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はじめに

　本報告では，「アコリス考古学プロジェクト」に参
加して行った現地調査について報告することを目的と
している。「アコリス考古学プロジェクト」では，中
エジプトのアコリス遺跡とその付近の採石場を考古
学，建築学，歴史学という異なる３つの分野共同で調
査している。
　これまでの調査から，今回の調査フィールドである
ザウィエット・スルタン採石場の操業時期は，紀元前
３世紀中頃のプトレマイオス２世の統治下である可能
性が高いと考えられている。プトレマイオス王朝期に
操業されていたと考えられる理由としては，採石場に
残されたグラフィティ調査によってザウィエット・ス
ルタン採石場にプトレマイオス王朝期に使用されてい
た行政言語であるギリシア語と，在地エジプト人の使
用していたデモティックという２つの言葉が残されて
いることが挙げられる。そしてグラフィティの位置と
治世年との関係を考慮に入れると，プトレマイオス２

世の治世下で主に操業されていたのではないかと推測
されている。このことは採石の際に用いられる加工具
とその加工痕による編年から採石場の操業時期を調査
している建築学的視点からも確証されている。
　同時代のパピルス史料によると，プトレマイオス２

世と３世の治世下で大規模な建築活動が行われたこと
が明らかになっている。さらに当時，採石場の運営は
王朝の支配のもとにあったことと合わせて考えれば，
ザウィエット・スルタン採石場もその他の採石場と同
様に王朝の管理下に置かれていたと考えるのが妥当で
あろう。ザウィエット・スルタン採石場が王朝の管理
下にあったのであれば，採石場に残されたグラフィテ
ィ調査から，王朝による採石場の管理体制について明
らかにすることができる可能性がある。またザウィエ
ット・スルタン採石場にギリシア語とデモティックと
いう２つの言語によるグラフィティが残されていると
いうことは，プトレマイオス王朝の特徴とされている
多民族社会とその実態を明らかにする手がかりになる

かもしれない。以上のことから，ザウィエット・スル
タン採石場調査は文献史料に現れない当時のエジプト
の実態を考察する上で大変参考となると言える。

調査地

ザウィエット・スルタン採石場
　ザウィエット・スルタン採石場は，エジプト首都カ
イロから南に約230キロメートルの中エジプトの都市
エル・ミニア付近に位置している。エル・ミニアの近
くには都市遺跡アコリスがあり，採石場はここからさ
らに約20キロメートル南下したナイル河東岸の河岸
段丘に広がっている。ザウィエット・スルタン採石場
は，ナイル河に沿って南北1200メートル，幅80メー
トルに及び，その北端には未完成の巨像が切り出され
ないまま放置されている。

調査期間

2009年８月25日から９月２日

事前準備

　事前準備として，昨年撮影したグラフィティの写真
と，ビニールシートへ転写したグラフィティを整理し
た。グラフィティは治世年，月日，人名，数字を１つ
のまとまりとして転写していたため，ギャラリーごと
に各グラフィティの位置を復元しながらの作業となっ
た。昨年始めたビニールシートを使用したグラフィテ
ィの転写作業では，転写に必要な備品が不十分であっ
たり，赤インクがビニールシートに写ってしまうとい
う問題が生じた。今回の調査では，昨年試みで行った
ビニールシートを使用したグラフィティの転写作業を
本格的に開始することを予定していたため，転写作業
とその整理に必要な備品の準備を入念に行った。また
調査に必要な知識の復習としては，グラフィティに頻
繁に現れる治世年，月日，人名，数字などについて再
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確認した。
　渡航準備としては，カイロ空港から調査隊の宿舎の
あるテヘネ村に到着できるよう手配することが必要で
あった。これは今回，先に現地入りしているメンバー
に遅れて参加することになったため，空港から現場で
あるアコリス遺跡付近のテヘネ村まで単身で向かうこ
とになったからである。エジプトは交通機関が十分に
整備されているとは言えず，折しもラマダンが始ま
り，交通機関，特に鉄道については乗車券を購入でき
るかどうか分からない状況であった。そのため出発前
に研究室の先輩に相談し，エジプトの現地スタッフに
空港から中エジプトの都市エル・ミニアまでの交通機
関の手配を頼むことになった。実際，現地では鉄道の
乗車券を購入することはできず，バスでエル・ミニア
へ向かうことになった。日本での交通機関の予約が難
しいエジプトでは，情報収集することはもちろんであ
るが，事前になんらかの手配をしていくことが望まし
いと言える。

参加プロジェクト概要

　「アコリス考古学プロジェクト」は1997年に開始さ
れ，中エジプトのナイル河東岸にあるアコリス遺跡と
その付近に位置している採石場を調査し，実態を解明
することを目的としている。当該プロジェクトは考古
学，建築，歴史学という３分野での共同調査として行
われ，報告者はザウィエット・スルタン採石場に残る
ギリシア語とデモティックのグラフィティ調査に，周
藤芳幸教授の指導のもと参加した。

ザウィエット・スルタン採石場の採石方法と

グラフィティの特徴

　ザウィエット・スルタン採石場の採石方法は，３種
類の採石方法で採石活動が行われていたということが
建築学的調査から分かっている。１つ目は上から下へ
と採石していく方法，２つ目は崖面から垂直に採石し
てく方法，そして３つ目は水平の横穴を掘りそこから
採石していくという方法である。グラフィティが残さ
れているのは，３つ目の水平に掘られた横穴の天井部
であり，これは激しい日差しや風雨からグラフィティ
の風化をある程度防ぐことができたためであろう。
　グラフィティには王の治世年，月日，人名，数字が
筆のようなものを使用して赤色顔料で記されている。
数字の部分は多くの場合，分数を含んだ３つの数字で

構成されている。もちろん全てのグラフィティにこれ
らの特徴が認められるわけではなく，また判読不可能
なグラフィティも多数あるため，これらのグラフィテ
ィから得られる情報は非常に断片的なものであると言
わざるをえない。
　これまでの調査から，グラフィティはギリシア語と
デモティックが併記されている場合と，デモティック
あるいはギリシア語のみが記されている場合があり，
グラフィティの位置や記述方法から，ギリシア語とデ
モティックが併記されるという状況が，次第にギリシ
ア語のみが記されるようになっていった可能性が高
い。グラフィティの治世年についての分析からは，ザ
ウィエット・スルタン採石場の東側上方部分は紀元前
250年前後の時期に集中的に採掘されたと考えられ
る。このことはプトレマイオス２世フィラデルフォス
による大規模建築活動という歴史的状況とも一致す
る。またグラフィティの表記方法の調査からは，治世
38年以降は人名が属格表記から主格表記へと変化す
ること，同じく治世38年には月名の文字を組み合わ
せた略記文字を使用するようになること，エジプト人
名にはある記号が添えられるという特徴が示されてい
る。

調査方法とグラフィティの内容

　昨年までの調査では，ザウィエット・スルタン採石
場とアコリス南採石場の天井部に残る全てのギリシア
語とデモティックのグラフィティに番号付けを行い，
写真撮影により記録した。今回の調査では，ザウィエ
ット・スルタン採石場に残るグラフィティのより詳細
な記録を取ることを目的とし，グラフィティをビニー
ルシートに転写する作業を開始した。報告者はギャラ
リーR，U，Eという３つのギャラリーの天井部に残
っているギリシア語とデモティックのグラフィティの
中で，判読可能であるグラフィティについてビニール
シートを使って転写する作業に参加した。
今回の調査は以下の手順に従って行われた。
　１．グラフィティの状態を調べ，ビニールシートに

転写する範囲を決める
　２．ビニールシートを裁断し，グラフィティの残る

天井部に貼りつける
　３．赤マジックでグラフィティを転写する
　４．ポイントを取り，ビニールシートに書き入れる
　５．写真を撮る
グラフィティ調査では，グラフィティの中には風化作
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用により剥離し易い状態になっているものが多数ある
ため，慎重に転写作業を進めていくことが求められ
る。またノミの加工痕や筆の運びにも注意して転写作
業を行わなければならない。グラフィティの転写後に
は，朱線を赤マジックで，岩石の亀裂を黒マジックで
ビニールシートに書き入れた。朱線や岩石の亀裂は，
採石活動の手順や岩石の切り出し順序，あるいはグラ
フィティの数字の謎を解き明かす鍵を握っている可能
性があるが，これらの痕跡と数字との関係を明確に提
示する段階には未だ至っていない。
　転写したグラフィティの内容は，治世年，年月，人
名，数字であった。これらのグラフィティの中には剥
離や風化作用によりほとんど判読ができないものもあ
り，情報は断片的であった。しかし単独では意味をな
さないように見えるこれらの断片的な情報も，ザウィ
エット・スルタン採石場に残されたグラフィティを丹
念に調査することにより，採石場での活動を知る重要
な手掛かりとなりうるだろう。

ユダヤ人名グラフィティ

　ユダヤ人名と考えられるグラフィティはザウィエッ
ト・スルタン採石場のギャラリーLと，採石場の北端
にある長さ20メートルにも及ぶ未完成の王の巨像に
残されている。ギャラリーLにはシモンという名前の
属格形が記されている。このシモンという名前は，旧
約聖書に登場するシムオンがギリシア語化したもので
ある。
　ユダヤ人はプトレマイオス王朝期にはヘブライ語
名，セム系の名前，エジプト語名，ギリシア語名な
ど，様々な名前を称するようになったと考えられてい
る。このため名前からユダヤ人か否かを判定すること
は難しい。しかし一方でヘブライ語に由来する名前に
ついては，サバティオンという名前を除いて，ユダヤ
人以外は名乗ることがなかった。つまり少なくともヘ
ブライ語名を持つものはユダヤ人であった。
　未完成の巨像部分に残るユダヤ人名は，巨像の地下
部分にある巨像を切り出すために掘られた横穴の天井
部に残されている。ここに残されている人名は，イエ
ースース（イエス）とイオーンアンネース（ヨハネ）
の属格形であると推測されている。巨像の天井部に残
る人名は短い名前を除いて省略されている場合が多い
ため，正確な名前を復元することは難しい。しかしイ
エースースという名前は天井部の複数箇所に残されて
いることから見て，少なくともイエースースという名

前を持つユダヤ人が，巨像の採石活動に従事していた
ということが言えるだろう。
　ザウィエット・スルタン採石場で見つかったユダヤ
人名のうち，シモンとヨハネという名前はエジプトに
居住するユダヤ人の中では人気のある名前であった。
シモンという名前はエジプト国内だけでなくヘレニズ
ム世界全体でも人気があったが，ヨハネという名前は
エジプトに居住するユダヤ人の間で特に好まれた名前
であった。これはエジプト王家で宰相として活躍した
ユダヤ人ヨハネに由来するものであると考えられる。
　このようにユダヤ人名の変化については，エジプト
に居住していたユダヤ人のギリシア化の過程を研究す
る上で重要な特徴であるとして研究が進んでいる。名
前には家系や民族の伝統と慣習が反映されていること
もあれば，彼らを取り巻く生活環境に影響を受けてい
る場合もある。前者の場合には，ヘブライ語名がつけ
られることが多く，反対に後者の場合はギリシア語
名，あるいはエジプト人名で命名されたことだろう。
パピルス史料からはファイユーム地方の軍事植民者と
なったものたちの多くがギリシア語名を名乗るように
なり，反対に上エジプトではヘブライ語名，あるいは
セム系の名前を付ける習慣があったことが示されてい
る。つまりギリシア人との関係が深く，その組織に組
み込まれていった軍事植民者は，エジプトの地方で軍
事以外の生業を営み在地エジプト人と関わらざるを得
なかったユダヤ人よりも，よりギリシア化する傾向が
強かったことを示している。
　ザウィエット・スルタン採石場にヘブライ語に由来
するユダヤ人名が残されているということは，軍事植
民者としてのユダヤ人ではなく，採石活動という行政
活動に携わるユダヤ人が存在していた証であり，この
ことはギリシア人のみならず在地エジプト人と共同で
ユダヤ人もプトレマイオス王朝の行政活動に従事して
いたことを示していると言えるだろう。

おわりに

　今回の調査では，ザウィエット・スルタン採石場に
残るギリシア語とデモティックのグラフィティを転写
する作業とユダヤ人名の確認を行った。これまでの調
査から，ザウィエット・スルタン採石場において，ギ
リシア語とデモティックという２つの言語を併記する
状況が次第にギリシア語のみの使用になっていくと推
察されてきた。このことは王家の管理下にあったと考
えられる採石場の管理体制の変化を示していると思わ
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れる。また推測の域を出ないが，プトレマイオス２世
治世下で行われた大掛かりな経済統制とその影響を反
映している可能性もうかがえる。
　聖書を中心とした文献史料中心に進められてきた古
代エジプトのユダヤ人研究という点から考えると，こ
の調査により文献史料以外からユダヤ人の痕跡を知る
ことができたことは一定の成果と言えるだろう。プト
レマイオス朝エジプトにおいて，ユダヤ人は様々な立
場や環境で生活していたと考えられているが，文献資
料からは上層階級とかかわりのあった者たちの伝説的
な情報しか得ることができていない。パピルス史料は
その性質上契約書や領収書といった記録であることが
ほとんどであるため，そこから得られる情報には偏り
がある。グラフィティに現れるユダヤ人名は，パピル
ス史料同様に情報としては偏りがあり，ごくわずかな
情報でしかないが，採石場という場で実際に生きてい
た者たちの生の痕跡であり，彼らが在地エジプト人や
ギリシア人とともに，採石活動の管理を任されていた
者たちの中の１人であったことを示す史料であるとい
うことから価値があると言えるだろう。さらにこのユ
ダヤ人像は，文献史料やパピルス史料に現れる「政府
の役人としてのユダヤ人」の記述とも一致している。

今後は，パピルス史料を検討していくことで，さらに
プトレマイオス王朝下でのユダヤ人の社会構成と行政
組織の中でのユダヤ人の位置を明らかにしていきたい
と考えている。
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