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2014.12.15（Mon.）　▶　2015.1.31（Sat.）
※日・祝・12.25-1.6 休館　ただし 12.21（日）は開館します

メソアメリカ、古代都市の起源を探る 
- トラランカレカ考古学プロジェクト -

写真展

京都外国語大学
国際文化資料館



日時：2014.12.21（日）13：30～17：00
会場：京都外国語大学　１４１教室（1号館4階）　※参加費無料、事前申込不要

１、「トラランカレカ考古学プロジェクトの学術的重要性」
　　嘉幡 茂　（ラス・アメリカス・プエブラ大学准教授）
２、「トラランカレカ考古学プロジェクトの政治・社会的問題点」
　　フリエタ・ロペス　（プロジェクト調査員）
３、「古代都市トラランカレカの発展と崩壊」
　　村上 達也　（トゥレーン大学准教授）
４、「テオティワカンとトラランカレカにおける都市設計」
　　福原 弘識　（埼玉大学非常勤講師）

　メソアメリカ、古代都市の起源を探る - トラランカレカ考古学プロジェクト -

主催：京都外国語大学国際文化資料館　協力：京都ラテンアメリカ研究所・国際言語平和研究所　後援：WAC Japan・WAC-8 京都実行委員会

　古代メソアメリカ文明のメキシコ中央高原では、都市の起源はテオティワカン（「神々の都」）にあったとされています。
この古代都市は紀元前 2 世紀に萌芽し、後 2 世紀に古代国家へと成長しました。その後、4 世紀には最盛期を迎えメソアメリカ
全域に影響力を持つに至りました。
　しかしながら、「トラランカレカ考古学プロジェクト」の研究成果から、この歴史認識に修正を加える必要があることが分かり
ました。先行研究によると、トラランカレカ（「地中に隠された家のある場所」）は前 1200 年から後 200 年まで政治や経済の中
心地として繁栄し、テオティワカンが発展する頃、放棄されたと理解されています。しかし、このトラランカレカ遺跡から、建造
物の密集性、社会成層の多様性、専門集団の存在、都市方位軸の統一を示す考古学資料がえられました。これらは、テオティワカ
ン以前にも成熟した都市が存在していたことを裏付けています。
　古代メソアメリカ文明を形成した社会は、従来の解釈と比較しより早い段階から複雑化しており、これら先行社会の文化的蓄積
とその継承が、後のテオティワカンという強大な古代国家を誕生させたと考えられます。
　本写真展では、現地メキシコで 2012 年 7 月から 2014 年 9 月に実施された「トラランカレカ考古学プロジェクト」の全容を
紹介します。トラランカレカ遺跡が古代メソアメリカ文明の中で、どのような文化的・歴史的重要性があったのか、また、古代の
人々がどのような都市を創り上げたのかご覧下さい。

写真展

・JR「京都駅」より（約 30分）
　市バス 28系統、京都バス 81・83系統「京都外大前」下車
・阪急電車「西院駅」より徒歩約 15分
・ 地下鉄東西線「太秦天神川駅」・京福嵐山本線（嵐電）
　「嵐電天神川駅」より徒歩約 5 分

▶アクセス

◆展覧会関連　研究講座

京都外国語大学国際文化資料館
TEL 075-864-8741
FAX 075-864-8760
E-mail umc@kufs.ac.jp

▶お問い合わせ先

◆ Photo  Exhibition
     A  Search  for  the  Origins  of  Ancient  Urbanism  in  Mesoamerica: 
                                                                                             Tlalancaleca  Archaeological  Project
　 Exhibition  period:  Mon., December 15, 2014 - Sat., January 31, 2015, 10:00-17:00
                                      Closed on Sunday, Holiday, December 25  -  January 6
 　 At  the  University  Museum  of  Cultures,  Kyoto University of Foreign Studies
◆ The  University  Museum  of  Cultures  Public Lecture Presented in Japanese, Admission free.
     Shigeru  KABATA,  Julieta  LÓPEZ,  Tatsuya  MURAKAMI, and Hironori  FUKUHARA
　 Date:  Sun.,  December  21, 13:30 - 17:00,  Bldg. 1 on the 4th floor,  Room141

Proyecto Arqueológico Tlalancaleca

　「トラランカレカ考古学プロジェクト」は、日本科学技術研究費（平成 24-26 年度・若手研究（A））24682005「古代メソアメリカにおける初期国家の形成プロセス：トララ
ンカレカ考古学調査」（研究代表者：嘉幡茂）、日本科学技術研究費（平成 26-30 年度・新学術領域研究）26101003「古代アメリカの比較文明論」（研究代表者：青山和夫；分担
研究者：福原弘識）、さらに松下国際研究基金（2012 年）、米国ウェナー・グレン財団（2014 年）、トゥレーン大学（2014 年；以上、研究代表者：村上達也）からの助成を基に
実施されています。



 
 

ごあいさつ 
 

 
このたび、国際文化資料館では写真展「メソアメリカ、古代都市の起源

を探る-トラランカレカ考古学プロジェクト-」を開催する運びとなりました。 
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しかしながら、「トラランカレカ考古学プロジェクト」の研究成果から、
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よると、トラランカレカ（ナワトル語で「地中に隠された家のある場所」）

は前 1200 年から後 200 年まで政治、経済、宗教の中心地として繁栄し、

テオティワカンが発展する頃に放棄されたと理解されています。しかし、

このトラランカレカ遺跡から、密集した建造物群、多様な社会成層、専門

集団の存在、都市方位軸の統一を示す考古学資料がえられました。これら

は、テオティワカン以前にも成熟した都市が存在していたことを裏付けて

います。 
古代メソアメリカ文明を形成した社会は、従来の解釈が示していたより

も早い段階から複雑化しており、先行社会の文化的蓄積とその継承が、後

のテオティワカンという強大な古代国家を誕生させたと考えられます。 
本写真展では、現地メキシコで 2012 年 7 月から 2014 年 9 月に実施さ

れた「トラランカレカ考古学プロジェクト」の全容を紹介します。トララ

ンカレカ遺跡が古代メソアメリカ文明の中で、どのような文化的・歴史的

重要性があったのか、また、古代の人々がどのような都市を創り上げたの

かご覧下さい。 
最後になりましたが展覧会の開催にご協力いただきました皆様に厚く御

礼申し上げます。 
 

トラランカレカ考古学プロジェクト団長：嘉幡・村上 
 

主催：京都外国語大学国際文化資料館 
協力：京都ラテンアメリカ研究所・国際言語平和研究所 
後援：WAC Japan・WAC-8 京都実行委員会 



そんな中、メキシコ中央高原の
トゥーラ（右上写真）を首都とする
トルテカ国家とマヤ地域北部のチ
チェン・イツァ（右下写真）、メキシ
コ湾岸のエル・タヒンが台頭し、長
距離交易の拠点として繁栄する。
しかし、その繁栄も長続きすること
なく、再び群雄割拠の時代に入る。

14世紀になるとメシーカ人がメキ
シコ中央高原に南下し、テノチティトランを首都とす
るアステカ王国を築き上げる。その後、各地の征服
に乗り出し、メソアメリカ史上最大の帝国を打ち立て、
スペイン人に征服されるまで繁栄した。

村上 達也、嘉幡 茂

メソアメリカ

「メソ」は「中間の」という意
味で、北アメリカと南アメリカ
の間に位置する地域という
ことで「メソアメリカ」と呼ば
れている。現在のメキシコ南
半分、グアテマラ、ベリーズ、
ホンジュラス、エル・サルバ
ドルとコスタ・リカの一部が
含まれる。メソアメリカは鉱
物資源に富む冷涼で乾燥し
た高地と、熱帯雨林・サバン
ナ気候の低地に大きく分か

形成期はまさにメソアメリカ文明の
基盤が形成されていった時代である。
定住農耕村落が徐々に広がってい
き、各地で社会の階層化が進んでい
く。そして前1200年頃からメキシコ湾
岸地域でオルメカ文明が繁栄する。
巨石人頭像（右上写真）を始め、
様々な石彫が造られ（右下写真）、
前900年頃からはピラミッド建築も広
く見られるようになる。サン・ロレンソ、
ラ・ベンタなどのオルメカの中心地か
らは、黒曜石や緑の石など、遠隔地
との交流を示す遺物が多数見つ
かっている。

形成期（前2000-後250年）

古典期（後250-900年）

古代メソアメリカ文明の概略

後古典期（後900-1521年）

れており、多様な資源が各地の文化交流を促進させ、
一大文明を築くことにつながった。

形成期 古典期 後古典期

1000 500 紀元前 紀元後 500 1000 1500

オルメカ文明
サポテカ文明

テオティワカン文明

マヤ文明

トルテカ文明 アステカ文明
ミシュテカ文明

トラランカレカ

前500年頃になると、マヤ
地域やオアハカ地域で巨大
建造物を伴った都市が形成
され始める。右写真はサポ
テカ文明の首都モンテ・ア
ルバンである。モンテ・アル

バンは前200-100年頃から周辺地域を征服していき、
一大帝国への道を歩み始めた。ちょうど同じころ、メキ
シコ中央高原のテオティワカンでは都市化が始まる。
こうして、メソアメリカ各地で、古典期に興亡を繰り返
す諸国家の土台が形成されていったのである。我々
が調査しているトラランカレカは、オルメカの繁栄から
テオティワカンの勃興まで、波乱に満ちた時代を駆け
抜けた都市だったのである。

古典期になると、テオティワカンが一
大覇権を築き、その政治的・文化的影
響力はメソアメリカ全域に及んでいる。
モンテ・アルバンも帝国の首都として
繁栄する。テオティワカンとは友好的
な関係にあったと考えられている。マ
ヤ地域では、王朝を基盤とする小国家
が林立し興亡を繰り返していた。
しかし、後600年を過ぎると大きな変

化が訪れる。まずテオティワカンが崩
壊し、続いてモンテ・アルバンも衰退す
る。後900年頃までには、マヤ地域の
数々の有力な王朝が滅び、メソアメリ
カは混沌の時代に突入する。

メキシコ
中央高原

オアハカ地域

湾岸地域

マヤ地域

ベラクルス州立人類学博物館所蔵

ビジャ・エルモサ野外博物館所蔵 アステカの「太陽の石」（テンプロ・マヨール博物館所蔵）

マヤ王朝カラクムルの石碑

パカル王のヒスイの仮面
（メキシコ国立人類学博物館所蔵）



古代メソアメリカ文明：
メキシコ中央高原における形成期と古典期

村上 達也

海抜2000メートル前後に位置するメキシコ中央
高原は、広大な湖が位置するメキシコ盆地をはじ
め、いくつかの盆地や谷からなる。気候は冷涼で、
5月から10月の雨季には年間500から1000ミリ
メートルほどの雨が降る。黒曜石や塩、石灰など
の天然資源に富み、テオティワカン、トルテカ、ア
ステカなど、この地域で栄えた諸文明の重要な経
済的基盤となっていた。

メキシコ湾岸地方でオルメカ文明が栄えていた
頃、メキシコ中央高原では農耕を基盤とした村落
が発展した。
オルメカ文明との交流を示す遺物が多数出土し

トラティルコ遺跡の墓地（復元）とトラパコヤ遺跡出土の土器
（右上）（メキシコ国立人類学博物館所蔵）

形成期前期（紀元前1200-800年）

形成期中期になると、社会の階層化が進み、小規
模な祭祀センターが出現する。中でも、モレロス州の
チャルカツィンゴ遺跡（右下写真）やゲレロ州のテオ
パンテクアニトラン遺跡（左下写真）では、オルメカ様
式に酷似した石彫や祭祀建造物が建てられ、支配
層と思われる人物の墓も見つかっている。
トラランカレカはおそらくこの時期から都市化への

道を進むことになる。トラランカレカがどの程度オルメ
カ文明やチャルカツィンゴと交流していたのか現時点
では明らかではないが、両者の間に位置するトララ
ンカレカが地域間交流に重要な役割を果たしたこと
は間違いないだろう。

形成期中期（前800-400年）

形成期後期になると人口増加が進み、集落の規模
も大きくなってくる。それに伴い、行政・祭祀施設の規
模も大きくなり、巨大建造物がいくつかの都市で建て
られるようになった。メキシコ盆地南西部に位置する
クイクイルコでは、直径100m以上の円形ピラミッドが
築造され（下写真）、2万人前後の人口を擁する大都
市へと発展していった。

トラランカレカはおそらくクイ
クイルコと競合する都市へと
発展していき、地域間交流の
要所の一つとして、様々な資
源・製品の生産・流通に多大
な影響を及ぼしていたと考え
られる。しかしながら、トララン
カレカの支配域についてはよ
く分かっていない。

©Schávelzon 1983

クイクイルコとトラランカレカが
二大中心地として栄華を極め
ていた矢先、紀元後50年頃に
ポポカテペトル火山が噴火する
（右写真）。この大噴火により、
メキシコ盆地南部ならびにプエ
ブラ・トラスカラ地域南部が壊
滅的な打撃を受けた。火山の
東に位置する村テティンパ（右
下写真）では、家屋や畑がすべ
て火山灰に覆われ、人々は避
難を余儀なくされた。
クイクイルコもトラランカレカも

直接の被害を受けた訳ではな
かったが、噴火に伴う社会的混
乱からか、衰退の一途をたどり、
最終的に放棄される。

この混乱に乗じて勃興したのがテオティワカンである。
おそらく避難民の多くはテオティワカンに移住し、都市
の人口は大幅に膨れ上がった（おそらく6万人前後）。
そして後200年頃までには、テオティワカンは国家の
首都として確立され、月のピラミッドや太陽のピラミッド
など、巨大建造物が次々と築造された。

形成期終末期（後1-250年）

メキシコ国立人類学博物館所蔵

(©Plunket and Uruñuela 1998)

後250年以降、テオティワカン
は次々と周辺地域を支配下に置
き、強大な国家を造っていった。
その政治的・宗教的影響力は遠
くマヤ地域にまで及び、テオティ
ワカンの名はマヤ文字碑文にも
刻まれている。しかしながら、後
500年頃から国家の権威は失墜
し、内部抗争や周辺地域との紛
争のなかで、国家は崩壊する。

古典期（後250-650年）

形成期後期（前400-後1年）

羽毛の生えたヘビの神殿

ている一方で、メ
キシコ西部とも深
い関係を持ち、メ
ソアメリカの東の
文化と西の文化
が出会う、ダイナ
ミ ッ ク な 地 域 で
あった。



嘉幡 茂

トラランカレカ遺跡の重要性

トラランカレカ遺跡の学術的重要性：
何故、この遺跡を掘る必要があるのか

トラランカレカ遺跡は、メキシコ合衆国プエブラ州サ
ン・マティアス・トラランカレカ市の近郊に位置する。先
行研究によると、紀元前1200年頃からこの地に集落
が形成され、後100年頃までに放棄された。最盛期は
前600年から前100年頃であり、その政治・経済・宗教
的影響力は、この遺跡が位置するプエブラ・トラスカラ
地域のみならず、その周辺地域にまで及んだと指摘
されている。

メキシコ中央高原の形成期中期（前800年～400
年）・後期（前400年～後1年）の中で、トラランカレカ
が重要な拠点として発展したと解釈されるのは、下記
の考古学データに基づいている。

セロ・グランデ・ピラミッド
（遺跡内で最大規模を誇る； 推定55m×53m×17m）

トラランカレカ遺跡の特徴

遺跡面積の広さ（約7km²）
建造物の密集性
（マウンド24基、基壇50基、住居祉400戸以上）

建築方位軸の統一

タルー・タブレロ建築様式の存在

漆喰利用の開始

宗教の制度化（ウエウエテオトルやトラロック）

輸入資源の多様性（黒曜石、輸入土器、緑色の
石、黄鉄鉱、石灰岩、チャート、辰砂など）

形成期のメキシコ中央高原の遺跡の中でも、このよ
うに大規模で、様々な文化要素が認められる遺跡は
少ない。

さらに、トラランカレカ遺跡は、テオティワカンという
古代国家が形成される以前に衰退したと考えられて
いるが、この国家形成の過程を理解する上で、カギ
となる遺跡だと認識されている点も見逃せない。

その理由は、テオティワカンの文化的特徴である、
タルー・タブレロ建築様式、漆喰利用、宗教の制度化
が、先行社会であるトラランカレカ遺跡でも既に存在
しており、多くの文化要素がこの遺跡からテオティワ
カンへ継承され、古代国家が誕生したと考えられる
からである。

しかし、メソアメリカ考古学史の中で重要な遺跡と
認識されているにもかかわらず、この遺跡での考
古学調査は乏しい。

ド イ ツ 研 究 振 興 協 会 （ German Research
Foundation）の研究費を基に、ガルシア・クックを
調査団長として、1972年から1975年に「プエブラ・
ト ラ ス カ ラ 考 古 学 プ ロ ジ ェ ク ト （ Proyecto
Arqueológico Puebla-Tlaxcala）」が行われた。

何故、トラランカレカ遺跡は調査
されなかったのか

そして、この枠組みの中で、1973年にトラランカレカ遺
跡で、表面採集調査と発掘調査（20ヵ所における試掘
抗調査）が実施された。

しかし、これ以降、現場では一切の考古学調査は実
施されていない。

その理由を2点挙げることができる。トラランカレカ遺
跡は形成期に属する他の遺跡と比較し、その面積が広
大であるため、莫大な研究費と長期にわたる研究期間、
そして考古学者のみならず様々な専門分野の調査員
を基にしたチーム形成が必要と考えられ、大規模なプ
ロジェクトを運営していかねばならないからであろう。

一方、遺跡が農耕共有地として利用されており、学術
目的といえども部外者の進入を拒む傾向が強いことも
一因である。

この経緯から、今世紀に入ってトラランカレカに関連
する論文出版数は激減し、一部の研究者の間で重要
性が語られるだけとなった。

私たちは、トラランカレカとテオティワカンの歴史的・
文化的な繋がりを重要視し、古代国家が何故誕生した
のかを解明するため、このトラランカレカ考古学プロ
ジェクトを始めた。

ピラミッドB
（セロ・グランデ・ピラミッドと同様に、トラランカレカ社会の中で重要な政治的・宗教的
役割を果たしたと考えられる； 推定62.5m×41m×13.5m ）



トラランカレカ遺跡の風景

嘉幡 茂

盗掘されたピラミッドでの調査風景（南西より撮影） 盗掘されたピラミッド（東より撮影） 巨石建造物（西より撮影） セロ・グランデ・ピラミッド（奥）と環状列石（手前）
（東より撮影）

ピラミッドB（西より撮影）

生と死を表現している石彫（東より撮影）

盗掘されたピラミッド（左）、プラザ1、セロ・グランデ・ピラミッド（右）
（南西より撮影）

点刻のカレンダー（西より撮影）盗掘されたピラミッド前での集合写真（南西より撮影）

南の大基壇（北東より撮影）

人工洞窟の入口（北西より撮影） 階段ピラミッドの発掘調査の風景（西より撮影）



嘉幡 茂

3次元のベースマップ作成と目的

トラランカレカ考古学プロジェクト①：
オルソフォトによる遺跡および周辺部のベースマップ作成

DTM化の利点

2012年7月、メキシコ合衆国ハリスコ州に本社が
あるGEODATUM株式会社に、トラランカレカ遺跡
とその周辺部の航空写真測量、およびオルソフォト
のデジタル（DTM）化を依頼した。

遺跡の推定範囲は、約7km²であったと指摘され
ているが、この3次元地図を基に、遺跡とその周辺
地域における古代人の資源獲得や立地利用の範
囲（遺跡開発領域）を射程にした分析を実施するた
め、測量面積を85km²に設定した。

赤色の楕円は遺跡の推定範囲；黄色枠は測量範囲

さらにデジタル化の際、等高線の間隔が50cmと
なるように作成してもらった。この地図を基に遺構・
遺物の空間分析を行い、また発掘調査を行う際、ト
レンチの設定等に利用するためである。

特に、表面採集調査から回収される遺物の空間
分析を行う際、精度の高いベースマップは役立つ。
この地図をArcGIS上で用いることで、各種の遺物
の出土傾向を把握することができる。

例えば、ある特定の土器が、どの地区で、そして
どのような建造物と関連し出土するのかが分かる
だろう。また、かつてのピラミッド建造物や住居群は
現在崩落し、マウンドとなっているが、その配置関
係を理解することができる。

Surferを基に作成した3次元地図（どの地区にどれくらいのマウンドが集中しているかが分かる）

このデジタルデー
タ を AutoCAD や
Surferといった市
販のソフトを利用し、
考古学者自らが
様々な地図を作成
していく。

GEODATUM株式会社から提供されたDTMデータの例

UTM座標の獲得

オルソフォトのデジタル化を依頼した際、同時に
UTM（ユニバーサル横メルカトル）座標の基準点を
3ヵ所設置してもらった。

これは、トータルステーションを用いて、より精度
の高い地形図（等高線の間隔が10cm）を作成する
ために利用される。

多くの考古学プロジェクトでは、任意の座標軸か、
ポータブルのGPS受信機を用いて、基準点が設置
される傾向にある。

トラランカレカ考古学プロジェクトでは、世界標準
となっている座標軸を用いることで、将来的に他の
遺跡のデータと比較し、考察することを射程に入れ
ている。

TOPCON製 2周波GNSS受信機を用いた
UTM座標の設置

ベンチマーク

トータルステーションを用いた測量

そして、このデータを活用することは、限られた現
場での調査期間の有効利用にもつながる。パソコン
上で各マウンドの位置関係、そして体積や推定規模
を把握することが可能となり、どの地点を発掘調査
すれば効率のいいデータを採集することができるか
に貢献する。また、この地図を先に述べた表面採集
調査や発掘調査からのデータと合わせ利用するこ
とで、各種の分析が容易にもなる。

AutoCADによる3次元地図の例



基壇状建造物

巨礫遺構・集石遺構

踏査の範囲

来年度予定の調査範
囲遺跡の範囲

トラランカレカ考古学プロジェクト②：
踏査・表面採集調査

村上 達也

踏査・表面採集調査の方法 都市のはじまり

本調査では、遺跡の全体像をつかむため、地形
測量と並行して全域踏査を行った。地表に観察で
きる遺構を記録し、同時に遺跡全域に100m四方
のグリッドを組み、表面採集調査を行った。表面採
集調査では、１つのグリッドをさらに4等分し、50×
50mの区域を一つの採集ユニットとした。それぞれ
の採集ユニットでは、型式分類が困難な土器の胴
部小破片と質量がかさむいくつかの建築材を除く
全ての遺物（下の写真を参照）を採集した。現在ま
でのところ、丘陵部（ラ・ペドレーラ）の踏査・表面採
集調査は完了しており、丘陵部東端周辺の予備調
査を終えた。丘陵部周辺の本格的な調査は来年以
降に計画している。
表面採集調査からは、居住域、広場、祭祀施設

など機能を異にする区域や、都市がどのように広
がっていったのか推測することができる。

丘陵部東端の崖の下には、地下水が湧く洞窟があ
り（現在は涸れている）、その傍らには基壇が数基と
石彫が建てられている。形成期中期の土器の散布
率が比較的高いことから、この洞窟を中心にした同
心円状に丘陵部東部とその周辺地域に形成期中期
の居住域が広がっていたと考えられる。丘陵部には
いくつか小規模なピラミッドが建てられているが、今
後の調査でそれらの建築時期を明らかにしていく予
定である。

地表に集中している土器群 土製耳飾り 形成期中期の土器片 黒曜石の剥片 土製壁の破片

グリッド・システムと遺構の分布
丘陵部北端の峡谷 丘陵部東側と周辺の平野部

形成期後期になると、居住域は丘陵部の西側に広
がっていき、同時に丘陵部周辺域（特に東側）では人
口が減少した可能性が高い。つまり、周辺部に居住し
ていた人々が丘陵部に移り住んだ可能性がある。地
表に落ちている土器の散布率から、都市の最盛期は
形成期後期から終末期にかけてと思われるが、この
最盛期において、都市の規模は東西に4.3km、南北
に1.7kmに達したと考えられる。

左図の赤色の範囲は、形
成期中期の土器が多数見
つかった場所を示している。
湧水のまわりにもともと
あったいくつかの村が統合
されて都市になったのか、
あるいはピラミッドなどの
祭祀施設が建造されたこと
で人々が集まってきたのか、
都市の起源を探る上で重
要な課題である。

左図の緑色の範囲は、
形成期後期・終末期の
土器が集中して見つ
かった場所を示している。
オレンジ色の範囲はお
そらく広場として使用さ
れていた。これらの広場
では、都市の統治者た
ちによって様々な儀礼
が行われ、都市住民を
統合する上で重要な役
割を果たしていたと考え
られる。

湧水

行政・祭祀中心部

湧水セロ・グランデ建築複合

都市の発展



セロ・グランデ・ピラミッド

火災にあった建造物

セロ・グランデ建築複合

巨石建造物

トラランカレカ考古学プロジェクト③：
ボーリング調査

村上 達也

ボーリング調査

土壌分析

調査結果

ボーリング調査（手動アースオーガー）は表面採集
調査を補完し、さらに層位を確認するために行われた。
刃の付いた直径10cm、長さ30cmほどの筒を手動で
回転させ、一度に20から30cmほどの穴を掘っていく
方法である。最高で10mほどの穴を掘ることができる。
採集した土は、色調（マンセル土色帖）、テクスチャー、
含有物（遺物を含む）の有無を観察・記録し、層位が
変わる前後ならびに有機物や遺物を含む層のサンプ
ルを採取し、地化学分析にまわした。
ボーリング調査はセロ・グランデ建築複合で集中的

に行った。遺跡のグリッドシステムを基に、さらに20m
間隔のグリッドを組み、計138のボーリングから約700
の土壌サンプルを採取した。

アースオーガーを回転させ、 筒から土をブルーシート上にあけ、 土壌サンプルを採取する。

採取した土は右手前から左側へ、そして奥に向かって順番
に置くことで、層位の変化（色調など）を観察することができ
る。

アースオーガーの柄は約10m程ま
で付け足すことが可能。

地化学分析では比色計（Colorimetry）によるリン
（ P ）の測定、ならびに ICP-OES （ Inductively
Coupled Plasma Optical Emission
Spectroscopy；誘導結合プラズマ発光分光機）によ
る複数の元素の測定を行った。これらの地化学分
析は、特定の層が人為的活動と関係しているか、し
ているならどのような種類の活動かを推定するため
に行った。

作業は4人で一チームを作り、現地の作業員2人がボーリングを行いブルーシートに土をあけていく。上
の写真では、南フロリダ大学の修士学生ペイジ=フィリップス（奥）が穴の深さを測り、その手前にいるメキ
シコ国立人類学歴史大学の学生ホセ・フアン=チャベス・バレンシアが記録をとっている。

セロ・グランデ・ピラミッド
の西側にある小さな建築
複合（おそらくエリート祭祀
施設）に位置する建造物
の周辺から、焼けた土、
粘土、炭化物が多数出土
している（右写真）。
この建造物が最終的に焼け落ちた可能性がある。古

代メソアメリカでは、政治的あるいは宗教的に重要な建
造物を意図的に破壊し、終了させる儀礼がある（終了
儀礼と呼ばれる）。今後の調査で、この建造物が儀礼
的に終了されたのか、あるいはこの遺跡の暴力的な最
後を物語っているのか検証していく予定である。

層位の観察から、セロ・グランデ建築複合が自然の高
台を利用して建設されたことが示唆された。地山（テペタ
テ）のレベルは発掘調査からも確認されており、恐らく自
然の高台をある程度成形し、その上にセロ・グランデ・ピ
ラミッドならびに隣接する広場や他の構造物が建造され
た。

ピラミッドならびにその
東に隣接する巨石建造
物の周辺は総じてリンの
値が低く、饗宴のような
食糧消費を伴う活動は
行われていなかった可能
性が高い。

ただし、巨石建造物とその東に広がる大広場の間に
位置するテラスの地表下2.5mほどから高レベルのリン
が検出され（上写真。色が濃くなっている部分）、この空
間が食糧消費と深く関わっていた可能性がある。今後
の発掘調査によって、この層が当時の生活面を形成し
ていたのか、ゴミ捨て場や埋葬のような施設があった
のか、あるいは建造物の埋土の一部なのか検証する
必要がある。

セロ・グランデ・ピラミッド

火災にあった建造物
巨石建造物

巨石建造物

例えば、リンは有機物に多く
含まれており、食糧の調理や
消費と密接に関係している。
地化学分析は南フロリダ大学
において行われた。



トラランカレカ考古学プロジェクト④：
トレンチ発掘調査（「セロ・グランデ」地区）

嘉幡 茂、ホセ・フアン=チャベス・バレンシア

建築複合

調査結果

トラランカレカ遺跡では、ピラミッド・基壇状構造物は丘
陵部東端から西に2.5kmの範囲に集中しており、その内
ほとんどの構造物は、グループを形成し明確な建築複合
を作り出している。表面採集調査とオルソフォトを基にし
た分析から、現在まで5つの大規模な建築複合を同定し
ている（上の図を参照）。
これらの建築複合の間に、いくつかの小規模な建築複

合や基壇状構造物が散在している。これらの建築複合
間、ならびに構造物間の時期的・空間的関係はまだはっ
きりとは分かっていないが、東部の建造物群は形成期中
期に起源を持っており、西部に位置する建造物群は比較
的後の時代に建てられた可能性がある。

トラランカレカ遺跡の主要建造物と建築複合の位置

今回の発掘調査から以下
のことが理解できた。
プラザ1では、少なくとも1回

建替え工事が行われていた
ことが分かった。プラザ1の床
面は利用開始当初、地山を
平坦にし、舗装材を一切使わ
ず利用されていた。その後、
日干しレンガ（アドベ；右写
真）を利用した部屋状の補強
土 壁 工 法 （ Sistema de
Cajón; 右図）を基に、プラザ
１の東側にプラットフォームを
建造したと考えられる。

発掘調査は、トラランカレカの都市化の過程がモニュメ
ント建設、さらには宗教の制度化、政治権力の生成・発
展とどのように関わっているのかを解明するために実施
された。2013年12月にセロ・グランデ建築複合で、2014
年6月から8月には同地区とトレス・マリーアス建築複合
内の階段ピラミッドでトレンチ発掘調査を行った。
セロ・グランデ建築複合内での調査目的は、主に3つあ

る。

「セロ・グランデ建築複合」における
発掘調査の目的

1） セロ・グランデ・ピラミッドの西側の外壁の形態と
その立ち上がり部分（ ）、そして、建築方位軸を確
認すること。

2）セロ・グランデ・ピラミッドの西側に隣接するプラ
ザ1の正確な範囲と建築プロセスを確認すること。

3) 盗掘されたピラミッドの形態と建築技術を理解す
ること（トレンチC1）。

「セロ・グランデ建築複合」で発掘された各トレンチの位置と建築物の名称

盗掘されたピラミッドは、プラザ1の北側に位置する。
名前の由来は、このピラミッドの東西に盗掘用の巨大
なトレンチ（ ）が開けられていることによる。
現在までの調査結果から、このピラミッドの形態は、

テオティワカンで見られるタルー・タブレロ建築様式によ
らないものであると理解できた。
来年度もこの地区で調査を継続し、データを獲得して

いく予定である。
©Morelos 1993

さらに、各トレンチから出土し
たプラザ1に関連する遺構（左
写真）やAutoCADを用いた解
析から、建替え後のプラザ1の
面積は約2764.3m²であったと
算出できた。

プラザ1の北西角
（トレンチ12と12-1の南から撮影）

土率そして住居址での発掘調査結果を基に、トラランカ
レカ社会がどれくらいの人口規模を持っていたのかを
計算するために利用する予定である。
一方、この地区で利用された大部分のアドベが、62

×26×10cmと規格化されており、ここからこの社会に
は既に専門集団が存在していたことが理解できた。
また、この地区の建築方位軸が真北から東へ5°58′

に統一されていたことも興味深い。トラランカレカ社会
の権力の集中の度合いを示すデータとして貴重である。

今後、このデータや土器の出

盗掘されたピラミッドの西側に設置されたトレンチC1



トラランカレカ考古学プロジェクト⑤：
トレンチ発掘調査（「階段ピラミッド」地区）

フリエタ・マルガリータ=ロペス・フアレス、嘉幡 茂、福原 弘識

調査結果

プラザ1から見て、約900m南東に位置する階段ピラ
ミッドでの調査目的は、このピラミッドの規模および外壁
の形態そして建築プロセスを理解することにあった。
村の古老によると、1950年頃までこの外壁の一部に、

向かい合った2名の人物が描かれていたらしいが、現在
は風化や農耕活動により確認できない。
ピラミッドの西側や南側は農耕活動により完全に破壊

され、規模を推定することが困難になっている。また、東
面の階段や床面も現在は損傷が著しい。このような状況
ではあるが、ピラミッドの東面と北面にはまだ当時の外
壁が一部残っており、資料の収集が急がれるためこの地
区で調査を行った。

階段ピラミッドで発掘された各トレンチの位置と3b期の復元図

「階段ピラミッド」における
発掘調査の目的

トータルステーションを用い
た測量とこのピラミッドの北
側に設置されたトレンチ調査
のデータから、より正確なピ
ラミッドの規模と形態が分
かった。少なくとも北側の形
態は4段の基壇で構成され
ていた。トレンチ5からは、こ
のピラミッドの北側斜壁の立
ち上がりが発見されている
（II期: 約52×42×14m）。
一方、トレンチ2からは、こ

のピラミッドの内部に古い時
期の建造物（I期）が存在し
ていたことを示すデータが見
つかった。それはアドベで形
成された部屋状補強土壁の
一部であり、階段ピラミッドの
下から2段目の基壇部内部
に位置している。

セロ・グランデ建築複合で発掘された各トレンチの位置と建築物の名称

東西軸の建築方位軸は約95º26′であり、セロ・グラン
デ建築複合の軸とほぼ直角に交わることが理解できた。
トラランカレカにおける建築方位軸は通時的に変化して
いった可能性があることから、セロ・グランデ建築複合
のプラザ1の建替え期と、階段ピラミッドのプラット
フォーム建築時期が、ほぼ同じであったことが推測でき
る。

階段ピラミッドの立ち上がり部分
（トレンチ5から2に向けて北から撮影）

トレンチ6・7・8の西側断面の写真と実測図

東から撮影した階段ピラミッド（階段中央部に盗掘の跡が見られる）

部屋状補強土壁の一部

さらに、階段ピラミッドの基壇部1段目と2段目の外
壁に、複数の部屋状補強土壁が見つかった。これは、
階段ピラミッドの北側に少なくとも10.5mの南北幅を
持つプラットフォーム建設（約71×58m）のために設
置されたと考えられる（IIIa期）。

トレンチ6・7・8は、このピラミッドの北西隅を発見する
ために設置されたが、隅を検出することができなかった。
しかし、この調査区から興味深いデータを収集するこ

とができた。断面観察から、少なくとも3時期の生活面
があったと考えられ、各層から動物の骨片（鳥、鹿な
ど）や骨製品（下写真）が、他の調査区と比較して大量
に出土した。また、トレンチ7の各生活面の南側には焼

土層が認められる。これらのデー
タからこの地区では何らかの儀
礼が行われた可能性を指摘でき
る。調査は無遺物層にまで達して
いないため、来年度も継続する
予定である。

鹿の骨で作製された装飾品



家と同様に欠かせないのが、調査を補助してくれる
作業員の存在だ。見知らぬ土地で信頼できる人を探す
ことはそう簡単ではない。私たちは、最初に私たちを受
け入れてくれた村の博物館に頼ることにした。そして、
「将来、考古学に携わることが夢だった」と語る、博物
館の執行委員の一人イラリオを人夫頭とし、彼に信頼
できる人を集めてもらった。こうして、プロジェクトを始
める準備ができたのである。

村上 達也

家さがし、人さがし

ヘビに注意！

くう、ねる、あるく

打ち上げで打ち上がる？

中休み：
調査のエピソード

ダンス、ダンス、ダンス

長期間に渡って考古学調査を行うには、快適な住居
は欠かせない。トラランカレカ遺跡がある村には、電
気・水道・ガス、すべてがそろっており、考古学者に
とっては理想の楽園であった。しかし、家を見つけるま
での道のりは決して平坦ではなかった。

不動産屋に行って、こちらの条件を言えば物件を紹
介してくれる、そんなシステムはない。すぐに住めるよ
うな空家もないし、あったとしても、よそ者に快く貸して
くれる人もなかなかいない。そんな中、朗報が入ってき
た。現在建設途中のアパートがあり、もうすぐ完成予
定。結局私たちはそこにお世話になることになった。

現場の調査は、朝8時から
夕方4時まで。昼休みは12時
から1時までの1時間。した
がって、踏査・表面採集調査
では、朝から4時間歩きっぱな
しとなる。これがけっこうきつ
い。標高2500mなので気温は
それほど高くないが、酸素が
少ない。
しかし、調査には特典が付

いてくる。遺跡には様々な果
物がなっており、食べ放題な
のである。たまに、土器片より

も果物の収穫が多い作業員もいるくらいだ。

昼休みになると、火を起こし鉄板でトルティージャを
焼く。同じ釜のメシを食べるかのごとく、皆で分け合い
ながら食べる昼食は格別だ。食後、作業員と学生の
多くは昼寝をし、午後の調査に備える。

最初に入ったアパート。電気と水
道以外はすべて自分たちでそろ
えないといけない。

人夫頭のイラリオ。人望が厚く、
働き者。

トラランカレカの博物館。奥に見
えるのは教会。

ジューシーなナシ 今年最初に収穫されたトウモロコシ サボテンの実を食べる学生

プロジェクトには日本人の他、メキ
シコ人学生とアメリカ人学生が参加
している。多国籍間の文化交流は国
際プロジェクトならではの楽しみの一
つである。中でも、音楽やダンスは
言葉を超えて異文化を学ぶ入口と
なっている。

現地調査には危険も伴ってい
る。トラランカレカには多数のヘ
ビが生息しており、遺跡を歩い
ている間にばったりと出くわすこ
ともある。大抵は逃げていくが、
ガラガラヘビのような猛毒を
持ったヘビもいるので要注意だ。

毎年、現場での調査が一段落付いたところで打ち
上げパーティーを開催している。プロジェクトの作業
員とその家族、学生を始め、アパートの大家さんや他
の知り合いを招待し、感謝の気持ちを込めて食事を
振舞うのである。今年は羊を丸々蒸し焼きにしたバ
ルバコアを振舞った。そして、作業員の一人、デル
フィーノとその家族が、手作りのトルティージャ（左下
写真）とサルサ（ソース）を提供してくれた。他の作業
員たちはリュウゼツランの発酵酒プルケ（右下写真）
を持ってきてくれた。デルフィーノはプロジェクト一の
ムードメーカーで、女子学生が近くにいるといつもより
三倍働くお調子者でもある。そんな彼を交えて、皆で
他愛無い話で盛り上がるのである。メキシコ人は大
酒呑みという印象があるかもしれないが、少なくとも
この打ち上げではそこまで呑まない。二次会以降に
皆打ち上がっているのは想像に難くないが・・・。



トラランカレカとテオティワカン①：
古代国家の誕生

村上 達也

土器編年

上の図の黄色の部分はトラランカレカの土器編年で、
青色の部分がテオティワカンの土器編年である。この
図から明らかなように、トラランカレカが放棄されるま
での数百年間は、テオティワカンで都市化が進む時
期と重なっている。さらに、我々の調査から、トララン
カレカの放棄時期が従来言われてきたように後100年
ではなく、後200年までのびる可能性が示されている。
一体この時期に両遺跡に何が起こったのだろうか。両
遺跡はどんな関係にあったのだろうか。

パトラチケ期のテオティワカンは、ピラミッドが建て
られることもなく、農耕を基盤とする大規模な村落が
集まっていた。ツァクアリ期になり、ポポカテペトル火
山の噴火がきっかけとなり、避難民がテオティワカン
に集中し、人口は膨れ上がった。しかし、この人口増
加が自動的にテオティワカン国家の形成に帰結した
と考えるのは早急である。

時期 年代 トラランカレカ テオティワカン

古
典

期

600 メテペック期

500
ショラルパン期

400 テナンイェカック期

300 トラミミロルパ期

形
成

期
後

期
・
終

末
期

200 ミカオトリ期

100
ツァクアリ期

紀元後

紀元前

100
テソキパン期

パトラチケ期

200

300
クアナラン期

形
成

期
中

期

400

テショロック期後期
500

600

700 テショロック期前期

800

形
成

期
初

期

900

1000 トラテンパ期

1100

1200

テオティワカン国家

テオティワカンの都市化

？

テオティワカン内における
異なる集団間の関係も去る
ことながら、テオティワカン
の勃興以前に一大勢力を築
いていたトラランカレカとの
関係を考慮に入れなければ、
何故テオティワカンで国家
が造られたのか理解するこ
とはできない。それは、トラ
ランカレカの放棄とテオティ
ワカン国家の形成が時系列
上重なっている可能性が高
いことからも伺えるが、それ
以上に、両都市には共通し
た文化要素が数多く見られ
るからである。それは何より、
トラランカレカとテオティワカ
ンの人々が交流していた証
拠なのである。

答えはまだ出ていないが、どのようにしてテオティ
ワカン国家が造られたのか、いくつかの可能性が考
えられる。
まず、テオティワカンとトラランカレカは競合関係に

あり、火山噴火に伴う社会的混乱・紛争、交易シス
テムの再編成の中でテオティワカンの支配層が権
力を増大させたことが考えられる。
第二に、トラランカレカの支配層がテオティワカン

に移住し遷都した可能性もある。
第三に、上記二つの仮説の中間として、トラランカ

レカ、テオティワカン、そしておそらくクイクイルコの
支配層が連合国家を造ったことも考えられる。
これらの仮説を検証するためには、初期テオティ

ワカンとトラランカレカを比較研究する必要がある
（次の「トラランカレカとテオティワカン②」を参照）。
前述の通り、初期のテオティワカンには大規模な

ピラミッドは存在せず、人口が多い大集落を形成し
ていた。それが後200年頃になると、巨大建造物が
次々に建造され始める（下写真）。死者の大通りを
中心軸に、大小様々なピラミッドが計画的に建てら
れた。この爆発的な建設ラッシュは、テオティワカン
国家の形成が漸次的なプロセスではなく、一大イベ
ントであったことを物語っている。
ピラミッド群の建設後、テオティワカンは都市の整

備に乗り出し、多くの住民が（おそらく10万人以上）
「アパート式住居複合」と呼ばれる、ある程度規格化
された集合住宅に住むことになる（左写真）。アパート式住居複合（©Linné 1934）

月のピラミッド

死者の大通り

太陽のピラミッド

羽毛の生えたヘビ
の神殿

©Millon 1973

テオティワカンの壁画。国家のエリート層
（おそらく神官）を描いたものと考えられる。

テオティワカンのはじまり テオティワカン国家の形成

月のピラミッド 月の広場（手前）と死者の大通り 太陽のピラミッド 羽毛の生えたヘビの神殿



村上 達也

初期テオティワカンの建築 トラランカレカの建築

都市計画

初期テオティワカンの建築データはかなり限られ
ているが、断片的な発掘データから建築技術・建築
様式の変遷を大まかに追うことができる。

ツァクアリ期の
土製の床

ショラルパン期の壁

パトラチケ期の公共建
造物は石造で、壁には
何も上塗りがなかったよ
うである（左図）。
ツァクアリ期にも同じ技

術・様式が継続したが、
新たな建築技術・建築様
式が導入された。左図の
土製の床と同時代の円
形の基壇が見つかって
いる。また、月のピラミッ
ドの内部に発見された小
基壇には、土製モルタル
が上塗りされていた。

©Blucher 1970

©Millon 1960

©Gazzola 2009

ツァクアリ期の終わりからミカオトリ期になると、化
粧漆喰の技術が導入され、床や壁の土製モルタルの
上に塗られるようになった（上写真）。また、アドべ（日
干しレンガ）も使われるようになった。そして、巨大ピ
ラミッドの建設と同時に、テオティワカン国家のシンボ
ルとなる「タルー・タブレロ様式」 （傾斜壁の上に垂直
壁を重ねた技法：下図）と、が導入された。

タルー・タブレロの建築技術

さらに、基壇を建造する際に、
単に土や石を無作為に盛って
いくのではなく、部屋状の構造
物を碁盤の目状に造り、その
部屋の中に土砂を埋めていく
技術が使われるようになった。

トラランカレカでは、アドべが広く使われており、ピラ
ミッドや基壇の内部は、このアドべで造った部屋状構
造物が碁盤の目状に張り巡らされていたと思われる
（下写真）。 基壇の外側には土
製モルタルが塗られている （右
写真）。

建築様式に関しては、現在までのところ二種類見つ
かっている。一つは右上写真のような傾斜壁が階段
状に重なったもので、最上部に近いところでは垂直壁
が組み合わされている。ただし、テオティワカンのタ
ルー・タブレロ様式とは異なる。もう
一つはテオティワカンのタルー・タブ
レロ様式と同じものである（右写真）。
後者には化粧漆喰が塗られている。
おそらくこれらの異なる建築様式は
時期差によるものと考えられるが、
今後の調査で明らかにしていきたい。 ©García Cook 1984

©Plunket and Uruñuela 1998©Manzanilla 1993

以上のように、基壇内の部屋状構造物、アドべ、土
製モルタル、漆喰、タルー・タブレロ様式など、テオティ
ワカンで新たに導入された建築技術・建築様式の多く
はトラランカレカで早くから見つかっているのである。

この他、国家形成後のテオティワカンで特徴的な建
築に三神殿複合（中央列下左図）がある。トラランカ
レカでは現時点では見つかっていないが、トラランカ
レカと同時代でプエブラ州に位置する村落遺跡テティ
ンパで見つかっている（中央列下右写真）。

国家成立後のテオティワカンの都市は死者の大
通りを南北の中心軸にした碁盤目状に広がってい
た。

一方、トラランカレカは
東西軸上に広がっており、
中央の大通りも確認され
ていない。しかしながら、
両者に共通する要素とし
て、明確に定義された
「中心」が存在しないこと
が挙げられる。形成期・
古典期の都市では大抵
一番大きなピラミッドと大
広場が街の中心となって
いるが、両都市とも大規
模建造物が空間上に散
らばっており、「中心」が
いくつも存在するのであ
る。

トラランカレカ遺跡（橙色の方形部分が「中心」を表す）

テオティワカンの都市中心部

トラランカレカとテオティワカン②：
建築と都市計画に見られる類似と相違



トラランカレカにおける世界観の物質化：
神々との交信

嘉幡 茂

トラランカレカにおける世界観の物質化そして、その舞台のレプリカを都市や集落に築いた
のである。
それがピラミッドであった。
ここで儀礼行為を行い、人々は他の世界の神々や

先祖が与える恩恵に授かることができると考えてい
た。

太陽のピラミッドの頂上部には、ウエウエテオトル
ののろし台があり、その地中には人工的に洞窟が造
りだされた。
これらの施設を介して、神官たちは神々と交信した。
人々は、テオティワカンにおいてこそ、神々に自分

たちの意思を伝えることができ、その庇護を受けられ
ると信じることができたのだ。
テオティワカンの国家建設の成功は、当時の世界

観を体系化し、都市の中にそれを物質化しえた点に
ある。

都市化へのキーワード
テオティワカンで古代国家が形成されたことに対し、

私たちは様々な文化要素が先行社会トラランカレカ
からテオティワカンへ継承された事実を指摘してきた
（「トラランカレカ遺跡の学術的重要性」、「トラランカ
レカとテオティワカン」①と②を参照）。
タルー・タブレロ建築様式、漆喰利用、宗教の制度

化（ウエウエテオトルやトラロック）、建築方位軸の統
一が主要なものとして挙げられる。
しかし、これら個々の文化要素が、既にトラランカ

レカで存在していたとの理由のみから、この社会が
テオティワカンの国家建設に重要な役割を果たした
と主張しているのではない。
むしろ、これらの文化要素は当時の世界観を物質

化するための表現手段の一つであり、この奥底にあ
る思想体系こそが、テオティワカンの国家形成に影
響を与えたと考えている。
つまり、トラランカレカ社会では、どのように世界を

認識し、それをどのように物質化していたのか、そし
て、それらは後のテオティワカンと比較し、どの程度
まで成熟していたのかを解明することが、古代国家
形成の謎を解くカギだと考えている。

古代メソアメリカの世界観
古代メソアメリカの人々は、あらゆるものに神々が

宿り、あらゆる自然現象に神々の意思が反映される
世界観を持っていた。そして、自然界の中でも山や
火山はとりわけ重要な要素であった。彼らにとって山
は、世界の中心、人類の発祥地、社会秩序と権威の
源泉、守護神や死者の国への扉を意味していたか
らである。
山は四方位に広がる大地の中心にあり、上下垂直

方向へと延びる五番目の方位軸を創りだしている。
そして、彼らは山が天上界・地上界・地下界の三層
を連結し、ここを舞台として各層に生きる存在と交信
することが可能であると信じていた。

テオティワカンの太陽のピラミッド

上ポスター：羽毛の生えたヘビの神殿とその地中に存在する人
工洞窟（洞窟は神殿部の中心にまで達している）
左写真：太陽のピラミッドの頂上部から発見されたウエウエテ
オトル（火の老神）ののろし台（©Alejandro Sarabia）

では、このようなテオティワカン
に見られる世界観の物質化は、ト
ラランカレカではどの程度進んで
いたのであろうか？
結論から言うと、かなり成熟して

いた段階にあったと私たちは考え
ている。その証拠は右の写真にあ
る。
まず、トラランカレカ遺跡におい

て最大規模のセロ・グランデ・ピラ
ミッドの頂上部には、テオティワカ
ンの太陽のピラミッドと同様に、ウ
エウエテオトルののろし台が設置
されていた。ピラミッドという舞台と
こののろし台を基に、近郊にそび
える活火山ポポカテペトルの神と
交信していたのであろう。
さらに、このピラミッドの東には、

人工の洞窟が存在している。垂直
下方に洞窟を設置し、地下界への
入り口を造り上げた証左となるだ
ろう。

トラランカレカからテオティワカン
へ、思想体系までもが継承されて
いたとの推測を、実証的に証明で
きる遺構の一つであろう。

現在、テオティワカンの羽毛の生
えたヘビの神殿の地中にある人工
洞窟で調査が進行しており、世界
的な注目を浴びている（左ポス
ター）。
このような状況の中、トラランカレ

カの人工洞窟でも調査を行えば、
貴重な資料を提供でき、より古代
メソアメリカ文明の実像に近寄るこ
とが可能だと考えている。



実測図
土壌の

サンプリング
PIXE分析

トラランカレカ考古学プロジェクトの整理作業：
古代人の活動の痕跡を発見する

フリエタ・マルガリータ=ロペス・フアレス、嘉幡 茂

整理作業の重要性

人々は活動の痕跡を残す。

しかし、それは常に私たちの目に見えるもので
あるとは限らない。目に見えない古代人の痕跡を
見えるようにしていく作業は、考古学者にとって
重要な仕事の一つである。何故なら、そこに多く
の情報が詰まっているからである。そして、その
情報を基に、私たちは古代人の活動を復元し、
古代社会の変化を解明していく。

これらの痕跡には、土器、石器、骨製品、貝製
品、青銅製品の破片や、建築資材などが含まれ
る。

トラランカレカ考古学プロジェクトでは、現場で
の考古学調査からえられた遺物を、どのように整
理しているのか、見てみよう。

遺物の洗浄 遺物への注記 土器実測

遺物の洗浄

遺物への注記

土器の接合

トラランカレカ遺跡では、2ヵ月間の発掘調査で
少なくとも約1万点の土器片が回収される。ある
層位から回収された土器片が、別の層位の土器
片と接合でき、投棄される前はどのような形をし
ていたのか、より具体的に理解できるケースが見
られる。

遺物の肉眼分析

これらの作業を経て、遺物の一点一点を肉眼観
察していく。例えば土器の場合、この土器片は
元々どのような器形（皿、鉢、鍋など）であったの
か、器面に紋様などは施されているか、さらには
どのように加工されたのかなどを理解するための
データを収集する。

洗浄後、充分に遺物を乾かした後、遺物の一点
一点に登録番号を付けていく。考古学にとって、
各遺物がどの地点から出土したのかを記録する
ことは、とても重要であるため、遺物に油性のマ
ジックペンなどで直接注記を行う。

トラランカレカ考古学プロジェクトでは、例えば、
トレンチ1と名付けられた試掘抗の第3層から出土
し、12番目のナイロン袋に遺物が保管される場合、
P1-III-12と注記される（注記の初めのPは、スペ
イン語でトレンチをPozoと言うことに由来する）。

事件解決のために警察の鑑識官が、遺留品や
指紋をいつ、どこで、どのように収集したのかを正
確に記録するのと似ている。

整理作業の第一歩は、遺物の洗浄である。発
掘調査や表面採集調査から獲得された考古遺物
には、土や泥が付着しており、これを取り除かね
ばならない。

土器片や石器の剥片は、水と柔らかいブラシで
傷を付けないように丁寧に洗う。単純作業である
が、注意深く観察しながら洗いを行うと、どのよう
に遺物が作製されたのか、器面にはどのような調
整が施されていたのかなどが分かってくる。

実測と写真撮影

ようやくここで、重要と判断された遺物の実測や
写真撮影を行う。実測図や写真は、学会発表や
出版物の挿図として利用される。

考古理化学分析

肉眼分析だけでなく、様々な理化学分析装置を
利用した分析も行っている。

例えば、土壌サンプルからリンなどの値を測定
することで、この地区では当時どのような活動を
行っていたのかが復元可能となる。一方、土器製
作に利用された粘土や黒曜石などが、どこから運
び込まれていたのかを解明したい場合、PIXE
（粒子線励起X線）分析が強力な分析方法である。

何千ピースもあるジグソーパズルやトランプ
ゲームの神経衰弱の能力が必要とされる作業で
もある。



2012年10月現在、メキシコ合衆国には約
41000箇所の古代遺跡が正式に登録され、その
内190が遺跡公園として一般に開放されている。
そして毎年、この数は増加している。

この増加傾向だけ見ると、特に調査を実施する
ことが困難だとは想像できない。しかし、トラランカ
レカ遺跡をはじめ、未公開の遺跡で調査を行うこ
とは、地域社会との連携が必要不可欠だ。

例えメキシコ考古学審議会の調査許可を持って
いたとしても、信頼関係を築かず調査を開始する
と、調査自体がストップするだけでなく、そこで研
究している人間の安全が保障できなくなる。

トラランカレカ考古学プロジェクトの実施に向けて①：
地域社会との信頼関係
嘉幡 茂

メキシコで調査を開始するために

メキシコで考古学プロジェクトを実施することは
容易ではない。問題点を少なくとも2つクリアしな
いといけないからだ。一つには、地域社会の人々
とどのように信頼関係を築くのかが挙げられる。
もう一つは、メキシコ考古学審議会から調査許可
をもらうことである（「考古学プロジェクトの実施に
向けて②」を参照）。

地域社会の人々の思い

私たちは調査を開始する前、必ず村人や土地
管理組合の人々に、何故私たちが調査したいの
かについて説明を行う。

出土する遺物はどのように管理し、最終的にど
こに行くのか、遺跡には何が眠っているのか、外
国人である私たちが何故このトラランカレカという
場所で調査を行いたいのかについて、平易な単
語を使い理解してくれるまで話す。

信頼関係を築くための活動

まず、地方の人々は、わざわざお金をかけて遺
跡を調査するということを理解できない。また、何
故遠く離れた外国から、私たち日本人がこの遺跡
を発掘するのかについても想像が及ばない。

そのため、彼らは私たちが土地を奪う侵入者で
あるとか、遺跡に眠ると信じる黄金製品を暴く盗
掘者に違いないと考えるのだ。

もちろん、私たち考古学者はそのような意図を
みじんも持っていない。しかし、彼らにとって、私
たちはよそ者以外の何者でもない。

遺跡で土地管理組合員の方々にプロジェクトの目的を話している場面（嘉幡）

現地説明会を開催し、何が出土したのかを説明している場面 （ホセ・J.=チャベス・V.）

サン・マティアス・トラランカレカの自治体講堂で調査目的を説明している場面（村上）

さらに、発掘調査がある程度進み、何か興味深
いものが出土すると、現地説明会を企画する。現
地説明会は日本では一般的であるが、メキシコで
はあまり見られない情報還元の手段である。

人々は家族単位で遺跡に訪れ、私たちが何を
行っているのかについての説明に耳を傾ける。

市長との会合と協力

しかし、これだけでは
まだ信頼を勝ちえない。
現トラランカレカ市長を、
私たちが研究施設とし
て賃貸しているラボラト
リーに招待し、私たち
が何をしたいのか、何
を行っているのかにつ
いて理解してもらう。

遺跡には、当時の為
政者たちが政治目的
で使用した広場が存在
していた。ここは現在、
地域の人々によって
様々な催しの場として
利用されている。

ある意味、彼らにとっての「聖域」を調査するに
は、彼らから信頼を得ること、そして、彼らの協力
を得ることが大前提である。

オスカル・アンギアーノ市長との面談
（村上、嘉幡）

古代衣装を身にまとい祭りを行っている場面



トラランカレカ考古学プロジェクトの実施に向けて②：
メキシコ考古学審議会と私たちのミーティング
嘉幡 茂

メキシコ考古学審議会と調査許可

メキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）に
よって組織されるメキシコ考古学審議会は、この
国で実施されるすべての考古学調査や文化遺産
の修復・保存活動を統括する。

考古学調査を実施するには、この審議会に研究
計画書を提出し、その許可をえることが絶対条件
となっている。この許可をえずに調査を行うと法律
に基づき罰せられることになる。

43ヵ条からなる「メキシコ考古学審議会規定
（1994年発行版）」に準じ計画書を作成する。先
行研究、調査目的、調査方法、調査期間、遺構が
出土する際の対処方法、遺物の管理場所、調査
資金の出所と予算額などについて明記せねばな
らない。

また、研究計画書には、研究代表者の所属機
関が考古学プロジェクトを保証していると明記さ
れた書類を添付せねばならない。

かなりの労働力が必要とされる。

メキシコ考古学審議会は毎月一回開かれ、この
場で各研究計画書に不備がないかが問われる。

プエブラ州INAHセンター

不備がある場合、ど
こどこを変更しなさい
と明記された書類が
届く。それを基に修正
し再提出する。

では、すべてクリア
し許可書をもらうと、
直ぐに調査を開始す
ることができるのかと
言うと、そうではない。

調査開始にはまだ
まだ手続きが必要だ。

やれやれ。

私たちのミーティング

次のステップは、プエブラ州にあるINAHセン
ターに、審議会からの許可書を提出することであ
る。プエブラ州のINAHセンターに書類を提出す
るのは、トラランカレカ遺跡がこの州に属している
からである。

そして、研究計画書に示した予算の15%を税金
として納めないといけない。同時に、センター長に
サン・マティアス・トラランカレカ市長と、トラランカ
レカ土地管理組合長宛てに、私たちが正式な手
続きを行い調査許可が出ていると書かれた書類
を発行してもらう。

この書類を各所に提出して、漸くすべての事務
手続きが完了する。

メキシコで考古学調査を実施するには、地域社
会の人々と信頼関係を築き、このような事務処理
を行わねばならず、ある意味、調査よりも精神的
に疲れる活動である。

メキシコ考古学審議会からの許可書

ペペだけでなく、私たちも日本
の料理を提供する。村上は北海
道出身であるためチャンチャン焼
きを、嘉幡は大阪出身なのでお
好み焼きやたこ焼きを作る。カ
レー好きの福原はカレーライスだ。

このような形のミーティング（単
なる飲み会？）は発掘調査期間
中にも頻繁に行われる。調査は

チームワーク力

考古学プロジェクトを軌道に乗せ、成果を出して
いくために必要なものは何かと問われれば、私は
チームワーク力を挙げる。

考古学調査は一人では絶対にできない。

プルケ（マゲイの汁を発酵させたメキシコの地酒）を飲む村上

自慢の歌声でミーティングを
盛りあげる村上

しかし、研究計画を練ることはとても楽しいもの
だ。どの地区をどのように発掘しようか、何故そこ
を掘るのか、予想される出土遺構や遺物はどの
ようなものかについて、私たちは議論する。

その際、ペペ（ホセ=チャベスの愛称）はとても腕
のいいシェフでもあるため数々のメキシコの郷土
料理を披露してくれる。

美味しいものを
食べながら、そし
て、美味しいお酒
（テキーラ、ビール、
日本酒、焼酎、ワ
インなど）を飲みな
がら、話を進めて
いく。

考古学のみならず、日曜大工や料理など様々な知識や技
量を持っているペペ

2ヵ月弱行われ、かなりの体力と精神力が必要と
される。また、共同生活していることもあり、このよ
うな形で仲間とコミュニケーションを取ることは、と
ても重要なことだ。

仲間たちが持つ知識や技術
を信じ、地道に調査を行ってい
く。その積み重ねが、私たちの
研究課題の解明につながるの
だと思う。

着々と作業を進め、堅実な調査を行う福原 常に的確なアドバイスをしてくれる
フリエタ



ラス・アメリカス・プエブラ大学の考古学専攻について：
メキシコ人学生の役割と活動
アリエル=テクシス・ムニョス、ヒメナ=ラミレス・オルギン （ラス・アメリカス・プエブラ大学・社会科学部・人類学科在籍）

ラス・アメリカス・プエブラ大学

1944年に創設されたラス・アメリカス・プエブラ
大学（UDLAP）は、メキシコ合衆国プエブラ州サ
ン・アンドレス・チョルーラ市に位置している。この
大学は、2014年に実施されたメキシコ国内の私
立大学ランキング調査で一位を獲得しており、各
国から優秀な教育・研究者が招聘されている。

メキシコは、日本と同様に数多くの古代遺産に
恵まれている国である。しかし、考古学を専攻で
きる大学は少ない。UDLAPは人類学者と考古学
者を養成するための教育課程（社会科学部・人類
学科）を提供している数少ない大学の一つである。
その伝統は古く、多くの著名な研究者を世に送り
出している。

この人類学科で考古学専攻の学士号を取得す
るには、4年半のカリキュラムを終了しないといけ
ない。卒業後、考古学者として即戦力の人材を提
供するため、学内での授業と野外での実習がバ
ランスよく組まれている。さらに、メキシコでは卒
業資格を得るために、日本には存在しない、480
時間の「社会奉仕活動」に従事しなければならな
い。

トラランカレカ考古学プロジェクトは、社会奉仕
活動の一部として、学生に貴重な機会を提供して
いる。筆者らもこのプロジェクトの一員として発掘
調査や整理作業に参加している。

現場作業 社会奉仕活動 奨学金制度

現場作業

社会奉仕活動 （Servicio Social）

奨学金制度

UDLAPでは、学生の経済状況を考慮し、返済
義務のない奨学金制度を何種類か設けている。
授業料30%～70%の免除を選択することが可能
である。奨学金の給付を受けるには、免除率に応
じて、UDLAPに登録されている研究プロジェクト
で、教員の指導の下、調査アシスタントを行う。例
えば、免除率40%を選択している学生は、一学期
間に140時間従事しないといけない。

トラランカレカ考古学プロジェクトでは、筆者の
一人がこれに関わっており、整理作業などを行っ
ている。

研究者への道のり

このように、UDLAPでは考古学を専攻する学
生に対し、教育課程を基にした様々なプロジェクト
や奨学金制度が用意されている。筆者らをはじめ、
UDLAPで考古学を専攻する学生にとって、充実
した環境が整えられている。

これらの活動を通して、学生たちは考古学調査
だけでなく、社会貢献をどのように計画し実施して
いくのか、実践的に体験することが可能である。

また、このプロジェクトでは、参加する学生が研
究者としての実績を、現段階から積むことができ
る。今回の写真展への参加もその一つである。

社会奉仕活動とは、メキシコ合衆国内で学士号
を取得するために課されている条件の一つである。
この活動を通して、学問は社会にどのように貢献
すべきであるのか、そして貢献に向けてのテーマ
を学生は発見していく。

現在、2名の学生がトラランカレカ考古学プロ
ジェクトに参加しており、調査からえられる資料を
基に学士号取得論文を作成する予定である。

現場での考古学作業には、特別な技術や知識
が必要とされるため、学生たちは多くの時間をそ
の習得に費やす。

第三次トラランカレカ考古学プロジェクトには、
UDLAPの授業の一環として、約1ヵ月間10名の
学生が参加し、考古学調査に貢献した。調査内
容は、発掘調査、地形測量、表面採集調査、ボー
リング調査、考古遺物の識別と多岐にわたった。



嘉幡 茂

多くの国々で日本のマンガやアニメは愛されている。
そして、描かれる題材を基にした人類学・社会学研
究は盛んである。しかし、研究成果の発信そして文
化理解を求め、研究者自身がこれらをテーマとする
研究は乏しい。

メキシコでも日本のマンガは好まれており、多彩な
イラストと平易な言葉を基に、文化遺産や研究内容
を表現することが可能となり、多くの国民に伝える
ツールとなりうるのではないか。

メキシコでも日本文化の一つと理解されているマン
ガやアニメの利用は、日本政府の研究費で調査や広
報活動が行われていることを示唆しやすく、日本政
府によるメキシコでの文化貢献活動への認知度が増
すと考えられる。

さらに、私が勤務するUDLAPにはデジタル・アニ

メーション学科が存在し、優秀な教員と最新の機材
がそろっている。実現可能だろう。

学術調査だけではダメだ！

2012年にトラランカレカ遺跡で調査を開始して3年
が経とうとしている。私たちはこのトラランカレカ考古
学プロジェクトを軌道に乗せると共に、どのようにす
れば、私たちの行っていることを一般の人々に、より
容易に理解してもらえるのかを考え始めた。

現地説明会やPowerPointを用いた講堂での講演
会以外に、楽しく理解してもらえる手段はないものか
と思案していた。そんな風に考え始めたのは、以下の
出来事があったからだった。

その日の現場の仕事を終え、ラボラトリーで事務処
理をした後、何かを買うために通りに出た。すると、
50歳くらいの男性が私に近寄ってきた。

「現場で仕事くれないか？」と尋ねてくる。

「作業員さんの数は既に足りているので、誰かが辞
めるまで待ってください」と私は答えた。すると、彼は
一枚の紙の切れ端を私に見せる。

「この人が、お前に頼めば仕事くれるって言った」と
引き下がらない。私は誰がそんな無責任なことを言っ
たのだろうかと思い、その切れ端を見る。しかし、鉛
筆で書かれた文字は達筆すぎて、私には読むことが
できなかった。

「えっ、誰が言ったんですか？」「ここに書いてある」

（いやー、ここに書いてあるって言われても、俺には
読めんわ）と内心思う私。

もう一度尋ねる。「うーん、なんて書いてあるんです
か？」「・・・ここに書いてある」

この噛み合わない会話に戸惑った。もう一度、目を
凝らし文字を解読しようと努めるが、分からない。書
かれているアルファベットらしき文字は、私たちと共に
調査しているメキシコ人考古学者のどの名前にも相
当しないように見える。

重ねて聞いてみた。「これって、誰ですか？」「知ら
んけど、ここに書いてある」

（うーん、誰やろか？まあ、誰でもいいんやけど）と
思っているうち、ひらめいた。（あー、この人は文字の
読み書きができないのでは・・・ 。そう言えば、昔テオ
ティワカンで調査に参加していた時もあったなぁ）

同じ年齢くらいの人が、給料を受理する際に必要な
サインを別の人に書いてもらうよう頼んでいた。

契機となったエピソード

新しいプロジェクトの企画

そして、私は少しして次のことを知った。

1990年代初めまでメキシコの義務教育課程は小学
校までであり、農村地域に住む国民の識字率は特に
低いということを。

また、道端で駄菓子を売り歩く多くの子供たちがい
たことを思い出す。

異文化理解や共生が重要となっている今日、学術
成果の発信先を母国や学問専門領域に求めがちな
私たち研究者にとって、地域社会の人々を理解し、彼
らにその成果を還元する方法を模索し開発すること
が求められているのではと私は思う。

そして、それは誰にでも理解しやすい媒体を用いた
ものでないといけない。先の仕事を求めていた彼は、
字の読めないことを、私に気取られたくないがために、
「ここに書いてある」と言い続けたのだろう。

マンガとアニメが伝える歴史と文化

外国人である私たちが彼らのアイデンティティーの
シンボルであるピラミッドを何故研究するのかに対し、
明確な答えを持たず、またそれを彼らの言葉で説明
できなければ、調査結果は母国と一部の知識階層
にのみ行き渡り、海外研究はいずれ従属論的な性
格を持つものとなるだろう。

©芝崎 みゆき

新たな活動：
マンガとアニメが伝えるメキシコの歴史と文化

私たち海外
にフィールドを
持 つ 者 に は
「持続可能な
研究と教育」と
いう視点が必
要なのだと思う。 フィレンツェ絵文書より

（ベルナルディーノ・デ・サーグン神父によって16世紀に記され

た。このような登場人物に個性を持たせアニメーション化するプ
ロジェクトに対し、皆様はどう思われるでしょうか？）

持続可能な研究と教育



嘉幡 茂、村上 達也

それでも人は都市に向かう

現在メキシコ市にはその近郊も含め約2000万人が
住んでいる。人口増加の傾向は進む一方だ。

生活水の不足と水質汚濁、街にあふれるゴミ、慢性
的な交通渋滞、警察官の汚職、スモッグに覆われた空、
犯罪率の高さ、スラム化する郊外、恒常的なインフレ
に囲まれた環境に人々は暮らしている。

メキシコ市は人々の欲望によって押しつぶされようと
している。それでも人はこの都市に向かう。

そこには何があるのだろうか？

それぞれの世界観

現代西洋社会の世界観は、ルネサンス以降発展した
合理主義に基づく科学と、効率性を追求する経済活動
（資本主義）に大きく影響を受けている。一方、古代メソ
アメリカ社会は、神々との契約によって世界が維持さ
れる時代だったと考えられる（「トラランカレカにおける
世界観の物質化：神々との交信」を参照）。

この世界観の相違を無視して、現代社会で観察され
る行動や欲求を無批判に古代社会に当てはめること
はできない。

人間は各時代の世界観に縛られ生きている。古代メ
ソアメリカの人々は、太陽は人の心臓と血で生き続け
られると考えた。今の私たちは、彼らが信じた世界観
からは自由だ。

この写真展では、私たちの調査に基づいて、古代メ
ソアメリカにおける都市の起源、そしてテオティワカン
で確立された初期国家の形成過程についての仮説を
述べてきた。これらの仮説は、今後のさらなる調査で
実証的に検証していく予定である。

数年後には、より精緻で説得力のある新たな仮説を
皆様にお届けできると思う。期待して待っていただけ
れば幸いである。

過去、現在、未来をつなぐ考古学：
何故、人は都市に魅了されるのか？

図像表現

© García Cook 1981 

© Sejourne 1966

メソアメリカのほとんどの遺跡で神々を
崇拝する偶像やピラミッドが多く存在す
るのは、彼らが神々と共に生きたという
証しであり、ある程度世界観が共有され
ていたからに他ならない。
中でも、トラランカレカとテオティワカン

では様々な図像表現が酷似している。ま
ず、アステカ時代にトラロックと呼ばれた
「嵐の神」が挙げられる。嵐の神自体は
形成期の中央メキシコに広く共有されて

トラランカレカ博物館所蔵 テオティワカン博物館所蔵

しかし、先に挙げた現代社
会における都市の魅力的な
要素が古代都市にも存在し、
それ故にテオティワカンに
人々が集い、強大な国家を
形成するに至ったと言えるの
だろうか？

現代的な価値基準から生じ
る欲求が、古代社会に存在
しなかったと断言することは
できない。

古代都市の形成や発展を研究テーマとする際、人
類学的・考古学的知見のみから考察を行うのではな
く、現代社会における都市を研究している社会学、経
済学、地理学などの研究成果を援用した方が、より
実証的で、包括的な研究ができる。

都市部には農村部と比較し、より魅力的な要素が
ある。そして、人はそれを求め都市に向かう。豊富な
食料、雇用の機会、最新の商品や流行、先端医療の
設備、生きがいなどが挙げられるだろう。

しかし、これらをうみ出す原動力はすべて、情報と
モノにおける質量の優勢に収れんされる。同時に、人
が大勢集まるから、この優勢に拍車がかかる。

では、テオティワカンという古代都市にも、同時代の
周辺に位置した遺跡と比較し、同様のことが言えるの
だろうか。その最盛期には10万人以上もの人々が暮

らしていたと考えられることから、確かにこの都市に
は大きな魅力があったに違いない。

古代都市テオティワカン
（気球に乗り南より撮影）

アステカの太陽の石（復元図）

つまり、歴史的に見て、世界観
とは特定の時間・空間の中に存
在するものであり、価値観や欲求
はそれぞれの世界観を生きる
人々の日常の実践の中で形作ら
れ、相互交流のなかで変化して
いくものなのである。

おわりに

いたが、その図像表現は両都市では類似している
（右上がトラランカレカ、その下がテオティワカン）。そ
の他、「火の老神」の石彫も酷似している（下写真）。
これらの類似性から、テオティワカンの人々は神々

と交信する方法をトラランカレカ社会から受け継ぎ、
洗練したと考えられる。
だから、人々が集まった。そして、それを信じた

人々によって、神々もここに集わされた。テオティワ
カンが「神々の都」と呼ばれる所以かもしれない。

丘を覆い尽くす郊外のスラム街

しかし、価値基準とは人類普
遍に存在しているのではなく、文化によって大きく異な
ることが分かっている。

現在のメキシコ市の風景



「壺」の中には何が…：
団長たちの思い
村上 達也、嘉幡 茂

2005年撮影（村上、イヒニオ=バリージャ: トラランカレカ博物館館長、嘉幡）

2005年撮影（嘉幡、村上）
トラランカレカ遺跡にて

2014年撮影（村上、嘉幡）
トラランカレカ遺跡にて

2014年発掘調査（プリミティーボ=アギラル、村上、嘉幡）
わくわくしながら発掘している場面

嘉幡茂からの言葉村上達也からの言葉

考古学の歴史は大小様々な発見の歴史でもあり
ます。しかし、考古学者にとって、発見とは始まりで
しかありません。つまり、新たな「壺」が発見されたと
しても、それを発表して終わりではなく、その中には
何が入っているのか、その意味は何なのかを問い
かけ、様々な分析技術を駆使してストーリーを編み
出していくのです。

トラランカレカ考古学プロジェクトは、中央メキシコ
で最初の都市の「発見」から始まっています。遺跡
自体は40年以上前に発見されましたが、その後誰
も「中身」を見ようとはしませんでした。私たちは、こ
の都市の奥深くに何があるのか、その「中身」を見
出そうとしているのです。

現在、世界の人口の半分以上が都市に住んでお
り、今後もその数は増え続けるでしょう。日本でも若
者が都市に移住し、地方の過疎化が進んでいるの
は周知の事実です。一度出来てしまえば、都市は
人々を魅了し、地方の人口を吸収していくのは現在
過去を問わず、様々な地域で見られています。しか
し、そもそも何故人々は都市という居住形態を選ん
だのでしょうか。それまでに「都市」というものを見た
ことも経験したこともなかった人たちが、どのようにし
て都市を創り上げたのでしょうか。

さらに、都市の発展と国家の形成にはどんな関係
があるのでしょうか。多くの国家社会には都市が存
在する一方で、国家のような統治機構を持たない都
市も存在します。価値観や習慣を異にする多くの
人々が同じ場所に住むということと、権力や資源の
不平等にはどんな関係があるのでしょうか。初期の
都市を研究することで、現代の様々な都市問題の奥
に潜む原理みたいなものをあぶり出し、より良い未
来を創るための材料を提供できると私は信じていま
す。「壺」の中に何を見出すのか、それは私たちの思
いと深く関係しているのです。

何故、わざわざメキシコで考古学調査を行うのかと、
尋ねられます。日本にも数多くの魅力的な遺跡がある
にもかかわらず。はじまりは、私がまだ高校生だった
頃パラパラと流し読みした一冊の本にさかのぼります。
そこには、密林の中に壮麗にたたずむピラミッドの写
真がありました。

旧大陸の四大文明には大河が存在します。その恩
恵から偉大な古代文明が萌芽したのだと教わりました。
しかし、古代メソアメリカにはそのような大河は存在し
ません。ある意味その矛盾に動かされました。そして、
この地域で研究を開始して、20年が経っていました。

私は歴史を創りたい。

それが「壺」の中にあると信じています。

歴史は現代の価値基準がつくりだす過去の物語で
す。次の世代には、今まで語られていた歴史はすたれ、
新たなものへと生まれ変わるでしょう。過去に埋もれ
た価値を発見し、現代の価値を見つめ直したい。その
価値を示す資料は、土の中に存在すると信じています。

誤った歴史認識など存在しません。それは現代の価
値基準にこだわり、少し前に信じられていた基準を否
定しているだけだと思います。

私たちは過去の延長上に存在します。過去の価値を
見つめ直し、その当時、何故それが信じられていたの
かを考えましょう。

古代メソアメリカの人々は、生きた人間の心臓をくり
ぬいていました。私たちの価値基準からは残忍な行為
でしかないものです。

何故、彼らはそうしたのでしょうか？

いにしえの理解できない考えや行いを理解すること
で、私たちは今の私たちの考えや行いの方がおかし
いのではと問うことが可能になると考えます。

新しい価値基準は、無数の土器片を接合し、「壺」と
して完成する時に誕生すると信じています。


