コンソーシアムの活動

我が国の政府機関、独立行政法人、教育研究機関、NGO
などを横につなげるネットワーク構築のため、専門分野、
地域にこだわらず会員を募っています。また、地域に跨っ
た文化遺産国際協力に関する様々なテーマのもとに研究

文化遺産は、人類の長い歴史の営みの中で築かれてきた文化の証で

会を開催することで、地域間の情報共有を図っています。

あり、時空を越えて私たちに心地よい感動を与えてくれます。そのよ
うな文化遺産を人類共通の財産として、現在から未来に引き継ぐ責任
が私たちにはあります。しかしながら、紛争、自然災害、環境破壊、

■ 情報の収集と提供

会員もしくは各分科会活動により収集された情報ととも

社会構造の変化などに伴う破壊により、充分な保護が図られず未来に

に、事務局が独自に収集した文化遺産国際協力に関わる

引き継ぐことが危ぶまれる文化遺産が数多く存在しています。それは

様々な基礎情報（専門家情報、国際協力実績、遺産に関

人類全体にとって大きな損失であるといえます。

する情報等）をデータベース化し、会員がウェブ上で検

ユネスコを中心とした文化遺産に対する保護の国際的取り組みが行
われている中で、我が国においても二国間または国際機関を通じて、
世界的な文化遺産の保護のための協力や人材育成、共同研究などに積
極的に取り組んでいるところです。さらに、2006 年 6 月 16 日、「海
外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が成立
し、今後、一層の文化遺産国際協力の推進を図り、世界における多様
な文化の発展に貢献することが求められております。
我が国における文化遺産の国際協力は、研究機関や行政機関、民間
団体、民間企業あるいはそこに所属する研究者など幅広い主体が担い
手となっております。こうした中で、それぞれの自主性を尊重しなが
ら、文化遺産の保護に関する国際協力を活性化することを目的として、

《コンソーシアムの運営体制》

コンソーシアムでは、文化遺産国際協力の担い手である

様々な機関・団体が
既存の枠組みを超え て協力し、
文化遺産保護の体制を支えています。

文化遺産国際協力コンソーシアムとは

■ ネットワーク構築

索できるシステムを提供しています。

■ 調査研究

文化遺産国際協力に対する各国の取り組み等に関しての
調査研究を行っています。この調査研究をもとに、日本
による協力事業の企画・準備活動への支援を実施してい
ます。

■ 文化遺産国際協力の広報

政府機関、教育研究機関、NGO など、日本では様々な機関が国際協力に携わっています。日本が行っている文化遺産国際協力
活動について、ウェブサイトを通じて活動事例を紹介しています。また、シンポジウム等で、文化遺産国際協力分野における
最新の動向や、国際協力の重要性についてお伝えしていきます。

各機関等が相互に連携協力をすることが求められています。
このため、文化遺産保護の国際協力の持続的発展に寄与するために、
文化遺産保護の動機を共有する機関や個人等の幅広い結集を図り、協
調的・連携的な国際協力のための共通基盤を確立することを目指して、
2006 年「文化遺産国際協力コンソーシアム」が設立されました。

日本の専門家による文化遺産国際協力事業の紹介
日本は、これまで 20 年以上にわたって世界の文化
遺産保護を目的とする協力や人材育成、共同研究な

とづく資金など、様々な資金援助に支えられて実施
されています。

どに積極的に取り組んできました。文化遺産国際コ

コンソーシアムの４つの使命

ンソーシアムでは、文化遺産国際協力活動について

また、これらの事業の実施に際しては、遺産の価

の普及活動として、日本が行っている文化遺産国際

値や歴史などについての調査研究をする人々、遺産

協力活動について、ウェブサイトを通じて紹介して

を保存修復するための具体的な作業やそのための技

●コンソーシアム・メンバーによるネットワーク構築
●コンソーシアム・メンバーによるネットワーク構築
（文化遺産の保護に携わる個人・団体の交流、研究会など）
（文化遺産の保護に携わる個人・団体の交流、研究会など）

きました。（www.jcic-heritage.jp/）

術の研究をする人々、遺産を守るための制度や施策

●ネットワークを活用した情報の収集と提供
●ネットワークを活用した情報の収集と提供
（カントリーレポートの作成、情報交換用ウェブサイト作
（カントリーレポートの作成、情報交換用ウェブサイト作成、
成、データベースの提供など）
データベースの提供など）

日本がこれまでに行ってきた文化遺産の国際協力

さらにはこうした仕事にあたる地域の人々の人材育

事業は、1500 件以上にのぼっています。その内容は

成に貢献する人々まで、公共、民間を問わず様々な

多岐にわたっており、文化遺産保護のための機材を

分野から人や組織が参加し、互いに協力していくこ

提供するものから、実際の遺産の学術研究・価値評

とが必要とされています。コンソーシアムでは、こ

価・保存修復活動、さらには、遺産を守り伝える地

のような関係各機関及び専門家が連携を図りながら

域の人々を対象とした専門家育成活動や啓発活動ま

効果的に国際協力を実施できるよう、関係者をサ

で、様々な形態の国際協力が行われています。そし

ポートしていくことを目指しています。

●文化遺産国際協力に関する調査研究
●文化遺産国際協力に関する調査研究
（実施事業に関する現状分析など）
（実施事業に関する現状分析など）
●文化遺産国際協力活動についての広報・普及活動
●文化遺産国際協力活動についての広報・普及活動

の充実に貢献する人々、遺産の活用や地域づくり、

て、これらの活動は ODA（政府開発援助）資金・各
省庁予算・科学研究費など日本政府が出資する資金
や、民間財団による助成、企業の社会貢献活動にも

ここでは、これまで日本が行ってきた文化遺産国
際協力の中から、いくつかの事例をご紹介します。

鞏義市唐三彩窯跡の発掘調査とその成果
2002 年から 2004 年にかけて、大・小黄冶村に所在する黄冶窯跡の発掘
調査をおこなった。黄冶窯跡からは、多数の唐三彩をはじめとした陶瓷器類

▲

鞏義市黄冶窯跡出土唐三彩

▲

鞏義市白河窯跡出土の唐三彩馬俑

▲

陝西省考古研究院での資料調査

▲

奈良文化財研究所での河南省研究者の講演会

▲

奈良文化財研究所研究員の学会発表

や窯道具のほか、窯跡や工房など重要な遺構も検出している。この窯跡から
出土した唐三彩陶沈は、奈良市大安寺出土の陶沈と文様や製作技法の上で一
致し、日本出土の唐三彩の一部が、黄冶窯跡で製作されたものであることが
明確になった。唐三彩のほかにも、従来揚州城などで出土品が知られていた
唐代の青花瓷器を発見し、生産地を初めて特定することができた。
▲

次いで、2005 年から 2008 年には、白河村に所在する白河窯跡の発掘調
鞏義市白河窯跡発掘現場

査を実施した。この調査では、鞏義窯跡で初めて唐三彩の馬俑が出土し、洛
陽唐墓出土陶俑の生産地である可能性が高まった。唐三彩のほかにも、北魏

奈良文化財研究所と河南省文物考古研究所の共同研究
−奈良三彩と唐三彩の接点を求めて−
対象国：中華人民共和国
主催者：奈良文化財研究所

のものと考えられる白釉瓷や青釉瓷が出土し、中国の初期白瓷の起源を考え
る上で貴重な成果を得ることができた。北魏の都となった洛陽城からも白河
窯跡で生産されたと目される白釉瓷が出土し、両者の関連が注目されている。
このような一連の発掘により、当初企図した日本出土の唐三彩の多くの故
地が鞏義窯跡である可能性が高まった。また、日本の奈良三彩の成立に関し
ても重要な知見を得ることができた。

代表者：松村恵司
期

間：2000 年―継続中

中国と日本における三彩の共同調査
発掘調査のほかにも、河南省文物考古研究所や鞏義市博物館はじめ、中国

共同研究の経緯
河南省は黄河中下流域に位置し、旧石器時代から明清時代にかけて、数多

ない、黄冶窯跡、白河窯跡出土品の位置づけについても検討を進めている。
奈良文化財研究所の研究員が中国を訪問し、河南省の研究者とともに各機関

くの重要遺跡が所在する。陶瓷器関連の遺跡も例外ではなく、河南省の省都

が所蔵する唐三彩や関連資料を調査するほか、毎年中国側の研究者を招聘し、

鄭州と洛陽の間に位置する鞏義市では、約 16 万平方メートルの範囲に窯跡

奈良文化財研究所やそのほかの機関所蔵の資料の調査をおこなってきた。ま

遺跡が分布し、なかでも大・小黄冶村や白河村では白瓷や青瓷などとともに

た、来日した研究者には、奈良文化財研究所にて河南省の考古学調査・研究

唐三彩の窯跡があることが従来より知られていた。唐三彩は東アジアのみな

の最新成果を中心とした講演をしていただいている。

らず、世界各地に運ばれたことが知られ、この地域の唐三彩窯は世界的にも
注目を集めている。しかしながら、鞏義市の窯跡遺跡は、小規模な発掘や分
布調査がおこなわれたのみで、生産した唐三彩の全体的な様相を解明するた
めの本格的な学術調査の実施が待たれていた。当該地域の窯跡遺跡は、日本
出土唐三彩の生産地や奈良三彩の成立過程を明らかにするうえでも、たいへ
ん重要である。
奈良文化財研究所は、以上のような背景のもとに、河南省文物考古研究所
と協議し、鞏義市に所在する窯跡遺跡とその出土品の調査を継続的におこな
うことで合意し、2000 年に両研究所の間で共同研究の協定書を締結した。
以後、両研究所間で毎年研究者が相互訪問をおこない、中国と日本における
唐三彩と関連資料の調査を継続して実施している。
▲

各地の博物館や研究所、および日本の機関が所蔵する関連資料の調査をおこ

以上のような調査・研究成果は、『鞏義黄冶唐三彩』（2003 年）、『黄冶唐
三彩窯の考古新発見』
（2006 年）という 2 冊の研究図録、発掘調査と考古学・
文化財科学的な研究成果をまとめた『河南省鞏義市黄冶窯跡の発掘調査概報』
（2010 年）、ならびに飛鳥資料館における 2008 年度秋期特別展「まぼろし
の唐代精華―黄冶唐三彩窯の考古新発見―」などによって公表してきた。ま
た、中国で開催された学会に参加し、奈良文化財研究所の研究員が研究成果
の報告もおこなっている。今後も共同研究を継続し、白河窯跡の研究図録や
黄冶窯跡、白河窯跡の発掘報告書の刊行を予定している。
（奈良文化財研究所

丹羽崇史）

河南省文物考古研究所での資料調査
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つぎに破壊されているのが現状である。アウラガ遺跡付近にも石炭や石油が
埋蔵されている可能性が高いということで、開発計画が議論されている。ア
ウラガ遺跡の詳細な研究と、保存の方策をたてることが焦眉の課題となって
いる。

国際化と地域貢献の両立
多国籍チームの編成
この調査は、文字資料が少なく謎の多いチンギス・ハンと、モンゴル帝国
の成立の背景を考古学的な物的資料から実証的に解明しようという目的から
開始された。メンバーは新潟大学とモンゴル科学アカデミー考古学研究所が
中心となっており、ほかにもこれまでに日本の 10 あまりの大学、さらにア

▲

出土したチンギス・ハン時代の建物跡

▲

地元小学生を対象にした青空考古教室

▲

博物館外観

▲

発掘風景

▲

メリカや中国の研究者も参加している。

空から見たアウラガ遺跡

研究・保存・普及の一体化
活動の中心は発掘調査であるが、保存や普及活動にも力を入れている。チ
ンギス・ハン時代の遺構を調べて、入念に記録し終わると、破壊を防ぐ策を
講じて、元通り埋め戻している。これは、気候が厳しいモンゴルでは遺構を

チンギス・ハン関連遺跡の日本・モンゴル合同調査
（通称「シネ・ゾーン（新世紀）プロジェクト」）

露出させておくと、深刻な破壊につながるからである。遺跡の範囲は 1200
ｍ× 500 ｍと広大であるが、2007 年に日本の外務省による草の根文化無
償資金協力によって、遺跡全体を囲む鉄製フェンスを設置することができた。
これにより無秩序な自動車の往来を妨ぐことができた。同時に遺跡に近接し
て、モンゴル政府の援助で博物館を設置した。アウラガ遺跡の出土品を展示

対象国：モンゴル国
主催者：新潟大学超域学術院
代表者：白石典之
期

間：2001 年―継続

して、遺跡の概要と意義が一般の人びとにもわかるようになっている。また、
村の小学生を招いて青空教室も開いている。次世代を担う子どもたちに遺跡
の正しい理解と、愛護精神を学んでもらうためである。

モンゴルの遺産から世界の遺産へ
心のふるさと

「蒼き狼」の都、アウラガ遺跡の調査と保護
巨大国家誕生のナゾを解く鍵
13 世紀初頭にユーラシア大陸の東西にまたがる巨大国家「モンゴル帝国」

▲

遺跡を守るフェンス

アウラガ遺跡での最大の成果は、チンギス・ハンの霊廟を発見したことで
ある。この霊廟は彼の死後、その霊魂を祀るために建てられたものである。
これは現在、中国内モンゴルにある「成吉思汗陵」とよばれている聖地の前
身と考えられている。チンギス・ハンはモンゴル民族の英雄であり、そのア

を建てたチンギス・ハン。彼が本拠地としたのがアウラガ遺跡である。モン

イデンティティの表象でもある。その霊廟は民族の「心のふるさと」だといっ

ゴル帝国の最初の首都ともいえるこの遺跡は、現在の首都ウランバートル

てもいいであろう。さらに、遺跡周辺には、チンギス・ハンの生涯を語る上

から東南約 250km、ヘンティ県デリゲルハーン村の草原の中に残っている。

で欠くことのできない遺跡が数多くあり、他にも伝説や当時と変わることの

この遺跡は、ナゾの多いチンギス・ハンの勃興と、モンゴル帝国の成立過程

ない大自然と伝統的な遊牧生活が残っている。

を解明する上で重要であると考えられているが、これまでほとんど調査・研
究がなされてこなかった。

歴史・自然・伝統の一体化

変わりゆく草原の国

つつ、このような歴史・自然・伝統が一体となった文化遺産として、アウラ

私たちのプロジェクトでは、モンゴルの政府や研究者と緊密な連携をとり

▲

6

博物館の様子

アウラガ遺跡では、近くに集落や景勝地があるため、自動車が遺跡内を未

ガ遺跡と周辺地域の保存整備活動を進めている。同時に、モンゴル民族だけ

秩序に往来し、そのわだちによる遺構の破壊が深刻化していた。それだけで

でなく、世界の人びとに発信していくにはどのような方策を採るべきか、日

はなく、
近年のモンゴルでは石炭やレアアースといった地下資源開発が進み、

夜思案しているところである。幸い、アウラガ遺跡は、モンゴル国の最重要

GDP も年率で前年度比 10％ほどで推移するという発展をみせている。国民

遺跡に登録され、さらに、ユネスコ世界遺産の国内リストに登録されること

の生活水準は徐々に向上しているが、貧富の差が大きく、インフラ整備も不

になった。今後は、さらなるステップアップを目指し、ユネスコ世界文化遺

十分で、文化事業にまわす財政的余裕はない。さらに、文化財保護は後回し
にされるだけでなく、鉱山採掘や道路整備が優先されて、貴重な遺跡がつぎ

産への登録も視野に、取り組みを一層強化していきたい。
（新潟大学

白石典之）
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タジキスタンにおける文化遺産保存修復の
はじまり
タジキスタン国立古代博物館の開館
独立後、タジキスタンの歴史・文化への国民の意識が高まるなか、2001
年にタジキスタン国立古代博物館が開館し、国内の遺跡で発掘された古代・
中世の考古遺物が展示された。博物館は大量の壁画を収蔵するが、展示され
ているのは約 20 点で、大部分は、保存修復が行われていないために、やむ
なく収蔵庫に死蔵されていた。壁画の保存修復を行う専門家を育てるために、
ソ連邦に代わる国際的な協力が急務となっていた。

▲

充填処置の研修

▲

ワークショップ 2010 年秋

▲

展示された壁画断片と研修生

▲

展示された壁画断片

人材育成を目的とした壁画の保存修復
このような状況において、2008 年 3 月、東京文化財研究所とタジキスタ
ン科学アカデミー歴史・考古・民族研究所は、文化遺産保護のための協力に
関する合意書を締結した。両研究所は、タジキスタンにおける保存修復専門

▲ 修復前の壁画断片

家の育成を目的とし、国立古代博物館が所蔵する壁画断片の保存修復を行う
共同事業を、文化庁委託「文化遺産国際協力拠点交流事業」、東京文化財研

タジキスタン国立古代博物館が所蔵する壁画断片
の保存修復

本事業は 2008 年 4 月から 2011 年 3 月まで実施され、3 年間で 10 回の
ミッションを派遣した。保存修復に関心のある現地の若手研究者延べ７名が
研修生として参加した。日本やヨーロッパにおいて壁画の保存修復経験のあ
る専門家の指導のもとで、壁画断片の整理と番号付けから、写真撮影、状態
調査、クリーニング、強化、接合、充填、新しい支持体への設置（マウント）

対象国：タジキスタン共和国

まで、一連の工程を習得した。研修生は 3 年間で 10 点の壁画断片を保存修

主催者：東京文化財研究所

復し、国立古代博物館に展示した。

代表者：亀井伸雄
期

究所「西アジア諸国等文化遺産保存協力事業」により開始した。

また、年に１回、「中央アジア出土壁画の保存修復」をテーマとしたワー

間：2008 年度―2010 年度

クショップを開催した。ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、ト

壁画の宝庫タジキスタン

ルクメニスタンの考古研究所、エルミタージュ博物館と敦煌研究院の保存修
復専門家が参加した。

タジキスタンにおける古代壁画の発見
第二次世界大戦後、ソ連邦は中央アジアの共和国に考古調査隊を派遣し、
各国の遺跡を発掘した。タジキスタンでも、南部の仏教遺跡や北部のソグド
人の都城址で発掘が行われ、めざましい成果を上げた。なかでも、仏教寺院
やゾロアスター教神殿、富裕な市民の住居で発見された色鮮やかな壁画は、
世界中の注目を集めた。これまで謎につつまれていた古代中央アジアの宗教
や物質文化を、壁画の図像をてがかりに解明する研究がはじまった。
発見された壁画の保存修復
国立エルミタージュ博物館の研究員によって、脆い壁画を合成樹脂で固め
てから剥がし取り、その後実験室において本格的な修復を行う方法が考案さ
れた。この方法で剥ぎとられた壁画断片の多くは、エルミタージュ博物館に
運ばれ、保存修復処置が行われた。
1991 年に中央アジアの他の共和国とともに、タジキスタンはソ連邦から
独立した。
独立後もロシアの発掘隊によって遺跡の発掘は続けられているが、
出土した遺物はすべてタジキスタン国内に保管されることになった。これに
より、タジキスタンで出土した遺物の保存修復は、タジキスタン国内で行わ
▲

タジキスタン国立古代博物館

なければならない状況が生まれた。しかし、これまで遺物の保存修復はエル
ミタージュ博物館の主導で行われていたため、タジキスタンには保存修復を
行う体制が整っておらず、この状況に対応することができなかった。
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タジキスタンから中央アジアへ
3 年間の研修によって、研修生は保存修復に必要な技術と知識を身につけ
た。同時に、自国の文化遺産が世界的にも注目される重要なものであること
に気付くきっかけともなった。今後は、彼らが主体となって、タジキスタン
の文化遺産の保存修復を担っていくことになる。彼らが保存修復専門家とし
て自立していくためには、今後も継続的な支援が必要である。
また、ワークショップの開催により、中央アジアの壁画の保存修復に従事
する専門家の知識や技術の向上、各国の専門家を結ぶネットワークの構築に
も成果が見られた。
東京文化財研究所は、タジキスタンにおける壁画の保存修復事業に続いて、
現在は、中央アジア各国の考古研究所など関係機関と連携して、考古学調査
のワークショップを展開している。タジキスタンにおける事業を出発点とし
て、今後も、中央アジア各国の文化遺産を保護する活動を支援していく予定
である。
（東京文化財研究所

山内和也）

TAJIKISTAN
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▲

パルミラ遺跡全景（北西の丘から
ベル神殿を臨む）

なら・シルクロード博覧会後のシリアとの交流
パルミラ遺跡における発掘調査を中心とした事業開始の経緯は、奈良県が
1988 年に開催した「なら・シルクロード博覧会」における、シリアからの
展示品の借り受けに関わって生まれた交流に起因する。奈良県は、博覧会後
の 1990 年、奈良県立橿原考古学研究所、奈良大学、京都大学、九州大学、
古代オリエント博物館などからなる調査団を編成し、パルミラへの調査団を
送り込こんだ。そして 2000 年までの 11 年間にわたってパルミラ遺跡東南

▲

発掘された Tomb H 北側壁壁龕

▲

修復・復元作業中の Tomb H 主室天井

▲

北墓地 129-b 号家屋墓の 3 次元計測作業

▲

北墓地 129-b 号家屋墓の修復・復元にむけてのＣＧに

墓地において家屋墓（Tomb A）と 2 基の地下墓 (Tomb C and Tomb F）を
発掘調査し、その中でボルハとボルパの兄弟によって 128 年に建造された
Tomb F の修復・復元を実施し、シリアとの交流を図った。この際の修復・
復元のコンセプトは、修復・復元箇所を第三者に対して明確化することであっ
た。
さらに 2001 年から 2005 年には「パルミラの葬制に関わる研究」に科学
研究補助金を得て、東南墓地において奈良県立橿原考古学研究所を中心とし
▲

発掘中の Tomb F 全景 ( 北東より）

て滋賀県立大学、九州大学、古代オリエント博物館、国立科学博物館、㈱ア
コードなどの協力により発掘調査、修復・復元を継続的に実施した。この調
査では、パルミラで最古の墓である Tomb G や地下墓である Tomb E とタイ

パルミラ遺跡学術調査事業

対象国：シリア・アラブ共和国

ボールが 117 年に建造した地下墓 Tomb H を発掘した。その中で墓室内に

主催者：奈良県立橿原考古学研究所

彫像類が豊富に原位置を保っていた Tomb H については 2005 年に住友財団

代表者：西藤清秀

による助成を得て、発掘時の臨場感を味わえる修復・復元を目指し、実施した。

期

間：1990 年―継続中

新たなパルミラ遺跡での調査と修復・復元へ
の展開
1990 年から 2000 年の第１期では 2 基の地下墓と１基の家屋墓の調査を
実施し、その中の地下墓 (Tomb F) の修復・復元を施工・竣工した。この地

▲

Tomb F 主室棺棚発掘風景

シルクロードの隊商都市、世界遺産パルミラ遺跡

下墓の修復・復元はパルミラに新たに見学できる地下墓としてパルミラの観

シリアは、東地中海に面する小国であり、面積では日本の約半分程度で

は、直後に実施されたパルミラ博物館による３兄弟地下墓の墓室床面や入口

ある。しかしフランスから独立した 1946 年以前、シリア人は支配勢力が

階段部の修復・復元に我々と同様の工法を採用するという結果をもたらした。

時に応じて変わっても、東地中海全域をシャーム（シリア、レバノン、ヨ

また、2001 年から 2005 年の第 2 期には 2 基の地下墓と 1 基の石蓋木棺

ルダン）という範囲としてシリアの領土と考えていた。シリアは、人類の

墓の調査を実施し、地下墓 (Tomb H) を修復・復元した。この修復・復元に

歴史という大河の流れの真只中に存在し、メソポタミア、エジプト、ペル

よりフィールドミュージアムとしてのパルミラ遺跡東南墓地に、新たな異な

シャ、ギリシャ・ローマ地域から様々な文化を受け入れ、その中で独自の

る手法による修復・復元した地下墓を加えることになった。パルミラでの調

文化を育んできた。この地中に眠る人類史の痕跡を世界の人々が注目し、

査、修復・復元は、観光資源の提供ばかりでなく、調査時から現地での雇用

シリアの理解のもと多くの外国隊が調査に従事している。我々もこのよう

を生み出し、パルミラの経済にささやかであるが潤いを与えている。現在、

な地に位置するパルミラ遺跡において調査に従事している。

パルミラ遺跡では日本以外に、ポーランド、ドイツ、フランス、アメリカ、

パルミラは、シリア沙漠の中央に位置する隊商都市として紀元前１世紀

イタリア、ノルウェーが調査を実施し、それぞれの調査隊は調査の公開もお

から紀元後 3 世紀に最も繁栄し、シルクロード沿線の中で西のローマと東

こない、観光客にとって、遺跡散策の中での新たな発見を楽しめる場を提供

のパルティアの力の均衡関係の中で最も繁栄した都市国家である。しかし

している。

女王ゼノビアの領土拡大路線によって 274 年に滅びる。パルミラ遺跡は、

▲

修復された Tomb F（ボルハ & ボルパの墓）
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光に一役買うことになった。さらにこの調査成果に基づいた修復・復元事業

このような状況の中、我々は新たな取り組みを 2006 年度から北墓地で始

全宇宙を司るベル神を祭ったベル神殿を中心に様々な施設が存在し、東西

めている。それは、パルミラの葬制の変化を捉えるため、地下墓から家屋墓

6 キロ、南北 8 キロあまりの範囲に広がっている。そしてギリシャ・ロー

129-b 号墓の調査にシフトし、パルミラではあまり内容が明らかでない家屋

マの例にもれず、市街地の周りに墓地が営まれている。パルミラ遺跡は、

墓をあらゆる角度から分析し、パルミラの葬制全体の理解に努めている。我々

今も往時の東西交流の繁栄の跡を残しており、人々は遺跡内を自由に散策

は、最終的に 129-b 号家屋墓を修復・復元し、観光に役立てて欲しいと考

し、それを味わうことができる世界でも稀有な遺跡である。そしてこの遺

えている。

跡は、1982 年に世界遺産に登録されている。

（奈良県立橿原考古学研究所

西藤清秀）

3 次元画像を織り込んだ画像

SYRIA
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▲

壁画地下墓の学際的研究を実現する

ブルジュ・アル・シャマリ T.01 壁画パノラマ写真

現地調査は保存科学・修復学・考古学・美術史・人類学・微生物学・計測
学などの人文系と自然科学系の学際研究チームを組み、2006 年夏のイスラ
エルのレバノン全土爆撃と南部侵攻によって冬季調査に変更した他は、毎年
8 〜 10 月の 3 〜 5 週間実施してきた。
本研究は研究課題のとおりラマリ TJ04 およびブルジュ・アル・シャマリ
T.01 の壁画地下墓の保存修復を目的とするが、その調査研究の内容は、壁
画顔料や漆喰の組成分析、赤外線写真による技法研究、墓室環境の調査・観
測（温度・湿度・照度・紫外線強度・大気汚染・カビ・微生物）、出土遺物
の科学的分析（ガラス・鉛棺・コイン・モザイク・岩盤）、科学的保存処理
対象国：レバノン共和国
主催者：奈良大学
代表者：西山要一
▲

期

ラマリ TJ04 地下墓修復完成 (2008 年 )

間：2002 年―継続中

レバノン共和国壁画地下墓の保存修復
壁画地下墓保存修復研究の契機

松本健氏、同・辻村純代氏、奈良大学・泉拓良氏（現京都大学）を南部ティー
ルに派遣した。現地踏査の結果、ティール市郊外のインターチェンジ計画地
のラマリ地区に多数の墓地遺跡が所在することが判明し、計画路線は変更さ
れることになった。
この分布調査を契機に辻村・泉両氏はラマリ地区の学術調査を 2002 年に
開始し、壁画地下墓 TJ04 の保存も課題であることから西山要一（保存科学）
が参加した。調査が進むにつれラマリ TJ04 の墓室は大きな損傷を受けてい
るものの側壁や天井の壁画が良好に残存することが明らかとなり、2004 年
からは保存修復を目的とする「レバノン共和国ティール市近郊所在の壁画地
下墓の保存修復研究」を 4 年計画で開始した。2008 年にはレバノン文化省
考古総局長・ベイルート国立博物館長・在レバノン日本全権大使はじめ多く
ブルジュ・アル・シャマリ T.01 H-2 出土 マスク
( 高さ 23cm)
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元計測など多岐にわたる、まさしく学際的・総合的研究を目指したものであ
る。
これらの調査研究データを検討して、レバノンの壁画地下墓の築造年代、
被葬者の実像、社会的背景、歴史的意義を解明し、かつ、壁画地下墓の保存
修復と未来への継承を実現すべく研究を続けている。

築造年代・被葬者を明らかにし、安定した
保存環境を確保する
て 22 の納体室を設ける。調査前は納体室の構築石材は崩落して墓室の大半

布調査を日本に要請し、これに応じた日本西アジア考古学会は国士舘大学・

▲

ブルジュ・アル・シャマリ T.01 環境観測

▲

ブルジュ・アル・シャマリ T.01 地下墓の壁画の

は石材と土砂に埋もれていたが、壁の波型・石柱・灯火台と天井の花形の壁
画は鮮やかな色彩を保っていた。崩落した石材を原位置に戻し壁画のクリー
ニングを行い、2008 年に修復を完了した。環境観測データを基本に安定し
た温湿度状況を確保し保存環境を整えることもできた。壁画の赤・茶・黄色
は酸化鉄 ( ベンガラ )、緑色は緑土、ガラスはローマングラス、メデューサ
像は鉛棺の一部、そして土器の考古学調査も合わせ、TJ04 は 1 〜 2 世紀に
築造されたことを明らかにした。
ブルジュ・アル・シャマリ T.01 地下墓は幅 4.85m、奥行 3.25m、高さ

クリーニングと修復

2m の横長プランの墓室の床に掘込石棺 6 基を設け、壁面には孔雀・魚・壺
などの壁画が色鮮やかに残されていた。南壁には “ ΧΑΙΡΕ
ΠΑΝΤΕＣ

ΛΥＣΙＣ

ΘΝΗΤΟΙ ”（“ さらば リューシス 誰だって死ぬのだか

ら ”）の碑文とリューシスの肖像壁画、モザイク床には、“ ΘΑ ( ΡＣΙ
ΥΔ ) ΙＣ
だから

ΑΘΑΝΑΤΟＣ

ΒΚΤ ”（“ 元気だせよ

Ο

誰だって死ぬの

322 年 ”、ティール暦 322 年は西暦 196/197 年）のギリシャ語碑

文が記されている。T.01 地下墓の築造年代と被葬者が判明する極めて貴重
な遺跡である。地下墓に隣接する地表部の未盗掘の掘込石棺 H2 からは Pan
神の土製仮面、多数のガラス小玉、コインなどを埋葬当初の状態で発見した。

の来賓を迎えて完成式を挙行した。2009 年には、壁画地下墓修復の 2 基目

横長の特異な墓室形態の地下墓、地下墓と地上の石棺墓、古代ローマ帝国の

としてティール郊外ブルジュ・アル・シャマリ地区 T.01 遺跡の修復を 4 年

版図の中のティールなどこの地域的特質を今後も明らかにしていきたい。

計画で開始、現在継続中である。

（2010 年 10 月）

では人骨の 14C 年代測定、壁画とモザイクの碑文の解読、遺構・遺物の三次

讃えられていたが、1975 年からの 15 年間の市民戦争、さらにリタニ川以

て国土を南北に貫く高速道路が計画された。レバノン政府は計画地の遺跡分

ブルジュ・アル・シャマリ T.01 遺跡全景

TJ04 では損壊していた石組の納体室の復原、ブルジュ・アル・シャマリ T.01

ラマリ TJ04 は 3m 四方・高さ 3m の墓室の左・右・奥の壁と床にあわせ

荒廃した。しかし、この戦乱終結後、全国的な社会インフラ整備の一環とし

▲

盤・モザイクの強化、遺構・遺物の考古学調査などを行うとともに、ラマリ

レバノン共和国の首都ベイルートは中東の金融都市、中東のパリと称され
南の南部レバノンの 2000 年まで続くイスラエルの占領によって国土は疲弊

▲

（鉄製品・青銅製品・石製品）、壁画のクリーニング、脆弱な壁画・壁面・岩

（奈良大学

西山要一）

▲

ブルジュ・アル・シャマリ T.01 地下墓モザイク

LEBANON
床の碑文
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学術調査でもたらされた貴重な文化遺産を
どのように保全するのか
地元の村に遺跡博物館を建設
クントゥル・ワシ遺跡で発見された数多くの出土品は住民の強い要望で地
元に博物館を建設して保管することとなった。建設資金は日本で開催した展
覧会などで集められた一般の募金によるもので、展示設備については日本の
外務省などの資金援助も受けた。こうして 1994 年に完成した博物館は日本
側から村に寄贈され、管理運営は村に結成された法人団体クントゥル・ワシ

▲

クントゥル・ワシ博物館

▲

博物館の開館式に集った人びと

▲

遺跡公園の完成式典

▲

博物館で整理作業を行う村の人びと

▲

クントゥル・ワシ神殿

文化協会に委ねられることとなった。その後、地方自治体などの努力により
電気や水道設備などが整備され、一方、発掘調査の進展によって収蔵すべき
▲

文化財が増えたため、1998 年以降、再び日本側の支援によって博物館の増
遺跡と博物館

クントゥル・ワシ遺跡プロジェクト
対象国：ペルー共和国

改築計画が進められ、ペルー政府の正式認定も受けて、警備のための警察詰
め所や研究施設なども備えた本格的な博物館となった。
遺跡の修復保存と遺跡公園としての整備
土に埋もれていた 3000 年前のクントゥル・ワシ神殿は 10 年以上にわた

主催者：埼玉大学

る大規模発掘でその全貌が明らかになった。この学術的に貴重な遺跡はしか

代表者：加藤泰建

るべき修復と保存措置を講じて一般に公開することが望ましく、文化遺産と

期

しての価値が広く認識されるようになれば遺跡の破壊や荒廃を防ぐことにな

間：1988 年―継続中

る。また遺跡公園として整備すれば博物館と共に地域振興の核となること

クントゥル・ワシ遺跡の発掘調査と国際的に

が期待できる。この計画は国連ユネスコ文化局文化遺産部によって採択さ
れ、2000 年から埼玉大学を中心とする国際チーム（チームリーダー加藤泰

注目された金製品の発見

建）が学術調査チームと一体となって「ユネスコ文化遺産保存日本信託基金

大規模な発掘調査によって解明された遺跡の学術的価値

2003 年に遺跡公園を完成させた。

プロジェクト：ペルー国クントゥル・ワシ神殿遺跡の修復保全」に着手し、

ペルー国北部山地の標高 2300m にあるクントゥル・ワシ遺跡は 1946 年
に発見されたが、
長い間本格的な発掘調査が行われないまま放置されていた。
東京大学古代アンデス文明調査団（団長大貫良夫）は 1988 年に調査に着手
し 1997 年までの発掘によって、この遺跡が有名なチャビン・デ・ワンタル

▲

最初に発見された金冠

▲
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金製大型耳飾り

文化遺産保全プロジェクトがもたらすもの
地元住民と調査チームが一体となった文化遺産保全プロジェクト

神殿とともにアンデス文明形成期後期（前 800 年 - 前 250 年）の最重要神

博物館の建設と神殿遺跡の公園化は、それ自体が目的ではなく、学術調査

殿の一つであったことを明らかにした。その後 1998 年からは研究拠点を埼

の成果として得られた貴重な文化遺産を保全するための必要な措置として実

玉大学に移して発掘調査を継続し、厖大な調査データの整理分析によって遺

施されたものである。遺跡の発掘調査には村人のほとんどすべてが参加して

跡の学術的意味をさらに解明するとともに、すべての調査資料が活用できる

おり、博物館建設や遺跡公園化にあたっての重要な決定は村人との話し合い

遺跡データベースを完成させた（代表加藤泰建）
。この成果を踏まえ、2011

によって進められてきた。文化遺産保全は学術研究を軸とした全体プロジェ

年からは新たな発掘も視野にいれた学術調査研究を再開している（代表井口

クトの一貫であるという認識が重要であり、それは調査チームと地元住民の

欣也）
。これらの学術調査は、日本政府の科学研究費補助金によって継続的

間で共有されてきた。したがって村人も主体的にプロジェクトに関わり、博

に実施されているものである。

物館は村人の自主的努力によって管理運営が行われている。

アンデス最古の金製品の発見によって生じた文化財保全の緊急課題

文化遺産の継承が地域社会の開発や人材育成をもたらす

1989 年に学術調査によるものとしてはアンデス最古の事例となる金製品

20 年以上にわたって継続してきたクントゥル・ワシ遺跡プロジェクトの

を伴う墓が発見されて国際的に大きな注目を集めた。さらにその後の調査に

中で、博物館や遺跡公園などが建設され、社会インフラの改善や充実も図ら

よって数多くの金製品のほか石彫や彩色レリーフ、装飾土器、装身具など数

れるようになり、外部社会と結ぶ交通網が整えられて訪問者の数も増えてき

百点に及ぶ精緻な工芸品の数々が出土したため、これらアンデス文明黎明期

た。人びとは文化遺産を継承することで地元村落を中心とする地域開発が促

の貴重な文化財の保全問題が緊急の課題となった。また、発掘された大規模

進されたことを実感している。またクントゥル・ワシ遺跡プロジェクトは村

な石造神殿建築の保存にも取り組む必要が生じてきた。しかし当時のペルー

人の意識を変えただけではなく、参加したペルーや日本の多くの学生達がこ

共和国の政治経済状況はかなり不安定であったため、
これらの課題の解決は、

こで修得した知識や技術と経験を他の場所での遺跡調査に活かしていくな

まず調査者側の責任で進める必要があり、日本側の国際協力によって博物館

ど、研究面での人材育成にも大きく貢献するという結果をもたらしている。

の建設や遺跡公園の整備を行うこととなった。

（埼玉大学

加藤泰建）

PERU
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▲

ナン・マドール遺跡

遺跡の現状把握のための調査団派遣
ユネスコ大洋州事務所からの要請に基づき、文化遺産国際協力コンソーシ
アムでは 2011 年 2 月に調査団を派遣した。20 年以上に渡りナン・マドー
ル遺跡研究を続ける片岡修教授（考古学）も調査に加わったことで、調査は
より効果的に進められた。
遺跡状況のモニタリング

▲

作成したパンフレット

▲

玄武岩で構築された遺跡

▲

地域住民へのヒアリング

▲

保存状況モニタリング

▲

遺跡の崩落状況

遺跡の保存状況モニタリングと遺跡保護体制の聞き取りを中心として調査
は進められた。モニタリングでは限られた時間内で効率よく調査を遂行する
ために、95 の人工島のうち口承伝承と既存の考古学研究で優先順位の高い
遺跡を抽出した。干潮時には観光用トレイルを利用し、満潮時にはボートを
利用して遺跡に上陸し、それら抽出した遺跡の調査を行った。ここでは、目
視により遺跡平面図上に現状を記載し、遺跡の危険状況を示す地図を作成す
るとともに、デジタルカメラとビデオを用いて記録を取り、記録をもとにし
▲ ナン・マドール遺跡の一部

ナン・マドール遺跡状況調査

遺跡は島の歴史・伝統文化と密接に関連しており、そのため遺跡の保護に
今回の調査ではミクロネシア連邦やポーンペイ州の歴史保存局で保護体制を

主催者：文化遺産国際協力コンソーシアム
間：2011 年 2 月 17 日ー 25 日

複雑な保護体制
関わる利害関係者は政府以外にも複数存在するという複雑性を持っていた。

対象国：ミクロネシア連邦
期

て遺跡損傷の要因を検討した。

太平洋の古代都市〜ナン・マドール遺跡

聞き取るとともに、伝統社会の首長ナンマルキや、遺跡保存を目的として地
域住民が組織した NGO を訪問し、遺跡保護への認識や各団体の保護への姿
勢を確認し、重要な情報として報告書にまとめた。

謎に包まれた巨大遺跡
太平洋のミクロネシア連邦ポーンペイ島には、約 1.5km × 0.7km の範
囲に玄武岩で構築された 95 の人工島で造られたナン・マドール遺跡があ
る。この遺跡は、西暦 500 年頃からおよそ 1000 年をかけて建設され、そ
れぞれの人工島が王宮・神殿・王墓・居住域とした役割を持つ複合的な都

ナン・マドール遺跡保護にむけて

市遺跡である。人々はこれらの人工島の周りをカヌーで往来していたと考
えられており、この様子から「東洋のベニス」とも形容される、大洋州で
最も大規模かつ壮麗な文化遺産として知られている。
▲

遺跡内での植物繁殖

今回の調査では遺跡が抱える問題を理解し、今後の課題を確認することが
できた。具体的には、①長期にわたる遺跡の石材の転用②樹木の繁殖③観光

ナン・マドール遺跡は現在でも多くの謎に包まれている。例えば、遺

用トレイル建設によって変化した水流によるマングローブ繁殖④訪問者によ

跡を構成する玄武岩は、最大のもので 90 トンと推算されるが、この石を

る踏みつけ⑤経年変化、などが物理的な問題として挙げられた。この物理的

10km 以上離れた産出場所からどのように運び、積み上げたのかは現在で

な問題が解決できない背景には、マスタープランの不在が深く関わっていた。

も解明されていない。

マスタープランの作成には、伝統的社会と国や州政府の両当事者間で保護へ
の同意と協力体制が不可欠である。今回の調査によって、それぞれの当事者

遺跡の保護と世界遺産登録
学術的にも観光資源としても重要な遺跡ではあるものの、遺跡の保護に

ミクロネシア政府が希望するユネスコ世界遺産の登録のためにも、また遺

や、遺跡の崩壊などの進行が懸念されていた。また、大洋州は地球の三分

跡保全に向けた国際社会からの援助の受け皿を備えるためにも、関係当事者

の一を占める広大な地域であるにもかかわらず、ユネスコの世界遺産に登

間の合意のもとに作成されたマスタープランの作成は不可欠と言える。今後

録されている数は非常に少ない。こうした中でミクロネシア連邦政府は、

コンソーシアムとしては、マスタープラン作成に向けたワークショプへの日

ナン・マドール遺跡の世界遺産登録を切望し、このための協力をユネスコ

本の専門家の協力を促進し、これらの協力を後方から支援していく。

遺跡の保護と世界遺産登録を目指すためには遺跡の現状を把握する必要
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王の墓といわれるナン・ダワス
（Nan Dawas)

てこなかったことも明らかになった。

向けた体制は未整備である。したがって以前より、遺跡周辺の植物の繁殖

に求めていた。

▲

は遺跡保護への強い意志を持ちながらも、相互の不信感により協同がなされ

があり、このための調査団の派遣要請がユネスコ大洋州事務所を通じて文
化遺産国際協力コンソーシアムに寄せられた。

また、この調査の成果は報告書だけでなく遺跡の状況を示すパンフレット
作成にも活用した。地域住民に遺跡の現状をわかりやすく説明し、国際社会
への支援を要請する際の資料として活用されることが期待されている。
（文化遺産国際協力コンソーシアム

原本知実）

MICRONESIA
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文化遺産保護と防災の専門家が共働して
文化遺産防災計画を作成する
国際研修のスタート
前述の 2005 年に神戸市で開催された国連防災世界会議（UN-WCDR）で
の文化遺産防災をテーマとするセッションの討議と勧告に基づき、そのフォ
ローアップとして立命館大学歴史都市防災研究センターにより、2006 年度
から「文化遺産と危機管理」として開始されたプロジェクトが当該国際研修

▲

である。

世界遺産仁和寺防災設備見学

▲

2011 年度までの研修国マップ

▲

産寧坂重伝建地区を事例としたリスク評価演習の

国際研修の概要
国際研修は、研修者が各国それぞれの課題を認識しつつ、文化遺産の価値
を踏まえた防災計画を作成する手法を習得しようとするものである。研修者

立命館大学・ユネスコチェア「文化遺産と危機管理」
国際研修
対象国：ネパールをはじめとする 20 か国（2011 年度現在）
主催者：立命館大学歴史都市防災研究センター
代表者：土岐憲三
期

間：2006 年度―継続中

は、UNESCO、ICCROM など関係国際機関のホームページを通じて公募し、
ICCROM とともに選定している。本年度までに、270 名延べ 117 か国から
応募があった。講師は、立命館大学に加え、文化庁、京都府、兵庫県、京都
市消防局等の現場の専門家や、UNESCO、ICCROM、ICOMOS（国際記念物
遺跡会議）など国際機関の専門家が任にあたっている。
この国際研修は、従来共働することのなかった文化遺産保護の専門家と防
災の専門家が本学の上記センターに集まって講習を受けるとともに、異なる
分野の専門家が双方の知見を交換し、かつ知恵を出し合い、研修中にそれぞ
れの国々や地域に固有の文化遺産防災計画作成に取り組むところに特徴があ

文化遺産防災の始まり

る。

ワークショップ風景

文化遺産と防災に橋を架ける
1995 年の兵庫県南部地震による火災が契機となって、我が国では文化遺
産防災の概念が生まれ、その重要性と意義とが社会の一部で次第に理解され
るようになってきた。このような中で内閣府により文化遺産防災に関する委
員会が 5 年の間隔を置いて 2 度にわたって組織された。平成 15 年度には「災
害から文化遺産と地域を守る検討委員会」が設置され、平成 20 年度に「重
▲

国連防災世界会議

要文化財建造物の総合防災対策検討会」が組織された。ここでの議論を通じ
て、文化遺産の防災問題の重要性が政府により認識され、法律で自治体に義
務づけられている防災計画において、文化遺産防災についての記述の必要性
が明確に示された。これにより文化遺産防災の重要性を国として初めて認識
したのである。その後、国と京都市との恊働により、3000 トンの水を擁す
る東山山麓防災水利システムが 5 か年計画で整備され、2011 年に完成した。
海外の反応
2003 年に本プロジェクトの代表者が UNESCO 本部を訪れて関係者に対
して文化遺産防災の重要性について示唆した結果、立命館大学にユネスコ •
チェアが付与され、アジアの途上国での文化遺産防災に関するネットワーク
を設立し、ハブとしての役割が期待されるに至った。欧米諸国においても、
その時点では文化遺産と自然災害とは全く関連の無いものとして考えられて
いた。しかしながら 2005 年に国連本部が神戸で開催した防災問題の国際会
議では、国連、ICCROM（国際文化財保存修復センター）
、文化庁の提案に
より文化遺産防災のセッションが設けられ、立命館大学が事務局を勤めるな
ど、次第に理解が進みつつあり、立命館大学での活動が広く耳目を集めるに

▲
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東山山麓防災水利システム

至っている。

20 か国に及ぶ研修修了者と共同研究
本年度までの研修国
本年度までに、東アジア地域（インドネシア、韓国、中国、フィリピン）
南アジア地域（インド、パキスタン、バングラディシュ、ネパール、ブータン）
中東地域（イラン、トルコ）アフリカ地域（ケニア、ウガンダ）中南米地域（ペ
ルー、ジャマイカ、コロンビア、メキシコ）大洋州地域（パラオ）欧州地域
（セルビア、モルドバ）の 20 か国から 53 名の研修者を招聘した。研修後は、

▲

カトマンズの伝統的建築物の地震応答解析

▲

カトマンズの旧都パタンにおける都市調査

所属機関でのフィードバックやフィールドマネージャーを対象とした研修の
開催などの活動が行われている。とくにネパールでは、本国際研修を契機と
して、立命館大学との共同研究がスタートしている。
世界遺産カトマンズの谷における共同研究
立命館大学歴史都市防災研究センターは、同大学が 2008 年度から実施
している G-COE プログラム「歴史都市を守る『文化遺産防災学』推進拠点」
の研究拠点でもあり、このプログラムが実施している国際共同研究をも支援
している。この研究対象である世界遺産カトマンズの谷の歴史都市において、
文化遺産防災計画開発のために、建築構造と都市計画の両分野からネパール
の文化遺産の問題に取り組んでいる。こうした国際研修ならびに文化遺産防
災分野における研究が海外でも高く評価され、ICOMOS の文化遺産防災国際
学術委員会（ICORP）の委員長に歴史都市防災研究センターのロヒト・ジグ
ヤス（Rohit Jigyasu）教授が選任されている。
（立命館大学歴史都市防災研究センター

土岐憲三、板谷（牛谷）直子、金玟淑）

NEPAL etc.
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