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7年秋 の予備網査 に続 いて ,1
989年 か ら新 田を

行 い, 1月下旬 に終了 した｡宿舎 をス リン市 内に置

代表者 とす る文部省科学研究費補 助金 (国際学術研

いたため,朝 7時発,夕方 7時帰着 の 日程で,遺跡

究) によ る 3年 間のプ ロジ ェク トと して,東北 タイ

までの8
0km を ピ ックア ップに乗 って 1時間半 か け

南部 のム ン川流域での発掘調査 を実施 してい る｡プ

て往復 し,夜 は出土遺物 の生理 を並行 して行 う毎 日

ロジ ェク トの 目的 は,東北 タイにおける先史時代 か

とな り,妓労 はかな りな ものがあ った｡また遺跡近

ら歴史時代 にか けて多数 の遺跡 が分布 して いること

くには食事 の とれ るところがないため,昼食 は午前

を,たん に農業生産 にのみ経済基盤 があ ったので は

の作業時間 中に,ポ リ袋入 りのカオパ ッや麺類を運

な く,なん らかの商 品生産を行 い,その交易 によ っ

転手 に買 って きて もらい, ポ リ袋 のまま現場で食べ

て蓄積 した経済力が東北 タイ先史時代 の繁栄 の基盤

る生活 だ った｡出土遺物 が大屋であ ったため, 2週

にな ったので あ り, その商 品が鉄 と塩で はないか と

間の整理期 間で は深夜 まで仕事 を続 け る こ と に な

の仮説 を立証す ることであ る｡そのためには,製鉄

り, きわめて過重な労働 とな ったが,全員 の協力で

遺跡 と製塩遺跡 を発掘 して,製鉄 と製塩の開始時期

完遂で きた｡作業員 にはバ ンクワオ コ ソの村民 を雇

がいつであ るかを確認 す ることが必須で あ る｡ しか

用 した｡ この村 は砂質土嬢 の生産性 の極端 に低 い水

し, ム ン流域 の土器編年 は きわめて粗 い もの しかな

田 に頼 る,かな り貧 困な ラオ人 の村 で ある｡バ ン ド

いため, 日本 におけるよ うな,出土 した土器 によ っ

ンプ ロ ン遺跡 の調査 は1
990年 1
0月 よ り11月末 まで現

て年代 を推定 す るとい った,考古学の方法論で は し

地 での発掘,その後 1
2
月か ら分担者 の所属す るコ ン

ご くあた りまえな方法 を とることが難 しい｡ したが

ケ ン大学で整理作業 を行 な った｡発掘 が順調 に進ん

って,まず良好 な層序 関係 を保 つ多 くの包含層 を も

だため,第一次調査 に比較 して楽で あ った. ブ T
)ラ

った遺跡 を発掘 す ることによ り,ム ン流域 の土器編

ム市 内の宿舎 を朝 7時半発,午後 6時帰着 のペース

年 の大綱を確立す る必要があ った｡そのため,1
98
9

で,遺跡 まで 5
0km,約 1時間の通勤時間であ る｡

年 11
月か ら1
99
0年 1月 の第 一次調査で は, ス リン県

バ ン ドンプ ロ ンはクメール人 の村で ある｡昼食 は市

チ ュ ンボ ンブ リ郡バ ンクワオ コ ンにあるノ ンヤ ン遺

内の食堂 と契約 し,発泡 スチ ロールの弁 当箱入 りの

跡 を発掘 した｡ この成果 に基づいて ,1
9
90年 1
0‑
1
2

弁 当を毎朝積 み込 み,氷 を詰 めた大形バケ ツに瓶詰

月 の第二次掴査で は,製鉄遺跡であ るブ リラム県サ

水 を入れて通 った｡前年 の調査時 と比べれば,疲労

トゥック郡バ ン ドンプ ロ ン遺 跡 を 発 掘 した｡1
991

度 は少 な く,極楽 のよ うな現場生活で あ ったが,毎

年1
1月 ‑
1
99
2年 1月 に 予定 して い る第 三 次 調 査 で

日の シャワーに使 った水 が塩分 を含む高度 の硬水の

は,製塩遺跡で あるナ コ ンテチ ャシマ県 ブアヤイ郡

ため,全員がひどいかゆみ と湿疹 がで き,皮 膚がカ

バ ンニ ウマ イにあ るノ ン トゥンピーボ ン遺跡 を掘 る

リカ リにな る皮 膚病 に悩 まされた｡

ことに してい る｡

どち らの発掘 も作業員 と して雇 った純朴な村民 に

ノ ンヤ ン遺跡 の調査 は1
9
89年11月 よ り1
990年 1月

とて もよ く働 いて もらえた ことが調査 が うま くい っ

初 め まで現地 での発掘 ,その後現地 での整理作業 を

た大 きな要因のひ とつで ある｡タイ以外 の海外での
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私の発掘体験 か らみて,勤労態度 には雲泥 の差 があ
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ノ ンヤ ン遺跡 はス リン県の北部 , トゥンタラロ ン
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の頭骨が, うち 1基には 1点の頭骨が納め られてい
た｡第 3番 目の文化層か らは,東西に走 る大規模な
断面 Ⅴ字形の溝を検出 した｡幅は調査区西端で 3.
0

m,東端で 4
.
4m,深さは西端で 約 2m,東端で 1
.
7m
ある｡ 溝を掘 った排土を 積み上げた とすれば,3
‑
4
m を越える高さの土塁が築かれていたと推 定 さ れ

る｡溝の埋土か らは多数の土器が出土 した｡溝底に
は長期の滞水の痕跡はな く,水 を貯めてお くための
ものではなか った｡港の方向はノ ンヤ ンの等高線の
(
1) ノ ンヤ ン遺跡の遺構全体写真

画面四隅に平地式建造物,上下に 2本の溝 と
柵列の柱穴,中央左右 に周壕がみえる｡

方向 と一致 してお り,環状 にマウンドを取 り囲んで
いた と推定で きる｡ したが って溝は集落防衛用の周
壕である｡周壕が検出された層よ りさ らに下の層か
ら,合せ 口土器棺葬 1基が出土 した｡内部 には完全

ハ イのまっただなかにあ り,ム ン川左岸 に立地する｡

な短頭型の頭骨 1点があ った｡ この頭骨は土器の容

ム ンの流れがちょうどあたる蛇行点 にあるため,毎

量 ぎりぎりに納め られ,下顎骨の位 置もちゃん とし

年 1m ずつ削 り取 られ崩壊 している｡復原径 2
5
0m,

ている｡ このような土器棺葬は通常 白骨化 させた頭

周囲の水田面か らの比高 8m｡マウンド南側 には,

骨を納める (
二次葬) と考え られているが,あるい

乾季の水面か らは1
0m以上の高 さに達する崖が形成

は生の遺体を 斬首 して 葬 る例 もあるのか も しれ な

されてお り,崖面には土器を含んだ 層 や焼 土 層 な

い｡また土器棺の周囲には 3個の小型壷が供献 され

ど,全部で 7層の包含層がみえる｡はっきりとした

ていた｡ この層のひとつ下の層か らも, 1基の大形

層位関係 にあり,土器編年の基準を作 るには最適の

の合せ 口土器棺が検出された｡完全な形で残 ってお

遺跡である｡発掘の結果崖面に見える層位がさ らに

り,赤い絵の具で文様を描いた美 しい土器である｡

細か く分かれていることが確認で きたが,調査期間

内部 にはなにも残 っていない｡土器棺葬が続 く層の

の制約か ら,崖面でみ られる上か ら 3番 目の層に相

下には,厚 さ 1
0‑
4
0c
m の焼土層が堆積す る｡焼土

当す る層までを発掘 した｡第 4層以下については崖

層のなかにはなにかの建物の構造材の破片のような

面か らの調査 によって層位的な土器の採集を行な っ

焼 けた粘土のブロックなども含まれており,火災の

た｡ノ ンヤ ン遺跡の放射性炭素年代測定の結果 はす

あと整地 した状況を示 していた｡ この焼土層の上か

でに得ている｡

ら,南北に走 る 2本の溝が掘 り込まれている｡鉄斧

マ ウンド頂上か らやや下が った斜面上に 5×1
0m

も出土 してお り,鉄製工具は既 に普及 していた｡西

の トレンチを設定 して発掘を開始 した｡発掘の過程

0‑
4
5c
m,深さ 8
0c
m はどの
側の溝の底には直径 2

で適宜拡張 した｡発掘が進行するに連れ, 日本の発

柱穴が 5
0‑
6
0c
m 間隔で 掘 られている｡ 柵列が建て

掘現場で ときどき起 きている トレンチ崩壊 ･生 き埋

られていた ことを示 している｡溝底には滞水のあと

めの危険が生 じたので,一部発掘範囲を縮小 した｡

がないため,溝は柵列を作 るための布掘 り工法の基

最終的には地表下約 4m まで 掘 った｡ 発掘区最上

礎作業であろう｡東側の溝は西側溝が埋ま ったあと

層部か らは, 4群の合せ 口土器棺葬 (2個の土器の

に掘 られている｡木柵列のめ ぐる防衛施設をもった

口を合せて棺 とした もの)が出土 した｡ Sl
土器棺群

村があった ことを示す ものである｡

は 6基の土器棺が列をな して置かれてお り,一括 し

焼土層の下か らは平地式建築遺構 4棟が発見され

て埋葬されたと推定 される｡ほとんどの土器棺内部

た｡この層は崖面 にみえる包含層の うち,上か ら 3

にはすでに骨 は腐朽 して残 っていなか ったが, ごく

番 目の層に相当す る｡発掘 したのはこの層位までで

わずかに大腿骨や骨盤の残片が残 っているものもあ

ある｡焼土 はとて も固 く,移植 ごてでは歯 がたたな

った｡副葬品は皆無である｡次の層で も 5基か ら成

いため,ハ ンマーと ドライバーを使 って叩 き取 って

る合せ口土器棺葬群が発見 され, うち 1基 には 3点

い くとい う発掘 とな った｡それが幸い してか,粘土

2
2
8

現

地

が ポコッ, ボコ ッと剥がれるため,建築遺構が明瞭

通

信

を して､初 めて人 々は居住を始めた｡彼 らの埋葬法

に検出で きた｡ 4棟 はいずれ も共通 した構造を もつ

は土器棺葬であ った｡前 2世紀 ころには水稲耕作を

建物であ る｡ うち 1棟が遺構全体を調査す ることが

行い,本格的な居住がなされ,平地式建物を伴 う住

で きた｡ これは北辺 2.
3m,南 辺 2.
6m,東辺 4m,

居が立 ち並ぶ村がで きた｡ このよ うな社会状況 にな

西辺 1.7m のややゆがんだ長方形をな し,厚 さ15‑

ると村 どうしの緊張関係が生 じる｡あるいは戦争の

30c
m の粘土壁を 積 み上げた 建築で あ る｡ 例 によ

結果であろ うか, この村 は徹底的に焼 き払 われた｡

ってハ ンマー と ドライバーで ポコ ッと剥 ぎ取 ってい

その後,村 の周囲に防衛用の柵列が築かれた｡柵列

た ところ,壁土 と思 われる割れ面 に竹を編んだマ ッ

が考朽化 し,新 しい柵列を築 こうと したが,中止 さ

トの痕跡を残 した土塊や,片面が浅 くU 字形 に くぼ

れ,村の中心 は別の場所 に移動 した｡ この場所 は村

んだ土塊が剥がれた｡発掘 の結果､半裁 した棒や竹

の周辺吾郎こあ ったせいか,村 の墓地 とな る.7‑1
0
世

を基礎 として敷 き詰め､その上 に粘土を積み上 げて

紀 ころ,再 び村 は拡大 し,大規模な環壕を掘削 して

壁を作 った ことがわか った｡また,北壁内側 の壁面

村 の防衛対策 とされた｡ノ ンヤ ンの繁栄 はその後再

に斜 め上方 に半裁 した棒や竹を差 し込んだ痕跡 と思

び来ず,細 々とした墓地 として長 く忘れ られるよ う

われ る半 円形の空洞が並んでいた｡ この建築物の構

にな る｡周囲は不毛の荒れ地 とい う, このような場

造をまとめると次のよ うな ものであ った と考え られ

所に長期 の居住がなされた要因は,ム ンの河川交通

る｡まず,地面をす こ し掘 り下げ,半裁 した棒材を

の要衝点 とい うノ ンヤ ンの立地 にあろ う｡

敷 き詰める｡その上 に粘土を積み上げて壁を作 る｡

バ ンドンプロ ン遺跡 はム ンの南数 キロにある,≡

北壁下部か ら斜 めに上屋をかける｡ このような構造

重の濠 と土塁に囲まれた大規模な遺跡である｡現在

の建物 とす ると,内部空間はひ じょうに狭 く,居住

は約9
0
0人が住む村である｡
1
987
年 4月 にサ トゥクー

用の建物 とは考え られない｡また,木材を使 った構

ピマイ間の道路建設 のための土砂採取 によ り遺跡の

造であ り,土器を焼 くための窯で もない｡他 の建物

一部 が壊 され,その後,11
月 には村民 による道路舗

の場合,内部か ら土器が出た り,木柱 を もった り,

装材料 としての鉄棒採取 のため,さ らに破壊された｡

壁のす ぐ外か ら稲穂をまとめたよ うな状態でかな り

私 は1
9
87年 4月 に初 めて訪 れたが,1
1
月 に再訪 した

の量の炭化米 と稲の茎がみつか っていることなどか

さい,村民の鉄倖採取現場 に偶然 ゆ きあい,鉄棒堆

ら,住居 に付属するなん らかの貯蔵施設 のよ うな も

積層の下か ら製鉄炉 らしい もの と木炭が出たのに気

ので はないか と考え られ る｡東南 アジアの建築 と言

づいた｡それが きっかけで, この場所を発掘地 に選

えば,高床建築 と思 いが ちであ り, このよ うな平地

んだ｡1
99
0年 7月 にも現状確認のため現地を訪 れた

式の粘土構造の建物が発見 された ことは きわめて興

が,家が建 っていた り,さ らに破壊が進んでいた り

味深い｡オタゴ大学の‑ イアムが調査 したタイ東部

していたので,遺構が残 っているか,悲観的にな っ

の コックパ ノムデ ィ遺跡で も低 い粘土壁のある構造
物 が検出されているが,建築遺構ではな く,埋葬に
伴 うもの と考え られ,ノ ンヤ ン遺跡の建物遺構 とは
まるで違 う｡
崖面か らは土器棺破片や蓋,土器片多数が採集 さ
れた｡ ここで は伸展葬 はな く,居住の最初か ら土器
棺葬である｡また,堆積土層の中には周辺の水田の
下 にみ られる黄色の粘質土のブロ ックが混 じってお
り,人為的な盛土を した ことが想定で きた｡また,
直径数 ミリの粒状 ラテ ライ トもかな り堆積土の中に
混 じってい る｡
ノ ンヤ ン遺跡 の歴史 は次のよ うに復原で きる｡前
4‑
3世紀 ころ, ムン川のそばの自然の高ま りに盛土

(
2
) バ ン ドンプロン遺跡 の製鉄炉
炉心部 と排津境の間を粘土壁が隔てている｡
粘土壁を貫通 して送風管が挿入 され, フイゴ
羽 口が炉の内部 に入 っている｡
2
29
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た｡
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熱か ら防御するための装置であ り,柱 はまた粘土で

結局,その場所に遺構があるかどうかの確認をす

被覆することによ り防火対策がとられていた｡付属

るため, パ ワーショベル が 3m の鉄棒堆積層を ご

建物内か らは鹿の角や水牛の骨が出土 しており,工

っそ り削 ったところに トレンチをいれたOまった く

人の食料 としていろいろな家畜や野生獣が食べ られ

好運な ことに,発掘開始当日に製鉄炉の遺構がまと

ていたことが分かる｡また,鹿角は落角直前 らしい

まって検出された｡その後,次 々に炉が検出され,

大 きな ものであ り,製鉄作業が冬場の乾季に行われ

総数1
7基の炉 と,焼土,フイゴ羽口の破片,鉄棒な

ていたか とも考え られ,作業のシーズナ リティを考

どがぎっしり詰ま ったゴ ミ捨て穴 1基,付属の建物

察する材料 ともな る｡発掘 した範囲では鉄製品は 1

と思われるもの 1棟,多数の柱穴が検出された｡従

点 も発見されず,鉄素材を製品に加工す る鍛冶炉 も

莱,タイで発掘された製鉄関係遺跡はロブ リー近 く

なか った｡ したが って, ここでは製鉄 とそれに続 く

のバ ンデ ィル ン遺跡のみで, しか も 5世紀 と推定さ

精錬が行われ,鉄素材 としてインゴ ットの状態で他

4
世紀のきわめて新 しい
れる炉 1基を除 き,すべて1

の場所に搬出されたようである｡製鉄遺構が出土 し

ものである｡バ ンドンプロンの製鉄遺跡は前 3世紀

た層か らはノ ンヤン遺跡の下か ら2番 目の層で採集

にまで遡 る,現在の ところ最古の製鉄遺跡である｡

されたの と同 じ土器や,平地式建物層か ら出土 した

また,東南 アジア全域をみて も製鉄遺跡の発掘 は1
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壷 と同 じ特徴をもった土器の口縁部が出土 した｡両

世紀のサ ラワクのサ ントゥボン遺跡 くらいである｡

遺跡の土器の対比により,バ ンドンプロンの製鉄遺

バ ンドンプロン遺跡の調査は初期鉄器文化の製鉄の

‑
2世紀 ころと推定で きる｡ ノ ンヤンの調査
跡は前 3

実態を確認で きた画期的な発掘 とな った｡

の成果が ここで も実 った｡年代測定用の木炭サ ンプ

炉は粘土で壁を築いた円筒形の炉心部 とフイゴ羽
口および排浮城 (
製鉄の過程で炉内に生 じた不純物

ルの持 ち出 し許可がまだお りないため,まだ測定で
きていない｡

であるスラグを排出するための穴)の三部分か ら成

製鉄遺構出土層よ り下の層か らは,計 6基の伸展

るものと,炉心部 と羽口の二部分か ら成 るものとの

葬が検出された｡なんで も人工層位 による発掘法を

2種類がある｡前者が製鉄炉,後者が精錬炉 と考え

とる欧米やタイの発掘ではとうていで きない,木棺

られる｡炉底部 には椀形樺が残 って い る もの が 多

の存在を初めて明確 に検出 した ことは大 きな成果で

く,なかには鉄棒の うち炉底部 と接 している部分に

ある｡はば長方形の墓坑内に南を頭位 として伸展葬

還元されずに残 った赤褐色のラテライ トの粒が付着

で葬 られる｡いずれも両腕に幅広の青銅腕輪 1個ず

しているものもあった｡ このことは,鉄原料 として

つをつけ,
胸の上に細身の青銅環を 1個 置いている｡

粒状 ラテライ トが使われたこともあることを示 して

なかには,多数の青銅指輪をはめているものもあっ

いるO1
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年採集の鉄棒資料の金属学的分析では,

た｡最 も注 目されるものは,他 と違 って頭位を北に

高チタ ンの砂鉄原料であることが推定 さ れ て い る
が,無尽蔵 にあるラテ ライ トもその候補であるO鉄
鉱山は近 くにはな く,最 も近いもので も 2
0
0km は
ど離れており,鉱石が原料 とは到底考え られない｡
炉はいずれも直径 2
0‑
3
0c
m の楕円形に近 い円筒形

0‑
4
0c
m 程度である.也
を し,地下部分の深さも 3
上部分は残 っていない｡最 も興味深い炉は,ほぼ完

0c
m 位の
全 に残 った炉心部 と排浮城があ り,厚さ 1
粘土壁が ｢コ｣字形 に炉心部を囲んでいる｡粘土壁
の一端には粘土で被覆 された柱が残 っていた｡また
粘土壁を貫通 して送風管が挿入されていた｡炉の周
辺の床面には粘土を貼 って作業面を形成 していた｡
この粘土壁は作業効率をよ くするために,工人を高
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バ ンドンプロン遺跡のチー フの埋葬
縞めの う管玉 とガラス小玉の首飾 り,両腕に
青銅腕輪などをつける｡
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本人が無断で発掘 して,出土品を持 ち出 している｣
と想像力を働かせてひどいことを警察に通報 したた
め,サ トゥクの警察や教育委員会の役人 に取調べ ら
れた｡ NRCT と芸術局の許可証 もあ り, 芸術局派
遣の連絡官 も我 々に同行 している し,知事や郡長に
も会い,知事か らの文書 もあるのに,どんな ことが
起 こるか分か らない｡ついには中学校の郷土史学習
の野外教場 ともな り,
先生 に引率 された生徒が3
‑
400
人や って きて,説明や案内をすることにもな った｡
(
4
) バ ンドンプロン遺跡のチー フの埋葬の墓坑 に残
った木棺蓋の痕跡
八 ツ橋のような形の小 口を充填 した粘土 と,
両側辺の粘土 についた痕跡がみえる｡

私 はタイに来て,生 まれて初めてのテ レビ出演を し
て しま った｡サ トゥク文化セ ンターの郷土史学習 ビ
デオ録画取 りにも登場 して,発掘のことを解説する
ことにもな った｡盗掘者 にされた り,テ レビ解説者

した壮年男性人骨である｡頭部 は粘土で覆い,顔 は

にされた り,先生 にされた り,見物客整理係 にな っ

0
土器の破片で覆 って隠 している｡縞めの うの管玉 1

た り,八面六管の大活躍 とはこのことか もしれない

個,藍色ガラス小玉 3個,緑色ガラス小玉 28個を連

と思 った｡なんであれ,見物客がいることは掘 って

ねたネ ックレスを首に掛 け,両腕 に幅広の青銅腕輪

いる者 にとって も楽 しい ものである｡ そ れ に して

3個ずつ,右手 に 3個の青銅環を,左手指か ら外れ

も,製鉄遺構のほうがはるかに重要な価値を もつ と

て青銅指輪 1個,胸の上 に青銅環 1個があ った｡ま

思 うのだが｡

た,墓坑足元小 口に八 ツ橋のよ うな形の粘土壁を検

埋葬検出層よ り下か らは土器包含層が確認 された

出 したが, これは丸太を半裁 して くり抜いた木の蓋

が,遺構 は検出されなか った｡土器 はロ縁部 に横方

が墓坑の上 にあ った証拠である｡他 を圧する装飾品

向か らの竹か棒 による刺突 によ って紋様がつけ られ

の豪華さ,頭位が他の もの と違 うことなど,この男

た ものである｡口綾部の 2段刺突紋か ら, 口縁端部

性がチーフであ った ことを示す ものであろう｡

の竹管紋, 口縁端部の絵の具による短線紋,さ らに

製鉄遺構の広が りを調べ るため,北側 に試掘境を

口綾部の 4カ所 に施す複数の長縦線紋 とい う土器紋

設定 し,掘 った｡縞めの う管玉ネ ックレスをつけ,

様の変遷が窺える｡今回の調査 によ り, この地域の

象牙か と思われる腕輪を両腕 にはめた嬰児埋葬骨 1

土器編年が従来のおおざっぱな ものよ りず っと詳細

体 と,建物の床面 らしいものが検出されたが,製鉄

にで きるようにな ったことはきわめて大 きな成果で

遺構 はなか った｡ ここにはパ ワー ショベルの爪痕が

ある｡

ザ ック リと残 っていた｡ この爪痕を見て,あれだけ

2度の調査 にもとづ き, この地の過去の物語を描

製鉄遺構が完全 に残 ったのは天の助けとしか言いよ

いてみよう｡ム ン流域 に古 くか ら砂鉄や ラテ ライ ト

うがないと思 った｡

などの自前の素材を利用 した製鉄業があった｡生産

1
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月末 に最初の人骨が出てか ら大騒動 とな り,芸

した鉄 イ ンゴ ットは商品 と して,ム ンの河川交通を

術局の担 当者が来て,先史公 開化 したいとの意向を

運搬手段 として輸出された｡すでにチーフが存在す

聞かされた｡彼が報道機関に取材するように通報 し

るような社会状況にまで到達 している｡ム ンの交通

たため,TV,新 聞の大報道合戦 とな った｡製鉄遺構

の要衝 にはノ ンヤ ンのよ うな拠点的な集落 も形成 さ

を発掘 しているときにはまるで興味を示 されなか っ

れていた｡外部世界 との交通がさか ん に な る に つ

たのに,調査 日的で はない人骨が出た らとたんに考

れ,外界 の文化や風俗 も流入 して くる｡前 3世紀 こ

古課や世間の注 目を浴びるようにな った｡報道後,

ろに,伸展葬か ら土器棺葬へ と埋葬習慣 にも変化が

00人前後の見物客が近郷近在か らや って くる
連 日2

生 じた｡農業生産や商品生産による富の蓄積 は必然

よ うにな り,黄金が出た とか,す ごい ウワサが飛び

的に社会的緊張を もた らす｡戦争がおこり,防衛施

交 った｡また,TV を見たバ ンコクのある教師が ｢日

設を もつ ムラも形成 された｡ このような経済的繁栄
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が,あるとき崩壊す る｡以後,存在意義を失 ったム

理がされてお り,持 ち出 し品 リス トと全品の 1点 ご

ラは墓場 としてのみ存在 し,ついには忘れ られて し

との写真を添付 しなければな らない｡放射性炭素年

ま う｡調査が進めば, これか らもっとおもしろい物

代測定用の木炭サ ンプルや鉄棒です ら, 1点 ごとに

語を作 ることがで きるか もしれない｡

写真添付が義務づけ られている｡ しか もこのよ うな

調査手続 きなどに関連 して,思いつ くことを述べ

ものです ら許可が降 りるのは数 カ月後である｡土器

てみたい｡タイでの考古学の謝査 には NRCT の許

や青銅器などの人工遺物 については持 ち出 し許可 は

可の他 に,芸術局の許可が必須で あ る｡ そ れ に は

まず得 られない｡ したが って,現地 において完全に

NRCT‑の通常の手続 きの他 に,芸術局長への依頼

整理作業を終了 してお くことが必要 とな り,発掘期

の手紙,在タイ日本国大使館が発行す る調査責任者

間以外 に整理期間 も全調査期間に含めておかなけれ

個人 に対す る身元保証書の提 出が要 求 さ れ る｡ 当

ばな らず,経費 と期間に制約のある科研費 による調

初,文部省の科研費担 当の係 に, この保証書を発行

2
月の調
査の場合, これが大 きな負担 となる｡昨年 1

して もらえるよ う外務省 に対 して依頼 して は しい と

査終了時に申請 した木炭 と鉄棒の持 ち出 し許可審査

お願い した ところが,個 々のケースに対応すること

状況を知 るため,今年 5月に考古課を訪問 した とこ

は していないとの ことで,断わ られた｡結局,石井

ろ,ま った く処理 されていなか った｡また,そのお

米堆先生 に紹介状をいただいて,在タイ日本大使館

りの考古課長のお話では外国人 に対す る対応は来年

に出向 き,文化担 当官に書いていただ くことがで き

か らさ らに厳 しくす るとの ことであ った｡出土品を

た｡科研費などの公的ファンドによる調査の場合,

持 ち出 したままで返還せず,調査後25年 にもな るの

この種の在外公館か らの書類を要求 される場合,価

に報告書が発行 されなか った り,成果を還元 しなか

人的なつなが りで解決す るのではな く,文部省 と外

Ph･
D･
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e
った りす る従来の欧米の研究者や,

務省 との間で発行のルール とシステムとを作 ってほ

の論文執筆のためのみの雑な調査に対す るタイ側の

しい と思 う｡ 日本政府か ら派遣 された諏査なのに,

不信 に起因す るもの と思われるが,実質的に外国人

なぜ大使館か ら手紙をもらうのが難 しいのか と常に

を締め出す方向に向か うのではないか と危 倶 さ れ

タイ側か ら質問される｡

る｡

なお出土遺物の持 ち出 しには, きわめて厳重な管
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