的
表現形式をもっているため、板状の女性土偶に分類できる。

図 2 レヘシュ出土の板状女性土偶
下半身のみの土偶は、出土場所に関する記録がなく、おそらく表土からの出土ではな
いかと考えられる。全身土偶の方は、テルのアクロポリス北部に位置する A 地区の城
門遺構と隣接する鉄器時代Ⅱ期の建築物の壁と壁の間から出土している（図 3 参照）6)。
出土した層は攪乱層であり、同時に出土した遺物の年代は一様ではなく、出土層に基づ
く年代づけは困難である。しかし上述のように、板状の土偶は後期青銅器時代から鉄器
時代の層において多く出土している。さらに円盤を抱える他の板状女性土偶の出土例を
調べると、紀元前 9 世紀から 10 世紀に関連付けられる層からの出土例が非常に多く、
鉄器時代Ⅱ期にさかんに用いられた型式ではないかと考えられている7)。出土場所に加

5)

柱状の女性土偶の出土一覧については、Sugimoto 2008, pp. 28-29 参照。
Tsukimoto, Kuwabara, Paz, and Hasegawa 2013 参照。
7) Paz 2007, p. 12 参照。
6)
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図 3 テル・レヘシュ A 地区
えて、これらの並行例との類比から、レヘシュ出土の土偶も鉄器時代Ⅱ期と関係深い遺
物であると思われる。

3．円盤を抱えた板状女性土偶の類型
下ガリラヤを含むパレスチナ地域では、これまでに約 50 体の円盤を抱えた板状女性
土偶の出土が報告されているが、それらの中には、単に円盤を抱えているという特質の
面で類似しているだけでなく、同一のモールド（鋳型）によってつくられていると考え
られるものが出土している。これらの同一モールドでつくられたと考えられる土偶を、
ここでは「同型」の土偶と表現する。これらの同型の土偶の存在を調べ、その出土状況
についてまとめると、以下の 2 つのパターンがあることがわかった。
第一に、同一の遺跡内で同型の土偶が出土したパターンについてである。これは現在
までに、メギド、テル・ドベル、テル・デイル・アラ、ゲゼル、テル・マルハタの 5 か
所の遺跡から、同型の土偶がそれぞれ一対ずつ二体見つかっている。そしてテル・レホ
ブからは 3 体の同型の土偶が発見されている。
第二に、異なる遺跡において同型の土偶が出土したパターンである。まずは、ベト・
シェアンとテル・レホブから出土したものである。テル・レホブの土偶は顔の中心が欠
損しているが、特徴的な頭部や円盤をみると、同じ装飾が施されているとわかる。さら
に、レホブとファラ、アンマンからも同型の土偶が発見されている。これは装飾が非常
に特徴的であり、大きさや報告されている年代も重なる。これらのように異なる場所に
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位置する遺跡から、同型の土偶が発見されたということは、同時期にそれらの遺跡のあ
った町の間になんらかの人的ないし物質的交流があったことを示唆する。一つの場所で
作られた土偶が広域に流通していたのか、あるいは型が流通していたのか、なんらかの
関係性があったと言えるのではないだろうか。
ここでレホブに着目すると、3 体の同型土偶が出土しているのに加えて、他の遺跡の
土偶と同型のものには 2 つともレホブが含まれている。つまりレホブでは、計 5 体の土
偶が発見されており、そのうちの 3 体が同型で、残りの 2 体はそれぞれが他の遺跡出土
のものと同型であるということである。そこで整理するためにレホブ内で同型の 3 体の
タイプをレホブ A 型、ベト・シェアンと同型のものをレホブ B 型、ファラやアンマン
と同型のものをレホブ C 型と名付ける（図 4 参照）。

レホブ A 型

レホブ B 型

レホブ

ベト・シェアン

レホブ C 型

レホブ

ファラ

アンマン

図 4 レホブ出土の女性土偶の分類

このレホブ遺跡はベト・シェアン渓谷にあり、ヨルダン川の 6 km 西、ギルボア山の
3 km 東、ベト・シェアンの 5 km 南に位置している。1997 年から 2003 年までアミハイ・
マザール（Amihai Mazar）の指揮の下で発掘が行われた8)。この遺跡では、青銅器時代
から鉄器時代までの連続した層が確認されており、近接するベト・シェアン遺跡よりも
小規模でありながら、土偶の出土においては他の大規模遺跡には見られない特徴がある
と言える。土偶流通の側面においてレホブがなんらかの基盤的な役割を果たしていたの
ではないかと推測される。さらに、これらとレヘシュの土偶との関連について、レホブ
出土の A 型の土偶の一つと、レヘシュ出土の下半身のみの土偶は、形や表現の酷似が
図面上から確認できた9)。レヘシュ出土の土偶がこのレホブ A 型の土偶と同型であるな
らば、レホブから出土している円盤を抱えた女性土偶のすべての型式において、他の遺

8)

テル・レホブ発掘の成果については、Mazar 2008 参照。
レホブ A 型の他の二体は、いずれも欠損が激しく、上半身ないし頭部のみが残存するため、レヘシュ出
土の下半身のみの土偶と形状の比較ができるのは一体のみ。
9)
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跡との同型の存在が確認されることになる。レヘシュ出土土偶を加えることで、レホブ
を基盤とした土偶流通の可能性をより示すことになるだろう。

4．レホブ出土の土偶との比較
2014 年 8 月にテル・レヘシ
ュ遺跡での発掘調査に参加し、
レホブ遺跡に実際に赴いた。
そしてレホブの発掘責任者で
あるマザール氏のご厚意で、
比較対象として挙げていたレ
ホブ A 型の土偶をハアレツ博

当初内部用の印刷版では

物館のバックヤードにて、実

掲載していましたが、

際に手に取って観察する機会

webでの公開では権利関

を得た。これとレヘシュ出土

係の問題が解決するまで
掲載を差し控えます。

の下半身のみの土偶とを比較
した結果は、次のようにまと
められる。
まず形状についてであるが、
生殖器の表現や、側面から見
た時の腰から太ももにかけて
のアーチ状の表現がほぼ同じ
であった。
その一方で、胎土に着目す
ると、写真上両者はほぼ同じ

図 5 レヘシュ（左）とレホブ（右）出土の女性土偶

色に見えたが、実物はまった
く胎土の色が異なっていた。レヘシュのものは赤みを帯びた土であるのに対して、レホ
ブ A 型のものは、茶色の土で作られていた。
そして大きさであるが、レヘシュの出土の下半身のみの土偶の方が、レホブ A 型よ
りも約 1.5 倍程度大きかった。
以上のことを踏まえると、両者が作られた土は別物であり、同じ場所で作られた可能
性は低いと言えるだろう。また大きさを見る限り、両者は同一のモールドから作られた
ものでもない。しかしながら両者の形状や表現の類似は、直接的ではないものの、何ら
かの関係性を示唆すると思われる。

まとめ
レヘシュ出土の二体の土偶はいずれも、パレスチナ各地で発見されている板状の女性
土偶に類する。モールド（鋳型）による複製が可能であったこれら土偶の出土状況なら
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びに形態を鑑みると、テル・レホブが土偶の生産ないし流通の拠点のひとつであったと
推察される。レヘシュ出土の下半身のみの土偶とレホブ A 型の土偶は、胎土ならびに
大きさの相違ゆえに、同一のモールドから複製されたものではなかった。しかし両者の
形状や表現方法は、偶然とは思えないほどの類似性を持っており、これら二つの町の間
で、様式化された土偶の形態が共有されていたことを示していよう。
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● 「レヘシュサポーターの会」の発足
日本隊によるイスラエルでの遺跡発掘調査は、聖書や考古学に関心を抱く学生ボランティアが
数多く参加する形で進められています。聖書が生まれ、育まれた地の空気を吸い、土に触れるこ
とによって、文字だけでは見えてこない聖書の世界をより深く知る機会を提供すると共に、発掘
調査隊の次世代を担うべき研究者を育成することをその目的としています。これまでに延べ 300
名を越える学生が発掘調査に参加し、共に汗を流すことで互いの友情を深め、その交流の多くは
ボランティア参加後も続いています。そのために必要となる渡航費や滞在費は、しかし、決して
少なくはありません。また昨今の日本経済の状況を鑑みるに、発掘調査に興味関心を抱く優秀な
学生であっても、経済的な理由から参加を断念せざるを得ない者も出てくるのではないでしょう
か。
こうした状況を背景に、ご自身も幾度となく社会人ボランティアとしてわれわれの発掘調査に
参加してこられたお一人である黒木秀子さんを発起人として、
「レヘシュサポーターの会」の設
立が呼び掛けられました。去る 2014 年 7 月 5 日（土）には、立教大学池袋キャンパス太刀川記
念館 3 階多目的ホールにおいて、「レヘシュサポーターの会」の立ち上げ会が行われました。当
日、16 時からは長谷川修一氏によるサポーターの会立ち上げ講演、18 時からは懇親会が行われ、
総勢約 45 名の方々にご参加いただきました。
今年度のご寄付の総計は、2014 年 11 月 25 日現在で、750,032 円に上ります。それらは、2014
年度の発掘調査に参加する学生ボランティアの参加費用支援として活用させていただく予定で
した。ところが、イスラエルとハマスの軍事衝突の激化などの理由で、今年度は学生ボランティ
ア参加での調査を断念せざるを得なくなりました。皆様から頂戴したご寄付は、したがって、来
季 2015 年度に予定されている発掘調査に参加する学生ボランティアの参加費用の支援に繰り越
しさせていただきたく存じます。皆様のお力添えに心より感謝しつつ、ここにご報告申し上げま
す。
また引き続き、「レヘシュサポーターの会」にご参加くださる方を募集しております。ご連絡
は月本昭男（a-tsukimoto-e66@sophia.ac.jp）または黒木秀子（kuroki-hideko@mpd.biglobe.ne.jp）
にお願いいたします。

● 日本調査団によるイスラエル発掘調査 50 周年記念公開シンポジウム
2014 年 11 月 29 日（土）午前 10 時より、立教大学池袋キャンパス太刀川記念館 3 階多目的ホ
ールにおいて、公開シンポジウム「テル・ゼロールからテル・レヘシュへ─イスラエルにおける
日本考古学調査団の 50 年の歩み ─」が、立教大学キリスト教学研究科主催、イスラエル大使館
後援にて開催されます。日本隊がこれまでに実施してきたテル・ゼロール、テル・エン・ゲヴ、
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テル・レヘシュの 3 つの遺跡の発掘調査を振り返ると共に、それらの成果や意義を総括する機会
にもなります。イスラエルからも 3 人の研究者をお迎えし、思い出話等も交えてお話しいただき
ます。当日は 18 時 20 分より、同会場でのレセプションが予定されています（会費 6,000 円）
。
詳しいタイムスケジュールは次の通りです。
10:00

歓迎の言葉 ― 長谷川修一（立教大学准教授）

10:15

月本昭男（上智大学教授）
テル・ゼロールの発掘調査の思い出
エリ・ヤンナイ（イスラエル考古局研究員）
テル・ゼロール発掘調査を追憶する
エズラ・マルクス（ハイファ大学准研究員）
日本調査団によるテル・ゼロール発掘調査
―シャロン海岸平野における考古学的調査の草分け―

セッション１ ― テル・ゼロール 1964-1966, 1974

10:45
11:45

12:45ー14:00 昼食

セッション２ ― テル・エン・ゲヴ 1990-1992, 1998-1999, 2001-2004, 2010-2012
14:00
14:30

牧野久実（鎌倉女子大学教授）
日本隊再結成～エン・ゲヴ遺跡発掘の始まりとペルシア・ヘレニズム時代の出土物
杉本智俊（慶應大学教授）
鉄器時代のエン・ゲヴ遺跡―イスラエル、ゲシュル、アラム・ダマスカス王国をめぐって

15:00ー15:30 休憩

セッション３ ― テル・レヘシュ 2006-2010, 201315:30
16:30

イツハク・パズ（イスラエル考古局研究員／ベン・グリオン大学講師）
発掘調査に照らしたテル・レヘシュの歴史―前期青銅器時代からローマ時代まで
桑原久男（天理大学教授）
テル・レヘシュ発掘調査の意義と課題

17:00

ビデオ・スピーチ ― アミハイ・マザール（エルサレム・ヘブライ大学名誉教授）

17:10

結びの言葉 ― 月本昭男（上智大学教授）

18:20 レセプション／贈呈式

● 第 21 回イスラエル考古学研究会
2014 年 12 月 20 日（土）
、第 21 回のイスラエル考古学研究会を開催いたします。会場は、近
年ずっと利用していた八王子市北野南部会館の抽選に惜しくも漏れてしまったため、北野台 5
丁目自治会館となります。住所は、〒192-0913 東京都八王子市北野台 5 丁目 20−7（京王線北野
駅より徒歩約 30 分、横浜線片倉駅より徒歩約 25 分）
。15 時（あるいは 15 時半）からの研究会
に引き続き、18 時より、月本先生の邸宅にて恒例の懇親会を予定しています。
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