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4 — はじめに 

はじめに

　この報告書は、特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会（略称NPO-SARERS）が、
2016年と2018年にスリランカ南東部の密林地帯で実施した2回にわたる遺跡探査の結果を
収録したものです。
　スリランカ政府考古局との合同事業として実施した今回の探査は、約100年前に当時の英
領セイロンの陸地測量隊がジャングルで発見して、地図には載せたものの、その後は調査の記
録が一切なく、どのような遺跡なのか不明のまま放置されていた「タラグルヘラ遺跡」を再発
見することと、その実態を明らかにすることを第一目的としていました。
　周知のように、インド洋上の島国スリランカは、古代からの仏教国であり、北海道よりやや
小さめの国土には、仏教を中心に展開されたさまざまな文化や、人々の生活を偲ばせる遺跡が
無数に残されています。それらの遺跡は、同国の貴重な歴史遺産であるばかりでなく、仏教を
通じて日本とも深いかかわりがあり、人類共有の文化遺産としても貴重な存在であることは言
うまでもありません。
　ところが、そうした貴重な存在であるにもかかわらず、これらの遺跡のほとんどは、いまだ
科学の光が当てられないまま、島の各地に広がる広大なジャングルの中に捨て置かれている状
態にあります。すでに学術的な調査がなされ、観光資源としても活用されているアヌラーダプ
ラやポロンナルワ、シーギリヤなどの一部の有名遺跡を除けば、スリランカでは研究者や予算
の不足、自然の障壁、戦乱などの理由から、遺跡の調査は遅々として進んでこなかったのが実
状です。それだけではなく、開発の進む地域にあっては、遺跡は絶えず盗掘や破壊の危機にさ
らされています。その背景にはやはり貧困や住民意識の問題があり、このままでは多くの未知
の遺跡が調査もされぬうちに破壊されるという最悪の状況が進みかねません。
　私たちは、このような現状にあるスリランカの遺跡を何とかできないかと考えて、もう47
年も前からこの探査活動を計画し、実行に移してきました。もともとはNPO法人の前身であ
る法政大学探検部出身者のグループが長年手がけてきた活動ではありますが、現在も現地機関
と協力して調査を進めるとともに、各種の啓蒙活動などを通じて遺跡保護にも寄与できるよう
努めています。
　また、これら一連の活動は、「広く一般市民の力を集めて、南アジア諸国に残る未発見・未
調査遺跡を探検調査し、研究や保存のための啓蒙活動を行う」というNPOの設立趣旨に基づ
いて実施しているもので、この報告書に収めた調査の成果も、一般の社会人や各大学から参集
した学生諸君の献身的な現地活動と、多くの皆さまから寄せられた幅広いご支援によって得ら
れたものであることを申し添えたいと思います。
　このような私たちの取り組みにご理解をいただき、ご支援を賜った皆さまに心から感謝して、
以下、成果のご報告をお届けする次第です。

	 特定非営利活動法人	南アジア遺跡探検調査会
	 理事長　岡村　隆
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INTRODUCTION

 This is a report based on researches for the ruins in the jungle of the southeastern 

area in Sri Lanka which took place from 2016 to 2018 by the joint team with Japanese 

NPO-SARERS (South Asian Ruins Exploration and Research Society) and the Sri Lan-

kan Department of Archaeology.

	 The	first	purpose	of	these	researches	was	to	rediscover	and	clarify	the	actual	situa-

tion of Thalaguruhela Ruins, which have been discovered in the jungle by a land survey 

team of British Ceylon Government about 100 years ago. Because the ruins were discov-

ered and put on a map, but never investigated after that and left in the jungle without 

being known what kind of ruins they were.

 As is well known, Sri Lanka, an island nation on the Indian Ocean, has been a Bud-

dhist country since ancient times, and there are countless ruins that remind various 

lives and cultures centered on Buddhism. These ruins are not only valuable historical 

heritage of the country, but are deeply related to Japan through Buddhism, and are also 

valuable as cultural heritage shared by humankind.

 However, despite their preciousness, many of these ruins are still abandoned in the 

vast	jungles	of	the	island,	without	scientific	clarification.	Except	for	some	famous	archae-

ological sites such as Anuradhapura, Polonnaruwa, and Sigiriya, which have already 

been studied academically and used as tourism resources, archeological survey have not 

been so advanced in Sri Lanka, due to several reasons like as shortage of researchers, 

natural barriers, and war.

 Not only that, but the ruins are in constant danger of illegal digging and destruction 

in the developing regions. As this background, there are problems of poverty and resi-

dents' consciousness, and if this goes on, the worst situation may be that many unknown 

ruins will be destroyed without being investigated.

 We have planned and implemented these exploration activities for 47 years since 

1973, thinking if we could somehow protect the Sri Lankan ruins like this state of affairs. 

These surveys from 2016 and 2018 are part of that.

 Fortunately, we were not only able to rediscover and research the Thalaguruhela 

Ruins in this series of expeditions, but we were also able to research several other ruins. 

These are all the result of the cooperation of members of the Sri Lankan Department of 

Archaeology who worked together, and are also the result that the Department of Wild-

life allowed us to work in Yala National Park.

 We would like to extend our sincere thanks to all the people who have taken care of 

us, and to publish this report.

  Takashi Okamura

  (Director General NPO-SARERS)
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第一部 探査活動の概要

Part 1
Summary of Research Project



	 The	first	purpose	of	these	two	explorations	from	2016	to	2018	were	to	rediscover	and	

clarify the actual conditions of the Thalaguruhela Ruins, which were discovered in the 

jungle about 100 years ago by the land surveyor team of the British Ceylon’s government 

and placed on a map, but since then has been no record of the research and what kind of 

remains were left unknown.

 The Thalaguruhela site, along with its name on the map, is now inside the Yala 

National Park, managed by the Sri Lankan government's Wildlife Department, and is 

heavily restricted, so it is not possible to even approach, let alone research, unless it is a 

joint project with the country's government agencies. Because the natural environment 

was also severe, not only individual explorers and researchers but also the inhabitants 

of the nearby were not easily able to get close to the ruins since the time of British rule.

 It was in 2014 that we focused on such a Thalaguruhela Ruins. This was because we 

wanted	to	rediscover	this	"famous	unknown	ruins"	as	the	first	step,	and	to	extend	the	

scope of the research to the entire Yala area, which is an archaeological blank zone.

 Two years after that, the approach to the Sri Lankan government's Department of 

Archaeology was successful, and special permission was obtained from the Department 

of Wildlife, and in 2016 a joint exploration team with the Department of Archaeology was 

organized	to	the	site,	but	in	this	first	attempt,	the	ruins	could	not	be	reached	and	the	

exploration failed.

 And two more years later, in 2018, as a result of the re-challenge, we arrived at the 

ruins of Thalaguruhela, and discovered that it was a Buddhist monastery with a vast 

temple	area	and	many	structure.	In	addition,	we	clarified	that	Stupa	on	the	hilltop	was	

an old one which was built between the 3rd century BC and the 1st century AD.

 At the same time, in this second exploration we were able to achieve unexpected 

results, including the discovery of rock paintings by Sri Lanka's indigenous Vedda and 

prehistoric megalith tombs at the Malwariyakema site.

 One of the most notable of these achievements was the discovery of the inscription 

remaining on the bedrock surface at the hilltop of the Thalaguruhela site. Although the 

number of characters was small and was not possible to read as the text, it was a great 

achievement to be able to identify that the Stupa was built from the 3rd century BC to 

the 1st century A.D. since the inscription’s character type was an Brahmi used in that 

age.

 This represents the fact that, in Sri Lanka, Buddhism spread at a rapid rate to even 

frontier Ruhuna region since the early days when it came from India, and large temples 

were also built even in distant places from the central Mahagama (now Tissa Mahara-

ma).

 In addition, the Vedda paintings which we discovered in the rock shelter of Malwar-

iyakema Ruins, included line pattern drawings of animals (large lizards, etc.) that have 
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not been found in about 80 rock paintings discovered in Sri Lanka so far, and dot pattern 

that is thought to represent some “number”. They will be valuable resources for future 

Vedda studies..

 And also ruins of cairn type tomb we discovered at Malwariyakema site revealed the 

fact that people lived in the area since pre-historic age, and had a culture like building 

megalith tombs before the “Ancient Sinhala Civilization” that consisted of Buddhism 

and water storage irrigation agriculture.

	 In	the	2018	exploration,	we	were	able	to	discover,	confirm,	and	survey	10	sites,	in-

cluding the surrounding area, and record them in actual drawings and photographs. In 

addition, as a new attempt, we also carried out aerial photography of ruins and recon-

naissance	of	exploration	routes	by	drones.	And	we	were	also	able	to	fulfill	our	mission	

to teach operation and donate drone to Department of Archaeology. These details are 

described sequentially in this report book.



探査活動の目的と成果

　2016年から2018年にかけて、2回にわたって実施した今回の探査は、約100年前に当時
の英領セイロンの陸地測量隊がジャングルで発見して地図（※1）には載せたものの、その後
は調査の記録が一切なく、どのような遺跡なのか不明のまま放置されていた「タラグルヘラ遺
跡」を再発見することと、その実態を明らかにすることを第一目的としていた。
　地図上にその名称とともに記された「タラグルヘラ遺跡」は、現在、スリランカ政府の自然
保護局が管理する「ヤラ国立公園」の内部にあり、厳重な立ち入り規制が敷かれているため、
同国政府機関との合同事業でなければ、調査はもちろん、近づくことさえできない状態にある。
自然環境も厳しいために、英国統治時代から個人の探検家や研究者はもちろん、近在の住民さ
えも容易には近づけなかった同遺跡ではあるが、そこに私たちが着目したのは2014年のこと
であった。このタラグルヘラ遺跡の再発見を足掛かりに、考古学上の「空白地帯」となってい
るヤラ地方の密林全域に調査の手を伸ばせないかと考えたのがきっかけである。
　それから2年、スリランカ政府考古局への働きかけが功を奏して、自然保護局からの特別許
可が得られ、2016年には考古局との合同探査隊を組織して現地に向かったが、この最初の試
みでは遺跡には到達できず、探査は失敗に終わった。そして、さらに2年後の2018年、再度
の挑戦の結果、私たちはタラグルヘラ山域の遺跡にたどり着き、そこが広大な寺域と多くの伽
藍を有する仏教寺院であったこと、山頂の仏塔が紀元前後に建立された古いものであることな
どを突き止めた。また、この2回目の探査では同時に、周辺でいくつかの遺跡を調査し、その
うちのマルワーリヤケマ遺跡でスリランカの先住民ヴェッダ族の岩絵や先史時代の巨石墳墓の
跡を発見するなど、想定外の成果を上げることもできた。
　これらの成果のうち、特筆できるのはやはり、タラグルヘラ遺跡の仏塔跡がある頂上の岩盤
表面に、「刻文」の一部が残っているのを発見したことであろう。文字数が少なく、刻文の判
読まではできなかったものの、書体が初期のブラーフミー文字（※2）であるところから、こ
の寺院の建立時期が紀元前3世紀から紀元1世紀にかけてであったと特定できたことは大きな
成果であった。このことは、スリランカでは仏教伝来（紀元前３世紀）の当初から、辺境のル
フナ地方にまで速い速度で仏教が広まり、中心地マハーガマ（現ティッサマハラマ）を離れた
場所にまで大規模な寺院が造られていたという事実を表している。
　タラグルヘラ山頂からは南に海も望めるため、沿岸を行く古代の航海者にとっては陸上に高
く聳える白亜の仏塔が、自身の位置を知るための灯台の役割も果たしていたのではないかと推
測され、仏塔の機能に関して新たな研究課題が生まれたことも私たちにとっては大きかった。
　また、マルワーリヤケマの岩陰遺跡で発見したヴェッダ族の岩絵（※3）には、これまでス
リランカ国内で発見されている80カ所ほどの岩絵にはない線文様の意匠（大トカゲなどの絵）
や、何らかの数を表すのではないかと推測される点文様があり、今後のヴェッダ研究のために
貴重な資料を提供することができた。日本隊にとっても、1993年に法政大学隊がモナラーガ
ラ東方のウェッタンブガラ遺跡でヴェッダ族の大規模岩絵を発見して（※4）スリランカ政府
が調査研究と保護に動いたとき以来の成果となった。
　さらに、マルワーリヤケマ遺跡で発見したケルン型墳墓の跡は、仏教文化以前のものであり、
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仏教と貯水灌漑農業を柱とする「古代シンハラ文明」が到達する以前から、この地域には巨石
墳墓を築く先史時代の人々がいたという事実を、この発見によって明らかにすることができた。
　2018年の探査では、周辺を含めて全10カ所の遺跡を発見・確認・調査して実測図や写真に
収めることができた。また新たな試みとしてドローンによる遺跡空撮や探査路の偵察も行い、
そのドローンをNPOから考古局に寄贈して操縦指導を行うという使命や役割も果たすことが
できた。それらについても本報告書中で順次報告していくこととする。

（※1）英領セイロン政府測量局発行の「１インチ＝１マイル地図」（約6万分の1縮尺）。
（※2）インド発祥の古代文字で、南アジアや東南アジアの各言語の文字の原型となった。
（※3）オーストロ・アジア語族のスリランカ先住民。狩猟採集生活を続けていた。
（※4）『スリランカ・ルフナ地方の密林遺跡』（1999年、法政大学探検部発行）に収録。
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活動地域の概要

■スリランカという国
　スリランカは、インド亜大陸の南端、コモリン岬か
ら見て南東沖のインド洋に浮かぶ島国である。かつて
はセイロンと呼ばれたが、1978年、国名を「スリラ
ンカ民主社会主義共和国」と改めて今日に至っている。
国土面積は約65,600平方キロで、北海道よりやや小
さく、人口は約 2167万（2018年）。首都はかつて
のコロンボ（人口約75万）から郊外のスリジャヤワ
ルダナプラ・コーッテ（人口約14万）に移されている。
　島は気候から大きく二つに分けられ、北部から中央
東部および南東部にかけての、全島の約4分の3が「ド
ライゾーン」、中央山岳地帯から南東海岸部にかけて
が「ウェットゾーン」と呼ばれる。ドライゾーンは文
字どおり乾燥地帯であり、11月から3月にかけての
北東モンスーンによって降雨がもたらされるが、耕作
には不十分なため耕地面積も人口も少なく、ジャング
ルを拓いた農村を中心に、貯水池を利用した水田耕作
や畑作がわずかに営まれる程度となっている。
　一方のウェットゾーンは、北東モンスーンの時期だ
けでなく、5月から9月にかけての南東モンスーンの
時期にも降雨があり、全体に湿潤なため、紅茶、ゴム、
ココヤシなどのエステートや天水による水稲栽培が発
達し、人口も集中している。
　住民はシンハラ人、タミル人、ムーア人（ムスリム）、
マレ一人などからなる多民族国家であり、そのうち人
口の74％を占めるシンハラ人は、言語系統上、北イ
ンドを故地とするインド・ヨーロッパ語族（アーリア）
系とされるが、歴史を通じてドラヴィダ系のタミル人
など南インド諸民族との混血が進んで、形質人類学上
の断定は困難となってきている。しかし、いずれにし
ても、紀元前6世紀ごろに来島したとされるこのシ
ンハラ人によって、最初の国家建設が行なわれたのが、
スリランカの歴史の始まりであった。
　史書「マハーヴァンサ」（大史）や「ディーパヴァ
ンサ」（島史）などによれば、来島したシンハラ人は、
オーストロ・アジア語族のスリランカ先住民とされる
ヴェッダ族（現在もごく少数が政府指定の居留地に住
む）を制庄し、以来2300年間、いわゆる「シンハラ
王朝」を継承してきた。紀元前4～ 3世紀にインド

から伝えられた仏教は、シンハラ人の主要な宗教とな
り、初期には大乗系から密教に至る各宗派が混在した
ものの、12世紀以降は、いわゆる正統派上座部の仏
教（小乗仏教）が国教の地位を占めた。現在、ビルマ
やタイ、カンポジアなどにも伝わる「セイロン上座部」
がこれである。
　ところで、古代シンハラ王朝期には、上記のドライ
ゾーンを中心に、貯水池と用水路を利用した高度な灌
漑農業（水田稲作）が発達するとともに、各地に夥し
い数の仏教寺院が建立された。いわゆる「古代シンハ
ラ文明」が千年余にわたって興隆したのだが、しかし
その間には、南インドからドラヴィダ系諸王朝の侵入
が相次ぎ、シンハラ王朝はそれら外部熱力との抗争を
繰り返しながら次第に南部へと押されていく。そして
最後には、ウェットゾーンである中央高地のキャン
ディに王都が移される一方、北部や東部にはドラヴィ
ダ勢力の中心だったタミル人が定着するに至った。
　その後、16世紀初めのポルトガルによる侵略を皮
切りに、スリランカはオランダやイギリスによる植民
地支配の辛酸をなめさせられることになる。1815年
にはイギリスによってシンハラ王朝最後のキャンディ
王朝が滅ぼされ、インドに追放された王に代わって、
英国総督がタミル人地域も含む全島の支配者となっ
た。その植民地支配は、それから130年余り、第二
次世界大戦後の1948年にスリランカが英連邦内の自
治国として独立を果たすまで続いたのである。
　独立後のスリランカは、社会主義政策の試行や多様
な外交展開などを通じて新生国家の道を歩きはじめ、
一時はその風光や人情の穏やかさから「インド洋の真
珠」とうたわれる安定期を誇ったこともあった。しか
し1980年代に入って民族紛争が頻発し、タミル人武
装勢力による独立闘争が内戦にまで発展、30年近く
にわたって混乱が続いたことは周知のとおりである。
　その内戦は2009年 5月、政府軍の軍事的制圧に
よってようやく終わったが、長年の戦闘によって深
まった民族間の対立感情などの問題は解決されたわけ
ではない。2019年には中東のイスラム過激派の影響
を受けたムスリム（ムーア人）の一部が大規模なテロ
を行い、世界を震撼させたことも記憶に新しいところ
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だ。
　また内戦終結後の政権が次第に強圧的な内政を進め
る一方、中国との関係を急速に深めたことから国民の
反発も生じ、政権交代が繰り返されるなど、外交や財
政再建などを含めた不安定要素が解消するには、まだ
時間を要するとみられている。

■ドライゾーンとスリランカ仏教の歴史
　スリランカの仏教は、史書によれば紀元前307年、
インドからアショカ王の使者としてマヒンダ王子が来
島したことに始まる。時のデーワーナンピヤティッサ
王は、マヒンダ王子が伝えた仏教に帰依し、以後、歴
代の王朝は仏教とともに歩んだ。
　王朝の繁栄は、その仏教文化の確立と貯水灌漑農業
の振興に支えられ、いわゆる「古代シンハラ文明」の
形成を促した。とくに中央北部のアヌラーダプラは当
時の首都であると同時に古代シンハラ文明の中心でも
あり、その高度の文化様式は、発掘された石造建築物
の遺跡や巨大な貯水地、水路網などによって知ること
ができる。
　しかし、前述のように、その間にも国情は決して平
穏無事だったわけではなく、しばしば南インドからタ
ミル人などドラヴィダ系の諸王朝が侵人して、ときに
は首都さえもその支配下に置くことがあった。そうし
た戦乱時には、シンハラ人の王侯や僧侶、兵士らは、
南のルフナ地方（この報告書の調査地、ヤラ地方）に
逃れ、そこで勢力の回復をはかるのが常であった。
　紀元前 l世紀のドゥッタガーマニ大王（1世）は、
こうしたタミル支配の時に疎開地ルフナのマハーガマ
（現在のティッサマハラマ）に兵を挙げ、マハウェリ
川の東岸沿いに北上、各地でタミル軍を撃破しながら
目覚ましい進軍を遂げ、ついに首都を奪還した。この
首都奪還と、それに先立つシンハラ王朝の撤退は、ス
リランカ古代史のひとつの頂点とされ、その前後には
南北の交通の要衝を中心に仏寺仏塔など多くの建造
物がつくられた。したがって、私たちが1973年から
2013年までの間に 8回の探査活動で発見したマハ
ウェリ川中流域の遺跡には、この時代のものが相当数
含まれるものと推定されている。
　アヌラーダプラの王朝は、以後も数次にわたるドラ
ヴィダ勢力との抗争を繰り返しながら続き、ドライ
ゾーン一帯は開かれた場所として文明の歴史を刻んで
いった。首都では前述のデーワーナンピヤティッサ
王が建立したマハーヴィハーラ（大寺）から、BCl世

紀にアバヤギリヴィハーラ（無畏山寺）が分立、さら
にAD3世紀にはジェータワナヴィハーラ（祇陀林寺）
が分立して、それぞれが中心的な仏教教団を形成した。
このうちアバヤギリ、ジェータワナの両寺院では、イ
ンドでの仏教動向に呼応して大乗仏教や、のちには密
教の教義が受け入れられ、それらは次第に国内への影
響力を強めていった。AD5世紀にスリランカに滞在
した東晋の求法僧、法顕が、大乗仏教の隆盛を記録し
（『法顕伝』）、8世紀に滞在した唐の求法僧、不空が金
剛頂経系の密教を学んで帰国し、それが唐の地で恵果、
空海、最澄らを通じて日本に伝わり、日本仏教の源流
の一つとなったことなどからも、その間の情勢は理解
できよう。
　紀元700年、国王セーナ1世は、首都を1200年
余も続いたアヌラーダプラから、その南東約80キロ
のポロンナルワに移したが、これも理由はインドから
来たドラヴィダ勢力に押されたためであった。そして
これ以降も、シンハラ王朝はドラヴィダ勢力の侵入に
悩まされ、乱世が続いたために、この時期をスリラン
カ史上における暗黒時代と呼ぶこともある。しかし、
その間にあっても、11世紀から12世紀前半にかけて、
とくにヴィジャヤバーフ l世とパラクラマ・バーフ大
王（1世）の時代には最大の黄金時代が訪れ、国威を
海外にまで輝かせた。
　なかでもパラクラマ・バーフ大王は、この国中興の
英主とうたわれ、国家の政治体制を固めて首都ポロン
ナルワを整備するとともに、ドライゾーンの各地方に
1000を超える貯水池や、侵人軍に備える多くの砦、
城塞を築いた。また、それ以前、とくに10世紀末の
南インド・チョーラ王朝によるスリランカ侵攻以後は、
ヒンドゥー教徒の同王朝によって国内の中心的な仏教
寺院や教団組織が破壊し尽くされ、南東部を中心に広
がった金剛乗（ヴァジラヤーナ）系の密教が土俗信仰
やヒンドゥー教とも混淆するなど、仏教界は混迷をき
わめていたが、パラクラマ・バーフ大王はこれらを粛
正。改めて上座部仏教を国教と定めて復興し、各地に
多くの仏寺仏塔を建立した。ここにスリランカ仏教も
また、歴史を画する転換期を迎えたのである。
　ところが、このパラクラマ・バーフの治世を「ボロ
ンナルワ時代」の頂点として、大王の死後の国内は再
び乱れはじめ、度重なるタミル軍の侵入は、しばしば
首都を破壊し国土を荒らした。再び訪れた暗黒時代の
なかで、やがてシンハラ王朝は首都ポロンナルワを捨
て、次第に南方へと落ちのびていく。ヤバフヴァ、ダ

  活動地域の概要— 15



16 — 第一部 探査活動の概要

ンバデニア、クルネーガラ、ガンポラ、コーッテ、シ
タワカと、めまぐるしく遷都を繰り返し、最後にキャ
ンディ王朝が成立。しかし2300年の歴史を誇ったシ
ンハラ王朝も、前述のように、ついには英国のキャン
ディ侵攻（1818年）で、完全にその命脈を断ったの
だった。
　ドライゾーンは、ポロンナルワが放棄された13世
紀初めごろから次第に荒れはじめ、北部に定着したタ
ミル勢力の侵略や破壊が相次いだ。とくに過剰開発が
原因とも言われる貯水池の荒廃は入々の生活手段を奪
う結果となり、さらには疫病マラリアの流行、気候変
動による降雨不足など、さまざまな理由から人口流出
が進み、ついには多くの土地が無人境と化すに至った。
ドライゾーンに栄えた古代シンハラ文明はこうして滅
び、人の歴史の去った広大な地域は次第に密林に覆わ
れて、生活と文化の遺産もことごとく樹林の間に埋も
れていったのである。
　以来数百年、英国統治の時代からドライゾーンには
再び開拓の手が入りはじめたが、それは古都周辺に限
られたため、多くの地域には、いまだ十分な道路網さ
え整えられず、小規模な開拓村がまばらに点在するだ
けのジャングル地帯が広がっている。人の歴史は確か
に再開されたが、ドライゾーンのジャングルの壁はあ
まりに厚く、また近年の政情不安も絡んで発展は妨げ
られ、埋もれ果てたおびただしい遺跡の存在だけが、
いにしえの繁栄の夢をむさぼっているかのようでもあ
る。

■探査目的地ルフナ地方の歴史と地理
　スリランカ南東部のルフナ（ヤラ）地方は、北部の
古都アヌラーダプラや北東部のポロンナルワと同様に
ドライゾーンに属し、13世紀までは高度に発達した
貯水濯漑技術によって豊かな水田稲作地帯が広がって
いた。
　しかし、古都を擁する北部が「ラージャ・ラタ」（王
の国）と呼ばれ、文字どおりシンハラ王国の本体であっ
たのに対し、ルフナ地方は辺境であり、行政上もある
程度の独立性を保つ地域であった。それでも前述のよ
うに、ドラヴィダ勢力の侵人や内乱などによって追わ
れた王族の多くがこのルフナ地方に落ちのび、ここで
勢力を蓄えて再び北部へ打って出るという歴史が繰り
返されたため、中央政権との間には一種緊密な関係が
あったことも事実である。
　宗教的には、今日でも仏教徒、ヒンドゥー教徒の双

方にとって聖地とされるカタラガマを擁し、伝統の上
座部仏教のほか、7世紀から12世紀にかけては金剛
乗系密教の一大中心地となっていたことが、残された
遺跡からもわかるが、その密教はパラクラマ ·バーフ
大王の仏教粛正＝上座部の国教化によって滅び去っ
た。また北部中心のドライゾーンの文明は13世紀を
境に崩壊していくが、ルフナ地方の文明もそれと軌を
一にした。前述のように貯水灌漑システムの荒廃など
で人々の生活甚盤が失われた結果、この地域からも人
の歴史が消え去ったのである。
　私たちは過去、こうした歴史をもつルフナ地方のな
かでも、とくにクンブッカン川の北側のジャングルを
中心に探査を継続してきた。1985年と 1993年の探
査では多くの遺跡を発見・調査し、なかでも1985年
にウィラ川流域で発見して、93年のスリランカ政府
との合同調査では破壊された状態で再発見した「一仏
二菩薩立像」の摩崖仏が、発見例の稀な大乗仏教遺跡
であったことから学界の注目を浴びた経緯もある（例:
森祖道『スリランカの大乗仏教』など）。
　これらの成果は、法政大学探検部発行の報告書『ス
リランカ・ルフナ地方の密林遺跡』（1999年刊）に
収められているが、その後は内戦のためにこの地方の
調査は中断し、とりわけクンブッカン川以南の地域に
ついては立ち入り規制区域の「ヤラ国立公園」である
ことからも、長く調査には手が付けられない状態で
あった（2003年に法大隊が短期間入域したが、遺跡
発見には至らなかった）。
　今回、私たちが改めて目指した「ヤラ国立公園」は、
そのクンブッカン川を北側の境界として、西はブッタ
ラからカタラガマを結ぶ国道で区切られ（一部はみ出
し区域はあるが）、東と南は海岸線まで続く無人の密
林地帯である。総面積は1259平方キロ、行政上はモ
ナラーガラ県とハンバントタ県を跨いで広がり、スリ
ランカ政府の自然保護局はその全体を5つのブロッ
クと「厳重自然保護区」を合わせた6ブロックに分
けて管理している。このうち南側に位置する「ブロッ
クⅠ」と国道の西側の「ブロックV」のみは、サファ
リ観光のために限定ルートを通る形で入域が認められ
ているが、他のブロックは地元住民も含めて人の出入
りが厳しく制限されている。
　そのため、この地域は近年スリランカ各地で進んで
いる開発からも完全に免れ、手つかずのジャングルに
はゾウやヒョウ、クマ、シカ、イノシシ、ワニなど、
たくさんの野生動物が生息して、一説にはスリランカ
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に生息する86種の哺乳類、427種の鳥類、さらに無
数の爬虫類のほとんどがここに棲むとも言われてい
る。
　しかし、前述したように、この区域もまた古代には
人の文明が栄えたルフナ地方の一部であり、仏教と貯
水灌漑農業の痕跡は夥しい数で残されている。周辺で
は大乗仏教や密教の遺跡も多く発見されていることか
ら、世界の仏教史研究者からも注目されている地域で
あり、一方では動植物学など他の学問分野にとっても
貴重な資料の宝庫と目されている。19世紀以降、イ

ギリス植民地政府がこの広い区域を自然保護区として
残し、その後の独立政府もそれを引き継いだために、
ここにはこのような形で野生の動植物とともに無数の
遺跡が手つかずのまま残されることとなった。
　大自然に守られて破壊を免れた代わりに、研究もさ
れない遺跡が無数に眠る「考古学上の空白地帯」がこ
うして出現したのだ。私たちは今回の探検とその成果
を一里塚として、そこに少しずつでも科学の光を当て
ていきたいと考えている。
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隊活動の概要

■2016年隊の失敗
　考古学上の「空白地帯」となっているヤラ国立公園
のジャングルを探査するに際して、2016年の最初の
探査時から私たちが立てていた行動計画は、まず国立
公園の北の境界をなすクンブッカン川の河畔にベース
キャンプを置くことだった。
　乾季のこの地域ではクンブッカン川以外に飲料水や
生活用水を得られる場所はなく、さらに河畔から目標
とするタラグルヘラ山域の遺跡地点までは、最短で5
～ 6キロほどしか離れていないため、アプローチに
も最適の場所として、河畔に基地を置くこととしたの
である。そして、そこから遺跡まで最短ルートの補給
路を拓き、遺跡現場に前進キャンプを設営するか、あ
るいは日帰りで遺跡調査を繰り返すことを想定してい
た。
　そのベースキャンプ予定地まで、2016年には北西
側の最奥集落、マーリガウィラからトラクターでアプ
ローチした。集落からそこまでは、ジャングルを横
切って上流側の河岸に達したのち川沿いに下流側へ続
く古いジープ道（かつての牛車道）があるはずだった。
無人地帯ではあるが村人が焼畑のために往来したり、
ベースキャンプ予定地よりも下流にある土着神の祠、
シヤンバラワ祠堂へ参拝したりするために利用した道
である。
　ところが、実際にその道を辿ってみると、長い内戦
期間中に人や牛車やトラクターが通わなかったため路
面は荒れ果て、樹林や藪に浸食されてアプローチは難
渋した。あげくにベースキャンプ予定地より5キロ
ほど上流側で道は途切れ、その先はトラクターでも進
入不可能になっていた。
　やむを得ず、そこにベースキャンプを設営したのだ
が、それが探査失敗の原因のひとつとなったことは否
めないだろう。拠点からタラグルヘラ山域までの距離
が伸びたことでルート選定が難しくなり、結局、3回
のアプローチ（初回は村人ガイドのみでの偵察）の結
果、最後に山域の北端に達したのみで、遺跡にはつい
に到達できないまま終わってしまった。
　遺跡到達が失敗に終わった要因には、移動距離が伸
びたことに加えて、その方角（北西）からの接近ルー

トに有刺植物の密生地帯が広がっていたことがあっ
た。鋭いトゲを持つ大小の低木や蔓草が地面を覆い、
ナタで切り開くこともできないために、移動ルートは
少し歩きやすい獣道（ゾウの群れの踏み跡）を選んで、
左右に迂回しながら目的地に近づくしかない。その迂
回ルートを、勘だけに頼って進む先導の村人ガイドが
大きくとりすぎて、時間を空費した。夕刻以降は野生
動物の危険が増すため、毎回時間切れでベースキャン
プに引き返さざるを得なかったのである。
　加えて、自然保護局からの入域認可が遅れたために、
仕事の休暇を利用して参加していた調査隊長の境雅仁
と渉外の松山弥生の行動日数が短くなり、3回目のア
プローチ失敗後にはベースキャンプを引き揚げる事態
となった。リーダー層であるベテラン社会人2人が
去った隊は、日本側が総隊長の岡村隆と探査初心者の
学生のみで16人、それに考古局側が3人という陣容
になり、考古局と協議の結果、現地の状況からも隊の
陣容からも、これ以上の試みは無理と判断してタラグ
ルヘラの遺跡探査は断念することとなった。
　その後、隊は目標を近辺のジャングルでの遺跡探査
に切り替え、村人ガイドの情報をもとに国立公園の北
辺地域を探査したが、遺跡発見にはことごとく失敗し
た。最後に国立公園外のクンブッカン川北岸で「イリ
ヤポラ遺跡」を発見・調査できたことだけを成果とし
て、2016年の全活動は多くの課題を残しながら終了
するに至った。

■2018年隊の再挑戦
　2016年隊の失敗の要因を分析し、改めて遺跡探査
に臨んだ2018年隊は、ヤラ国立公園内への入域拠点
を、国立公園西縁の国道（ブッタラとカタラガマを結
ぶ道）上にある集落、ガルゲーに切り替えた。ガル
ゲーには国立公園北部を管轄する自然保護局の管理事
務所も置かれているが、そこから内戦中に軍が利用し
たジープ道（廃道）を使って、南西側からクンブッカ
ン川にアプローチし、2016年隊が最初に予定してい
た河岸にベースキャンプを設営する計画だった。
　しかし、この計画も半ば成功し、半ば失敗するとこ
ろから実際の探査活動は始まった。当初の予定通り、
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ガルゲーからの入域に備えてコロンボからブッタラの
町に移動した日本隊は、そこで食糧、装備等の最終調
達を進めながら、合同隊を組む相手のスリランカ政府
考古局側の隊員が到着するのを待った。ところが、そ
の考古局側から「自然保護局が入域許可を出すのに手
間取っている」と連絡が入ったのは、私たちがブッタ
ラに着いた翌日の夕刻だった。連絡の内容からは、考
古局側が入域許可証を持って合流するのは数日後にな
ると思われたため、隊はその間、ブッタラ周辺の遺跡
を調査することにして準備を進めた。そして、前回入
域拠点としたマーリガウィラの遺跡管理事務所と、ブ
ドゥルワガラの考古局バンガローで情報聞き込みの結
果、本報告書に収めたハベッサ、セッラーバ、ヤティ
ヤラトタの3遺跡で実測調査を行なったほか、ブドゥ
ルワガラの磨崖仏遺跡や、ユダガナヴィハーラの仏塔
遺跡などを見学することができたが、一方ではその間
に想定外の長い時間が経過してしまった。考古局側は
結局、予定より8日遅れて到着し、しかも自然保護
局からの入域許可の内容も当初と異なっていたため、
そこからまた計画の変更を強いられる事態となったの
である。
　当初の計画では、隊はクンブッカン河畔に基地を設
営したのち、タラグルヘラ遺跡までのルートを拓き、
遺跡地点に前進キャンプを設営、ベースキャンプから
そこまで雇用した村人を使って水や食糧を補給しつ
つ、隊員は数日交代で調査に当たる予定であった。そ
して、途中で仕事の休暇期限が切れる甕三郎副隊長と
渉外の松山弥生、調査担当の鈴木慎也の3隊員は、ベー
スキャンプに常駐させる2台のトラクターのうち1
台で村まで引き揚げることになっていた。
　しかし、新しい許可内容では、ポーターとしての村
人の入域が認めらなかったため、代わりに各地にある
考古局事務所から下働きの傭員（レイバー）4人を調
査助手として急遽招集したものの、それだけでは補給
線は作れず、作戦の見直しが迫られた。さらに、入域
直前のヤラ国立公園管理事務所長（ワーデン＝森林保
護官）の安全管理を理由とする命令で、ジャングルに
入域した隊の分隊行動が禁止され、2人同行するレン
ジャーも、トラクター2台も、常に同一行動が強い
られることとなった。これでベースキャンプのほかに
前進キャンプを設営する計画が不可能となっただけで
なく、一部隊員の途中引き揚げの計画も不可能となっ
た。
　結局、入域認可が遅れたために途中で滞在期限の切

れる甕、松山、鈴木の3隊員は、極めて残念なこと
に入域自体を断念せざるを得なくなり、日本隊はまた
しても岡村隊長以外は5人の学生のみという陣容に
なったのである。3人が離脱した隊は、急展開した状
況のなかを、取り急ぎベースキャンプ予定地へ出発す
るしかなくなった。
　ガルゲーからクンブッカン河畔へと向かうジープ道
は、途中の枯れ沢2カ所を越すのが困難で両側から
の藪の浸食などにも通過を妨げられたが、幸いに予定
した地点まで続いていて、ベースキャンプも予定地
に難なく設営することができた。2年前と異なるのは
それだけでなく、学生隊員が2年の間に野外行動技
術を向上させ、隊の機動力が格段に上がっていたこと
だった。考古局側隊員とともに偵察に向かった際は、
ほぼ直進でルートがとれそうな植生環境であること
と、今回は日本隊主導のGPSによるナビゲーション
を行うことを確認し、基地設営の翌々日には一泊のビ
バークを前提にタラグルヘラ山域へと向かった。
　そして首尾よくタラグルヘラ山域の北端部に到達
し、最初の岩陰遺跡を発見すると、そこから南へ進む
ごとに貯水池跡や岩丘上の仏堂跡、その麓のブッシュ
帯にある石柱群などを次々と発見することができた。
結局、一泊のビバークを挟んで翌日の午前中までに
は、南北780メートル、東西230メートルの範囲内
で20カ所余りの遺構を発見し、それぞれの測量など
を行ってデータを採ることに成功した。
　しかし、この調査成功は、隊員の体力消耗と引き換
えの成果であり、とくにポーター役を務めた考古局レ
イバーらの疲労は甚だしかった。このため2日後に
予定していた第2次の調査は考古局側の意向で中止
されることとなった。タラグルヘラ遺跡については一
応の概要がつかめたから、という理由もあったが、そ
の決定によって、調査時にはベースキャンプの留守番
役を務めた日本側の2名の学生隊員（第2次隊要員）
が主目的のタラグルヘラ遺跡を見ないまま現地を離れ
る結果になったのは残念の極みであった。
　隊はその後、クンブッカン川の対岸近くにあって
2016年隊が調査したイリヤポラ遺跡の再調査を行
い、ガルゲーに引き上げて国立公園管理事務所の敷地
にベースキャンプを移し、そこを拠点に西方にあるイ
ンディゴラ遺跡、ウェヘラガラサーヤ遺跡を調査した
ほか、再び南東方向のジャングルに入り込んで、全隊
員の手でピリマーガラ遺跡とマルワーリヤケマ遺跡の
探査を行った。このうちのマルワーリヤケマ遺跡で
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は、スリランカ先住民ヴェッダ族の岩絵と、先史時代
のケルン型墳墓を発見するという予想外の成果を上げ
ることができた。2018年隊の活動は、このような形

で2016年隊が残した課題を果たし、本書で報告する
成果を携えて帰国した。

特定非営利活動法人 南アジア遺跡探検調査会とは

この探査事業を展開している「南アジア遺跡探検調
査会」（英文名：South Asian Ruins Exploration and 

Research Society、略称	NPO-SARERS）は、2008
年2月に東京都の認証を受けて発足したNPO法人で、
「広く一般市民の力を集めて南アジア諸国に残る未発
見・未調査遺跡を探検調査し、研究や保存のための
啓蒙活動を行う」ことを目的としています。また、現
地の人 と々の協力活動を進め、人類共有の歴史文化
遺産である遺跡の保護・修復や、そのための国際協
力の推進に寄与することを目指しています。
　スリランカでのこれらの活動は、もともとは1973年
以来、法政大学探検部とOB組織が7次にわたって
続けてきた「スリランカ密林遺跡探査隊」の活動を

源流としていますが、一般市民や各校学生らを交えた
NPOの発足で新たなスタートを切りました。スリラン
カ政府考古局と恒常的に連携し、現地住民への遺跡
保護の啓蒙活動や学用品支援などの福利活動を交え
て調査活動を推進しようとしています。また、モルディ
ブなど南アジアの他地域についても探査や研究を続け
ています。
NPO法人発足後、これまで6回、いずれもスリランカ
政府考古局との合同隊を組織して現地調査活動を続
けてきましたが、本書第六部に、付録としてこれまで
の経緯や探査活動の概要などを記載してありますので
ご参照ください。



探査隊の構成
Organization of the expedition team

■派遣本部　Headquarters
特定非営利活動法人 南アジア遺跡探検調査会
NPO – South Asian Ruins Exploration and Research Society（SARERS）
　本部所在地：〒177-0033東京都練馬区高野台1-21-6-705
　1-21-6-705,	Takanodai	Nerima-ku,	Tokyo	177-0033	Japan
　E-Mail:	sarers-1@jcom.home.ne.jp　URL:	http://npo-sarers.org/
［理事：岡村隆、甕三郎、山嵜浩司、武内勲、境雅仁、田中憲、下坂充、深谷行弘、青柳興政、松山弥生
　監事：天野賢一、須藤あけみ］

●2016年留守本部事務局　2016 Answering Headquarters Secretariat
甕　三郎　Saburo Motai（南アジア遺跡探検調査会・副理事長）
武内　勲　Isao Takeuchi（南アジア遺跡探検調査会・理事）
松原晃太　Kota Matsubara（東海大学大学院工学研究科修士課程、2013年隊隊長）

●2018年留守本部事務局　2018 Answering Headquarters Secretariat
境　雅仁　Masahito Sakai（南アジア遺跡探検調査会・理事、2016年隊隊長）
武内　勲　Isao Takeuchi（南アジア遺跡探検調査会・理事）

■2016年派遣隊員　2016 Team Members（所属、肩書、年齢などはいずれも当時）

岡村　隆　Takashi Okamura
（ゼネラルマネジャー＝総隊長）
NPO南アジア遺跡探検調査会理事
長。東海教育研究所編集顧問。法政
大学探検部OB。地平線会議設立同

人。法大モルディブ諸島調査隊隊長（1969）、同第1
次スリランカ密林遺跡探査隊隊長（1973）、同第6次
隊（1993）隊長を務めたほか、第2次隊（1975）、
第5次隊（1985）に参加。NPO設立後は2010年ス
リランカ密林遺跡調査隊隊長。ほかにアフガン・トル
キスタン踏査（1972）、ニューギニア・セピック川流
域調査（1979）、モルディブ諸島遺跡調査（1983、
1994）、西武文理大学非常勤講師など。著書に『モル
ディブ漂流』（筑摩書房）、『泥河の果てまで』（講談社）、
『狩人たちの海』（早川書房）など

境　雅仁　Masahito Sakai
（隊長）
NPO南アジア遺跡探検調査会理事。
文化財調査コンサルタント。武相文
化財研究所所長。日本考古学協会会

員。法政大学探検部OB。法政大学第3次スリランカ
密林遺跡探査隊（1976）、同第5次隊（1985）、同第
6次隊（1993）に参加。東京都および神奈川県で公
営施設や民間施設の造営に伴う文化財発掘調査に従
事。これまでの発掘現場数は200カ所に及ぶ。発掘
現場の公開時の解説や小学校等での特別授業、公開授
業の講師なども務める

松山弥生　Yayoi Matsuyama
（渉外）
NPO南アジア遺跡探検調査会理事。
神奈川県茅ヶ崎市立小学校教諭。
1997年、横浜国立大学大学院教育

学研究科修士課程修了後、青年海外協力隊スリランカ
派遣日本語教師（1997～ 99）、スリランカ・ワジラ
スリ孤児院でNGO活動（2001～ 02）。当NPOでは
2009年および2010年派遣のスリランカ密林遺跡調
査隊に続けて参加。その後の隊派遣時もコロンボでス
リランカ当局との折衝に従事している。著書に『スリ
ランカ　人々の暮らしを訪ねて』（共著、段々社）な
ど
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大和田達也　Tatsuya Owada
（学生リーダー、探査担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学法学部3年。法政大学探検
部5回生。2014年度法政大学探検
部副将。2012年法政大学シルクロ
ード水質調査隊隊員
木村亮太　Ryouta Kimura
（学生隊1班リーダー、食糧担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
拓殖大学商学部経営学科3年。拓殖
大学探検部所属。2014年インドネシ
ア・スマトラ島オランウータン調査など
山本修平　Shuhei Yamamoto
（学生隊2班リーダー、探査担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学人間環境学部2年。法政大
学探検部所属
沓澤大地　Daichi Kutsuzawa
（輸送担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学法学部法律学科3年。法政
大学探検部所属
八代優二　Yuji Yashiro
（記録担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
拓殖大学商学部経営学科3年。拓殖
大学探検部所属
村松秀剛　Hidetake Muramatsu
（通信担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学経営学部市場経営学科2
年。法政大学探検部所属
木村尚斗　Naoto Kimura
（食糧担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
神奈川大学理学部2年。神大アドベ
ンチャークラブ所属
赤堀拓弥　Takuya Akahori
（記録担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
立正大学文学部2年。立正大学探検
部所属

石野成美　Narumi Ishino
（会計担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
立正大学地球環境科学部2年。立正
大学探検部所属
三坂尚大　Shota Misaka
（通信担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学法学部2年　法政大学探検
部所属
古結健太朗　Kentaro Kogetsu
（装備担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学社会学部メディア社会学科
1年。法大探検部所属
武田太郎　Taro Takeda
（会計担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学社会学部社会政策科学科1
年。法大探検部所属
吾郷章次　Shoji Ago
（医療担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
日本大学文理学部地理学科1年。日
本大学探検部所属
中森あさひ　Asahi Nakamori
（医療担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学法学部1年。法政大学探検
部所属
橋富啓嘉
Michiyoshi Hashitomi
（装備担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
日本大学文理学部1年。日本大学探
検部所属
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●2016年スリランカ政府考古局側隊員　Members from Sri Lankan Department of Archaeology
T. M. C. Bandara
T.M.C.バンダーラ（探査主任）
考古局探査課職員。ケラニア大学考
古学科卒。2003年法政大学隊との
合同隊、2009年、2010年、2011
年のNPOとの合同隊に参加
Karanapriya Marasinghe
カラナプリヤ・マラシンゲ
考古局探査課職員。ケラニア大学考
古学科卒。2010年の合同隊に参加

Chinthaka Wijetunga
チンタカ・ウィジェトゥンガ
考古局探査課職員。ケラニア大学考
古学科卒。2013年の合同隊に参加

Dineesha
デニーシャ
元自然保護局研究員。オブザーバー
参加

Janaka
ジャナカ（運転手）
考古局車両運転手。今回は四駆車両
を村に置き、助手として同行

Gamini（D. M. Karunaratne）　
ガーミニ（炊事担当）
考古局マーリガウィラ遺跡管理事務
所傭員。炊事担当として同行
	

●国立公園レンジャー　National Park Ranger
Somaweera
ソーマウィーラ
自然保護局ヤラ国立公園ブロック
Ⅲ、同V管理事務所レンジャー

●村人傭員（ガイド、ポーター、トラクター輸送など）

ミサンダ、インドニルサニール、ナンデスリ、ジャヤシンハ、ジームアジャティン、ラヒル、チャミンダの7名をマー
リガウィラ村から雇用

2016年隊全員
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■2018年派遣隊員　2018 Team Members（所属、肩書、年齢などはいずれも当時）

岡村　隆　Takashi Okamura
（隊長）
NPO南アジア遺跡探検調査会理事
長。法政大学探検部OB。地平線会
議設立同人。法大モルディブ諸島調

査隊隊長（1969）、同第1次スリランカ密林遺跡探査
隊隊長（1973）、同第6次隊（1993）	隊長を務めた
ほか、第2次隊（1975）、第5次隊（1985）に参加。
NPO設立後は2010年スリランカ	密林遺跡調査隊隊
長、2016年同隊総隊長

甕　三郎　Saburo Motai
（副隊長、装備・輸送担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会副理
事長。（株）玉屋勤務。法政大学社
会学部社会学科卒業。法政大学探検

部OB会前会長。1976年ユーラシア・アフリカ大陸
18ヶ国踏査、1996	年チリ環境調査、1997年中国大
連大気汚染調査、2002年カンボジア気象環境調査、
2004年シリア水資源管理などを行い、多くのODA
関連業務に従事。2010	年スリランカ密林遺跡探査隊
（ワスゴムーワ自然	保護区）副隊長

松山弥生　Yayoi Matsuyama
（渉外担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会理事。
神奈川県茅ヶ崎市立小学校教諭。
1997年、横浜国立大学大学院教育

学研究科修士課程修了後、青年海外協力隊スリランカ
派遣日本語教師（1997～ 99）、スリランカ・ワジラ
スリ孤児院でNGO活動（2001～ 02）。当NPOでは
2009年、2010年、2016年派遣の調査隊に参加。そ
の他の隊派遣時もコロンボでスリランカ当局との折衝
に従事した。著書に『スリランカ　人々の暮らしを訪
ねて』（共著、段々社）など

鈴木慎也　Shinya Suzuki
（調査担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
東京工業高等専門学校一般教育科
助教（歴史学・考古学）。日本オリ

エント学会、日本西洋史学会、日本社会科教育学会会
員。2006年、東京学芸大学教育学	部環境教育過程文
化財科学専攻卒業、2012	年、千葉大学大学院人文社
会科学研究科文化科学研究専攻単位取得満期退学。
2003年より公益財団法人中近東文化センター付属ア

ナトリア考古学研究所の発掘調査、遺跡の分布調査に
従事。2017年にはスリランカにおける主要遺跡の踏
査を実施

木村亮太　Ryouta Kimura
（学生リーダー、食糧担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
拓殖大学商学部経営学科4年。拓殖
大学探検部所属。2014年インドネ

シア・スマトラ島オランウータン調査など。2016年
スリランカ密林遺跡探査隊隊員

吾郷章次　Shoji Ago
（医療担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
日本大学文理学部地理学科3年。日
本大学探検部所属。2016年スリラ

ンカ密林遺跡探査隊隊員
橋富啓嘉
Michiyoshi Hashitomi
（装備担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
日本大学文理学部3年。日本大学探

検部所属。2016年スリランカ密林遺跡探査隊隊員
中森あさひ　Asahi Nakamori
（医療担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
法政大学法学部3年。法政大学探検
部所属。2016年スリランカ密林遺

跡探査隊隊員
石田康太朗　Kotaro Ishida
（装備担当）
NPO南アジア遺跡探検調査会会員。
拓殖大学工学部情報工学科2年。拓
殖大学探検部所属
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●2018年スリランカ政府考古局側隊員　Members from Sri Lankan Department of Archaeology
T. M. C. Bandara
T.M.C.バンダーラ（探査主任）
考古局探査課職員。ケラニア大学考
古学科卒。2003年法政大学隊との
合同隊、2009年、2010年、2011年、

2016年のNPOとの合同隊に参加
Chinthaka Wijetunga
チンタカ・ウィジェトゥンガ
考古局探査課職員。ケラニア大学考
古学科卒。2013年、2016年の合
同隊に参加
Jagath Chinthake Wijeratne
ジャガス・ウィジェラトナ
考古局修復課職員。建造物遺構等の
製図専門職

Palitha　Herath
パーリタ・ヘラス
考古局写真記録課職員。主任カメラ
マン。ドローン撮影技術習得のため
参加

Jude Perera
ジュードゥ・ペレーラ
考古局コロンボ本局傭員。古生物学、
動物考古学調査員

M. M. Chaminda
チャミンダ
考古局ブドゥルワガラ・サーキット
バンガロー傭員

Mahesh Liyanage Polgananiga
マヘシュ
考古局バドゥーラ・サーキットバン
ガロー傭員

D. M. Karunaratne（Gamini）
通称ガーミニ
考古局マーリガウィラ遺跡管理事務
所傭員。炊事担当として同行

●国立公園レンジャー　National Park Ranger
J. M. Ajith Nanda Kumara
アジス・ナンダ・クマラ
自然保護局ヤラ国立公園ブロック
Ⅲ、同V管理事務所レンジャー

R. W. K. Sanath Thilakaratna　
サナス・ティラカラトナ
自然保護局ヤラ国立公園ブロック
Ⅲ、同V管理事務所レンジャー

●村人傭員　Villager employee（トラクター輸送、ベースキャンプ助手）

Sumeda Piyalall
スメダ・ピヤラール

Nayana Kumara
ナヤナ・クマラ

A. A. Piyantha
ピヤンタ
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2018年隊全員



第二部 遺跡調査報告編

Part 2
Report of Researched Ruins



凡例

	 1.	以下に記載する調査データは、すべてNPO法人南アジア遺跡探検調査会が、2016年と
2018年にスリランカ政府考古局とともに行った実地踏査を通じて得たものである。

	 2.	調査データは、厳密な考古学的手法によって採取したものではなく、すべて簡単な器具
を用いた簡易的な実測に基づいている。

	 3.	各遺跡ごとのデータの内容は以下の通りである。（1）調査日　（2）調査スタッフ　（3）位
置　（4）アプローチ　（5）全体的状況　（6）各部分の状況。ただし、崩壊や風化の激しい
遺跡については、概要として全体的状況のみを記載したものもある。

	 4.	報告する遺跡のうち、ヤラ国立公園の深奥部にあるタラグルヘラ、ピリマーガラ、マル
ワーリヤケマの3遺跡については、過去まったくの未調査だった経緯から、全文を和英両
文の併記とした。他の遺跡については過去に確認調査や一部修復がなされてることから、
英文では全体的状況のみを記してある。

	 5.	各遺跡の名称は本来の（過去の）ものが不明なため、原則として現在呼ばれている地名
を付し、地名も不詳なものについては便宜的に仮称を付した。

	 6.	遺跡の各部分の名称は、「仏塔」「菩提樹堂」などのように明確なものに限って記し、不
明なものや判定不能なものについては「建造物跡」などの一般名称を用いた。

	 7.	図版は、原則として各遺跡ごとに全体の平面概念図を載せ、必要に応じて部分図や写真
を加えた。なお、平面図は簡易測量による実測を基にしているため、若干の誤差があり
得る。

	 8.	各図版で建造物敷地などを示す線の表現については、基壇の石列や建物の基礎、柱列な
どから形状が明瞭なものは実線で、不明瞭ながら周囲の状況などから推測できるものは
破線で表した。

	 9.	各遺構・遺物の方位や縮尺については、図版中に方位とスケールを明示した。
	10.	各挿図中における等高線は、高低差の大きい場合に使用し、高低差が少ない場合には使

用していない。また等高線はおおよその地形を表現したもので、正確な高度測量に基づ
くものではない。

	11.	図版上の文字はスリランカ人や各国研究者の利用に供するため、原則として英語もしく
はシンハラ語やパーリ語のローマ字表記とし、和文の本文とは記号によって照合できる
ようにした。

	12.	データの文章化、図版の元図作成、写真の選定などは各隊員が担当したが、全体の用字
用語、語法、文体の統一と図版、写真の調整には岡村が、図版のデジタル化には鈴木が
当たった。なお、使用した図版にはスリランカ政府考古局修復課のJagath	Wijeratne氏
作成のものが、写真には同局写真課のPalith	Herath氏撮影のものが含まれる。
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 凡例  / Note — 29

Explanatory Notes

 1. All the survey data described below were obtained by the NPO — South Asian Ruins 

Research and Exploration Society (SARERS) through the field survey conducted with 

the Department of Archaeology of Sri Lankan Government in 2016 and 2018.

 2. The survey data are not based on strict archeological techniques, but are based on sim-

ple measurements using simple instruments.

 3. Described items about each ruins are as follows: (1) Survey date (2) Survey staff (3) 

Location (4) Route (5) General Information (6) Detailed Information. However, for ruins 

that have been severely collapsed and weathered, there are some that only outline the 

overall situation.

 4. Of these ruins, about the three ruins of Thalaguruhela, Pilimagara, and Malwariyake-

ma in the deep part of the Yala National Park are written in both Japanese and English 

at all because of their unexplored history. However about the other ruins are described 

only the overall situation in English because they have been confirmed and partially 

repaired in the past.

 5. Each name of ruins is recorded by the present (not historical or archaeological) name as 

the villagers commonly adopt.

 6. The name of each part of the ruins is described limited to clear ones such as “Stupa” and 

“Bodhi ghara”, and general names such as “Structure” is used for unknown or undecid-

able ones.

 7. As a general rule, the illustrations put a conceptual plan of the whole of each ruins, with 

partial drawings and photographs added as necessary. Since the plan view is based on 

actual measurement by simple survey, there may be some errors.

 8. Regarding the representation of the lines indicating the structures site, etc. in each 

Illustration, solid lines are those that have a clear shape from the stones row of the 

platform, foundations of the building, columns row. The part that unclear but can be 

inferred from the surrounding conditions are indicated by broken lines.

 9. The azimuth and scale are clearly indicated in the illustration of each remains.

 10. The contour lines in each figure are used when the height difference is large and not 

used when the height difference is small. In addition, contour lines represent approxi-

mate topography, and are not based on accurate altitude survey.

 11. The letters on the illustrations are Romanization of English or Sinhala or Pali in order 

to use for researchers in Sri Lanka and the other country, so that they can be compared 

with the text in Japanese by symbols.

 12. Although converting data into text, creating original drawings, and selecting photos, 

etc. were done by each member of the team, unification of all text terms, usage, style, 

and adjustment of illustrations and photographs, were in charged by Okamura, and the 

digitization of the illustrations was in charged by Suzuki. In addition, the illustrations 

used include those created by Jagath Chinthaka Wijeratne of the of Sri Lankan Depart-

ment of Archaeology (Restoration Division), and the photographs include those taken 

by Palitha Herath of the Photography Division.



遺跡関連用語の解説
Explanation of terms related to Ruins

　以下、本報告書を読むのに際して理解を容易にする
ため、文中で頻繁に用いる遺跡関係の用語、地理上の
用語などを解説する。（五十音順）

石切楔穴＝矢穴（wedge hole）
建築石材の切り出しや分割・造形のために彫られた列
状の楔穴。石材の目に沿って鉄の鏨（のみ）などで穴
を開け、そこに木の楔（くさび）を打ち込み、水をか
けると、やがて木が膨張して石が割れる（鉄楔も用い
られる）。この楔穴はアヌラーダプラ時代には円形や
楕円型で穿たれ、ポロンナルワ時代になると長方形の
穴が穿たれるようになったとされるため、この穴から
遺跡の時代を推定することができる。

石列（stones row）
石の立体積みが明瞭な石垣や石壁（擁壁など）と異な
り、地表に 1 段のみの石の並びが残る場合や、土中
に埋もれた石の表面のみが線を成して露呈している場
合に「石列」の表記を用いる。

岩陰（rock shelter）
岩丘の麓部などで庇状になった岩の下や、浅い岩窟な
どは古来、出家者の修行と生活の場となってきた。や
がて、そうした場の居住性を高め、比丘たちの修行を
助けるために、近郷の在家信者たちが労力と資金を寄
進して煉瓦で外壁を築いたり、岩の壁面に漆喰を施し、
仏教画を描くなどの装飾も施されるようになった。そ
れらの岩陰の施設が端緒となって周囲に伽藍が建ち、
寺院へと発展していった例も多い。なお、岩陰より深
い洞窟状の同種施設は「岩窟寺院」と呼んで区別し、
両者ともに岩庇の外縁部や洞窟入口の天井に溝状のカ
ターラン（後出）が施されているので遺跡だとわかる。
シンハラ語ではいずれも「ガルゲー」（galge ＝岩屋）
と呼ぶ。

ウェワ（貯水池＝wewa）
灌漑用貯水池のこと。広い低地の川の下流部側に、流
れを堰き止める形で長い土手を築いてダム湖式の貯水

池とし、その水を下流部側の水田に調整給水するよう
に造られた。乾季でも貯水できるため、水に恵まれな
いドライゾーンの村々にとっては貴重な水源である。
密林内にもおびただしい数で残る大小の貯水池の跡
は、そこで栄えた村々とスリランカの古代農業、ひい
ては古代シンハラ文明の象徴とも言える存在である。

オヤ（川＝oya）
スリランカの河川の中で、流水量の比較的多い川を指
すシンハラ語。さらに大きな川（河）はガンガ（ganga）
と呼ばれ、オヤよりも小さな川や小水路などはエラ

（ela）と呼んで区別される。

階段手すり（wing stone＝ledger board）
建造物の基壇へ上る階段の両脇にある石盤の手すり
で、直線型の三角形石盤のものと、幻獣マカラや獅子、
蓮華などを彫刻した曲線式のものとがある。彫刻も単
純な線模様や輪郭だけのものから精巧なものまである
が、遺跡で見つかる無装飾の石板には、もともと漆喰
の盛り上げ技法（スタッコ）が施されていた場合もあ
り、付着した土片などから判断しなければならない。
寺院などスリランカの伝統建築では、この階段手すり
とムーンストーン、ガードストーン（いずれも後出）
の組み合わせが、玄関装飾の特徴を成している。

カターラン（雨水止め溝＝kataran）
岩陰や岩窟などの入り口天井外縁に沿って線状に彫ら
れた雨水止めの溝（小庇）。岩を伝い流れてくる雨水
が内部にまで入り込まないよう、そこで落とすために
施されている。

ガードストーン（守護石＝guard stone）
基壇を持つ建物の入口階段下の両脇に一対となって置
かれる盾型の石板で、建物を穢れや魔から守護すると
される。無装飾のものから、豊饒の壺や毘沙門天（クー
ベラ）、ナーガ・ラージャ（コブラ王）、小人（ガーナ）
などが浮き彫りにされたものまであり、手前のムーン
ストーン（半円形踏石、後出）とセットになっている。
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ガラ（岩丘＝gala）
シンハラ語で本来は石や岩の意だが、地形上の岩丘も
ガラと呼ばれ、この地域の地形的特徴として平地の各
所に点在する。大きさや高さ、形はさまざまだが、多
くは丸みを帯びた小高い孤立岩丘で、その頂上に多く
の寺院が建てられ、麓には自然の岩窟や岩窪、岩の庇
に手を加えた寺院、修行場も造られた。

基壇（platform）
伽藍建築には切石積みの石垣で敷地を盛り上げた基壇
が伴うのが普通で、たとえば仏塔の場合、正方形の基
壇の上に八角形の基壇を重ね、その上に伏鉢を築いた
ものが多い。布薩堂や本堂など他の伽藍にも二段以上
の構造で基壇が築かれたものが多く、外縁上部の切石
は角が丸められ、線状浮き彫りが施されるなどした化
粧基壇（モールディング）となっているものも多く見
られる。

供花台（flower-offerrering basin）
寺院の仏塔や菩提樹堂、本堂などに在家信者が花を供
えるため置かれた台。長方形の分厚い石板で巨大なも
のも多く、四辺の縁に彫刻による装飾（壇状彫刻や蓮
華文様など）が施されているものや浅い水盤状になっ
たものもある。

刻文（inscription）
岩陰遺跡の天井部分や磨崖仏の脇、寺院の石板などに
刻まれている文字。多くはシンハラ語の祖型であるブ
ラーフミー文字で刻まれ、字体から年代が推測できる
ため、建立時期の推定に役立つことが多い。内容の多
くは仏陀の教えや比丘の修行をたたえ、施設の寄進者
の名などを記した寄進文である。

ジャングル（jungle）
日本人が想像しがちな熱帯雨林ではなく熱帯モンスー
ン林であり、とくにドライゾーンにおいては乾季と雨
季の差が激しく、乾季の地表は小河川が完全に干上が
るほど乾いている。下生えも少ないところが多いが、
雨季（11 ～ 3 月）になると河川や低地に水が溢れ、
調査などの活動は不可能となる。なお「ジャングル」
の語はもともと南インドでこのモンスーン林を意味
し、サンスクリット語やヒンディー語を経たのち英語
に取り入れられて熱帯雨林なども指すようになった。

石柱（stone pillar）
遺跡でよく見られる石柱には、地表から 1m 足らず
の低い石柱が短い間隔で林立しているものと、文字通
り建物の柱を成していた 2m 前後の長いものの 2 種
類がある。前者は床柱（床束）で、その上に木材など
で高床を載せたものとされる。後者は壁柱や屋根支柱
として建物の外縁や部屋仕切の位置に立つのが普通だ
が、高床支柱の場合もある。布薩堂の場合は比較的短
間隔で多くの長柱が（部屋内部にも）林立しているの
でそれとわかる。

ソロウワ（貯水池の排水施設、樋門＝sorouwa）
貯水池から土手を穿って地下水路を通し、下流に水を
流すように造られた暗渠式排水（給水）施設。排水量
の調整や水底の堆積土排出のために縦坑式の調水槽

（ビソーコトゥワ＝後出）を途中に設け、切石や煉瓦
を組んで精緻に造られた一連のシステムには、きわめ
て高度な土木建築技術が用いられ、石造寺院建築と並
んで古代シンハラ文明の高度さを偲ばせる遺跡となっ
ている。

パタハ（岩穴貯水池＝pataha）
岩丘斜面上に造られた雨水貯めの貯水穴。自然の岩穴
や窪みに手を加えて造られ、水場の遠い岩丘寺院では
いくつものパタハが必須の付設物となっている。年に
一度の雨季にしか雨の降らないドライゾーンでは、水
の確保や保存が難しいため、こうした方法がとられて
きた。

ビソーコトゥワ（調水・排砂槽＝bisokotuwa）
貯水池に付随する排水施設ソロウワ（前出）の一部と
して造られた縦坑の水槽。排水量の調整や水底の土砂
排出の機能を持つとされる。暗渠の水路を繋ぎ、切石
や煉瓦を組んで精緻に造られている。

布薩堂（講堂＝chapter house, uposathaghara）
比丘の集会所。毎月、新月と満月の日（ポーヤ）に、
寺院に属する全出家者が一堂に会して戒律を唱え、破
戒の有無を確認しあう重要な建物であり、遺跡では敷
地内に林立する多数の石柱からそれとわかる。

仏塔（仏舎利塔＝stupa，dagoba）
釈迦の遺骨を祀った仏舎利塔に起源するもので、サン
スクリットで「ストゥーパ」、パーリ語で「トゥーパ」、

  遺跡関連用語の解説— 31
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シンハラ語では「ダーガバ」と呼ばれ、年代によって
建築様式が異なる。古くは土石盛りと煉瓦によって
ドーム状の本体（伏鉢）を築き、内部に宝物などを納
めるとともに、上部には 1 本ないし 2 本の石柱を立て、
それぞれに円盤状の石笠（傘蓋）をつけた。その後、
上部塔の様式が進歩するにつれて、中国や朝鮮、日本
などで見られる多重塔（五重塔など）の原型ができあ
がった。伏鉢内部から上部にのびる芯柱（Yasti）の
ほかにユーパストーン（yupa stone）を立てること
があるが、これは、八正道の教えにちなんで八角柱と
なっている。伏鉢の基部も八角形の基壇が造られてい
るものが多く、四方に石造の供花代を設けて献花礼拝
するようになっている。

仏堂（金堂、本堂＝Image house，patimaghara）
仏像が置かれた本堂であり、仏塔、布薩堂、菩提樹堂
とともに伽藍構成の四大要素の一角を占める。崩壊し
た遺跡では見極めがつきにくいが、仏像、台座の発見
や他の建造物との比較、位置関係で比定できる。

菩提樹堂（菩提樹祭壇＝bo-tree shrine，
bodhighara）
仏塔、本堂、布薩堂と並ぶ伽藍中枢のひとつ。釈迦が
その下で成道したとされるインドのブッダガヤの菩提
樹（インドボダイジュ）の分枝が紀元前にスリランカ
にもたらされ、その分枝が各地に植えられて信仰の対
象となった。菩提樹の周囲を煉瓦壁や石造の欄楯（玉
垣）で囲い、樹下に祭壇を設けたもので、建造物は崩

壊して埋もれても菩提樹だけは生き残っている遺跡も
ある。

ムーンストーン（半月形踏石＝moon stone）
基壇を持つ仏塔や本堂など建物入口の階段下手前に置
かれる半円形の踏み石で、玄関構成の一部を成す。穢
れた足を清めるためのものとされ、時代によって無装
飾のものから精緻な浮き彫り彫刻が施されたものまで
各種ある。装飾は蓮華や獅子や象や牛馬、家鴨などが
同心円上に連なって描かれる。

沐浴場（bathing pond）
熱帯のスリランカでは清潔や健康のためにも、また宗
教的に穢れを清めるためにも沐浴は欠かせないが、寺
院遺跡の場合、切石造りの立派な沐浴場跡（シンハラ
語では「ポクナ」＝ pokuna」）が見られるのは平地
における大規模な僧院跡に限られる。多くは近くの川
や灌漑用の貯水池で代用し、あるいは自然地形を利用
してそこから水を引き込んだり、雨水を貯めた池を用
いたようで、それらの跡が発見できる場合もある。

擁壁（battress-wall）
とくに岩丘上や水路（谷）のほとりなどの傾斜地に施
設を建造する場合、石垣などの擁壁でテラスを築く必
要がある。擁壁には自然石を積み上げたものから、巨
大な切石を組み合わせた堅固なものまであり、遺跡で
は崩壊した自然石の擁壁の跡が確認できるところも多
い。



1. ヤラ国立公園区域内の遺跡群
Ruins in Yala National Park Area



【調査日】
2018年8月18日～19日

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、橋富、バンダーラ、パーリタ、ジ
ャガス、チンタカ（考古局）、アジス、サナス（自然
保護局レンジャー）、チャミンダ、ジュードゥ、マヘ
シュ（考古局助手・ポーター）、ビヤンタ（トラクタ
ー助手・ポーター）

【位置】
　タラグルヘラの寺院遺跡は、ヤラ国立公園の中央部
を占める「ブロックⅢ」区域の北部に位置し、国立公
園の北側境界を成すクンブッカン川から南へ約5km
（以下いずれも最短直線距離）、真東の海岸から約
26km、国立公園事務所のある西のガルゲー村から約
22kmの地点にある。行政区域ではウバ州モナラーガ
ラ県に属し、県庁所在地モナラーガラからは南南東へ
約38kmの距離。巡礼地として知られる宗教都市のカ
タラガマからも北東へ約25km離れ、密林に覆われた
周辺一帯は標高200m超のなだらかな広い丘陵域とな
っている。旧版の「1インチ＝1マイル」、新版の「5
万分の1」の地図上にはいずれも地名と遺跡の表記が
あり、仏塔遺跡のある最高地点（遺跡南端）での実際
のGPS測定値は、北緯06度33分52.3秒、東経81
度30分08.2秒、標高241mであった。

【アプローチ】
　クンブッカン川右岸（南岸）の遺跡への最短地点に
置いたベースキャンプ（06°36′22,6″N、81°29′39.8″
E）からトラクターで1kmほど東進すると、密林の間
に開けた原野（ピティア）に出る。宝石の密掘跡が無
数に残るその原野から徒歩でほぼ真南に密林中の藪の
隙間や獣道を選んで進み、途中2つの岩丘（頂上から
進路を偵察）や数本の雨季流水路（枯れ沢）を経て緩
やかな丘陵上に上がれば遺跡地点の北端部に着く。当
隊は幸いにも最初に北端の岩陰遺跡に遭遇し、さらに
南進して岩丘間の窪地にあるポクナ（池）を発見して
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Date
 Aug. 18–19, 2018

Staff
 Okamura, Kimura, Ago, Hashitomi (Japan), T. M. 

C. Bandara, Chinthaka Wijetunga, Jagath Chinthaka 

Wijeratne, Palitha Herath (Archaeology Department), 

J. M. Ajith Nanda Kumara, R. W. K. Sanath Thila-

karatna (Wildlife Department Ranger), M. M. Cha-

minda, Jude Perera, Mahesh Liyanage Polgananiga, 

A. A. Piyantha (Assistants)

Location
 The ruins of Thalaguruhela are located in the north 

of the “Block III” area that occupies the central part of 

Yala National Park. It is about 5km south from Kum-

bukkan Oya (River) which forms the northern bound-

ary of the national park, about 26km from the east 

coast, and about 22km from the west Galge village 

where the national park office is located. The adminis-

trative area belongs to Monaragala District (Province 

of Uva), and is about 38km south-southeast from dis-

trict capital town Monaragala. It is also about 25km 

northeast from Katharagama, a religious city known 

as a pilgrimage site. The surrounding area, covered 

with jungle, is a gentle hill with an altitude of over 

200m.

 On the both map of old version “1 inch = 1 mile” and 

new version “1 / 50,000” have place names and signage 

of archeological sites.

 GPS measurements at the highest point where 

the Stupa ruins are located (southern end of the ru-

ins) were north latitude 06°33’52.3”, east longitude 

81°30’08.2”, and altitude 241m.

Route
From the base camp (06°36’22.6”N, 81°29’39.8”E) lo-

cated at the shortest point to the ruins on the right 

〈1〉 タラグルヘラ遺跡
 Thalaguruhela (Monastery complex ruins)



遺跡の中核部に達したが、アプローチの目標としては、
地形的特徴のあるこの池か、さらに南の頂上巨岩を目
指すべきだろう。
（2016年の探査では、今回の場所より5kmほど上流
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bank (south bank) of the Kumbukkan River, head east 

for about 1 km, and we can see the open field (Pitiya) 

surrounded by jungle. From the pitiya where there are 

countless traces of illegal digging of jewels, walk al-
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most due south by foot, choosing the bush gaps and 

beast paths in the jungle. On the way, after going 

through two rock hills (“gala” in Sinhalees, reconnais-

sance of the course from the top) and several rainy 

season waterways (withered creek), we will reach the 

northern end of the ruins located on the gentle hill. 

 Fortunately, the team first encountered the rock 

shelter ruins at the northern end, and further south-

ward, discovered the pond (Pokuna) in the depression 

between the rocks and reached the core of the ruins. 

However the target of the approach should be this 

pond with topographical features, or a huge rock tow-

ering on the top of hill further south.

 (In the 2016 exploration, a base camp was placed 

on the left bank about 5 km upstream from the cur-

rent site, and one of the three failed approaches took a 

route close to this. However, we were not able to reach 

the ruins because we moved west while being guided 

by the beast path. The team in 2018 was able to reach 

as a result of setting an approach route to the south 

左岸にベースキャンプを置き、いずれも失敗した3回
のアプローチのうち1回はこれに近いルートを採ろう
としたが、獣道に導かれるまま西に逸れたため遺跡に
は到達できなかった。2018年の隊はその轍を踏まぬ
ようにGPSで南下の軸線を定め、東西に100m以上
は逸れないよう留意した結果、到達できた）

【全体的状況】
　露岩帯や小さな岩丘が点在する密林丘陵上の広い区
域に多くの伽藍遺構が分布する大規模な寺院遺跡であ
る。今回の探査だけで各遺構の分布範囲は南北
780m、東西230mに及んでいることが分かったが、
一帯は濃密なブッシュ帯が起伏を伴って入り交じり、
全体の網掛け踏査はできなかった。従って今後の調査
で寺域はさらに広がる可能性もあると考えられる。今
回の探査では、北端の岩陰遺構から南端の巨岩上の仏
塔跡までの間に、少なくとも3つの岩陰遺構と2つの
仏塔跡、小岩丘上の仏堂跡、露岩平地上の複数の建造
物基壇跡、建造物跡を示す5ヶ所の石柱群、2つの貯
水池などが確認できた。また、丘陵頂上部にある巨岩
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with GPS so as not to repeat the failure and paying 

attention not to deviate more than 100 m to the east or 

west.)

General Information
 It is a large monastery complex ruins where many 

monuments are distributed over a wide area of jungle 

hills dotted with naked rock areas and small rock hills. 

In this exploration, it was found that the distribution 

range of each remains extends at least 780 m from 

north to south and 230 m from east to west. And at 

least three rock shelter (Galge) and two Stupa, an Im-

age House (Patimaghara) on a small rock hill, sever-

al building foundation ruins on a flat naked rock, five 

building ruin with stone pillars, two ponds (Pokuna), 

etc. were confirmed between rock shelter at the north 

end and Stupa on a huge rock at the south end. Also 

the age of construction of the monastery was identified 

by the typeface of the inscription carved in the huge 

rock at the top of the hill.

 The entire area was mixed with densely bushes and 

undulations of the land, so this time it was not possi-

ble to conduct a precise research. Therefore, it is con-

sidered that the ruins area may be further expanded 

by future surveys. 

Detailed Information
Rock shelter A

 The remains of the monks’ dwellings, which are 

made under a low and flat huge rock that is about 10m 

high isolated in a dense jungle. In order to prevent 

rainwater from entering the interior from the ceiling, 

に刻まれた刻文の書体から、寺院仏塔の建立時期が紀
元前3世紀から紀元1世紀の間であることが特定でき
た。各遺構の詳細は以下の通りである。

【部分的状況】
岩陰〈A〉

　密林中に孤立する高さ10mほどの低平な巨岩が北
西方向に庇状に張り出した下部の岩陰に、カターラン
（雨水止めの彫り庇）を施し、内部の岩壁の一部を削
って造られた比丘の住居跡である。北西方向に間口幅
16mの口を開け、現在の地表から天井までの高さ
2m、奥行き7mの規模を見せるが、室内に遺物はなく、
壁や天井に漆喰の跡も残っていない。間口外縁上部の
岩壁に彫られたカターランは、一部が二重に施され、
間口から6m手前の地面には間口の線とほぼ平行に土
に埋もれた石列が伸びている。岩陰の床面から前庭に
続く地面は現在、全体が厚い土に覆われた平坦地とな
っているため、この石列が住居区域を画すテラスの擁
壁だったものか、動物よけの石垣を築いた跡かは不明。
なお、間口部分の地面には石や煉瓦片の散乱は見られ
ず、部屋を外壁で塞いだ跡は確認できなかった。GPS
測定値は、06°34′17.0″N、81°30′16.7″E。

01.岩陰A / Rock sheilter A (from NW)

02.岩陰A / Rock sheiter A (from W) 03.岩陰A前庭 / Front yard of Rock shelter A
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it is made by carving a “kataran” in the shape of small 

eaves on the protruding outer wall, and also carved 

parts of the internal rock wall.

 Width of the frontage facing northwest direction is 

16m, the depth is 7m, and the height from the current 

surface to the ceiling is 2m,There are no relics in the 

room, and there are no traces of plaster on the walls or 

ceiling.

 A part of the “kata ran” carved on the outer rock wall 

is doubled, and a stone line buried in the soil extends 

almost parallel to the line of the frontage on the ground 

6m in front of the frontage. The ground from the rock 

shelter floor to the front yard is now flat, covered with 

thick soil, It is unclear whether this stone line was a 

retaining wall of a terrace that partitioned the resi-

dential area or a trace that built a stone wall to pre-

vent animal danger. No scattering of stones or brick 

pieces was seen on the ground at the frontage, and no 

trace of the room being blocked by the outer wall was 

confirmed. GPS measured values are 06°34’17.0”N, 

81°30’16.7”E.

Pond B

 This is a trace of a reservoir that remains in a de-

pressed land approximately 180m away almost just 

south to the direction from Rock shelter A. 

 There are evidence that banks and drains were con-

structed between rock hills in the south and north, and 

water flowing on the outer slopes on the east side in 

the rainy season, From the topography, it is assumed 

that the pond surface is more than 50m in diameter 

when full of water. In addition, because it is located in 

the central part of the monastery area, it is considered 

that the water in this reservoir was used for bathing 

and taking water for daily use throughout the rainy 

and dry seasons.

 This reservoir is also described as “pokuna” (“pond” 

in Sinhalese) in the old version “1 inch = 1 mile map” 

and the new version “1 / 50,000 map”.

 Even now, water remains until the dry season, but 

because of clayey muddy water, it is not possible to 

use for washing water as well as filtration for drink-

ing. Measured GPS values are 06°34’08.2”N and 81° 

30’15.9”N.

貯水池〈B〉
　岩陰〈A〉からほぼ真南へ180mほど離れた窪地に
残る貯水池の跡である。南北の岩丘の間に土手や排水
口を設けて雨水を貯め、満水期には東側斜面の沢に水
を流した形跡が見られる。地形から満水期には直径
50m以上の池面になったと想定され、寺域の中核部
に位置するため、この貯水池の水が雨季乾季を通じて
沐浴や生活用水の取水に用いられたものと考えられ
る。なお、この貯水池は旧版「1インチ1マイル地図」
と新版「5万分の1地図」にも「pokuna」（シンハラ
語で「池」）の記載があり、現在でも乾季まで水は残
るが、粘土質の泥水となっているため飲用への濾過は
不可能で、洗い水にも用いられない。GPS測定値は、
06°34′08.2″N、81°30′15.9″N。

岩陰〈C〉
　貯水池〈B〉から南南東へ50mほど離れた岩丘の
中腹にある住居跡の岩陰。池面を望む北側に間口があ
り、岩の上部外面にカターランが施されている。間口
幅10m、天井の高さ7m、奥行き5mの室内には遺物
は見当たらず、側壁の跡も見られない。岩陰の背後と
北西側は岩の急斜面となっているため、夜間の動物の
危険も少なかったものと思われる。GPS測定値は、
06°34′05.2″N，81°30′16.1″E。

04.貯水池B / Pond B (from E)

05.岩陰C / Rock sheiter C (from S)
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Rock shelter C

 Remains of a monk’s residence on the hillside, about 

50m south-southeast from Pond B. There is a frontage 

on the north side overlooking the pond, and “kataran” 

is carved on the outer rock wall. There are no relics in 

the room with a frontage width of 10m, a ceiling height 

of 7m, and a depth of 5m.

 Behind the rock shelter and the northwest side are 

steep slopes of rock, so there seems to be less danger 

of animals at night. Measured GPS values are 06° 34’ 

05.2”N, 81°30’16.1”E.

Stupa D

 The remains of a Stupa built on a low hill that 

spreads from the west side to the south side of the 

Pond B. Only the remains of the brickwork on the 

southwest side showing the ruins of the foundation re-

main, and it completely collapses and has been became 

a pile of brick fragments. Considering the extent of the 

collapsed soil, it can be inferred a small Stupa that 

one side of the square platform was about 10m long. It 

is located about 50m southwest from the Pond B and 

about 80m northwest from the Rock shelter C.

Stone row E

 Below the southeast slope of Stupa D is a flat ground 

of naked rocks of about 50m square, and there are 

stone row extends about 20m long in the form that 

separate the hill bottom and flat land there from the 

east northeast to the west southwest. The used stones 

are cutting stones arranged in a rectangular paral-

lelepiped of 40cm to 1m on a side, and at some parts 

are stacked stones in two or more levels remain.

 Although it has been a soil stop on the hillside slope 

where the Stupa D is located, it is also thought that it 

was a retaining wall that built the bottom terrace of 

the platform of stupa.

Platform of structure F

 The platform of structure located on the south side 

of the Stone row E. A rectangular site is set up along 

the exact east, west, south, and north direction axis. 

From the relatively clear northwest corner, 10m on 

the north side and 18m on the west side, where the 

low stone wall to build the platform remains.

 The south and east sides are uncertain because 

of covered soil and bush. However, the height of the 

仏塔跡〈D〉
　貯水池〈B〉の西側から南側にかけて広がる低い丘
に造られた小仏塔跡で、南西側に基壇跡を示す煉瓦積
みの跡が残るほかは完全に崩壊して煉瓦片の混じる土
盛りとなっている。基壇跡や崩壊土の範囲から見ると
方形基壇の一辺が10m程度の小仏塔だったことが推
察される。貯水池〈B〉からは南西へ50mほど、岩
陰〈C〉からは西北西へ80mほど離れた位置にある。

石垣跡〈E〉
　仏塔跡〈D〉の南東側斜面下は約50m四方の露岩
の平坦地となっており、そこに丘の裾部と平坦地を区
切るような形で石垣の跡が東北東から西南西方向へ
20mほどの長さで伸びている。用いられているのは
一辺が40cm～1mほどの直方体に整えられた切石で、
一部に2段以上に組まれた箇所も残り、仏塔跡〈D〉
のある丘陵部斜面の土止めとなっているが、仏塔基壇
の最下段テラスを造る擁壁であったとも考えられる。

建造物基壇〈F〉
　石垣跡〈E〉の南に位置する建造物の基壇。正確な
東西南北の方向軸に沿ってテラス状に長方形の敷地が
設けられ、比較的明瞭な北西の角から北辺に10m、
西辺に18m、基壇を築いた低い石垣跡が残っている。
南辺と東辺は土と藪に覆われて定かでないが、北西角
付近での基壇の高さは40～ 50cmほど、用いられて

06.仏塔跡D / Stupa D (from SE)

07.石垣跡E / Stone row E  (from SE)
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platform near the northwest corner is about 40–50cm, 

and the used stones are catting-stones of various siz-

es, from 20cm to over 1m on a side. And many of the 

stacked small stones in two or three steps has been 

collapsed.

 In the center of the site, a naked rock rises up low, 

and small stones and brick fragments are scattered in 

a row around it. Therefore it can be seen that there 

was another platform that covered the exposed rock. 

Also In the center of the site, there are stacked a 

stone plate for flower-offering, decorative stones, and 

bricks, those are thought to have been transported and 

stacked after the collapse of the structure. There are 

also two corner stones. Each seems to be a relic of the 

building, but because there are no other stone pillars 

or other relics, it is difficult to identify the building 

that was here. The GPS measurements at this central 

point were 06°34’06.4”N and 81° 30’14.1”E.

Stone wall traces G

 Traces of platform retaining walls, located in a sym-

metrical arrangement with a 5m gap on the west side 

of the Platform F. The same type stones material as 

the outline of F is used.

いる石は一辺20cmから1m超の大小まちまちの直方
体切石で、2～ 3段に積み上げられた小さな石は多く
が崩れている。敷地の中央部には露岩が盛り上がり、
それを囲むように小石片や煉瓦片が列を成して散乱し
ているところから、さらに一段、露岩を覆うテラスが
設けられていたことが窺える。敷地中央にはまた、礎
石が転がるほか、建造物崩壊後に運ばれて積み上げら
れたと見られる供花台の石板や化粧彫りされた石材、
煉瓦などが積み上げられており、いずれも建物の遺物
と思われるが、ほかに石柱などは見られず、ここにあ
った建造物の特定は難しい。この中央地点でのGPS
測定値は、06°34′06.4″N、81°30′14.1″Eであった。
石垣跡〈G〉

　建造物基壇〈F〉の西側に5mの間隔を空けて左右

10建造物基壇F-3 / Platform of structure F-3 11.建造物基壇F-4 / Platform of structure F-4

08.建造物基壇F1 / Platform of structure F-1 (from N) 09.建造物基壇F-2 / Platform of structure F-2

12.石垣跡G / Stone wall traces G (from NE)
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 Centered on the northeast corner, only about 10m 

each on the north and east sides is clear. The details 

of the platform on the southwest side are unknown be-

cause it is a small high pile of bushes. Other than the 

pebbles, no relics indicating the remains of the build-

ing were found. 

Pond H

 Remains of a reservoir located the bush zone about 

50m southwest from the naked rock area with the re-

mains of E, F and G. Although it is a depression with 

the surface covered with soil and grass, it can be seen 

from the satellite photo that water is still stored in a 

range of about 10 m in diameter during the rainy sea-

son. It is estimated that it was a water place for monks 

same as Pond B.

Image house I

 On the top of the rock hill that rises about 50m south 

from the rock hill with the Rock-shelter C, the plat-

form that can be presumed to be the traces of Image 

House (Patimaghara) remains. A Stairway Trace (I-1) 

is carved on the southwestern slope of the rocky hill 

and connected to the top,

 The double-stacked platform has collapsed on the 

north and east sides, but when measured on the south 

side and west side where the shape of the stone wall 

remains, it can be seen that it was about 20m from 

対称に並ぶ形で、〈F〉の外郭と同様の石材を用いた
基壇擁壁の石垣が見られる。北東角を中心に北辺と東
辺のそれぞれ10m弱しか明瞭ではなく、南西側の基
壇内部も藪の茂る小高い土盛りとなっているため、詳
細は不明。小石片のほか、建造物跡を示す遺物も発見
できなかった。
貯水池〈H〉

　〈E〉、〈F〉、〈G〉の遺構がある露岩帯から南西へ約
50m離れたブッシュ帯にある池の跡。土と草に表面
を覆われた窪地となっているが、雨季には現在でも直
径10mほどの範囲に水を貯める様子が衛星写真から
わかり、貯水池〈B〉とともに寺院の水場であったこ
とが推定できる。
仏堂跡〈I〉

　岩陰〈C〉のある岩丘から密林を隔てて50mほど
南に隆起する岩丘頂上部に、仏堂跡と推定できる基壇
遺構が残っている。岩丘の南西斜面に階段跡（I-1）
が刻まれて頂上部と繋がり、二重に積み上げられた基
壇は、北辺と東辺が崩壊しているものの石垣の形状を
残す南辺や西辺で計測すると東西に約20m、南北に
約15mの規模だったことがわかる。基壇上の構造物
はほとんど失われ、石板や礎石、煉瓦などがわずかに
残るのみとなっている。基壇南辺下の露岩には小さな
階段彫り込みがあるが、正規の玄関は西辺中央部に付
けられていたようで、玄関遺構（I-2）の半月形踏石（ム
ーンストーン）や両側手摺り石板（ウイングストーン）

13.仏堂跡 I / Image house I (from SW)
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east to west and 15m from north to south.

 Most of the relics on the platform, including the 

Buddha statue, are lost, and only a small amount of 

stone plates, cornerstones, and bricks remain.

 There is a small staircase carving on the rocks be-

low the south side of the foundation, but the regular 

entrance seems to have been attached to the central 

part of the west side, and the moon stone and the wing 

stones on both sides of the entrance are scattered.

 In addition, the reasons that this site was estimated 

to be an Image House are because of the location at 

the top of the rock hill, the fact that there was only 

one entrance site on the west side of the platform, and 

there were no relics such as stone pillars. The GPS 

measurements at center of platform are 06°34’03.5”N, 

81°30’14.3”E.

[Stairway (I-1)] On the southwest slope of the rock hill, 

there is a stairway that goes up from the west foot 

and curves to the top of the north. Although the area 

near the top is worn out, the number of steps 8 can be 

counted. The width of the each stair is 50cm, the depth 

is 22cm, and the height is 5cm (approximate number 

of average values).

も散乱している。なお、この遺構を仏堂跡と推定した
のは、岩丘頂上という位置と、基壇西方のみに玄関遺
構があること、石柱などの遺物が見られないことなど
による。GPS測定値は、06°34′03.5″N、81°30′14.3″
E。
［階段跡（I-1）］岩丘の南西斜面に西側から上がり、
カーブして北の頂上部へ向かう形で、幅50cm、蹴込
み22cm、蹴上げ5cm（いずれも平均値の概数）の階
段が刻まれている。頂上部付近は磨滅して不明だが、
下部に8段の段数が数えられる。
［玄関遺構（I-2）］基壇西辺中央部に設けられていた

14.階段跡 I-1 / Stairway I-1 (from S)

15.仏堂礎石 / Cornerstone of Image house

16.玄関遺構 I-2 / Entrance I-2 (from W)
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[Entrance (I-2)] The entrance at the center of the west 

side of the platform has completely collapsed, but the 

moonstone and the wing stones on both sides have 

been destroyed and left on the rock slope. The moon-

stone with a diameter of 110cm is turned inside out, 

so we cannot see the decorative sculpture. The wing 

stone is 115cm long, 75cm high and 22cm thick, and 

the “Makara” shape remains, but the sculpture on the 

surface is worn out.

 There was no guard stone left, only one step stone 

remains, And other components were not found in 

the vicinity, either because they were taken away or 

slipped down the slope.

Structure J

 A group of stone pillars located on the west foot of 

the rock hill where the Image House I is.

The outline of the building and foundation is not clear, 

but there are stone pillars arranged in 4 rows in the 

north and south and 4 rows in the east and west along 

the exact east-west-north-direction axis, while show-

ing some fall down and leaning.

 Each stone pillar is more than 2m height from the 

current surface, irregular in the thickness, and one 

side of the cross section is approximately 25cm to 38cm. 

玄関部は完全に崩壊しているが、ムーンストーンと両
側のウイングストーンが壊されて岩盤斜面をずり落ち
た形で残っている。直径110cmのムーンストーンは
裏返しのため装飾彫刻は見られず、ウイングストーン
も長さ115cm、高さ75cm、厚さ22cmの「マカラ型」
の形状のみ明確だが、表面の彫刻は磨滅している。ガ
ードストーンは残っておらず、ステップの石材も1段
分だけが残り、他は持ち去られたのか斜面を滑り落ち
たのか、付近には見当たらない。
建造物跡〈J〉

　仏堂跡〈I〉を戴く岩丘の西麓に位置する石柱群。
建造物や基壇の外郭は定かでないが、約8m四方の範

18.玄関遺構 I-2 手すり / Entrance I-2 wing stone

17.玄関遺構 I-2 ムーンストーン / Entrance I-2 moon stone

19.玄関遺構 I-2 ステップ石 / Entrance I-2 step stone

20.建造物跡J / Structure J (from E)
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The distance between the stone pillars is about 2.6m. 

Measured GPS value is 06°34’ 03.5”N, 81°30’13.2”E.

Structure K

 A group of stone pillars located about 30m south-

west of the Structure Remain J. Although the outer 

edge is unknown, the stone pillars of 4 rows from north 

to south x 6 rows from east to west remain. Most of 

pillars are fall down, but showing a rectangular site 

shape. The shape and height of the stone pillar is the 

same as those of Structure Remains J.

 A square stone plate (not measurable) that seems to 

be a flower-offering bed with an outer edge sculpture 

remains burying in the soil between the stone pillars 

in the premises while .

Structure L

 A group of stone pillars located about 20m west of 

Structure Remain K.Here, stone pillars (floor pillars) 

as low as 65cm above the ground stand in 4 rows from 

north to south and 6 rows from east to west, indicating 

the same site scale as Structure Remain J. Each stone 

pillar is a square pillar thinner than those of Structure 

J or K, and one side of the cross section is about 15cm 

to 25cm. The outline of the site is not clear.

Structure M

A group of stone pillars located about 30m south-south-

west of Structure Remain L. The outer edge of the site 

is also unknown, and it can be seen that tall stone 

pillars similar to those of Structure Remain J and K 

are standing in 4 rows from north to south and 4 rows 

from east to west.

There is a burglary trace in the center of the site, and 

some stone plates are exposed from the cross section 

of the hole.

囲内に、正確な東西南北の方向軸に沿って南北4列×
東西4列の配置を見せる石柱が、一部は傾きながら9
本残っている（7本は倒壊もしくは消失）。個々の石
柱は、現在の地表からの高さ200cm超、形は不揃いで、
方形断面の一辺はおよそ25cm～ 38cm。石柱間の距
離はいずれも250cmほどとなっている。GPS測定値
は、06°34′03.5″N、81°30′13.2″E。
建造物跡〈K〉

　建造物跡〈J〉の南西30mほどの地点に位置する石
柱群で、これも外郭は不明ながら南北4列×東西6列
の石柱が、大半は倒れながらも長方形の敷地形状を見
せて残っている。石柱の形や高さは〈J〉のものと同
様である。敷地内の石柱の間には外縁彫刻のある供花
台と思われる方形石板（測定不可）も半ば土に埋もれ

21.建造物跡K / Structure K (from S)

22.建造物跡K供花台 / Structure K　flower-offering bed

23.建造物跡L / Structure L (from S) 24.建造物跡M / Structure M (from E)
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Structure N

A group of stone pillars located at a point 50m away 

from Structure Remain M beyond the naked rock ridg-

es that rise low gently and stretch long from north to 

south. (Trace of walking path P, described later).

On the site under the slope (outer edge is unknown), 

tall stone pillars of 4 rows from north to south x 4 rows 

from east to west are standing. Each stone pillars, 

like those of Structures Remain J and K, are irregular 

square pillars with a height of approximately 160cm 

and one side of the cross section 25cm to 30cm.

Stone row O

 At the place about 5m south from the Structure Re-

main L, a stones row is extending intermittently from 

east to west by about 30 meters longed.

 On the west extension line, there is a trace of Stairs 

(P-2, described later) that leads to the exposed rock 

Walking path P at a right angle. And stone row is like-

ly to show a one-sided partition of the walking path in 

the monastery. The stone used in the stone row is a 

rectangular with a side of about 40cm.

る形で残っている。
建造物跡〈L〉

　建造物跡〈K〉から西へ20mほど離れた地点にあ
る石柱群。こちらは地表からの高さ65cmほどの低い
石柱（床束）が、南北4列×東西6列で立ち、Jと同
規模の敷地規模を示している（外郭は不明）。個々の
石柱は〈J〉や〈K〉のものより細い四角柱で、断面
の一辺は15cm～ 25cmほどである。
建造物跡〈M〉

　建造物跡〈L〉の南南西約30mのところにある石柱
群。外郭は不明で〈J〉や〈K〉と同様の高い石柱が
南北4列×東西4列で立っていたことがわかるが、敷
地の中央部に盗掘跡があり、穴の断面から石板などが
一部露呈している。
建造物跡〈N〉

　南北に細長く連なる低い露岩帯（歩道跡〈P〉、後述）
を挟んで、建造物跡〈M〉から真西に50m離れた地
点にある石柱群。外郭は明らかでないが、斜面下の
8m四方の範囲内に南北4列×東西4列の石柱が立っ
ている。個々の石柱は、〈J〉や〈K〉のものと同様、
不揃いの四角柱で、断面の一辺25cm～ 35cm、現在
の地表からの高さは160cmほどである。
石列〈O〉

　建造物〈L〉の石柱群から5mほど南側に、東西に
伸びる石列が一列、土中に表面まで埋もれながら切れ
切れに30mほど続いている。西の延長線上には露岩
遊歩道〈P〉へ直角に繋がる階段跡（P-2、いずれも
後述）があり、寺院内の歩道の片側仕切りを示す可能
性が高い。用いられているのは一辺40cmほどの直方
体切石で一段のみの石列となっている。
露岩歩道跡〈P〉

　上記の建造物遺構などが集中する遺跡中核部から南
の山頂仏塔跡〈R〉に向かって伸びる狭い低平な露岩
帯で、両側密林の地表から1m～2m盛り上がり、長

25.建造物跡M2 / Structure M trace of illegal digging

26.建造物跡N / Structure N (from S)

27.石列O / Stone row O  (from E)
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Walking path on the rock P

 A narrow flat rock belt that stretches from the cen-

tral area of the ruins to the southward the ruins of the 

さ300mほどの歩きやすい天然の歩道となっていたこ
とを示している。岩盤上に石列の跡が続き、途中には
石組みの貯水槽（P-1）や東側平地の伽藍区域と繋が
る階段跡（P-2）、岩盤上の柱穴（P-3）などが残って
いる。
［石造貯水槽（P-1）］東側の平地に下りる小階段跡
（P-2）から20mほど北側に、切石や成形した自然石
を組み合わせて造られた貯水槽の跡が崩壊しながら残
っている。一辺40cm～ 80cmほどの石が用いられ、
内法は1m×1m×深さ80cmの大きさであった。
［階段跡（P-2）］東側平地の石列（O）に続くと見
られる石組みの階段跡で、平地の歩道と露岩上の歩道

28.露岩歩道跡P / Walking path on the rock P (from N)

30.石造貯水槽P-1 / Water tank P-1

31.歩道と階段連結部P-2 / Staircase P-2 (from E)

32.柱穴P-3 / Pillar hole P-3 (from N)

29.露岩歩道跡P（南側） / Walking path on the rock P
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summit Stupa R. It has become a natural sidewalk with 

a length of about 300m. Traces of stone rows extend on 

the bedrock, and stone-framed Water tank(P-1), Stair-

case (P-2), and Pillar hole (P-3) remain.

[Water tank (P-1)] A trace of a water tank made of 

a combination of quarry stones and shaped natural 

stones remains on the north side about 20m from the 

Stairway trace (P-2). Stones measuring 40 to 80cm on 

a side were used, and the inner method was 1m long x 

1m wide x 80cm deep.

[Staircase (P-2) ] This is a trace of stone-framed stair-

case that seems to follow Stone row O on the eastern 

flatland. And it is a part of the passage connecting the 

walking path on the flat ground and the walking path 

on the rock belt at right angles. The entire structure, 

including the connecting part with the sidewalk, col-

lapses and only stone columns on the outer edge of 

the sidewalk and rectangular stones that made up the 

steps are scattered. However it can be presumed there 

was a staircase about 1.5 m wide from the length of the 

step stone. The GPS measurement at this point was 06 

°34’01.1”N 81° 30’07.8”E.

[Pillar hole (P-3)] There is only one pillar hole en-

graved round on the bedrock on the south side of the 

Stairs(P-2). It is a hole of diameter 16cm, depth 15cm, 

and it is presumed that the wooden pillar was raised. 

The purpose of the wooden pillar is unknown, but it 

is possible that a light was hung on the side of the 

sidewalk.

Rock shelter Q

 At the summit (the highest point) of the Tharaguru-

hela hill area, a huge rock near 30m height rises, and 

we can see from the dense jungle that surrounds it. 

At the foot of the north vertical wall of that top giant 

rock, a rock shelter with a frontage of 13m, a height of 

を直角に繋いでいた通路の一部。歩道との連結部を含
め、全体が崩壊して歩道外縁の石列やステップを構成
していた長方体の石材が散乱するのみだが、石材の長
さから幅1.5mほどの階段があったと推定される。こ
の地点のGPS測定値は、06°34′01.1″N、81°30′07.8
″Eであった。
［柱穴（P-3）］階段跡P-2の南側の岩盤上に丸く彫
られた柱穴がひとつだけ残っている。直径16cm、深
さ15cmの穴で、木柱を立てたものと推定される。用
途は不明だが、歩道脇に灯火を吊したり標識を設置し
たことなどが考えられる。
岩陰〈Q〉

　タラグルヘラ丘陵域の山頂（最高地点）にはさらに
高さ30m近い巨岩が聳え立ち、周囲を覆う密林から
姿を覗かせているが、その頂上巨岩の北側垂直壁の足
元に、間口13m、高さ5m、奥行き5mほどの岩陰が
やや北西に向かって口を開け、住居あるいは仏堂など
の伽藍施設の跡を示している。間口上部の岩庇には雨
水止めのカターランが施され、間口の2mほど前面ま
で円形ステージ状に広がる床面は、外の地面より
60cmほど高いテラスとなっていたことが窺えるが、
その床面や擁壁を構成していた石組みの大半は崩れて

33.岩陰Q / Rock shelter Q (from NW) 34.岩陰Q正面 / Rock shelter Q　frontage (from N)
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5m, and a depth of 5m opens to the north-northwest, 

while showing the traces of monastery facilities such 

as monks residences or image house.

 The rock eaves above the frontage are engraved with 

“Kataran” to prevent rainwater from entering, and It 

can be seen that the floor, which extends to the front 

about 2m in the frontage, was a terrace 60cm higher 

than the outside ground. Most of the stone structures 

that made up those floor and retaining walls have 

been collapsed and fell to the slope.

斜面にずり落ちている。また、岩陰室内の奥部には床
の一部と壁面に白い漆喰塗装を施した跡が残り、岩陰
が丁寧に内装されていたことを示している。ただし、
外壁の痕跡や室内備品などの遺物は残っていない。
仏塔跡〈R〉

　岩陰〈Q〉から垂直巨岩の裾に沿って西麓を南へ回
ると、低くなった巨岩の南西麓から階段（R-1、後述）
が彫られ、岩陰〈Q〉の真上に当たる頂上の仏塔跡ま
で続いている。仏塔跡は、東、北、西の三方が垂直に
切れ落ちた狭い頂上部に完全に崩壊した姿で残り、石

35.岩陰Q床 / Rock shelter Q　floor (from E) 36.岩陰Q漆喰跡 / Rock shelter Q　traces of plaster

図版3. 岩陰Q平面図 / Rock shelter Q　plan view (Drawing = Jagath Chinthaka Wijeratne)
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 In addition, the interior of the rock shelter has trac-

es of white plaster on the floor and walls, indicating 

that this rock shelter was carefully decorated. Howev-

er, there are no traces of exterior walls or relics such 

as indoor equipment. 

Stupa R

 When moved south from the Rock shelter R along 

the west foot of a vertical huge rock, we can see a 

Stairway (R-1, described later) is carved from the low-

er southwestern foot of the huge rock, and continues to 

the ruins of the summit.

 The ruins remain in a completely collapsed form on 

積みの方形基壇の一部と風化した煉瓦片の小山が仏塔
跡であることを示している。頂上部の地形と面積から
見て、この仏塔は南側に上がり口を持つ一辺6m～
7mほどの正方形基壇の上に伏鉢が造られていたと推
定される。また絶壁や急斜面の西、北、東側の周縁に
は、露岩に穿った柱穴が少なくとも5ヶ所残っている
ところから、転落防止用の柵が設けられていたことも
わかる。頂上の遺物中には、崩壊後に動かされたと見
られる供花台らしき石板や完全な形をとどめる焼成煉
瓦（32cm×17cm×7cm）、素焼きの灯明皿などもあり、
また南斜面の階段最上部脇の岩盤表面にはほぼ磨滅し
ながらも刻文（R-2、後述）の一部が残っている。なお、

38.仏塔跡Rからの風景 / Scenery from the stupa R (from S)37.仏塔R / Stupa R (from SW)

図版4. 頂上巨石側面図 / Side view of the giant rock at the top (Drawing = Jagath Chinthaka Wijeratne)
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the narrow summit where rock walls are cut vertical-

ly on the east, north and west sides. And part of the 

masonry square platform and pile of weathered brick 

fragments indicate that the remains of Stupa. 

 Judging from the topography and area of the sum-

mit, this Stupa is presumed to have had a dome built 

on a 6-7 meter square platform with a rising entrance 

on the south side. And from the fact that at least five 

pillar holes remain in the exposed rock on the west, 

north and east sides of precipice and steep slope, it can 

also be seen that a fall prevention fence was provided. 

 Among the relics on the summit, there are stone 

plates that appear to have been moved after the col-

頂上仏塔跡中心部でのGPS測定値は、06°33′52.3″
N81°30′08.2″Eであった。
［階段（R-1）］頂上巨岩は低くなった南側で2つに
割れ、最大幅1mほどの隙間が空いているが、そこを
繋ぐ形で南の岩裾から頂上まで岩盤表面に階段が彫り
込まれている。階段の各段は、おおよその平均値で幅
65cm、蹴込み22cm、蹴上げ15cmほどに彫られ、
南側の下部の岩に24段、北側の上部の岩に50段の計
74段で、やや屈折しながら斜面を約38mほどの距離
（水平距離は約30m）で伸びている。また、急斜面の
登降となる上部岩の階段脇には、手摺りの柵か綱を張
り渡すための柱穴が約2mごとに穿たれている。
［刻文（R-2）］仏塔基壇南面のすぐ下、階段跡R-1

図版5. 仏塔平面図 / Stupa R plan view  (Drawing = Jagath Chinthaka Wijeratne)

39.仏塔R柱穴 / Pillar hole 40.仏塔Rレンガ / Stupa R　bricks 41.仏塔R灯明皿 / Stupa R lantern plates
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lapse, fired bricks (32cm×17cm×7cm) that retain their 

perfect shape, unglazed earthenware lantern plates.

In addition, a part of the Inscription (R-2, described 

later) remains on the rock surface near the top of the 

stairs on the south slope, although it is almost worn 

out.

 The measured GPS value at the center of the stupa 

was 06°33’52.3”N, 81°30’08.2”E.

[Stairway (R-1)] The huge rock at the top of the hill is 

split in two on the lower south side, and there is a gap 

of about 1m in maximum width. Stairs are engraved 

on the rock surface in the form of connecting there 

from the bottom of the rock to the top.

 Each step of the staircase is carved to an approx-

imate average width of 65cm, depth 22cm, and lift 

15cm. And it can be counted a total of 74 steps, with 

24 steps on the low rock on the south side and 50 steps 

on the upper rock on the north side.

 The slope is stretched at a distance of about 38m 

(horizontal distance is about 30m) while being slightly 

refracted. There are pillar holes for every 2m on the 

side of the staircase of the upper rock where the steep 

を上り詰めた右脇（東脇）の岩盤に残る刻文の跡で、
全体が磨滅しているが、2行にわたる12文字だけ（図
版参照）が辛うじて判読できる。これだけでは文意は
推定できないが、書体は紀元前3世紀から紀元1世紀
にかけて用いられた初期ブラーフミー文字であるた
め、この仏塔の建立がその時期であったことを明瞭に
示す重要証拠となっている。なお、全体の磨滅が激し
く、写真はもちろん拓本でも写らないため、記録は文
字に詳しい考古局員らのアイコピー（目視転写）に依
った。

43.階段R-1上部 / Stairway R-1 upper part42..階段R-1下部 / Stairway R-1 lower part

44.階段R-1仏塔直下 / Stairway R-1 Connection part with stupa
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slope.

[Inscription (R-2)] Just below the south side of Stupa’s 

platform, the inscription remains on the bedrock on the 

right side (East side) where the Stairs (R-1) climbed 

up. Only 12 characters across 2 lines (see illustration) 

can barely be read. Although this is not enough to pre-

sume the meaning of sentence, the typeface is an early 

“Brahmi” script that was used from the 3rd century 

BC to the 1st century AD, so it is an important proof 

that this Stupa was built at that time.

 In addition, since the whole was worn out and could 

not be photographed or rubbed copy, the recording was 

based on the eye copy (visual transfer) by Archaeology 

Department stuff familiar with the characters..

Remarks
 Although this exploration lasted for two days, it was 

actually a short time of about one day, so there are 

many bush belts in the monastery area that have not 

been explored. Also, it is clear that there were visitors 

(local people, British hunters, etc.) who visited this ru-

ins before and after the discovery by the Land Survey 

Team about 100 years ago, by the fact that all the rel-

ics are lost from the ruins especially rock shelters.

 In the surrounding villages, stories such as “There 

are Buddha Statues in rock shelters” and “There used 

to be worshipers” are transmitted, and even though 

the actual state of the ruins is unknown, the existence 

itself is considered relatively known.

 The biggest result of this survey was that the un-

known status was revealed along with the scale and 

the arrangement of monastery ruins for the first time, 

and could to narrow down the building age from the 

typeface of the inscription on the summit. However, it 

is also clear that the survey is inadequate, and in the 

future, a more precise survey is required.

【備考】
　今回の探査は2日間にわたったものの、実質は1日
程度の短時間だったため寺域内でも踏査の及んでいな
いブッシュ帯が各所にあり、実際にはさらに多くの遺
構があるものと推測できる。また、約100年前の陸
地測量隊による発見と地図記載の以前にも以後も、こ
の遺跡を訪れる者（地元民や英国人ハンターなど）が
あったことは、盗掘跡や各遺構（とくに岩陰遺構）か
ら一切の遺物が消失していることでも明らかである。
周辺集落には「岩陰に仏像がある」「かつては参拝者
がいた」などの話が伝わっており、遺跡としての実態
は不明ながら存在自体は比較的知られていたものと考
えられる。今回の調査では、その知られざる実態を規
模や伽藍遺構の配置などとともに初めて一定程度明ら
かにし、山頂仏塔の刻文書体から建立年代を絞り込め
たことが最大の成果であった。しかし調査が不十分で
あることは明らかであり、今後はさらに時間をかけた
精密な調査が望まれる。

45.刻文R-2 / Inscription R-2

46.刻文R-2 アイコピー / Inscription R-2 eye copy



【調査日】
2018年8月23日

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、橋富、中森、石田、バンダーラ、
パーリタ、チンタカ（考古局）、アジス、サナス（自
然保護局レンジャー）、チャミンダ、ジュードゥ、マ
ヘシュ（考古局助手）、イジャーラ（トラクター運転手）

【位置】
　ピリマーガラ遺跡は、ヤラ国立公園「ブロックⅢ」
区域の西部中央にあり、ガルゲー村の南東12km、宗
教都市カタラガマの北東8㎞の密林中に孤立する岩丘
上に位置している。旧版の「1インチ＝1マイル地図」
と新版の「5万分の1地図」の双方に「PILMAGARA」
の地名と遺跡の存在を示す記載があるが、この地名表
記は、さらに新版の「ルフヌ（ヤラ）国立公園地図」（10
万分の1縮尺）では「Pilimagala」と発音通りに訂正
されている。岩丘頂上部でのGPS測定値は、北緯06
度28分32.9秒、東経81度22分16.5秒であった。

【アプローチ】
　ガルゲーの国立公園管理事務所からクンブッカン川
に向かうトラクター道を2kmほど東進すると南へ向
かう道との分岐点がある。そこから南へ、密林内をや
や東寄りに延びる道を進み、途中、貯水池跡の湿地帯
や草原（ピティヤ）を経て、道が南と東に分岐する地
点まで達すれば、ピリマーガラ（岩丘）はその分岐点
の手前東側に隆起している。道際から頂上へ向かえば
建造物跡の遺跡地点に、岩丘の麓沿いに樹林内を北へ
回り込めば岩陰遺跡へと出る。ガルゲーの国立公園管
理事務所からは道沿いに15kmほどの距離となる。

【全体状況】
　東西250m、南北150mほどの広がりを持つ岩丘の
上部に、仏塔跡など6つの建造物跡や擁壁の跡とみら
れる石列、数ヶ所の貯水岩窟（パタハ）などが分布し、
南西側の切り立った岩の麓には比丘の住居跡の岩陰が
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Date
Aug, 23, 2018

Staff
Okamura, Kimura, Ago, Hashitomi, Nakamori, Ishi-

da (Japan), T. M. C. Bandara, Chinthaka Wijetunga, 

Palitha Herath, (Aarchaeology Department), J. M. 

Ajith Nanda Kumara, R. W. K. Sanath Thilakaratna 

(Wildlife Department Ranger), M. M. Chaminda, Jude 

Perera, Mahesh Liyanage Polgananiga (Assistants), 

Nayana Kumara (Tractor driver)

Location
 Pilimagala ruins are located in the central western 

part of the “Block I” area of Yala National Park, 12km 

southeast from Galge village, 8 km northeast from the 

religious city Kataragama, on an isolated rock hill in 

the jungle. Both the old version “1 inch = 1-mile map” 

and the new version “1 / 50,000 map” have descrip-

tions of the place name “Pilmagala” and ruins mark. 

The place name notation has been corrected as “Pil-

imagala” in the new edition of “Map of Ruhunu (Yala) 

National Park” (1 / 100,000 scale). GPS measurements 

at the top of the rock hill were 06°28’32.9”N and 

81°22’16.5”E.

Route
 At about 2km away from Galge on the tractor road 

extending northeast to Kumbukkan River, there is a 

junction with the road heading south. From there, fol-

low the road that runs south into the jungle, through 

the grass fields (Pitiya) and marshes at the site of the 

ancient reservoirs, to the point where the road branch-

es to the south and east. Pilimagala rock hill rises to 

the east side in the foreground.

 From the road, going to the top of the hill, we can 

reach the ruins of structures. If go north in the forest 

along the foot of the rock hill, we will come to the rock 

〈2〉 ピリマーガラ遺跡
 PILIMAGALA RUINS
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shelter.

 It is about 15km along the road from National Park 

Management Office of Garge.

General Information
 At the upper part of a rock hill that extends 250m 

east-west and 150m north-south, there are six struc-

ture remains such as a Stupa, stone rows that are con-

sidered to be retaining walls remains, and several rock 

caves reservoir (Pataha). At the foot of the steep rock 

is the rock shelter of the monk's residence.

 The remains of the Stupa at the top of the south-

west are clear, but the remains of the three structures 

remaining on the flat bedrock on the north have com-

pletely lost their shape, with only a few stone rows and 

foundation stones showing traces of the base. There 

is no Buddha Statue that could have been the source 

of the place name of “Pilimagala” (“Buddha Statue's 

Rock-hill” in Sinhalese). Of these, the remains of the 

platform located on the eastern side can only be esti-

mated as the ruins of the Image House (Patimaghara) 

where the Buddha Statue was placed, based on the lo-

ある。南西側の頂上に残る仏塔跡は明瞭だが、北側の
平坦な岩盤上に残る3ヶ所の建造物遺構は、わずかな
石列や礎石が基壇の跡を示すのみで完全に形を失い、
地名の「ピリマーガラ」（シンハラ語で「仏像の岩」）
の由来となったであろう仏像も見当たらない。これら
のうち、最も東側にある基壇遺構が、立地や礎石など
の散乱状態から見て仏堂跡と推定できるのみである。
なお、岩丘の西側斜面中腹には、寺院建築用の建材を
切り出したとみられる採石場があり、岩盤や石材に残
る矢穴（石割用の楔穴）の形が楕円形であるところか
ら、寺院建築がアヌラーダプラ時代後期に行われてい
たことを示している。

【部分的状況】
仏堂跡〈A〉

　地名の由来である「仏像」が残されていたと想定さ
れる建造物跡だが、平坦な岩盤上に基壇跡の石列と煉
瓦片の散乱が見られるだけの遺構である。区域一帯が
薄く煉瓦の風化土や破片に覆われているが、基壇は石
列が明瞭な西辺の長さから類推すると一辺が12mほ
どの正方形基壇だったと推定され、南西角近くには直
径55cm、高さ25cmほどの挽臼型の礎石（柱穴は

〈Ｋ〉Pataha(Water hole)

Naked rock

〈Ｌ〉Pataha(Water hole)

〈Ｉ〉 Structure
〈Ｊ〉Steps carved 
　　　　　on the rock

〈Ｂ〉 Stones row

〈Ｃ〉 Structure
         (stone pillars)

〈Ａ〉 Patimaghara(Image house)〈Ｄ〉 Structure

〈Ｅ〉 Structure

〈Ｆ〉Steps carved 
　　　　　on the rock

〈Ｈ〉Bed carved 
                   on the rock

〈Ｎ〉Pataha(Water hole)

〈Ｍ〉Pataha(Water hole)
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図版1. ピリマーガラ遺跡概念図 / PILIMAGALA Conceptual diagram
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cation and the scattering of foundation stones.

 In addition, there is a quarry on the hillside on the 

western slope of the rock-hill that seems to have cut out 

building materials for temple construction. The oval 

shape of the wedge hole for stone splitting remaining 

in the bedrock or the cut stone indicates that temple 

construction was performed in the late Anuradhapura 

period.

Detailed Information
Image house A

 Although it is remains of the structure where it is 

assumed that the “Buddha Statue” that is the origin of 

the place name was left, this is a relic with only stone 

rows of the trace of platform and scattering of brick 

pieces on the flat bedrock. Although the entire area is 

covered with thin brick fragments and weathered soil, 

the base is estimated to be a square platform with a 

side of about 12m, based on the length of the west side 

where the stone rows are clear. Near the southwest 

corner, a disk-shaped cornerstone with a diameter of 

55cm and a height of about 25cm (a pillar hole is 17cm 

square and about 10cm deep) is also left.

 There are no Buddha Statues, no statue pedestals, 

etc. However, it is probable that the Buddha Statue 

was taken away by somebody (see appendix below) be-

cause the site here is remains with traces of artificial 

removing stones and bricks, rather than natural col-

lapse and weathering.

 In addition, the azimuth axis of the stone row of the 

platform is shifted clockwise by about 5°from the exact 

east-west-north-south axis.

Stone row B

 In the place where the bedrock on the south side 

of the Image House ruins A spreads, a straight stone 

row extends 32m in length from the vicinity of the 

southeast corner of the base of the Image House to the 

south-southwest.

  Only one stage of irregularly shaped cut stones and 

shaped stones of about 30cm to 40cm on each side re-

mains, but it is presumed to be the remains of a retain-

ing wall that built a terrace on the northwest side or a 

stone wall that divided the temple area.

17cm四方、深さ10cmほど）も1個残されている。
ほかには、仏像はもちろん、仏座なども残されてはい
ないが、全体に自然崩壊や風化というより人為的に石
材や煉瓦が持ち去られた形跡が色濃い遺構であるた
め、仏像も何者か（後述付記参照）に持ち去られたこ
とが考えられる。なお、基壇の石列の方位軸は、正確
な東西南北の軸より5°ほど時計回りにずれる形とな
っている。
石列〈B〉

　仏堂跡〈A〉の南側の岩盤が一段低くなって広がる
場所に、仏堂基壇の南東角近くから南南西の方向に
32mの長さで直線の石列が伸びている。一辺30cm
～ 40cmほどの不揃いの切石や成形石の並びが一段

〈A〉仏堂跡 / Image house A (from E)

〈A-1〉礎石 / Corner stone

〈B〉石列 / Stone row B (from E)
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Structure C

 The remains of only two pillars stand at a point 

about 15m south-southwest from the southwest corner 

of the Image House ruins A and 9m west-northwest 

from the shortest part of the stone row B . Each of the 

pillars is 23cm by 23cm in cross section, 70cm above 

the current surface covered with earth, stands at 2m 

intervals parallel to the stone row B , and there are no 

other relics around.

Structure D

 The site of a structure located 29m west of the Image 

House A . A slight stone row of natural stone remains, 

and the ruins of the basement are not clear, but the 

appearance of the sedimentary soil on the bedrock in-

dicates an outer rim of about 13 m square.

 There is a 60cm x 120cm x 20cm stone slab that 

seems to be a flower-offering table at the southwest 

side of the area, but it is unknown whether it was in 

the original position or moved.

Structure E

 The site of a 10m-square building that remains 

at a point about 14m southwest from the structural 

trace‹D›. Like ‹D›, the stone row of the base is also un-

しか残っていないが、北西側にテラスを築いた擁壁の
跡か、寺域を区切った石垣の跡と推定される。
建造物跡〈C〉

　仏堂跡〈A〉の南西角から南南西へ約15m、石列〈B〉
の最短部から西北西へ9m離れた地点に石柱2本のみ
が立つ遺構。石柱はいずれも断面が23cm×23cm、
高さが土に覆われた現在の地表から70cmで、石列〈B〉
と平行に2mの間隔で立ち、周囲に他の遺物は見られ
ない。
建造物跡〈D〉

　仏堂跡〈A〉から西へ29mの地点にある建造物跡地。
自然石の石列がわずかに残るほか、基壇跡も明瞭では
ないが、岩盤上の堆積土の様子から13m四方ほどの
外郭が分かる。区域内の南西側に供花台と思われる
60cm×120cm×20cmほどの石板が残っているが、
原位置のものか動かされて置かれたものかは不明。
建造物跡〈E〉

　建造物跡〈D〉から南西へ14mほどの地点に残る
10m四方ほどの建造物跡地。〈D〉と同様に基壇の石
列も定かでないが、周辺に直径50cm～ 60cm、高さ
20cm～ 25cmほどの挽臼型の礎石（柱穴は12cm×
12cm×12cm）が4個、いずれも動かされた形跡はあ
りながらも残され、建物の一部がかかっていたと思わ

〈D〉建造物跡 / Structure D (from N) 〈D-1〉供花台 / Flower-offering table 

〈E-1〉礎石 / Corner stones〈E〉建造物跡 / Structure E (from S)
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known, but four cornerstones which is formed into oc-

tagon (diameter 50cm to 60cm, height 20cm to 25cm, 

column holes 12cm x 12cm x 12cm) have traces of mov-

ing but are still there. A similar hole drilled in bedrock 

on the south side that seems part of the building has 

been also there.

Stairway F

 The south side of the building E is a steep slope lead-

ing to the top of the rock hill. From the east side of 

the remains of E , a staircase is carved on rock slope 

from the east side to the top of the south. The stairs 

with about 30 steps are 100cm wide, 20-30cm depth, 

about 5cm rise, and the actual length is about 10m. It 

is made so that it rises to the east of the top Stupa.

Stupa G

 This is a trace of a Stupa built on the top of a rock 

hill with a vertical cliff behind the southwest side. Al-

though it has collapsed completely, it has become a low 

mound covered with brick debris and weathered soil. 

However, on the south and east sides, there are trac-

es of platform masonry and brickwork above it. From 

this, it can be seen that a square platform with a side 

れる南側の岩盤にも同様の柱穴が穿たれている。
彫り込み階段〈F〉

　建造物〈E〉の南側は岩丘頂上部に続く急斜面とな
っており、〈E〉の遺構の10mほど東側から、岩盤斜
面を利用して南の頂上部へと続く階段が彫り込まれて
いる。約30段が刻まれた階段は、幅100cm、蹴込み
20～ 30cm、蹴上5cmほどで、実延長は10mほど。
頂上仏塔の東側に上がるように造られている。
仏塔跡〈G〉

　南西側の背後が垂直に切れ落ちている岩丘の頂上部
に造られた仏塔の跡で、完全に崩壊して煉瓦片や風化

〈E-2〉柱穴 / Pillar hole (from S)

〈E-3〉供花台？ / Flower-offering table ?

〈F〉彫り込み階段 / Stairway F (from N)
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of about 10m was built here. Also, the azimuth axis 

of the stone row is shifted clockwise about 5 degrees 

from the accurate east-west-north-south azimuth axis, 

similar to Image House A.

 At the bottom of the platform, cuboid stones meas-

uring 30cm to 50cm on a side and a height of about 

40cm were used. It was laid out side by side without 

stacking, and it was clear that a brick platform was 

built on top of that. However, the scale of the upper 

platform build by brickwork is unknown because it is 

mostly buried in the collapsed soil of the dome. The 

diameter of the dome is also unknown. In the center 

of the remains, a shallow hole remains dug down by 

illegal digger.

Bedrock bed H

 A trace of a bed that remains on a slightly flat bed 

of rock about 20 meters southeast of the ruins of the 

Stupa G at the top. The rock is carved like a shallow 

pool at a depth of about 5cm into a rectangle about 

60cm in width and about 2m in length, and the bot-

tom is smooth. Sleeping place for monks who lie down 

without entering the rock shelter's residence on a dry 

season night. In this rock hill, only this one place was 

土に覆われた低い小山となっているが、南側と東側に
残る石積みや、その上の煉瓦積みの跡から、一辺が
10mほどの正方形基壇が築かれていたことが分かる。
また、その石列の方位軸は仏堂〈A〉と同じく、正確
な東西南北の方位軸から5度ほど時計回りにずれてい
ることが分かる。基壇最下部に用いられているのは、
一辺30cm～ 50cmほどの直方体の切石で、重ね積
みせず40cmの高さで一段のみ並べて敷かれ、その上
に煉瓦積みの上部基壇が造られていたことが明らかだ
が、上部基壇の煉瓦積みは伏鉢の崩壊土などで押し出
され、大半が埋もれているため規模は不明。伏鉢の直
径なども分からない。遺構の中央部には、崩壊した伏
鉢の上部から掘り下げた盗掘跡が浅い穴となって残っ
ている。
岩盤ベッド〈H〉

　頂上の仏塔跡〈G〉から岩の斜面を東南東へ20m
ほど下った地点の、やや平坦になった岩盤に残る寝床
の跡。幅約60cm、長さ約2mの長方形に、約5cmの
深さでプール状（トレイ状）に岩盤を彫り込み、底面
を滑らかにしてある。乾季の夜、岩陰の住居に入るこ
となく星を見ながら身を横たえる比丘のための寝床か
と思われるが、この岩丘ではこの1ヶ所のみが確認さ
れた。

〈G-1〉仏塔基壇跡 / Traces of the platform

〈G〉仏塔跡 / Stupa G (from NE)

〈H〉岩盤ベッド / Bedrock bed H
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confirmed.

Structure I

 From the bed rock H , further down the rock slope 

about 20m to the east-southeast, a trace showing the 

terrace remains with pebbles and brick debris piled 

up. The length of the pebbles and bricks in the rows on 

the lower eastern and southern slopes suggests that 

there were some facilities about 5m square on this 

gentle slope, but nothing else was left.

Small stairs J 

 A small staircase carved on the steep slope of the 

rock about 10m east of the site I . Three steps of 60cm 

wide, 25cm depth and 15cm rise are carved.

Pataha K 

 A large Pataha (rock caves reservoir) at the below of 

the slope at the southeast end of the rock. The mouth 

of the rock running vertically on the slope is opened, 

and the water holding area extends to the inside of 

the rock on the northwest side. In the rain season, the 

upper surface of the water retention area is about 10m 

long and 3m wide. From a geographical perspective, 

the worshipers may have washed their hands here and 

headed to the temple at the top of the rock hill.

Pataha L 

 A side cave-like Pataha near the foot of a rock hill. It 

is on a gentle ridge going down east from the top Stupa 

G through the bed H , the structure trace I , and the 

small staircase J .

 Three holes are connected to each other in such a 

way that the holes penetrate deeply into the northside 

rock slope, and relatively clean cold water is still un-

der the rocky eaves that shield sunlight. The width of 

the three holes are 3m to 5m, the depth is about 2m to 

建造物跡〈I〉
　岩盤ベッド〈H〉から、さらに東南東へ20mほど
岩の斜面を下った場所に、小石や煉瓦片が堆積する形
でテラスの跡を示す遺構が残っている。東側と南側の
斜面下部に列を成す小石や煉瓦片の長さから、この緩
い斜面に5m四方ほどの何らかの施設があったことが
窺えるが、ほかには何も残されていない。
小階段〈J〉

　建造物跡〈I〉の10mほど東の岩の急斜面に刻まれ
た小階段。幅60cm、蹴込み25cm、蹴上げ15cmほ
どの階段が3段彫り込まれている。
パタハ〈K〉

　岩丘の南東端の最下部にある大パタハ。斜面を縦に
走る岩の裂け目に口を開け、北西側の上部は岩の内部
まで保水域が広がっている。満水期で保水域の上面は
長さ10m、幅3mほど。位置的に見て、参拝の在家
信者はここで手を清め、岩丘上部の寺院に向かったこ
とが考えられる。
パタハ〈L〉

　頂上仏塔〈G〉から東に下る緩やかな尾根上を、岩
盤ベッド〈H〉や建造物跡〈I〉、小階段〈J〉を経て
下りた先の麓近くにある岩窟状のパタハ。北側の岩盤
斜面に深く横穴が食い込むような形で3つの穴が横に

〈J〉小階段 / Small stair J (from E))

〈I〉建造物跡 / Structure I (from SE)
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3m, and the water depth exceeds 1m. It is an ideal fig-

ure of Pataha, which can be called a typical reservoir 

rock cave found in temple ruins in this country.

Pataha M 

 A long Pataha located between the top Stupa G and 

the structure ruin E below the northern slope. It is 

made by processing the side hole on a crack in a rock 

running horizontally on the slope. When the water is 

full, the water surface area is expected to be about 

10m long, 2m wide and 1m deep.

Pataha N 

 Located 7m southwest of the top Stupa G . It is about 

5m long, 2m wide and 50cm deep, but it seems that 

there is no water retention capacity until the dry sea-

son.

Quarry site O 

 A quarry that seems to have carved out stone mate-

rials for temple construction. It is located about 50m 

down the steep slope northwest from the top stupa G 

. Rock masses cut along the streaks of rocks running 

sideways on the slope and stone pillars being formed 

are scattered.

 The shape of the wedge holes remaining in the bed-

繋がり、現在も日光を遮る岩庇の下に比較的きれいな
冷水をたたえている。3つの穴の間口幅は3m～ 5m
で奥行きも2m～ 3mほどあり、水深は1mを超えて
いる。この国の寺院遺跡に見られる貯水岩窟の典型と
呼んでもいい理想的な姿のパタハである。
パタハ〈M〉

　頂上仏塔〈G〉と北側斜面下の建造物〈E〉の間に
位置する長大なパタハで、斜面を横に走る岩の裂け目
を彫り拡げ、横穴の加工を施して造られている。満水
時の水面域は長さ10m、幅2m、深さ1mほどになる
と想定される。
パタハ〈N〉

　頂上仏塔〈G〉の南西7mほどの位置にあるパタハ。
長さ5m、幅2m、深さ50cmほどだが、頂上岩盤に
日光にさらされる形で穿たれており、雨季中はともか
く、乾季までの保水能力はないものと思われる。
石切場跡〈O〉

　仏塔跡〈G〉から西北へ急勾配の斜面を50mほど
下った場所にある、寺院建築の石材を切り出したと見
られる採石場。斜面を横に走る岩の筋に沿って切り出
された岩塊や、成形途中の石柱などが散乱している。
岩盤や石柱に残る矢穴の形はすべて楕円形で、このこ
とからこの場所の寺院建築がなされたのはアヌラーダ

〈L〉パタハ / Pataha L (from SE)〈K〉パタハ  / Pataha K (from N)

〈M〉パタハ / Pataha M (from NE) 〈N〉パタハ  / Pataha N (from W)
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rock and stone pillars are all elliptical, which suggests 

that the temple was built here in the late Anuradhapu-

ra period (around the 7th to 10th centuries).

Rock shelter P 

 The rock shelter where the monks lived is located 

under the rock wall, which cuts approximately 30m 

almost vertically on the southwest side of the ruins of 

the top Stupa.

 It is open to the southwest, with a width of about 

13 m, a depth of about 5 m, a ceiling height of about 

2.5 m, and a “Kataran” for rainwater stop is provided 

about 3 m above the frontage. There is no trace of the 

outer wall that separates the frontage, but from the 

floor to the vestibule, stone pillars and pieces of foun-

dation stones are scattered being half-buried in thick-

ly deposited soil. This suggests that there were some 

facilities inside and outside rock shelter.

Note
  Regarding this Pilimagara ruins, the “1 inch = 

1-mile map” issued by the British Ceylon government 

about 100 years ago shows the archeological mark 

along with the place name, but it is further attached 

プラ時代後期（7世紀から10世紀ごろ）であったこ
とが想定できる。
岩陰〈P〉

　頂上仏塔跡の南西側で約30mの高さをほぼ垂直に
切れ落ちている岩壁の下に、比丘が住居としていた岩
陰がある。南西に向かって口を開けた岩陰は、間口幅
が約13m、奥行き約5m、天井の高さ2.5mほどの規
模であり、間口上部3mほどのところに雨水止めのカ
ターランが施されている。間口を仕切る外壁の跡は確
認できないが、床面から前庭にかけては厚く堆積した
土に半ば埋もれて石柱や一辺40cmほどの礎石の破片
などが散乱し、岩陰の内外に何らかの施設があったこ
とが窺える。

【備考】
　このピリマーガラ遺跡に関しては、およそ100年
前に英領セイロン政府が発行した「1インチ＝1マイ
ル地図」上に、地名とともに遺跡地点であることが記
載されているが、さらに「Sportsman’s	Camp	Site」
「Habitable	Cave」「Water	 in	August」などの記載
も付されている。ここでいうスポーツマンとは、ジャ
ングルで「スポーツ・ハンティング」を行う英国人の
ことで、彼らに向けたガイドとして、上記の岩陰〈G〉

〈P〉岩陰 / Rock shelter P (from S) 〈P-1〉岩陰 / Rock shelter P-1 (from SE)

〈O〉石切り場 / Quarry site O (from W))〈O-1〉石切り場 / Quarry site O-1
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the words of “Sportsman's Camp Site”, “Habitable 

Cave” and “Water in August”.

  The “sportsman” here means British men who does 

“sport hunting” in the jungle, and It seems to have 

written as a guide for them, that the above rock shel-

ter G is suitable for campsite, water can be obtained 

from Pataha L even in the dry season in August.

 This suggests that many British hunters entered the 

area at the time (Hunting with local servants was a 

kind of preference and accomplishments of status for 

British colonists at the time), and it is speculated that 

they camped here. There may be some connection be-

tween this fact and the fact that there are extremely 

few Buddha Statues and other artifacts in the temple 

ruins.

 “Pilima” (Buddha Statue) the origin of the place 

name, was still left when people returned to the area 

hundreds of years after the collapse of civilization. 

And “Pilimagala” should have been named because of 

that. But the Buddha Statue has disappeared. When 

and who took it away? Its disappearance is regretta-

ble.

が野営に適していること、8月の乾季でもパタハ〈L〉
などで水が得られることを記したものと思われる。こ
のことから、当時はこの地域に入り込む英国人ハンタ
ーが多く（当時の英国人植民者にとって現地人従者を
引き連れてのハンティングは一種の嗜みでもあった）、
ここで寝泊まりしたものと推測されるが、その事実と、
この寺院遺跡に仏像などの遺物が極端に少ないことの
間には何らかの関連性があることも考えられる。地名
の由来となった仏像は、文明崩壊後数百年を経てこの
地域に人が戻ってきたときにはまだ残されていて、そ
れゆえの地名だったはずだが、いつ、だれが持ち去っ
たのか、その消滅が惜しまれる。

ピリマーガラ空撮写真 / PILIMAGALA (Google Earth)



【調査日】
2018年8月23日

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、橋富、中森、石田、バンダーラ、
パーリタ、チンタカ（考古局）、アジス、サナス（自
然保護局レンジャー）、チャミンダ、ジュードゥ、マ
ヘシュ（考古局助手）、イジャーラ（トラクター運転手）

【位置】
　マルワーリヤケマ遺跡は、ヤラ国立公園「ブロック
Ⅲ」区域の北西端近く、ガルゲー村の南東3kmの密
林中にあり、旧版の「1インチ=1マイル地図」と新
版の「5万分の1地図」の双方に地名と遺跡印が表記
されている。北東側に土手が修復された古代貯水池跡
があり、土手の南西端に隣接して隆起する岩丘上部や
中腹に遺跡が分布している。岩丘頂上部でのGPS測
定値は、北緯06度31分37.2秒　東経81度20分
10.2秒であった。
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Date
Aug, 23, 2018

Staff
Okamura, Kimura, Ago, Hashitomi, Nakamori, Ishi-

da (Japan), T. M. C. Bandara, Chinthaka Wijetunga, 

Palitha Herath, (Aarchaeology Department), J. M. 

Ajith Nanda Kumara, R. W. K. Sanath Thilakaratna 

(Wildlife Department Ranger), M. M. Chaminda, Jude 

Perera, Mahesh Liyanage Polgananiga (Assistants), 

Nayana Kumara (Tractor driver)

Location
Malwariyakema Ruins are located in the jungle 3 km 

southeast of Galge village, near the northwestern end 

of the Yala National Park “Block I” area. Place name 

and ruins mark are printed on both the old version 

“1-inch=1-mile map” and the new version “1 / 50,000 

map”. On the northeastern side are the remains of an 

〈3〉 マルワーリヤケマ遺跡
 MALWARIYAKEMA RUINS
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図版1. マルワーリヤケマ概念図 / MALWARIYAKEMA RUINS Plan view



64 — 第二部 遺跡調査報告編

ancient reservoir with a restored bank, and archaeo-

logical sites are distributed on the upper and middle 

slopes of the rising rocks adjacent to the southwestern 

edge of the reservoirs bank.

 The GPS readings at the top of the rock hill were 

north latitude 06°31’37.2”, east longitude 81°20’10.2”.

Route
 At about 2km from Galge on the tractor road extend-

ing northeast to Kumbukkan River, there is a junction 

with the road heading south. From there, turn south 

and follow the road leading to the Pilimagala for about 

3 km. Then, in front of the rock hill covered with jungle 

on the foot slope, a branch point with a path leading 

to the reservoir appears, so follow this path, enter the 

jungle from the bank of the reservoir, climb the north-

ern slope of the rock hill to reach the ruins.

General Information
 There are ruins from several different era situated 

on the rock hill, where the foot side is covered with 

the jungle and the upper side is naked rock area of 

about 200m east-west and 120m north-south. First of 

all, there is a rock shelter on the lower part of the rock 

wall on the northern side, where a rock painting by 

the Sri Lankan indigenous Vedda ware remaining. At 

the top of the rock hill, there is a ruin of a Stupa. In 

addition, the mark of the Cairn-type tomb is left on a 

flat bedrock which descended to the south side.

Detailed Information
Rock Shelter A

 The site is situated at the under the rock wall ex-

posed on the north side of the rock hill. Its width of the 

frontage facing northeast direction is about 18m, and 

the height is 6m, and depth 6m. It is clear that it was 

a monk's residence because “Kataran” is carved on the 

rock wall above the frontage.

 However, it is highly probable that after the tem-

ple was abandoned and unmanned, a group of Vedda 

came in and made it a temporary residence (a tem-

porary base for non-settlement hunter-gatherers). On 

the floor in the center of the rock shelter there is a row 

of stones that resemble a partition that divides the in-

【アプローチ】
　ガルゲーの国立公園管理事務所からクンブッカン川
に向かって北東に延びるトラクター道を2kmほど行
くと南へ向かう道との分岐点がある。そこから南へ折
れて、前記ピリマーガラ遺跡へ続く道を3kmほど進
むと、麓斜面を密林に覆われた岩丘の手前で東の貯水
池に向かう小道が分岐するので、そこを進み、貯水池
土手の手前から密林を分けて岩丘北斜面を登れば遺跡
地点に到る。

【全体的状況】
　中腹から麓にかけての周囲の斜面を密林が覆い、上
部は東西200m、南北120mほどの露岩帯となってい
る独立岩丘の3カ所に、それぞれ時代を異にする遺構
がある。まず北側中腹の岩壁下部にスリランカの先住
民ヴェッダ族の岩絵を伴う岩陰があり、上部の岩丘頂
上には仏塔跡が残されている。さらに南側へ降りた平
坦な岩盤上にはケルン型墳墓の跡が残されている。

【部分的状況】
岩陰〈A〉

　岩丘の北側斜面に露呈する岩壁の下部に位置し、間
口幅約18m、高さ約6m、奥行き約6mの岩陰が北東
に向かって口を開けている。間口上部には雨止めのカ
ターランが施されていることから比丘の住居だったこ
とは明らかだが、寺院が廃棄され無人化したのち、ヴ
ェッダ族の一団が入り込み、住居（非定住狩猟採集民
の一時的な拠点）にしたものと推定される。岩陰の中
央部の床には、内部を2つの部屋に分けた間仕切り跡
ような石列があり、左側（東側）の奥壁には、ヴェッ
ダ族が描いた岩絵が広い範囲にわたって残されてい
る。

遺跡全景 / MALWARIYAKEMA (drone photo, from S)
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terior into two rooms, and on the left (eastern) back 

wall, rock paintings by the Veddas are left over a wide 

area.

Wall paintings A-1

 Pictures drawn on the back wall on the left side (east 

side) as seen from the front of rock shelter over a range 

of about 5m in width and about 2m in height. Mainly 

white pigment is used, and can see that about 30 dif-

［岩絵］
　岩陰の間口から見て左側（東側）の奥壁に、横幅約
5m、高さ約2mの範囲にわたって描かれた絵。主に
白色の顔料が用いられ、線画の描法でさまざまな動物
や文様が30点ほど描かれているのが確認できる（壁
面中央の一部が、幅約1m、高さ約2mの蟻塚によっ
て隠されているため、絵はさらに多いと思われる）。
これまでスリランカ国内では約80カ所でヴェッダ族

〈A-1〉岩絵 / Wall paintings 〈A〉岩陰 / Rock shelter A (from E)

0 5(m)

Paintings

Anthill

Back Wall

Stones Row

Rock Eaves

図版2. マルワーリヤケマ　壁画俯瞰図 / Rock shelter A plan view

〈A-3〉岩絵左側中段 / Paintings (Left middle part)〈A-2〉岩絵左側上部 / Paintings (upper left part)
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ferent animals and patterns are drawn by line draw-

ing (It seems that there are more paintings because 

part of the center of the wall is hidden by an anthill 

about 1m wide and about 2m high).

 Until now, at about 80 rock shelters in Sri Lanka, 

Vedda paintings have been discovered. However, while 

many of them are silhouette painting methods, these 

rock paintings are characterized by line art. It also in-

cludes several designs with dot patterns that have not 

been discovered before, and is expected to provide val-

uable data for future studies on the culture of Vedda 

(see photo description for individual drawings).

の岩絵が発見されているが、多くが塗り絵（シルエッ
ト画）の描法であるのに対して、この岩陰の絵は線画
中心であることに特徴がある。また、これまで発見例
のない点模様の意匠も数点含まれており、今後のヴェ
ッダ族に関する研究に貴重な資料を提供するものと想
定される（個別の絵については写真説明を参照）。
※注記　ヴェッダ族は、人類拡散の初期にスリランカ
に定住した先住民族で、人種的にはオーストラロイド
もしくはヴェッドイドなどとされ、紀元前6世紀以降
は増加するシンハラ人に圧迫されながらも国内各地の
ジャングルで細々と非定住の狩猟採集生活を営んでい
た。しかし、古代シンハラ文明が滅びた13世紀以降、

〈A-9〉塗り絵の部分 / Silhouette painting 〈A-8〉タラゴヤ？ / Talagoya?

〈A-7〉岩絵右側下段 / Paintings (lower right part)〈A-6〉岩絵右側上段 / Paintings (upper right part)

〈A-5〉岩絵右側 / Paintings (right side)〈A-4〉岩絵左側下段 / Paintings (lower left part)
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* Note: The Vedda are indigenous people who settled 

in Sri Lanka in the early stages of human prolifera-

tion. Racially, it is said to be Australoid or Veddoid, 

and since the 6th century BC have been squeezed by 

the increasing number of Sinhalese, have been living 

hunting and gathering in jungles around the country.

 However, from the 13th century when the ancient 

Sinhalese civilization was perished until the redevel-

opment began in the 18th century, the jungle again 

became their heaven. In the meantime, abandoned 

Buddhist cave temples and rock shelters where monks 

lived, were used as their living base (temporary hous-

ing). This rock shelter is an example, and the fact that 

rock paintings are left is also common with other rock 

shelter sites. Regarding the design of each rock paint-

ing, for example, whether a picture is a crocodile or a 

“Talagoya” (Indian Land Monitor), whether a dot pat-

tern represents some “number”, the conclusion must 

be waited for research in future.

Stupa B

 This is a trace of a Stupa with a two-stage platform 

built along the east-west-north-south azimuth axis.

 Although the whole is completely collapsed and is 

a small mound where brick fragments and weathered 

soil are deposited, the upper parts of the platform are 

exposed on the southern side and eastern side. From 

there, it can be seen that the lower platform built by 

cut stones is square base with each side 11m long and 

the upper square platform which piled bricks is 9m on 

each side.

 The height of the platform and the diameter of the 

dome cannot be measured due to the sedimentary soil, 

and no decoration such as molding can be found on the 

outer periphery of the upper platform. Also, the en-

再開発が始まる18世紀まではジャングルは再び彼ら
の天下となり、その間には放棄された仏教の岩窟寺院
や比丘の住居跡の岩陰などが格好の生活拠点（一時的
住居）として用いられた。この岩陰はその一例であり、
壁画が残されていることも他の岩陰遺跡の例と共通す
る。なお、各岩絵の意匠については、例えばある絵が
ワニかタラゴヤ（インドリクオオトカゲ）か、点模様
が何らかの「数」を表すのかどうかなど、結論は今後
の研究を待たねばならないものが多い
仏塔跡〈B〉

　南北の方位軸に沿って造られた二重基壇を伴う仏塔
跡である。完全に崩壊して煉瓦片や風化土が堆積する
小山となっているが、南側と東側の一部に基壇の上辺
が露呈し、そこから切石積みの下部基壇が一辺11m、
煉瓦積みの上部基壇が一辺9mほどの正方形基壇であ
ったことが分かる。基壇の高さや伏鉢の直径などは堆
積土のため測定不能で、上部基壇の外辺にもモールデ
ィングなどの装飾は確認できない。また、階段などの
玄関遺構も基壇跡が明瞭な南側には見当たらず、石材
破片の堆積や地形から見て、西側に基壇への登り口（玄
関）があったものと推測される。なお、崩壊した伏鉢
部には盗掘跡の穴が残っているが、その穴も瓦礫で埋
まった状態になっている。

〈A-10〉人の図？ / Figure of humans ?

〈B-1〉仏塔基壇 / Stupa platform (from SW)〈B〉仏塔 / Stupa B (from W)
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trance relics such as stones of the stairs are not found 

on the south side where the trace of the platform is 

clear. Judging from the accumulation of stone frag-

ments and the topography, it is highly probable that 

there was an entrance going up to the platform on the 

west side.

 In addition, there is a hole of the stolen ruins in the 

remains of this stupa, but the hole is also filled with 

rubble.

Megalithic Tomb C

 This is a trace of a pebble masonry left on a flat bed-

rock. It collapses and becomes a small mound with a 

foot diameter of about 10m and a height of about 1m.

 Brick debris is not mixed, and only a large number of 

pebbles with a diameter of 5cm to 20cm are deposited, 

so it is estimated that it is not a remains of a Buddhist 

temple but a trace of a prehistoric  megalithic tomb 

(cairn type tomb).

 Some stones are arranged in an arc on a part of the 

western base, but it is not certain because of sedimen-

tary soil. It is unknown whether flat natural stone 

with a length of about 50cm, which is partially mixed 

between pebbles, also constituted the stone chamber. 

In addition, three small pebbles masonry (small cairn) 

are found around the collapsed Cologne at a distance 

of about 15 m in the northwest, northeast, and south-

east directions, respectively, but it is unknown wheth-

er they are the original remains.

Remarks
  In South India and Sri Lanka, megalithic tombs, 

including the Cairn-type, were built from the 10th 

century BC to around BC, and the stone chambers in-

ケルン型墳墓〈C〉
　平坦な岩盤上に残されている小石積みの跡で、崩壊
して裾径が約10m、高さ1mほどの低い小山となっ
ている。煉瓦片は混じらず、直径5cmから20cmほ
どの夥しい数の小石（角礫片）のみが堆積していると
ころから、仏教寺院の遺構ではなく、先史時代のケル
ン型墳墓（積石塚）の跡と推定される。西側の基部の
一部に大石が弧状に並んだ様子も見られるが、堆積土
のため定かではなく、また小石の間に一部混じる長径
50cmほどの平らな自然石も石室を構成していたもの
かどうかは不明。さらに、この崩壊ケルンの周囲には、
北西と北東と南東方向にそれぞれ15mほど離れて3
つの小さな小石積み（小ケルン）も見られるが、本来
の遺構であるかどうかは不明である。

【備考】
　南インドやスリランカでは、ケルン型を含む巨石墳

0 2.5  5(m)

〈B-3〉仏塔盗掘跡 / Stupa B trace of illegal digging〈B-2〉基壇南辺 / Platform S side 

図版3. 仏塔跡〈B〉平面図 / Stupa B
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side contained pottery containing the ashes of power-

ful people. In Sri Lanka, the period partially overlaps 

with after the Transmission of Buddhism in the third 

century BC, but the relationship between the Stupa 

of this Malwariyakema ruins and the Cairn tomb is 

unknown.

 However, it is unlikely that a Cairn tomb was built 

after monks began living in the rock shelters and Bud-

dhists donated a Stupa on the top of a rock hill. It is 

presumed that the tomb had existed before the temple 

was built. The flat bedrock around the tomb is suitable 

for building Buddhist temples, but no other remains 

are seen, so it is possible that it was treated as a sepa-

rate area from the Buddhist temple side.

 In any case, this site is a rare example in that traces 

from three different eras remain in one place, and it 

can be said to be a valuable archeological site. Here, 

there are traces of the era of megalithic tombs before 

Buddhism, the era of Buddhist culture up to the 13th 

century (era of ancient Sinhalese civilization), and the 

era when the Vedda people entered the rock shelter 

that were ruined by the collapse of civilization. They 

exist together.

墓は紀元前10世紀から紀元前後にかけて造られ、内
部に設けた石室に有力者の遺灰を入れた土器が収めら
れた。スリランカでは紀元前3世紀以降の仏教伝来以
降とも時代が一部重なるが、このマルワーリヤケマ遺
跡の頂上仏塔とケルン型墳墓の関係は不明。しかし岩
陰に比丘が居住を始め、在家信徒が頂上に仏を寄進造
営したのちにも墳墓も造られたことは考えにくいた
め、墳墓は寺院建立以前から存在したものと推察され
る。また、墳墓周辺の平坦な岩盤は、伽藍造営にも適
した地形だが、他の遺構は見られないことから、寺院
側からは別区域として扱われた可能性も考えられる。
いずれにしても、このマルワーリヤケマ遺跡は、仏教
以前の巨石墳墓の時代と、13世紀までの仏教文化（古
代シンハラ文明）の時代、さらに文明滅亡で廃墟と化
した寺院遺構（岩陰）にヴェッダ族が入り込んだ時代
の3つの時代の痕跡が1カ所に残るという点で稀有な
例であり、貴重な遺跡ということができよう。

〈C-3〉墳墓裾部分弧状石列 / Arc-shaped stone rows〈C-2〉ケルン型墳墓 ドローン写真 / Drone photo (from SW)

〈C-1〉ケルン型墳墓 / Megalithic Tumb C (from N)〈C〉ケルン型墳墓へ / Head to megalithic Tumb (from N)



【調査日】
2018年8月22日

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、中森、石田、バンダーラ、チンタ
カ、パーリタ（考古局）、チャミンダ、ジュードゥ（考
古局助手）、アジス、サナス（自然保護局レンジャー）、
イジャーラ（トラクター運転手）

【位置】
　ガルゲーの東北東約2kmにある独立岩丘の北西斜
面に位置。旧版「1インチ＝1マイル地図」と新版「5
万分の1地図」の双方に地名のみの表記がある。岩丘
頂上でのGPS測定値は北緯06度32分37.6秒、東経
81度19分09.0秒であった。

【アプローチ】
　ガルゲーの国立公園管理事務所からクンブッカン川
に向かうトラクター道を東進し、南のピリマーガラ遺
跡やマルワーリヤケマ遺跡に続く道との分岐点を過ぎ
れば、すぐ右側（南側）に道際まで露岩の斜面が迫っ
ている岩丘がある。そこがパスケマである。
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Date
Aug. 22, 2018

Staff
Okamura, Kimura, Ago, Nakamori, Ishida (Japan), T. M. C. 

Bandara, Chinthaka Wijetunga, Palitha Herath (Aarchaeology 

Department), J. M. Ajith Nanda Kumara, R. W. K. Sanath Thila-

karatna (Wildlife Department Ranger), M. M. Chaminda, Jude 

Perera,(Assistants), Nayana Kumara (Tractor driver)

Location
 Located on the northwest slope of independent rock hill, 

about 2 km east-northeast of Galge. It faces the tractor road 

from Galge to the Kumbakkan River. Both the old version “1 

inch = 1-mile map” and the new version “1 / 50,000 map” have 

only the name of the place. GPS measurements at the top of the 

rock hill were 06°32’37.6” N and 81°19’09.0” E.

General Information
 “Paskema” means like “five water supply place”, and here re-

fers to Pataha (a rock cave reservoir that stores rainwater).  On 

the northwest slope of the rock hill, There are many “pataha” 

〈4〉 パスケマ
 PASKEMA

バスケマ全景 / PASKEMA (drone photo, from N)
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【全体的状況】
　「パスケマ」とは「5つの水場」というほどの意味
であり、ここではパタハ（雨水を貯める岩窟貯水池）
を指す。岩丘の北西斜面に自然の岩穴を一部加工した
貯水可能な穴が多数見られ、大小16のパタハとして
数えることができた。「5つのケマ」がどれを指すの
かは不明だが、最大級のもので長さ5m、幅2mほど、
深さが2m以上あるものもあり、多くが岩盤の下を西
側に深く抉る形を見せている。これらすべてを合わせ
れば、乾季でも一定の水量が保てたと考えられ、岩丘
上には他に寺院など建築物の遺構はないところから、
近隣住民の水場として用いられていた場所と推定され
る。

where rainwater can be stored by partially processing natural 

rock holes. It was counted as 16 large and small holes.

 It is unknown which five “kema” refers to, but some are the 

largest ones, which are 5m long, 2m wide, and more than 2m 

deep, and many show a deeply gouged under the rock. Since 

there are no other architectural relics on the rock hill, it is esti-

mated that it was used as a water place for nearby residents.

乾季にも水が残るパタハ / Pataha with waterパタハ (貯水岩穴 ) のひとつ / One of pataha

バスケマ岩丘上部 / Gala (rock hill upper N side)



【調査日】
2018年8月22日（水）

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、中森、石田、バンダーラ、チンタ
カ、パーリタ（考古局）、チャミンダ、ジュードゥ（考
古局助手）、アジス、サナス（自然保護局レンジャー）、
イジャーラ（トラクター運転手）

【位置】
　ブッタラとカタラガマを結ぶ道路の西側を占めるヤ
ラ国立公園「ブロックⅤ」内にあり、ガルゲーの国立
公園管理事務所から西へ2km弱の地点に位置する。
旧版の「1インチ=1マイル地図」にも新版の「5万分
の1地図」にも地名や遺跡印の表記はない。GPSの測
定値は北緯06度32分18.9秒、東経81度17分28.9
秒であった。

【アプローチ】
　ガルゲーの国立公園事務所から、整備されたサファ
リ用のジープ道を西へ1.5㎞ほど進み、南への分岐点
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Date
Aug, 22, 2018

Staff
Okamura, Kimura, Ago, Nakamori, Ishida (Japan), T. 

M. C. Bandara, Chinthaka Wijetunga, Palitha Herath 

(Aarchaeology Department), J. M. Ajith Nanda Kuma-

ra, R. W. K. Sanath Thilakaratna (Wildlife Depart-

ment Ranger), M. M. Chaminda, Jude Perera,(Assis-

tants), Nayana Kumara (Tractor driver)

Location
 Located in Yala National Park “Block V”, which oc-

cupies the west side of the road connecting Buttala and 

Kataragama, and is located less than 2km west of the 

Galge National Park Management Office. (The “Block 

V” area accepts tourist safaris and has a jeep road for 

it). Neither the old version of “1 inch = 1-mile map” nor 

the new version of “1 / 50,000 map” has place names or 

archeological marks. GPS readings were 06°32’18.9” N 

and 81°17’28.9” E.

〈5〉 インディゴラ遺跡
 INDIGOLLA RUINS
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〈A〉Outer wall

〈B〉Structure

〈C〉Structure

Steps Stones

図版1. インディゴラ遺跡平面図 / INDIGOLLA RUINS Plan view
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から500mほど南下すると右手に石柱群が現れ、イン
ディゴラ遺跡に到達することができる。

【全体的状況】
　遺跡区域内を南北にジープ道が貫いているが、約
35m四方の外壁あるいは基壇擁壁の跡とみられる石
列があり、その内側の西側ブッシュ帯に建造物跡を示
す2カ所の石柱群が残る。レンガ片のほか、屋根瓦な
ども散乱している。区域内の東側はジープ道整備のた
め伐採と整地がなされ、建造物等の遺構は確認できな
い。

【部分的状況】
外壁あるいは基壇擁壁跡〈A〉

　区域東辺と北西角、南西角付近に切石を用いた2段
から3段の石積みの跡が崩壊しながらも明瞭に残る
が、他は石列の上辺が地表上に露呈するだけの状態と
なっている。用いられている切石は一辺40cmから
60mほどの長方体のものが多く、頑丈で精緻な石積
みであったことが窺える。出入口部の跡は明瞭ではな
いが、東辺の石列中央部が3mほどの幅で崩壊し、

General Information
 There is a stone row which is thought to be the trace 

of the outer wall or the retaining wall of platform 

about 35m square, and the western bush belt inside of 

the site there are two places of stone pillars showing 

the remains of the buildings. In addition to brick piec-

es, roof tiles are also scattered.

 On the east side of the area, trees have been cut and 

leveled for the construction of jeep roads, and structur-

al remains cannot be confirmed.

〈A-1〉外壁跡東側の入口付近 / Entrance part of the outer wall〈A〉東側外壁あるいは基壇擁壁跡 / Remains of outer wall or plat-
form



95cm×50cmの上面（高さは不明）を見せる階段石
らしき石材が土砂に埋まっていることと、ここが西の
正面に2つの石柱群を見る位置に当たることから、玄
関であった可能性が高い。
石柱群〈B〉

　区域の北西角近くにある遺構で、外郭は不明だが、
10m四方ほどの床面の建造物があったことを示す石
柱群である。現存する石柱は15本だが、その位置から、
東西南北の包囲軸に沿って6列×6列に石柱が並び立
っていたことがわかる。個々の石柱は上辺断面が
25cm×25cm、現在の地表からの高さ約180cmで、
それぞれの柱間は縦横とも約1.3mの間隔で配置され
ている。
石柱群〈C〉

　石柱群〈B〉から11mほど南側に離れた場所に位
置する石柱群。こちらも外郭は不明で12本しか残存
しないが、〈B〉とほぼ同規模の範囲内に、東西に6列
×南北に4列の配置で石柱が立っていたことが分かる。
個々の石柱は、断面が25cm×28cmでほぼ統一され、
多くが途中で折れているが、完全なものは現在の地表
面からの高さ約190㎝、各1.5mの間隔で配置されて
いる。敷地中央部には直径2mほどの盗掘跡の穴も残
り、そこから掘り出されたものかどうか、周辺には完
全な形の屋根瓦やその破片が散乱している。

【備考】
　考古局のバンダーラ探査主任によれば、石柱群〈C〉
の周辺に散乱する屋根瓦は、その形状や寸法から、少
なくともアヌラーダプラ時代（紀元前3世紀から11
世紀）のものであるという。また、現存する遺構から
は、この遺跡が仏教寺院かどうかは不明だが、南西側
にある岩丘上のウェヘラガラサーヤ寺院遺跡（後述）
に属する施設（たとえば「デーワーレ」＝仏教の守護
神という位置づけの土着神を祭る祠、神殿）であった
可能性も考慮に入れる必要があるという。
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〈B〉建造物跡 / Structure B (from E)

〈C-1〉盗掘跡 / Trace of illegal digging (from S)

〈C-2〉出土瓦 / Excavated roof tile

〈C〉建造物跡・石柱折れている / Structure C (from N)
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Date
Aug, 22, 2018

Staff
Okamura, Kimura, Ago, Nakamori, Ishida (Japan), T. 

M. C. Bandara, Chinthaka Wijetunga, Palitha Herath 

(Aarchaeology Department), J. M. Ajith Nanda Kuma-

ra, R. W. K. Sanath Thilakaratna (Wildlife Depart-

ment Ranger), M. M. Chaminda, Jude Perera, (Assis-

tants), Nayana Kumara (Tractor driver)

Location
 It is located in the Yala National Park “Block V”, 

which occupies the west side of the road connecting 

Buttala and Kataragama, and is located about 3 km 

west of Galge National Park Management Office. Al-

though it is about 700 m west-northwest from the 

above-mentioned Indigora Ruins, there is no road di-

rectly connecting through the jungle.

  The old version “1 inch = 1 mile map” and the new 

version “1 / 50,000 map” both have the ruins mark and 

the place name of “Veheragala”. GPS measurements 

【調査日】
2018年8月22日

【スタッフ】
岡村、木村、吾郷、中森、石田、バンダーラ、チンタ
カ、パーリタ（考古局）、チャミンダ、ジュードゥ（考
古局助手）、アジス、サナス（自然保護局レンジャー）、
イジャーラ（トラクター運転手）

【位置】
　ブッタラとカタラガマを結ぶ道路の西側を占めるヤ
ラ国立公園「ブロックⅤ」内にあり、ガルゲーの国立
公園管理事務所から西へ約3kmの地点に位置する。
旧版の「1インチ=1マイル地図」と新版の「5万分の
1地図」の双方に「Veheragala」の地名と遺跡印が
記されている。仏塔跡のある岩丘頂上でのGPS測定
値は、北緯06度32分20.7秒、東経81度17分04.7
秒であった。

【アプローチ】
　ガルゲーの国立公園管理事務所からサファリ用のジ
ープ道を西へ約3km、前述のインディゴラ遺跡へと

〈6〉 ウェヘラガラサーヤ遺跡
 WEHERAGALA-SAYA RUINS

〈B〉Structure

〈A〉Stupa

〈C〉Structure

Jungle

Jungle

Jungle
Jungle

0             40 80(m)

〈D〉 Pataha(Water hole)

図版1. ウェヘラガラサーヤ遺跡概念図 / WEHERAGALA-SAYA RUINS Plan view



折れる交差点を過ぎて、次の交差点で南への道に入る。
300mほど程南下すると、頂上の仏塔が見える岩丘の
麓に到達できる。インディゴラ遺跡からは西北西へ
700mほどの距離にあるが、密林内を直接に繋ぐ道は
ない。

【全体的状況】
　東西に200m、南北に300mほどの広がりを持つ高
さ40mほどの岩丘上に、半ば（考古学的手法を無視
して）修復された仏塔跡と、2カ所の建造物基壇跡が
残っている。仏塔跡は岩丘北西端近くの頂上にあり、
20mほど低くなった岩丘中東部の平坦な岩盤上と、
それよりやや低い南東斜面上部に、それぞれ建造物の
基壇跡が位置している（このうち中東側の基壇跡には
仏像台座が残されている）。また、南東側の岩盤斜面
上には大小10ほどのパタハ（貯水穴）が見られる。

【部分的状況】
仏塔跡〈A〉

　切石積みの方形基壇跡に、コンクリート製の上部基
壇と修復された煉瓦積み伏鉢が載る仏塔だが、これは
数十年前（年代未確認）に、国立公園関係者が考古局
などの許可や発掘・修復の専門家の関与を求めずに、
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at the top of the rock hill with the ruins of the stupa 

were 06°32’20.7”N and 81°17’04.7” E.

General Information
 On the rock hill which about 40m high and 200m 

east to west and 300m north to south, the ruins of stu-

pa, which has been restored halfway (ignoring archeo-

logical methods), and the traces of two building bases 

remain.

 The ruin of the stupa is on the top near the north-

western tip of the rock hill, and the traces of structures 

are located on a flat bedrock that is about 20m lower 

in the eastern part. (Of these, the Buddha statue ped-

estal is left at the traces of the platform on the cen-

tral-east side. So this is seen as the traces of Image 

House).

  Also on the southeastern side of the rock slope, 

about 10 large and small patahs (reservoir holes) can 

be seen.

Note
 Like this sample of the stupa, there are more exam-

ples of restoration and “creation” of ruins performed 

〈A-1〉仏塔伏鉢 / Bottom of the stupa dome

〈A〉仏塔 / Stupa A (from S)

〈A-2〉仏塔付設の仏像 / Buddha statue attached to the stupa
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サファリ観光客目当てに勝手に造営したものだとい
う。本来の遺構にあった石材や煉瓦も一部用いられた
であろうが、修復のために他所から持ち込まれた建材
も多く使われ、基壇上にコンクリート製の欄楯（玉垣）
を巡らすなど、考古学的資料としては扱えないものと
なってしまっている。下部基壇は煉瓦片などの崩壊土
に覆われて定かではないが、石列の露呈から見て東西
南北の方位軸に沿った15m四方ほどの敷地規模が窺
え、その上に約10m四方のコンクリート製の上部基
壇と欄楯が地形の起伏に沿って50cmから150cmの
高さで築かれている。修復された裾部直径約7m、高
さ6mほどの伏鉢部は下部にモールディング装飾が施
され、伏鉢南東面には本来のものではないコンクリー
ト製厨子に納められた出土品の座仏像が付設されてい
るが、仏像が原位置のものかどうかは不明。
建造物跡〈B〉

　仏塔跡〈A〉から南東へ約40m離れ、20mほど低
くなった岩丘中東部にある。建造物跡は東側が急斜面
になった約20m四方の狭い平坦地に残り、1段のみ
残る石列から東西南北の方位軸に沿った一辺15mほ

ignoring archeological procedures and techniques.

 The Jeep Road, which extends west from Galge 

National Park Office to the Weheragala Reservoir, is 

also the main route for safari tourism. Along the road 

(south side) near the reservoir, there is an imitation 

ruin with a newly built masonry platform and a dozen 

stone pillars. It is unknown whether stone pillars etc. 

were brought from some archeological site or newly 

made, however the place is never the archeological site 

according to the Department of Archeology.

 Although it is an area of ancient civilization that has 

many archeological sites, it would be a big problem if 

such fake “cultural heritage” would be created just to 

entertain the tourists’ eyes. It is hoped that this will 

be corrected in the future by coordinating the relation-

ship between the Department of Archeology that man-

age archeological sites and the Department of Wildlife 

that manages the national park.

〈A-3〉仏像 / Buddha statue

〈B-2〉仏像台座？ / Buddha statue pedestal ?

〈B〉建造物跡 / Structure B (from S) 〈B-1〉建造物跡煉瓦片 / Brick pieces of the remain of structure
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どの正方形基壇の跡が明瞭だが、区画内はレンガ片混
じりの風化土が一面を覆うだけとなっている。レンガ
片はいずれも粉々に破損し、元の形状や大きさを測る
ことはできない。ただし、敷地内には直径45cm、厚
さ20cmほどのきれいな円盤状の石材が1個、二つに
割れた形で残されており、中央に15cm四方で深さ
10cmの穴があることから「仏像台座」と見られるた
め、これが原位置のものであれば、この建造物跡は仏
堂であったとの推定が成り立つことになる。その場合、
前記仏塔跡〈A〉に付設されている仏像との関係を疑
うことも可能であろう。
建造物跡〈C〉

　前記建造物跡〈B〉から真南へ約20m離れた岩盤
の平坦地に位置し、半ば土砂に埋まった1段のみの石
列が、東西南北の方位軸に沿った形の約10m四方の
基壇跡を示している。ここも区域内は一部レンガ片混
じりの風化土が平坦に覆うのみで、遺物等は確認する
ことができなかった。
パタハ群〈D〉

　岩丘の南東側に長く伸びる岩盤斜面上に大小10カ
所ほどの岩穴が点在している。うち5つは明らかに貯
水能力のあるパタハで、大半は長さ1.5m～ 2m、幅
1m、深さ1m程度のものだが、最大のものは長さ
3m、幅1.5mで岩盤の斜め下に深く（貯水のため測
定不能）穴が広がっているのが確認できた。

【備考】
　この遺跡の仏塔のように、考古学上の手続きや手法
を無視して遺跡が修復されたり、「創作」される例は
ほかにもある。ガルゲーの国立公園管理事務所から西
へ延びてウェヘラガラ大貯水池に続くジープ道はサフ
ァリ観光のメインルートともなっているが、その貯水
池近くの道沿い（南側）には、新たに切石の石垣でき
れいに基壇を築き、十数本の石柱を立てた「遺跡もど
き」の施設があった。石柱などはどこかの遺跡から運
んだものか新たに作ったものかは不明だが、考古局に
よれば、そこは遺跡地点でも何でもない場所だという。
古代文明の地で実際に遺跡も多い地域とはいえ、観光
客の目を楽しませるだけのためにこうした偽物の「遺
跡もどき」が創作されるとすれば大問題であろう。考
古局と国立公園を管理する自然保護局の関係調整によ
って今後是正がなされることを期待したい。

〈D-2〉パタハ / Pataha

〈D-1〉パタハ / Pataha

〈D〉パタハ群 / Pataha on the rock (from N)

〈C〉建造物跡 / Structure C (from S)



2. ブッタラ周辺の遺跡群
Ruins in Vicinity of Buttala



【調査日】
2018年8月10日

【スタッフ】
岡村、甕、松山、鈴木、木村、吾郷、橋富、中森、石
田

【位置】
　ハベッサ遺跡は、モナラーガラ県オッカンピティヤ
村から南南東へ6kmのクンブッカン川右岸（南岸）
に位置する。旧版の「1インチ=1マイル地図」と新
版の「5万分の1地図」の双方に地名と遺跡印と「Rock	
Caves」の記載がある。GPSの測定値は北緯6度41
分44.3秒、東経81度19分41.4秒であった。
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Date
Aug, 10, 2018

Staff
Okamura, Motai, Matsuyama, Suzuki, Kimura, Ago, 

Hashitomi, Nakamori, Ishida

Location
 Habessa Ruins are located on the right bank (south 

bank) of the Kumbukkan River, 6 km south-southeast 

of Okkanpitiya Village in Monaragala District. Both 

the old version “1 inch = 1-mile map” and the new ver-

sion “1 / 50,000 map” have place names, ruins’ marks 

and description of “Rock Caves”. GPS readings were 

6°41’44.3”N and 81°19’41.4”E.

〈7〉 ハベッサ遺跡
HABESSA RUINS

0                                    15                                  30(m)                                            

Excavated area

〈D〉
Stupa

Image house
〈C〉

〈B〉
〈A〉

Rock shelter Rock shelter

図版1. ハベッサ遺跡概念図 / HABESSA RUINS Plan view
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【アプローチ】
　オッカンピティヤ村から南のクンブッカン川に続く
村道を辿り、橋を渡って河岸を離れると一部に野菜畑
が混じるピティヤ（原野・草原）に出る。道も荒れた
ジープ道があちこちに走っているが、できるだけ川に
近い道を選んで2kmほど下流側に進むと遺跡地点に
着く。

【全体的状況】
　河岸近くに10mほどの高さで隆起する平坦な露岩
丘の岩陰に涅槃仏を置いた仏堂跡が残り、その前方の
平地に仏塔跡および数カ所の石柱群の建造物跡が残る
寺院遺跡である。このうち、西南西の方角に向けて口
を開いた岩陰は間口幅が約45mもある長大なもので、
その中央部を煉瓦積みの壁で仕切って仏堂が設けら
れ、全長10.5mの西向き北枕の涅槃仏が完全に修復
された姿で置かれている。また仏堂の前庭に当たる仏
塔北西麓には発掘跡のトレンチが残り、煉瓦積みの基
壇遺構が顔を覗かせているが、こちらは完全発掘や修
復には至らずに放置されている。半ば崩壊しながらも
ドーム形状を残す仏塔伏鉢や、南西側の石柱群も同様
に未発掘であり、ここはまだ考古学調査の途上にある
寺院遺跡と見ることができる

General Information
 It is a temple ruin where a reclining Buddha (Nir-

vana Buddha) remains in a rock shelter at the foot of 

a flat rock hill that about 10m height near the river 

bank. And a trace of Stupa and several structures with 

stone pillars are remains on the flat land in front of it.

 Among them, the rock shelter, which opens to the 

west-southwest direction, is a long one with a width of 

about 45 m, and the Image House (Patimaghara) has 

been set up by partitioning the central part by brick 

walls. And a reclining Buddha facing the west with 

a total length of 10.5 m, with a pillow on the e north 

side, has been placed in a completely restored form. 

At the northwestern foot of Stupa, which is the front 

yard of the image house, there are trenches of excava-

tion at the ground, and the remains of a platform by 

brickwork is visible, but this has not been completely 

excavated or restored.

 In addition, Stupa where the dome shape remains 

even though it collapses, and the place of stone pillars 

on the southwest side are also unexcavated as well. 

Therefore, this Habessa Ruins can be seen as a temple 

ruin still under archeological investigation.

〈A-2〉仕切り壁断面 / Cross section of partition wall (from W)

〈A〉岩陰と仏堂跡 / Rock shelter and Image house A

〈A-1〉仏堂仕切り壁 / Partition wall of Image house (from N)
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【部分的状況】
岩陰と仏堂跡〈A〉

　岩陰は間口幅約45m、奥行き約6m、天井までの高
さ約6mの規模で、開口部は西南西に面し、その中央
部分に両側を煉瓦壁で仕切る形で、間口幅約21mの
仏堂が造られている。仏堂の両外側の岩陰は比丘の居
住空間か他の施設だったと推定されるが、間口左側の
前庭に3本の石柱が立ち、右側の間口下に石板が散乱
する以外、内部に遺物は見られない。その両外側の空
間と仏堂を仕切る煉瓦壁は、間口から見て左側の壁が、
厚さ0.7m、奥行き4.8m、高さ2.1m、右側の壁が、
厚さ0.6m、奥行き6.7m、高さ2.3mと、岩陰の形状
に合わせて造られており、いずれも天井までを仕切っ
ていたと思われるが、間口に近い上部はともに崩壊し
ている。また、壁には仏堂の室内側にも外側にも白い
漆喰の塗装跡が残り、上部にはモールディングの装飾
が施されている。漆喰塗装の跡は仏堂の天井岩壁にも
2～ 3cmほどの厚さで部分的に残っており、一部に
消えかかった壁画（仏画）なども確認された。
　さらに仏堂部分の前庭に当たる場所には、岩陰の床
に続く形で幅約15m、張り出し12mほどの煉瓦基壇
（テラス）の跡が残り、敷地内に残存する石柱から、
6列×4列の24本の石柱で支えられる建造物があった

Note
 Regarding this Habessa Ruins, there are photo-

graphs showing the image of the Nirvana Buddha be-

fore restoration. According to them the upper body of 

the Buddha statue was severely destroyed, and that 

the head, in particular, did not retain its original 

shape (see photo).

 In Sri Lanka, shredded Buddha statues are often 

repaired when excavating and restoring temple ruins, 

but in the case of Nirvana Buddha in particular, it is 

common practice to create lost heads. This Nirvana 

Buddha is one such example, but valuable visual ma-

〈A-6〉壁画 / Mural A-6

〈A-5〉壁画 / Mural A-5〈A-4〉仏堂天井漆喰跡 / Stucco traces on the ceiling of the Image 
house 

〈A-3〉岩陰西側 / West side of rock shelter
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ことが分かる。位置関係から見て、岩陰と屋根を繋い
でひとつの部屋（仏堂）を構成していたものと考えら
れる。
涅槃仏〈B〉

　涅槃仏は、岩陰奥に造られた煉瓦積みの台座（長さ
約12m、幅5m、高さ約15㎝）に、ほぼ北枕西向き
の姿で置かれている。仏像の全長は10.5m、肩の位
置の台座上からの高さは約2mだが、頭部を含む上半
身のほとんどは原型を留めておらず、大規模な修復（と
いうより新作の創出）がなされている。下半身につい

terials, such as the structure of the exposed brickwork, 

are often completely covered with plaster, posing a 

problem as a restoration method.

 Since this ruins site has already been researched 

by the Department of Archeology, we have only taken 

photographs about the other traces such as the Stupa  

D, the stone pillars group  E, and the sitting Buddha 

statue F that remains near it. No additional surveys 

were conducted.

0                                                  3(m)

図版2. 涅槃仏〈B〉正面図 / Nirvana Buddha statue

〈B-3〉内部の煉瓦 / Brickwork inside the statue〈B-2〉破損部分 / Damaged part

〈B-1〉涅槃仏下半身部 / Legs part of statue〈B〉涅槃仏 / Statue of the Reclining Buddha B
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ては、大腿部の保存状態は比較的良好であり、衣文も
一部で確認することが出来た。破損箇所の観察から、
像の心部はレンガで構成され、その表面を漆喰によっ
て何層にも塗り固めることで成形していることが明ら
かとなった。
供花台〈C〉

　涅槃仏の正面に置かれた長さ250cm、幅65cm、
厚さ20cmほどの石板。二脚の石板に載せて高さ
45cmほどに造られているが、これはあくまでも現在、
供花台として機能しているだけであり、本来とは異な
る形で修復が行われた可能性が高い。

【追記】
　この遺跡に関しては、修復前の涅槃仏の姿を映した
写真が残されており、それによれば、仏像の上半身部
分は破壊が著しく、特に頭部については原型を留めて
いなかったことがわかる（写真参照）。スリランカで
は寺院遺跡の発掘・修復に当たって、破砕された仏像
の修復も行われる例は多いが、特に涅槃仏の場合、失
われた頭部をわざわざ創作することが普通に行われて
いる。この涅槃仏もその一例だが、そのために露呈し
ていた煉瓦組みの構造など貴重な可視資料が塗り込め
られてしまうことが多く、修復方法としては問題を投
げかけている。
　なお、この遺跡は考古局によってすでに調査されて
いるため、仏塔〈D〉と石柱群〈E〉や、その近くに
残る座仏像〈F〉など他の遺構については写真撮影の
みにとどめ、測量等の追加調査は行わなかった。

〈F〉南西側の仏像 / Buddha statue on southwest side F

〈E〉南西側の石柱群 / Stone pillars on the southwest side E

〈D〉仏塔跡 / Stupa D (from W)

〈C〉供花台 / Flower-offering table

修復以前の涅槃仏 / Statue before restoration

修復以前の岩陰 / Rock shelter before restoration
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Date
Aug, 13, 2018

Staff
Okamura, Suzuki, Kimura, Ago, Hashitomi, Naka-

mori, Ishida (Japan), M. M. Chaminda, Nayana Ku-

mara (Assistants from Archaeology Department Bu-

duruvagala Circuit Bungalow)

Location
 Approximately 4km south-southwest of Welawaya in 

Monagara District, and approximately 3.5km north of 

Budurwagara, famous for its seven cliff Buddhas. GPS 

measurements were at 06°42’29.0”N and 81°05’37.8” 

E.

General Information
 The whole area has been excavated and partly re-

paired and has been constructed as a place of worship.

【調査日】
2018年8月13日

【スタッフ】
岡村、甕、鈴木、木村、吾郷、中森、橋富、石田、ナ
ヤナ・クマラ（考古局ブドゥルワガラ事務所助手）

【位置】
　モナガーラ県のウェラワヤから南南西に約4キロ離
れた地点。7体の摩崖仏で有名なブドゥルワガラ遺跡
から北へ約3.5ほどの位置にある。GPSの測定値は北
緯06度42分29.0秒、東経81度05分37.8秒であった。

【アプローチ】
　ウェラワヤ（Wellawaya）の町からブドゥルワガ
ラ遺跡入口を経てクナマルウィラへと向かう国道を
4km弱南へ進み、ブドゥルワガラ入口との中間地点
付近でセッラーバ・ロードへ右折して1.5㎞ほど西進
すると「Sellaba	Ancient	Temple」と書かれた看板

〈8〉 セッラーバ遺跡
 SELLABA RUINS

〈I〉 Bo-tree shrine

〈F〉 Chapter house 

〈D〉 Image house
〈C〉 Structure

〈B〉 Structure
〈A〉 Stupa

〈J〉 Main temple gate

〈E〉 Structure

〈H〉 Structure〈G〉 Structure

0 10 20(m)

図版1. セッラーバ遺跡概念図 / SELLABA RUINS Plan view
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が見えてくる。ここから舗装された道なりに西へ進ん
でいくと遺跡地点に出る。

【全体的状況】
　全体的に既に発掘と修復がなされ、参拝地として整
備されているため、とてもきれいである。遺跡は麓の
新寺院（比丘1人在住）から小さな沢沿いに西に上っ
た尾根上に位置し、四方を斜面に囲まれているが、特
に境内の東側と南側は沢筋のため切り立っている。現
在の寺院から参道が続く東側の入口は、石の階段を上
ったところに山門があり、境内の北東端に仏塔がある。
山門の正面南側に菩提樹堂、中央部に布薩堂跡がある。
その他、境内各所にいくつか不明瞭な基壇跡や石柱群
が残されている。西側にもまだ遺跡が広がっていそう
であったが、藪がひどかったため、今回は調査を行っ
ていない。また、この遺跡は修復の際に出土破片を整
理した関係で、別の建造物の破片が別の基壇内に積ま
れている可能性があるため、一概に内部の石片や土器
片から建造物の種類を特定できない。

【部分的状況】
仏塔〈A〉

　東西南北の方位軸に沿って造られた総煉瓦造りの正
方形基壇に伏鉢が載り、伏鉢は漆喰塗装や上部塔の追
加を施さず、ドーム状の煉瓦積みと頂上の芯柱（ユー
パストーン）のみを露呈させた形で修復されている。
高さ2.6mの方形基壇は、下部が18.3m四方、上部
が17m四方の半ば二重基壇の形をとっているが、明
瞭な二重基壇ではなく、下部側面の一部に欄循（らん
じゅん＝玉垣）を模した装飾を施したり、一部には狭

 The site is located on a ridge that rises west along a 

small stream from a new temple at the foot of the hill 

(living a monk alone), and is surrounded by slopes on 

all sides.

 There is a Bo-tree Shrine (Bodhighara) on the south 

side of the front of the temple gate, and the trace of 

Chapter House (Uposathaghara) at the center, stupa 

at the northeast end, etc. are distributed in the pre-

cincts. Also, several unclear ruins of structures plat-

forms and stone pillars have been left at various places 

throughout the precincts. The ruins seemed to have 

spread to the west, but the survey was not conducted 

this time because the bushes were dense.

 In addition, in this ruins, fragments of another 

building may be piled up on another platform due to 

the sorting of excavated fragments at the time of res-

toration. Therefore, the type of the building cannot be 

specified from the stone pieces and earthenware pieces 

inside.

セッラーバ遺跡 / SELLABA (drone photo from S)

18.3m
17.0m

11.7m

0.65m

0.65m

0  5 10(m)

図版2. 仏塔〈A〉平面図 / Stupa A Plan view
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い段差を設けたりして基壇上部に繋いでいる。遶道（に
ょうどう＝礼拝回廊）となる基壇上面には敷石が施さ
れ、中央の伏鉢の西側と南側にはそれぞれ煉瓦造りの
供花台が付設されている。
　基壇中央の伏鉢は、裾直径が11.7mで、基壇から
の高さは約5m、頂上部からはさらに1.5mほどの高
さに仏塔芯柱（ユーパストーン）が突き出す形で修復
されている。そして、基壇上面の北側には、直径約
1m、厚さ20cmほどの円盤状の石板が割れた状態で
置かれており、本来、その芯柱で支えていた傘蓋（さ
んがい）であることを示している。
　なお、この仏塔には、供花台に続く形で南側と西側

〈A〉仏塔 / Stupa A (from W) 〈A-1〉真上から見る仏塔 / Stupa (drone photo)

〈A-2〉仏塔基壇西側擁壁 / Retaining wall of the platform 〈A-3〉仏塔基壇 / platform of the stupa (from SW)

〈A-4〉供花台 / Flower-offering table 〈A-5〉伏鉢 / Dome of the stupa

〈A-6〉仏塔芯柱
Yupa stone of the stupa
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の2方向から基壇に上る石の階段が付けられ、それぞ
れの階段下には守護石像（ガードストーン）と半月形
踏石（ムーンストーン）の玄関構えの遺構が残ってい
る。このうち、南側の玄関で見ると、階段幅は3.8m、
12段の作りで、階段手摺は幅80cmほどの低いレン
ガ積み、ガードストーンは高さ1.4m、幅71cm、厚
さ15cmの神像彫刻、ムーンストーンは半径1.7mの
無装飾（彫刻磨滅か?）のものであった。
建造物跡〈B〉

　仏塔〈A〉の西に約23m離れて位置し、全体が低
く土に覆われて外郭の石列も確認できないが、現存す
る礎石等から東西5.5m、南北7mほどの建造物基壇
の跡が認められる。内部には縦横4列×4列の配置の
石柱群が一部を欠きながら残っている。石列がわずか
に残る基壇の東辺には玄関遺構があり、石の階段状の
一部とガードストーンとウイングストーンも確認でき
た。
建造物跡〈C〉

　建造物跡〈B〉の10mほど南側に位置し、低平な
土盛りにおおわれているが、現存する礎石等から東西

WOOD

1.2m 1.75m 1.5m
5.45m

1.1m
1.6m

1.1m
6.8m

0                           1.5                           3(m)

1.
2m

1.
5m

1.
0m

1.5m1.4m

6.
0m

9.0m

〈A-8〉仏塔 :玄関 / Entrance to the stupa (from S)〈A-7〉仏塔傘蓋 / Umbrella of the stupa

〈B〉建造物跡 / Structure B (from E)

図版3 建造物跡〈B〉平面図  / Structure B

〈C〉建造物跡 / Structure C (from N)図版4.  建造物跡〈C〉平面図 / Structure C
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6m、南北9mの基壇跡であると推測される。内部に
は東西3本、南北4本の石柱が残っている。基壇の東
側中央には階段入口の跡があり、南側に離れた位置に、
そこから動かされたとみられるガードストーンも確認
できた。
仏堂跡〈D〉

　建造物跡〈C〉のすぐ南側、仏塔〈A〉からは約
11m西南西に離れた位置にある、やや大規模な遺構。
半ば土砂に埋もれた石列から、東西15m、南北20m
の基壇の跡が認められ、基壇内部にはさらに上部基壇
があったことが区域内の東側中央部にガードストーン
や階段跡などの玄関遺構があることからわかる。その
奥（西側）には下部基壇の回廊と上部基壇を仕切った
と思われる石柱跡が左右に並び、柱間には上部基壇の
外縁らしき石材が見られる。上部基壇中央部には仏座

20m

15
m

※　　residual stone pillars
             lost stone pillars

0 2.5  5(m)

Buddha Pedestal

〈D〉仏堂跡 / Image house D (from E) 〈D-1〉仏堂玄関手すり / Wing stone of the Entrance

〈D-2〉〉仏像台座 / Buddha statue pedestal ?

図版5 .〈D〉平面図 / Image house D
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の円形石材と、その南北に2体の破損した仏像がみら
れる。このうち、南側の仏像は原型に近づけて地面に
破片が並べられており、全長2mほどの立像であった
と確認できる。頭部は失われているものの、袈裟の裾
部の文様は明瞭である。もう一方の北側の仏像は細か
く破砕されており、元の大きさはっきりしない。確認
できるのは袈裟の文様のみである。なお、これらの仏
像や仏座の円形石盤は発掘時に原位置から動かされ、
敷地中央部に置かれたものと推定される。区域内の西
端近くには6m四方の範囲内に4列×4列の配置で立
つ石柱群があり、仏堂の内院を思わせるところから、
原位置はこちらである可能性が高いと思われる。
建造物跡〈E〉

　仏堂跡〈D〉の南に隣接し、半ば埋もれた石列や現
存する礎石等から東西7m、南北7.5mの基壇を持つ
建造物跡であると推測される。内部には東西3本、南
北4本の石柱群がみられる。基壇の東側に玄関遺構が
あり、階段跡と両側のガードストーンが二つとも残さ
れている。
布薩堂跡〈F〉

　東西12m、南北22mの基壇跡の石列のすぐ内側に、
基壇内部を囲むようにして東西それぞれ4本、南北そ
れぞれ8本の計20本の石柱が立てられている。また、
南東の角の外側（東側）にも1本の石柱が残存し、ポ
ロンナルーワ時代の建立を推定させる四角い矢穴が確
認できた。他にも、石柱の下部に、手すりをつけるた
めの掘り込みがある。これらの石柱はいずれも高さが
2.5mほどのきれいに切りそろえられた大石柱で、遺
跡全体の中ではこの遺構だけに見られるものであっ
た。
基壇内部は地面全体が平らに均される形で修復され、
特に遺物などは露呈しておらず、東側には等間隔で階
段入口（ムーンストーン、ガードストーンは見られな

〈D-4〉柱頭 / Capital of decorative pillar〈D-3〉仏像 / Buddha statue

7.0m
2.5m1.5m

7.
5m

1.
5m

1.
5m

1.
5m

1.5m

0  1  2(m)

図版6. 建造物跡〈E〉平面図 / Structure E

〈E〉建造物跡 / Structure E (from E)

〈F〉布薩堂跡 / Chapter house F (from N)
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い）が3カ所に付けられている。また、基壇西側の中
央には、長さ9mほども続く長い階段入口があり、階
段の上り口両脇にそれぞれガードストーンが立てられ
ている。
建造物跡〈G〉

　布薩堂の基壇西辺から西に47m離れた地点にある
建造物跡で、基壇などの外郭は明瞭ではないが、東西
9m、南北7mほどの敷地内に東西南北それぞれ4列
の石柱群（一部欠損）が残されている。また、この建
造物跡のさらに西側にも何かしらの未発掘・未修復の
建造物跡がありそうだが、ブッシュ帯のため今回は確
認ができなかった。
建造物跡〈H〉

　仏塔〈A〉から南へ16m、建造物〈E〉から東へ
12mの場所に残る建造物跡。半ば埋もれて現存する
石列から東西南北の方位軸に沿った10m四方の基壇
跡が確認できる。基壇上は土が均され、石柱や遺物は
見られないが、基壇西側中央には崩壊した階段跡と両
脇のガードストーンが確認された。また、北側には石
列から1.5mほど離れて積み石の上に供花台の石板が

11
.9
m

21.5m

9.
2m

※　　residual stone pillars
             lost stone pillars

0 2.5  5(m)

図版7. 布薩堂跡〈F〉平面図 / Chapter house F

〈F-1〉布薩堂西側玄関 / West entrance of Chapter house

〈F-2〉布薩堂東側玄関 / Eeast entrance of Chapter house

〈G〉建造物跡 / Structure G (from E)

〈H〉建造物跡 / Structure H (from NW) 〈H-1〉供花台 / Flower-offering table
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残されている。
菩提樹堂〈I〉

　仏堂跡〈D〉の基壇東辺から南に向かって伸びる不
明瞭な石列の延長線上に合わせる形で基壇跡が見ら
れ、そこを東辺として現在も立つインドボダイジュ（樹
齢不明）を囲んでいる。高さ2.5mほどの煉古い煉瓦
壁の跡が一部に残るが、遺跡修復後にコンクリート製
の欄循や煉瓦壁に接して粗末な東屋が建てられてお
り、本来の形状は調査困難な状態になっている。
山門跡〈J〉

　東側から続く階段を登り切った境内入口に、不明瞭
ながら南北15m、東西7mの建造物基壇が確認できる。
屋根瓦の破片が土に埋もれて散乱する敷地内には、南
北両側の基壇石列に近い位置に、それぞれ4本ずつの
石柱が東西に向けて並び立ち、その2列の石柱間の基
壇中央部には整備された参道が横切っている。

〈I〉菩提樹堂 / Bo-tree shrine I (from N)

〈J-1〉山門への階段 / Stairs to the gate (from E)

〈J〉山門跡 / Temple gate J (from E)



【調査日】
2018年8月14日および15日

【スタッフ】
▽木村、松山、鈴木、吾郷、橋富、中森、石田（8月
14日）
▽岡村、鈴木、バンダーラ（考古局）（8月15日）

【位置】
　モナガーラ県ブッタラの中心地から南南西へ約
6km離れたマニク川西岸に位置。周囲には現在、マ
ニク川の水を利用したバナナのプランテーションが広
がっており、旧版の「1インチ＝1マイル地図」と新
版の「5万分の1地図」ともに、遺跡印のみを載せて
いる。約1.3km北側にあるもうひとつの遺跡印の地
点には、クトゥンバワラ・プラナ・ラージャマハ
（Kutumbawala	Purana	Rajamaha）寺院が新設さ

〈9〉 ヤティヤラトタ遺跡 — 93

Date
Aug, 14–15, 2018

Staff
Aug, 14 — Kimura, Matsuyama, Suzuki, Ago, Hashit-

omi, Nakamori, Ishida

Aug.15 — Okamura, Suzuki (Japan), T. M. C. Bandara 

(Archaeology Department)

Location
 Located on the west bank of the Manik Ganga (Riv-

er), about 6km south-southwest of the center of Butta-

la, Monaragala. Currently, banana plantations using 

the water of the Manik River are spreading around, 

and both the old version of the “1 inch = 1-mile map” 

and the new version of the “1 / 50,000 map” put on only 

ruins mark.

 

〈9〉 ヤティヤラトタ遺跡
 YATIYALLATHOTA RUINS

〈G〉

〈Ｂ〉

〈Ｃ〉

〈Ｆ〉

〈Ｅ〉

〈Ａ〉

〈Ｄ〉

Path

Road

Jungle

Structure(stone pillars)

Structure(stone pillars)

Platform of structure

Double platform structure

0  40(m)20

 stone monument

図版 1. ヤティヤラトタ遺跡概念図 / YATIYALLATHOTA RUINS Plan view
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れ、新版の地図上ではそこからさらに2kmほど北側
に「Yatiyallathota」の地名が記入されているが、こ
の遺跡はそれらよりも南側に位置することに留意。主
要遺構のダブルプラットフォーム地点でのGPSの測
定値は、北緯6度42分22.1秒、東経81度14分33.2
秒であった。

【アプローチ】
　ブッタラからカタラガマ街道を約6km南下し、ド
ール・ランカ・ファームロードを西に進むこと約
1km、マニク川を越えて狭い未舗装路をアプローチ
する。当隊は当初、地図上の遺跡印を頼りにしていた
ため、遺跡の北北西約1.3kmにあるクトゥンバワラ・
プラナ・ラージャマハ寺院にたどり着き、そこから寺
院の僧侶の案内で当遺跡に到達した。

【全体的状況】
　遺跡の分布範囲は、主要遺構の北西約180mに位置
している仏塔〈H〉をも構成伽藍の1つと捉えると、
東西250m、南北200mに達する。発掘と一部修復が
なされたダブルプラットフォーム（連結基壇）と沐浴
池を中心に、石柱群が残る建造物跡、仏塔跡など、遺
跡を構成する遺構は、少なくとも8カ所を数える。

At another archeological site, about 1.3km north, there 

is a new Kutumbawala Purana Rajamaha temple, and 

the name of the place “Yatiyallathota” is printed at the 

point about 2 km further north on the new versions 

map. However, this site is located to the south of them.

  GPS measurements at the “double platform” point 

of the main site were 6°42’22”N and 81°14’33.2”E.

General Information
 The distribution range of the site reaches 250m east-

west and 200m north-south if the Stupa  H , which 

is located about 180m northwest of the main ruins, is 

also regarded as one of the constituent temples.

 There are at least eight traces of structure that make 

up the whole, such as the remains of stone pillars, Stu-

pa, bathing pond (Pokuna) and Double-platform (con-

necting platforms) which were excavated and partially 

restored.

ヤティヤラトタ遺跡 / YATIYALLATHOTA (drone photo)
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【部分的状況】
建造物跡〈A〉

　遺跡区域の南東端に位置を占める建造物跡〈A〉は、
隣接する同じ高さの2つの独立基壇を橋状の通路で繋
いだ、いわゆる「ダブルプラットフォーム」の建築様
式で、数年前に考古局によって修復作業が行われてお
り、2つの基壇の様子がはっきりと確認できる状況に
ある。このうち、西側に位置する長方形基壇（東西
9m×南北13m）は、直方体の切石積み擁壁（高さ約
80cm）によって周囲を囲まれており、基壇西側の中
央に入口となる装飾階段が付けられている。この基壇
と、その東側に位置する登り口のない一回り小さな基
壇（東西7.2m×南北9.8m）が、橋梁によって繋がっ

0 5 10(m)

沐浴池

露岩

前方基壇 後方基壇

〈A-1〉西側基壇 / West platform (from S) 〈A-2〉東側基壇 / East platform (from SE)

〈A〉連結基壇 / Double-platform (from W) 

図版2. ヤティヤラトタ連結基壇と沐浴池 / Double-platform and bathing pond
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ていた石組みの痕跡が両基壇に残っているが、橋梁自
体は崩落して修復もなされていない。この東側の小さ
な基壇上には、柱穴が複数確認されたことから、ダブ
ルプラットフォームの通常例に従って、こちらに屋根
付きの僧房（PasadaもしくはKuti）があり、西側基
壇は平場の瞑想場であったことが推定できる（後出追
記参照）。
建造物跡〈B〉

　石柱などは残存しておらず、周囲に散布している石
材の状況から、およそ6m×10m規模の建造物跡であ
ると推察される。階段の部材については比較的原位置
に近い形で残っているようで、建造物の南側に確認さ
れる。
建造物跡〈C〉

　建造物跡〈A〉の北西15mに位置している。4本×
4本、計16本の石柱を伴う正方形敷地の建造物跡で
ある。石柱はいずれも地表面から50～ 60cmほどの
高さであった。
柱穴群〈D〉

　建造物跡〈A〉の南西28mの平坦な露岩上に見ら
れる複数の柱穴。柱穴の大きさは各20cm四方で深さ
は10㎝超。それぞれの柱穴が直線的に並んでいるこ
と、柱穴が小さいことから簡易的な上部構造を有する
建造物跡である可能性が高い。石柱の刺さった状態の
柱穴1個と、柱穴のみの10個の計11個を確認した。
沐浴池〈E〉

　建築物〈A〉の北側に隣接する形で地面を深く掘り
下げて造られた貯水池で、上辺が東西約9m、南北約
6mの広がり（満水時の広がり）を持ち、自然の岩を
利用した西側側面以外の北、東、南の三方からは直方
体切石を精密に組んだ階段で狭い池底に降りていく構
造になっている。その階段のうち北側と東側はきれい
に修復がなされているが、南側は損傷が激しく部材に

〈A-4〉両基壇の架橋跡 / Traces of bridge between two platforms〈A-3〉西側基壇の玄関装飾 / Entrance to the West platform

〈D〉柱穴群 / Pillar holes D (from SW)

〈C〉建造物跡 / Structure C (from SW)

〈B〉建造物跡 / Structure B (drone photo)
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欠損があるためか完全な修復はなされていない。ただ
し、周辺に散らばる部材を観察すると、階段手摺の石
材があることから、建造物〈A〉の基壇もしくは渡り
廊下の橋梁付近に至る階段通路が存在していた可能性
が高く、沐浴池自体が建造物〈A〉に付随した施設で
あったことが推察される。なお、北側階段の最上部近
くに排水口が設けられており、その位置が建造物〈A〉
の架橋下の地面よりやや高いことから、雨季の満水期
には隣接する二つの基壇の間、あるいは東側基壇の四
囲を水面が囲む造りになっていた可能性も考えられる
が定かではない。
石碑〈F〉

　シンハラ文字が刻印された高さ約2.3mの石柱碑文。
建造物跡〈G〉

　建造物Aの北西約100mに位置している。外郭は判
然としないが、高さ1mを超える石柱が6列×6列の
配置で一部欠損しながらも残されている。
仏塔跡〈H〉

　建造物〈A〉の西北西約180mに位置している。基
壇は地下に埋もれ、裾直径約10mの伏鉢部が崩壊し
ながらも約8m	ほどの高さで残されている。伏鉢を構
成していた煉瓦はほとんど崩れて風化土が覆い、頂上
の中央部と東側の側面には盗掘穴が開けられている。
裾部の周辺には仏塔基壇に付随する石材が散乱し、北
側の麓では八角柱のユーパストーンの破片も確認され
た。

付記
ダブルプラットフォーム建築様式について
　隣接する大小2つの長方形基壇と、それらを水平位
置で架橋式に繋ぐ渡り廊下から構成される寺院建築の
様式。パダナガラ、または、パダナガラヤと呼ばれる。
英語「ダブルプラットフォーム」の直訳から「二重基 〈H〉仏塔跡 / Stupa H (from E)

〈G〉建造物跡 / Structure G (from S)

〈F〉石碑 / Stone monument F

〈E〉沐浴池 / Bathing pond E (from SW)
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壇」と記されることがあるが、これは二段重ねの基壇
を連想させるので適当ではなく、むしろ「連結基壇」
とでも訳されるべきである。このタイプはアヌラーダ
プラ時代（前377年～後1017年）に特徴的に見られ
る寺院建築であり、アヌラーダプラの西寺院群やリテ
ィガラ、ベハラバンディガラ、アランケレ、マナカン
ダなどで同様の建造物が確認されている。パダナガラ
は比丘の住居（僧房）として機能した屋根付きの家屋
（PasadaもしくはKuti）のある基壇と、砂だけで満
たされて瞑想場として機能した建築物のない基壇の2
つに分けられた僧侶の修行生活空間であったとされて
いる（Wijesuriya	1998）。「パダナガラ」という言葉
は2つのパーリ語「Padhana」と「ghara」を組み合
わせたもので、「パダナ」は瞑想を、「ガラ」は家や館
を意味している。このことから、「Padhanaghara」
が「瞑想のために特別に作られた建造物」であること
を意味していると推察される。このタイプの寺院建築
に 関 す る 最 古 の 記 録 は、Vasabha 王 に よ る
Perimiyankulamの碑文（66～ 110年）に見られる。
それは“Sudasana”と名付けられたパダナガラへの寄
進についての記述であり、この碑文はパダナガラに構
造的に類似した遺構の近くから発見されている
（Paranavithana	1983）。

●参考文献
• Amarasekara, S. 2017, Buddhist Meditation Monas-

teries in Ancient Sri Lanka, Journal of Arts Human-

ities Vol.6, Issue 1, 59–68.

• Pranavitana, S. 1983, Inscription of Ceylon Vol.2, 

Part 1, The Dept. of Archaeology, Sri Lanka.

• Wijesuriya, G.S. 1998, Buddhist Meditation Monas-

teries of Ancient Sri Lanka, Dept. of Archaeology, 

Colombo.
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3. クンブッカン川北岸の遺跡
Ruins on the north side of Kumbukkan Oya



【調査日】
2016年8月19日および8月21日

【再調査】
2018年8月20日

【2016年スタッフ】
△山本、木村（尚）、赤堀、吾郷、武田、古結、バン
ダーラ、チンタカ（考古局）、ソーマウィーラ（自然
保護局レンジャー）、ほか村人傭員4名（8月19日）
△岡村、大和田、木村（亮）、八代、沓澤、山本、三坂、
石野、村松、橋富、吾郷、中森、武田、古結、ソーマ
ウィーラ（自然保護局レンジャー）、ほか村人傭員3
名（8月21日）

【2018年スタッフ】
岡村、木村、吾郷、中森、橋富、石田、チンタカ、ジ
ャガス、パーリタ（考古局）、アジス、サナス（自然
保護局レンジャー）、ほか傭員4名。
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Date
Aug, 19, Aug. 21, 2016 and Aug. 20. 2018

Staff
Aug.19. 2016 — Yamamoto, N. kimura, Akahori, Ago, 

Takeda, Kogetsu (Japan), T.M.C. Bandara, Chintha-

ka Wijetunga (Archaeology Department), Somaweera 

((Wildlife Department Ranger), other 4 villagers guide

Aug. 21. 2016 — Okamura, Oowada, R. Kimura, Yas-

hiro, Kutsuzawa, Yamamoto, Misaka, Ishino, Mura-

matsu, Hashitomi, Ago, Nakamori, Takeda, Kogetsu 

(Japan), Somaweera ((Wildlife Department Ranger), 

other 3 villagers guide

Aug.20.2018 —  Okamura, R. Kimura, Ago, Nakamori, 

Hashitomi, Ishida (Japan), Chinthaka Wijetunga, 

Jagath Chinthaka Wijeratne, Palitha Herath (Archae-

ology Department), J.M. Ajith Nanda Kumara, R. W. 

K. Sanath Thilakaratna (Wildlife Department Rang-

er), other 4 assistants

〈10〉 イリヤポラ遺跡
 IRIYA POLA RUINS

イリヤポラ遺跡 / IRIYAPOLA (drone photo, from NE)
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【位置】
　イリヤポラ遺跡は、モナラーガラ県のマーリガウィ
ラ村（Maligawila）から南東の方角に約20km、ク
ンブッカン川（Kumbukkan	Oya）に右岸支流のゴ
ーナマラ川（Gonamala	Ara）が合流する地点のや
や上流左岸側にある密林中の低平な岩丘上と、その南
に隣接する樹林内に位置する。岩丘から河岸まで最も
近い地点は約450mの距離がある。スリランカ政府発
行の「5万分の1地図」には岩丘図形も遺跡の記号も
記されていないが、Google	Earthでは北東から南西
に細長い形のこの露岩が明瞭に視認できる。なお同デ
ータでは岩丘周辺の密林の標高は約64m（河岸部は
60m）と測定されている。GPSの測定値は、仏塔跡
の地点で北緯6度36分44.1秒、東経81度29分37.4
秒であった。

【アプローチ】
　クンブッカン川左岸に置いた2016年隊のベースキ
ャンプ（06°38′12″N、81°28′00″E地点）から遺跡ま
では直線で4kmほどであったが、「5万分の1地図」
に記されているジープ道は内戦期間中に廃道となって
おり、河岸も歩きにくいため、密林内をほぼ南西へ、

Location
 The Iriyapola ruins are located about 20 km south-

east of the village of Maligawila in Monaragala dis-

trict, in the dense forest on the slightly upstream and 

left bank of the point where the Gonamala Ara, a right 

bank tributary, joins the Kumbukkan Oya.

 There is a distance of about 450 meters from the 

rocks where Ruins are located to the nearest point on 

the riverbank. Both the old version “1 inch = 1-mile 

map” and the new version “1 / 50,000 map” do not have 

shape of rock hill or ruins mark, but in Google Earth 

this rock hill is clearly visible.

 GPS readings were at 6°36’44.29”N and 81°29‘37.4”E 

at the site of the Stupa.

General Information
 It is a Buddhist temple ruin where several traces of 

structures are distributed on a low rock hill extending 

from the northeast to the southwest, and on the forest 

flat adjacent to the south. On the rock hill, the ruins 

of a stupa with a two-stage square platform, the ruins 

of Chapter House (Uposathaghara) with stone pillars, 

〈Ａ〉Stupa

〈Ｂ〉 Steps carved on the rock

〈Ｃ〉 Pataha

〈Ｄ〉 Structure

〈Ｅ〉 Uposathaghara

〈Ｆ〉 Structure

〈Ｇ〉 Stones line

〈E2〉・〈E3〉 Water hole or Bath ground

〈Ｈ〉 Stone steps

〈Ｉ〉 Pokuna(Bathing pond)
0  20  40(m)

図版 1. イリヤポラ遺跡概念図 / IRIYA POLA RUINS Plan view
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ジープ道の痕跡やけもの道をたどってのアプローチと
なった。そのため最初の8月19日には、村人ガイド
が遺跡地点のおおよその見当をつけて、北側へ大きく
回り込む形で岩丘の北西側から遺跡に到達したが、2
回目調査の8月21日には前回の帰路に用いられた南
側からの近道でアプローチすることができた。こちら
は岩丘上の仏塔跡から約70m南東へ離れた密林中の
池（沐浴場跡）を経由するルートだが、徒歩約1時間
の行程だった。

【再調査時アプローチ】
　クンブッカン川右岸に置いた2018年隊のベースキ
ャンプ（06°36′22.6″N、81°29′39.8″E地点）から遺
跡までは直線距離でわずか700mほどである。しかし、
前回調査のGPSデータをスリランカへ持参していな
かったため、密林内を1時間ほどさまようこととなっ
た。最終的には樹冠の開けた場所でドローンを上げて
偵察した結果、近くに岩丘を発見し、その方角へ直進
することで遺跡に到達することができたが、目印もな
く見通しも聞かない密林での目的地アプローチがいか
に困難か思い知る体験となった。

【全体的状況】
　北東から南西へ細長く伸びている低い岩丘の上と、
南に隣接する樹林の平地に、いくつかの伽藍遺構が分
布する仏教寺院遺跡である。岩丘上には、二段の正方
形基壇を持つ仏塔跡と、石柱群を備えた布薩堂跡、岩
穴貯水池のパタハなどが明瞭に残り、岩丘の南東側の
密林中にも沐浴場跡の池や建造物跡の石列などが残さ
れている。
岩丘の規模は長さ150m、幅20～ 30mほどで、北東
側の最高部は南側密林の地表から約20mの高さがあ
り、その頂上に仏塔跡が位置する。その南西側の岩盤
斜面の中腹にパタハがあり、さらに南西側に下った平
らな露岩の末端部に、仏塔跡から約90m離れて石柱
が林立する布薩堂跡がある。布薩堂近くの岩盤上には
2ヶ所、薬草湯の岩盤浴用もしくは比丘の寝床、ある
いは足洗い場と思われる浅いプール状の彫り込みや、
建造物跡の石列も残り、岩丘の南側の密林中には寺院
外郭を成したと思われる石列も延びている。また密林
中の沐浴場跡は、仏塔の北東側急斜面の岩盤に彫り込
まれた階段の延長線上に約70m離れて位置し、これ
らから総合するに、岩丘と南側地面を併せた寺院区域
は、約100m四方程度であったと想定される。

and the Pataha the Reservoir on the bedrock are clear-

ly left, and the bathing pond remains in the jungle on 

the southeast side of the rock hill.

 The scale of the rock is 150m long and about 20---

30m wide. The highest point on the northeast side is 

about 20m above the surface of the southern jungle, 

and the ruins of the stupa are located at the top. At the 

middle of the rock slope on the southwest side is Pata-

ha, and at the end of the flat naked rock that descends 

to the southwest is the ruins of Chapter House, which 

is about 90 meters away from the ruins of the stupa 

and has stone pillars.

 On the bedrock near Chapter House, there are two 

places of shallow sculpture that seems to be a monk’s 

bed or foot wash pool, and in the jungle on the south 

side of the rock hill, several stone rows are extending 

as if demarcating the temple area.

 The trace of the bathing pond in the jungle are lo-

cated about 70m away from the stupa on the extension 

line of the stairs carved on the northeastern slope un-

der the stupa.

 Comprehensively, it is assumed that the temple area 

including the rock hill area and the southern ground 

in the jungle was about 100m square.

布薩堂跡から見る仏塔跡 / View of stupa from chapter house
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【部分的状況】
仏塔跡〈A〉

　岩丘北東端近くの頂上に石垣で二重の基
壇を築いて造られた仏塔跡で、基壇は東西
南北の方位軸から30°ほど左（反時計回り方
向）にずれた方位軸に沿って造られている。
二重の基壇のうち、下部の基壇は、狭い頂
上部を広げるために岩盤斜面から石垣を積
み上げて造った四方の擁壁によって成り、南
東側と南西側の辺は崩落して土砂混じりの
斜面となっているものの、北東側と北西側
は角を含めた石垣が1～3段ほど残っている
ことから、一辺が21mの正方形基壇であっ
たことが分かる。また、その上に造られた
上部基壇も、南東側と南西側は崩壊が激し
いが、北東側と北西側は、東と北と西の角
とともに石積みが2～6段ほど明瞭に残って
いることから、一辺が15m規模の正方形で
あったことが計測できる。さらに、土砂に
埋もれずに全体が露呈している東角の石積
みからは、上部基壇を支えるための高さ3m
ほどの石垣があったことが見て取れる。な
お、これらの石垣に用いられているのは、い
ずれも大小の直方体の切石か、積める程度
に成形を施した自然石であり、一辺が50cm前後の石
材が多く見られた。
　この二重基壇の上に、完全に崩壊した伏鉢の跡が土
砂や煉瓦片の小山となって残っており、頂上部に開け
られた盗掘跡からは同心円状に組まれた煉瓦積みの跡

Gala(Rock hill)

Steps

Platform

Platform

Dome

Gala(Rock hill)

GroundSSW NNE

20m
0.4~
1.2m

3m

～

?

Stūpa

0               5               10(m)

図版2. 仏塔跡〈A〉/ Stupa A

〈A〉仏塔跡 / Stupa A (from SW)
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がうかがえる。その伏鉢は、一辺が15m四方の上部
基壇に建っていたことから、基部直径は10～ 12m
ほどであったろうと推定できるが、内部の芯柱やユー
パストーン、傘蓋などの上部構造物は岩丘斜面や麓の
密林部でも発見できなかった。また伏鉢に用いられた
煉瓦には、32cm×27cm×8cmのもの、28cm×22cm
×7cmのもの、22cm×8cm×8cmのものなどがあり、
周辺にはわずかながら伏鉢表面の装飾用に角を丸めた
煉瓦や、同心円（メダリオン）文様が刻まれた煉瓦片
なども散乱している。
　さらに、この仏塔の南東側の急斜面岩盤には、基壇
下から麓の密林地面まで階段〈B〉が刻まれ、その延
長線上には沐浴場跡〈I〉も位置するが、仏塔基壇へ
の上がり口はこの南東辺側には見られない。一方、岩
盤傾斜の緩い南西側には、土砂の崩壊で不明瞭ながら
上下基壇の石列の間に階段跡らしき石列が見られるこ
とや、布薩堂〈E〉などの他の伽藍施設もその方向に
あるところから、こちらに上がり口（玄関）の階段が
あっただろうと推定できる。ただし、玄関付属物の守
護石（ガードストーン）や半月形踏石（ムーンストー
ン）、手摺り（ウイングストーン）などの痕跡は周囲
のどこからも発見できなかった。
彫り込み階段〈B〉

　仏塔基壇の南東辺中央部の下から、直角の方向に降
りる形で岩盤急斜面上に刻まれている階段で、途中の

〈B〉彫り込み階段 / Stairway B (from SE)

〈A-2〉盗掘穴 / Trace of illegal digging

〈A-1〉伏鉢裾部 / Bottom of the stupa dome
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一部は岩盤剥離や摩耗によって消失しているが、20
段の彫り込みが、幅115cm、蹴込み34～ 41cm、蹴
上げ5～ 8cmの姿で、長さ（斜面延長）約11mにわ
たって麓の地面に接するところまで残っている。なお、
この階段の正確な延長線上（南南東方向）に沐浴場跡
〈I〉の池があるため、階段は沐浴場への歩道とつなが
っていたものと考えられる。
パタハ〈C〉

　仏塔の南西側斜面の中腹にある岩穴貯水池で、天然
の岩の窪みに手を加えて、雨水を貯める貯水池とした
ものである。円形に近い楕円形の擂鉢型を成し、貯水
可能な上縁部は長径370cm、短径270cmほどで、最
深部の深さは100cmほど。調査時には乾季にも関わ
らず全体容積の半分近くまで水が貯まっていた。
建造物跡〈D〉

　仏塔跡がある岩丘頂上部から西へ斜面を下れば、低
平な露岩が広がり、その北側は露岩と同じ高さの地面
となって、密林が全体を覆っている。その露岩と地面
の境目の地面側に、天然の岩と繋いだ鈎型の石の並び
が認められるため、何らかの建造物跡ではないかと疑
われるが、定かではない。露岩の北側は下生えの藪が
はびこる密林のため、今回は入り込んでの調査はでき
なかった。
布薩堂跡〈E〉とその周囲

　布薩堂跡は、仏塔跡と並んで、この遺跡区域で最も
明瞭な形が残っている遺構である。仏塔からは西南西
に約90m離れて建ち、仏塔と同様、東西南北の方位
軸から30°左回りにずれた方位軸に従って造られてい
る。建物の基壇や外郭は崩壊し、堆積土に埋もれてい
るため測定は不可能だが、周囲からの土の盛り上がり
や、北東側にある玄関跡、内部に立ち並ぶ石柱の分布
範囲などから、11m×8mほどの規模の長方形基壇が
あったことが見て取れる。
　その基壇上の石柱は、もともとは北西から南東への
長辺に沿って6本ずつ、北東から南西への短辺に沿っ
て4本ずつの合計24本が、ほぼ等間隔で立ち並んで
いたようで、そのうち6本が立ったまま（一部は傾き
ながらも）残り、4本が地表に倒れたり、根本から折
れた姿で残っている。これらの石柱は、通常、木造瓦
葺きである布薩堂の屋根の梁を支えるため掘立て式で
立てられるもので、凹凸のある現在の地表からの高さ
は190cmから292cmとまちまちだが、本来の長さ
は3mを超え、上端は梁を水平に支えるように揃えら
れていたものと思われる。また柱の石材は、太さも成

〈E〉布薩堂跡 / Chapter house E (from N)

〈E-1〉布薩堂盗掘跡 / Trace of illegal digging 

〈C-1〉パタハ 2018撮影 / Pataha C taken in 2018

〈C〉パタハ 2016撮影 / Pataha C taken in 2016
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形の度合いもまちまちの角柱であり、断面が24×
56cmの石板型のものから18×35cmの比較的細いも
のまで多様にあるが、それぞれの柱の中心から隣の柱
の中心までは150cmほどの間隔で統一されて立てら
れていたことが、残存する柱の位置から推定できる（玄
関正面から奥に向かう空間は、通常、他の柱間距離よ
り少し広く設けられるが、残存する柱位置からは測定
できなかった）。これらのことからも、この石柱群は、
8m×5mほどの長方形の敷地内に立ち並び、その規模
の建物が11m×8mほどの基壇上に建てられていたこ
とが明らかである。なお、側壁については壁板などが
存在したものか、それとも吹き通しであったものか明
らかではない。
［布薩堂玄関（E1）］布薩堂基壇の北東側（仏塔の
方向）に造られた正面玄関の遺構だが、激しい盗掘の
ために、幻獣マカラの浮き彫り文様が施されたウイン
グストーンが左右2つとも位置をずらされ、ムースト
ーンも引き剥がされて裏返しにされており、表側の文
様などの詳細は不明となっている。
　また、左右両側のウイングストーンの間を掘り返し
た土が周囲に堆積し、階段に使われた石材などを覆っ
ているため、正確な階段幅や石段の段数などは知るこ
とができない。しかし、裏返しにされたムーンストー
ンの直径（階段に接する直線部）が140cmであるこ
とから、階段幅はそれよりやや広い程度だったことが
推測できる。
　さらに、マカラ像が浮き彫りされたウイングストー
ンは、2つとも半ば土に埋もれているものの、厚さ
20cmの石材で、入口手前部分（マカラの巻舌文様部

〈E-1〉布薩堂玄関 / Entrance of Chapter house E1

7.
5m

11m

※　　residual stone pillars
             lost stone pillars

0                     2.5                      5(m)

〈E-1〉布薩堂玄関手すり / Entrance wing stone E1

図版3. 布薩堂跡〈E〉平面図 / Chapter house E
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分）の高さが86cm、全体の長さが246cmであるこ
とが実測できた。ムーンストーンも140cmの直径に
対して半月形の奥行き（半径）が92cmであり、正確
な半月形ではないことが確認できた。なお、通例なら
建物玄関にウイングストーンやムーンストーンととも
に付設されるはずのガードストーン（守護石）は、周
辺からも発見されなかった。
［岩盤ベッド（E2）］布薩堂基壇の北西辺、西角近
くの岩盤に、長方形の浅いプールのように彫り込まれ
た遺構がある。東西84cm、南北160cm、深さ10cm
ほどの彫り込みで、乾季の夜、岩陰の住居に入ること
なく星を見ながら身を横たえる比丘のための寝床とさ
れるが、雨季の取水場や足洗い場など、他の用途も考
えられる。
［岩盤水場（E3）］布薩堂玄関〈E1〉から北東に約
10m離れた岩盤上にも、東西2m×南北1m、深さ
10cmほどのいびつな方形（岩盤剥離で正確な形は失
われている）の彫り込みがあり、〈E2〉と類似した浅
いプール型の水場の遺構となっている。そのプールの
北辺につながる形で岩盤の東西に幅2cm、深さ2cm
ほどの溝も彫られており、緩やかな傾斜を利用して水
を流し、取水や排水をしたことが想定できる。こちら
も用途は不明だが、比丘たちがこのプールに横たわっ
て薬湯治療などをしたものか、単に足洗い場だったも
のであろうか。
建造物跡〈F〉

　布薩堂の裏側に当たる南西辺から5mほど離れて、
布薩堂の背後を建物と平行に走る形で一段のみの石列
（G）がある。石列は露岩上から密林の中まで南東方
向に直線で続き、途中から直角に曲がって密林内を北
東方向に続いているが、その曲がり角の内側に、ほぼ
土中に埋もれながらも上面だけが見える方形の石列が
あり、何らかの建造物跡を示している。一辺が5mほ
どの正方形の囲みを成し、一辺40～ 60cmほどの直
方体の切石が用いられているが、詳細は不明である。
外郭石列〈G〉

　前述のように、布薩堂の背後を5mほど離れて露岩
上から密林内まで直線で南東へ続き、途中から直角に
曲がって、やはり直線で密林内を北東に延びている石
列である。岩盤上での起点は不明だが、布薩堂の西角
よりやや北西の地点から、一段のみの石列として南東
に延びており、密林内では石全体が土に埋もれて上面
しか見えない形で、一部途絶えながらも30mほど続
いて直角に北東方向へ曲がり、やはり途中が土に隠さ

〈E2〉岩盤ベッド / Bedrock bed E2

〈E3〉岩盤水場跡 / Water site trace E3

〈G〉外郭石列 / Stone row G (from SW)
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れながらも50mほど続いたあたりで見えなくなって
いる。石列の延長方向は仏塔や布薩堂と同じ方位軸に
沿っており、このことから寺院境内を区切る外郭部で
あったとも考えられる。使われている石材は一辺が
40～ 60cmほどの直方体の切石である。
石段跡〈H〉

　仏塔の下の南東斜面岩盤に刻まれた階段（B）の正
確な延長線上（南東方向）にある石段の跡で、沐浴場
の池に降りる道の一部を成している。仏塔下の岩盤階
段からここまでの密林中の道は消失しているが、この
階段の向きからしても約60mの直線歩道があったも
のと推定できる。階段は崩壊して土砂に埋もれている
ため、方形に成形された切石が一部見えるのみで、段
数なども不明である。
沐浴場跡〈I〉

　仏塔から約70m南東に離れた密林中にある池で、
上記の石段（H）以外に護岸施設の痕跡は見えないが、
自然地形に手を加えて貯水池としたものである。広さ
は正確に測定できないが、樹木のない池の窪みの範囲
は10m×20mほどの楕円形を成し、乾季の我々の調
査時にも3m×5mほどの楕円形の範囲に浅く水が貯ま
っていた。寺院からクンブッカン川までは最短距離で
も450mの距離があるため、近くのこの場所に池を造
って沐浴場としたものであろう。

【付記1】
　このイリヤポラ遺跡は2016年の探査隊が調査でき
た唯一の遺跡で、調査は前後2日間に及んだが、初回
調査には考古局のバンダーラ氏とチンタカ氏が同行し
て発見遺構の説明などがあったにも関わらず、日本側
隊員が遺跡および仏教知識のない調査初心者のみであ
ったため十全に理解できず、測量も計測の必要箇所な
どが分からないままなされたため、調査はきわめて不
完全であった。また2回目も、同行した岡村が隊員へ
の遺跡のレクチャーに大半の時間をとられて補完測量
に加われず、見落とした遺構などもあって、調査は不
完全であったことを述べておかねばならない。従って
本データは、測量結果の確かなものに、全隊員からの
聞き取りや、写真、スケッチなどの分析結果を加えて
基礎データを作成し、それを基に、2018年隊が確認
調査を行った上で作成した。

【付記2】
　この遺跡よりやや下流側のクンブッカン川北岸域で
は、1985年と1993年に法政大学探査隊が広範に探
検調査を行い、その成果は報告書『スリランカ・ルフ
ナ地方の密林遺跡――RUINS	OF	THE	ANCIENT	
RUFUNA	CIVILIZATION』（1999年、法大探検部刊）
に収められているが、当時、このイリヤポラ遺跡の地
点までは探査できず、情報も得られていなかった。

〈I〉沐浴池跡 / Pond I (from SE)
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■岡村による交渉・偵察の経緯（以下、すべて6月）
18日…土曜日。成田発。夕5時コロンボ着。民宿泊。
20日…月曜日。考古局で探査課のバンダーラ氏らと
下打ち合わせ。携帯電話購入。
21日…朝宿替え。午後考古局で考古局長ディサナヤ
カ氏と面談。現地偵察予定など決定。夜は局長宅に招
かれ、食事と懇談。
22日…考古局車両（運転手ムニダーサ氏）でバンダ
ーラ氏とともに出発、7時間後にブドゥルワガラの考
古局サーキットバンガロー着。摩崖仏遺跡見学。居合
わせた考古局モナラーガラ県支局のカラウガハンゲ支
局長に協力要請。同所泊。
23日…バンダーラ氏の電話による情報収集の結果、
ブッタラ、オッカンピティヤを経てマーリガウィラの
遺跡管理事務所へ。居合わせた考古局モナラーガラ県
支局のリヤナーゲ氏らと村人からの情報収集および協
議の結果、ここを本隊の出発拠点と決定（内容は後述）。
マーリガウィラ遺跡、ダンベーゴダ大観音像遺跡など

を見学ののち、10時間かけてコロンボへ帰着。
25日…土曜日。宿替え。
27日…月曜日。測量局で地図購入。考古局で本隊の
スリランカ側隊員について協議。本隊学生隊員宿泊予
定のYMCA予約など。
28日…宿の「カソンズB＆B」系列旅行社と8月の本
隊のコロンボ・マーリガウィラ間移動のための車両予
約など。
29日…書店での資料収集など。夕刻空港へ。30日早
朝成田着。

■マーリガウィラでの情報収集結果
•	オッカンピティヤ村およびマーリガウィラからク
ンブッカン河畔のベースキャンプ予定地まではク
ンブッカン川沿いにある道を通れる。ただしトラク
ターと四輪駆動車しか通行できない（結果的には四
駆車も不可能）。

•	トラクターは近在の村からチャーターできる。チャ
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2016年隊　現地交渉および偵察記録

4.マーリガウィラ遺跡管理事務所でリヤナーゲ氏と3.スリランカ政府考古局長ディサナヤカ博士と、局長自宅で

2.考古局探査課・バンダーラとチンタカ1.考古局本局の建物



ーター料は一日一台6000ルピー程度である。2台
チャーターも可能であろう。ただし経費がかかるの
で、入域日に2台借りて、いったん返し、途中で早
期離隊者用に一台来てもらい、引き上げ日に2台来
てもらうようにすればよい（累計5台・日で30000
ルピーとなる）。なお、その間の緊急事態には、一
緒に入って停めておく考古局車両で対応できるよ
うにする。

•	目的のタラグルヘラ遺跡に（不法だが）行ったこと
のある村人は複数いる。管理事務所で清掃・見回り
などの下働きをする若者カルナラトゥナ君もその
一人で、他にも案内できる人間を動員できる。

•	クッキング・スタッフ、ポーターも所長の指示でカ
ルナラトゥナ君が組織できる。そこで、ガイドとク
ッキング用に6人のスタッフを用意するよう依頼し
た。賃金は1人1日1200ルピーとする。これは農
繁期における出稼ぎ稲刈りの賃金を基にした。

•	食料、雑貨はオッカンピティヤでほぼ調達できる。
•	大鍋釜、皿などの炊事用具は考古局装備を借用でき
る。足りないものをコロンボで調達。さらに不足分
は村で調達。

•	オッカンピティヤは村というより中心部は町の感
じで、大抵のものはそろうと思うが、20人規模の
隊を賄う大鍋などがあるかどうかはチェック漏れ。

•	入域前2日ほどは食料雑貨調達と自然保護局挨拶な
どで滞在する拠点が必要だが、マーリガウィラ遺跡
管理事務所を遺跡公園敷地とともに（建物と庭のテ
ント使用で）利用可能。できればここを出発拠点と
したい。ただし問題は20人規模の人員が使う「ト
イレ」で、その点を考えるとオッカンピティヤの宿
（あれば）に分宿し、出発当日の事務所集合とした
ほうが良いかもしれない。これは今後検討する。

•	ベースキャンプ予定地の河畔は、場所も良さそうと
カルナラトゥナ君も言うので、変更なしとする。

•	1985年と1993年および2003に近隣地域を探査し
た法政大学隊関係者からの事前情報では、同隊が拠
点を置いたコティヤガラ村以外には入域も案内人
確保も非常に困難との声も一部にあったが、むしろ
マーリガウィラ村のほうが考古局事務所勤務の人
間が中心になるので、信用度もあり、賃金に関する
トラブルもなさそうで、今後の新たな探検拠点とす
るには良さそうとの感触がある。またマーリガウィ
ラには修復遺跡と放置遺跡が散在するので、調査初
心者にとっては事前知識習得のための見学や調査・

測量訓練にも使えて好都合である。

■考古局及び関係業者らとの折衝結果
①本隊のスリランカ側隊員は、バンダーラ氏、カラナ
氏、チンタカ氏の3名（いずれも合同隊経験者）が
決定、ほかに資料課の作図専門家ジャガス・ウィジ
ェラトゥナ氏などが参加　希望を伝えてきており、
最終人数はなお不明。

②ベースキャンプで用いる鍋釜類は考古局装備を8月
初めに確認の上、不足分はコロンボで調達。先発隊
員が購入にあたる。

③地図（5万分の1）は周辺地域を含めた4枚組みを
とりあえず5セット購入した。先に渡航したNPO
会員佐藤芳夫氏に購入してもらった2セットと合わ
せて7セットとなる。不足分は8月に購入。

④コロンボから出発地のマーリガウィラ遺跡公園まで
のバス（20人プラス装備積載可）のチャーター料は、
手配会社手数料を含めて47,000ルピー（36,000
円弱）ほどと判明。さらに安いものもあるかもしれ
ない。

⑤ちなみに現地でチャーターするトラクター代は最低
で30,000ルピー（23,000円弱）ほど。

⑥コロンボでの出発日の全員集合地点は、フォート地
区のYMCAに決定。出発をスムースにするため8
月6日には学生のほぼ全員が集合していることが望
ましく、そのため同日と8月7日の両日のドミトリ
ー（20人宿泊可）を押さえた。料金は1人1泊
1,320ルピー（約1,000円）。松原君を含む学生16
人×2泊で42,240ルピー（約32,000円）となり、
うち半金の21,000ルピーを前金で支払った。

⑦ただし、学生には女子も含まれるので、この辺りは
料金内で別室利用できるようにする。また、8月6
日時点で宿泊が16人に満たない場合は人数によっ
て精算できる。

⑧調べきれなかった課題としては、トイレ等の問題で
現地拠点のマーリガウィラ遺跡公園が宿泊に利用
できない場合のオッカンピティヤ村での分宿先だ
が、宝石堀りや買い付けのビルマ人などが利用する
ゲストハウスが必ずあると思われるので、それほど
の心配はない。

⑨スリランカ国内で使う連絡用の携帯電話は、最も安
いものが1,500ルピー程度である。（文責・岡村隆）

2016年隊　現地交渉および偵察記録 — 111
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2016年隊　本隊行動記録
（まとめ・木村亮太）

■隊活動日録（以下、すべて8月）
1日…月曜日。先発の岡村総隊長、中森、木村尚人、
古結が夕刻コロンボ到着。学生3名は事前予約の宿舎
YMCAに、岡村は市内ホテルに分宿。
2日…YMCAに集結後、岡村は考古局探査課でチン
タカ氏らに到着挨拶、下打ち合わせ（バンダーラ氏は
不在）。山本、木村（尚）は携帯のSIMカードの購入へ。
古結、中森はコロンボ市内のスーパーで食料品の購入
に当たる。
3日…大和田（学生リーダー）、三坂、橋富、吾郷、
武田が昼コロンボ到着。全員が環境順化のため街を歩
き、「サローン」など購入。また、2011年隊の隊員
で2013年隊の隊長だった松原晃太がコロンボ入りし、
出発準備を支援することとなった。
4日…境隊長、松山、村松、沓澤が早朝コロンボ到着。
社会人隊員は市内ホテルに分宿するが、すぐに集合し
て本格的に団体装備の調達がスタート。鍋や鉈、ハリ
ケーンランプ、爆竹など多種多様の装備を購入。学生
隊員は言葉の壁に苦慮しつつ「値引き交渉」に奮闘。
岡村と山本は考古局でバンダーラ氏ら合同探査に加わ
る局員と顔合わせ。考古局側隊員はバンダーラ氏のほ
か、カラナ（2010年隊員）、チンタカ（2013年隊員）、
デニーシャ（元自然保護局職員）、ジャナカ（四駆車
両運転手）の5名と決定。その後、コロンボから現地
へのバスチャーター手続き。
5日…木村亮太、八代、石野、赤堀がコロンボ到着。
隊員全員がコロンボに集結した。岡村、境、松山は日
本大使館で計画説明と緊急時対応の要請など。他の隊

員は不足装備調達などに当たる。
6日…朝、境隊長を中心に会議後、不足装備、食糧品
の購入。食糧は主に行動食の果物缶、ビスケット類な
ど、装備は灯油用のポリタンク、食事用皿などの食器、
ココナツ削りなど。荷物はYMCAに搬入後、段ボー
ルへの梱包作業。午後は自由時間とし、各自コロンボ
国立博物館での岡村のレクチャー受講や海岸散策、宿
での昼寝など。夜は酒場に繰り出す隊員も相次ぐ。
7日…日曜日。終日、装備の最終梱包作業。東京の派
遣本部への連絡と報告など。ジャフナ方面に旅行して
きた松原がコロンボ帰着。

8日…全員4時に起床し、YMCAに集合。装備をチャ
ーターバスに積み込み、松原に見送られて5時30分
にコロンボを発つ。走ること7時間。目的地のオッカ
ンピティヤ村に到着するが、宿が無いため、団体装備
をマーリガウィラ遺跡公園事務所に置き、最寄りの小
都市「ブッタラ」のゲストハウスに宿泊する。
9日…朝からマーリガウィラ遺跡公園で、2グループ
に分かれ遺跡の実地測量訓練。午後、天候の急変で訓
練は中止。この日、自然保護局から考古局に探査隊の
国立公園入域許可が下りる。バンダーラ氏ら許可証を
受け取り、明早朝コロンボを発つとのこと。
10日…ブッタラの宿の近所の市場は定期市「水曜市」
の賑わい。松山、石野、三坂、木村（尚）はマーリガ
ウィラ遺跡公園で傭員のガーミニ氏（賄い夫に予定）
と合流し、ブッタラの水曜市で食糧調達。境、橋富、5.コロンボでの隊員ミーティング

6.装備食料の梱包
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赤堀は宿のオーナーの車で2時間ほどのカタラガマで
飲料水づくりに用いる大甕の購入に当たる。他の隊員
もブッタラ市内で、灯油、ブルーシートなど団体装備
の購入に奔走した。一方、前日朝から高熱に侵されて
いた村松の症状が回復しないため、午後、岡村、松山
の付き添いで診療所へ。明日、デング熱などの検査を
することになり、宿では一室に隔離した。また考古局
隊の合流が遅れたので夕刻の会議で隊を2隊に分けて
ジャングルのベースキャンプに入ることとし、明日の
先発隊に、境隊長、大和田、中森、山本、橋富、沓澤、
木村（尚）、武田、三坂、赤堀が決定。他は病気の村
松と付き添いの松山を残し、岡村以下が12日、考古
局隊員とともに出発の予定に。夜7時過ぎにバンダー
ラ氏、チンタカ氏、ジャナカ氏が到着。カラナとデニ
ーシャは明日到着とのこと。
11日…先発隊はマーリガウィラ遺跡公園で後発隊、
考古局員、村人らと打ち合わせ後、11時にトラクタ
ーで出発。地図に描かれているジープ道をたどるが、
実質は廃道となっており、途中、クンブッカン川左岸
支流が先日の降雨で増水していたため渡渉に苦労。隊
員が降りて腰までの渡渉で渡ったのち、トラクターは
水中でスタックしかけるが、なんとか切り抜ける。そ
の後も倒木の除去、道脇の茨の伐採などで何度も停車
し、約6時間進んだ地点で行き止まる。この先まで地
図上のジープ道は描かれているが、長い内戦期間中に
ジャングルに飲み込まれた様子で進めないため、クン
ブッカン河岸でのビバークを決定。そこは当初予定し
ていたベースキャンプよりも6㎞も上流だが、夜も迫
って動物の危険もあることからビバークという形にし
たが、野外活動初心者レベルの学生隊員が多い中、境
隊長の大号令の指揮下で整地やタープ設営、飲料水づ
くり、炊事などに夜更けまで苦労する設営となった。
　一方、後発隊の岡村総隊長は朝ブッタラの宿からバ
ンダーラ氏らとガルゲー村のヤラ国立公園管理事務所
に赴き所長と面談ののち同行レンジャーを決定、その
後ブッタラの警察署に入域を告知。松山に付き添われ
た村松は病院で検査、午後にデング熱ではなくウイル
ス性の発熱症状と判明。数日宿で服薬静養と決した。
他の隊員は翌日の出発準備。夜中にはコロンボから考
古局のカラナ氏とデニーシャ女史が到着。考古局側も
全隊員が終結した。
12日…先発隊は同行の村人らによる偵察でこれ以上
トラクターでは進めないことがはっきりしたため、ビ
バーク地点をベースキャンプ（BC）とすることに決定。

終日、活動本拠地としての整備に当たった。午後、境
隊長と村人ガイドの協議により、村人3名がタラグル
ヘラ山へのルート偵察に出ることとなった（後発隊到
着後の夜半になってBC帰着）。
　後発隊は朝、考古局車両がガルゲーまでレンジャー
を迎えに行き、岡村、木村（亮）、吾郷、古結、八代、
石野は午前10時にマーリガウィラ遺跡公園に移動。
だが、考古局側がコロンボとの連絡等で合流に2時間
遅刻したため、大幅に出発予定が狂う。その間、ビバ
ーク地から帰着したトラクターに託された先発隊の伝
言で「川が増水して考古局の四駆車両では渡渉できな
い」との知らせがもたらされ、急遽もう一台のトラク
ターを手配することになって、出発はさらに遅れるこ
ととなった。結局、考古局側5名とレンジャーのソー
マウィーラ氏が到着したのち、13時にマーリガウィ
ラを出発。懸念されていた川の渡渉も水位が下がって
難なく通過し、トラクターは先発隊が切り払った藪中
の道を順調に走って、5時間後の18時にはBCに到着
した。夕食後、村人3名の偵察隊が帰着し、好ルート
発見には至らなかったことを知る。彼らはタラグルヘ
ラの5km手前までしか近づけず、引き返したという。
13日…前日の村人による偵察結果を受け、岡村、境、
山本、武田、木村（尚）のメンバーと考古局のチンタ
カ氏、レンジャーのソーマウィーラ氏、村人3名で改
めて.ルートを偵察。当初予定していたBC地点から
タラグルヘラまでは直線で片道5kmと推算していた
が、実際のBCからは片道およそ10km、往復で
20kmとなり、入域翌日ということもあって過酷な道
程を強いられた。途中、強烈な日差しを受ける貯水池
跡の草原や露岩丘では体力を悉く奪われ、先導する村
人ガイドの誤算で西へ大きく外れて右往左往しつつ進
んだため、結局はこの日も手前5キロほどの岩丘の頂
上からタラグルヘラ山頂を望んだだけで時間切れとな
り、引き返すこととなった。帰還途中、象の親子に遭
遇し、子象が隊に突進してきたため緊張が走ったが、
レンジャーの信号弾発射で撃退、17時ごろ全員無事
にBC帰着した。しかし全員、体力の消耗が激しく、
戻るなり服のまま川に浸る。特に最高齢の岡村総隊長
は長時間水に浸かったため下肢が痙攣し、吾郷らによ
って懸命の処置がなされた。またこの日夕刻、高熱に
侵されて病院で処置を受けていた村松は、熱も下がっ
たため松山の判断によりトラクターでBCに入り、全
隊員が集結することとなった。
14日…日曜日。前日のルート偵察の結果を踏まえて
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「BCから遺跡まで遠すぎる」と思われたため、新BC
の候補地偵察隊として大和田、山本、三坂、古結、武
田の5名とレンジャーらが川の下流沿岸を探索。地図
上には記載されているが、現在は荒廃してジャングル
化した道筋を進み、結果として候補地は発見したもの
の、そこまでのルート工作や物資輸送が難しいうえ、
境隊長の帰国日も迫って日程もとれないため、考古局
側と協議してBC移動は断念。明後日、再度別ルート
でタラグルヘラ遺跡へアプローチすることとなった。
15日…休息日と定めたが、BCから約50m北側のジ
ャングルで偶然発見した仏塔跡を調査兼訓練の場と
し、学生は全員が測量や記録の訓練に参加した。また、
BC維持のための薪集め、飲料水作り、落ち葉掃き、
水撒きなど整備作業に励む一日となった。
16日…早朝からタラグルヘラ山への再アプローチ。
先日の失敗を受け、BCから直接南へ向かうのではな
く、岡村、境、松山、大和田、木村（亮）、山本、三坂、
中森、武田、吾郷、古結の11名と考古局のカラナ、
デニーシャの各氏およびレンジャーと村人らの大部隊
がトラクターで2時間ほど左岸の内側を巻いて下流に
進み、そこから渡渉して真南のタラグルヘラ山にアタ
ックするという方法をとる。しかし、この日も先導の
村人らが獣道（象の道）に固執して大きく東西への迂
回を繰り返し、午後1時過ぎにようやくタラグルヘラ
山域の北端に到達。偵察の結果、遺跡地点と思われる
南側までは西側山麓を迂回してさらに2時間ほどかか
り、日没までのBC帰着が不可能となるので前進を断
念した。落胆しつつ日没と同時にクンブッカン河畔に
到着、運転手と助手2人が心配しながら待っていたト
ラクターで2時間かけてBCに帰着。
17日…この日はスリランカでは、「ポーヤ」と呼ばれ
る満月日。僧たちが布薩堂に集まり、戒律の確認を行
い、在家の人々は労働を絶ってお寺に向かうのが慣わ
しであるため、隊も休息日とした。また、この日をも
って、仕事のある境隊長と松山が帰国するため、また
考古局のカラナとデニーシャ両氏が仕事に戻るため
BCを後にした。4人を送るトラクターには食糧補給
のため木村（尚）と武田が同乗、町での買出しを終え
て20時に帰着した。岡村総隊長は考古局のバンダー
ラ氏との協議の結果、この体制でのタラグルヘラ遺跡
探査は困難と判断、ほかにもヤラ国立公園内に点在す
るとされる遺跡の探査に転進することを決定。
18日…タラグルヘラの北西にあってBCに近い場所
の遺跡をひとりの村人が知っているというので探査に

出発。この日は未だジャングルの奥へ踏み込んでいな
いメンバーを中心に据えて、いわば経験値の底上げを
図る計画である。前回までの反省から、日本側隊員も
進路に関して意見を主張し、村人の記憶と勘に頼る探
査法と、GPSやコンパスを用いる方法の齟齬を埋め
ようと努力したが、終日ジャングルをさまよったのみ
で、結果として遺跡発見には至らなかった。
19日…前日までの経験から、今般雇用の村人はこれ
までと違って全くあてにならないといという確信を深
めた日本側と考古局側だったが、未調査遺跡のデータ
をひとつでも持ち帰るため、改めて情報を収集。その
結果、複数の村人が約4km先の下流左岸にあるイリ
ヤポラの遺跡を知るというので、国立公園の外側では
あるが探査することとした。この日は山本をリーダー
に学生のみがバンダーラ、チンタカ両氏と同行、河岸
近くから北へ回り込んで遺跡に到達することができ
た。仏塔や布薩堂跡などを測量して帰途についたが、
途中、季節はずれのスコールに見舞われて、レンジャ
ーが知る対岸の陸軍キャンプ地跡（内戦中、少数部隊
が小屋掛けして駐在した）に駆け込み、しばらく停滞。
その後無事に帰還した（ちなみにその場所が2018年
隊のBCとなった）。BCでは雨対策が施されていなか
ったため、側溝掘りや食料・装備の避難などに追われ、
夜はキャンプ地にタランチュラが出るなどしたため、
夜通し毒蛇や毒虫の警戒に当たることとなった。
20日…村人と協議の結果、前々日に探査したエリア
で再度遺跡発見を試みることになったが、獣道の変化
で村人も遺跡地点の確信を失い、前回同様ジャングル
をさまよったのみで空しく帰還した。夜中にはまた季
節はずれのスコールに見舞われた。
21日…日曜日。この日は、前々日に学生のみで調査
したイリヤポラ遺跡の測量データが不十分で、遺跡へ
の理解も不十分なままなされていたため、遺跡をまだ
見てない隊員を含めて日本人のみで改めて調査するこ

7.クンブッカン河岸を行く探査隊
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ととなった。強烈な日差しが照りつける岩丘上での再
調査は、この隊で唯一の探検成果となるものだったが、
多くが測量作業よりも岡村によるレクチャーに費やさ
れ、遺跡の実地見学会の様相を呈したのも実態ではあ
った。昼過ぎにBCへ戻り、午後は装備の整理と荷づ
くり、不要品やゴミの焼却などを行い、BC撤収に備
えた。
22日…朝、タープ類を片付け、装備品の最終確認を
行い、約束通り迎えに来たトラクターに積み込んで、
午前9時にはBCを撤退。5時間足らずで滞りなくマ

ーリガウィラ遺跡公園に到着。その後、次回遠征のた
め考古局倉庫に預ける装備品の仕分け、村人へ給料支
払いなどを済ませ、各々握手を交わし村人と別れを告
げた。考古局車両でコロンボへ引き上げるバンダーラ
氏らともここで別れて、日本側隊員はブッタラへ移動。
出発時までと同じ宿で宿泊し、東京の派遣本部への連
絡などに当たる。
23日…宿での朝食後、隊の解散となり、隊員各自は
国内旅行などを経て帰国の途へ。のち、9月半ばまで
に全員が無事帰国した。

2016年隊　各局面の行動記録①

■先発隊の入域
　8月11日朝、ブッタラの町を出発した境隊長以下
の10人の日本側隊員は、バスで1時間かけてマーリ
ガウィラ自然公園に到着した。ガイド・炊事等のスタ
ッフとして雇った現地の村人たちと合流し、チャータ
ーした1台目のトラクターに団体装備と各人のザック
を積み終え、隊員は地図や水など少量の荷物だけを持
って2台目のトラクターの荷台に乗り込んだ。
　11時にマーリガウィラを出発し40分ほど長閑な村
の耕作地帯を走ると、ついにジャングルの入口に辿り
着いた。そこにはガネッシュ像を祀る祠があり、村人
達はジャングルに入る際は必ずそこでケッペッティア
というお祈り（ガジュマルの根やタマリンドなどの枝
葉を逆さにして絡めたものを捧げ、祈る）をするらし
く、日本人もそれに倣った。
入域から30分後、今回の移動で最も大きな渡渉地点
に着くと、8日・9日と上流で連続して降った季節外
れのスコールのためか、乾季には浅く流れるか枯れる

かしているはずの川（クンブッカン川の左岸支流）が
水深50～ 60㎝ほどの深さにまで増水していた。そ
のままトラクターを進めて渡渉を試みたが、川の中ほ
どで右後輪がスタックしてしまい、前にも後ろにも動
けなくなったため、隊員たちは荷台から降りて川の半
分を歩いて渡った。人が降りて軽くなったおかげか、
ほどなくしてトラクターも川を越える事ができた。渡
渉を終えた隊はブッタラへのその日最後となった電話

8.クンブッカン川支流を辿って南の密林へ 9.イリヤポラ遺跡調査から帰る探査隊

増水した支流を渡渉するトラクターと隊員たち
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連絡（そこまでは電波が届いた）をし、岸で昼食をと
った。食事を終えて出発するとそこから本格的なジャ
ングルが始まった。道も路面が荒れ果てて凹凸が激し
くなり、左右から藪がはびこってトラクターがぎりぎ
り通れる程度の幅になっている。両脇からは太い枝や
棘の枝が頻繁に飛び出してくるので、その度に隊員は
身を伏せて避けるか、トラクターを止めて手で枝を渡
すかしなければならない。その枝からは赤茶色のアリ
が落ちてくる。このアリが凶暴でしかも噛まれると蜂
に刺されたように痛いので、必死で潰さなければなら
ない。さらに、2ヶ所ほど倒木で道が塞がれている場
所もあり、全員が荷台を降りて大木を退かすなどした
ため、トラクターは遅々として進まなかった。
　出発から約6時間が経った17時過ぎ、目的地まで
はまだ少し距離があるようだったが、急遽ビバークが
決まった。日本よりも赤道に近いスリランカでは日没
が早い。夜はゾウやクマ、ヒョウといった動物たちの
時間であるため、これ以上動くのは危険という判断だ。
クンブッカン川の方向へ道を少し外れて野営に適した
場所を見つけると、境隊長の指揮でタープの設営と荷
降しの2班に分かれ、大急ぎで設営を行った。1時間
ほどで作業を終えると、村人たちが作っている夕飯の
完成までまだ少し時間があったのでGPSによる現在
地の把握と衛星電話での後発隊への連絡を試みた。
GPSは少しずれがあったが目的地から5～ 6㎞手前に
いることが分かった。衛星電話は残念ながら使えなか
ったので、後発隊宛ての手紙を書き、翌日マーリガウ
ィラに迎えに戻る運転手に託した。20時過ぎから夕
食を食べ、ミーティングでジャングルでの注意点と翌
日の予定を確認して、動物除けの焚き火の管理番を決
めると、22時に先発隊はようやく眠りにつくことが
できた。	 （大和田達也）

■後発隊の入域
　後発隊の日本人隊員6人は、先発隊入域の翌日、8
月12日の9時前にブッタラの宿を出て、2人が装備
とともにトゥクトゥク（三輪タクシー）で、残りは9
時10分発のバスでマーリガウィラへと向かった。
40分ほどでマーリガウィラの遺跡公園管理事務所に
到着したので、トラクターへの荷物の積み込みを終え、
岡村総隊長が東京の遠征本部の甕三郎さん（NPO副
理事長）に電話で今日の入域を伝えると、あとはヤラ
国立公園管理事務所のあるガルゲー村へ同行レンジャ
ーを迎えに行ったスリランカ考古局側の隊員が着くの

を待って出発するばかりとなったが、その考古局の車
が合流したのは2時間も後のことだった。そして、そ
の直前に昨日出発の先発隊からもたらされた手紙（学
生リーダーの大和田さんが村へ引き返すトラクター運
転手に託したもの）が、出発時間をさらに引き延ばす
ことになった。
　というのも、我々はベースキャンプ（BC）までト
ラクターのほかに考古局の四輪駆動車でも入れると考
えていたのだが、それでは川の渡渉が不可能だと知ら
されたので、トラクターをもう1台チャーターするこ
とになったのだ。そのため出発がさらに1時間ほど伸
びて、13時にようやく村を離れることができた。前
を行くトラクターの荷台には日本人6人、後に続く1
台には四駆車から荷を積みかえた考古局員と村人の9
人が乗って村道を進む。日本人隊員はそれぞれ座った
膝の上に、BCでの飲用水づくりに欠かせない素焼き
の壺を、割れないように抱えている。
　出発して畑の中の道を進むこと約50分。ジャング
ルの入口らしき地点に着いた。ガネーシャの像が大木
の下に祀られて、神聖視とされているようであった。
村という日常の場からジャングルという非日常の異界
に入る前には、その神木の前に決まった木の枝を捧げ、
手を合わせるのが習わしらしい。我々も村人を見習っ
て近くの茂みから木の枝を折り取り、その安全祈願の
儀礼に参加した。
　ジャングルとは言いつつ、その先にも道は続いて、
普段は狩猟や蜂蜜採り、宝石掘り（違法だが）の村人
たちが利用しているらしい。路面は荒れて凹凸が激し
いが、トラクター1台分が通れるくらいの幅があり、
道なき道を進むよりは楽だった。それでも何時間も壺
を抱えて同じ姿勢で同じ場所に座り、衝撃を受け続け
るせいか、腰へのダメージは大きい。また荷台の上は
さえぎるものが何もないため、道の脇から延びる木の

繁茂した藪を切り開きながら進む
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枝が突然、鞭のように顔や体を襲ってくる。枝には棘
があるものも多く、怪我を避けるため前にいる隊員同
士が大声を掛け合って注意しなければならなかった。
　ジャングルの入り口から20分ほどで川の支流とぶ
つかった。昨日の先発隊からの電話連絡では増水のた
めトラクターでそのまま渡るのは困難とされていた川
だ。しかし、今日になって水量は減っており、トラク
ターのタイヤのゴムの部位が軽くつかる程度で難なく
渡渉することができた。川を渡ったところで遅い昼食
をとったが、昨日の先発隊からの電話がこのあたりで
途絶えていたため、電話の回線がしっかり通じるのは
ここが最後と判断し、岡村総隊長が日本へ電話報告を
行った。その後、支流などの渡渉の際に、川床から土
手に上がる傾斜が大きいところでは、隊員は荷台を降
りて荷を軽くするなど、協力しながら道を進んだ。ト
ラクターが通れないほどの倒木にも2回ほど出合った
が、そのときは運転手や村人が処理してくれるのをた
だ眺めていただけであった。
　出発から約3時間。二つ目の大きな渡渉地点に到着。
大きな支流のようであったが、水は枯れていた。ジャ
ングルに入ってから、ざっと数えただけでも枯れた支
流が8カ所、そのうち最も谷が深かったのがこの渡渉
地点で、人が降りたトラクターでも川底に降りる時だ
いぶ無理をしていたようであった。最初の支流でもそ
う思ったが、これでは確かに四輪駆動車で渡るのは無

理だっただろう。
　そこを乗り越えて、18時20分、夕闇が濃くなる中
を、どうにか先発隊が待つBCに到着。入域にはおよ
そ5時間半を要した。	 （石野成美）

■ベースキャンプ設営
　野外の活動において、生活の基盤となるベースキャ
ンプ（以下BC）の設営は、大変重要なものとなる。
とくに隊員の数が多い（村人の傭員まで含めて最大
32人になった）今回の活動では、必然的に広い面積
のベースキャンプが必要となったため、完成にもそれ
なりの時間が必要であった。しかも今回は、ジャング
ルへの入域にあたって隊員を先発隊と後発隊に分けた
ため、約半数の先発隊員だけで最初の設営作業をしな
ければならず、夕刻から夜にかけて大いに苦労したの
が実情であった。
　作業はまず、境隊長の号令で地面の落葉をよける作
業から始まった。周囲の藪から折り取ってきた枝葉を
箒にして落葉を脇に掃き除けていく単純な作業なのだ
が、掃いた落葉が居住区近くに溜まっていると、そこ
から虫たちが侵入してくる。実際、偶然落葉の近くに
あった装備に、大量のアリが群がっていたこともあっ
た。また、落葉の下には、毒蛇や毒蜘蛛などの危険な
生物も潜んでいるため、実際の生活スペースよりも一
回り広い範囲の落葉を外へ掃き除けていく必要があっ
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た。
　次に、落葉を一通り払った後の地面を見ると、とこ
ろどころ丸い小さな穴が開いているのがわかる。こう
した穴は、サソリやアリたちの巣である可能性が高く、
寝床の下などから這い出てこられては厄介なので、穴
を見つけたら水を注ぎ入れて、サソリなどが出てきた
ら駆除しなければならなかった（実際にはこの確認が
十分でなく、2日目にはグラウンドシートの下からサ
ソリが這い出してきた）。
　こうしてある程度の整地を終われば、次は寝床を作
ることとなる。我々の寝床は、まずタープを上に張り、
その下にブルーシートを敷くという簡素なものであっ
たが、野外体験の少ない学生隊員には作業手順はおろ
か、タープの出来上がりのイメージさえ浮かんでいな
いものが多く、夕闇迫る中、境隊長の怒声ばかりが響
く作業風景となったことは否めない。それでも、この
日はひとまず日本人用にタープ二張り、考古局用に一
張り、村人用に一張りの計四か所の寝床を作ることが
できた。そのほかに女性隊員に配慮して着替え用のツ
ェルトを一張り立て、翌日の後発隊到着を待てばよい
というところまで漕ぎつけた。
　その間にはもちろん、食事のための炊事場も設営し
なければならず、近くから大石を運んで、河岸から上
がった場所に三脚の五徳を2つ作ってカマドとした。

食料や鍋釜などの調理器具、川から水を汲むバケツ、
沸いた湯を入れて冷ます素焼きの壺などを近くに配置
し、炊事担当の村人に管理を任せることとした。
　また、設営中に日もとっぷりと暮れてきたため、灯
火が必要となったが、これには各タープに一つずつハ
リケーンランプを設置したほか、カマドの火がある程
度の明かりとなった。問題は、周囲を完全に密林が取
り囲み、川がすぐ近くにあることで、夜中に水を求め
てくる動物の危険性が高いことだった。これには、カ
マドのほかにキャンプの周囲2カ所で焚火を作り、初
日以降の毎夜、隊員が交代で夜通し火の番をすること
で対応した。
　このようにして一通りの形を作り、翌日も整備を進
めているところに後発隊が到着し、整備はさらに進む
こととなった。整地の範囲を広げ、木を用いてベッド
状の休憩台や横木のベンチを作ったり、細引きの物干
し紐を整備したりと、日に日に改良を繰り返していっ
た。その結果、雨の日の側溝掘りや、アリの行列の排
除など問題が生じたとしても、野外生活の拠点として
は、かなりの快適さを備えたBCができたと思う。ジ
ャングルという過酷な自然の中では、快適な空間があ
ることが隊員たちのストレスを軽減させる。一方では
快適すぎる空間が隊員たちの油断を誘い、とくに初心
者の間では探検の目的追求よりもキャンプ生活を楽し
むことで良しとする気風さえ生んでしまったという指
摘や批判もあった。しかし、いずれにせよ、隊員たち
の安全確保を最優先に考えて設営は進められ、BCは
維持されることとなった。

■ベースキャンプでの生活
　ベースキャンプ（BC）での生活で一番欠かせなか
ったのは、火である。火は調理場のカマド2基と、周
囲に2カ所（のち3カ所）設置した焚火が食生活と安
全を支えた。カマドの火は大量に必要となる飲料水づ
くり（川水の煮沸）のために絶えることなく燃やし続
け、周囲の焚火は夜を徹して燃やし続けることで危険
な動物をキャンプから遠ざけていた。
　そしてこの火は、同じカマドでも水を作るなら学生
が、料理や紅茶を作るなら村人が管理していて、夜は
学生が2時間交代で周囲の焚火の不寝番に当たるのが
日常だった。そのための燃料となる薪はクンブッカン
河岸に散らばっている倒木を学生がのこぎりで切って
確保していた。カマドの脇には毎朝毎夕うず高く薪の
小山が築かれていたが、その大量の薪も明け方には使
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い切ってしまうのが普通だった。
　もちろん、生活に欠かせないのは水も同じである。
BCから斜面を下ったすぐのところにクンブッカン川
の岸があり、飲料水を汲んでくるほか、炊事、洗濯、
水浴びも、すべてこの川で行っていた。川は乾季でも
枯れることなく、岸近くの砂地の底の浅い流れは透明
で、見た目にも気持ちよかった。ただ、上流は町や村
を通ってくるため、そのまま飲むことはできない。必
ず20分以上は煮沸して飲み水を作っていた。バケツ
や薬缶や大容量のポリタンクに川水を汲み、カマドの
場所まで運び上げ、大鍋に移して火にかける。煮沸し
た湯はしばらく冷まして素焼きの甕に移し替え、気化
熱で冷めれば携帯用のポリタンクに移して飲料水の完

成だ。夜間に火の番をしながらこの飲料水を作ってい
るときが、一番水を要するのだが、夜は動物が川に水
飲みに来て危ないので、日暮れまでに汲み上げて、夜
中に不足の水を汲むときは、レンジャーに護衛させて
河岸に降りるのが毎晩の恒例行事になっていた。
　川では、使う目的ごとに場所が決められていた。川
岸では浅い砂地が広がってきれいな水の流れる場所が
水汲み場、その下流が炊事場で、さらに下流が鍋釜食
器の汚れを洗う場所となり、石鹸を使う水浴や洗濯に
は岸を離れた川の中央部や対岸近くへ行かなければな
らない。日々の水浴びと同時に、同じ石鹸で洗濯もす
るのが普通だったが、それぞれが流れの各所に顔を出
す岩の近くに場を占めて、男はパンツ一丁で体を洗い
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ながら、岩を洗濯板として服を一緒に洗っていた。女
はやや上流の対岸側で水浴び用のサローンをまとって
同様にする。
　遺跡探査に出た日も出なかった日も、水浴びの時間
は隊員たちの安らぎの時間であり、水浴場は楽しみの
場であった。川底で宝石を探す者、浅瀬に寝ころびボ
ーッとする者、思い切ってすべての衣類を脱いでしま
う者などがいた。特に宝石探しに関しては、このクン
ブッカン川は世界的にも知られる産地だとかで、川底
の石英質の砂利の一粒ずつがきらきらと輝いているた
め、砂利をふるいにかけるだけで簡単に小さな宝石が
見つかっていた。宝石よりも釣りを好む隊員たちは、
ニゴイを吊り上げ、エビを掬って食料に供し、夕食の
カレーの具を増やすのに貢献した。
　食事については、調理はすべてを村人の賄い人に任
せ、日本人は手を出さなかった。そのため、食事はす
べてライスカレーである。ご飯の上に香辛料で味付け
をしたカレー（ほとんどが野菜や豆のカレー）をかけ
て、手で食べる。右手の指で米とカレーを混ぜてつま
んで口へと運ぶやり方は、南アジア共通の食文化だが、
不器用ゆえにか苦手な初心者もいて、数人はスプーン
を使って食事した。
　一日三度のライスカレーの食事のほかに、隊員の栄

養源となったのが紅茶である。これも村人が作ってく
れていたのだが、スリランカの紅茶は砂糖とスキムミ
ルクが大量に入っており、これが疲れた体の栄養補給
になった。朝起きれば賄い人がまず総隊長や隊長と考
古局員に紅茶を運び、その後みんなに配ってくれる。
探査に出れば帰った直後に、そうでなければ午前と午
後に、毎日飲む何杯かの紅茶は、嗜好品が特になかっ
たジャングルでは楽しみの飲み物だった。
　熱帯のスリランカは、もちろん暑い。そのため都市
部にいるときは皆、半ズボンとタンクトップなどで過
ごしていたが、ジャングルのBCでは男子隊員の多く
はサローンという腰巻一枚に、上半身は裸で過ごして
いた。それほど暑かったのである。就寝時はタープの
下のグラウンドシートで雑魚寝となるのだが、キャン
プ用のマットを持ち込み、薄いシュラフカバーに入っ
て寝たが、何もかけずに寝る隊員も少なくなかった。
　また、これも生活には絶対に欠かせない「トイレ」
であるが、とくに便所を設けることなく、テント場近
くの樹林の中で、男女別にある程度の方角と範囲を決
めて、地面にスコップで穴を掘って用を足す方式とし
た。しかし、用を足した場所に標識を置くなど決まり
事を作らなかったため、同じ場所を掘るなどの不都合
もあった。また、穴の掘り方が雑で深さが足りなかっ
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たために糞便が雨で露呈し、臭くなったりもした。な
お、スリランカ人はトイレットペーパーを使わず、左
手を使って水で尻を洗うため、用便の場は河岸の下流
の水辺となる。そうでなければ空き缶やペットボトル
に水を汲んで持っていく。従って日本隊とトイレが重
なることはなかった。
　さて、ジャングルで過ごしている中で、最も気をつ
けていたのが、夜の野生動物、とくにゾウ，ヒョウ、
クマなどの猛獣である。基本的には、毎晩3か所で焚
く火のそばで、隊員が交代で見張り番をして対応した
が、すぐ近くの樹林をゾウが通ったり、川の対岸をク
マが吠えながら歩き回ったりすることは何度かあっ
た。一度は発情期で盛んに吠え合うクマたちが川を渡
って近づいたため、レンジャーが皆を起こして信号弾
で追い払ったこともある。昼間にはサルの大群もBC
脇の樹上に現れ、食料などが奪われそうになったため、
これも信号弾を群れの中に撃ち込んで撃退した。手持
ちの管に点火して発射する信号弾はレンジャーだけが
携帯し、他の誰にも持たせなかったこともあり、日本
人隊員が使用することはなかった。
　また、大型動物以外にも寝床の周りを赤アリや、ヘ
ビ、サソリなどがうろついていた。サソリは地面の穴

を点検し、人を噛む赤アリは寝場所の周囲に熱した灰
を撒いて近づけないようにした。ヘビやクモは湿気が
あると現れやすくなるため、雨の後はいつも以上に落
葉を掃き除け、遠ざけて生活空間に入り込まないよう
にした。一度だけ、雨後の夜の就寝中に大型のタラン
チュラが侵入し、隊員の顔や体を這い回って驚かせた
が、被害がなかったのは幸いだった。
　野外生活の経験に乏しい初心者が多く集まり、隊長
たちにとっては探検成果よりもむしろ隊員の安全に注
意が向いて、やがてはそれだけが目的となってしまっ
たような隊ではあったが、そのおかげで運にも恵まれ、
村人たちにも助けられて、このようなBC生活が送れ
たのかもしれない。（橋富啓嘉）

■雨の日の対応
　今回の活動中、我々は何度かの突発的な雨（スコー
ル）に襲われている。本来、この時期のスリランカの
ドライゾーンでは、雨は降らないものとされているの
に、運悪くブッタラの町にいるときから雨の日があり、
ジャングルに入ってからも、二度の季節外れの激しい
雨に遭遇することとなってしまった。
一回目は、比較的早い時間に降ったため、まだ隊員の
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多くが探査に出かけており、彼らの安否が心配された。
雨が降れば支流の涸れ沢に水が流れて行動が制限され
るだけでなく、動物の動きも活発化して遭遇の危険が
増すからである。しかし、この時は、探査チームはク
ンブッカン河岸に廃屋小屋（内戦中に陸軍の小部隊が
駐留した跡）を見つけて雨宿りし、雨が上がった後に
無事帰還した。
　問題は、このときベースキャンプ（BC）にいた留
守部隊側と、二回目の、全員がBCにいて日没時に突
然のスコールが来た時だった。スコールは風を伴い、
突風がタープを激しく揺らせて、横から激しく雨が吹
き込んでくる。そのときにまず我々が優先したのは、
装備を守ることと、みんなの寝床を濡らさず確保する
ことだった。
　じつは雨が降る前、風が吹き始めたあたりからベテ
ラン隊員や村人たちは「雨が来るぞ」と口々に叫び、
号令をかけ始めていた。水平に張っていたタープを、
下から棟木をあてがって屋根型にし、ペグを打って張

り綱を張る。露天に置いた食料や鍋釜類をその下に入
れ、側溝を掘るよう指示を出す。「側溝」の言葉も知
らないような隊員もいて、右往左往するうちに雨は降
りだし、やがて大粒の水滴が激しくタープや地面を叩
き始めた。屋根型にしたタープにも緩んだ個所に水が
溜まって形をゆがめ、やがてどさりと地面に落ちてバ
ッシャーンと跳ねる。グラウンドシートをタープの下
の濡れない場所に収まるように折りたたんだのち、ザ
ックなどの濡れる荷物をトラクターの荷台に移してブ
ルーシートで覆いを作り、紐をかけて固定する。カマ
ドの上にはポンチョで屋根を作って火を守る。
　こうしたドタバタののち、我々はようやく、猫の額
ほどではあったが、身を寄せ合って寝るその晩の寝床
を確保することができたのである。しかし、リーダー
層から指示はされても、言葉の意味が分からずに系統
立っては動けない初心者ぞろいの隊だったので、失敗
や反省点は多かった。みんなが忙しく動き回る中、取
り込む必要もないのに取り込んで床に置いたハリケー
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ンランプが蹴倒され、中の灯油がこぼれて隊員の装備
にかかったり、せっかく乾いた洗濯物をびっしょり濡
れてから取り込んでツェルトにそのまま放り込んだ
り、後になって苦労する種を作った。
　それだけではなく、雨が上がった後でも、落葉を掃
き除けた地面の見回りがおろそかになり、考古局側の
隊員がカバーしてくれているのにも気づかずに、夜中
の火の番担当が隊長の注意を受ける場面もあった。あ
る隊員が顔の上をタランチュラに這い回られて、恐怖
で叫んで飛び起きたのち、考古局のチンタカ隊員がタ
ランチュラを追って殺してくれたのも、その夜のこと
だった。
　雨の翌日は川の増水も危惧されたが、水位は上がら
ず、結果的にはベースキャンプは無事だった。季節外

れの二回の雨は、隊員たちに隊や自分の実態を思い知
らせて、冷静で迅速な行動が必要なことを、より一層
意識させるものとなった。

2016年隊　各局面の行動記録②

■第一次タラグルヘラ山偵察
　2016年8月13日（土）は、スリランカ政府考古局
員を含む後発隊がベースキャンプ（BC）に入った翌
日だったが、さっそく目的地のタラグルヘラ山へのア
プローチを開始した。今後の遺跡調査のためのルート
偵察・開拓を主目的に、もし遺跡に到達できれば最初
の調査もやろうという目論見である。行動を急いだの
は、調査隊長という位置づけの境隊長が日本での仕事
を抱えて早めに帰国しなければならず、日程に余裕が
ないという理由がひとつと、昨日の村人ガイドらによ
る偵察が失敗してルート選定が難しそうだという感触
があり、一日でも早く「日帰り調査」のための往復ル
ートを確定する必要があったからである。

　偵察メンバーには境隊長と山本、木村尚人、武田の
4人に、前夜BC入りしたばかりではあったが岡村総
隊長も加わり、考古局員には休んでもらうこととして
レンジャーと現地ガイドら5人が付くこととなった。
　午前9時にBCを出て、すぐ近くでクンブッカン川
を渡渉し、しばらく川に沿って下流側の南東へ。河岸
を離れた後は、次第に南へ進路を変えてジャングルの
木立の間を進み、途中でゴーナマナアラ（アラは小川、
小水路の意。クンブッカン川の右岸支流）と呼ばれる
枯れ沢を横切る。そのまま獣道（ゾウの道）を選びな
がら歩く村人に先導されて、ジグザグに南へ向かい、
10時30分にはマイラピティヤ（ピティヤは草原、原
野の意）と呼ばれる枯れた地帯に着き、そこで休憩を
取った。
　そのマイラピティヤからやや南西に、今度はジャン
グルの下生えのブッシュが次第に濃くなる中を、さら
に大きなジグザグを繰り返しながら進むと、1時間半
ほどして広い裾野を持つ岩山に行き当たった。距離に
してマイラピティヤから6kmほどだ。タラグルヘラ
山に到達したかと思ったが、村人らは違うと言う。偵
察と休憩のため全員でその岩山を登り、頂上へ出る。
　周囲にジャングルが広がる景観の中、南東側にはそ
の岩山よりも高そうな尾根が視界を占めて、地形の複
雑さを思わせた。地図を広げ、GPSで現在地を確か左の山がタラグルヘラ山
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めると、予定ルートより西にいて、タラグルヘラには
まだ遠いことが分かった。村人らによれば、東に横た
わる低い尾根の向こうにピークが見える山がタラグル
ヘラ山だとのこと。そこまではまだ5kmほどもある
という。どうやら、獣道を辿ってジグザグ更新を繰り
返すうち、大きく西へルートを外したようだった。
　時間はすでに昼を過ぎ、隊長らはレンジャーや村人
たちと協議した結果、これ以上の進行は無理という判
断を下したようだ。日没の少し前までにBCに帰着し
ないと、動物の危険性が高まるという。ということは、
このルートでのBCからのタラグルヘラ山往復は不可
能となり、偵察はまたもや失敗したことになる。
　結局、ビスケットと果物缶詰の昼食をとったのち、
来たルートを引き返すこととなった。無駄なジグザク
を繰り返した場所では薄い藪を選んで直進したが、鋭
いトゲのある小枝や、びっしりと小さなトゲを生やし
た蔓草が体を刺したり、衣服にまとわりついてスムー
ズには進めない。要所要所で休憩をとりながら、よう
やくクンブッカン川にたどり着いて河岸近くを歩いて
いると、今度は突然、前方が騒ぎ始めた。
「ゾウだ！」と誰かが叫ぶのと、鋭い咆哮と足音が聞
こえたのは同時だった。走って逃げてくる村人の向こ
うからゾウが一頭、突進してくるのが見えた。立て続
けに2発、爆発音がしてレンジャーが信号弾を撃ち、
ゾウの鼻先で爆発させた。すさまじく大きな足音がし
てゾウは逃げ去ったが、もともとは親子のゾウがいて、
村人に気づいた子ゾウが走り寄ってきたらしい。ふだ
んは人に気づけばゾウのほうから去ることが多いとい
うが、子どもだから好奇心が勝ったのだろうか。しか
し人間の側が先に気づかなかったのはうかつだった。
　ちょうど日没寸前にBCに帰り着き、調べてみると、
この日歩行した実距離は引き返した地点まで約
12km、往復で24km。BCからそこまでの直線距離
は南南西に約7kmであった。タラグルヘラの山域は

それよりずっと東にあって、本来予定していたBC地
点からは真南へ5kmほどのはずだから、このBCから
はやはり遠いということだろうか。
　その議論から、今度はBCの移動ということも課題
になってしまった。	 （武田太郎）

■新ベースキャンプ候補地偵察
　2016年の探査隊が滞在したベースキャンプ（BC）
は、計画上で予定していたタラグルヘラ遺跡の真北に
当たる河岸よりも上流に6㎞ほど離れた河岸にあっ
た。そこから下流部まで続いていたはずのジープ道は、
内戦中から長らく踏み込む人がいなかったため、トラ
クターでも通れないほどジャングルに覆われてしまっ
ていたからだ。しかし、このBCから2度にわたって
出た偵察チームは、いずれもタラグルヘラの山塊の麓
にさえ辿り着けず、BCの位置の良否が問題となった。
そこでスリランカ考古局側と協議の結果、とりあえず
BCを本来の予定地近くに移せるかどうか探ることに
なり、8月14日、偵察と道の開拓を目的とするチー
ムが出されることとなった。
　当日、朝9時半に出発した大和田以下の日本人6人、
考古局員2人、レンジャー 1人、村人4人からなる偵
察隊は、まずクンブッカン川沿いの廃道を東へ1時間
ほど進み、イリヤポラ（「雌イノシシの出る場所」の意）
と村人に呼ばれる地域まで来ると、そこからはクンブ
ッカン川を渡渉して右岸のすぐ脇を流れる支流（涸れ
沢）の川床を歩いて進むことになった。その支流に出
ると、そこには我々が知らない数人の男たちがいた。
同行の村人たちも知らない顔だというから、どこから
か入り込んで不法に宝石の密掘をしていたのだ。立ち
入り禁止の国立公園内に当たるのでレンジャーが彼ら
を捕まえ、罰金を取って解放した。
　川床を下流の方向へ進み、途中でクンブッカンの左

新ベースキャンプ候補地偵察

望遠レンズで捉えたタラグルヘラ山頂。巨岩が見える
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岸へとまた移動してさらに進む。そうして1時間ほど
歩くと、ついに川が大きく蛇行する当初のBC予定地
に到着した。そこは、南東に向かって流れてきた川が
北東に流れを変えるカーブ地点で、タラグルヘラ山の
真北に当たり、しかも最も距離を近づけている地点だ
った。岸辺には15m×20mほどの平らな砂地がある。
雨季になれば川に沈むのだろうが、乾季であればBC
を置くのに適した場所だ。周囲の地形やGPSの測定
結果からここが本来の目的地であったことを確認した
我々は、昼食を取り、それから道をトラクターが通れ
るように樹林を切り開きつつBCへと戻り始めた。
　しかし、もともとが濃密なジャングルの中にあって
内戦終了から7年以上も放置された道の荒れ具合は、
想像を超えていた。内戦中、村人は通らなくても、軍
のトラクターやジープはパトロールで入り込んでいた
というが、それもなくなった現在、道だった場所は両
脇から枝が伸びて垂れ下がり、バイクぐらいなら何と
か通れるかという狭さになっている。それだけでなく、
雨季の雨水に流されて荒れ果てた路面には、直径5㎝
はある若い木がびっしりと生えている場所も散見され
た。脇の枝を落とし、路面の木を伐採する作業を始め
てから2時間ほどたったころ、村人たちからは「今日
は無理だ。明日、大人数で1日がかりでやるしかない」
という声が上がった。たしかに、そのままでは先の見
えない作業に思われたため、考古局員も我々もそれに
同意し、そこからは廃道伝いにジャングルを突っ切っ
てBCに帰還することとした。
　その後、結果としてBCが移されることはなかった。
ジャングルで活動できる日数は残り1週間ほど、境調
査隊長の出域までは3日しかなく、丸1日、悪ければ
2日をかけてBC移設を行う時間的余裕がなかったか
らだ。この偵察から2日後、結局は最初のBCからタ
ラグルヘラ山への再アタックが行われることとなっ
た。	 （大和田達也）

■河岸仏塔調査訓練
　ベースキャンプ（BC）に入って5日目の2016年8
月15日、タラグルヘラ遺跡探査の合間ではあったが、
実際の遺跡を使って調査を兼ねた測量訓練を行った。
隊全体での測量訓練はマーリガウィラ遺跡公園の未整
備遺跡に次いでこれが2回目であり、訓練不足を補う
目的で実施された。この遺跡はBCのほぼ真北、歩測
で140mほどの場所にある。BC設営の際、周辺を偵
察した村人によって偶然発見されたが、単独の小仏塔

で崩壊と盗掘の跡が激しく、国立公園の外側にあるた
め、調査は当初から隊活動の「成果」とは見なされて
いなかった。
　発掘調査が本業の境隊長を講師とする訓練は、人数
が多いため2班に分けて時間帯をずらして始まった。
最初のA班は八代、木村（尚）、赤堀、三坂、武田、
中森、橋富の7人の学生に、岡村総隊長と松山さんが
付き、後のB班は大和田、木村（亮）、沓澤、石野、
三坂、吾郷、古結、村松の8人の学生に、村人とレン
ジャーが付き添った。BCに基点を設け、そこからコ
ンパスを用いて方角、歩数を各員がスケッチブックに
記録していくアプローチの記録方法を、繰り返し練習
しながら遺跡へ向かう。遺跡の場所を知る境隊長が本
隊から数十メートル先行しては立ち止まり、そこを学
生が一人ずつ目指して行くという方法である。原始的
な記録法だが、GPSのない昔、先輩たちはこの方法
で現在地や遺跡地点を割り出して地図上に落としてい
ったという。そして、その割り出した地図上の地点は
村から数キロ離れていても、のちにGPSで確かめる
と10m余しか狂ってなかったというから驚きだった。
ところが、学生たちの記録結果は、基点から150mも
離れていないのに、各人の間で数メートルの違いがあ
る。コンパスの数字の読みの甘さもあって、課題の残

仏塔遺跡の調査を兼ねた測量訓練

仏塔の盗掘跡



2016年隊　本隊行動記録 — 127

る結果となった。
　遺跡に着いた後は、学生2人でペアを組み、仏塔跡
を中心に放射状に散開しながら建造物の遺構を探す訓
練をした。建造物の遺構はないので、煉瓦片の散乱範
囲を確認し、その後は崩壊して土砂の小山となってい
る仏塔跡の規模の測量、盗掘で開けられて煉瓦壁が露
わな穴の内部測量、写真撮影、スケッチ方法、文章メ
モの記録方法など、役割分担を変えながら指導を受け
る。吾郷はレーザー測量機による測量訓練も行った。
　それらの結果、仏塔跡は裾径10mほど、高さ2m
ほどの煉瓦片の小山であって、基壇などは埋もれて見
えず、周囲の半径10mの範囲にはレンガ片が散らば
っていることがわかった。仏塔の頂上部には2m四方
ほどの盗掘穴が開けられて、伏鉢内部のレンガ積みが
非常に明瞭に残されている。使われているレンガの規
格は、長辺14.5cm、短辺8cm、厚さ6cmであった。
盗掘穴の深さは1.8mほどで、底からは北東方向へ横
穴も穿たれている。また、上部斜面の南側にはモール
ディングを思わせる装飾レンガの破片も落ちていた。

（三坂尚大）

■第二次タラグルヘラ山偵察
　この遠征の最大目標であるタラグルヘラ遺跡の発見
と調査のためには、ベースキャンプ（BC）からのル
ートづくりと、往復に要する時間が課題となっていた。
最初の村人による偵察と、先日の隊員らによる第一次
偵察の結果からは、BCからそのままタラグルヘラ山
を目指しても、一日で遺跡を調査して帰還するのは難
しいとわかったからだ。
　そこで今度は、隊がもともと予定していたBC地点

（前々日に大和田以下の偵察隊が道を開こうとしたク
ンブッカン川の大蛇行地点）を経由して、そこから真
南へ直進するルートを採ることが決定された。そこま
では川の蛇行の内側を大きく巻いて近づく道があると
いう。川沿いの道が荒廃した後、下流沿岸の無人の地
にあるシャンバラ―ワ祠堂（民間信仰神の祠）を経て、
北のコティヤガラ村（法大隊が1985年から2003年
まで基地を置いた村）まで行けるように新たに作られ
たというトラクター道だ。
　2016年8月16日の調査当日、岡村総隊長、境隊長、
松山、大和田、木村（亮）、山本、三坂、中森、武田、
吾郷、古結の日本人11人と、考古局のカラナ氏とデ
ニーシャ女史は、それにレンジャーと村人らを加え、
午前7時に全員がトラクターに乗り込み、ベースキャ
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ンプを後にした。調査機材も持ち、うまく遺跡に到達
できれば最初の調査もしてこようという布陣だった。
　トラクターはまず、隊が最初に入域してきた道を北
へ進んで、途中の分かりにくい分岐から東へ延びる道
に入った。新しい道とはいっても路面は荒れ、両脇か
らは鋭いトゲを生やした枝が大きく伸びて中空を塞い
でいる。激しい揺れに耐え、恐ろしい枝の襲来に身を
伏せながら、進むこと2時間、ようやくたどり着いた
河岸で地図を開き、GPSで確かめてみると、タラグ
ルヘラ山のほぼ真北にいることがわかった。トラクタ
ーの運転手と助手の2人を残して、さっそく川を渡渉
し、対岸へ。
　そこからは、ひたすら南へ向かうはずだった。
　ところが、一帯のジャングルは下生えのブッシュが
激しく繁茂し、しかも大きなトゲのある細枝を長く伸
ばした低木や、小さなトゲをびっしり生やした蔓草が
多く混じっている。とても直進はできないので、結局
は獣道（ゾウの道）や藪の薄い場所を選んで、ジグザ
グに進むしかない。そして、先導の村人たちが東や西
に大きく進路を外して進むたび、隊長やカラナ氏が呼
び止めて、村人たちとの間で議論が起きた。村人たち
は、もう少し行けば獣道が南へ向かうはずだからと主
張して、勘に頼る歩行をやめようとはしないらしい。
その結果、渡渉地点から3時間半ほど歩いたところで、
隊はようやくある山塊の麓に着いた。大きな岩壁や急
な傾斜の岩丘が立ちふさがり、疲れた体で進むには厳
しい様相の場所だった。
　昼も過ぎていたので昼食をとりながら調べると、そ
こはすでにタラグルヘラ山の北端部で、そこまでの歩
行距離は約12km。本来なら直線で5kmのところを
それだけ迂回したことになる。しかも岩丘を登って偵
察に出た村人や松山隊員らによると、遺跡があるとい
うタラグルヘラ山の頂上付近は一部見えるが、そこま

ではこの岩山の麓を西に回って、あと1時間以上は歩
かなければならないという。
　結局、昼食後はそこを目指すのか、それとも行動で
きる時間も少なくなったことから、このまま引き返す
べきかが問題となった。そして、西回りのルートは遠
すぎるから諦めて、30分だけ山麓を東回りに進んで
別ルートを探ってから引き返そう、という結論になっ
た。それからは岩壁の下を南に進んで、どこかに山頂
部へ抜けるルートはないか探したが、急峻な崖が続く
ばかりで、その先が見通せない。やがて日没までにト
ラクターの待つ渡渉地点に引き返すにはギリギリとい
う時刻になり、そこで撤退。長い隊列は来た道を空し
く引き返すこととなった。
　往路の、無駄なジグザグを繰り返した一部を強引に
ショートカットし、トゲに刺されながらブッシュ帯を
抜けて河岸に着いたのは、ちょうど日没時の17時半
だった。心配しながら待っていたトラクター運転手ら
に急かされて荷台に乗り込むと、すぐに出発。夜のジ
ャングルに、ゾウもクマも逃げ出しそうな高いエンジ
ン音を響かせてトラクターは走り、BCに帰り着いた
のは19時半だった。
　この夜、夕食後の長い時間を総隊長や隊長はバンダ
ーラ氏ら考古局メンバーと話し合っていた。隊員らも
今日一日の経験から、これまで辿ったジグザグ・ルー
トを採る限り、BCとタラグルヘラ山の間を日帰りで
往復し、遺跡調査までこなすのは不可能だということ
を知った。あとは水のない場所でのビバークを覚悟し
て探査に臨むか、直進の最短ルートを切り開くしか方
法はない。が、隊長らによれば、この隊の状況ではい
ずれも難しいという。
　隊は大きな決断を迫られる事態となった。

（古結健太朗）

2016年隊　各局面の行動記録③

■自然保護区内の他遺跡探査（第1回）
　二度に及ぶタラグルヘラ遺跡アプローチの失敗を受
け、岡村隆総隊長とバンダーラ氏らスリランカ政府考
古局側は協議の末、今回のベースキャンプ（BC）か
らタラグルヘラ遺跡への日帰り調査は事実上不可能だ

との判断を下した。また、境隊長と松山さん、カラナ
氏というベテランが隊を離れたため、残りの態勢では
ビバークを伴う探査も新たにルートを作ることも困難
となり、BC移動も日程的に現実的ではないという結
論になった。
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　そこで、少しでもタラグルヘラ遺跡調査に代わる成
果をと話し合った結果、決まったのがBCから比較的
近距離にあるというヤラ国立公園内の未調査遺跡の探
査であった。これは、同行の村人傭員のうち数人が狩
猟（密猟だが）などの途中でかつて見たことがあり、
おおよその場所もわかるというので決まった方針だっ
た。
　2016年8月18日（木）の探査当日。夜通しで川水
を沸かして飲料水づくりの作成に当たっていたが、
18人もの探査メンバー（岡村、大和田、木村、八代、
沓澤、村松、赤堀、三坂、石野、吾郷、橋富、古結、
バンダーラ、チンタカ、サミール、ミサンダ、チャミ
ンガ、ジャヤシンハ）ともなると、一人当たり2リッ
トルの水しか確保できず、不安を残したままの出発と
なった。今回のメンバーには、それまでBCを守って
いただけでジャングルの奥には初めて足を踏み入れる
という隊員も多かったため、不安はほかにもあったが、
ここまで来た以上は全員が経験を積む必要があったこ
とから、大人数のメンバー構成となったのだった。
　出発は朝8時。BCの眼前にあるクンブッカン川を
右岸に渡渉し、上流の北北西に向かって河岸を30分
ほど歩くと、出合いが深く抉れて巨石が堆積する支流
とぶつかった。その涸れ沢の河床を北西へ遡行すると、
ほどなくして、さらに支流のS字の涸れ沢に出る。そ
こで休憩している間、村人数人が周辺の岩丘などでタ
ラグルヘラ山の目視を兼ねての偵察に出たが、結局1
時間も待たされた挙句、タラグルヘラの目視も遺跡発
見もできなかったという。偵察を待っている間、日本
人隊員は動くにも動けぬ状況だったので各人、記録の
整理などに当たった。
　11時、村人たちと合流し、再度探査を開始する。
途中、巨大なゾウの骨が散乱する古代貯水池跡のピテ
ィヤ（開けた草地）を通り、一時間ほど歩いたところ
で一枚岩の大きなガラ（岩丘）に出た。その頂上で昼
食をとり、再度、村人による偵察報告を待つ。驚くこ
とにガラの頂上では携帯電話の電波が通じたため、考
古局員はコロンボと、日本人隊員は東京の派遣本部や
家族に連絡をとることができた。ただ、憂慮していた
ように、初参加の隊員は体力の消耗が激しいようで、
岩の日陰や木陰で横になる者が続出した。1時間ほど
してガラを出発。周辺の遺跡がある可能性の高い場所
を探索するも、発見には至らず、14時30分に撤退を
開始。引き上げる途中、岩陰遺跡らしき岩窟を発見し
たが、それは自然の岩陰だったので肩透かしを喰らう。



130 — 第三部 行動記録編

ほぼ往路のルートを辿って、17時には全員無事にBC
に帰着した。
　このように、この日の探査は空振りの結果に終わっ
たが、その要因は遺跡発見の方法を村人の記憶に頼り
すぎた点にあったと思われる。今回、次第にわかって
きたことは、「遺跡地点を知っている」という村人た
ちの記憶は数年前のものであり、ジャングルの様相が
変われば、その記憶も頼りなくなるのではないかとい
うことだった。といって、目撃談や情報がある限り、
それを放っておくわけにもいかない。こうした情報が
ある際は、まず彼らに案内してもらうという方法で、
これまでも成果を積み上げてきたのだから。
　だが、BCを撤収する日も迫りつつあるなか、今回
も遺跡発見には至らず、隊は成果ゼロという状態から
脱するために「存在が確実な遺跡」にアプローチして、
実際の調査をする必要があるのも事実だった。そんな
とき、ヤラ自然保護区の外側ではあるが、下流の左岸
の密林中にある遺跡なら確実に場所が分かる、という
村人の話が持ち上がった。「あなた方は、たとえひと
つでも成果を日本に持ち帰ったほうがいい」と言って、
そこへ行くことを考古局のチンタカ氏が主張し始め
た	 （木村亮太）

■イリヤポラ遺跡第1回調査
　タラグルヘラ遺跡の発見が絶望的になり、前日まで
の探査で自然保護区（国立公園）内の他の遺跡の発見
にも暗雲が漂うようになったなか、「ひとつでも確実
な遺跡調査の成果を」と考えた隊は、チンタカ氏ら考
古局側隊員らの強い勧めもあって、この「予定区域外
の遺跡」の調査に乗り出した。
　そこは同行の村人らが絶対に場所が分かると豪語し
ていた遺跡であり、地図にも印されていないことから、
百年以上前の英国測量隊も見逃した未調査遺跡である
ことは確かだったので、隊員一同かなりの期待と意気
込みを持って臨んだのだった。
　8月19日の朝、山本、木村（尚）、赤堀、武田、吾郷、
古結の6人と考古局のバンダーラ、チンタカ両氏に、
レンジャーと村人3人を加えた計12人で、8時にベ
ースキャンプ（BC）を出発。ジャングルの薄い藪を
歩いて北東方向へ、やがて真東へと進んだ。人の踏み
跡道を思わせる獣道が縦横に走る樹林帯は、クンブッ
カン川南岸と比べると下生えの密度も薄く、はるかに
歩きやすい。先導する村人たちも躊躇なく真っすぐ東
に進んで、1時間ほどで小さな池のある広場に着いた。

ジャングルの中に直径50mほどの丸い空間がぽっか
りと開き、その中心に濁り水が溜まっている。目的の
遺跡の一環をなす沐浴場跡の池に、早くも着いたのだ。
　遺跡のある岩丘に着いたのは、池から5分ほどジャ
ングルを北へ歩いた後の午前9時過ぎだった。少し迷
って右往左往したが、すぐに村人が露岩帯の末端を発
見し、たどっていくと一角の薄い藪中に石柱が林立す
る岩丘に出た。東側の岩丘頂上には崩れ落ちた仏塔の
跡も見える。ようやく、今回の遠征では初めての遺跡
らしい遺跡が現れたのだ。
　村人たちの話では、この一帯は「イリヤポラ」（雌
イノシシのいる場所、の意）と呼ばれるというので、
この遺跡も「イリヤポラ遺跡」と呼ぶことにして、さ
っそく調査が始まった。明瞭な遺構は仏塔と石柱の立
つ建造物跡の2つだけだが、隣接する樹林の中にも何
かあるかもしれない。しかし我々は、遺跡の全体像を
把握する前にまず、仏塔跡と石柱群の位置関係、それ
ぞれの規模、そして石柱群のスケッチをとることに専
念した（それが間違いだと後で指摘された）。
　仏塔跡を調査測量する班と石柱群を調査する班の二
手に分かれ、スムーズに調査を行なった（つもりであ
った）。石柱群の建物は、のちに出家僧たちが満月と
新月の夜に集まって戒律の確認をする「布薩堂」だと
わかるのだが、最初はバンダーラ氏から説明を受けて
も、仏教や伽藍建築に知識の乏しい学生には意味が分
からなかった。とりあえず「ミーティングルーム」と
だけ理解して、とにかく一つの起点の石柱からすべて
の石柱にメジャーを伸ばして距離と方角を読み、記録
することに専念。仏塔班も同様だった。
　ちょうどきりのいいところまで測量を終えた午後1
時半ごろ、急に上空が暗くなり、雨雲が近づいてきた。
遺跡の測量はそこで打ち切り、急いでベースキャンプ
に引き上げることにする。遺跡からいったん南へ進ん
でBCを目指そうとしたとき、とうとう雨が降り始め
た。ちょうどクンブッカン川が見えてきたあたりで、
時間としては午後2時ごろだった。雨は激しくなり、
季節外れの本格的な熱帯のスコールとなった。村人が
近くに「アーミーキャンプの跡」があるから雨宿りし
ようと言うので、川を渡渉してそこを目指した。内戦
時、クンブッカン川の河口から遡行してきてジャング
ルから村々を襲ったタミル人過激派ゲリラ（LTTE）
を阻止するため、陸軍が小部隊を置いた駐屯地跡だと
いう。しかし、着いてみるとそこは、河岸段丘の上が
少し切り開かれて、小枝で組んだ柱と壁の上にトタン



2016年隊　本隊行動記録 — 131

屋根を被せた小屋が2棟、壊れかけて立っているだけ
の場所だった。それでも、雨が凌げる屋根の下に駆け
込んで、じっと待つこと約30分。雨が止んだところ
で川に沿って帰路を急ぎ、午後3時直前にはBCに帰
還した。
　この日の調査では、のちに不完全とはわかるものの、
とりあえず遺跡の基礎データが収集でき、それまで成
果のなかった遠征隊にわずかでも光明をもたらすこと
ができた。隊にとっても、この日のメンバーにとって
も収穫と反省の多い一日となった。	 （古結健太朗）

■自然保護区内の他遺跡探査（第2回）
　8月20日に行われた第2回目の保護区内他遺跡探
査は、日本隊から岡村、大和田、山本、木村（亮）、
木村（尚）、吾郷、赤堀の7人と、考古局からはバン
ダーラ、チンタカの両氏がメンバーとなり、それにレ
ンジャ―のソーマウィラ氏と村人4人が加わった。
前々日の第1回の探査と同様に、ベースキャンプ（BC）
から比較的近距離にあるヤラ自然保護区（国立公園）

内の未知の遺跡を発見し、調査することが目標とされ
た。
　前日には国立公園の外側でイリヤポラ遺跡を初調査
して、夜のデータ確認の段階で不十分な点などが指摘
されたが、そちらはあと1回、追加調査をすれば良さ
そうだということになり、それを明日に回して、この
日はもう一度だけ村人の記憶を信じて、自然保護区内
での遺跡発見に賭けてみようということになったの
だ。
　前々日の第1回目の探査時と比べると、日本側の隊
員を比較的ジャングル歩きに慣れた者に絞り、スピー
ディーな動きができることを目指した。朝8時にベー
スキャンプ（BC）を出発し、クンブッカン川を渡渉
すると、この日は直接南西方向にジャングルを突っ切
って、30分ほどで古代貯水池跡の空き地に到着。し
かし、そこからがまた迷走の始まりだった。
　このように貯水池跡があるということは、一帯がか
つては住民の生活空間であり、付近に集落や水田があ
って寺院などもあったことを示しているが、平坦な地
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形の上ではどこに何があったか推定するのは難しい。
まして大木の樹林の下には藪がはびこり、たとえ石柱
やレンガ壁が残されているとしても数メートル離れれ
ば全く見えないのが実情だ。
　そこで、この貯水池跡から村人が手分けして放射状
に藪中に入り、偵察することになったが、ここでは何
の手掛かりも得られなかった。そして、そこからさら
に30分ほど歩いたところで、もうひとつの貯水池跡
に出たのだが、そこは前々日にも通った、ゾウの骨が
散らばっている場所だった。村人の記憶では、遺跡は
この付近にあるはずだというので、ここを拠点に定め、
まずは記憶があるというチャミンダら2人が偵察に出
る。その間に他の村人や我々も近場の藪に入り込んで
探してみたが、何も見当たらないので、各自記録の整
理などをしながら待つこととなった。
　ところが、偵察に行ったチャミンダらは意地になっ
て遠くまで探しているのか、なかなか戻ってこず、結
局、2時間ほど待たされた挙句に、彼らからもたらさ
れたのは「発見できない」という報告だった。それを
受けて、岡村隊長とバンダーラ氏、チャミンダらが協
議した結果、時間の問題もあるのでこれ以上の南下は
やめて、BC方面へ戻りながら探索しようということ
になった。とくに前々日に通ってきた支流付近には寺
院などが建てられそうな地形的特徴があるので、そこ
を中心に探査を続けた。昼食休憩もとらず、各自が行
動食のビスケットなどをかじりながら、3カ所ほどを
拠点に四方に偵察を入れたが、いずれも成果はなく、

結局はクンブッカン川まで達して、13時過ぎ、BCに
帰着。
　このように、2回目の遺跡探査も前回と同様に空振
りに終わったわけだが、失敗の原因はやはり村人の記
憶だけで探索しようとしたことだった。その夜、彼ら
自身も認めたように、彼らが知る遺跡へのルートは
年々変わる「アリ・パーレ」（ゾウの道の意）であり、
しかも遺跡を見たのは数年前のことだという。どんな
にしっかり踏み固められたゾウの道でも、ゾウがルー
トを変えてしまえばたちまち藪が覆って痕跡も消える
のだから、そうなると、いくら場所（遺跡）の記憶は
あろうとも、そこへの道は失われ、勘の鋭い彼らでも
探し当てるのは無理があったのだろう。それならそれ
で、こちらがもっと主体的な探査方法を採ればよかっ
たのだが、時間の制約や隊員スキルの問題から、この
隊では無理はできないというのが隊長らの判断だった
ようだ。	 （赤堀拓弥）

■イリヤポラ遺跡第2回調査
　2016年8月21日に行われたこの第2回イリヤポラ
遺跡調査は、今回の一連の調査活動の最後となる活動
であった。前々日の第1回の調査では収集できなかっ
たデータを採取し、不明点を再確認することを目的と
していた。また、この遠征の最大目標であったタラグ
ルヘラ遺跡調査が、現場への到達もできずに失敗した
経緯を踏まえ、今後も継続されるであろう調査活動の
糧とするべく、多くの隊員が実際の遺跡で経験を積む
ことも目的とされた。そのため、日本人隊員はベース
キャンプ（BC）維持要員の赤堀と木村（尚）の2名
以外は全員が参加して行われた。
　筆者（吾郷）は第1回のイリヤポラ遺跡調査にも参
加したのだが、第1回と第2回ではまずアプローチに
違いが見られた。第1回ではおおよそ遺跡のある岩丘
を大きく回り込む形で岩丘の北西端から遺跡に入った
が、第2回では岩丘の南東に位置する沐浴場跡を経由
して直接遺跡にアプローチすることができ、人数が倍
以上に増えたにも関わらず前回よりも短時間で遺跡に
到着することができた。
　そのほか、短時間で目的地にたどり着けた理由とし
ては、複数回にわたる活動で隊員たちが密林歩きに慣
れ始めていたことと、やはり村人のルート選択が優れ
ていたことが大きいと考えられる。何度も村人の案内
の下で行動したが、彼らは遺跡のおおよその位置と自
らの現在位置をある程度把握しており、特定のポイン
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トを定められればそのアプローチ精度は回数を重ねる
ごとに上がっていくものと思われた（それでも自然保
護区内での遺跡探査には失敗したが）。筆者はといえ
ば、何度歩いても現在位置を「この辺り」と絞ること
すらできなかった。今回の調査地域の密林はあまり特
徴的な地形が存在せず、目印となる目標物が岩や川と
いった自然のものでしかない上に、植物の密度が濃く
てそれらの目標物さえ捉えることが困難だったからで
ある。正直、迷子になった場合には、自力でBCまで
辿り着くことは容易ではないと実感しながら歩いてい
た。
　さて、そうして到着したイリヤポラ遺跡だったが、
じつは大半の日本人隊員（前回調査スタッフを除く）
にとっては、これが今回の遠征で初めて、実際の「密
林遺跡」と出合う瞬間となった。最初に密林が開けて、
岩丘の上に巨大なストゥーパ（仏塔）跡が姿を現した
とき、言葉を失う隊員や興奮した様子の隊員など、各々
が感動を覚えた様子がうかがえた。
　だが、感動もそこそこに、この日はBC撤収を翌日
に控えており、午後はその荷造りをしなければならな
かったので、すみやかに調査活動を終える必要があっ
た。そのため、主に第1回目の調査スタッフで構成さ
れる再調査班と、遺跡見学を主とする班の2班に分か
れて行動することとなり、筆者は再調査班に振り分け
られた。本音を言えば、岡村総隊長率いる遺跡見学班

に加わって、その説明を聞いて勉強したいという思い
も強かったのだが、そうも言ってはいられない。
　再調査班内部では遺跡調査の経験がある山本が指揮
を執り、前回調査後に不備を指摘された遺跡全体の俯
瞰スケッチを取り直したうえで実測するところから調
査を始めた。その上で岩丘のおおよその等高線を記入
し、各遺構の測量へと移らなければならない。遺跡全
体の実測に関しては、じつは今回、境隊長がレーザー
距離測定器を個人でレンタルして持参しており、筆者
と木村（尚）はこの機械の使用を一任されていた。
BC生活序盤で行われた河岸仏塔遺跡調査訓練でも使
用して、どちらも使いこなせるようになっていたのだ。
実際に購入すれば10万円を優に超える機器だけに、
このレーザー測定器を使えば、対象物までの距離だけ
でなく、傾斜角、水平距離、垂直距離、高さなど、さ
まざまな情報を瞬時に手に入れることが可能であっ
た。ところが、このイリヤポラ遺跡調査の時点で境隊
長はすでに帰国しており、レーザー距離測定器も返却
期限があったため、残念なことにこの機械は手元にな
かった。従って、機械があれば一瞬でわかる距離を、
今回は巻き尺を持った隊員が走り回って測量を行うこ
ととなったのである。調査の最中、あの機械があれば
……と何度感じたか分からない。
　遺跡見学班は、岡村総隊長の説明を聞きながら、指
示に従って仏塔の実測もやり直していた。二層になっ
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た基壇の構造を理解した上で測り直すと、前回とは違
った結果が出てくるという。再調査班は前回測量では
図面が作れないと指摘された布薩堂跡で再測量を開始
したが、そこに総隊長も立ち会って、まず布薩堂なる
ものの基礎知識から説明してもらう必要があった（事
前に日本で説明を受けていたはずだが忘れていた）。
測量する前に、残存する石柱位置から欠損している石
柱を推定し、縦横の列と本数を理解しなければならな
いことがそこでわかった。布薩堂玄関遺構の現状も、
本来の姿がわからなければ測量に不備が生じる。布薩
堂の測量が終わった後は、南側の密林まで伸びる石列
を追って、この寺院の境内がどこまでの広がりを持っ
ていたかを調べた。

　このようにして調査した遺跡ではあったが、帰国後
の製図作業に当たっては、それでもまだ不明瞭な点や、
本来欲しいデータに欠落があることが明らかになっ
た。これには調査の日程や時間に余裕がなかったとい
う理由も挙げられるが、筆者を含めた調査スタッフの
勉強不足と、そして圧倒的な経験の不足が最大の原因
であると考えられ、大きな反省点となった。とはいえ、
このイリヤポラ遺跡での体験は、隊員たちにとっては
これ以上なく得難いものであり、今後へのモチベーシ
ョンを大きく上げる役割を果たしたことは間違いない
と思われる。
　約3時間の調査と見学を終え、隊員達はどこか安堵
した思いを胸にBCへの帰路を急いだ。	 （吾郷章次）



■岡村による事前交渉と偵察の経緯
　（いずれも2018年6月）
14日…成田発。夕刻コロンボ着。
15日…金曜日だが、イスラム教徒の「断食明け」で
スリランカは多宗教国家としての休日。3日後の月曜
日まで交渉できず。
18日…考古局で探査課のバンダーラ氏、カラナ氏、
チンタカ氏らと打ち合わせ。新局長代理のマンダワラ
氏は不在のため電話で前局長のディサナヤカ氏に相談
の上、副局長のボラレッサ女史に面会。ヤラ現地への
偵察行のために車両提供等の協力を要請。文書での申
請が必要となり、書類作成。
19日…探査課長ポーランバゲ氏を通じて協力要請状
を副局長に提出、認可される。
20日…考古局を運転手ジャナカ氏と二人で出発、途
中、チンタカ氏とバンダーラ氏をそれぞれの自宅で拾
い、ブドゥルワガラの考古局サーキットバンガローへ。
同所泊。
21日…ガルゲーのヤラ国立公園管理事務所でワーデ
ン（所長）らと面会。情報収集と8月の本隊への協力
要請の後、マーリガウィラ村へ。遺跡管理事務所に

2016年隊が残置した装備類の確認、傭員の手配など。
再びガルゲーで本隊借用トラクターの手配。
　さらに考古局のモナラーガラ支局で2016年にも会
ったカラウガハンゲ支局長　リヤナーゲ氏らと面会
し、ブドゥルワガラ・サーキットバンガロー泊。
22日…金曜日。ブドゥルワガラからバンダーラ氏宅、
チンタカ氏宅を経て夕刻コロンボ着。
25日…考古局で2016年隊が残置した装備類の確認。
NPOから考古局に寄贈予定のドローンについて協議。
国防省などの規制確認を要請。
26日…交渉経緯と結果をまとめ、東京に連絡。
27日…午後空港へ。28日朝、成田帰着。

■ヤラ現地での交渉結果
①国立公園内への入域は考古局から自然保護局への申
請に基づく特別許可を前提とし、許可されればガル
ゲーの国立公園管理事務所でポーターの雇用等は
許可する。また入域中は習慣に従い、肉食、殺生、
飲酒は禁止、釣りも禁止される。

②8月の本隊にヤラ国立公園付近の地元から参加する
人員として、とりあえず自然保護局・国立公園レン
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考古局のモナラーガラ支局 考古局のブドゥルワガラ・バンガローで

2016年隊のチャミンダ氏宅を訪問 オッカンピティヤ村の象徴、ミニプラ山
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ジャーのアジス氏、考古局マーリガウィラ遺跡管理
事務所傭員のガーミニ氏（前回も雇用）、同ブドゥ
ルワガラ・サーキットバンガロー傭員のチャミンダ
氏を決定、村人募集にはガーミニ氏が当たり、レン
ジャーもさらに1~2名を要請する。以上は隊から1
日1200ルピーの日当を支払うものとする。

③ベースキャンプに常駐させるトラクターのチャータ
ー先としてウィタナーゲ氏を決定、1日5000ルピ
ーで途中補給・輸送等で移動のある日は8000ルピ
ーの支払いとする。また入域と引き上げ時にはソラ
ンナ氏のトラクターを1日12500ルピーでチャー
ターする（このうち前者は8月に直前キャンセル）。

④マーリガウィラ遺跡管理事務所に前回隊が預けた背
負子、ランタン、バケツ等の装備類はコロンボの考
古局倉庫にある残置装備とともに回収して使用す
る。

■ヤラ現地での自然保護区入域に関する情報
①ベースキャンプ予定地まではトラクターでアプロー
チ可だが、そこからタラグルヘラまでは徒歩移動で
1日は必要。日帰り往復は難しい。

②タラグルヘラ山中に水場はないので、前進キャンプ
を設営するなら水、食料の補給が必要。補給は村人
をポーターとして雇用可。

③前進キャンプで3泊（丸2日を探査・調査にかける）
を繰り返すのがベターではないか。途中撤収隊員と
補給のためベースキャンプの常駐トラクターを2回
ガルゲーと往復させる必要がある。

④前回の隊がベースキャンプで釣りによる殺生と飲

酒、肉食を行ったことは近隣に知られ、ジャングル
での戒を破ったため探査に失敗したと思われてい
る。

■コロンボでの交渉結果など
①新考古局長代行マンダワラ氏とは、この間、結局面
会できなかった。自然保護局への国立公園入域許可
申請は考古局長を通して行うが、そのための書類は
考古局長あての協力要請状とともに郵送すること
とした。

②8月の本隊に加わる考古局側メンバーは、探査課の
バンダーラ、チンタカ両氏が中心となって選抜す
る。写真部等にも参加要請をする。

③考古局倉庫に保管してもらっている日本側の探査装
備（タープ、テント類、炊事用具等の野営装備）の
状態は良好。8月にはすぐ取り出せるようチンタカ
氏が用意。

■新装備のドローンについて
①持ち込みと使用について規制の厳しいドローンにつ
いては、NPOから考古局への寄贈を前提に、考古
局装備として現場で使用したい旨を副局長のボラ
レッサ女史に伝え、内諾を得た。

②日本からの持ち込みと、考古局が使用する場合の国
防省の手続きについて、チンタカ氏が調査し、結果
をメールで東京に知らせることとなった。

③ドローン操縦のための現地側隊員のスマートフォン
や、周波数等については、寄贈する機種の現地使用
に関しても問題なく、予定通り進めることとする。

2018年隊　本隊行動記録
（まとめ・中森あさひ）

■隊活動日録
〈7月〉
29日…日曜日。松山（渉外）コロンボ着
30日…岡村（隊長）コロンボ着
31日…岡村と松山、スリランカ政府考古局で合同探
査隊編成について協議開始。P.B. マンダワラ局長代
行と面談し、局長名での自然保護局への入域許可申請
を依頼。了承を得たのち、探検課のT.M.C. バンダー

ラ氏、チンタカ・ウィジェトゥンガ氏と協議して、隊
員に写真記録課のパーリタ・ヘーラス氏と建造物修復
課の図面技術職員ジャガス・C. ウィジャラトゥネ氏
を加えること、コロンボ出発を6日とすることを決定。
上記結果を日本の事務局と隊員にも報告。
〈8月〉
1日…岡村と松山、考古局の前局長で文化・高等教育
省次官補のセーナラット・ディサナヤケ博士宅の新築
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祝いに出席、文化行政関係者や考古局副局長のP.
A.S.H. ボラレッサ女史らと同席・懇談、今後の協力
を要請する。
2日…岡村、松山はコロンボから現地への移動・輸送
手段となるマイクロバスを手配。6日からの入域拠点
となるブッタラの宿（2016年隊と同）を予約。木村、
吾郷、中森、橋富、石田の学生隊員5名と、コロンボ
での出発準備支援に当たるNPO理事の境がコロンボ
着。夕刻、翌日以降の予定を協議。
3日…装備、食料等の買い出し。
4日…装備、食料等の買い出し。甕（副隊長）と鈴木（調
査）がコロンボ着。全隊員が集合し、夕刻、スケジュ
ール等の打ち合わせを行う。
5日…日曜日。装備、食料等の買い出し。最終確認と
梱包。
6日…朝7時、日本隊9名は境の見送りを受け、手配
車両でコロンボ発。ラトゥナプラ、ウダワラウェ国立
公園経由の南ルートで午後16時ブッタラの宿「ディ
ルカ・ゲストハウス」に到着、4部屋を確保して投宿。
この日の電話連絡で考古局側の隊員4名は自然保護局
の入域許可未入手のためコロンボを出発できていない
旨を知る。

7日…岡村、鈴木、松山、石田の4名でマーリガウィ
ラの遺跡公園管理事務所へ。考古局傭員ガーミニ氏（隊
参加予定者）らと打ち合わせ。木村、吾郷、橋富、中
森の4名はブッタラ市内で装備、食糧品の買い出しを
行う。また、ブッタラの宿舎敷地内で初のドローン操
縦テストを試みた。計画上では明朝出発の予定であっ
たが、考古局と自然保護局間の入域許可交渉が難航し
ているため、日本側での協議の結果、出発を延期、考
古局の連絡を待つこととなった。

8日…ゲストハウスのオーナーの協力のもと、手分け
してブッタラ市内で食糧、装備品の買い出しを行う。
食料はブッタラの水曜市（定期市）で多くを購入した。
考古局による自然保護局との入域交渉は依然として難

1.ブッタラでの買い出し

2.素焼きのカメ入手

3.ドローンテスト



138 — 第三部 行動記録編

航しているため、ひとまず明日以降は近隣遺跡の調査
を行うこととなった。
9日…岡村、木村の2名で、マーリガウィラ遺跡公園
事務所を再訪し、近隣遺跡の情報収集を行う。明日は
オッカンピティヤ村近くのクンブッカン川右岸にある
ハベッサ遺跡を調査することになった。甕、鈴木、松
山、吾郷、中森、石田の6名は、宗教都市カタラガマ
へ往復し遺跡見学を行った。
10日…ゲストハウスを通じてチャーターしたトラッ
クに乗り、岡村、甕、鈴木、松山、木村、吾郷、橋富、
中森、石田の全隊員9人で朝9時に宿を出発、オッカ
ンピティヤを経て11時にハベッサ遺跡に到着。涅槃
仏などの測量を行う。12時40分に遺跡を出て14時
10分にゲストハウスに帰着。
11日…朝9時半に昨日と同じ全メンバーでチャータ
ーしたバンに乗り、ブドゥルワガラの磨岩仏の遺跡を
見学、ドローンでの撮影も予定して交渉したが、許可
は下りなかった。帰路、遺跡修復寺院のユダガナヴィ
ハーラを見学し、周辺遺跡の情報を収集。ゲストハウ
ス帰着後は、オーナーの案内で近くのマニク川まで歩
き、全員で水浴。
12日…日曜日。休息日として、松山、橋富、石田の
3名は、ゲストハウス主人が経営する宝石採掘場を見
学。木村はカタラガマの遺跡を見学へ。
13日…岡村、甕、鈴木、木村、吾郷、橋富、中森、
石田の計8名で、9時半にチャーターしたバンでブド
ゥルワガラの考古局サーキットバンガローへ。同所傭
員のチャミンダ氏（隊参加予定者）とコロンボのバン
ダーラ氏が電話で調査すべき遺跡を協議した結果、同
僚のナヤナ・クラマ氏を加えて、近くのセッラーバ遺
跡へ向かうことに。10時半に遺跡に到着、測量を開
始する。二時間半ほどで測量を終えた後は、そのまま、
遺跡の前に新設されたお寺を見学。住職の比丘と懇談
後、チャミンダ、ナヤナ両氏を送り、宿に帰る。また
この日、宿にいた松山のもとに考古局から連絡があり、
ヤラ国立公園への入域許可が下りたため、考古局隊が
明早朝コロンボを発つ旨を知らされる。
14日…松山、鈴木、木村、吾郷、橋富、中森、石田
によるヤティヤラトタ遺跡調査を実施。調査中、一時
ドローンが不時着したものの同遺跡管理のCCF（中
央文化基金）傭員らの協力で無事発見。岡村、甕は宿
で休養。深夜、考古局員を乗せた車両がゲストハウス
到着。これで全隊員がようやく集合した。
15日…ゲストハウスのオーナー及びマーリガウィラ

遺跡管理事務所から呼び寄せたガーミニ氏の協力のも
と、ブッタラの水曜市にて食糧の購入（木村、橋富、
石田）。吾郷と中森は考古局車両が運んできた隊装備

（2016年隊が考古局倉庫に預けていたもの）の確認
と洗浄、梱包を担当。夕刻、岡村、鈴木、バンダーラ
氏は昨日調査したヤティヤラトタ遺跡へ。計測のため
収集した土器片を遺跡に戻し、追加調査を行う。夜ま
でにバンダーラ氏が隊傭員として呼び寄せた各地の遺
跡管理事務所傭員らがバスなどで到着。
16日…早朝に団体装備・個人装備の最終梱包を行う。
朝食後、チャーターしたトラックに装備を積み込み、
ガルゲーの入域地点（ヤラ国立公園管理事務所）へ移
動。レンジャーのアジス、サナス両氏と合流。トラク
ター 2台への荷の積み替え。しかし、ここでワーデン

（国立公園管理事務所長）より分隊活動の禁止と、輸
送トラクターの同時移動が必須という新条件を突きつ
けられる。一部隊員の途中離脱（トラクター 1台での
輸送）を予定していた隊として条件変更を交渉したが、
拒否されたため、途中帰国しなければならない甕、松
山、鈴木の3人は入域を断念しなければならない事態
となった。10時半、3人に見送られてトラクター出発。
涸れ沢の渡渉等を経て、15時半にベースキャンプ

（BC）予定地のクンブッカン河畔に到着。2016年隊
がイリヤポラ遺跡調査の際に一時雨宿りした段丘上の
アーミーキャンプ跡（内戦中、陸軍の小部隊が駐留し
た小屋掛けの跡）は、完全に崩壊していたため川岸の
砂地を整地し、全員でBC設営作業を行う。甕、松山、
鈴木はヒッカドゥワへ移動。その後順次帰国へ。

17日…木村、吾郷、バンダーラ、ジャガス、チンタ
カの5人と、レンジャー 2人でタラグルヘラ遺跡への
ルート偵察を行う。他のメンバーはBC整備。偵察では、
まずトラクターで最も遺跡に近づける場所を探して約
1km東のピティヤ（ジャングルの裂け目に広がる草
原、原野）へ。そこから徒歩で1時間ほど密林内を南

4.入域
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進した。大きな岩山が現れたので登って南の方角を見
ると僅かにタラグルヘラの山頂を視認することができ
た。今回重要となるGPSも問題なく使用できたため、
この岩山から来た道を引き返し、偵察は終了。夜、翌
日以降の行動確認のミーティング。第一次探査のメン
バーを決定し、装備などを準備。留守部隊の中森、石
田をはじめ不寝番（キャンプ周囲の焚火番）の交代要
員は夜通し川水煮沸の飲料水づくりに当たる。

18日…朝7時、一泊二日の予定でタラグルヘラ遺跡
探査に出発。メンバーは岡村、木村、吾郷、橋富の日
本人4人と、バンダーラ、パーリタ、ジャガス、チン
タカの考古局員4人、それにレンジャー 2人とポータ
ー 4人が加わる総勢14人。前日の偵察最終地点を経
てGPSで直進軸を定め、ジグザク幅を極力狭めて進
んだ結果、午後2時過ぎにはタラグルヘラ山域（とい
うより緩やかな丘陵地）の北端に到達。直後に岩陰遺

跡を発見。測量後南進して沐浴池跡と第2の岩陰遺跡、
次いで小岩丘上の仏堂跡や樹林中の石柱群などを次々
と発見した。タラグルヘラ頂上の巨岩を望む小岩丘の
広い岩棚にグラウンドシートを広げてビバーク。夜間
小雨がぱらつき、明け方近くには背後の樹林斜面側に
設けた焚火近くにクマが出没するも大事なく夜明けを
迎えた。一方、BC要員の中森、石田は残留傭員らと
ともにBC環境の整備。夜は対岸に水牛の大群が現れ、
水音を立てて渡渉してきたが、焚火のあるキャンプ地
を逸れて大事には至らなかった。
19日…日曜日。調査隊は6時半にビバーク地を出発。
複数の石柱群や建造物基壇などを発見・測量しつつ南
のタラグルヘラ山頂へ向かって進み、8時、山頂の巨
岩直下の岩陰遺跡に到達。その後、巨岩背後の掘り込
み階段遺構を辿って頂上へ。山頂の仏塔跡や刻文など
を発見。視界360度のジャングルと、南東の海まで
が見渡せる山頂では電波が通じたため、まだスリラン
カ国内にいた甕、松山、鈴木の3隊員と東京の派遣本

5.BCの火の番

6.タラグルヘラへの道

7.タラグルヘラへ

8.山頂が見えた
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部の境本部長に電話報告。遅い朝食を摂り帰途につく。
ほぼ往路に近いルートを辿って14時過ぎBC帰着（18
～ 19日の行動詳細は別途記載）。この日、考古局側
の意向やポーター傭員の疲労度の問題もあり、協議の
結果、翌々日にはBCを撤収し、ガルゲーを拠点とし
た遺跡探査に移ることが決定された。
20日…休息日としたが、午前中は2016年隊が対岸
側で調査したイリヤポラ遺跡の再調査を行う（岡村、
木村、吾郷、橋富、中森、石田、考古局員3名、レン
ジャー 2名、傭員4名）。直線距離で1km足らずの位
置にある遺跡だが徒歩では探し当てられず、ドローン
を上げての偵察でようやく到達、再調査と考古局員へ
のドローン操縦訓練を行うことができた。午後は団体
装備・個人装備の荷づくりをして翌日のBC撤収に備
える。
21日…午前9時までにBC撤収の作業を終え、トラク
ターで往路と同じ道を辿る。午後2時半にガルゲーの
国立公園管理事務所に到着。事務所敷地の建物の軒先
と前庭を借りて再びBCを設営する。木村ら数名は現
地スタッフ数名を伴い、南のセッラカタラガマで水や
食糧の購入を行う。
22日…ガルゲー BCからトラクターで出発し、西に3
㎞ほどのインディゴラ遺跡を調査。石柱群と外郭石列
のみの遺跡で、散乱する瓦からアヌラーダプラ時代の
遺跡だと推定。その後再びトラクターで移動し、ウェ
ヘラガラサーヤ遺跡へ。岩丘頂上に修復済みの仏塔が
あるが、これはヤラ国立公園側による考古学的手法を
無視した修復であるという。その後、古代貯水池を再
整備したウェヘラガラ大貯水池（マニク川水系）を見
学し、BCへ帰着。昼食は再びBCを出て東へ1kmほ
どのパスケマへ。岩丘斜面にパタハ（貯水岩窟）が多
数点在する古代の水場でが、全体の分布を把握するた

め、ドローンを飛ばし俯瞰写真を撮影した。また、こ
の日橋富は単身BCキーパーとしてサルの大群から装
備食料類を守り、点検などを担当。
23日…全員でBCを発ち（装備食料類は建物倉庫に
保管を依頼）、トラクターで自然保護区南東12kmの
ピリマガラ遺跡へ。岩丘上の仏塔跡や仏堂跡、建造物
跡、岩陰遺跡、パタハなど多くの遺構を発見し、測量。
午後には、往路を引き返し、途中のマルワーリヤケマ
遺跡へ。北端の岩壁下で岩窟遺跡の奥壁にスリランカ
の原住民ヴェッダ族が描いた壁画多数を発見。これま
でにない絵の意匠が含まれており、タラグルヘラ遺跡
の発見と並ぶ今次遠征の最大成果となった。BC帰着
後、夜はワーデン（ヤラ国立公園管理事務所長）らを
交え、全スタッフ、傭員らと別れの宴会を催す。
24日…朝からBCの撤収を行う。不要な装備、余っ
た食糧などは現地傭員らに配分、次回遠征で用いる野
営装備類は考古局倉庫で保管してもらうため、コロン
ボに帰る考古局車両に積み込む。また考古局に寄贈す
るドローンの引き渡しを行い、傭員には給与の支払い
を済ませて、合同隊をそこで解散。日本隊は皆に見送
られてチャーターした中型トラックでガルゲーを後に
した。この日は出発拠点となったブッタラのゲストハ
ウスに戻り、各人が持ち帰る団体装備の確認と振り分
けを行う。
25日…ゲストハウスで終日、今遠征で調査した各遺
跡のデータ整理作業に当たる。
26日…ブッタラで遠征隊をひとまず解散。岡村、木村、
吾郷、中森、石田の5名はチャーターした車でコロン
ボへ移動。橋富はブッタラから東海岸の旅行へ。その
後岡村はコロンボなどで残務整理、各隊員は国内旅行
などを経て順次帰国した。

2018年隊　各局面の行動記録

■活動終了後の現地報告（日本への第一報）
▼タラグルヘラ山遺跡の発見に成功、別遺跡で先住民
の岩絵も発見
　8月6日にコロンボを発ったNPO南アジア遺跡探
検調査会の「スリランカ密林遺跡探査隊2018」（ス
リランカ政府考古局との合同隊）は、曲折の末に8月

18日、同国南東部のヤラ自然保護区のジャングルに
ある目的地のタラグルヘラ山に到達、翌日にかけて山
頂の仏塔跡や付近の岩窟寺院跡、密林中の建造物跡な
どを次々と発見したほか、23日にはマルワーリヤケ
マと呼ばれる孤立岩丘の岩陰で先住民ヴエッダ族の岩
絵を発見するなど多くの成果を上げて、26日夜にコ
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ロンボに帰着しました。
　クラウドファンディングや直接のカンパなどで多く
の方々のご支援や声援を受けて実行できた今回の活動
でしたが、無事に所期の目的を果たせて本当にホッと
しています。みなさま本当にありがとうございました。
　また、日本隊（岡村、木村、吾郷、中森、橋富、石
田の6人）は、ネット環境のないブッタラの宿で遺跡
測図などの整理を行っていたために、一足先にコロン
ボに帰ったスリランカ政府考古局探査課の探査主任
T.M.C.Bandara氏のフェイスブックをシェアするだ
けで、ご報告が遅れたことも申し訳ありませんでした。
　自然保護のために厳格な立ち入り規制が敷かれてい
るヤラ地方のジャングルに入り、遺跡を探査するとい
う今回の企画は、4年前（2014年）に岡村が企画し
てスリランカ考古局に働きかけ、2年前の2016年に
合同隊での入域には成功したものの遺跡発見には至ら
ず、今回は再挑戦の形で実行したものでした。しかし
入域直前までスリランカ自然保護局と考古局間の折衝
が難航し、結果的に日本隊では休暇期限のある社会人
の隊員3人（甕、松山、鈴木）が入域を断念して帰国
したほか、ポーターとして雇用予定だった村人も入域
を拒否されたため、ベースキャンプと前進キャンプと
の補給線が作れず、作戦の練り直しを迫られました。
　結局は、ベースキャンプ設営後に一日の偵察を試み、
あとはGPSを頼りに最低限の水と食料を持って一泊
のビバーク形式でタラグルヘラ山へ向かうという、賭
けのような行動形態になり、それが前回とは違って見
事に一発で成功したというのが正直なところです。
　ただ、GPSがあるとはいっても、視界がまったく
閉ざされ、まるで鉄条網をまとめて置いたように有刺
植物が繁茂するジャングルでは、直進はできず、かす
かな獣道（ゾウの道）を拾いながら、腰をかがめ、鉈
を振るってジグザグに進むありさまで、水も食料も不
足したため、隊員にとっては結構きつい道中でした。
それでも成果があげられたのは、これまでの45年間、
この一連の密林遺跡探検を応援してくださった方々の
おかげだと思い、深く感謝しているところです。
　発見したタラグルヘラ山遺跡は、百年以上前に英領
セイロンのイギリス人測量隊が所在を確認して「1イ
ンチ＝1マイル地図」に記載したものの、その後は探
検も調査もされずにジャングルに埋もれていたもの
で、頂上岩盤に仏塔跡の煉瓦片とともに残る刻文が判
読不明ながら初期ブラーフミー文字であるところか
ら、紀元前3世紀から紀元1世紀ごろのものとわかり、

また頂上からは南に海も望めるため、古代の航海者に
とっては白亜の仏塔が灯台（ランドマーク）の役割も
果たしていたのではないかと推測されて、同行のバン
ダーラ探査主任らは「スリランカ考古局128年の歴
史で初めての快挙だ」と喜んでいました。
　また、マルワーリヤケマの岩陰で発見したヴェッダ
族の岩絵には、これまでスリランカ国内で発見されて
いる80 ヶ所ほどの岩絵にはない線画の意匠（ワニか
インドリクオオトカゲの絵）や、何らかの数を表す点
文様があり、これも重要なものとなりそうです。私た
ちにとっても、1993年に法大隊がウェッタンブガラ
という遺跡でヴェッダ族の岩絵を発見してスリランカ
政府が調査研究と保護に動いたとき以来の成果となり
ました。
　今回の探査では、周辺を含めて全11 ヶ所の遺跡を
発見・確認・調査して測図や写真に収めることができ
ました。またドローンによる空撮も行い、そのドロー
ンをNPOから考古局に寄贈して操縦指導を行うとい
うミッションも果たせました。これらについては本報
告書中のそれぞれの項目をご参照ください。（この項、
NPOホームページから一部修正して転載）

■入域以前の周辺遺跡調査
　8月6日、日本側隊員の9人はコロンボからブッタ
ラの町へ移動、2016年隊がジャングルへの入域拠点
とした「ディルカ・ゲストハウス」（Dilka Guest 
House）に入ったが、そこでスリランカ政府考古局側
の隊員が到着するのを待つ期間は、想定をはるかに超
えて長引いた。考古局側の到着が遅れたのは、同局局
長を通して申請してあったスリランカ政府自然保護局
からのヤラ国立公園への入域許可（特別許可）の認可
が遅れたからであり、入域人員等をめぐる役所間の交
渉が難航していたからであった。

ブッタラの宿からハベッサ遺跡調査に出発
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その難航の様子は日本隊のブッタラ到着の翌日には伝
えられたため、私たちは入域準備と並行してブッタラ
周辺の遺跡を調査する計画を立て、遺跡情報の収集に
とりかかった。まず8日の水曜日はブッタラの定期市

「水曜市」が開かれるため、その日は食料等の買い出
しに当てることとして、9日に岡村、木村がマーリガ
ウィラ村の遺跡管理事務所での聞き取り調査を行い、
甕以下の隊員は留守番の橋富を除いてカタラガマの遺
跡見学へ。その結果、翌10日にクンブッカン川右岸
のハベッサ遺跡の調査を行うこととなった。
　当日、宿の主人の仲介で軽トラックをチャーターし、
オッカンピティヤ村経由でクンブッカン川の橋を渡る
と、一面はジャングルが切り開かれた畑混じりの原野
だった。訪れたハベッサ遺跡は、岩陰に涅槃仏が残り、
半ば崩壊した仏塔も煉瓦積みの伏鉢が原形を残して、
周辺には石柱群の建物跡も散在する広い寺院遺跡だ。
涅槃仏が完全に修復されている一方、ブルーシートが
一部にかけられた仏塔の麓には発掘のトレンチがその
まま残るなど、調査途上で放置された感もある。すで
に調査された遺跡であることを前提に、私たちはここ
でタラグルヘラの岩窟遺跡を想定しつつ、訓練を兼ね
た測量と、ドローンでの撮影訓練を行った。帰りには

オッカンピティヤの遺跡修復寺院、デマタマル精舎
（Dematamal Viharaya）に立ち寄り、過去唯一の出
土例だという「二人の神像が刻まれたガードストーン」

（建物玄関部の守護石）などを見学した。
　11日はマイクロバスをチャーターし、全員でブド
ゥルワガラ遺跡へ。考古局のサーキット・バンガロー
ではコロンボから来た修復課の数人が小仏像など出土
品の修復作業をしていたが、職員や傭員の姿はないの
で日本人だけで遺跡地点へ。七体の巨大摩崖仏が刻ま
れた岩壁前は海外からの観光客で賑わっているが、そ
の手前の寺院遺跡には人影もない。この日はここで伽
藍配置の測量法を復習し、摩崖仏（密教系の仏と菩薩）
ではその特徴や着目個所などを再確認した。帰りには
遺跡修復寺院のユダガナ精舎に寄り、修復中の大仏塔
などを見学する。そして翌12日は日曜日のため休養
日とし、鈴木だけがハベッサ遺跡で収集してきた土器
片の計測作業に当たった。松山は橋富、石田とともに
宿の主人に同行してモナラーガラ北方のビビラの町
へ。宿の主人はその郊外に宝石の採掘場を持ち、とき
に遺跡や遺物に掘り当たるという。夕刻には以前に出
土したという密教法具の「三鈷」を見せてくれた。甕
は中森、吾郷にドローン操縦の訓練を施す。

採集土器片を調べる鈴木隊員ハベッサ遺跡の涅槃仏を調査

セッラーバ遺跡前の新寺院で比丘の話を聞くセッラーバ遺跡の各遺構を測量
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　13日には松山をコロンボとの連絡係として留守番
に残し、再びブドゥルワガラの考古局サーキット・バ
ンガローへ向かった。隊に同行予定の傭員チャミンダ
と会い、コロンボのバンダーラと電話協議の結果、北
方のセッラーバ遺跡へ。ここも発掘・修復された広い
遺跡だが、正確な平面測図をとることにして測量開始。
上に登れない半修復の仏塔は甕がドローンを駆使して
調査した。2時間半ほどで調査を終え、谷を挟んだ門
前に新しくできている寺院で住職の比丘に挨拶。宿に
帰るとコロンボのバンダーラから松山に連絡があり、
入域許可証が明日下りるとのこと。考古局チームの到
着は明日夕刻になるので翌日昼間はさらに調査を続け
ることとした。
　その14日は、岡村、甕は考古局側を待つために宿
にとどまり、他はチャーター車でヤティヤラトタ遺跡
の調査へ。ダブルプラットフォーム（連結基壇）と石
階段の沐浴場跡がきれいに残る寺院遺跡で、地上での
測量のほかドローンでの撮影に力を注いだが、途中ド
ローンが不時着、行方不明となった。しかし着陸時の
手元の映像を見せた地元民の協力で場所を特定でき、
無事回収。帰宿後、鈴木は採集土器片の計測作業。夕
刻になって考古局車両が到着した。夜は松山の通訳を
介しての全隊員による打ち合わせ。そして翌15日、
土器片を採集場所に戻す鈴木に同行して岡村とバンダ
ーラがヤティヤラトタ遺跡へ行き、一部確認調査を行
って一連の事前調査は終了した。
　8月6日のブッタラ到着から16日の入域に向けて

の出発まで、実質10日間もの期間をブッタラで過ご
した日本隊は、食料買い出しなどの準備に当たる一方、
このように遺跡調査を進め、本報告書にもその成果を
収録したが、残念なことに、甕、松山、鈴木の社会人
隊員3人にとってはこれが本遠征における調査活動の
すべてとなってしまった。16日の入域直前に示され
たヤラ国立公園側の新条件によって、予定した日の途
中出域が不可能となり、入域自体を断念しなければな
らなくなったからである。あと5日、自然保護局から
の入域許可が早く下り、考古局側の合流が早ければ、
全員でタラグルヘラ山を目指せたのにと思うと、悔や
むところはあまりに多い。しかし、この3人が快く入
域中止を表明し、ガルゲーの国立公園入口から隊を送
り出してくれたおかげで、その後の探査に続く道は支
障なく開かれたのだった。

■タラグルヘラ山へのアプローチ
　8月16日午前10時半、甕、松山、鈴木の3人に見
送られ、ガルゲーのヤラ国立公園管理事務所を発った
探査隊は、ジャングルの中の廃道を北東へ進み、約5
時間後にベースキャンプ（BC）予定地のクンブッカ
ン河畔に到着。今度はそこから、第一目的地のタラグ
ルヘラ山を目指すこととなった。
　2年前には3度試みて失敗し、今回は結果的に1回
で成功することになるタラグルヘラ山遺跡へのアプロ
ーチだが、前回の失敗の原因となり、今回も苦しめら
れたのは、まるで鉄条網の廃棄場を思わせるほどに激
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しく繁茂する有棘低木帯の広がりだった。
　枝に弾力があって跳ね返り、またトゲの密生する蔓
草が衣服や肌に絡みついてくるためにナタで切り開く
こともできないこの有棘植物のブッシュ帯を避けて、
ゾウや野牛やクマやヒョウが何度も通った獣道を探し
出してはジグザグに目標に近づいていくのが、ここで
の行動様式である。
　2016年には、先頭に立った村人が、勘だけに頼っ
てその獣道の大迂回を繰り返したため、毎回時間切れ
で引き返さざるを得なくなったが（夕刻からは野獣の
危険性が増して行動できなくなる）、今回はGPSを大
いに活用して日本側の主導で最短のジグザグ・ルート
を選んだ結果、運よく夕刻前には山麓に着いて、最初
の岩陰遺跡を発見、比較的安全なビバーク場所も確保
することできた。その行動の経緯を追ってみよう。

　8月18日午前7時にクンブッカン河岸のBCをトラ
クターで発ち、東へ1kmほど離れたピティヤ（ジャ
ングルの裂け目の草地、原野）から徒歩で密林に踏み
込んだ隊は、30分ほどで前日に偵察隊が引き返した
地点の小岩丘に着いた。メンバーは日本側が岡村、木
村、吾郷、橋富の4人、スリランカ考古局側もバンダ
ーラ、チンタカ、パーリタ、ジャガスの4人、それに
レンジャー 2人とポーター兼助手が4人で、総勢14
人である。
　その14人の長い隊列が、偵察最終地点から真南に
進路の軸を定め、軸から東西に100m以上は逸れない
よう心掛けながら樹林帯を進むのだが、隊員各自は1
人7リットルずつの水と装備、食料を背負い、ポータ
ーは25キロほどの荷を負っているので、決して歩み
は早くない。が、当初は樹林の下生えも少なく、藪が

頂上から360度の視界を眺める木村 ブッシュ帯を探索しながら進む

頂上で部旗を広げる日大探検部の吾郷と橋富巨岩南斜面の階段を辿って頂上へ

ブッシュ帯で石柱群の遺構を発見 頂上巨岩下の岩陰遺跡



2018年隊　本隊行動記録 — 145

あっても獣道がいい具合についていたため、順調に進
むことができた。
　途中、蛇行する支流の涸れ沢に出合い、しばらく砂
地の河床を辿ったのちに、針路を逸れたところで再び
樹林の藪地に踏み込む。ブッシュは次第に濃くなるも
のの、長柄のナタを持った先頭のチャミンダ（考古局
ブドゥルワガラ・バンガローの傭員）が場所を選んで
切り開いてくれるので、次の獣道へ出るのは容易だっ
た。このチャミンダは隊全体への気配りが利くだけで
なく、常にこちらのGPSでの進路確認（吾郷と橋富
が担当）を受けて動くので、その人柄と能力と連携の
良さが成功のカギだったかもしれない。昼ごろには大
きく小高い岩丘にぶつかり、北東斜面を途中まで登っ
て南側を偵察しようとしたが、岩を南側に回り込めな
いため、そこで昼食とした。岩には斜面の中腹にまで
ゾウの糞があり、上部からは北東側のジャングルが地
平線まで見渡せた。
　岩を下り、麓を回り込んで、再び南進。地面に平ら
な露岩帯が混じる一方、明瞭な沢とも言えないが雨季
には水路になると思われる地形の筋が現れ始め、やが
て森林が途切れて南側が見渡せる場所に出た。前方の
ジャングルが盛り上がり、遠方の小高い山の頂上から
さらに四角い巨岩が聳え立っているのが見えた。タラ
グルヘラ山の頂上だ。GPSと地図で現在地を確認す
ると、すでに山域の北端に入っていることが分かり、
すこし不思議な気分にとらわれる。
　2年前にタラグルヘラ山の北端に達したとき（木村
と吾郷もメンバーだった）、そこは急峻な岩丘斜面と
長い岩壁が続く場所だったのに、今いるのはなだらか
な地形の場所で、ここまでのルートも決して険しい地
形ではなかった。山というより緩やかな広い丘陵地を、
傾斜も感じることなく歩いてきた印象でしかない。こ
れはどうしたことなのか。
　のちに調べ直した結果では、2年前の隊がたどり着
いたのは、どうやら山域の北西側に尾根状に広がる露
岩帯の麓だったようで、付近にはそうした低平な露岩
丘が数カ所広がっていた。たまたまその末端が切れ落
ちている場所に北西側から近づいて引き返したため
に、タラグルヘラの地形は険しいという印象が強く残
ったのだろう。翻って今回は、真北ないし北東側から、
丘陵地の浅く広い鞍部のような場所を辿ってきたため
に、なだらかな印象しか残らなかったようだ。
　その後、山頂の巨岩が見えた方角に再び樹林帯を進
んでいくと、少し開けた砂地の場所に出た。そこに低

い平らな岩があり、見るとそのふもとに岩陰がある。
見事にカターラン（岩伝いの雨水が岩陰内部に入り込
まないよう間口上部に帯状に彫られた小庇、あるいは
溝）が刻まれた岩陰遺跡、つまり比丘（修行僧）の住
居跡だ。タラグルヘラで最初の遺跡との遭遇だった。
岩陰内部には遺物は何もなかったが、測量をして、そ
こからさらに細い岩尾根伝いに南へ進む。岩尾根が切
れ落ちる場所まで来ると、今度は泥水をたたえた池が
現れた。沐浴場の跡である。その向こうには山頂の巨
岩が近づいて見え、どうやらタラグルヘラ遺跡の核心
部へたどり着いたらしい。午後2時を過ぎようかとい
う時刻だった。
　そして、その後の時間は夕刻まで忙しく過ぎ、隊は
周辺探査の結果として、もう一つの岩陰遺跡と小岩丘
上の仏堂跡、その麓の樹林中の石柱群、平地の露岩帯
に残る建造物基壇跡などを次々と発見、それぞれ測量
調査したのち、ビバークの準備にとりかかる。
　ビバーク場所に選んだのは、沐浴場跡の池のほとり
にあって片側が崖となっている岩丘の岩棚だった。下
からは獣が上がって来られず、背後の密林斜面にだけ
気をつければよい広い岩棚で、岩盤のテラスにブルー
シートを敷いてみんなが横になることができた。少量
の水で調理できるスリランカ製の焼きそばを食べ、星
を見ながら横になる。夜中、背後の密林側で焚いてい
た獣除けの焚火のすぐ傍までナマケグマがやってき
て、しばらくうろつきまわったというが、日本人隊員
は皆、熟睡していて気づかなかった。火の番をしてい
た考古局助手も銃を構えていたレンジャーも、起こす
に及ばずと判断したらしい。
　その一夜が明けた翌日、早朝からの探査は、ブッシ
ュ帯での複数の石柱群や山頂直下の岩陰遺跡発見、そ
して山頂巨岩上の仏塔跡と刻文の発見へと続いていっ
た。

■タラグルヘラ山頂の謎
　探査隊が8月19日に到達したタラグルヘラ山の山
頂はジャングルに覆われた丘陵上に高さ25m×長辺
27m×短辺15mほどの直方体に近い巨岩がドンと据
えられ、その上にまた7m立方ほどの大岩が載る奇怪
な形を呈していた。
　下の巨岩の北裾には浅い岩窟（岩陰）があり、自然
の岩窟の間口上部の岩角に、雨水が洞内に伝い落ちる
のを防ぐための「カタ―ラン」という水切り溝が彫ら
れている。床や内部岩壁には白い古代セメント（石灰
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岩を焼いて作る）が塗られた内装の跡が残ることから、
きちんとした岩窟寺院だったことがうかがえるが、仏
像などは残っていなかった。
　岩窟寺院の西側を回りこんでジャングルの斜面を登
ると、岩の裏側（南側）は、やや傾斜が緩み、そこに
岩盤を彫り込んで作った階段が施されていた。頂上に
乗る大岩の下まで続く階段を上ると、北側のちょうど
岩窟の真上あたりに仏塔跡があり、完全に崩壊しなが
らも煉瓦片の低い土盛りが残っていた。ほぼ垂直に切
れ落ちる巨岩上の平坦地は7m四方ほどの狭さで、崖
の縁の岩盤には墜落防御の柵を施したと思われる柱穴
の跡が見られた。
　また、煉瓦片が散乱する仏塔跡の東側では、岩の表
面に掘られた刻文が見つかり、5~6文字ほどが確認で
きたが、摩耗が激しく、判読はもちろん拓本転写も不
可能だった。しかし文字形は初期ブラーフミー文字（古
代インドの文字で東南アジアや南アジアの各言語の文
字の源流となった）と判断できたため、この仏塔が紀
元前3世紀から紀元1世紀ごろにはすでに造られてい
たことが判明した。この無人の大密林にも、当時は村
や田畑が開け、人々が寺や僧侶を支えるだけの文明が
栄えていたのだ。
　ところで、タラグルヘラ山を実際に踏査して、もう
ひとつ判明したのは、地図の間違いだった。現在のス

リランカ政府が発行する「5万分の1地図」では、山
頂は800mの等高線の中に描かれているため、標高
50m以下のベースキャンプからかなりの登りを覚悟
してアプローチしたのだが、水平移動の厳しさで感覚
が狂ったのか、その実感がない。頂上で3つのGPS
を出して測ると、いずれも240m前後を示している。
そこで分かったことは、スリランカ政府が新地図を作
るにあたって、約100年前の英領セイロン政府が作
った「1インチ＝1マイル地図」（約6万分の1地図）
から不用意なコピーをしたという事実だった。英領時
代には標高もフィートで示され、500フィートの等高
線にはその数字が入って、山頂標高も「818」と記さ
れていたが、新政府はそれを換算せぬまま（換算すれ
ば249.3mだが）メートル法の地図に単純コピーして
いたのだ。これにはスリランカ政府考古局のスタッフ
も日本人も大笑いする結果となった。
　ただ、たかだか標高240mといっても、ジャングル
の大海に屹立する岩峰からの眺めは素晴らしかった。
周囲360度、地平線までのジャングルで、南にはご
く薄い線のように海も望める。これは筆者がこの45
年間のスリランカ探検で見たどの景色よりも素晴らし
かったということだけは言っておきたい。

旧版の1インチ1マイル地図 (フィート表示)

新版の5万分の1地図 (メートル法)

山頂仏塔を測量する考古局員

巨岩の頂上にはさらに二つの巨石が
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■ピリマーガラ遺跡の現実
　長く続いた内戦の末期に、戦闘のない場所というこ
とで企画したマハウェリ川中流左岸域（スリランカ中
東部）での活動を2009年から2013年にかけての4
回の調査で一段落させたのち、私たちが目を向けたの
が島の南東部のルフナ地方での探検調査だった。とく
に厳しい入域規制が敷かれ、これまでまとまった調査
もなされていないことから「考古学上の空白地帯」と
されてきたヤラ国立公園内のジャングルで、未知の遺
跡を発見し調査することはNPO発足時点からの目標
のひとつであり、内戦も終わったことで、ようやく本
来の目標に向き合える時機が訪れたとも言えた。
　その「考古学上の空白地帯」に最初に手を付けるに
あたり、まずは外側との境界に近いという理由からタ
ラグルヘラ山の遺跡探査が目標となったのだが、同じ
理由から候補地となっていたのがピリマーガラの遺跡
だった。北側のクンブッカン川から南のジャングルに
分け入り、タラグルヘラ山を目指すのか、それとも西
側のブッタラとカタラガマ間の道路から東のジャング
ルに分け入ってピリマーガラを目指すのか、結局は過
去の活動で縁のあった（法大隊が1985年、1993年、
2003年に足を踏み入れている）クンブッカン川を入
域拠点とするタラグルヘラ山探査に目標は定まった
が、ピリマーガラもいずれは訪れなければならない場

所ではあった。
　英領セイロン政府が約100年前に発行した「1イン
チ=1マイル地図」（約6万分の1地図）を見ると、ピ
リマーガラには地名とともに遺跡地点であることが記
載されているが、さらに「Sportsman’s Camp Site」

「Habitable Cave」「Water in August」などの記載
も付されている。これらは英領時代、このジャングル
に狩猟に入る英国人（スポーツ・ハンティングをする
人＝「スポーツマン」）のための記載と思われたが、
他に類例を見ないその情報量の多さが不思議だった。

「ピリマーガラ」とは「仏像のある岩丘」の意味であり、
そのこととの関係も気になっていた。
　そのピリマーガラにトラクターで日帰りできるとわ

"Habitable Cave"とされた岩陰遺構

仏堂跡の敷地 建造物跡に残る石板

ドローンでの撮影を試みる 乾季でもきれいな水が残るパタハ
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かったのは、タラグルヘラ遺跡の発見後、ベースキャ
ンプをガルゲーのヤラ国立公園管理事務所敷地に移し
た直後である。サファリ客や村人らの一般人は行けな
いが、レンジャーらにとってはパトロール・ルートの
途中にあって、よく知られた遺跡らしい。そう聞くと
興味は半減するが、調査報告はなされていないし、と
りあえず行く必要はあった。
　8月23日、日本側の全隊員と考古局のバンダーラ、
チンタカ、パーリタ、それにレンジャー 2人と助手ら
を乗せたトラクターは、先日引き上げてきたクンブッ
カン川へ続く道路を途中まで行き、南へ分岐する道に
入った。ジャングル道は途中、貯水池跡の広い湿地を
越えて続くが路面の状態は良く、約2時間半で何の苦
労もなく遺跡に着いた。岩丘に上って調べると、仏堂
跡と思えるところに仏像はなく、それどころか、いく
つかある建造物の敷地跡はすべてがきれいに撤去さ
れ、整地されたキャンプサイトのようになっている。
頂上仏塔跡だけは遺跡らしさを示しているが、あとは
立派なパタハ（貯水岩窟）と比丘の住居跡の岩窟（岩
陰）だけが目立つ程度だ。
　パタハには確かに8月でもきれいな水が溜まり、す
べてが取り払われた岩窟もハンターらの寝泊まりには
最適と思われた。100年前の地図には、そこから東の
ジャングルへ続く歩道の線も描かれているから、多く

の英国人ハンターたちがここを足掛かり（ベースキャ
ンプか）にして、さらに奥地へ狩猟に入っていったの
だろう。ここはそうした「歴史的地点」でもあったの
だ。そのことと、この古代遺跡が人工的に片付けられ
て、きれいさっぱり「もぬけのカラ」になっているこ
ととは関係がある。
　来る前には想像だけが膨らんで期待していたもの
の、実際に来て見た現実の姿には失望する――。ピリ
マーガラは結局、そのような遺跡ではあったのだが、
そうしたことに左右されずに淡々と実測をして、図面
に盛時の姿を再現するのも私たちの仕事だ。そしてや
がては、ここからさらに東のジャングルに踏み込んで、
同じ作業を続けなければならないだろう。未知への夢
は途切れさせずに、ひとつひとつの遺跡の調査を一里
塚としつつ、その先へ歩み続けなければならないのだ。
　岩丘を吹き渡る風が比丘らの黄色い袈裟を翻し、仏
像が陽を受けながら麓の田畑を見下ろしている……。
現場で体感し、測量図面から広がってくる、例えばそ
んな古代の情景を胸に、私たちはピリマーガラを後に
した。

■ヴェッダ族岩絵の発見
　8月23日、ピリマーガラ遺跡からの帰りに立ち寄
ったマルワーリヤケマ遺跡でのヴェッダ族岩絵の発見

壁画の全体像を記録する壁画にはさまざまな意匠の絵が

マルワーリヤケマの岩陰 壁面に残るヴェッダ族の岩絵を調査
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は、タラグルヘラ遺跡の発見と並ぶ今次遠征の成果と
なった。
　ここには午後2時ごろ、もともとは岩丘の上部にあ
るという遺跡を見るために脇道に入って立ち寄ったの
だが、トラクターを止めた場所がよかったことが偶然
の幸運を呼び寄せたと思われる。入り込んだ脇道は修
復された貯水池の土手上に続いていて、トラクターは
その土手の手前（南西端）に止まり、私たちはそこか
ら岩丘の上部を目指すことになった。
　まず、東側のジャングルの藪地に入り込み、岩丘の
北麓を回り込むようにしばらく進むと、斜面の藪の間
に小さな露岩が現れて、その先が急斜面の谷となるた
め進めなくなる。そこで露岩の急斜面を攀じて、また
藪に入り、木の枝や根をつかみながら直登気味に登っ
ていくと、広い棚地（テラス）に出た。麓からの高さ
20mほどのその棚地は横に細長く伸び、下からは木々
に遮られて見えなかったが巨大な垂直の岩壁が上に聳
え立っている。そして左手（東側）を見ると、その岩
壁が大きく窪んで棚地の上に庇をつくり、棚地は長大
な岩陰（浅い岩窟）となっていた。さらによく見ると、
その岩庇には外の岩から洞内に雨水が伝い流れてこな
いよう、カターラン（帯状の小庇）が刻まれている。
そこが比丘の住居兼修行場、あるいは岩窟寺院であっ
たという遺跡の証拠だ。
　棚地を辿って岩陰に入り込んだ隊の先頭付近から、
どよめきが聞こえてきたのは隊員の半数が棚地に上が
ったときだった。仏像でも発見したか、と思って近づ
くと、岩陰は外岩の突起と棚地の地面の石列によって
2つの部屋に分かれたような構造になり、その奥（東）
側の部分に皆が集まって奥壁に見入っている。岩絵だ
った。
　学生たちは当初混乱したようであったが、これはこ
の地で栄えた仏教文明、すなわち古代シンハラ文明が
13世紀までに滅亡し、ここに居住した僧侶らが去っ
たのちに、打ち捨てられた岩陰にヴェッダ族が入り込
んで描いた絵だった。有史以前からつい最近の20世
紀後半までジャングルで非定住の狩猟採集生活を送っ
てきたヴェッダ族にとっては、こうした岩陰は格好の
臨時住居となっただろう。
　その岩陰に奥壁をざっと見まわしていくと、白く太
い線模様で動物らしき絵がいくつも描かれている。な
かには何を表すのか分からない絵もあるが、その数お
よそ30点。ちょうど絵のあるスペースの真ん中あた
りに、奥壁にくっつく形で大きなアリ塚が残っていて

絵の一部を隠していた。
　岩絵のなかでは、ワニかタラゴヤ（インドリクオオ
トカゲ）を描いたと思われる絵が最も目立つが、他に
もゾウや弓矢を持った人間なども見て取れた。色が薄
れて消えかけた塗り絵もあり、バンダーラとチンタカ
がひとつずつ確認しながら記録していく。多くの点模
様で描かれた絵が3 ヶ所以上もあって、線模様の画法
とともに「これまで報告例がない、新発見だよ」とチ
ンタカがスケッチしながら、興奮した声で語りかけて
きた。
　バンダーラとチンタカによれば、そこにある点模様
は、何らかの「数」を表すものではないか、たとえば
捕った獲物の数であるとか、この岩陰に彼らが泊まっ
た日数だとか、そうしたものを表したものかもしれな
いという。だとすれば、ヴェッダ族の「数の概念」と
その表現法を知る上で、文化人類学上の貴重な研究資
料になりうるものが発見されたことになる。
　いずれにしても、これは貴重な発見だった。私たち
にすれば、法大隊が1993年にモナラーガラ南東のウ
ェッタンブガラ遺跡で大量のウェッダ族岩絵を発見し
たとき以来の大きな成果であり、この発見に日本側の
全隊員が立ち合えたことがその喜びを大きくした。タ
ラグルヘラの探査ではベースキャンプの留守番役を引
き受けたため、遺跡発見には立ち合えなかった中森と
石田も、ここでは発見に立ち会い、メジャーやカメラ
を手に真剣に記録作業に取り組んでいる。探査活動の
最後の日に、こうした僥倖が訪れたことは、彼ら2人
の地道な努力の賜であったのかもしれない。
　岩陰での岩絵の記録を終えた私たちは、そこから岩
場の斜面を辿って、次のもうひとつの予期せぬ新発見
――先史時代のケルン型墳墓が待つ頂上部へと登って
いった。

■考古局へのドローンの寄贈
　未知だったヤラ国立公園内の遺跡を探検するため、
合同隊を組織してともに活動したスリランカ政府考古
局。この長年のパートナーに、NPO法人南アジア遺
跡探検調査会は今回、ドローン1台を寄贈した。実際
は、国内の外国人利用規制をクリアするため、先に寄
贈して考古局所有のものとした上で、探査活動に用い
るとともに考古局員に操縦訓練を施した機材を、あら
ためて受け取ってもらったもので、ドローン1台にし
てはやや大げさな贈呈式が9月6日午前、コロンボの
考古局で催された。
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　今回の隊員だった考古局探査課のバンダーラ探査主
任に案内されて、岡村が考古局4階の局長室に隣接す
る会議室に入ると、驚いたことに幹部職員らが集まり、
だれの配慮かドローンのバッグには改めて赤いリボン
が巻かれている。そこへ登場したマンダワラ局長と、
まずは並んで座って授受書類に署名し、ファイルを交
換。次いで岡村の手から局長へドローンを渡し、局長
から岡村に返礼の書籍5冊（いずれも大冊で重い！）
が手渡され、さらに額入り感謝状の授与と、広報部長
による謝辞の読み上げ、などと続いたあと、茶菓が運
ばれ、局長との懇談となった。局長は3度ほどの来日
経験があるとかで、ちゃんと話してみると一部職員ら
が語っていたほどには気難しい人物ではなさそうな印
象だった。しかし、こうしたセレモニーには慣れてい
ない岡村にとっては、大いに気疲れしたというのが実
感ではあった。

　ところで、この寄贈したドローン、さらに内幕を言
えば、もともとNPOの予算で購入して寄贈するはず
だったが、購入を担当したNPO副理事長で今回隊副
隊長の甕三郎が、遠征予算の不足を見て自費購入のう
えNPOに寄贈、それをさらにNPOが考古局に寄贈
するという形になったものだ。法大探検部ОBの甕は
長年、測量機器メーカーの（株）玉屋に勤務、ODA関
連業務にも従事してきたが、近年では探検家・作家の
角幡唯介氏の北極「極夜行」遠征に際して、「角幡バ
ージョン」の六分儀を制作提供するなどの仕事もして
きた。今回の遠征でもこまごまとした調査機材は甕の
寄贈になるものが多い。
　このドローン贈呈式をもって、活動終了後もコロン
ボで残務整理に当たっていた岡村の全任務は終了し
た。
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【計画】2016年隊の装備計画を立てるにあたっては、輸送費や購入費の削減のため現地で購
入できるものはなるべく現地調達することを前提とした。また、合同隊を組むスリランカ政府
考古局側隊員や雇用する村人の一部装備も用意することになったため、品目によっては約30
人で15日間分という数量を念頭に、過去の隊の報告書や経験者の助言を参考にしつつ立案を
進めた。
【日本での装備調達】過去の隊では装備や食料品、医薬品の調達を、協賛企業の提供に頼っ
た例も多かったが、今回は日本での装備調達は「購入」が基本となった。計画立案や隊の組織
化が遅れたため、協賛していたただける企業を探し始めるのが遅くなり、これまで協賛をいた
だけた企業でも手続きが複雑になるなどして、交渉の時間がなくなったからである。そんなな
かでも、株式会社エバニューから背負子を、株式会社白十字から各種医療用品を提供していた
だけたことは僥倖だった。一方、隊予算のなかでの装備購入資金に限りがあるため、これまで
は隊で購入していた消耗品を個人装備として隊員各自が調達することになった、また、探査・
調査で使う機器類は隊派遣本部長を務める甕三郎NPO副理事長（株式会社玉屋勤務）からの
寄贈に仰ぎ、さらに専門的な測量用具類は境雅仁隊長が所長を務める武相文化財研究所長から
貸与してもらう形で調達した。ただし、これら予定の装備がそろったのは出発直前となってし
まったため、各機器の使い方の練習が十分にできず、全員が使いこなせるまでには至らなかっ
た。
【スリランカでの装備調達】団体装備のなかでも、ベースキャンプ等で使用する日用品類は、
スリランカで購入することにした。大量に必要なものや複雑な機器、大型のものはコロンボで、
より日常的なものは入域拠点の町ブッタラで購入したが、これらの多くは基本的に日本のもの
より性能が低めであったことは否めない。皿やコップなど単純なものはともかく、ポリタンク
やペットボトルなどのプラスチック製品は強度が弱く、蓋が閉めにくいなどの問題があるため、
長期に使用するものは日本から持参するほうが良い。また、ガムテープや電池など日本では当
たり前だと思える品物がスリランカではほとんど購入できないという不便もあった。個人装備
も、衣服類を含めて日用品は現地で購入したが、多くは使い捨てと割り切って使用していた。
とくに行動用の服などは現地で目の詰まっている強度のあるものを探すのが難しいため、日本
で購入するべきであった。
【ベースキャンプでの装備管理】日常的に使わない装備類は備品専用のタープを張り、そ
の下で輸送の際に使った段ボールのまま梱包を直して管理していた。輸送の時に各段ボールに
は内容を表示していたので管理しやすく取り出しも楽だった。また、探査に必要な装備は、前
日のうちにツェルトの中に分けておき、当日の朝すぐに渡せるように工夫した。またその際に
連日で探査に行く際も、一度装備担当者が回収するようにした。一方、当初の計画では貴重品
管理用のツェルトを1棟設ける予定であったが、結局作らなかった。
個人装備の管理については各自に任せ、タープ内で置き場を決めていたが、徹底しきれなかっ
たため寝場所のブルーシート上に散在していたのが実態であり、貴重品紛失等の事故はなかっ
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たものの課題を残した。最も問題となったのは、普段用いる調理器具類の管理で、カマド脇の
調理スペースにグラウンドシートを敷いて食料とともに固めて置き、管理は調理を担当する村
人らに委ねていたが、途中、包丁などの複数あった用具の一部が紛失した。これに気づいて我々
への注意喚起と村人傭員への警告を発したのは考古局のバンダーラ探査主任だった。たとえ包
丁などのありふれた用具であっても日本製の高品質なものは村人らの所有欲を刺激するため、
管理がルーズだと不測の事態も起こりうることを知らされた。また、露天で保管したため、季
節外れのスコールが襲った際、急いでタープ下に運び入れなければならず、混乱をきたした。
【装備使用について】今回は登山などの野外活動、野外生活の経験が浅い隊員が多かったた
め、団体装備の使用に関しても様々な問題が生じた。タープとは別に、女子隊員の着替え用と
貴重品管理用にツェルトを二張り持参したものの、先発隊の設営時に片方は張り方がわからな
かったため、貴重品管理用は結局最後まで設営しなかった。また、鉈を八本現地購入したもの
の、購入時点では研がれていなかったため、砥石を求めてブッタラの宿舎で研いだが、うまく
研ぐことができず、きちんと使えたのは半分ほどであった。のこぎりも日曜大工用のものを使
用していたが、ジャングルの木にはほとんど役に立たなかった。太陽光発電機も持っていたが、
ベースキャンプでは頭上の木々が直射日光を遮るため、ほとんど使用できなかった。水つくり
に使用した素焼きの壺も、口が狭かったため手を入れて洗うことができず、中に泥が溜まって
いくなどの不都合もあった。
　装備全般に関しては、過去の隊の例を参考にしながら用意したため、品目自体はそろってい
たのだが、肝心の隊員がほとんど使いこなせず、鉈などの刃物やロープなどの使用はほとんど
村人の傭員に任せていたのが実情であり、遠征隊のありようという点からも多くの課題を残し
たと言えよう。
【個人装備について】個人装備では国内登山で使用する一般装備を基にした。靴は登山靴で
はなく足首まである安全靴や作業靴を推奨したが、これは軽くて丈夫で、虫や藪から足を守れ
ればよいという理由からだった。また、軍手を使用した者が多かったが、軍手では薄すぎてジ
ャングルの藪のトゲを防ぐことはできず、鍋などの熱も手に伝わりすぎてしまうため、もっと
しっかりした豚皮の手袋を持っていくべきであった。探査の服はホームセンターなどで売って
いる作業服を推奨した。これは、目の詰まっているしっかりした服でないと藪に引っかかって
破れてしまうためであった。ただし、実際にジャングルで着てみたところ、多くの隊員が安価
な作業服を使用したため、熱がほとんど逃げず、とても暑かった。また、不慣れな隊員の多い
今回の隊では、電子辞書や指さし会話帳などは必須のアイテムとなった。日常会話は片言でも
なんとかなるのだが、装備の買い出しなどに当たっては物品の固有名詞や専門的な単語も必要
であり、初心者全員に持参してもらうべきであった。
【反省点と課題・提言】前述のとおり、今回は装備を調達して揃えるという点では特に大き
な支障はなかったが、現地での装備管理や実際の使用にあたっていくつかの問題が生じた。管
理に関しては包丁を3本も紛失してしまったし、自己管理の個人装備でも多くの隊員が失くし
ものをしていた。とくに隊の備品については、本来ならひとつひとつに番号を付け、定期的に
確認するべきであったと思う。今回は特になかったが、装備の欠落によっては探査・調査など
隊の活動に影響してしまう可能性もあるため、この点は大きな反省点であった。その他、現地
で感じたこととして、繰り返しになるが、以下の項目を挙げておこう。
▼持って行ったほうがよかった装備＝個人装備としては豚皮の手袋。藪こぎの際に軍手や布製
や薄手の革製だと鋭いトゲが貫通してしまうため。また、火の番の際、薪の燃えさしや熱い鍋
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を持つときにも熱を遮断しきれないため。鉈も日本製の刃のしっかりしたもの、研ぎやすいも
のを持参するほうが良い。団体装備としては、遠くまで光の届く強力なサーチライトがあると
よい。ジャングルの少し離れた場所で動物が騒いでいるとき、焚火だけでは気づかれず、不用
意に近づかれる恐れがあるが、光を知らせることで遠ざける効果があり、こちらからも様子が
うかがえるからである。また、小物として布のガムテープは必需品。装備の補修などで多用す
る備品だが、現地では布ガムテープは存在しないので日本から少し多めに持って行ったほうが
よい。会話帳も、大都市以外では英語が通じないので、シンハラ語（場所によってはタミル語）
の会話帳を1冊持っておく必要があるだろう。

■団体装備（日本での購入、持参品）	 	 	 	
用途 品目 数量 単価（円） 備考

幕営 ツェルト 2 岡村総隊長、松原2013年隊長提供

幕営 タープ　＊1 6 法大探検部備品を借用

生活 サーチライト 3 1,000 現地傭員用

生活 乾電池（単三） 90 200 高品質の日本製を持参

生活 双眼鏡 2 松原氏貸与、武田持参

生活 背負子 3 寄贈 株式会社エバニュー提供

測量 画版 2 山本持参。現地で紐穴を開ける

測量 A3スケッチブック 4 550 武田、村松寄贈＋2冊購入

測量 レベルブック 40 寄贈 甕副理事長寄贈

測量 方眼紙（B4） 4 400

測量 方眼紙（B5） 4 400

測量 図面ファイル（B5） 2 380

測量 図面ファイル（B4） 2 380

測量 定規（30cm） 4 380

測量 定規（20cm） 4 380

測量 三角定規セット 2 400

測量 分度器 4 380

測量 コンベックス 10 寄贈 甕副理事長寄贈

測量 巻き尺（20m） 2 寄贈 甕副理事長寄贈　＊2

測量 巻き尺（50m） 2 寄贈 甕副理事長寄贈　＊3

測量 水糸 1 200m境隊長持参

測量 水平器 2 境隊長持参

測量 温度計 2 境隊長持参

測量 GPS機器 2 寄贈 甕副理事長寄贈

測量 カメラ（一眼レフ） 2 松原氏貸与、山本持参

測量 三脚 2 境隊長持参

測量 拓本セット 1 2013年隊装備を継承＊2
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測量 拓本を入れる筒（図面ケース） 1 境隊長持参

測量 レーザー距離測定器 2 境隊長持参

測量 三角スケール 1 境隊長持参

他 計画書（英文） 20

他 計画書（和文） 20

他 太陽発電機 1 12,312 ＊2

他 衛星電話 1 50,000 リース機器、使用できず

他 ヘッドランプ 6 2,565 考古局隊員への寄贈品

他 細引き 3 1,555

他 PPテープ 1 429

他 携帯電話（ノキア） 2 2013年隊装備を継承　＊2

■団体装備（スリランカでの購入品）	 	 	 	
用途 品目 数量 単価(Rs) 備考

生活 ビニールシート 8 900 鳩目を付けてもらう必要がある

生活 ゴザ 3 350 病人用や緊急用として用意

調理 皿 30 125 管理が楽なように全員分同じ品

調理 紅茶ポット 6 50 紅茶作成以外にも水作りなどで必要

調理 コップ 30 76 管理が楽なように全員分同じ品

調理 鍋（大） 1 1,200 ＊1 ＊3

調理 鍋（小） 3 600 ＊1 ＊3

調理 やかん（大） 1 1,500 ＊1

調理 やかん（中） 1 800 ＊1

調理 やかん（小） 1 500 ＊1

調理 包丁 6 230 ＊1

調理 お玉 1 150 他に村人がヤシ殻で数本を作成　＊1

調理 たわし 2 85

調理 ざる 2 190 ＊1

調理 缶切り 3 215 ＊1

調理 ココナツ削り 1 1,068 折り畳み式　＊1

生活 ペットボトル(19L) 2 1,200

生活 素焼きの甕 5 300

生活 素焼きの壺 1 180

生活 移植ごて 1 150 トイレで使用。本数は不足した

生活 シャベル大 1 300 剣スコップを購入したほうが良い

生活 箒 1 200 他に木の枝葉で即席のものを作成

生活 のこぎり（中） 1 1,560 ジャングルの倒木でも通用した

生活 のこぎり（小） 2 780 倒木や太枝には通用しなかった

生活 鉈 8 450 研がれてない状態で売っている　＊3

生活 マスキングテープ 3 30 写真撮影時の日付記録用　＊4

生活 ペンチ 1 250

生活 セロテープ 6 80 品質悪く、日本からの持参が好ましい
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生活 バケツ（小） 3 300 中古を使用。金属製が好ましい

生活 バケツ（大） 1 800 中古を使用。金属製が好ましい

生活 トイレットペーパー 20 38

生活 灯油ランプ 6 800 ハリケーンランプを使用

生活 固形洗剤（大） 1 75 洗濯用。長さ30cmほど。切って使用

生活 固形石鹸 10 40 浴用。洗濯にも用いた

生活 ビニール袋大 30 17 品質低く日本から持参すべし

生活 灯油ポリタン 4 120

生活 灯油 20L 60

生活 砥石（粗砥） 1 800

生活 砥石（仕上げ） 1 800

生活 シュロ縄 30m 30 様々な場面で必須　＊３

■個人装備	 	 	
品目 数量 現地購入 備考

大型ザック 1 80リットル-ほどの容量が必要

サブザック 1 20~30リットルのもの

ザックカバー 1 なくてもよい

登山靴 1 ブーツ型安全靴、作業靴でも可

靴紐 1

サンダル 1 可

レインウェア上下 1 乾季でも降雨あり

帽子 1 ハット型が必須

タオル 2 可

軍手 2～3

腕時計 1

サングラス 1 日差しが強いので必要

長ズボン 1～3 目の詰まっている綿製を

長そでシャツ 2～3 目の詰まっている綿製を

短パン 1～3 可 町村で着用。サローン（腰巻）でも可

半そでシャツ 3日分 可 町村やベースキャンプで着用

下着 3日分 可

靴下 3日分 ダニ等発見のため白色がよい

メモ帳 適 野帳を用意する

就寝用マット 1 可 現地でゴザが買える。

シュラフカバー 1 可 現地のシーツ等で代用可

マップケース 1 地図を傷めないため

ビニール袋 適 可 現地製は薄く質が悪い

洗濯バサミ 適 現地では見かけなかった

トイレットペーパー 適 可 現地で買えるので最低限でよい

南京錠 適 安宿のドア、ロッカーなどで使用

個人医療パック 適 基本的に一通りを自分で賄う
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計画書 1

ナイフ 1 可

ヘッドライト 1

ライター 1

ホイッスル 1

コンパス 1 町歩きでも使う

デジタルカメラ 1

行動食・非常食 適 病気時のおかゆ、梅干しなども

化粧品 適

パスポート 1 文字通り身に着けておく

航空券 1

クレジットカード 適

財布、預金 適 その日の分とその他に分けておく

保険証のコピー 1

海外渡航保険の控え 1

予備電池 適 可 日本から持参するほうが安い

電子辞書 1 会話、書類作成用

会話帳 1 指さし会話帳など

ポリタンク（2L） 2 現地ペットボトルは弱い

タッパウェア 適 パッキングにも有効

鉛筆（2H） 適 可 調査の記録、図面作成で必要

鉛筆（H） 適 可 調査の記録、図面作成で必要

ボールペン（黒） 適 可 日本のほうが性能が良い

ボールペン（赤） 適 可 日本のほうが性能が良い

油性ペン（黒） 適

消しゴム 適 可

コンベックス（5M） 1 機内に持ち込めないので注意

細引き紐 適 使途多様。5mくらいあるとよい

変圧器 1 コンセントの口だけでもあると便利

電卓 1 買い物時、値段を表示するときに使う

洗濯紐 1 細引きよりも弛まず干しやすい

ウエストポーチ 1 必須

圧縮袋 適 あるとパッキングに便利

パスポートケース 1

裁縫セット 1

●注記
＊1　活動終了後、コロンボの考古局倉庫とマーリガヴィラ遺跡公園管理事務所に保管を依頼
＊2　隊帰国後、NPO装備品として境隊長の事務所に保管中
＊3　コロンボ・ペッタ地区のメインストリートと3rdクロスストリートとの交差点近くの金物屋で購入
＊4　コロンボ・ペッタ地区のメインストリートと2ndクロスストリートとの交差点にある工具店で購入
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2016年隊　装備写真

太陽光発電機

紅茶ポットとじょうご

（株）エバニュー提供の背負子 ハリケーンランプと現地のポリタンク

鍋。右から炊飯用、カレー用、カレー用、水沸かし用

水甕（壺）掃除用柄付きタワシ素焼きの水甕や壺

鉈と砥石
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【スリランカでの食糧準備】
　2016年隊は、ここ数年の慣例に従って「完全現地食主義」で、炊事は村人を雇用して委ね
る方式を採ったが、それにしても総勢32名の大部隊というのはこれまでの記録にもない人数
で、どの程度食糧を用意すればよいのか分からず、悩まされた。結果的に消費した別表の購入
食料リストは、不足こそしなかったものの完全に満足できたものではなく、あくまでも「目安」
として見ていただければと思う。
　食料品の購入に当たっては、現地雇用の賄い夫、ガーミニ氏の主導のもと、シンハラ語に堪
能な松山弥生隊員に通訳をお願いし、市場や店を巡った。オカンピティヤ村をはじめブッタラ
のような地方の町では英語がほとんど通じないため、シンハラ語で交渉しなければならない。
価格交渉の主導権を相手に取られて値段をふっかけられないためにも、地元の人の同行と言葉
は重要である。
　結果として、今回は賄い夫の裁量が良かったのか、毎食満腹になるほどおいしいカリーを食
べることが出来たうえ、ベースキャンプ撤収の日までほとんど過不足なく過ごすことが出来た。
しかし、現地食と言えばカリー料理一色であり、途中補給の際にでも日本人側が食べたいもの
を積極的にアピールしなくては、マンネリ感が生じることは否めない。隊員の間ではナスのカ
リーが大好評であったが、ナスの消費後はそれを二度と口にすることが出来ず、ジャングルを
後にしてしまったのは大変残念であった。日本人側も主体性を持って「買出し」に当たること
が必要であったと感じる。
【日本からの持参食糧】
　日本からは探査活動時の行動食としてのカロリーメイトとポカリスウェット粉末、それに病
人食としてのレトルトおかゆ、さらに日本米一升を持ち込んだが、結果としては現地の物でも
十分に代替できると感じた。たとえばポカリスウェット粉末などは、一個単位であれば大した
重量ではないのだが、数が集まるとそれなりの重量になるうえ、パッキングする時にかさ張る。
他も然りである。現地で購入できるデヒ（小型ライム）と塩、砂糖があれば十分スポーツドリ
ンクとして飲むことができる。しかし、おかゆや日本米は病人食として精神的にも有効だった
ので持参してもいいだろう。
　1970年代の初期の隊は現地の村に食料不足などの負荷を与えないために日本から船便輸送
で大量の食糧を持ち込んでいたが、今はその心配はない。日本製品にこだわらず、現地で代替
できるものを選べば輸送の負担も減るし、現地の食文化への目も開かれる。さらには「地産地
消」を心がけることで、お世話になる現地の経済効果にも寄与することができるのではないだ
ろうか。
【食糧の管理方法】
　活動地であるスリランカ南東部は「ドライゾーン」と呼ばれる乾燥地帯で、乾季の降雨はな
いとされたため、ベースキャンプでの食糧管理に関して雨対策は行っていなかった。しかし活
動の終盤になって突然のスコールに見舞われ、危うく食糧をダメにするところであった。ブル
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ーシートでもよいので食糧スペースの上には屋根を作る必要があっただろう。そして、食糧の
保存と調整も完全に賄い夫の主導だったため、特別な保存はせず野ざらし状態だったのが実情
であった。また、食品によっては保存力が異なり、たとえばナスや葉物野菜は仕入れてすぐに
調理しなければならないが、イモ類や豆類、カボチャなどは後回しにしてよいといった工夫も
賄い夫に頼りきりになってしまった。
　一方、食糧の廃棄方法については、こちら側で改善する必要があっただろう。村人らは意外
に無頓着で、生ごみをベースキャンプの目と鼻の先に投げ捨てるだけであったので、活動期間
も半ばを過ぎるとハエが異常発生し、食事中や就寝中もたかってくるので鬱陶しくて仕方がな
かった。休養日の昼寝中にもハエが耳元を飛び交うので「ハエノイローゼになりそうだ」と気
が滅入る様子の隊員までいた。
　さらに、野生動物が跋扈するジャングルの中では、人間の生ごみというエサが彼らをベース
ャンプに呼び寄せるようなもので、事実サルの大群が集まってきた。万が一、猛獣が近づいて
夜間に襲撃でもされたら、人間の不始末による因果というほかはない。生ごみの始末に関して
は、深い穴を掘って始末するのが最善の策であるだろう。
【スリランカでの食事情】
　今回の一連の活動では幸いに激しい腹痛や下痢などを訴えた者はいなかった。入国直後には
環境の変化や精神的ストレスからか、腹を下した者はいたが、食中毒で腹痛や下痢に苛まれる
ことはなかった。その点から考えると、スリランカの食事、衛生事情は概ね良いと思われる。
これはスリランカでの食事が三食カリーの類だったため、香辛料の抗菌作用が働き、整腸作用
に繋がったものとも思われる。日本人には馴染みの少ないカリースパイスが織り成す複雑な味
わい、辛さに最初は辟易するかもしれないが、慣れてくるとむしろ心地よい。その土地土地の
食べ物を食べることは異文化理解にもつながるし、何よりも郷に入れば郷に従うことで心も体
も慣れてきて、その土地で探検活動を行いうる身体が出来上がってくる。だが、最低限、生水
を飲まない、生野菜を食べない、などのやってはいけない最低ラインは守るべきである。
　入域前後の都市部での生活では、スリランカの大衆食堂であれば、野菜のライスアンドカリ
ーなら100Rs（日本円で80円程度）程度で腹いっぱい食べることが出来る。その他にも、小
麦粉の薄焼きパン「ロティ」に野菜料理を包んだエラワルロティ、米粉の細麺を蒸した「イン
ディアッパー」（ストリングホッパー＝カリー汁をかける）、薄焼きパンを刻んで肉や野菜と炒
める「コットゥ」など、すべてカレー味ではあるが、「安い・美味い・早い」の三拍子揃って
いるのがスリランカの魅力ともいえるだろう。余談だが、腹を壊したときはパパイヤが一番で
ある。これを食べて寝ればケロッと治ることを覚えておいて頂きたい。
【ジャングルでの行動食】
　前提として、行動食は活動中に必要最低限のエネルギーを摂取できれば良いという考え方で
臨んだ。今回は過去の隊の例を踏襲して日本から、ポカリスウェット粉末とカロリーメイトを
持参したが、現地の人からは、これまで同様「不評」であったのは否めない。日本人側はこれ
まで栄養面を考慮し、協賛企業から大量に提供を受けられたこともあってカロリーメイトを採
用してきたが、今回は購入したうえ輸送（ザックでの持参）の負担もあったことを考えると、
少なくとも現地傭員の分まで大量に用意する必要はなかったように感じた。
　栄養面のこと、高機能食品の意義などは改めて考えなければならないが、実際には日本人の
分まで含めて、スリランカで買えるビスケット、缶詰などで十分に行動食としては機能するし、
日本の物価、輸送費、個人的な負担などを勘案すると、今回に限っては行動食もスリランカで
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揃えるのが賢明だったかもしれない。。
　また、行動中の昼休憩時に現地の人々が「紅茶は無いのか」と不満を漏らしていたが、これ
は当隊の手落ちであった。過去の隊ではコッフェルを携行し、焚火で湯を沸かしていたのだか
ら、今回も昼休みの時にせめて紅茶を飲むことで彼らの行動食に関する不満を和らげることが
できただろう。反省点のひとつである。
【ベースキャンプでの食事】
　ベースキャンプでの食事は、賄い夫に毎食カリーを作ってもらっていたが、こうした野外生
活で彼らが作るカリーの調理法は至ってシンプルであるように見えた。
　ココナツオイルを敷いた鍋にニンニクや干し魚などを投じて炒め、調合したスパイスを入れ、
メインの野菜なども合わせ炒めて水を差して煮る。それだけである。だが、その絶妙なスパイ
スの調合具合、塩加減は、慣れない日本人がうまく出せるものではないだろう。分量を数値化
して記録に残しておけばと猛省している。
　日も経るにつれ、学生隊員の何人かはカリーに飽きてしまったようで、飯に持参したふりか
けをかけて食べる者もいた。今回は探査日程が短かったため、初めての隊員でも、日本食を猛
烈に食べたいと思うほどのことはなかったが、調査期間が長いようなら、数日に一度、隊員が
日本食を作る機会があってもよいかと思う。また、人によってはインスタントの味噌汁だけで
もモチベーション維持には繋がると感じた。
　しかし、基本はやはり郷に入っては郷に従え。その土地の食事で心も体も満たすことが探検
活動のエネルギーになるように、自らの心と体を作っていくことが大事なのではなかろうか。
【飲料水の作成方法】
　水の確保はどの探検活動でも重要な課題ではあるが、乾季には地表が乾き、川も涸れるよう
なジャングルではなおさらである。幸いにも今回のベースキャンプは、眼前に乾季でも流れの
あるクンブッカン川があり、我々の生活を容易にしてくれた。食料係としてほぼ24時間体制で、
飲料水の作成に当たったお陰で、需要と供給の均衡が崩れることなく、探検活動のサポートが
出来たと自負している。
　この川水から飲料水を作る方法に関して、過去の隊の実例に学んだことではあるが、今回の
探検活動で得たノウハウ、手順などを改めて紹介しておきたい。
①まず、水を沸かす大量の薪の確保だ。密林地帯だったので、燃料となる薪にはこと欠かなか
ったが、その収集には多大な労力を要する。テントキーパーの人たちの手で短時間に集中的に
集めるのが効率的であろう。また、夜間消費の分も計算に入れて日中に集めなければならない。
薪ばかりは大は小を兼ねる。あればあるほどいい。
②次は水汲みである。川岸近くの比較的浅く流れの弱い砂地の底に、20 ～ 30センチの穴を
掘り、数分のあいだ砂の沈殿を待つ。すると穴の上部には清らかな流水が流れる。その上澄み
を、砂などの不純物を入れないように注意しながら汲み取る。ちなみに、汲み取り容器は方手
持ちのウォーターサーバーなどを用い、タンクやバケツ、ヤカンに移して運んでいた。ただし、
夜間の水汲みはレンジャーに同行してもらわなければならない。なぜなら、夜行性の野生動物
がいつどこで襲ってくるかわからないからだ。
③ そして、火にかけた鍋に水を入れ、薪をくべ沸騰させる。火力にもよるが、だいたい15分
～ 20分程度はかかるだろう。ボコッボコッと水が沸点に達しても、まだ終えてはならない。
ここからが重要だ。水が沸点に達してからも必ずあと10分以上は煮沸し続けなければならな
い。なぜなら、沸騰しただけでは、菌の類が完全には死滅しないからだ。現地の人々は沸騰し
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たらすぐに鍋を上げてしまうので注意する必要がある。
④ こうして煮沸した水を、今度は少し冷ましてから「素焼きの壺」に移す。このとき、鍋に
沈殿しているゴミなどを入れないように、ゆっくりと壺に移すことが大事である。そして、丸
い壺の底を安定させるよう工夫して置き、完全に冷めるのを待つ。本来なら水が完全に冷めて
から壺に移すのが良いのだが、同じ鍋で次から次へと水を沸かさなければならない我々の隊で
は、それだけの時間的余裕がなかった。熱い湯を素焼きの壺に入れると壺の内壁の土が解け出
して底に溜まるので注意しなければならない。素焼きの壺は水が少しずつ染み出し、壺の外面
から蒸発することで気化熱が奪われて中の水を冷やしてくれるのだが、用いる意味はそれだけ
ではない。細菌は煮沸で死んでも、沸かした水にはバクテリアの死骸など不純物が混ざってい
る。それらを浸透圧で壺の内壁に押し付け浸み込ませて排除するのだ。そうして2 ～ 3時間も
すると、熱帯でも意外なほどに冷たい、きれいな水ができるのである。我々は鍋の水が完全に
は冷めないうちに壺に移して、土を掘った地面の穴に壺を半ば埋めるように並べて置き、時折、
外面に冷水をかけることで冷却を早めようとしたが、これだと内壁の土が溶け出すうえに、肝
心の浸透圧も気化熱作用も弱まることになる。本来なら壺は外面すべてが空気に触れるように
工夫すべきであった。
⑤ 最後の段階はペットボトルやポリタンクに水を移す作業。ペットボトルに漏斗を差込み、
壺からペットボトルへ優しく注ぐ。ここで大事なのが、壺に入った水を全て入れきらないこと。
なぜなら前述のように、素焼きの壺の底には土やバクテリアの死骸などの不純物が沈殿してい
るからである。従って、残りが四分の一程度になったら、どこか一つの壺に集約し、また沈殿
するのを待ち、それも再利用する。
　そのようにして出来上がった飲料水は、作った日時をマスキングテープに書き記し、キャッ
プの上部に貼っておく。このようにして、古い水から飲むよう促す。なお、水の消費期限は
24時間程度がリミットであろう。
　このように、隊員の身体的、精神的モチベーションを根底で維持するのに欠かさない「水」
の作成は手間暇がかかる。しかし、この仕事を担当者が怠ってしまえば、本来の目的の探検活
動が出来なくなってしまう恐れがある。その責任と自覚を持つことが肝要なのではないだろう
か。
【「紅茶」への認識】
　スリランカといえば紅茶である。スリランカの人々は「キリテー」という激甘ミルクティー
が大好きで頻繁に飲んでいるが、この飲み物、日本のミルクティーとは比較にならないほど美
味しく、我々にとっても探検活動のモチベーション維持には欠かせないものとなっていた。現
地の人と同様、一日に何杯も飲みたくなってしまうほどなのだが、物資の限られたジャングル
での話となると、その頻度や数量が問題となってくる。
　我々は今回、キリテーに必要な紅茶、砂糖、スキムミルクをキロ単位で10日分を計算して
持ち込んでいた。しかし、それらは扱いを村人に任せた結果、あっけなく5日ほどで消費され
てしまった。これは、食料調達に当たった賄い夫や食料係の計算ミスには違いないが、一日ご
との使用量を決めるなどして制約を設けるべきであっただろう。また今後は紅茶に対する認識
を改めて、予算措置を講じる必要があるだろう。
【ポリタンク（水筒）の洗浄】
　熱帯の密林では行動中の喉の渇きはすさまじく、体の脱水を避けるためにも飲料水を入れた
ポリタンクは何にも増しての必需品となる。しかしスリランカでは日本の水道水などと違って、
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水は一日で腐るといわれているため、ポリタンクの衛生管理を怠ってしまうと食中毒にもなり
かねない。特に、まだ環境に順応しきっていない活動の初期においては注意が必要である。つ
まり、洗浄を怠ると、本来の目的である探査活動が出来なくなる可能性さえはらんでいるのだ。
　我々が今回日本から個人装備として持参したのは、エバニュー社製の2リットルのポリタン
クである。ポリタンクと双璧をなすプラティパスという折りたたみ式の水筒もあるが、洗浄と
乾燥が面倒なので、計画段階で外されている。隊員の一部には、入国時の軽量化を図るため、
スリランカの雑貨屋でポリタンクを買って使用している者もいたが、スリランカ製のポリタン
クはキャップが固いうえに水漏れが激しく、プラスチック臭いなどの難点があって、次第に使
われず、端へと追いやられてしまった。
　さて、ポリタンクの管理方法であるが、何はともあれ「洗浄」と「乾燥」が大事だ。まず、
洗浄方法としては、消費期限の近い飲料水をポリタンクに20mlほど入れ、蓋をしてシャカシ
ャカと強く振り、水を捨てつつ飲み口も丹念に洗う。その動作を2 ～ 3回繰り返せば完了であ
る。それを今回は、地面の銀マットの上に口を開けて並べただけで乾燥させていたが、地面に
限りなく近接していたので砂埃が入ってしまい「再洗浄」という二度手間になってしまったの
は反省すべき点だった。枝木で乾燥台を作ったり、口を下にして高い場所に吊り下げて乾燥さ
せるなどの工夫をしなかったのが悔やまれる。
【ベースキャンプでの食料調達】
　過去の隊では隊員自らが借りた銃で猟をしたり、同行のハンターに獲物をとらせたりして食
料調達をしたというが、今回我々が試みたのは川での魚釣りだけであった。ベースキャンプの
対岸（南側）は国立公園区域で動植物の狩猟採集は禁じられているのだが、その境界の川で、
外側から釣る分にはいいだろうという判断だった（これが国立公園管理事務所側から顰蹙を買
ったことは2年後に分かった）。
　釣れたのは主に「ピティア」と呼ばれるニゴイの一種である。他には網で川エビを掬って獲
った。これらはいずれもカリー料理にしてもらって食べたが、同行の村人たちもここでの殺生
にはルーズであり、鯰を捕って食べたりもしていた。
　このように、スリランカのジャングルではその気になれば現地調達で食料を確保することも
できる。しかし、法的に狩猟が禁じられた区域があることと、周辺の一般の人々にとっては、
ジャングルはそもそも異界の聖域であり、殺生や飲酒は慎むべきものとされていることも知る
べきである。
　活動も半ばを過ぎたあたりで突然、村人が持ち込んだ鹿肉の燻製が夕食に出された。我々は
動物性タンパク質の摂取という大義名分を振りかざし、魚と同様、その鹿肉も貪り食ってしま
った。本来であれば、律しないといけない立場のレンジャーも笑顔で食べていたので良しとし
たのだが、これも村人からの話が伝わり、国立公園管理事務所の知るところとなっていた（だ
から罰が当たって遺跡発見に失敗したのだと2年後に言われた）。体力を消耗するジャングル
での探査活動で、肉や魚の動物性タンパク質は欲しいところだが、悩ましい問題でもある。
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■入域前の購入品目	 	 	
品目 シンハラ語 数量 備考

白米（インディカ米） ハール、サハール 70kg 足りず買い足し

コプラ（ココヤシ果肉） ポル 殻20個 削って料理に多用

青唐辛子 アムミリス 1.5kg

ジャガイモ アラ 5kg 足りず買い足し

インゲン ボーンチ 4kg 傷みが早い

カボチャ ワッタッカ 大1個

ナス ワンバトゥ 5kg 傷みが早い

青バナナ アムケセル 5.5kg 野菜として用いる

バナナ花蕾 ケセルムア 5個

ひよこ豆 カダラ 3kg

マスタードシード アバ 250g

大青唐辛子 マールミリス 2.5kg 傷みが早い

小ライム デヒ 3kg 行動中飲料水に使用

ニンニク スドゥルーヌ 5kg 足りず買い足し

玉ネギ ウィルーヌ 5kg 足りず買い足し

唐辛子 ミリス 1kg 足りず買い足し

レンズ豆（ダール） パリップ 35kg 朝食に多用、足りず

代用乾燥肉（大豆原料） ソヤミート 5kg 本来はベジタリアン用

茶葉（紅茶） テーコラ 1kg 足りず買い足し

砂糖 シーニ 4kg 圧倒的に不足

粉ミルク（脱脂粉乳） ピティキリ 4kg 圧倒的に不足

ヤシ油 ポルテル 9L 足りず買い足し

魚缶詰（サケ缶） サモンティン 10缶 買い足し

桃缶詰 ピーチティン 15缶 行動食として

マンゴー缶詰 マンゴティン 15缶 行動食として

混合カレー粉 ツナパハ 500g 足りず買い足し

塩 ルヌ 3kg 圧倒的に不足

コショウ ガンミリス 300g 足りず買い足し

ターメリック カハ 150g 足りず買い足し

ココナツ粉末 ポルクドゥ 1kg コプラの代用

砕きカツオ節 ウンバラカダ 500g カレーのダシに使用

2016年隊　食糧購入品リスト
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■不足品の途中補給品目（入域8日目に村へ出て補給）
品目 シンハラ語 数量 備考

白米（インディカ米） ハール 20kg 想定以上に消費

コプラ（ココヤシ果肉） ポル 殻20個 圧倒的に不足したため

ニンニク スドゥルーヌ 500g

白小タマネギ ウィルーヌ 5kg 想定以上に消費

ジャガイモ アラ 6kg 想定以上に消費

唐辛子 ミリス 500g

レンズ豆（ダール） パリップ 4kg 当初から不足

緑豆（青小豆） ムーンアタ 5kg

魚缶詰（サケ缶） サモンティン 10缶 贅沢品として購入

茶葉（紅茶） テーコラ 250g

砂糖 シーニ 8kg 紅茶用に大量消費

粉ミルク ピティキリ 3kg 紅茶用に大量消費

塩 ルヌ 3.8kg 当初から不足

コショウ ガンミリス 200g

ターメリック カハ 100g

混合カレー粉 ツナパハ 250g

砕きカツオ節 ウンバラカダ 500g

干し小魚 カラワラ 150g

ヤシ油 ポルテル 6L 大量消費

粉ミルク（脱脂粉乳） ピティキリ 4kg 圧倒的に不足

ヤシ油 ポルテル 9L 足りず買い足し

魚缶詰（サケ缶） サモンティン 10缶 買い足し

桃缶詰 ピーチティン 15缶 行動食として

マンゴー缶詰 マンゴティン 15缶 行動食として

混合カレー粉 ツナパハ 500g 足りず買い足し

塩 ルヌ 3kg 圧倒的に不足

コショウ ガンミリス 300g 足りず買い足し

ターメリック カハ 150g 足りず買い足し

ココナツ粉末 ポルクドゥ 1kg コプラの代用

砕きカツオ節 ウンバラカダ 500g カレーのダシに使用
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【総論】
　慣れない環境のなかではあったが、入国直後のコロンボ市内においては、特に体調を崩す者
もなく順調に準備活動が続いた。しかし都市部から地方に行くにつれて、体調不良を訴える者
も多くなっていた。
　なかには39度以上の原因不明の発熱を起こす者もおり、適度に解熱剤を飲ませつつ、現地
の病院に運び、検査を受けさせた。その際、事前には現地の医師にも伝わりやすいように現地
の解熱剤を飲ませ、感染症の可能性を考えて、その隊員の部屋にいたメンバーを他の部屋に移
動させた。同隊員はジャングルでの活動に参加できない恐れもあったが、本人も何とか回復し、
検査結果も異常が無いようだったため、無事全員で活動することができた。現地の病院では、
シンハラ語に堪能な渉外係の松山弥生隊員が付き添ったおかげで医師との会話もスムーズだっ
たうえ、的確な判断で数日後にはその隊員を隊に合流させたが、もし松山さんが居なければお
そらくこうはいかなかっただろう。
　また　ジャングルでの活動が始まると、体調不良（特に頭痛やめまいなど）及び外傷を訴え
る者がさらに多くなった。原因としては、ジャングルという慣れない環境に加え、ベースキャ
ンプの設営や、飲料水作りが軌道に乗るまでの水分不足などが挙げられる。水作りにおいては、
慣れない作業のためか、火傷を負う者も多かった。しばらくしてジャングルでの生活に慣れて
くると、体調不良を訴える者は少なくなったが、調査活動が本格的になってきたため、外傷は
増え続ける一方だった。また、この頃からキントゥーラと呼ばれる毒ダニによる被害が多発す
るようになる（キントゥーラに関して詳しくは後述する）。調査活動においては、過酷な行程
のため脚が攣ったり、履き慣らした靴でもかかと等をケガする隊員がいた。そのような隊員に
はマッサージを施し、湿布を貼り、傷口の処置とテーピングをして数日休ませた。調査活動で
は時間的な制約が強いため、早いペースで進まなければならないが、ほどよく休憩をし、水分
補給をしっかり行うことが大切である。
　その他、隊員のなかでは数名、膀胱炎の可能性があるという者が出た。飲料水を作る過程で
濾過を省いたこと、本来は水を冷まし不純物を除去するための素焼きの壺に熱湯をそのまま移
すなど、丁寧さを欠いたことが原因と思われる。大人数の飲料水を賄うために水づくりは急ピ
ッチで行わなければならず、素焼きの壺から溶け出した泥や微生物の死骸、ゴミなどの異物を
日常的に摂取してしまった結果であろう。膀胱炎の疑いのある隊員には抗生剤と持ち込んでい
た市販品のミネラルウォーターを与え、事なきを得た。
　今回、医療係が隊員に対して特に念を押したのは、「体調不良を感じたり、ケガをした際は
隠さずに相談して欲しい」という点である。今回は隊員の数が多く、自分の症状を言い出しに
くい状況ではあったが、この点を徹底していたことで病人の隔離やヤケドへの注意喚起を迅速
に行うことができたと考える。

2016年隊　医療報告
（まとめ・吾郷章次、中森あさひ）
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【予防接種と保険に関して】
●予防接種
　予防接種に関して、今年はA型肝炎を義務化し、破傷風、狂犬病、腸チフス等を推奨したが、
経費の問題もあり、打っている者にばらつきが見られた。
　A型肝炎には、3回打つタイプと、1回で済むタイプがあり、前者は6 ～ 12か月後の追加接
種によって約10年の抗体持続期間を持つため、今後も活動を続ける隊員には推奨したい。A
型肝炎以外のものとの混合型もあるようだ。破傷風に関しては、過去に打っているかで回数が
変わるので確認しておく必要がある。過去に打ったことがなく、どうしても時間に余裕がない
場合でも、最低2回は打っておいたほうが良い。また、打った後、2週間は間をあけたい。狂
犬病は発症するとほぼ100％死亡する恐ろしい病気であり、ぜひ対策をしておきたい。
　いずれにせよ、予防接種を万全の状態にするには、それなりの期間と費用が必要となる。で
きるだけ早い段階で準備する必要があるだろう。
●現地でかかりやすい病気（2016年度の外務省HPを参照）
 ●デング熱、チクングニヤ熱……どちらも主に蚊を媒体とする。約一週間の潜伏期間後、高熱、
頭痛、関節痛等の症状のほか、肝機能低下を招くこともある。デング熱に関しては、デング出
血熱という重篤な状態になることもある。コロンボ市内で多くの患者がでているため、忌避を
怠らないようにするべきである。蚊への対策は、マラリヤ （スリランカ政府は完全に撲滅した
と発表しているが） など危険な感染症を防ぐためにも重要である。
 ●肝炎（主にA型）、腸チフス、パラチフス、赤痢など……生水の飲用や、加熱不十分な料理
から感染するリスクが高い。
 ●レプトスピラ症……ネズミなどの動物の尿に汚染された水や土から皮膚の傷口等を経て感染
する。ベースキャンプでの活動や探査中は特に注意が必要である。
 ●麻疹……2013年に大流行した。近年では成人も感染しているようなので注意が必要である。
●保険加入
　こちらも加入を義務化したが、各隊員の資金の都合により、加入した保険は隊員によって異
なってしまった。これも今後は担当を決め、管理することを検討したほうが良い。多くの隊員
が掛金7000円ほどの普通の海外旅行に対応した保険に入っていたようであるが、活動の性質
上、野外活動系の、ある程度危険を伴う活動にも対応した保険に加入する必要があるだろう。

【携行医薬品・医療具について】
●医療装備に関して
　今回の医療装備に関しては、まず隊全体で使うための団体装備としての医療品に加え、各隊
員が使うための個人医療装備を隊員各自で用意してもらった。これは、医療品の数を確保する
ことに加え、自分に合う薬を用意してもらうという狙いからであり、今回の隊は人数が多いた
め、隊員全員の要望を全体装備のみで補うのは不可能だったからでもあった。
●全体装備
　過去の隊の医療報告を基に揃えた。疾病用・外傷用ともに用意したが、どちらかというと外
傷に対する医薬品のほうが使用量が多い傾向がみられた。大方はこのリストの量で足りたが、
絆創膏の消費量が思いのほか多く、もっと増やす必要があった。できれば防水タイプで、かつ
長時間貼り続けられるタイプのものを揃えたほうが良い。こうしたタイプのものは通常の絆創
膏よりも高価であり、1箱あたりの枚数も少ないため、隊員の人数を見て準備しなければなら
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ない。また、軟膏系のものは、極力素肌に触れないように綿棒の先端に付けて塗っていた。こ
れは処置を行う側の雑菌を傷口に塗ってしまう可能性を排除し、負傷者の血液や膿などの体液
から処置を行う側を守る為の手段でもある。
　その他外傷に関しては今回、（株）白十字の協賛により多くの医療品をいただくことができた。
そのため消毒薬などは使用量が多いにも関わらず、十分に隊員たちに提供できた。また、調査
中は移動用の医療箱を作り、調査に行く隊員に持たせた。大いに役に立ったため、次も持ち込
むことをお勧めする。かなり慎重に薬品を揃えたため、量が大分多くなってしまった。余裕が
ないならば、もう少し厳選する必要があるだろう。また今回は、従来のように毒蛇に対する血
清を準備することができず、活動期間を通じての不安材料となっていた。出発前、関連する施
設に連絡をしてみたものの、一般人に血清を譲ったり、期間を決めて貸し出すということは不
可能であるとの回答だった。幸いにも今回、蛇に遭遇することはなかったが、十分注意すべき
である。ポイズンリムーバーに関しては、蛇にも使えるものから、虫にしか使えないものまで
各種あるので、揃える際は注意が必要である。
●個人装備
　上述のとおり隊員各自で用意させたが、対応を丸投げするのではなく、医療係から最低限持
ってきてほしいものを提示した。特に忌避剤に関しては、量を確保する意味でも念を押した。
細かな反省点としては、爪切りなどは各自で持ってこさせてもよかったと思う。
●医療実演
　今回準備した装備のなかには、普段あまり使わないもの （ポイズンリムーバーなど） も多く、
またケガの治療に慣れていない者も多かったため、出発前やコロンボ滞在中に隊員全員を集め、
医療の実演講習を行った。あまり時間がなかったことに加え、装備の数にも限りがあったため、
使い方を見せるのみで終わってしまったが、次回は実際に全員にやってもらったほうがよいだ
ろう。時間があるならば、出発前に日本で繰り返し医療講習を行うべきである。

【注意すべき生物に関して】
　ジャングルでの活動で、安全上問題になるのは、有害な生物からどのようにして身を守るか
である。猛獣対策などは別として、まず身辺で大切なのは、水浴、洗濯等を徹底して行い、衛
生面を保つことである。それだけでも虫への対策になる。また、排便した後、排泄物はしっか
りと地面に埋めること。これに留意しておくと、ハエの発生をある程度防ぐことができる。今
回はトイレの設営をせず、排泄はベースキャンプから少しだけ離れた樹林中で行っていたが、
場所と時間があれば、共通のトイレを作るのも検討するべきだろう。
　その他、残飯の処理に関しては、それを狙う猛獣やサルを引き寄せてしまう恐れがあるので、
ベースキャンプから離れた場所に深く埋めるなど、その処理方法を徹底することも大切である。
以下、身近で注意すべき小動物について、当隊の対応例などを記しておく。
●蚊
　感染症予防のため、蚊への対策は特に入念に行った。各自の忌避剤の用意に加え、念のため
に現地でも忌避剤を購入した。また日本から蚊取り線香を持ち込み多用した。蚊に関しては、
ジャングル内よりもむしろ都市部に多いようだった。忌避剤は多くの者が市販品を買っていた
が、医療係としては、少し値が張る （3000円ほど） が、医療機関等で買える長時間効果が持
続するものを推奨したい。刺された場合、かきむしって傷口を広げてはならない。破傷風のリ
スクを抑えるためである。ベースキャンプ内では、蚊取り線香を、日本人タープの周りに四つ、
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考古局タープに一つ、村人タープに一つ、トラクターに一つの計七か所に設置していた。また、
上述したように、蚊は都市部に多く発生していたため、今後は都市部での多用を考えた数量を
用意すべきだろう。
●キントゥーラ （毒ダニ）
　過去の隊も同様だったというが、今回も害虫のなかで最も厄介だったのがキントゥーラ （複
数はキントゥール） である。キントゥーラとはスリランカのジャングルに生息する毒ダニで、
人体の皮膚の下まで入り込み、毒を出すという非常に厄介な虫である。皮膚のなか （特に足指
の股など） に頭を潜らせ、毒を出されると激痛が走り、しばらく行動不能に陥ってしまう。指
では排除できず、ナイフの先などで取り出してもすぐに化膿して腫れあがり、数日間歩けない
こともある。ベースキャンプを離れての探査活動中には特に注意したいところだが、正直、忌
避剤をくまなく塗り、極力素肌を出さないという程度の対策しか出来ないのが現状である。今
回、それを徹底しても、探査活動に出た多くの者が咬まれてしまった。咬まれた場所もさまざ
まで、腕や脚はもちろんだが、中には陰嚢を咬まれた隊員もいた。
　咬まれたときの対処としては、①まずキントゥーラのいる箇所をライターであぶり、毒を吐
けないように確実に殺しておく。②深く潜りこまれている場合は、ナイフなどで抉り出す。③
抉った箇所を消毒し、抗生剤軟膏を塗り、絆創膏などで止血する。といったものだ。また化膿
がひどくなりそうな者には抗生剤を飲ませた。
　予防策としては、洗っていない靴や靴下を履く前の確認と、調査に出た者は帰ったらまず全
身を確認し、服や靴下の中までチェックすること。ベースキャンプにキントゥーラを持ち込ま
せないことが何よりも大切である。現地の人たちによれば、咬まれたとき無理に排除せず、そ
の個所に油や塩を塗ると良いらしい。一部の日本人隊員も、「ヤシ油を塗ると、その部位にキ
ントゥーラが寄り付かなくなった」と話していた。
●サソリ
　今回はグラウンドシートの下から一匹だけ這い出してきたが、地面に巣穴があれば他にもい
るはずである。テントなどの設営前には地面を掃いてよく調べ、巣穴らしき穴を発見したら、
水を流し込んで、サソリがいないかを確認すること。もし発見したら、毒に気を付け、焦らず
に殺すようにする。
●毒蜘蛛 （タランチュラ）
　スコールが来た夜のベースキャンプに大型の毒グモ （タランチュラ） が突如現れ、横になっ
ていた隊員の顔や体をはい回って周囲を大混乱に陥れた。大きさは成人の手のひらほどあり、
色は黒色、全身は毛でおおわれていた。雨で地面が湿ったことで周囲の樹林から出てきたと思
われるが、幸い隊員に害はなく、騒ぎを聞きつけた村人らが追いかけて、考古局のチンタカ隊
員が靴底で叩き殺した。スリランカでは毒グモの種類は多く、近年には人の顔ほどもある新種
の大型タランチュラも発見されているので注意が必要だ。
●赤アリ
　地上にも樹上にもいて、咬まれると激痛が走る。行動中の休憩時には腰を下ろす場所に注意
し、トラクターなどでの移動の際も木の枝から降ってくるので要注意。行動中は常にお互いが
仲間に注意し、体や服にアリがついてないかを確認することが大切である。
●黒アリ
　ベースキャンプ周辺に生息していた。敷地内に大行列の大群が侵入してくるので、夜間には
火の番が30分おきにタープ周囲の地面を見回り、行列があれば箒で外へ掃き捨てる。アリの
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隊列に交差するよう灰を撒くとその進行を阻止することができる。
●蛇
　スリランカには多くの危険な蛇が生息するが、今回は血清の入手もできなかったため、対応
に窮した。幸いにも遭遇することはなかったが、雨が降った後はベースキャンプ周囲に掃き溜
めた枯れ葉の間から蛇が這い出てくる恐れがあるとして、夜間も火の番の隊員が入念に見回り
を行った。

日本における医薬品入手リスト
品名 名称（商品名） 個数 数量 単価 合計 消費量 備考

感冒剤 新ルルAゴールドDX 1 90錠 ¥1,922 ¥1,922 9錠

パブロンゴールドA 1 210錠 ¥1,077 ¥1,077 18錠

解熱剤 EVEA錠 1 60錠 ¥598 ¥598 0錠

BUFFERINA 1 80錠 ¥999 ¥999 6錠

整腸剤 御岳百草丸 2 4100粒 ¥1,706 ¥3,412 約500粒

外傷薬 オロナインH軟膏 1 100g ¥616 ¥616 未使用

メンターム 1 85g ¥410 ¥410 1/3程度

消毒薬 オキシドール 1 500mL ¥380 ¥380 少量

アプリスワブ 3 50本 [¥1,890] [¥5,670] 53本  （株）白十字の
協賛

虫刺され キンカン 1 120mL ¥878 ¥878 少量

止瀉薬 正露丸 1 400錠 ¥1,973 ¥1,973 3錠

ストッパEX 1 24錠 ¥1,490 ¥1,490 10錠

胃腸薬 キャベジンコーワα 2 300錠 ¥1,591 ¥3,182 9錠

消炎剤 冷感パップEX 1 48枚 ¥753 ¥753 6枚

ロキソニンテープ 2 16枚 {¥933} {¥1,866} 0枚 松原晃太氏
の提供

サロンパスローション 2 85mL ¥455 ¥910 少量

抗生剤 サワシリン 66錠 未使用 岡村携行

抗菌剤 タリビット 100錠 76錠 岡村携行

抗生剤軟膏 ゲンタシン 6 10g {¥741} {¥4,446} 使用 松原晃太氏
の提供

ロキソニンゲル 2 5g {¥771} {¥1,542} 未使用 松原晃太氏
の提供

リンデロン-VG 2 5g {¥782} {¥1,564} 使用 松原晃太氏
の提供

脱脂綿 ロールメン 3 7.5m [¥2,052] [¥6,156] 使用  （株）白十字の
協賛

止血圧迫綿 アンギオ 3 25袋 [¥7,182] [¥21,546] 5袋  （株）白十字の
協賛

2016年隊　医療リスト
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ガーゼ ステラーゼ 3 150枚 [¥2,087] [¥6,261] 56枚  （株）白十字の
協賛

包帯 ワンタッチロール 3 10巻 [¥4,644] [¥13,932] 使用  （株）白十字の
協賛

テーピング 足首・肘用 2 2巻 ¥820 ¥1,640 使用

指・手首用 1 2巻 ¥537 ¥537 使用

絆創膏 ケアリーヴM 1 12枚 ¥518 ¥518 9枚

ケアリーヴLL 1 7枚 ¥692 ¥692 5枚

救急バン 1 100枚 ¥198 ¥198 約30枚

綿棒 抗菌綿棒 1 400本 ¥192 ¥192 約200本

綿球 オオサキ綿球 1 50g ¥433 ¥433 少量使用

三角巾 1 1枚 ¥236 ¥236 1枚

はさみ 1 1本 ¥108 ¥108 使用

爪切り 1 1個 ¥108 ¥108 使用

マスク 1 20枚 ¥108 ¥108 使用

ピンセット 2 1本 ¥108 ¥216 使用

薬箱 内服薬用 2 1箱 ¥108 ¥216 使用

外傷用 2 1箱 ¥108 ¥216 使用

体温計 電子体温計 1 1個 ¥1,930 ¥1,930 使用
ポイズン
リムーバー 2 2個 ¥2,837 ¥5,674 1個

ポイズン
リムーバー 2 2個 未使用 法大・日大より

塩分 塩分チャージ 2 30粒 ¥181 ¥362 多量使用

忌避剤 アース渦巻き香 2 45巻 ¥645 ¥1,290 81巻
Amazon
送料 2 1回 ¥360 ¥720

合計金額（提供品を除く実質支払い） ¥33,994 （価格はすべて税込み）
   
【注記】
• 今回、本来は医療機関で使用される製品の協賛も依頼して提供を受けたが、それらの価格は公表されていない
ため、[　]内に2016年11月22日時点のAmazon内での販売単価と合計額を記入した。また、{　}内の単
価と合計額は同年12月11日時点の薬局アットマークHP（http://www.attomark.com/SHOP/108.
html）より引用。

• ロキソニンテープについて、通常1袋7枚入なのだが今回頂いたのが16枚だったので金額は2袋分を記入した。
• ロキソニンテープについては「ロキソニンテープ100mg」の価格、ロキソニンゲルについては「ロキソニン
ゲル1%25g」の価格を引用しているため注意。

• 今回、医薬品(特に服用薬)を揃えるにあたり、同じカテゴリでも2種類以上を用意するようにした。これは個人
の体質に用意した薬が合わなかった場合、もう一方を与えることができるからである。また、消費量に対して準
備した薬の量が多すぎると指摘があるかもしれないが、これは食中毒や風邪の集団感染といった隊全体のダメー
ジにつながる非常事態に備えた結果である。
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スリランカでの医薬品入手リスト
      
品名 名称（商品名） 個数 数量 単価 合計 消費量

感冒剤 Samahan 1 30包 20Rs. 600Rs. 4包
備考：スリランカではメジャーなスパイス（薬草）ティー。パッケージには風邪をはじめ、頭痛・
腹痛・冷え性など15種類の諸症状に効果があると書かれている。思いのほか飲み易く美味しく
て薬効がある

解熱剤 Panadol 3 12錠 不明 110Rs. 5錠
備考：日本では見ないが、海外ではメジャーな解熱剤。スーパーやコンビニでも入手可能とのこ
と

忌避剤 SOFFELLMOSQUITO 1 1本 650Rs. 650Rs. 1本

備考：ガス不使用のスプレータイプ。高価ながら品薄で、隊内でも需要が高く、足りなくなった

MINOMOSI.6HR2 1個 193Rs. 386Rs. 2個

備考：肌に塗るクリームタイプ。使い勝手の悪さから、隊員にはあまり人気が無かった

虫刺され SOFRADEXCREAM15G 4 1本 375Rs. 1,500Rs 少量

備考：クリームタイプのものを購入したが、日本から持ってきたキンカンが活躍し脇役になった

救急バッグ 旅行バッグ 1 1点 850Rs. 850Rs. 使用

備考：医薬品を入れる救急バッグ。容量を考え、旅行用バッグを購入し、代用した

皿 アルミ皿 5 1枚 80Rs. 400Rs. 使用

備考：蚊取り線香用の受皿。ベースキャンプの宴会では村人達の楽器に様変わりした

容器 プラスチック容器 1 1個 10Rs. 10Rs. 使用
備考：忌避剤の容器。トラクターの走行中に破損。医療バッグ内を忌避剤まみれにした。購入注
意

合計金額 4,506Rs.（レート：¥1⇔1.4Rs）
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【総括】
　2016年隊の経費は、NPOの会費収入等からなる通常経費と隊への寄付金、および隊員の自
己負担金によって賄った。このうちNPOの拠出金と寄付金の多くは隊活動後の報告書制作費
に充てることを当初から予定し、実際の活動経費は、6月の事前交渉・偵察経費も含めて隊員
の自己負担金で大半を賄えるよう予算計画を立てた。結果的にはほぼ計画通りに管理運営して
隊活動を終えることができた。
　下記の収支表のうち19人の各隊員が負担したのは、各自購入の航空券代等のほかは、1人5
万円ずつ拠出した合計95万円であり、これを会計係の武田太郎と石野成美が管理した。ここ
から国内支出の約25万円を除いた約70万円を現金として現地に持ち込んだが、途中若干の不
足が生じたためNPOからの予備費を追加することで凌ぐことができた。全体を見れば、極め
て低予算で実行できた隊活動であると言えるが、これは主力となった学生隊員らがさまざまな
不便を忍んで質素な現地生活に徹した結果である。会計係の実務報告や総括を合わせて報告す
る。

【収支報告】
■収入の部
　　隊員寄付金（岡村） 207,306 （偵察・交渉渡航費、宿泊費等負担分を寄付）
　　一時借入金 （岡村より） 47,547 （本隊宿泊費・輸送費前払い分を立替＝円換算）
　　隊員拠出金 （本隊隊費納入） 950,000 （50,000円×19人）
　　隊員拠出金 （本隊航空運賃）  1,592,200 （平均83,800円×19人）
　　NPO拠出金 50,000 （予備費）

　　収入総計 2,847,053 円

■支出の部
▼事前交渉・偵察経費（岡村　6月18日～ 6月30日）
　　航空運賃 91,200
　　現地交通費 28,430 （ルピー換算）
　　宿泊・食費 83,176 （ルピー換算）
　　土産代（考古局へ） 4,500
　　小計 207,306 円

▼本隊経費
〈国内経費〉
　　航空運賃支払い 1,592,200 （各自購入分の総額、空港税等含む）

2016年隊　会計報告
（まとめ・武田太郎）
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　　計画書印刷費 24,570
　　装備購入費 88,518
　　医薬品購入費 33,994
　　食料購入費 61,201
　　考古局員等へ土産代 15,390
　　書類発送費 22,800
　　衛星電話リース代等  43,527
　　事務雑費 25,799
　　小計 1,907,999 円

〈現地経費〉	 	円換算（※1）	 ルピー実費
　　岡村へ借入金精算 47,547  66,090 （宿泊・輸送費、地図代）
　　装備購入費 59,565  82,795
　　食料購入費 67,766  94,195
　　医薬品購入費 3,242  4,506
　　都市部宿泊費 182,349  253,465
　　交通・輸送費 119,403  165,970
　　人件費（雇用費） 81,655  113,500
　　病人医療費 5,849  8,130
　　傭員交際費 6,612  9,191
　　解散時分配金（※2） 157,760  219,287
　　小計 731,748 円 1,017,129 Rs

　　支出総計 2,847,053 円

（※1） 円→ルピーの換算率は変動平均値の1円→1.39Rsで全体を計算した。
（※2） ブッタラでの隊解散時、ルピー残金を帰国経費として学生隊員15人に分配。

【会計管理に関する報告】
　今回の会計係の仕事は隊費の管理が主であった。日本での準備期間中は、予算計画の作成や
口座を開設しての隊費の徴収、また現地では現金の管理に加え、日々の支出に際しての換金や
購入品のレシート管理、出納記録などの業務を担当した。
　それらのうち、予算計画については過去の隊の実例や経験者の助言に従って費目ごとの必要
経費を概算し、立案したが、全体としては大半がその予算内に収まった。当初予算より多くな
った支出としては、現地での食糧購入費、都市部宿泊費、交通・輸送費などが挙げられるもの
の、他の費目で予算を下回ったものもあり、わずかな予備費を投入することで解決して、隊活
動に支障をもたらすようなことはなかった。
　現地での食糧購入費が増えたのは、日本で購入したカロリーメイトなどを現地の人々が嫌っ
て食べないことから、代わりに現地のクッキーやビスケット類を大量購入したことなどが要因
である。また都市部宿泊費が多額となったのは、ジャングルへの入域拠点であったブッタラ滞
在が長引いたことが大きい。ゲストハウスの宿泊費には一日三度の食費も含まれ、その大人数
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の食費を会計係が甘く見積もっていたことで予算とのズレが生じてしまった。
　人件費（雇用費）は、村人だけでなく、自然保護局の職員である国立公園レンジャーと考古
局の傭員 （下働き） の人に対しても支払っている。これは考古局からの要望によるものであり、
当初は予定していなかった。なお、村人一人当たりの人件費は、1日1200Rs （スリランカ・
ルピー） である。この金額は農繁期に地主が稲刈り労働者を雇う際の賃金 （約1000Rs） を基
に、それを上回る額ということで決定した。ちなみにスリランカの中部州にある世界遺産の遺
跡「シーギリヤ」で煉瓦壁などの修復作業に当たっている人 （常勤だが） の日給は750Rsだそ
うだ。
【換金について】
　スリランカ最大の都市コロンボには多数の外貨両替所がある。最初に隊費を日本円からスリ
ランカ・ルピーに換金した場所は空港だった。コロンボから北方のバンダラナーヤカ国際空港
には出口中央から両サイドに2つずつ、計4か所の両替窓口がある。それぞれ違う銀行が出店
しているが、レートはどこも変わらない。もちろん、日々のレートは、海外為替相場を反映し
て変動するが、我々の滞在中は1円=1.37Rsから1円=1.40Rsぐらいの間を上下していた。
コロンボ市内では両替商によっても同じ日のレートが異なる場合があり、両替する際は、日に
よっても店によっても損得が生じることになる。10万円単位で換金すると数千Rs程度変わる
ので、できるだけレートの高い日に、高いところでまとめて換金するほうが良かった。しかし
実際には、慣れない者が1か所だけで大金を換金すると犯罪に巻き込まれかねないという理由
から、換金は数日間に分けて数か所で行った。なお、そのルピーを一般の商店などで使う際、
5000Rs札などの高額紙幣で支払ってもお釣りがないと言われてしまうことが多い。地方へ行
けばなおさらであった。そのため、換金時にはできるだけ少額の紙幣で貰えるよう頼んだが、
おかげで非常にかさばることになった。
【隊費の管理方法】
　会計係の武田と石野が分散して管理したが、コロンボやブッタラの都市部にいる際は、宿の
部屋に大金を置いておくのは非常に危険なので常に持ち歩いていた。入国後しばらくは所持し
ている額も多かったので、外を出歩く時は必ずポーチやザックを体の前に持っていき奥底に入
れていた。しかし、店での買い出しの際に、不用意に人前でポーチから札束を出すなどして、
店員に注意されることもあったので、本来なら出し入れにまで気を付けなければいけなかった。
体でもポーチ1か所だけでなく、分散させるのが良い。コロンボやブッタラに滞在中、街の人々
には日本人の集団が滞在していることは知れ渡っていたはずである。常に目を付けられている
と思って換金や買物の際にはもう少し用心深く行動するべきであった。一方、ベースキャンプ
での生活中は大型ザックの奥底に入れて他の隊員たちのザックが置いてある場所に一緒に保管
していた。ベースキャンプを離れる時も特にそれ以上のことはしていなかったが、これも本来
は他の隊員に保管位置を知らせて注意していてもらう必要があったと反省している。
【物価と物価感覚について】
　スリランカの物価はやはり安い。宿泊施設は一般的なホテルだと5000Rs以上するが、ゲス
トハウスなどは1000Rs程度で泊まることが出来る。学生隊員がコロンボで宿泊していた

「YMCAコロンボ」のドミトリーは1人あたり1泊660Rsであった。食費に関しても日本と比
べると値段は約半分以下だ。大衆食堂での一般的なライス＆カレーは100Rs ～ 200Rs程度で
食べることができ、満腹になる。チキンと野菜のカレーでも250Rsほどで食べられるし、外
国人向けのレストランでも1000Rsはかからない。水も1ℓのミネラルウォーターが約60Rs
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と非常に安い。お米は1kgあたり70Rsで売られていた。一方、輸入品はとにかく高く、高級
スーパーで売られている輸入食品や菓子類、酒類などは、日本で同じものを購入するよりも高
いかもしれない。交通手段として便利な三輪タクシー「トゥクトゥク」は1キロ走って40Rs
程度である。ただ観光地では大半のドライバーが法外な値段を請求してくると思ったほうがよ
い。コロンボ市内でも、到着直後で事情の分からない学生隊員が3人で約10分乗っただけで
1人2000Rs請求され、支払ってしまうという「事件」さえあった （本来は3人でも100Rs程度）。
いまはメーターを備えた車も多いので、利用する際には乗る前にメーターの有無と、メーター
で走るのかを確かめることが大事だ。地方でも行き先を告げて値段交渉をするのが良い。要は
現地の物価を知り、できるだけ早く金銭感覚を現地の人並みに転換することが必要で、予算の
限られる遠征隊にとってはそれこそが現地生活の第一歩ということになるだろう。

【総括】
　記録係の日本での仕事は、会議の書記、準備風景の写真撮影などが中心で、比較的仕事量は
少なかったが、現地へ移ってからは、量も内容も厖大で多岐にわたった。隊や隊員が何か行動
を起こしたり、決定が下るごとにそれを記録しなければならず、その内容も隊全体に関わるも
のであれば、時刻や会議内容はもちろん、購入装備の値段や村人との交流でわかった文化など、
あらゆることを文章メモで記録した。その他には、ベースキャンプで雇用する村人の顔写真や
毎日の食事とその作り方なども記録写真に収めるなど、常に仕事に追われていたと言ってよい。
　遺跡調査でのデータ収集と記録法に関しては、一応の基礎訓練はしていたものの、今回の我々
は測量などの手法や技術をほとんど身につけないまま、半ばぶっつけ本番で調査に臨んだのが
実態だった。学生隊員でも経験のある者はそれなりにデータを集められたが、それ以外はいざ
現場に立ったとき、何をしていいのか分からず、指示を受けなければ動けないという者がほと
んどであった。そもそも何をどう記録すればいいのか、ということすら理解していなかったの
が実情だったと思う。それでも、それらを取りまとめなければならないのが記録係であり、以
下に今回の活動で実感した反省点と、それを踏まえた改善案を記してみる。
【フィールドノートの文字記録】
　今回はフィールドノートとして各隊員が一人ずつレベルブックを持ち、さらに三人の記録係
が、スケッチなども含めた公式の行動記録を出来るだけ細かくとった。会議の記録内容は、参
加隊員、時刻、購入予定の装備や誰がどこに行くかなど、決定されたすべてのことを記録する。
その際の筆記用具などは、現地のものは質が悪くすぐにインクが出なくなったので日本から多
めに持っていくのが良いだろう。また探査行動で移動中、歩行中の記録の取り方だが、例えば
川の分岐や大きな岩丘など、ランドマークがあったとき、そこで記録をとると良い。過去の隊
では常に画板を抱え、歩きながらでも進行方向が変わるたびに方角と歩数、目に入ったものを
書き留めていったというが、GPSを併用できる現在ではその労力は軽減できる。正直、歩き
ながら文字を書くのは難しいので、今回は獣道の分岐や広場に出て方角の確認や休憩するとき

2016年隊　記録係報告
（まとめ・三坂尚大）
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に、覚えておいた事柄や時刻などを記録していた。その際のメモ書きは、単に単語を記すだけ
だと後で前後の脈絡が分からなくなることも多いので、短くても文章にしておくか、全体の脈
絡が分かるように工夫しておく必要がある
　大きな反省点としては、記録に関して隊員間での認識や情報の共有が不足していたことが挙
げられる。今回のような大人数の隊だと、分隊活動があったり、隊員が別行動をとることも多
く、記録係以外の隊員にもなるべく記録をとって記録係に報告するよう徹底させるべきだった。
また3人いた記録係も、一日の終わりに抜けている情報がないか相互に、そして他の隊員たち
に確認する必要があった。のちに報告書の「行動記録編」をまとめる際に、日ごとの活動で抜
け落ちている隊員の動きがあったり、合同隊でありながら考古局側の動きが分からなくなって
いることなどが多かった。ほかには日ごとの天気や、食事、隊員の体調、同行の村人の行動な
ども「正式記録」に収めるべきだったと思う。
【写真記録について】
　遺跡データとしての写真はもちろん、隊活動全般の写真記録も記録係の仕事だった。撮影に
は一眼レフカメラを使用したが、一眼レフは公式の写真記録を撮るための記録係用が1台と、
隊員私物のもう1台があるだけで、あとは隊員のデジカメやスマホで対応した。一眼レフの予
備バッテリーは3つ持参したが、結果的に全ての電力を使い果たした。行動中にバッテリーが
切れたこともあるので、探査に出る際は予備バッテリーを1つ携行するべきであった。
　入域中に撮った写真は隊員全体の合計で大よそ3,500枚、動画1つとなった。動画があまり
にも少ないので、臨場感を伝えるためにも、もう少し撮るべきだったかもしれない。装備係は
装備の写真を撮ると後々参考になる。
　また、分散活動などで、普段一眼レフを使い慣れない隊員が記録写真を撮ることもあったた
め、ピンボケしていたり、レンズにゴミが入り写真に黒い影が入ったりした例もあった。肝心
の遺跡写真はおよそ1,800枚あるが、やはり訓練不足のため使えない写真が非常に多かった。
撮影方向を確認できるように撮らなかったため、後で分析するのに苦労したり、スケールが分
からないなどの失敗例もあった （結果的には隊員撮影のデジカメ写真も動員して報告会や報告
書には間に合わせた）。写真にはセンスが必要であり、遺跡写真には遺跡の知識が必要である
ことも実感したが、それらは今後、隊員全員が磨いていかなければならないものなのであろう。
【遺跡調査記録】
　2016年隊が調査した遺跡はわずか1カ所であり、しかも100m四方ほどの規模だったため、
測量には50mの巻き尺を2つ使用した。現場では隊員が仕事を分担して、メジャーをひく者、
方位と距離を読んで記録をとる者、それをスケッチブックに転載する者、写真を撮る者に分か
れたが、転載は上手くいかなかった。全員でそれぞれの場の記録をとり、その集積と管理は記
録係が担当した。一部ジャングルでメジャーのひけないところは歩数で測った。測量時に携行
した装備はコンパス、地図、拓本セット、巻き尺、カメラ、GPS、スケッチブック、ヘッドラ
ンプなどである。拓本セットは仏塔の装飾レンガの一点のみを採取した。採取した拓本はスケ
ッチブックに挟んで保管した。
　そうして収集したデータだが、第一回目の調査は、日本側は学生隊員だけで行ったため、ベ
ースキャンプに持ち帰って総隊長らに報告すると、不明点だらけであった。各遺構の分布状況
は把握できても、寺院境内の広がりや仏塔の基壇構造、石柱群の列や本来の本数など、仏教知
識や遺跡知識のないままに調査したため、図面化も不可能とわかり、再調査しなければならな
い結果となった。調査に当たっては、やはり実地での経験と知識とが大事だと実感した次第だ



った。
【記録集積の方法】
　隊の現地解散前に各自のカメラのSDカードを記録係が預かり、レベルブックは各隊員の管
理に任せた。帰国後、グーグルのクラウドサービスに写真や動画、スケッチブックや各自のレ
ベルブックの必要個所をスキャンした画像などを集めた。行動記録などの文字データもマイク
ロオフィスワードに打ち込んでもらい、クラウドに集めた。これらはネット環境があれば即座
に利用できるので非常に有用だが、その整理方法には今後の工夫も必要である。集まった写真
はCDに焼き付けて保存し、報告書作成等に使用した。

【従来の通信方法】
　現地の探査隊 （遠征隊） と日本の派遣本部、あるいはコロンボの大使館や途中の町の中継拠
点との連絡通信には、日常的・定期的な連絡通信と遭難事故など非常時の連絡通信がある。こ
のスリランカ密林遺跡探査が始まった1973年以来、これまで非常事態での連絡通信を行った
ことはないが、そのためのシステム （連絡経路と方法） をあらかじめ準備しておくことは当然
であろうし、そのシステムに則って通常の連絡通信も行われてきた。
　といっても、過去の記録によれば、初期には今日のような通信機器はなく、たとえば1970
年代のベースキャンプから外部への連絡は、月に一度、隊員がコロンボに出て大使館に現況報
告をし、日本あての手紙や途中報告文書を航空郵便で送るという「伝令と郵便」の方式であっ
た（活動終了の報告だけはローマ字日本語の国際電報を用いた）。離れている隊員間の連絡は、
もちろん伝令のみで、無線機（ウォーキートーキー）の持ち込みは、軍事上の理由で最初から
現在まで厳禁されていたという。
　それが1980代には地方の町からコロンボへは電話が、コロンボから日本へは電報電話局の
ファクシミリが使えるようになり、報告の時間差が短縮された。その後、2000年代に入ると
スリランカでも携帯電話が徐々に普及し、さらには今日のように衛星電話での交信やネット通
信もできる形に利便化が進んでいく。ジャングルの中では相変わらず携帯電話も通じないし、
衛星電話も通じにくい現状だが、外部環境的にはこのような変化の上に今回の隊の通信係もあ
ったことと、その土台となる連絡システムがあることを、まず確認しておきたい。
【2016年隊の通信ツール】
　今回我々は、現地で流通している型の （現地購入の） 携帯電話に加え、日本製の衛星電話を
レンタルして臨んだ。一部隊員にはパソコンもあり、ほとんどの場面では携帯電話で事足りる
はずだが、電波の届かない密林からの連絡には衛星電話が、また日本や考古局との間で大容量
のデータをやり取りするにはパソコンが力を発揮する手筈であった。
　これらのうち、携帯電話は2013年隊が用いていたものが2台と、岡村、松山が新たに購入
した私物2台を隊用として、必要に応じて隊員が交代しながら運用した。結果として、ジャン
グル入域前後の携帯電話での連絡は円滑に行うことができたのだが、一方でジャングル用の衛
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2016年隊　通信係報告
（まとめ・村松秀剛）



星電話は環境が厳しかったせいか、ベースキャンプでの使用はできなかった。代わりに、ジャ
ングルでも高い岩丘に登れば携帯電話が通じることがわかったため、以後は不定期的ではあっ
ても探査中に岩丘に登った際に日本との連絡も取るようになった。また、活動終了後にはコロ
ンボの考古局で写真資料などの提供を受け、一部を日本に送る際、隊員持参のパソコンは有用
だった。隊員持参のスマートフォンでも写真などのデータ転送はできるが、大容量の写真や動
画、公式文書類をやりとりするとなるとパソコンは欠かせない。今後はさらにその必要性が高
まるのではないだろうか。
▼携帯電話について
　スリランカでももちろん、我々が日本で契約している携帯電話をそのまま使用することは可
能である。しかしその通信料は、現地で数日過ごせてしまうほどの値段になる。そこで2010
年以降は、現地の電波を使用可能、かつ安価な携帯電話ということでノキア社のものを使用す
るようになっていた。電話以外の機能はない旧式のものだが、本体の値段は2 ～ 3000円で、
最初に通信料を払うプリペイドチャージ式である。通信料をチャージできる店は少し大きな町
ならどこにでもあり、2016年隊では約20日間の隊行動に対して、途中チャージも含めて約
8,500ルピー分をチャージすることとなった。
　この電話機での通信可能な範囲は、人の住む集落から10キロ程度までだが、条件さえ揃え
ば上述のように密林の中からでも通話ができた。ただしその場所は、密林の樹高よりはるかに
高い露岩丘の頂上などで、それより高い山などの障害物が周囲に存在しない場合に限られた。
これらは偶然に通話ができた実例だったが、近くの村と連絡が必要なとき、ベースキャンプか
ら道の脇に岩丘のある場所までトラクターで移動して、丘に登って通話したこともあった。
▼衛星電話について
　普通の携帯電話では電波が届かない密林内から、非常時などに日本に緊急連絡することを考
えて、Inmarsat 社の IsatPhonePro という衛星電話をレンタルして持ち込んだ。使用条件は

「空が見えるほど開けていて、高い障害物の少ない場所」ということだったが、ベースキャン
プ付近で最も空が開けているクンブッカン川で試したところ、通話できるほどの電波を拾うこ
とは叶わなかった。1 ヶ月約4万円のレンタル料が無駄になったことになる。しかし、スリラ
ンカ考古局側の隊員が持ち込んだ本局との直接連絡用の衛星電話は通信が可能なようであり、
実際の通話に使われていた。衛星電話には複数の種類が存在し、根本的に異なる通信方法が採
用されていたりする。日本でレンタルする前に、事情を調べるべきであった。
▼その他の通信連絡
　従来の探査隊は、隊行動が終了したのちに隊員が手分けして支援者や関係者に絵はがき等を
送ることを常としていたのだが、今回は「探査失敗」の結果のせいもあってか、しないままに
なってしまった。本来の礼儀としても、活動を次回につなげるためにも、これは欠かしてはな
らなかった。大きな反省点である。
　また、各隊員と家族との連絡については、定期的に隊の電話機を使用して近況を知らせるよ
うにしていた。個人的には都市部のWifiなどのネット環境がある場所から、SNSやメールで
連絡を取る者もあった。個人のスマートフォンを利用するのであれば、スリランカ国内用の
SIMカードを購入することで現地キャリアの電波、例えば3G回線などを使用可能にすること
もできる。今後は多岐にわたって可能になった通信手段を、隊としても有効に活用することを
模索するべきであろう。
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【2016年隊の連絡体制】
　今回隊も従来と同様、以下のような体制を敷いて必要な連絡を行っていた。以下のリストお
よび組織図に電話番号など具体的な連絡先を加えたリストを持参したが、幸いなことに緊急連
絡体制を発動させるような事態にはならなかった。

1．通常時における現地連絡体制
▼日本から現地への連絡
①日本からの連絡は現地携帯番号とする
②つながらない場合、考古局代表に連絡
③遠征隊はコロンボ到着後速やかに日本大使館に挨拶・遠征隊の趣旨・緊急時の連絡体制等の
説明に伺う、また活動終了時においてもその報告に伺う
④コロンボの宿泊先
⑤密林行動中の緊急連絡としての衛星電話
▼隊から日本への連絡
全般には電話連絡、都市部からはメール連絡も併せて行う。
①コロンボ滞在中　第1回定期連絡
②入域時、途中隊員の離隊時、集落への帰還時　定期報告
③隊解散時　最終報告
④密林行動中の緊急連絡として衛星電話
▼日本における通常連絡体制
遠征派遣本部であるNPO法人南アジア遺跡探検調査会の連絡事務局が必要な連絡事務を行う
a.事務局の任務
　現地からの報告を、定められた関係者各位にメールにて配信する
b.事務局の構成
　NPO法人より抜粋

2．緊急時における連絡体制
a.現地より日本への連絡
　都市部では通常連絡に同じ、ただし現地状況により連絡不能の場合あらゆる手段を使用する
▼隊員死亡等重大事故の場合
　探査活動中およびベースキャンプ付近においては、衛星電話、または最も近い町村からコロ
ンボの日本大使館と絵院生事務局へ電話で連絡、直ちに隊員をコロンボに急派し、大使館との
相談、日本の事務局との相談を行う。この場合は大使館から外務省へ、外務省から絵院生事務
局　と家族へ連絡（公電）が行く
▼隊員死亡事故以外の大事故の場合
衛星電話、携帯電話などにより、日本大使館および遠征事務局に連絡する
b.日本より現地への連絡
　都市滞在時は通常連絡と同じと、事務局→現地携帯。密林行動中は衛星電話へ。
　何らかの事情でつながらない場合はコロンボの考古局を通じての連絡となる。
c.現地の病院



【輸送方法の変遷】
　かつて長期遠征を繰り返した1970年代には、大量の装備・食糧等を出発以前に船便で輸送し、
通関等でも苦労したという探査隊だが、1980年代以降は隊員がザックひとつで移動するとい
うライト・エクスペディション形式に変わってきた。スリランカ国内でも大型トラックでの輸
送などは必要なくなり、輸送も人員移動も格段に楽になって現在に至っている。今回も大きな
苦労や障害はなかった輸送係の仕事ではあるが、以下、各局面ごとに具体的内容を報告する。　
【輸送係総論】
　2016年隊の輸送係（沓澤と木村尚斗）は、①日本からコロンボへ、②コロンボからマーリ
ガウィラ遺跡公園事務所へ、③マーリガウィラ遺跡公園からベースキャンプへ、④ベースキャ
ンプからマーリガウィラ遺跡公園を経てブッタラのゲストハウスへ―という4区間の輸送
と、その間の人と物資の安全確保を任された。
　ただし、これらのうちの①については各隊員が共同装備をも分担輸送（携行）したため、実
際の実務は全員が集合して8月7日にコロンボの宿舎YMCAで段ボールの荷造りを行った時
からである。また、②の国内輸送と人員移動に関しては、岡村総隊長による6月の偵察時にす
でにマイクロバスのチャーター予約を済ませてあり、輸送係が関わることはなかった。同様に
③④のトラクターのチャーターもすべてを総隊長らに委ねたため、料金も含めて関わる必要が
なかった。本来であれば、これらすべても輸送係の担当となるところであろう（交渉には語学
力や経験の問題もあるため、この部分は自然な成り行きであったとも言えるが）。
　さらに、コロンボ出発に際しては、荷造りと積み込みを輸送係が指揮監督し、比較的順調に
ことが運んだが、③と④のトラクター輸送に関しては、積み込みに慣れた現地スタッフの力を
全面的に借りてしまい、積み荷内容の安全管理を意識した以外に特に何かを主導したわけでは
ない。それも、積み荷内容そのものの管理は、装備係や医療係に委ねられていたので具体的に
仕事はなかった。それらすべてを考えると、輸送係という係が後半になるにつれて有名無実化
してしまった観が否めない。
【人員の輸送について】
　この隊は日本人隊員18名、政府考古局から6名、レンジャー 1名、村人の7名の計32人の
隊であった。ここではトラクターだけに焦点を当てて記したい。マーリガウィラ遺跡公園から
ベースキャンプ地までトラクターで約5時間かかる。トラクターの荷台に鮨詰め状態で乗った
日本人隊員には、縦揺れ横揺れが絶え間なく続くなか、水作り用の素焼きの瓶を抱えて座る者
もあり、苦痛の時間を過ごさなければならなかった。また左右の藪からトゲの生えた枝木が襲
うため、常に緊張を強いられた。しかし怪我人等が特に出なかったのは幸いだった。
【区間ごとの輸送の報告】
▼①日本からコロンボへ
　日本人隊員は総勢18名。この区間においては航空便も別々の移動で団体装備は各隊員が大
型ザックに詰めて運んだ。隊員1人のザックの重さは平均17,18kg、手荷物となるサブザック
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は平均で5kg弱。一番ザックが重い隊員でも20kgくらいであった。なお、格安航空を使った
隊員は重量制限、中継空港の待機などで辛い思いをした。少し値が張っていても直通便を使う
と以上の苦労を大幅に減らすことができるのだが……。
▼②コロンボからマーリガウィラ遺跡公園へ
　8月8日（月曜日）の朝、4:00起床で前日パッキングした14箱の段ボールと医療箱の荷を
確認。番号を記して、壊れ物が入っている箱には “fragile” “upside” などの表書きを施した。
また段ボールには入れず、手もしくはザックで運搬するウォーターサーバーや蚊帳、タープ類
などを確認した。5時からYMCMのロビーに荷物を降ろし、到着したマイクロバスの後部座
席に段ボールや大型ザックの積み込みを開始。しかし上積み予定の壊れ物の段ボールが多数先
に運び込まれるなどの段取りの悪さもあり、積み込みに時間がかかってしまった。予定より
10分遅れて6:10には出発できたが、荷の多い車内は狭く、隊員用の座席はギリギリという状
態だった。13:40にマーリガウィラ遺跡公園事務所に到着。段ボールをいったんここで全て預
けて、隊員は個人装備だけを持ち、14:35にブッタラのゲストハウス（宿舎）に到着した。
▼③マーリガウィラ遺跡公園事務所からベースキャンプへ
　8月11日、先発隊の出発日。前日にブッタラの宿舎で段ボールが2つ新たに加わったので、
先日の段ボールに続いてナンバリングを施し、マーリガウィラ遺跡公園に移動。事務所前でト
ラクター 2台に積み込みを開始。団体装備の段ボールはできるだけ先発隊が運ぶことにして、
日本人隊員9名、現地傭員（村人）9名の計18名で11時に出発。途中、川の渡渉に難渋したが、
無事通過して17:15にベースキャンプ地着。その間、団体医療箱の中にあった忌避剤を詰めた
プラスチック容器が破損したほか、隊員のミスで翌日出発予定の後発隊4名のザックも一緒に
積み込み、運んだことも判明した。
　8月12日、後発隊はマーリガウィラ遺跡公園事務所前で10:40には積み込みを終えたが、
考古局車輌の合流が遅れた上、同車輌から追加チャーターしたトラクターに荷の積み替えをし
なければならず、出発が大幅に遅れた。13:05に日本人6名、考古局5名、現地傭員4名でマ
ーリガウィラ遺跡公園出発。前日に新たに購入した設営装備のブルーシートや水瓶、ミネラル
ウォーターなどを携行して18:20ベースキャンプに到着した。
【途中の人員移動と補給】
　8月13日朝、日本人隊員2名と考古局運転手がトラクターでベースキャンプ発。マーリガ
ウィラから考古局車輌でブッタラへ出て、療養中だった村松と松山さんに合流。食材の買い足
しを済ませて全員でマーリガウィラへ。再びトラクターに乗り換えてベースキャンプに帰着し
た（日本人隊員全員がベースキャンプ入りできた）。
　8月17日朝、帰国予定の境隊長、松山さん、コロンボ帰任予定の考古局員カラナ氏とデニ
ーシャ女史を送って、隊員2名がベースキャンプ発。同2名は食材買い出しをして20:00にベ
ースキャンプに帰着。
【ベースキャンプからの引き揚げ】
　8月21日の撤収に先立って前日、廃棄物を燃やし、考古局と村人らに提供する品の段ボー
ルを2箱つくり、梱包を終えた。おかげで団体装備は重さも嵩も幾分か減り、ザックを合わせ
て350kg程度となった。当日はトラクター 3台に日本人隊員16名、考古局3名、現地傭員11
名（運転手含む）でベースキャンプ発。12:15にマーリガウィラ遺跡公園に到着後、考古局倉
庫に預けるタープ類や鍋釜類を考古局車輌に積み替える。コロンボに向かう同車輌を見送り、
日本人隊員は荷を手分けして15時にはブッタラのゲストハウスに移動。その後、持ち帰る団
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体装備を各隊員のザックに振り分けて日本へ運ぶこととなった。
【段ボールの体積・団体装備の総重量】
　輸送に用いた段ボールの大きさは、縦30cm横40cm高さ40cmほどの体積で、いずれもコ
ロンボ市内のスーパーマーケットなどで入手したものであった。段ボール1つの重量は3kg弱
ほどである。箱で運んだ団体装備の総重量は300kg弱、隊員のザックで運んだ分を含めても
500kg弱と推定される。19名という人数を考えれば、普通のライト・エクスペディションで
あったと言えるのではないだろうか。
【輸送の際のポイントと反省点】

• 段ボールは英語で“carton box”である。大型商店で頼めばもらえる。
• スリランカで市販されているガムテープは手で破けない、めくりづらいなど使い勝手が非常

に悪い。日本から持参するべきである。日本製は梱包用だけでなく装備の修繕・補強などに
も役立つ。

• 車内積みの段ボールの配置には細心の注意を。当然重いものを下に、脆いものは上にしなけ
ればならないが、それを示す“upside”や壊れ物が入っていることを示す“fragile”の英語は
手伝いの村人たちには読めないので、箱にはシンハラ語でも記す必要がある。

• 入口の狭いマイクロバスの積み込みでは輸送係からの指示に不手際があり、壊れ物が先に来
てしまったため荷を積むのに一苦労した。トラクター輸送中にも医療箱の中のプラスチック
容器が割れた。壊れ物は事前に徹底的にチェックするべきだ。

• ハリケーンランプは梱包する団体装備の中でもとりわけ壊れやすい。横に置くとガラスの部
分が他のものに直接触れるので縦に置くこと。縦に置く際もトイレットペーパーを周りに詰
めて緩衝材として用いる等の工夫が必要である。

• 素焼きの壺などは段ボールに仮に入ったとしても割れやすい。隊員が抱きかかえて輸送する
しかない。

• 今回の輸送係は、前述のようにマイクロバスやトラクターのチャーター交渉には携わらなか
った。しかし本来は輸送手段の確保などを真っ先にするのが輸送係である。今後はそのよう
な場面があることを想定し、会計係の支出報告も読んで予算枠なども押さえておく必要があ
るだろう。現地の商習慣や交渉のための用語なども知っておくべきだろう。



【総括】
　2018年隊の装備は、2016年隊の装備リストや過去の隊の報告書に準拠してリストを作成し、
運搬の負荷を軽くするために、必要なものを日本から携行する以外は多くを現地調達する方式
を採った。それらのうち、日本から持ち込んだ装備は消耗品、雑貨などを含めて十分に用をな
したが、現地購入のものはリストに不足があったと言えるだろう。これは、前回隊が現地スタ
ッフや傭員を含めて32人であったのに対して、今回はベースキャンプ入りしたのが17人と少
なく、その点を勘案したものの、数量の計算や品目に漏れが生じた結果であった。一方、キャ
ンプ生活に必要なタープ類や鍋釜などの嵩張る装備は、2016年隊がコロンボのスリランカ政
府考古局倉庫とマーリガウィラ遺跡管理事務所に保管してもらっていたものを使用したため、
運搬の手間も省けて装備係としては大いに助かった。以下、団体装備に関して用途別に特記す
べき事項のみを記し、リストを掲げることとする。個人装備に関しては2016年隊とほぼ同じ
なので省略する。
■調査・記録装備
　今回隊は新機軸として、遺跡の測量にはレーザー距離測定器（M138P-ULSE200LHレーザ
ー距離計）を導入し、巻き尺・コンパスは補助的に用いた。また、ドローン（DJI Mavic 
Pro）も新たに導入して画像・動画の空撮も行った （ドローンは調査終了後に考古局に寄贈）。
記録装備では隊カメラとして一眼レフCanon EOS Kiss X4を使用し、予備バッテリー 4つを
交換しつつ撮影を行った。また学生リーダーの木村隊員が個人装備として持ち込んだ一眼レフ
とビデオカメラも公式記録用として使用し、それらの記録映像は、全隊員が個人的に撮影した
ものと合わせ、全映像データを現地でコンパクトハードディスク （これも木村隊員の私物） に
コピーして、バックアップを取った上で帰国した。
■幕営装備
　キャンプ設営には日本隊のみスノーピーク製のタープを使用し、考古局および傭員用のター
プと、双方のグラウンドシートはブルーシートで代用した。また、獣除けの焚火のほかにハリ
ケーンランプを4つ、LEDランタンを二つ使用した。これらは焚火が焚けない場所とタープの
張り綱等で足場が悪い場所に設置し、終夜点灯することを原則とした。電灯類はほかに大型の
懐中電灯 （サーチライト）を用意し、考古局スタッフには各自にヘッドランプを提供した （日
本人隊員用は個人装備）。交換用の電池は、入域期間が短くなったこともあって3分の1ほど
が未使用のまま残った。
■生活装備
　現地購入予定であった装備リストの大半は予定通りに購入できたが、コロンボでの購入を予
定していたスコップとポリタンクに関してはブッタラでの購入となり、飲料水づくりに用いる
素焼きの甕も、一般的に使用する機会が減ったらしく、探すのに苦労した。今回はブッタラの
定期市 （水曜市） に出店した業者から購入できたが、今後はその点を考慮して計画を立てる必
要があるだろう。また、ベースキャンプで使用した現地製の折り畳みポリタンクは、口蓋が弱

184 — 第四部 隊務報告編

2018年隊　装備報告
（まとめ・石田康太朗）



く、たびたび水漏れが発生した。当初はこの立方体のポリタンクをポーターの背負子につけて
前進キャンプへ運ぶ計画もあったが、背当てが曲線型の背負子では形状的にも厳しいため、と
もに使用を断念した （ビバーク地への水の運搬は2Lポリタンクを使用した）。
■調理器具・食器
　調理器具や食器は、主に2016年隊がコロンボの考古局倉庫に預けていた大鍋4つとプラス
チック製の皿とコップを使用したが、同じく預けていた包丁などの鉄製品は錆が激しく、保管
は厳しいと感じた。また、ベースキャンプで日々用いるスパイスや調味料の容器、その他の小
物についてリストに漏れがあり、今後に向けての反省点となった。
■行動装備
　2016年隊で用いた現地製の鉈 （ナタ） が使いにくく、研ぎも難しかったため、今回の日本
隊は各自が日本製の鉈を持参し、一部隊員は鉈と鋸がセットになったものを使用した。考古局
スタッフにはBCキーパーとして待機する者の鉈とコロンボの考古局倉庫に保管してあった現
地製鉈を使用してもらった。ブッシュでのルート開拓用に中型の枝切りばさみも現地購入した
が、あまり出番はなく、むしろ考古局ブドゥルワガラ事務所傭員のチャミンダ氏が持参した長
柄の鉈 （現地製） が極めて効果的であった。

2018年隊　装備リスト（団体装備のみ）

用途 品目 数量 単価 調達地／備考
幕営 タープ 1 0 日本／スノーピーク（企画室ゆう貸与）

ツェルト 1 10,260 日本／アライテント スーパーライトツェルト

タープ（大） 1 0 考古局保管／モンベル2010年提供（不
使用）

タープ（小） 1 0 考古局保管・コロンボ／（境氏寄贈品・不
使用）

ブルーシート 2 0 考古局保管

ブルーシート 8 Rs.1,090 コロンボ／グランドシート等に使用

ゴザ 8 Rs.350 コロンボ／日本隊使用

スコップ（大） 1 Rs.300 ブッタラ／コロンボでの購入は難しい

生活 折り畳みポリタンク 2 861 日本／ 15L水漏れに注意

灯油ポリタン（2L） 3 Rs.30 コロンボ

灯油 4L Rs.35 コロンボ／ランプ燃料

灯油ランプ 30 マーリガウィラ遺跡管理事務所保管

灯油ランプ 3 Rs.800 コロンボ／追加購入

ランプ芯 1 Rs.10 コロンボ／ランプ交換用芯

サーチライト 3 1,944 日本／ジェントスフラッシュ330ルーメン

ヘッドランプ 3 2,000 日本／ブラックダイヤモンド（考古局隊員
用）
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LEDランタン 2 3,980 日本／ジェントスランタン EX-V777D 
530ルーメン

乾電池（単1） 12 935 日本／ 6本パック、LEDランタン・サーチ
ライト用

乾電池（単4） 2 1,648 日本／ 36本パック、ヘッドランプ用

太陽光発電機 1 0 日本／ BioLite ソーラーパネル（隊員より
借用）

固形石鹸 10 Rs.40 コロンボ

トイレットペーパー 20 Rs.38 コロンボ

砥石セット 1 Rs.100 コロンボ／粗砥と仕上げセットのもの

革手袋 1 Rs.100 コロンボ／鍋つかみ、火の番用

シュロ縄 30m Rs.3 コロンボ／ 1m単位で販売、油で鞣して使
用

針金 30m Rs.7 コロンボ／ 1m単位で販売

ハサミ 1 Rs.200 コロンボ

のこぎり 1 Rs.1,560 コロンボ／橋富個人装備を借用

ほうき 1 Rs.500 コロンボ／キャンプ整地用竹ぼうき

金バケツ 3 0 マーリガウィラ遺跡管理事務所保管

炊事 茶こし 1 Rs.40 コロンボ

茶ポット 1 Rs.80 コロンボ／プラスチック製

ジョーゴ 3 Rs.150 コロンボ

包丁 3 Rs.230 コロンボ

まな板 3 Rs.500 コロンボ

お玉 1 Rs.100 コロンボ／ヤシ殻杓子

亀の子たわし 1 Rs.85 コロンボ

スポンジたわし 2 Rs.100 コロンボ／ 1セット6個入

お盆 2 Rs.200 コロンボ／プラスチック製

バケツ 1 Rs.310 コロンボ／プラスチック製、食器洗い用

缶切り 1 Rs.150 コロンボ

ココナツ削り刃 1 Rs.600 コロンボ／刃単体（前進キャンプ用）

ペットボトル（19L） 2 Rs.1,200 ブッタラ／ウォーターサーバー用

素焼きの甕 10 Rs.200 ブッタラ／ 40L分、コロンボでの購入は難
しい

アルミ皿 10 Rs.75 ブッタラ 甕の蓋に使用

スパイス容器 10 Rs.20 ブッタラ 大小10個

大鍋セット 4 0 コロンボ／考古局保管

やかん（大） 2 0 コロンボ／考古局保管

ざる（小） 1 0 コロンボ／考古局保管

ヤシ殻杓子 2 0 コロンボ／考古局保管

茶水サーバー（デカンタ） 7 0 コロンボ／考古局保管

皿 30 0 コロンボ／考古局保管

コップ 30 0 コロンボ／考古局保管

包丁 3 0 コロンボ／考古局保管　錆のため廃棄

腰掛コプラ削り機 1 0 コロンボ／考古局保管　破損により廃棄
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行動 GPS機器 2 0 日本／遺跡探査時使用

登攀装備 9 1,200 日本／テープスリング、7ミリロープ、カラ
ビナ

スケール棒 3m Rs.20 ブッタラ／塩ビパイプで手製

枝切ばさみ 1 Rs.2,000 コロンボ

鉈 5 マーリガウィラ／考古局事務所保管

背負子 3 マーリガウィラ／考古局事務所保管

調査 レーザー距離測定器 1 90,000 日本／ M138P-ULSE200LH'レーザー
距離計

ドローン 1 160,000 日本／ DJI Mavic Pro 甕副隊長寄贈

巻き尺（20m） 2 0 日本／ NPO備品

巻き尺（50m） 2 0 日本／ NPO備品

水糸 100m 0 日本／黄蛍光色　境氏寄贈

温度計 1 680 日本

バッテリー（ドローン） 3 0 日本／予備バッテリー 甕副隊長寄贈

カメラ 1 34,400 日本／一眼レフ　Canon EOS Kiss X4

バッテリー 2 0 日本／カメラ用付属品

充電器、接続ケーブル 1 0 日本／カメラ用付属品

SDカード 2 1,780 日本／カメラ用　64GB

SDカードケース 1 2,500 日本

バッテリー（カメラ） 3 5,000 日本／予備バッテリー

カメラバッグ 1 4,000 日本

三脚 1 13,000 日本／フレキシブル三脚

拓本セット 1 0 日本／ NPO備品

記録 鉛筆（HB） 1d 498 日本／製図用予備

色鉛筆セット 1 108 日本／製図用予備　日本

ボールペン（黒） 4 108 日本／製図用予備　日本

ボールペン（赤） 4 108 日本／製図用予備　日本

油性ペン（黒） 4 108 日本／装備管理に使用

油性ペン（赤） 4 108 日本／装備管理に使用

消しゴム 3 108 日本／製図用予備

画版 2 108 日本／ A3バインダー

目玉クリップ（40mm） 2 108 日本

目玉クリップ（50mm） 1 108 日本／ 40mmのものだけで良い

スケッチブック（A4） 2 130 日本／記録・スケッチ用

レベルブック 20 0 日本／甕副隊長寄贈

方眼紙（A4） 2 245 日本／製図用紙2冊

図面ファイル（A4） 2 108 日本／製図用紙保管用2冊

定規（30cm） 2 108 日本／プラスチック製

三角定規 2 200 日本／製図用大型

三角スケール 1 0 日本／ NPO備品

分度器 2 200 日本／製図用大型
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コンベックス 2 108 日本／個人装備予備品として

万歩計 1 753 日本／歩測用

通信 携帯電話 1 Rs.1,500 コロンボ／ノキア製

携帯電話 2 Rs.1,500 コロンボ／ NPO備品が使用不可のため追
加購入

その他 ビニールテープ 5 198 日本／赤と白・測量棒用

ガムテープ 8 225 日本／装備梱包用　不足

ダクトテープ 2 448 日本

計画書（英文） 20 0 日本

計画書（和文） 20 0 日本

※単価のRs.はルピー。他は円。1円は約1.4ルピー。

　2018年隊の活動では、探査や調査用にドローン（MAVIC PRO）を導入した。これは
NPO-SARERSにとって初の試みであったため、ここにドローン利用におけるメリット及び注
意点を、実際に操縦した経験を基に報告したい。
　まず、ドローンを利用する長所として最大のポイントは、ヘリコプター等を使用することな
く高度の上空からの写真、動画撮影が可能であることが挙げられる。人の目線ではなく鳥の目
線から撮影できることで、例年の活動よりも見ごたえのある動画像を撮影することができた。
また、上空からちょうど真下の映像を撮ることができるという特徴から、遺跡の概念図を描く
際に個人のイメージを挟むことなく遺跡の全体像を捉えることができたため、測量補助装備と
しての役割も果たした。さらに、本来は遺跡に到達した後の使用を想定していたのだが、ドロ
ーンを人間の目では届かない高度まで上げ、全方位を見渡すことで、ジャングルの中で開けた
個所にある遺跡群の位置と方角を特定することができた。このように、今後は遺跡やそのアプ
ローチルートの探索という面においても大きな活躍が期待できる装備であることを確認でき
た。
　撮影に探索にと、かなり使い勝手の良い装備のように思えるが、いくつかの問題点もあった。
まず一つは、バッテリーの問題である。今回使用したドローンは、本体に充電したバッテリー
を装着して飛行させるタイプのものだったが、ジャングルをはじめ野外での活動においてはバ
ッテリーの充電が課題となる。ソーラーパネルによる充電も試みたが、充電するにはある程度
の電圧が必要らしく、ごく僅かな量の充電しかできなかった。充電に期待できない場で複数日
間活動する際は、予備バッテリーを多めに持っていく必要があるだろう。ちなみに本活動では
4つの予備バッテリーを持参し、使用時にはなるべく短時間で飛ばすことを心掛けたが、活動
終了時にはすべて使い切っていた。
　二つ目に、ドローンの発熱の問題である。ドローンを直射日光下で連続飛行させる場合は、
特にバッテリー部分において発熱の恐れがあり、熱暴走による操縦不能に陥る危険がある。本
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活動中も、ドローン本体のバッテリーが発熱→強風の中操縦不能→墜落という場面があった。
ここでは大まかな墜落地点が判明した為、それを手掛かりに皆で探すことで運よく回収するこ
とができたが、大変な手間であった。三つ目は、フィールドの問題である。ジャングルは基本
的に周囲を木々に囲まれているため、対象の遺跡が露岩上などに無く、木々の生い茂る中に存
在するような場合、ドローンを上空へ飛ばしたとしても、その木々に隠れてしまい、俯瞰写真
を撮ることができない。また、それなりの高度で使用する場合、強風が吹いていることが多く、
不慣れな者が操縦すると風に流されて墜落してしまう恐れがある。加えて、日差しが強い場合
は手元のコントローラーの画面が見えなくなってしまうため、今回の隊ではサングラスや日傘
等を使うことで対処した。四つ目の問題として、今回の場合は操縦の練習不足が挙げられる。
ドローンの操縦にはある程度の技術を要するため、もっと練習を重ねてから使用すれば、さら
に良い動画像を撮影することができたかもしれない。
　五つ目に、装備としての重さや嵩の問題がある。今回、ビバークを想定してタラグルヘラ遺
跡に向かった際は、隊の機動力を高めることと水の運搬に力点を置き、装備は最低限のものに
限らざるを得なかった。そのため、手提げ式の大きなドローンの収容ケースは携行装備から除
外する結果になってしまった。実際には、タラグルヘラの山頂ではかなりの強風が吹いており、
ドローンを持って行けたとしても飛ばせる状況ではなかったが、山頂の巨岩や参道と思われる
露岩など、ドローンによる撮影が期待できる箇所が多く存在していた。こうしたことから、今
後は、通常のドローン収容ケースのほか、コンパクトに収容し携帯できるようなケースも準備
する必要があるだろう。
　今回使用したドローン装備は、最終的に合同探査のパートナーであるスリランカ政府考古局
に贈呈した。それまでには現地で考古局隊員に対してドローンの操縦訓練なども行うことがで
きた。隊活動終了後、考古局では改めて贈呈式が行われ、ドローンの返礼に貴重な書籍5冊を
頂いた。今後とも、現地での活動におけるドローンの活躍を期待したい。

【型式】MAVIC PRO（DJI）

【価格】138,240円

【サイズ】
高さ83×幅83×奥行198mm
対角寸法（プロペラ除く）335mm

【カメラ有効画素数】1235万画素

【最大飛行時間】約27分

【重量】743g



【現地での食料調達】
　2018年隊は、行動食のみは日本から持参した2016年隊と異なり、行動食までも含めた食
糧すべてを現地調達する「完全現地食主義」を採用した。
　食糧の調達は、主にコロンボとベースキャンプの最寄り都市ブッタラで行い、まずコロンボ
では、入域まで日数があるため、行動食のビスケットやフルーツ缶詰、ミルクパウダーなどの
保存が効く食品に限って買い出しを進めた。場所は、コロンボの宿舎YMCAからトゥクトゥ
ク（3輪タクシー）で10分ほどの場所にあるスーパーマーケット「アルピコ」が中心となった。
ここでは、商品価格が明示されているので、予算と相談しながら調達することができ、買い出
しには非常に便利だった。
　一方のブッタラでは、毎週水曜日に開かれる定期市で生鮮食品の購入にあたった。逗留して
いた宿の若旦那に同伴してもらい、買い出しを手伝ってもらったが、市場には彼の顔なじみが
多いため、多くの売り場で価格交渉をして安くしてもらうことができた。また、米、調味料、
香辛料は町のグロッサリーストアで購入した。これらは市場で買うよりもグロッサリーストア
で購入したほうが安いという。
　地方での買い出し、特に市場での買い出しは、現地の言葉「シンハラ語」しか通じないこと
が多く、価格交渉に苦労することが多い。そのため、食糧品名、価格、数量を表すシンハラ語
を覚えておくか、リストに書き出しておけばスムーズに買い出しをすることができる。我々は
予め購入する食糧のリストを持参し、それを基に買い出しを行ったため、比較的スムーズに仕
事を進めることができた。
【食糧の保管方法】
　ブッタラの町で最初に購入した野菜などは、宿のリビングの一部を借りて、床に段ボールを
敷いて広げて保存した。食材を直接床や地面に置いたり、箱に詰め込んでしまうと、早く腐っ
てしまうからだ。このように、生鮮品の保管にはとにかく細心の注意を払っていたはずだった
が、結果としては入域が予定よりも一週間ほど遅れたために、ナスやインゲン、トマトなどは
早々に腐り始めた。それらは、宿での夕食に回し、入域前にもう一度、大幅に買い直す結果と
なった。
　一方、ベースキャンプでの食糧保管方法に関しては、風通しの良い木陰に置いて、腐りやす
い食材から積極的に料理するように努めた。また消費する食品の順番と同時に、在庫量のチェ
ックも欠かさなかった。2016年隊では調理を任せた現地傭員が、考えなしに食品や調味料を
大量消費し、途中補給が必要になったからだ。今回は、調理担当のガーミニ氏に「あと〇日分
だよ」と逐一報告し、相談しながら在庫を管理したため、問題は生じなかったが、一度ジャン
グルに入ってしまえば、容易に補給できないのが普通である。そのため現場では、活動日数、
人数、一日の消費カロリー等を念頭に緻密に計算する必要があり、運搬上の支障がなければ、
多少多めに見積もって用意するのが賢明かと思われる。
　ところで、ベースキャンプを置いたスリランカ南東部は乾燥地帯で、しかも乾季だから雨は
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降るはずがないと思われがちだが、実際は活動の終盤になって、滝のようなスコールに見舞わ
れた。慌てて食品をタープの下に運び入れ、事なきを得たが、今後は念のため、食糧の保管場
所の上にはブルシートなどで屋根を作っておくことも重要だろう。
　食品に関してはさらに、廃棄方法にも慎重な対策が必要だ。野菜くずなどの生ごみや残飯を
適当にばら撒くと、ハエが大量発生し、就寝時には不快な思いをするし、危険な野生動物を引
き寄せることにもなりかねない。地面に深い穴を掘って埋めるのもよいが、今回はベースキャ
ンプの前にある川に廃棄し、下流の無人地帯に流し去る方法をとった。
【食糧の梱包と運搬】
　コロンボで購入したビスケット、フルーツ缶詰、ミルクパウダーなどの既製品は段ボールに
まとめた。コショウ、チリパウダー、塩、砂糖などの香辛料や調味料は、別途プラスチックの
ケースを購入して詰め替えた。なぜなら、使用量が一目で分かるのと、調理する際に使いやす
いからだ。蓋の部分をテープで補強し、上部にシンハラ語名と日本語を記載して、両者に使い
やすいよう工夫を凝らした。
　また、ブッタラの定期市で購入した生鮮食品は、米を運ぶ大きな袋に、つぶれにくい食材（カ
ボチャ、ジャガイモなど）を下に、つぶれやすい食材（トマト、インゲンなど）を上にして慎
重に運んだ。もちろん車両に載せる際も上に載せるよう食料係が監視した。食材の購入時から
ベースキャンプに持ち込むまで、多くの衝撃を受けることを前提として入念に梱包・輸送する
ことで鮮度維持にもつながる。食糧係は、輸送係ともよく相談して、入念かつ丁寧なパッキン
グを施す必要があるだろう。
【飲料水づくりについて】
　隊員の命を繋ぐ飲料水づくりは、食糧係の現場での重要な仕事の一つといえる。ベースキャ
ンプでの川水からの飲料水づくりに関しては、これまでの経験で得たノウハウや手順などが
多々あるが、これは2016年隊の隊務報告で同じ筆者が述べているので、そちらを参照いただ
きたい （161ページ参照）。
【行動食について】
　2018年隊では完全現地食主義を採用したので、日本からはカロリーメイトなどの行動食も
持参せず、現地でビスケット、フルーツ缶詰類を購入した。探査行の際は、1人1食約
500kcalを目安に、それぞれにビスケット2袋、3人で1個のフルーツ缶詰を配布した。これ
で最低限のエネルギー摂取はできたように思われるが、これだけでは物足りなさを覚えたのは、
その場に居合わせた人々の共通認識だろう。筆者ら数人が日本から持参した梅干しは、現地の
人々にも意外と好評で「ルヌデヒ」（塩漬けライム） のようだと言われて親しまれた。酷暑の
中の探査行では、塩分と水分が多く奪われる。そのため、甘いビスケットでのエネルギー補給
も重要だが、水分と塩分の摂取が大事だ。その行動中に飲む水も、今回は粉末ポカリスエット
などを持参しなかったため、砂糖、塩、ライム果汁を加えたスポーツドリンクを自作したが、
これは概ね好評だった。
　また今回は、一夜だけを過ごしたビバーク地での夕食に、軽くて大量の水を要せずカロリー
も補えるインスタント麺 （現地製の袋麺） を採用した。だが、食糧係の大失態で、持参したイ
ンスタント麺には粉末スープが同封されておらず、塩とわずかのケチャップをかけて食べる仕
儀となってしまった。まったく食べられないほどの代物ではなかったが、馴染みのない食材を
使う場合は念入りな確認が必要だと改めて痛感した次第だった。
　このように、行動食に関しても日本からわざわざ持参する必要はなく、十分に吟味さえすれ
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ば現地の食品で十分に代替可能だということが、今回は証明できたと思う。スリランカのビス
ケットは英国の伝統を引き継いでいるからか、現地の人々にも好まれるし、配給するときは随
分と嬉しそうだったのが印象的だった。
【カレーという食文化】
　2016年隊の食糧報告でも書いたことだが、今回の隊でも激しい腹痛や下痢などを訴えた日
本人隊員はいなかった。これはひとえにスリランカでの食事が三食カリー （カレー） の類だっ
たためと言えるかもしれない。香辛料の抗菌作用が働き、整腸作用に繋がったものと思われる。
ベースキャンプでの食事については前回の隊と全く同じで、日々材料とスパイスの加減が変わ
るカリー料理が複雑な味わいを楽しませてくれた。それを楽しめることが活動への自信にもつ
ながる。郷に入れば郷に従うことで、心も体もその国に慣れてきて、フィールド理解を深める
ことにもなるのだろう。ただ、主食が三食とも米飯だったことは、今後見直す余地があるかも
しれない。たまには米飯ではなく、小麦粉のロティ （チャパティー） などを主食にしてカリー
を食べても良さそうに思える。それもまたスリランカではごく普通のカリーの食べ方なのだか
ら。
【総括として】
　この遠征では、前回と同様、食糧係として食品の買い出しからパッキング、輸送、保管、消
費管理までを指揮したが、コロンボでの買い出しは境さんを筆頭に他の隊員にも手伝ってもら
い、ブッタラでも宿の若旦那の助力があったおかげでスムーズに買い出しを行うことができた。
パッキングする際は、装備係と相談しながら、丁寧な梱包が出来たと自負している。ベースキ
ャンプでは、賄い夫のガーミニさんとよく相談しながら適正在庫を維持しながら食料を消費す
ることができた。だが、タラグルヘラ遺跡探査の大一番で、ソース無しのインスタント麺を携
行したのは筆者の大失態であった。ビバークを伴う探査行では食糧計画の失敗は目的達成の成
否にも、命にもかかわるので特に注意が必要である。
　ベースキャンプでの隊員の日々の仕事で、大きな比重を占めるのは水づくりである。薪の調
達から、水汲み、煮沸、冷却、保存など、かなり手間のかかる仕事を、学生隊員や現地スタッ
フが積極的に引き受けてくれたため、常にベースキャンプには飲料水が常備されていて、のど
を潤すことができた。食糧係としてはありがたいことであった。
　遠征活動においては、隊員数が増えれば増えるほど食糧係の仕事と責任は増し、オペレーシ
ョンの複雑さも増すので、人数によっては複数の食糧係で指揮したほうが賢明かとも思う。今
回は、幸いにも隊員や傭員らが積極的に手伝ってくれたおかげで何とかなったが、大人数の隊
で一人に負担や責任が集中するのは、やはり大変であることを言っておきたい。

【総括】
　2018年隊の日本人隊員は社会人と学生を合わせて9人であり、その全員がスリランカ遠征
や調査等の経験者であった。その点は、学生だけで15人いて、そのほとんどが海外遠征未経
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験であった2016年隊とは大きく異なっており、医療係の負担にも違いをもたらしたと思われ
る。個人の経験値の差か母数の違いかは分からないが、今回の隊では大きなケガや体調不良を
起こす隊員はおらず、医療係としてそうした事態に対応することは少なかった。遠征中はもち
ろん、帰国後においても大きな問題が生じず全員が無事であるという事実は、ひとえに隊員た
ちが病気・ケガに注意したという心がけの結果だと言えるだろう。
【傷病の手当てに関して】
　今回の隊では、主な移動先としてコロンボのような「都市部」、ブッタラのような「地方」、
そして探査のフィールドとなる「密林」があった。このうち「都市部」では、靴擦れなどの小
さな外傷や辛い食事による消化器の不調、虫刺されの予防以外に医薬品を用いることもなく、
順調に過ごせたといっていい。コロンボでは蚊に刺された前回隊の隊員がブッタラ到着後に発
熱し、デング熱を疑われた経緯もあったため、その点には留意した。また、路上は交通量が非
常に多いため、隊員間で交通事故には十分気を付けることを徹底した。
　次にブッタラでは、買い出しなどでの外出時はもちろん、宿での過ごし方にも注意が必要だ
った。隊が宿舎とするような「地方」のゲストハウスや昼食に通う食堂などには、空調などな
く、扇風機が主流だが、それさえも十分とは言えない。そのためか、今回は汗疹を訴える隊員
が出て、薬局で天花粉 （ベビーパウダー） を求めて処方した。また、宿のベッドが原因と思わ
れるが、トコジラミ（南京虫）によるものと思われる痒さを訴える隊員も数名いたため、これ
には軟膏を塗って極力掻かぬようにすることで対処した。渡航後1週間程度経過すると、現地
の辛い食事にも幾分か慣れてくるが、体の適応が追いつかずに、その頃になって胃痛などを訴
える隊員も多くなる。そのため胃腸薬の使用が多かったように思われる。
　最後に「密林」であるが、ここではベースキャンプ設営作業時の小さなケガや、棘植物によ
るケガ、キントゥーラ（毒ダニ）などによる虫刺され、汗疹、筋肉痛、脱水、熱中症、火傷、
便秘など、さまざまな問題が発生した。都市部や地方で負った小さな外傷を密林で治すことは
難しく、むしろ不衛生な環境下のため悪化していく場合が多い。これには抗生剤の軟膏などを
使用し、川の水に傷口が浸からないようにするなどの対処が必要となる。今回はジャングルの
奥深くで生活する期間が短かったため、2016年隊で多発した膀胱炎と思われる症状などは特
に見られなかった。
　以上が2018年隊の医療係が行った主な傷病対応であるが、今回の隊員は総じてケガや病気
には細心の注意をしながら活動していたように感じる。こうした心がけ一つで活動に関わるリ
スクを減少させる事ができるという点は、今後の隊も参考にすべきであろう。
【予防接種・保険に関して】
　予防接種と、隊員が加入していく保険に関しては、2016年隊と全く同じだったので、同隊
の医療報告を参照されたい（167ページ参照）。
【医療装備に関して】
　今回の医療装備に関しては、まず隊全体で使うための団体装備としての医療品を揃えたのに
加え、各隊員が使うための個人医療装備を各自で用意させた。特に服用薬等は体質によって効
用が異なることもあるため、個人で揃えることを推奨した結果である。
▼全体装備
　医薬品・用具は、2016年隊の医薬品リストを参考に揃えた。内傷用・外傷用ともに用意し
たが、今回は胃腸薬の使用量が多かった。渡航当初に慣れない食事が続き、ブッタラでの滞在
が延びたことによるストレスが関わっているのではないかと思われる。外傷用では前回、防水

2018年隊　医療報告 — 193



194 — 第四部 隊務報告編

タイプで治癒の早い絆創膏が足りなくなった反省から、今回は多めに持って行くことで、小さ
な外傷には十分に対処できた。また、今回も調査中は移動用の医療箱を作り、調査に出る隊員
に持たせた。大いに役に立ったため、次も持ち込むことを勧めたい。全体としては、かなり慎
重に薬品を揃えたため、量が大分多くなってしまったこともあり、その点は反省を要するかも
しれない。予算や携行に余裕が無いならば、もう少し厳選することを検討すべきだろう。今回
の隊はどこの企業にも協賛を依頼することなく医薬品を買い揃えた。こうするとスピーディー
に医薬品を準備する事が可能であるが、隊員が多い場合などは費用がかさむため、なるべく早
い段階から協賛の交渉を進めておくことも重要になる。今回はまた、前回と同様、毒蛇に対す
る血清は入手することができなかった。血清が入手できない以上、蛇の咬傷に使えるポイズン
リムーバーは必携品となるので、今回はこれを持参した。
▼個人装備
　上述のとおり隊員各自で用意させたが、準備を丸投げしたわけではなく、最低限持ってきて
ほしいものを提示した。とくに蚊などの忌避剤に関しては、量を確保する意味でも念を押した。
前回団体装備であった蚊取り線香は、缶がパッキングの邪魔となった反省から個人装備に変更
し、各自が持ち寄ることで医療係の負担を軽減させる事ができた。
【医療実演】
　今回持参した装備の中には、ポイズンリムーバーなど普段あまり使わないものもあり、また、
ケガの手当て等に慣れていない隊員もいたため、コロンボの宿舎で全員が参加して医療の講習
や実演を行った。これらは渡航前に実施して、全員が一定のスキルを持つことが望ましい。
【かかりやすい病気・注意すべき生物に関して】
　現地でかかりやすい病気や、注意すべき生物 （毒虫、猛獣など） に関しては、2016年隊の
医療報告でも述べたところであり、そちら （167 ～ 170ページ） をご参照いただきたいが、か
かりやすい病気については、疫病流行の現状を把握するため、外務省のホームページで最新情
報を確認した （結果的に2016年と同じであった）。

品名 名称（商品名） 個数 数量 単価 合計 消費量 備考

感冒剤 新ルルAゴールドDX 1 90錠 ¥1,922 ¥1,922 9錠

パブロンゴールドA 1 210錠 ¥0 ¥0 0錠

サマハン 1 10包 ¥0 ¥0 5包 現地薬

解熱剤 EVEA錠 1 60錠 ¥0 ¥0 0錠

BUFFERINA 1 40錠 ¥640 ¥640 0錠 他に個人装
備も使用

パナドール 1 12錠 ¥0 ¥0 0錠 現地薬

整腸剤 御岳百草丸 1 4100粒 ¥0 ¥0 約420粒

外傷薬 オロナインH軟膏 1 100g ¥0 ¥0 未使用

メンターム 2 15g ¥286 ¥572 少量使用

2018年隊　医療リスト
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消毒薬 オキシドール 1 500mL ¥756 ¥756 未使用

アプリスワブ 1 50本 ¥2,112 ¥2,112 3本

虫刺され 新ウナコーワクール 1 55mL ¥483 ¥483 少量使用

止瀉薬 正露丸 1 400錠 ¥0 ¥0 12錠 他に個人装
備も使用

ストッパEX 1 24錠 ¥1,128 ¥1,128 0錠

胃腸薬 キャベジンコーワα 1 300錠 ¥0 ¥0 3錠 他に個人装
備も使用

消炎剤 ビーエスバンFRテー
プ 1 40枚 ¥1,435 ¥1,435 8枚

サロンパスローション 1 85mL ¥763 ¥763 未使用

抗生剤 タリビット（抗菌剤） 1 100錠 # # 未使用 岡村入手

抗生剤軟膏 ドルマイシン軟膏 2 12g ¥535 ¥1,069 少量使用

ドルマイコーチ軟膏 3 6g ¥559 ¥1,677 少量使用

塩分 塩分チャージ 2 30粒 ¥192 ¥384 45粒 個人携帯を
除く隊装備

ガーゼ ステラーゼ 2 30枚 ¥643 ¥1,286 未使用

包帯 ワンタッチロール 110巻 ¥2,386 ¥2,386 使用

スパンテックス包帯 1 10巻 ¥1,188 ¥1,188 未使用

テーピング足首・肘用 2 2巻 ¥478 ¥956 使用

指・手首用 1 2巻 ¥459 ¥459 使用

絆創膏 ケアリーヴMサイズ 2 12枚 ¥450 ¥900 4枚

ケアリーヴLLサイズ 2 7枚 ¥541 ¥1,082 2枚

救急バン 1 100枚 ¥203 ¥203 4枚 他に個人装
備も使用

綿棒 抗菌綿棒 1 400本 ¥192 ¥192 約10本

三角巾 三角巾 3 3枚 ¥432 ¥1,296 未使用

マスク マスク 1 20枚 ¥108 ¥108 未使用

用具類 はさみ 1 1本 ¥108 ¥108 使用

爪切り 1 1個 ¥108 ¥108 使用

ピンセット（医療用） 1 1本 ¥108 ¥108 使用

ピンセット（刺抜き用） 1 1本 ¥108 ¥108 使用

ポイズンリムーバー 3 3個 ¥1,890 ¥5,670 未使用

電子体温計 1 1個 ¥0 ¥0 未使用

同予備電池 1 2個 ¥108 ¥108 未使用

薬箱 内服薬用 2 2箱 ¥0 ¥0 使用

外傷用 2 2箱 ¥108 ¥216 使用

合計金額 ¥29,464

• 医薬品のほとんどは2018年7月12日時点のAmaonにおける価格。
• 価格の欄に#が記入されている医薬品は、医師による処方箋が必要なものである（岡村入手）。
• 今回も、医薬品（特に服用薬）を揃えるにあたり、同じカテゴリでも2種類以上を用意するようにした。これは

個人の体質的に用意した薬が合わなかった場合、もう一方を与えることができるからである。
• 
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【総括】
　2018年隊の経費は、NPOの会費収入等からなる通常経費と隊への寄付金、および隊員の自
己負担金という従来の分担金のほか、新たな試みとしてクラウドファンディングの募金を導入
することで賄った。このうちNPOの拠出金と寄付金の多くは、隊活動後に2016年隊の分と
も合わせた「報告書」の制作費に充てることを当初から予定していたが、クラウドファンディ
ングの募金分も多くを報告書制作費に充て、一部を学生隊員の自己負担分援助に回すこととし
た。隊員の自己負担金は、前回隊と比較して隊員数が少ないため、一人当たりの金額が増えた
が、購入予定だった新装備のドローンを甕三郎隊員から寄贈してもらえたり、現地での支出を
抑えたりすることで、予定通りの収支が成り立ち、無事に活動を終えることができた。隊員の
ほとんどは前回隊で活動を経験しており、各担当での支出を最低限に抑えられたことも大きか
っただろう。それらを含めて、いつも支援してくださるNPO会員や、寄付者の皆様、クラウ
ドファンディングで支援してくださった皆様のおかげで、活動も報告書発行も可能になったと
言える。感謝しつつ、以下の項目を報告する。 

【収支報告】
■収入の部
　　社会人隊員負担金寄付 80,000円×4人 320,000
　　学生隊員負担金寄付 70,000円×5人 350,000
　　鈴木寄付  60,000 （研究助成金より）
　　岡村寄付  232,000 （偵察経費分）
　　航空運賃分担寄付 平均89,000×10人 890,000 （境氏分含む）
　　NPO前年度会計からの支出分  200,000
　　NPO会計からの支出分  21,112
　　合計  2,073,112 円

※ 計上外のクラウドファンディング収入551,070円と、ドローン購入費140,000円 （甕氏現
物寄贈）、遠征隊支援の現金寄付は、NPO本体の会計への寄付として扱い、未決算の報告書
作成費用に充てた。

■支出の部
▼事前交渉・偵察費用（岡村　6月14日～ 6月28日）
　　航空運賃 91,000
　　土産代 8,500 （考古局長らへ、ウイスキー、菓子代）
　　現地交通費 28,600 （39,754Rs）
　　宿泊・食費 76,000 （105,640Rs）

2018年隊　会計報告
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　　打ち合わせ・交際費 20,000 （27,800Rs）
　　資料費等雑費 7,900 （10,980Rs）
　　小計 232,000円

▼本隊経費
　〈国内経費〉
　　航空運賃 890,000 （平均89,000×10人）
　　装備購入費 306,288
　　医薬品購入費 29,464
　　食料購入費 2,116
　　考古局等へ土産代 13,244
　　小計 1,241,112 円

　〈現地経費〉 ルピー実費  （※1円＝1.39ルピーで換算）
　　装備購入費 44,835
　　食料購入費 87,840
　　医薬品購入費  710
　　交通・輸送費 190,438
　　都市部宿泊費 255,990
　　通信費 4,560
　　交際費 17,180
　　人件費 117,000
　　解散時分配金 115,447
　　小計 834,000 Rs（円換算　600,000円＝両替実費）

支出総計 2,073,112 円

【各内訳についての注記】
▼装備購入費
　カメラやレーザー測定器などの高額な装備も購入したが、ドローンの現物寄付などにより、
予定よりも支出を抑えることができた。加えて設営用具などの一部装備を現地に保管させても
らえていたこと、前回隊装備を流用できたことも支出節減の要因となった。
▼食料購入費
　入域開始の遅れのため、保存期間を過ぎてしまう食材が出てしまい、一部を買い直すことと
なってしまった。食品買い出しでは、宿泊したブッタラのゲストハウスの若主人に同行しても
らい、必要最低限のものを安価で購入することができた。日本からは病人用のレトルトおかゆ
のみを購入して持参した。
▼医薬品購入費
　協賛をいただいた前回隊と違い、医療装備はすべて購入したため、人数に比して支出が割高
になっている。しかし、前回隊の使用量から数量を算出しているため、必要最低限の費用で抑
えられている。
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▼交通・輸送費
　主に、コロンボ～ブッタラ間、ブッタラ滞在中の遺跡調査での移動、ブッタラ～入域後の活
動中のトラクター、ブッタラへ帰還する際の車代、買い出しでの移動費などで支出した金額で
ある。入域許可待ちの期間に近隣の遺跡を調査した際、移動に車をチャーターしたため、予定
外の支出となった。しかし、入域期間中のトラクターのチャーター代も減ったため、全体的に
は予算との大きな狂いはなかったといえる。なお、車両の運転手には安全運転を促すためにチ
ップの料金も払っている。相場でいうと、ブッタラでのマイクロバスのチャーター料が、チッ
プ込みでおよそ7000Rsほど、小さいトラックで10000Rsほどである。買い出しなどの短距
離の移動はスリーウィラー （三輪タクシー）を利用した。入域中のトラクターに関しては、動
かした日数と止めているだけの日では違う料金を支払った。いずれにせよトラクターの持ち主
との交渉次第で料金が変わると思われるので注意が必要である。
▼都市宿泊費
　コロンボでのYMCA宿泊費、ブッタラでのゲストハウス宿泊費が主である。特にブッタラ
の滞在が長くなってしまったため、前回隊に比べ、滞在費は高額になっている。最終的には
YMCAに4泊、ブッタラに11泊した。YMCAは学生のみ宿泊で、2 ～ 3人規模の部屋を二部
屋借りた。ブッタラのゲストハウスに関しては、出発直前などは考古局員たちの部屋も借りて
いたが、日本人のみでいえば、4部屋借りて2食付きで一日平均18000Rsほどであった。また、
移動中の隊員全員での食事についてもこちらに計上してある。
▼通信費
　現地で使用した携帯電話 （ノキア） の本体代と通信を可能にするためのSIMカードの購入費
用である。
▼交際費
　交際費は、主に調査最終日に行った考古局員、自然保護局員も交えた宴会などに使用した。
今回は、特に自然保護局との関係の重要性を痛感したため、今後の活動につながるよう酒肴代
などに支出した。
▼人件費
　本来雇用を予定していた村人らの入域許可が下りなかったため、急遽考古局の現地事務所で
下働きをしているメンバーを各地から集めてもらい、一人9000Rs（一日1000Rs×9日）で雇
用した。また、考古局のオフィサー 2人に対しては、各種手配のお礼として5000Rsずつ支払
った。ブッタラ滞在中の遺跡調査など、日雇いの場合は一人500Rsずつ支払った。
▼解散時分配金
　隊活動終了後、残金のルピーを学生隊員の国内旅行費用として分配した。

【クラウドファンディングについて】
　インターネットを通じてのクラウドファンディングは、READYFOR（https://readyfor.
jp/）というサイトを利用した。約1か月間募集した結果、最終的に51人の支援者から
675,000円が集まり、手数料を引いた551,070円をいただくことができた。一定額以上の金
額の寄付者には、活動終了後に現地から絵葉書を差し上げた。また支援者全員の氏名を本報告
書巻末の支援者名簿 （262ページ） に掲載し、報告書を発送することとしている。
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1. はじめに
　古代スリランカは，中部および北部のラージャ・ラ
タ（Deduru川とMahaweli川の間の地域），東部お
よび南部地域のルフナ・ラタ（Mahaweli川とKalu
川の間の地域），西部のマラヤ・ラタ（Deduru川と
Kalu川の間の地域）の3つの地域によって構成され
ていた．ラージャ・ラタは，古都アヌラーダプラやポ
ロンナルワを擁する古代スリランカの政治・経済の中
心地であったのに対し，「ルフナ・ラタ（以下ルフナ
地方）」は，一定の独立性を保った地域であったとさ
れている（Nicholas and Paranavitana 1961）．
　一方で，ルフナ地方は内乱や南インドのドラヴィダ
人の襲来に因って都を追われたラージャ・ラタの王族
が落ち延び，その後，北部奪還を試みた場所であった
ことから，当地と中央政権（ラージャ・ラタ）と間に
は緊密な関係があったと言えるだろう．
　特にアヌラーダプラがドラヴィダ人の手に落ちた前
2世紀から前1世紀にかけて，一時的とはいえ，ルフ
ナ地方の都ティッサマハーラマは古代シンハラ文明の

中心地となっていたのである．折りしも，季節風を用
いたインド洋交易が盛んとなり，遠く離れた地中海の
文物がインド洋沿岸地域にもたらされるようになる頃
であることから，ルフナ地方においても，その物質文
化的影響が及んでいた可能性が高いと推察される．
　本研究は，表面採集された考古資料や特徴的な遺構
の分析を通して，ルフナ地方の物質文化の特徴と外部
からの影響について，その素描を試みようとするもの
である． 

2. 調査概要
　本研究では，NPO法人南アジア遺跡探検調査会の
2018年の調査に同行した際に，筆者が遺跡の地表面
で採集した土器片と簡易測量を行った特徴的な遺構を
分析対象とした．当初はヤラ国立公園（スリランカの
南東海岸に接し，北をクンブッカン川，西をブッタラ
からカタラガマ，ティッサマハーラマを結ぶ国道で囲
まれた無人の密林地帯）が当初の調査予定地であった
が，国立公園を管理する自然保護局からの入域許可が
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紀元後１千年紀におけるルフナ地方の考古学的位置付け
―スリランカ，ルフナ地方における一般調査報告―

The Archaeological Evaluation of Ruhuna in the First Millennium AD
— Report of the General Survey in Ruhuna, Sri Lanka —

鈴木慎也（東京工業高等専門学校）
Shinya SUZUKI

ABSTRACT    Archaeological research in Sri Lanka has been mainly focused on Buddhist-related 
artifacts and sites, and on the cultural triangle (the area connecting the three ancient cities of 
Anuradhapura, Polonnaruwa and Kandy) where they are concentrated. As a result, there has been little 
archaeological research in the outer fringes of the area, and the maldistribution of materials for 
archaeological study has been a problem when discussing the material culture of Sri Lanka.
 The present paper aims to clarify the characteristics of ancient material culture in the Ruhuna region 
and its cultural influence from outside the island. All the relics collected at the three sites are from the first 
Millennium AD, most of which are similar to the pottery found in Anuradhapura. In addition, this survey 
confirmed a characteristic architectural remains called a double-platform, which had been confirmed only 
in the Rajarata region. This suggests that from a relatively early stage, the northern part of the Ruhuna 
region was included in the same material culture area as the Rajarata region.



なかなか下りなかったため，その間に，近隣の3つの
遺跡について調査を実施した．これらの3遺跡はいず
れもモナガーラ県内に位置する仏教遺跡で，既にその
所在が知られており，スリランカ測量局が発行してい
る1/50000地図上にも記載が見られる．　
しかし，既知の遺跡でありながら，管見の限りでは，
それらの遺跡の平面図や遺物に関する詳細な報告はな
されておらず，本研究においてそれらの資料を調査・
分析することは，新資料の提供という点でも意義のあ
るものである．

3. 遺跡概要と表採土器について
　以下に，表面採集調査を行った遺跡について，その
概要を紹介する．

①ハベッサ（Habessa）
　モナガーラ県オッカンピティア村の南南東約
6.5km，クンブッカン川の南岸に位置する仏教遺跡．
北緯6度41分44.3秒，東経81度19分41.4秒．本
遺跡は平坦地に位置する巨大な露岩の西南西側の岩陰

を利用した寺院と，仏塔および複数の建造物跡で構成
されている．岩陰寺院の中央には涅槃仏が安置されて
おり，遺物はその涅槃仏の前面に多く散布していた．
　採集した土器片34点中，33点は酸化焼成法を用い
た無紋土器であり，胎土中に0.5 ～ 1mm大の白色の
小石が含まれていた．いずれも土器の胎土の特徴が酷
似していることから，そのほとんどが在地で製作され
たものであると推定される．特徴的な器形として，胴
部から口縁部にかけてS字形に湾曲している土器（'S’-
shape）が5点確認された（図2：2,11,15,17,18）．
これらの土器について，アヌラーダプラの土器編年を
参照した所，紀元後300 ～ 600年に年代づけられて
いるASW2から出土している土器と形状が類似して
いることが明らかとなった（Momose and Abe 
1996：63，68）．また，内壁上部に赤色のスリップ
が塗布されているという特徴もアヌラーダプラのもの
と同様であることが明らかとなった．
　また，口唇部の外側のみが丸くなっている深鉢土器
が5点確認された（図2:6,13,17,18,19）．これらの
土器についてティッサマハーラマの土器編年を参照し
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図1　アヌラーダプラ，ティッサマハーラマ略編年表（Momose and Abe 1996, Schenk 2001, Coningham 2006,を元に作成）
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たところ，紀元後450 ～ 700年に年代づけられてい
るg層から出土している土器と形状が類似しているこ
とが明らかとなった（Schenk 2001：116）．

　装飾が確認された土器は1点確認された（図2：
10，図3）．胎土は他の土器と同様の特徴を示してい
るが，口縁部に厚く赤色スリップが施されており，帯
状の刺突文が見られる．表面採集資料のほとんどが無
紋土器であったのと同様に，アヌラーダプラで確認さ
れている装飾土器は僅かであり，そのうちのほとんど
が刺突文や刻線文によるシンプルな装飾が施されたも
のばかりであった（Coningham 2006：312，314）．

②セッラーバ（Sellaba）
モナガーラ県ウェラワヤ市の南南西約3kmに位置す
る仏教遺跡．北緯06度42分29.0秒，東経　81度05
分37.8秒．遺跡は麓の寺から西に登った尾根上に位
置し，仏塔および菩提樹堂や布薩堂と推測される複数
の建造物跡で構成されている．
　遺物の散布量は全体的に少なく，採集できた土器片
は僅か4点であった．いずれも酸化焼成法を用いた無
紋土器であり，ハベッサで確認された土器と同様に胎
土中に0.5 ～ 1㎜大の白色の小石が含まれていた．こ

のうち，口縁部が厚く尖った形状となっている浅鉢が
1点確認された（図4:2）．この特徴的な口縁部を有す
る土器は，アヌラーダプラの紀元後600 ～ 1100年に
年 代 づ け ら れ て い る ASW2（Anuradhapura 
Salgaha Watta 2）のPeriodⅣa，Ⅳb層において出
土が確認されている（Coningham 2006:309）．ま
た,同年代の文化層から出土している内側に延びた口
縁部を持つ甕も1点確認された（図4:1）（Momose 
and Abe 1996：66，68）．これらの土器は，ティッ
サマハーラマではこれまで確認されていないことか
ら，北東部に特徴的な土器である可能性が高いと言え
る．

③ヤティヤラトータ（Yatiyallathota）
　モナガーラ県ブッタラ市の中心地から南西約7km，
クトゥンバワラ・プラナ寺院の南南東約1.3㎢，マニ
ック川の西岸の平坦地に位置する仏教遺跡．北緯6度
42分22秒1，東経81度14分33秒2．遺跡の中央には，
2つの基壇とそれを繋ぐ渡り廊下で構成された「ダブ

図2　ハベッサ採集土器

図3　ハベッサ採集土器：刺突文土器

図4　セッラーバ採集土器
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ルプラットフォーム」と呼ばれる特徴的な遺構があり，
その周辺に建造物跡が点在している．採集できた土器
片は7点，いずれも酸化焼成法を用いた無紋土器であ
った．
　特徴的な遺物として，擂鉢土器が1点確認された（図
5:1，図6）．この土器は内壁に十字に交差するように
溝がいくつも刻まれている浅鉢で，同様の土器がアヌ
ラーダプラの紀元後600 ～ 1100年に年代づけられて
いるPeriodⅣa，Ⅳb層において出土が確認されてい
る（Momose and Abe 1996：69）．

4．ヤティヤラトータの連結基壇型遺構
　数年前に考古局によって修復作業が行われており，
2つの基壇がはっきりと確認できる状況にある．前方
の長方形型の基壇（9m×13m）は幅33㎝の石列によ
って周囲を囲まれており，基壇正面に装飾階段が確認
されている．この基壇と後方に位置する一回り小さな
基壇（7.2m×9.8m）の対面しているそれぞれの側壁
には対となるように石材をはめ込むための孔が確認さ
れた．また，2つの基壇の間には崩落したと考えられ

る大型の石材が多数確認されたことから，橋梁によっ
て繋がっていたと考えられる．
　後方の小さな基壇には，柱穴が複数確認されたこと
から，上部構造を伴う建築物が存在していたと推察さ
れる．2つの基壇遺構の北側に隣接する形で築造され
た東西約9m，南北約6mの沐浴池は，西側側面は自
然岩の利用する形となっており，岩盤が露出している．
北側および東側は石材を用いて築造されている．南側
は損傷が激しく，修復もなされていないが周辺に散ら
ばっている部材を観察すると，階段手摺の石材がある
ことから，前方基壇，もしくは橋梁に接続する階段が
存在していた可能性が高い．「ダブルプラットフォー
ム（以下，連結基壇型遺構と呼ぶ）」と呼称されてい
るが，二重の基壇を有する建築遺構ではなく，橋梁に
よって2つの基壇が連結した遺構を指す用語として用
いられている．同時期の他の仏教寺院の多くがレンガ
を建築部材として用いているのに対し，連結基壇型遺
構は石材が建築部材として用いられている．2つの基
壇は基本的に東西方向に並列しており，ほとんどの場
合，いずれかの基壇が露岩上に築かれている．この建
築遺構は，ラージャ・ラタ地方に特徴的に見られる遺
構であり（図7），7 ～ 8世紀にかけて隆盛を極め10
世紀以降にその姿を消すことが先行研究によって明ら
かとなっている（Bandaranayake 1974）．

図6　ヤティヤラトータ採集土器：擂鉢

図5　ヤティヤラトータ採集土器
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　この特徴的な遺構について，ホカートは，糞掃衣派
（Pamsukūlika）と呼ばれる修験者集団との関連を示
唆した（Hocart 1924, 1926）．パラナヴィターナは，
これらの連結基壇型遺構を，森林比丘派（Āraññika）
と呼ばれる糞掃衣派の流れをくむ禁欲的なグループと
関連づけ，これらの遺構の呼称として古代の文献や碑
文に登場する「パダナガーラ」という用語を充ててい
る（Paranavitana 1952）．この言葉は，パーリ語で「瞑
想」を意味する「Padhana」と「家，集会所」を意
味する「ghara」を組み合わせたものであり，瞑想の
ために特別に作られた建物を指す言葉である．
　今回の調査で確認された遺構（図8）は，東北東-
西南西方向に並列する形で基壇が築かれ，後方基壇が
露岩上に築かれるなど，これまでの先行研究で指摘さ
れている連結基壇型遺構の特徴に酷似している．また，
ドローンを用いて上空から撮影した写真（図9）から，
連結基壇型遺構の周りを取り囲むように，東北東側お
よび西南西側に外郭が存在していることが明らかとな
った．連結基壇型遺構の形状，および外郭の存在から
9世紀半ばから10世紀頃のものであると推察される

（Bandaranayake 1974）. 
　一方で，本遺構にはラージャ・ラタ地方で確認され
ている遺構群とは異なる特徴も確認されている．1つ
は先行研究で報告されている遺構は装飾がほとんど確
認されていないのに対し，本遺構は階段の両側側面に
装飾が確認された点．もう一つはこれまでに確認され

ている遺構が，西側の基壇が東側の基壇に比べ大型で
あるのに対し，本遺構は西側の基壇の方が東側の基壇
よりもひと回り大きくなっている点である．これらの
特異点は，ヤティヤラトータがその分布の南限にあた
ることから，一種の地域差として捉えることが妥当だ
ろう．

5. 考察
　本研究において対象資料として扱った3遺跡の採集
遺物は，いずれも紀元一千年紀に年代づけられる土器
であった．また，その多くがアヌラーダプラで確認さ
れている土器と類似していることから，比較的早い段
階からラージャ・ラタ地方と同一の物質文化圏に内包
されていたと推察される．一方で，ルフナ地方の都で
あるティッサマハーラマで確認されている南インド起
源の搬入土器については，今回調査した3遺跡から1
点も確認することが出来なかった． 
　確認された遺構の中で特筆すべきは，ヤティヤラト
ータの連結基壇型遺構である．これまでラージャ・ラ
タ地方でしか確認されていなかった連結基壇型の遺構
がルフナ地方でも確認されたことで，調査地域がラー
ジャ・ラタ地方の物質文化的影響，特に糞掃衣派もし
くは森林比丘派の影響を強く受けていたことが明らか
となった．
　本研究によって，限定的ではあるものの，アヌラー
ダプラとティッサマハーラマに挟まれた内陸部の物質

0 5 10(m)

沐浴池

露岩

前方基壇 後方基壇

図8　ヤティヤラトータの連結基壇型遺構 図9　ヤティヤラトータ上空写真
（白色の点線は外郭の痕跡が確認された箇所）
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文化の一端を明らかにすることができた．今後は連結
基壇型遺構のような特徴的な遺構を中心に，遺跡の分
布調査で新たに得られた知見と先行研究で明らかとな
っている既知の遺跡・遺構について比較考察を行うこ
とで，ルフナ地方およびその周辺における物質文化の
解明に取り組んでいきたい．
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2016年スリランカ密林遺跡探検記
古結健太朗・岡村 隆

ジャングルの山麓で

　タラグルヘラ山の北の麓に着いたのは、すでに午後
2時が迫ろうという時刻だった。
　まるで有刺鉄線をまとめて積み重ねたように、茨の
藪がびっしりと樹下にはびこっているジャングルで
は、野ゾウが作った獣道をジグザグに進むしか方法は
なく、思いのほかアプローチに時間がかかってしまっ
たのだ。
　出発拠点の河岸を朝9時に出てから、そこまで約5
時間、昼食もとらないまま猛暑のなかを歩き続けてき
た隊員たちは、疲労と空腹とに襲われて、次々とへた
り込んだ。
「めしだ。とりあえずめしにしよう」
　だれかが叫んで、全員が思い思いにザックから水と
ビスケットを取り出したが、昼食はそれにマンゴーの
缶詰が加わるだけで、「めし」というほどのものでは
ない。モソモソと口に入れたビスケットをスポーツ飲
料を薄めた水で流し込み、シロップ漬けの果実を飲み
込むようにして食べ終わると、そのまま草の地面に横
たわる隊員が続出した。
「どうしますか、村人たちはもう少し行ってみようと
言っていますが？」
　離れた場所で、ガイド役の村人やスリランカ政府考
古局のスタッフたちと一緒に食べていた学生リーダー
の大和田達也さんが声をかけた。それを聞いた総隊長
の岡村隆さんと隊長の境雅仁さんが、むくりと上半身
を起こして、話し合う。
「もう、時間がないだろう」
「あと30分、偵察だけでも出してみますか？　遺跡
の場所の見当だけでもつけておかないと」
「その見当が、つけばいいけどな……」
　結局、偵察にはシンハラ人の村人3人と考古局員の
カラナプリヤさん、それに大和田さんが向かうことに
なった。彼らが密林の斜面に姿を消すと、残りの隊員
はまた地面に横たわる。もうすぐ68歳になるという
岡村総隊長と今年還暦を迎えた境隊長は、とくに疲労
が激しいようで、2人とも荒い息づかいのまま目を閉
じて動こうともしない。若い学生隊員はそれほどでも

ないが、疲労していることには変わりはなかった。
　タラグルヘラ山にあるという遺跡をめざして、最初
の村人たちによる偵察を含めればこれで3度目の探査
行。それが踏査ルートと距離の誤算によって、今回も
アプローチは難航している。密林遺跡探査の大ベテラ
ン、岡村さんや境さんにとってはどうかわからないが、
ジャングルは初めての私にすれば、気分の上での消耗
感が大きかった。
「なんとか、遺跡のひとつぐらいは発見して帰らない
と、みんなに会わせる顔がないよな」
「そうだよな。今日の隊員に選ばれずに、泣いている
人もいたんだもんな……」
　同じ大学の同じ探検部1年生、武田太郎と私は、ベ
ースキャンプにいる仲間たちのことを思って、ひそひ
そと語り合う。ひょっとしたら最後のチャンスになる
かもしれない今日の探査行に、メンバーとして選ばれ
たのは学生隊員15人のうちの8人だった。残りの隊
員のなかには、まだ一度もジャングルの核心部に足を
踏み入れていない上級生もいる。今日も遺跡が発見で
きずに、今後の調査のめども立たないとなれば、タラ
グルヘラ山を目指してきた彼らの出番は完全になくな
るのだ。
　2016年8月16日、スリランカ南東部に広がるヤラ
自然保護区（国立公園）のジャングルでは、樹上で盛
んに鳥がさえずり、サルが元気に枝から枝へと飛び移
って騒いでいた。だが、その騒々しさとはうらはらに、
樹林の下で偵察に出たメンバーの帰りを待つ私たちは
静かだった。総隊長や隊長は寝入ってしまったのか身
じろぎもせず、他のメンバーも無口で、所在なげにた
たずんでいる。
　体の疲労だけでなく、なんだか気分までが次第に沈
み込んでいくような感覚にとらわれながら、私も黙っ
て、じっと偵察隊の帰りを待つしかなかった。

最後の「秘境」へ

　インド洋に浮かぶ島国スリランカのジャングルで、
約百年前に発見されながら、その後はだれも調査する
ことなく放置されている仏教遺跡を再発見して調査し
よう―。
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　そんな目的を掲げた探検隊が、正式に発足したのは、
私が大学に入って1カ月後の5月半ばのことだった。
2016年の年明け以来、学生向けの勉強会を開いて隊
員を募っていたNPOの「南アジア遺跡探検調査会」
が募集を締め切り、隊の陣容を固めたことで発足した
のだ。
　スリランカでの遺跡探検は、2008年設立のこの
NPOにとっては、すでに5回目のことだという。し
かし、それよりはるか以前から、このスリランカでの

「密林遺跡探査」は私が属する法政大学探検部によっ
て行われていた。1973年から2003年までは内戦の
期間を間に挟んで7回、スリランカ政府の考古局と連
携しながら島内各地のジャングルで探査を重ね、2百
カ所以上もの遺跡（主に仏教寺院遺跡）を発見して実
測するなどの成果を上げている。
　その活動がNPOの手に移されたのは、現地で遺跡
の盗掘や破壊が進み、さらに調査や保存への対応を急
ぐ必要があったこと、もはや一大学の一探検部では手
が足りない状態になっていたことが理由だという。そ
してNPOの設立後は、最初の5年間に4回、つまり、
ほぼ毎年遠征隊を送り込んで島の中東部で探査を続
け、学術性の高い2冊の「調査報告書」も刊行してい
た。
　そんなNPOが今回、3年ぶりに実施したのが、こ
の遠征だった。目的地は島の南東部に広がるヤラ国立
公園。イギリス植民地時代から自然保護区に指定され
て、手つかずのジャングルが地表を覆い、ゾウやヒョ
ウ、クマ、ジャッカル、ワニなどの野生動物が、どこ
よりも多く生息するところだという。いわばスリラン
カでも「最後の秘境」とされる場所だったが、その秘
境の大自然を守るため、以前から人間の立ち入りが厳
しく制限されてきたことで遺跡も盗掘を免れてきたら
しい。
「いいか、ここで栄えていた古代シンハラ文明は、貯
水池の荒廃や疫病、戦乱によって13世紀には滅んだ。
しかしその前の12世紀には時の王権によって大乗仏
教が滅ぼされている。ここにはその大乗仏教の遺跡も
あるはずだ。もし、我々がその大乗仏教の遺跡を見つ
けることができれば、世界の仏教史や仏教考古学上の
大発見になるんだぞ」
　いまは無人地帯のジャングルに、かつては「古代シ
ンハラ文明」と呼ばれる文明が栄えていたこと、その
文明を支えたのは貯水池を利用した高度なシステムの
灌漑農業と仏教であったこと、その仏教も、いまの「小

乗仏教国スリランカ」とは違って、日本と同じ大乗仏
教が混じっていたことなどを説明しながら、そう語っ
ていたのはNPOの理事長で今回は総隊長を務める岡
村隆さんだった。岡村さんは法大探検部員だった
1969年、モルディブ諸島探検の途上でスリランカの
ジャングルには未知の遺跡が多いことを知り、卒業後
の1973年に法大隊を組織して最初の「密林遺跡探査」
を敢行、以後は著述業や大学講師、出版社勤務の傍ら
遺跡探検を続けてきた人だ。
　もうひとり、今回、調査隊長を務める境雅仁さんは
学生時代の1976年に第3次の法大探査隊に参加して
以来、岡村さんらとスリランカでの行動を共にし、本
業では「武相文化財研究所」という遺跡発掘の事務所
を主宰している専門家だった。さらに隊には、今回が
3度目の参加になるという神奈川県の小学校教師、松
山弥生さんが渉外担当で加わっていたが、この人も横
浜国立大の大学院を出たあと青年海外協力隊派遣の日
本語教師や孤児院でのNGO活動を続けてきたスリラ
ンカとシンハラ語（同国の多数民族シンハラ人の言葉）
の専門家だった。
　私たち、5つの大学から集まった学生隊員15人は、
この人たちに率いられ、知識を詰め込まれてスリラン
カに渡ったのだが、学生の主体性や自立を重視すると
いう隊の方針で、未熟なまま多くの仕事が任された。
そのため、出発前には支援や協賛を求めて回った企業
などで、門前払いに遭ったり、非常識さや失礼な態度
をなじられ、怒鳴られたりもした。
　私の場合は幸いなことに、あれこれ叱られながらも
アウトドア用品の株式会社エバニューさんから装備の
一部を提供していただくことができたが、これは支援
をお願いした私の態度があまりにひどく、幼かったた
めに、かえって担当者の方が哀れんで、この馬鹿学生
を教育してやろうという親心を起こされたからかもし
れない。エバニューさんには法大隊の時代からスリラ
ンカ遺跡探査に関して何度も支援していただいている
だけに、今回もとてもありがたく、申し訳ないご配慮
だった。
　このように、隊の高い目標とは裏腹にドタバタを抱
えて始まったのが今回の遠征探査の実態だった。思え
ばそれが、スリランカに渡ってからも尾を引いていた
のかもしれない。

ベースキャンプの誤算

　分散して日本を飛び立った18人の全隊員がコロン
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ボに集結したのは、8月5日のことだった。
　コロンボは1985年に近郊のスリージャヤワルダナ
プラ・コーッテに首都が移されるまでは首都だったス
リランカ最大の都市だ。到着早々、駅から乗った3輪
タクシーに、百ルピー（約70円）ですむところを
2000ルピーもふんだくられる学生が続出したりして
隊長たちを呆れさせたが、ともかくここで不足装備の
調達と、合同隊を組むスリランカ政府考古局との打ち
合わせをすませ、8月8日には探査予定地に向けて出
発することができた。
　3泊して準備にあたった中継地点の町ブッタラか
ら、最奥の村マーリガウィラを経て、まず第一陣がジ
ャングルに入ったのは8月11日だった。翌12日には、
遅れて合流した考古局員や自然保護局のレンジャーと
ともに第2陣も出発した。
　私は総隊長が率いる後発の隊だったので、それほど
でもなかったが、チャーターしたトラクター 2台で、
雇用した村人7人とともに出発した第一陣は、このア
プローチにも苦労したようだった。荒れ果てた林道の
ような道の途中には、季節はずれの雨で増水した川が
あって、トラクターはエンジンが水没するギリギリの
ところで渡渉。隊員たちも腰までの渡渉を強いられた
という（翌日は減水していて渡渉は楽だった）。
　その先も、獣道と化したような道の両側からは、鋭
く堅いトゲのある低木が覆い被さり、倒木があったり
路面が流されたりしていて、トラクターといえども進
行は容易ではなかったらしい。第一陣は、それらの藪
を切り開き、倒木を除けたりして進み、出発から5時
間以上が過ぎて日没が近づくなか、ようやくジャング
ルが少し開けたクンブッカン川の河岸に出たという。
　ところが、ベースキャンプ予定地に着いたと思って
喜んだのも束の間、GPSで計ってみると、そこはま
だ予定地からは6キロほども上流側に離れた場所だっ
たというのだ。
　しかも、そこから先には下流側へと続く道はなく、
同行した村人たちの話から、昔あって地図にも載って
いる道は内戦期間中にだれも通らなくなったためジャ
ングルが覆い、消失したことが、そのとき初めて判明
した。これは、ベースキャンプ設営を請け負って出発
した境隊長以下の先発隊にとってはもちろん、隊全体
にとっても想定外の一大事だった。
　もうこれ以上は先の地点に大量の装備を輸送でき
ず、日没も近いとなれば、とりあえずビバークの形で
でもここにキャンプを張るしかない。そう判断した隊

長からは、荷を降ろして野営の準備をするよう号令が
下った。
　タープを張り、シートを敷き、石でかまどを設営し
て川水を汲み、周囲に野獣よけの焚き火を起こし、村
人が作ってくれた野菜のカレーライスを食べて、その
夜はみんなが身を寄せ合って寝たという。そして翌日、
ベースキャンプ予定地への川沿いの移動がいよいよ不
可能だとわかると、結局そこを基地にすることに決め
て、本格的な設営にとりかかったらしい。
　その一方で、境隊長はこの日、一緒に来た村人たち
に頼んで、そこからタラグルヘラ山へのルートを探ら
せていた。本来のベースキャンプ予定地からであれば、
遺跡探査の目的地であるタラグルヘラ山へは真南へわ
ずか5、6キロ。直進ルートさえ拓ければ日帰りで調
査ができるはずだったが、ここからだとどうなるのか
知るために偵察に出てもらったのだった。私たち後発
隊が到着したのはその当日、基地の設営もほぼ完了し
た夕刻のことだった。
　村人たちはその日、後発隊が到着したのち、とっぷ
りと日が暮れてから帰ってきた。報告ではタラグルヘ
ラ山の5キロほど手前までしか進めず、そのルートを
あきらめて帰ってきたという。さっそく、着いたばか
りの総隊長や考古局探査主任のバンダーラさんを交え
て協議が始まったが、ベースキャンプを移せないとい
う条件下では、結局、別ルートでもう一度偵察してみ
るという判断しか下せなかったようだ。
　翌朝、総隊長と隊長、バンダーラ主任ら考古局員2
人のほか、学生からは法大探検部2年の山本修平さん
ら3人が選ばれて偵察に出た。偵察といっても、順調
に遺跡までたどり着ければ調査もする計画で、機材一
式も携行するという。私はベースキャンプの整備要員
として残された。ベースキャンプには、かまど周りの
整備や川に降りる道の整備、薪集め、煮沸した川水を
冷ますための素焼きの瓶の設置など、多くの仕事がま
だ残っていたのだ。
　偵察隊が帰ってきたのは、日没間近のことだった。
川の対岸から渡渉してくる隊列を見ていると、まるで
敗残兵の群れのように疲れ切っているのが分かった。
そのまま浅い流れに倒れ込んで体を冷やしている総隊
長と隊長のもとに駆け寄ると、タラグルヘラ山への好
ルートは、やはり見つからなかったという。8時間ほ
どをかけて獣道をたどり、往復30キロ近くの距離を
歩いても、行けたのはやはり5キロほど手前の地点ま
でで、最後に登った岩山からジャングルの向こうにタ
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ラグルヘラ山の山頂を確認するのがやっとだったらし
い。
　思わぬ長距離の踏査で総隊長は靴擦れを起こし、右
足のかかとの皮膚が厚く大きく剥がれていた。隊長も
他の隊員も藪のトゲに刺されたのか、あちこちが傷だ
らけだ。夕刻近くなった帰路では、出会った子ゾウが
突進してきて、危ういところをレンジャーが信号弾で
追い払ったとも聞いた
　ジャングルは初めての私たち学生は、予想以上の状
況の厳しさに、ただ呆然とする思いだった。

3度目の挑戦

　ベースキャンプからタラグルヘラ山へのアプローチ
が困難だとなれば、ではどうするのか。その対応をめ
ぐって、それからの隊は少し混迷の色を帯びることに
なってしまった。
　トラクターで廃道を頼りに北へ大きく迂回して下流
の河岸に近づき、本来のベースキャンプ予定地に少し
でも近い場所に前進拠点を作れないか、1日かけて探
ってみたが、これはうまくいかなかった。トラクター
で行けた河岸は、川が北へ蛇行してタラグルヘラ山か
らは遠ざかっている場所で、ベースキャンプを移すの
にも前進キャンプを作るのにも適さない場所だったの
だ。
　考古局のバンダーラさんらはその時点で、今回はタ
ラグルヘラ山をあきらめて近くの遺跡を探査しようと
主張し始めた。タラグルヘラ山以外にも周辺には未知
の遺跡があるはずだから、それらを探して活動の実績
を残そうというのだ。もっともな提言でもあったので、
まずはキャンプ設営時に偶然発見していた近くの仏塔
跡を測量調査したが、そのエリアには盗掘された仏塔
以外に、他の遺構はまったく見られず、大遺跡発見を
夢想していた隊員たちには、むしろ失望感を抱かせる
結果となってしまった。
　そこで登場したのが、もう一度だけタラグルヘラ山
にアタックをかけ、それがだめなら本腰を入れて他の
遺跡を探検しようという案だった。今度はトラクター
で下流側の河岸まで行き、そこから遺跡への最短地点
まで川を遡って南のジャングルに踏み込もうという計
画だ。
　前回の偵察から3日後の8月16日、いよいよその
探査チームが出発した。メンバーは総隊長と隊長、そ
れに渉外の松山さんが加わり、学生からはリーダーの
大和田さん以下、私を含めて体調の良い者8人が選ば

れた。考古局からはGPS探査の専門家カラナプリヤ
さんと女性のデニーシャさん、それにレンジャーと村
人の4人が同行する。その18人が、トラクターの荷
台にすし詰めになって下流の河岸をめざしたのだ。
　トラクターが河岸に着いたのは午前9時過ぎだっ
た。ベースキャンプを出たのは7時だったから、移動
には2時間余を要したことになる。もう少し早く出発
すれば、昼間の行動時間を長く確保できるのだが、ジ
ャングルでは夕方から朝にかけて野ゾウの群れが移動
するので人間は動けないのだ。その時間のロスを取り
戻すかのように、隊は河岸に着くとすぐに動き始めた。
　トラクターの運転手と助手に見送られ、川を渡渉し、
しばらく河岸を歩いたあとで、私たちは隊列を整え直
して南のジャングルに分け入った。
　ガイド役の村人とレンジャーを先頭に、まず下生え
の少ない樹下を横切り、樹下に藪が出てくると獣道を
選んで進んで行く。私の頭のなかでは、探検隊という
ものは一部は獣道を利用しても、大半はナタで藪を切
り開きながら目的地に向かって直進するものと考えて
いたのだが、どうもそうではないようだった。逆に大
半は獣道をたどり、方角が大幅に違ったときだけナタ
を使ってルートを開き、次の獣道を探そうとする。そ
んなふうにジグザグのアプローチになっても、歩きや
すい獣道を選んで進むほうが、結果的には早いのだと
いう。
　獣道には、文字どおり獣の臭気が満ちていた。ゾウ
の群れが枝をへし折り、踏みつけた跡、イノシシやオ
オジカが牙や角で傷つけた樹皮、スイギュウが吐き戻
した吐瀉物……。巨大なゾウの糞はあちこちに散らば
り、古びたシカの角やヤマアラシのトゲ（針）なども
散らばっている。
　私たちはそんな獣道を東へ西へ折り返しながら、少
しずつ南へ近づいていった。獣道があまりに東西へ延
びているときは、カラナプリヤさんや総隊長が声をか
けて進路を修正する。村人を偵察に出したり、藪を切
り開いたりして別の道を探すのだが、この藪の突破が
ひと苦労だった。
　藪は全体が数種類の有刺植物でびっしりと覆われ、
5センチほどもある堅いトゲを持った低木や、小さな
トゲのある蔓を複雑に絡ませている低木が密生して、
ナタで切り開くのは容易ではない。跳ね返れば手のひ
らぐらいは突き通しそうな鋭いトゲに注意し、小さな
トゲに服や皮膚を引っ掻かれながらナタを振るい、少
しずつ進んで次の獣道に出なければならないのだ。長
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い測量用のポールを持った拓殖大学探検部3年生の木
村亮太さんなどはポールが引っかかって、とくに大変
そうだった。なるほど、これではジャングルを直進し
ていく探検隊など、やはり夢物語でしかないのだろう。
　隊列は途中、小さな枯れ沢や、樹林が開けた狭い草
地、巨岩が露出している場所などを通過したが、全体
が巨木に覆われたジャングルでは視界の見通しはまっ
たく利かなかった。密林は暗く、そして猛烈に暑い。
爽やかなのは頭上で鳴く鳥の声だけで、私たちはそん
ななかを汗みどろになって歩いてきたのだった。
　そして、そう。気がつけば、昼食も摂らずに5時間
も歩き続けて、ようやくたどり着いたのが、タラグル
ヘラ山の北側の麓というわけだった。密林の間に急斜
面の岩が露呈し、登るのも、斜面を横切るのも大変そ
うな場所に出たとき、総隊長はじめ、隊員たちの間に
は喜びも安堵感も見られなかった。疲れ果ててへたり
込み、昼食のビスケットを水でのどの奥に流し込みな
がら、みんながむしろ失望の色を顔に浮かべていた。
「本当にもう、時間がないな……」
　村人たちに30分だけの偵察を命じ、地面に横にな
った総隊長が、目を閉じてそうつぶやくのを聞けば、
私にも次第にあきらめの気持ちが湧いてくる。
　結局は……今日のアプローチもここまでなのか。
　3度目の挑戦でタラグルヘラ山の一角まではたどり
着きながら、目標の遺跡まではまだまだ足が届かない。
しかし、これ以上進めば、日没までに安全な場所に帰
れなくなることは明らかだ。しかし……。

無念の撤退

　偵察に出た3人の村人たちとカラナプリヤさん、大
和田さんは、決めたとおり30分後に帰ってきた。
　気づかなかったが、デニーシャさんと松山さんの2
人の女性も一緒だったらしく、村人たちが口々に語る
言葉を松山さんが整理して報告する。それによれば、
7人は岩の斜面と密林を登りながら西へと向かい、岩
尾根の突起のような場所まで行って、その先を展望し
てみた。そこからは斜面のジャングルや岩場を見渡す
ことができ、岩の地形から、その先にかつて村人が行
ったことのある岩窟寺院遺跡があることが分かった。
しかし、そこまで行くにはまだ2時間近くかかりそう
だという。
「もうちょっと、なんですけどねえ」
　松山さんは汗まみれの顔で残念そうに言った。その
横でカラナプリヤさんが、今日はもう無理だ、と英語

で言う。隊長は総隊長と顔を見合わせてから、引き揚
げですね、と言った。
「よし、残念だけど先に進むのはここまでにしよう。
暗くなるまでに、最悪でも川までは帰り着かないとま
ずいからな」
　総隊長が疲れた顔でそう宣言し、撤退が始まった。
　村人の進言で少しだけ東回りに迂回して岩山の麓に
岩窟遺跡がないかどうか確かめながら、18人の隊列
がまたぞろぞろとジャングルを進んでいく。途中、い
かにも遺跡を思わせる大きな岩窟を見つけたが、それ
は自然の岩窟で、中を調べても人工物は何もなかった。
探査は、最終的に失敗に終わったのだ。
　帰りの隊列は、できるだけ来た道をたどり、ジグザ
グの道が横に行きすぎたところでは村人が必死に藪を
開いて私たちを先導した。疲労からか隊員の歩調が乱
れ、隊列が長く伸びると、後ろの隊長から「間隔を詰
めろ！」と号令が飛ぶ。歩きやすい獣道では村人の歩
速が早まり、ついていくのに苦労する。靴擦れの傷が
治っていない総隊長は辛そうだった。私も茨の藪を通
過するとき何カ所もトゲに刺され、あちこちに血がに
じんだが、そんなことにかまってはいられなかった。
　日没が近づけばゾウやクマ、ヒョウなどの動きが活
発になって危険が増すので、とにかく安全な場所に出
るために急がなければならないのだ。
　帰りはカラナプリヤさんや総隊長たちが細かく方角
を指示して村人に進路を探させたせいか、それとも獰
猛な野獣への恐怖に追われて私たちが急いだせいか、
思ったよりも早くクンブッカン川に出ることができ
た。あたりが次第に暗くなる5時ちょうど、河岸の土
手をたどって対岸にトラクターと運転手らの姿を見た
ときは、心底ホッとする思いだった。
　それから2時間あまり、急速に暮れた闇夜のジャン
グルに高いエンジン音を響かせて、ヘッドライトの鋭
い光で動物たちを追い払いながらトラクターは走り続
け、仲間たちの待つベースキャンプに帰り着いたのだ
った。
無事には帰ってきたものの、遺跡には今回もたどり着
けなかったと報告したときの、戸惑ったような、表情
をなくしたような、何とも言えない仲間たちの顔が、
私の脳裏には刻みつけられた。

失敗と成功、そして再起へ

　それからは、すべてがあっという間に過ぎていった。
　いや、あとで振り返れば、私の記憶がそんなふうに
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歪められ、固定されてしまったということだろう。
　タラグルヘラ探査行の翌17日には、境隊長と松山
さんが隊を離れて帰国の途についた。考古局のカラナ
プリヤさんとデニーシャさんも一緒だった。いずれも
仕事の都合で、第一目標だったタラグルヘラ山探査の
不成功を見極めたうえで引き揚げたのだ。隊には村人
たちのほかは岡村総隊長と考古局のバンダーラ主任ら
3人と学生15人が残され、その陣容で以後の探査に
当たることになった。
　その探査には、成功と失敗があった。
　まず、タラグルヘラ山よりも手前の西側で村人が見
かけたという話を頼りに、3カ所の遺跡を2日に分け
て探したが、これはいずれも発見できず、長時間ジャ
ングルをさまよっただけで失敗に終わった。この2日
間の探査には、それまで探査に出ていない学生メンバ
ーも動員されたため、全隊員がジャングル歩きを経験
できたことと、途中で死んだゾウの骨を拾ったりした
ことだけが成果となった（ベースキャンプに持ち帰っ
たゾウの骨はワシントン条約の規定で日本には持ち帰
れなかった）。
　タラグルヘラ山と同様に、村人が先導しても遺跡が
発見できなかった理由は、獣道にある。
　村人たちは蜂蜜の採集や狩猟（密猟だが）のために
ジャングルに入り、遺跡に出くわして、その位置を記
憶していた。しかし、地図もコンパスも持たない彼ら
の頭のなかの地図は、ゾウが作った獣道を基準として
いるため、年月が過ぎてゾウが通り道を変えると微妙
に狂ってしまうのだ。見通しの利かないジャングルで
は、数メートル離れただけでも何かを探し出すのは難
しい。今回の失敗は、そんな村人たちの古い記憶に多
くを頼ってしまったことも、一因として挙げられるだ
ろう。
　一方で、ベースキャンプの下流側（東側）にあると
言われた遺跡は、河岸にも近く、村人の記憶も新しか
ったので発見に成功した。
　今回の遠征で唯一の「まともな発見」となったこの
遺跡は、土地の通称から「イリヤポラ（イノシシの居
場所）遺跡」と隊で名づけて、2日間にわたって測量
調査を実施した。
　密林に露呈した緩やかな岩の丘とその裾野に広がる
遺跡は、バンダーラさんや総隊長によると「中規模の
仏教寺院」で、盗掘の被害は受けながらも、岩丘頂上
に建っていた仏塔の跡と、西側の裾野に石柱群だけを
残す「布薩堂」の跡が明瞭だった。布薩堂とは、満月

と新月の夜に修行僧たちが集まって戒律を守ったかど
うかを話し合う集会場のことだという。周辺の約百メ
ートル4方には僧たちが沐浴した池や、薬草で岩盤浴
をした岩の彫り込み、寺院の外郭を成していた石垣の
跡などもあり、それらの遺構を総隊長やバンダーラさ
んの説明を受けながら学生たちは測量した。そのデー
タは帰国後に製図され、写真や文章とともに報告書に
載ることになるだろう。
　こうして、タラグルヘラ山探査失敗後の日々は、成
果ゼロという最悪の状態からは免れて、私たちはジャ
ングルを去ることになった。しかし私の気持ちには、
どうしてもすっきりしないものが最後までつきまとっ
ていた。
　8月22日、ベースキャンプを撤収して村に引き揚
げるとき、総隊長とバンダーラさん、それにレンジャ
ーたちは話し合っていた。目標だったタラグルヘラ山
へは、いつ再挑戦するのか、次はどんなルートや方法
でアプローチしようかと。
「来年またやりましょう。僕が来ますから」
　と、そのとき横から声を出したのは、今回の遠征で
探査の中心メンバーだった山本修平さんだった。それ
が私には、自分や何人かの仲間の気持ちを代表する声
のようにも聞こえた。
　そうだ、来年また来よう。総隊長や隊長らNPOの
人たちは、どうせまだまだスリランカでの遺跡探査は
続けるのだ。それなら来年、山本さんを中心とする学
生たちで隊を主導し、今年の経験を生かしてタラグル
ヘラ山に再挑戦すればいい。この思いは、同じ1年生
の仲間たち、日大探検部の吾郷章次や橋富啓嘉、法大
探検部の中森あさひ、武田太郎にも共通しているはず
だ。あるいは一緒だった拓殖大や神奈川大、立正大の
先輩たちにも。
　個人的な達成感が少なく、悔しさなのか何なのか分
からないままモヤモヤしていた気持ちが、そう思い定
めると晴れていくような気がした。このジャングルは、
無知で未熟な学生たちが素手で飛び込んで何かが得ら
れるほど甘い場所ではなかった。それは確かだが、私
たちはそんな自分と相手を知り、初めての経験を積ん
だのだ。この経験をもとに、野外行動の訓練や遺跡へ
の知識をもっと積み上げて再挑戦すれば探査は成功す
るだろう。
　そんな思いで話の輪に加わった私たちの顔を、総隊
長や考古局員たちは笑いながら見回していた。
　迎えに来た2台を加えた3台のトラクターでベース
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キャンプを離れ、ジャングルを村へと帰っていく道中、
仲良くなった村人たちと私たちは、本気で再会の約束
を交わし合っていた。（了）

【注記】この原稿は、2016年隊が装備の一部（背負
子3個）を提供された株式会社エバニューから、「紀
行文」の寄稿を求められていた法政大学探検部1年生

の古結健太朗（現・共同通信記者）が最初に書いた原
稿を、支援企業に提出するには不足と判断した岡村隆
が古結の視点に立ってリライト（全面改稿）したもの。
結果的に同社の宣伝媒体等には使われなかったよう
だ。古結らは翌2017年の再遠征のために準備活動を
進めようとしたが現実化せず、他の数名と同様、それ
ぞれの事情もあって2018年の隊には参加しなかった。

カレーに魅せられた探検の日々
2016年隊　木村亮太

　ジャングルの朝は早い。
　夜明けとともに耳が覚め、どこからともなく野生動
物の鳴き声が聞こえ始めるころに、隊が雇った村人た
ちが朝のミルクティーを作ってくれる。英国紳士の習
慣になぞらえれば、「ベッドティー」というものらしい。
これがまた日本のミルクティーとは似て非なる飲み物
で、その味わいといったら、濃厚濃密なミルク感とパ
ンチの効いた甘みに、紅茶本来の奥深い味が相まって、
五臓六腑に染み渡るのだ。それはまあ、ウマイのなん
の。そんな至福の一杯を体に染み込ませて、探検の一
日は始まるのだった。
　その紅茶からほどなくすると、村人が手際よく作っ
てくれたライス（インディカ米）とカレーが出来上が
り、朝食の時間となる。なんせ約30人の大遠征隊な
ので、米は2 ～ 3升ほど炊かれ、カレーもたくさん作
ってくれるので、おかわり自由。まさにジャングル・
ビュッフェだ。食べ盛りの学生には嬉しい限りであっ
た。それをガシガシと腹いっぱいに食べ、英気を養い、
遺跡探査に出るのがジャングル生活のパターンであっ
た。

　スリランカ・カレーと私たちが呼ぶのは、スパイシ
ーな煮物や炒め物のことだと考えれば、当たらずとも
遠からずである。おかずは一緒くたに「エラワル」（野
菜の意だが、おかず全般を指すことが多い）と呼ばれ
る。おかず、つまりカレーは平均すると二品。休息日
には、運がいいと自給した川エビ、川魚などもついた。
しかし大体はレンズ豆（ダール） をココナッツミルク
で煮た「パリップ」に、スパイシーなエラワルが一品
つくというパターン。パリップはスリランカでは定番
中の定番のおかずで、「パリップを食った」という表

現もあるほどだ。これは「いい待遇は受けなかった」
といったニュアンスの言葉だが、こんな比喩が生まれ
るほどに身近な食べ物だというわけである。
　おかずにはほかにも、ナス、インゲン、カボチャ、
ジャガイモ、ソーヤミート（大豆製の代用肉）、ポル
サンボール（ココヤシサラダ。削ったココナツの果肉
に刻んだ赤玉ネギ、砕いた干し魚を混ぜ、岩塩、唐辛
子で和えてライム果汁を加える）などがあり、日々献
立が変わるので、食事の時間は楽しみだった。それが
日々の原動力になっていたのも事実だろう。個人的に
はナスのカレーがダントツのナンバーワンで大好きだ
ったが、ナスは保存性に優れないという理由で、買っ
た量も少なく、一、二度食べるとすぐに品切れになっ
たのにはガッカリしたものだ。

　このように、日々の食事は「スパイシーな煮物」ば
かりで、飽きそう……と思われがちだが、まったく飽
きることがないのがスリランカ・カレー、ひいてはス
パイスと唐辛子の恐るべき底力である。少しだけ列挙
すれば、コショウ、クローブ、シナモン、ウコン、ク
ミン、マスタード、カルダモン、コリアンダー、トゥ
ナパハ（数種のスパイスミックス）などなど、実に多
種多様なスパイスが、渾然一体となって舌を襲い、食
べるたびごとにスリランカ・カレーの魅力を実感させ
てくれる。
　しかも、ベースキャンプの料理人が、これらのスパ
イスを配合する際、まったくの目分量だというのが素
晴らしい。かく言う私は食糧係だったので、スパイス
の配合量を数値化しようと努めたのだが、こればかり
はダメだった。いちいち何グラムなどと量ったりしな
いのは当然としても、そのスパイスの種類が多すぎて、
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加減の検討がつかないのだ。笑顔眩しき料理人のガー
ミニさんは、もちろんプロの料理人ではない。考古局
のマーリガウィラ遺跡公園で清掃などの下働きをする
労働者だが、その“さじ加減”はプロ並みにお見事で
あり、手際もじつに鮮やかだ。
　そのガーミニさんが作るカレーを、指で掬って口に
運んだ瞬間の、あの感覚は、何と言ったらいいのだろ
う。魔法のようにふくよかな、心地よい味の刺激が一
瞬にして舌の味蕾の数百万の細胞に染み渡り、それが
延髄へと伝って、大脳辺縁系のニューロンが超新星爆
発のように果てしなく広がつていく。皿から口へ、口
から脳へと、手と神経が勝手に動き、気づいたらもう、
皿には何も残っていないのである。カレーとは、コス
ミックな存在だなぁと、しみじみ悟らざるを得ないの
だった。

　さて、ここからは余談になるが、ベースキャンプで
は動物性たんぱく質の食材を食べる機会はほとんどな
かった。隊員が釣るわずかな量の川魚では、私にとっ

ては無きも同然。野菜のカレーに魅せられる一方で、
体が肉に飢えていた。
　しかしある夜、いや、それは図らずも8月20日の
夜だった。隊が雇った村人が、家から持ち込んでいた
鹿肉の燻製が、おかずのカレーに加わったのだ。久し
ぶりの肉の美味しさ、動物性たんぱく質のありがたさ
に、隊員一同、歓喜したのは言うまでもない。そして
その日は、誰にも言わなかったが、じつは私の21歳
の誕生日でもあったのだ。
　図らずも、そして奇しくも誕生日に食べた肉。まさ
か21歳のバースデイプレゼントが、スリランカのジ
ャングルの奥地で村人が仕留めた鹿肉だったとは、誰
が予見できただろうか。ひそかに自分の幸運を祝いつ
つ、むさぼり食べた「ごちそう」の鹿肉カレーの味は、
その夜の光景とともに、おそらく一生忘れることはな
いだろう。それは、カレーに彩られた日々の中でも、
私の心象風景に最も深く刻まれた最高の一夜であっ
た。 （拓殖大学探検部3年）

ある夜突然、ベースキャンプで起こった出来事
2016年隊　沓澤大地

　私はこの隊においては、いわゆるベースキャンプ要
員であった。
　ベースキャンプの1日は、薪を集めてくる、水をつ
くる、前日に遺跡を探査したなら製図にあたる……。
さて、あとは何をしたのだろう。
　スリランカを去って9か月が経った。あの日お前は
何をしたんだ、あいつは何をしてたんだ、そう問い詰
められても、私には野帳 （フィールドノート） なしで
はきっと答えられないだろう。ベースキャンプは私に
とって、いつもの「日常」だったのだから。それで全
く構わない。ただし、稚拙ながらも私の感性を震わせ
たもの、カレーを初めて手で食べたこと、異国の考古
局の人たちと、私が親しい先輩で相手もよく知る人た
ちについて話せたことなど、印象深い出来事は決して
少なかったわけではない。なかでも、この隊では一度
だけあった出来事として、ある日の夜に突然始まった
現地の人たちとの酒宴のことをあげておきたい。
　細かい開始時刻なども忘れてしまったが、気づいた
ら隊が雇った村人たちが、彼らの寝るタープの下で酒

盛りを始めていた。しかも、その隣のタープの酒宴に
は、学生たちも何人か加わって楽しんでいる。私は人
より酒は好きなほうだが、その翌日は自然保護区のジ
ャングルへ遺跡探査に出るメンバーであったから、酒
宴に気づいても、加わるつもりは最初はなかった。一
度飲み始めると、どうしても飲みすぎてしまうので、
参加したいとは思ったものの、そちらのタープには行
くまいと決めたのだ。
　翌日同じく探査を控えていた木村亮太も、「いやぁ、
俺はこういうの、はたから聞いているほうが好きだか
らさ……」とふかしていた。私もそうだなと思い、寝
る態勢に入った。しかし寝るのがあまり得意でなく、
すぐには眠れない。隣の様子も少し気になり、起き出
して覗いてみると、なんだか現地の人たちが楽しそう
に歌っているぞ、雰囲気的になんだか「ウルルン滞在
記」みたいだぞ、とも思えてきた。こりゃ、眠れない
で悶々としているよりは、普段できない経験をしてお
こう、そのほうがいい。そう思って、ふらふらと座に
加わった。見回すと、明日の探査のメンバーが何人も
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加わっていることに驚いた。
　その席で、みんなが飲んでいるのは「カシップ」と
いう酒であった。どうやらパイナップルなどの果汁く
ずを醗酵させて蒸留してつくる焼酎らしいが、いわゆ
る密造酒だ。醗酵を促進するのに錆びた鉄くずなども
投げ入れるという恐ろしい製法から「鉄条網」とも呼
ばれるらしい。一説では鉄条網の赤錆が醗酵には一番
いいという。そして、なぜそんなアブナい酒が造られ
るかというと、酒税が高いスリランカではまともな酒
はなかなか買えず、金のない村人たちには重宝される
からだともいう。
　本当なら、この密林には遺跡探査に来ているのだか
ら、ここで酒を飲むこと自体、是非を問われるべきか
もしれない。密林は、入ってくるとき、みんなで儀礼
をしたように、村人にとっては異界の聖域のはずだか
ら、酒も飲んではいけないはずだ。しかもその夜は満
月の夜、「ポーヤ」といって仏教国のしきたりでスリ
ランカ全土が禁酒になる日であった。そして私たちが
探検しようとしているのは仏教の遺跡でもある。つま
りこのこの酒盛りは、二重三重にタブーを犯している
ことになる。
　と、そんなことを教えてくれたのは、いつの間にか
座に加わっていた総隊長の岡村さんだった。しばらく
すると考古局隊のリーダー、バンダーラさんも加わっ
て、みごとな歌を披露している。
「お前らみんな、バチ当たりだあ。地獄に落ちるぞ！」
　戒律破りの宴会に、怒り出すかと思っていた総隊長
が毒づきながらも飲んでいるのは、野暮はできない雰
囲気と、村人と隊員との親睦の機会を重んじたからだ

ろうか。考古局のタープから一人だけ出てきたバンダ
ーラさんもそうかもしれない。
　私としては、そんな微妙な場にいられたことと、現
地の戒律やしきたり、そうまでして飲みたい人々の酒
造りの知恵と気持ちに、一度に触れられたことで、こ
の国をまた好きになってしまった。早稲田大学探検部
のOBである作家の高野秀行氏は旅行・取材をする際
に世界各国の酒を飲み歩いており、戒律として飲酒を
禁じられているイスラム圏でも酒を求めることがあ
る。その旅行譚は「イスラム飲酒紀行」として本にも
なっているが、高野氏もカシップのことはおそらく知
らないであろう。私はそのことを少し誇らしく思った。
　みんな、まずいまずいと言っていたカシップだが、
私はこの酒が大好きだ。すこし大五郎に似ている。一
探検部員としてこの酒宴に巡り合ったことに本当によ
かったと思っている。このような酒は、この先どこで
何年生きるとしても、ここでしか飲めないはずだ。宴
会に出なかった木村、お前は損をしているぞ。
　宴会は、座の乱れも面白いものであった。現地の人
たちが何を言っているのか全く分からないが、十分に
楽しい。向こうの人たちがシンハラ語の歌を歌い、我々
は日本語の歌で返す。お互い何を歌っているのかよく
わかっていないだろうが、それで構わないのだ。楽し
いならばコミュニケーションとして成功している。そ
んななかでも岡村さんは仲介に入り、たびたび向こう
の人たちの言葉を訳してくれた。しかし残念ながら、
訳してもらった内容もよく覚えていないのであった。

（法政大学探検部3年）

感覚の切り替えに失敗すると……
2016年隊　八代優二

「ひとり2000ルピー！　それはぼったくられたんだ。
バスターミナルからここまでなら1台200ルピーで来
られるんだぞ！」
　コロンボの宿舎YMCAに着いた直後に、岡村総隊
長から怒鳴るように言われた言葉がそれだった。スリ
ランカに入国して空港からバスでコロンボ市内のバス
ターミナルに着き、そこから4人が三輪タクシー 2台
に分乗して宿に着いた日のことだ。
　スリランカには、「トゥクトゥク」と呼ばれる三輪

車のタクシーがあり、日本よりはるかに安価で、本当
なら500メートル走って100ルピーほどしかかから
ないそうだ。それを1キロも乗らずして、ひとりが
2000ルピー、1台に4000ルピーずつも支払ってしま
ったのである。これにはみんなが唖然としてしまった。
それだけではなく、ここでは100ルピーがだいたい
1000円の感覚でいなければならないと聞いたときに
は、さらに愕然とした。そんなことは話してあったは
ずだと言われても、実際の換金レートは100円が140
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ルピーほどであり、そこまでの物価感覚の違いは想像
もできなかったからだ。
　探検以前の、海外旅行初心者の話になるが、スリラ
ンカの生活の中で、こういう事態に遭うことは間々あ
って、日本の感覚のままでいると、してやられること
がある。土地勘はなく、知識もない。強く出るのが苦
手な日本人の気質では、アジアの国々では商売人のカ
モにされることが多いという。これには慣れるしかな
いが、気を強く持ち、交渉すれば乗り切れることも多
いはずだ。しかし、気をつけるべきは値段交渉だけで
はない。実際こういうことがあった。
　それは私が、現地になれるためにトゥクトゥクで隊
員とともに出かけたときのことだ。ドライバーに目的
地を告げると200ルピーほどの値段を告げられた。
妥当だと思い、乗り込み、車体が動き始めたが、手元
にある地図とはまったく違うところに向かっている。
それをドライバーに告げると、友達の店につれていく
んだ、見るだけで買わなくてもいいからと、そのまま
無理に連れて行かれた。私も仲間も強く断れず、着い
た先は宝石店であった。腕を引かれて中に入ると、た
くさんの宝石があり、店員が、この宝石はいくら、こ
れはいくらと猛烈にアピールし始めた。結局、なにも
買わず出てきたが、店員が嫌そうな顔をしていたこと
が印象に残った。そんなことで、この日は結局、目的
地から遠くに連れて行かれ、時間とお金と労力を無駄
にする結果となってしまった。もし、隊の用事で出か
けたときにこんなことがあったと知れたら、隊長たち
は怒り狂ったことだろう。怪しい誘いを断り切れず、
用も果たせないような役立たずは日本に帰れと、追い
払われたかもしれない。
　私が、隊員としての仕事をできるためにも、スリラ
ンカでまず学んだことは、騙されないこと、買い物で

は値段交渉をしっかりとし、気を強く持つことだった。
それが、ちゃんとできたかどうかはわからない。食糧
の買い出しなど、隊の仕事での大きな失敗はなかった
と思うが、個人的には、値札と物価のことで、悲しく
悔しい思いをしたことが何度かあった。
　私は、スリランカのTシャツを2枚購入している。
どちらも象が印刷され、いまも使っているお気に入り
の服だが、それを購入した店には値札がなかった。店
員と話した結果、1着1000ルピーで購入した。これ
でも言い値を半分に値切った結果である。そのときも
まだ日本の金銭感覚から抜け切れていない私は、その
値段でいいと思って購入してしまったのである。とこ
ろが、後日違う店で同じTシャツを見かけたときに、
それは200ルピーの値札が付いて売られていたのだ。
これには悔しい思いをしたが、考えてみるとTシャツ
1枚1万円は高いと気づけたはずだった。先に値札の
ある店で品物を見て、相場を知ることで抑えられるコ
ストもある。スリランカに限らず、遠征などでは、現
地で購入するものも多い。一つひとつは小さい値段の
差かもしれないが、しっかりと低いコストで購入する
ことで、大きなコスト削減につながると思う。
　探検には、私や今回の仲間のような初心者も行くこ
とがある。海外も初めてという者にとっては、ジャン
グルなどの現場に着く以前から、街でもどこでも、す
べてが探検である。事前に調べて現地を知識で知るこ
とも大事だが、いざ現地に飛び込むと、大事になるの
は感覚だ。だから物価でも身の危険でも、感覚を大切
にして探検には臨みたい。その感覚の切り替えができ
ないと失敗するのだ。
　　私の街なかでの失敗談も、そんなふうに受け取っ
てもらえると、わざわざ恥をさらした甲斐がある。

（拓殖大学探検部3年）

輝ける川クンブッカン
2016年隊　三坂尚大

　密度の濃い川だった。飲み水を作ったり洗い物をし
たりするのはもちろん、探査から帰れば火照った体を
冷やす水風呂となる。エビや魚をとる釣り場にもなる
し、なにより川底には宝石が埋まっている。隊の目的
は遺跡調査であるが、私はそれとは別に宝石を採ろう
という密かな目的もあった。

　クンブッカン川は、ベースキャンプの目の前を流れ
ている。テント場から20メートルほど坂を下れば岸
辺に出るが、密林に挟まれた大きな川だ。乾季の夏場
は、深いところで水深は1メートルほどしかなく、大
部分は寝転がってようやく体が浸かるくらいの浅瀬が
続いている。初めて川の中に入ったとき、隊長の境さ
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んが手に砂を掬って小さく輝く小石の欠片を見せてく
れた。クンブッカン川では宝石が採れるとは聞いてい
たが、目の当たりにすると、嬉しさと興奮が静かに湧
き上がってきた。ここは宝石で輝いている川なのだ。
私も同じように砂を手に掬い探してみるが、なかなか
輝く欠片は見つからない。初日は収穫がないまま終わ
ってしまった。
　それからは、水浴びのたびに宝石を探すのが日課に
なった。遺跡の発掘業を営みながら、なぜか宝石にも
詳しい境さんの話によると、見つかる場所は決まって
おり、また大きいものほど深く埋まっているらしい。
雇い人の村人や考古局の人も暇な時間には宝石を探し
ているのか、バケツを持って深いほうへ出かけていく
のを羨ましく思いながら、ひたすら川砂をあさる日々
が続いた。それこそ洗濯や水浴びの時間はもちろん、
水汲みに下りた時さえ、辺りを見回しては岸近くで宝
石を探した。
　何日目だったか、総隊長の岡村さんも、隊長の境さ
んも、そして学生リーダーの大和田さんも探査に出て
いて、居残り組はベースキャンプで待機する日があっ
た。私はここぞとばかりに隊員の衣服洗いに立候補し、
隊員の目を盗んで思う存分に川底をあさった。川は木
陰が少なく、時折頭から水をかぶっても、頭上に照り
付けるスリランカの日射しはきつかった。遅れてきた
赤堀は大きいきれいな石だけを集めたり、ペットボト
ルに目一杯砂を詰めたり、意外と強欲な面を見せつけ
る。吾郷に至っては、拾った宝石を日本で彼女にプレ
ゼントするなどと気障なことを言っていた。
　そういえば、いつだかの探査でクンブッカン川の下
流に行ったとき、木と葉で作られたダムのようなもの
を見つけた。同行の村人に聞くと、ジャングルに入り
込んだ密掘者が宝石を採るために仕掛けた柵で、水の
流れを変えて比重の重い宝石を集める仕組みになって
いるらしい。それと同じ原理だろうか、考古局のバン
ダーラさんに教えてもらって、ベースキャンプ付近で
も岩に囲まれた場所で宝石を探し始めると、少しずつ
小さな欠片が集まった。川で宝石を拾っては境さんに

見てもらうという日々が続き、種々の鉱物の知識を蓄
えられた。
　採集できたのは1 ～ 5ミリほどの米粒くらいの欠片
だが、透き通っていて美しい。私は素人なので、見た
だけでは何の鉱物かよくわからないが、色は薄いピン
クが非常に多い。その次に多いのが濃い赤で、ルビー
なのかガーネットなのか、他の鉱物なのかわからない。
参考までに、ルビーはモース硬度が高いので角の丸い
ものが多く、ガーネットなどはガラスが割れたように
尖っているものが多いという。その次に多いのがオレ
ンジ色の欠片で、他の隊員が採ったものを見せてもら
うと、綺麗な結晶を残したスぺサルティンガーネット
があった。ほかにも深緑の欠片や2粒だけ鮮やかな青
のサファイアと思しき欠片を拾った。大きいものだと、
水晶にムーンストーン、雲母やローズクォーツを拾え
る。水晶のインクルージョンに赤い輝石が混じってい
るのも幾つかあった。珍しいものでは、綺麗な八面体
のレッドスピネルやカルサイトを母岩とした0.3mm
のブルースピネルに珪化木、鉱物以外だと土器の破片
や動物の牙も川から拾えた。
　もちろん、これらはどれも宝石としての価値はない
に等しいが、却ってそのほうがスリランカから持ち出
せるし、思い出土産にはちょうどいい。ちなみに私は
この経験を機に、日本へ帰ってからも国内で鉱物採集
を始めた。今では机の上が鉱物の展示場となっており、
もちろんスリランカから採ってきたものも、テラボー

（ブッダナッツ）の殻に入れて飾ってある。遺跡探検
の目的ではなくても、またスリランカに戻りたい。
　探検隊員として、考古学や地質学、鉱物学、生物学
などの学問的興味からでなかったことは申し訳ない
が、ジャングルにいる間は、ずっとあの美しい宝石を
採りながらここで暮らしたいと考えていた。帰国して
半年経った今もそう思う。今は鉱物の知識も格段に増
え、大体の相場もわかるようになってきた。次に行く
ときはラトナプラ辺りで仕入れるか、採ったものを加
工したいとも企んでいる。クンブッカン川はまさに夢
を持たせてくれる場所だった。 （法政大学探検部2年）

ブッタラ闘病日記
2016年隊　村松秀剛

　ヤラ国立公園内の密林へ、先発隊が出発するまで残 り2日となった8月9日、マーリガウィラ遺跡公園で



エッセイ / 村松秀剛 — 217

は最後の測量訓練が行われていたが、そこに私の姿は
なかった。突然に高熱を出してしまい、参加すること
ができなくなってしまったのである。
　前日の夜の時点で、私は体の節々が少し痛むことに
気づき、就寝を早めにしていた。しかし夜中には寒気
と体の震えで目が覚めて、朝の起床時間には熱が
38.6度まで上がっていた。とても微熱と言える体温
ではない。測量訓練に参加させることはできないと学
生リーダーの大和田さんから告げられ、この日はブッ
タラの宿で待機しながら回復に努めることとなった。
いよいよ密林へ乗り込むのだと意気込んでいたのが、
一転して不安へと変わる。熱の上がり方が急だったこ
ともあり、もしもこれがただの風邪でなかったら、出
発までの残り2日間で治せなかったらどうなるのか
と、どうしても考えてしまうのだ。
　高熱以外には特徴的な症状はなかったことから、風
邪でなければデング熱とマラリアが懸念された。潜伏
期間から考えるとマラリアという線は消える。私はコ
ロンボに滞在中、蚊よけ用の忌避剤を使っていなかっ
たこともあり、デング熱の疑いが高まった。あまり気
にしていなかったのだが、コロンボではデング熱が大
流行して、社会問題にもなっていたようなのだ。しか
し、体に発疹が現れるなどといったデング熱特有の症
状は確認できず、他に判断材料もなかったため断定す
ることはできなかった。私には医療係から解熱剤が与
えられたほかに、感染防止の策として、同じ部屋を使
用していた隊員を別の部屋へ移動させる措置が取られ
た。経過観察を通じて、必要であれば病院で診察を受
けさせる、との隊の判断であった。
　他の隊員たちが測量訓練に出向いている間、宿に一
人で待機している。私はそこにやり場のない憤りを感
じてしまい、病人らしく何もせずにいるべきなのに、
体調が少し良いと感じた時には部屋の中で簡易的な測
量やスケッチの練習を行っていた。だが、体調が悪い
時にはただ横になっているだけで息切れがして、果物
も上手に食べられないありさまであった。それでもと
にかく、口に入るものを可能な限り摂取して、濡れタ
オルで体をふき、冷やし続けるなど、必要と思われる
ことをやろうとした。夕方になると隊員たちが測量訓
練から戻ってきたが、彼らは見舞いの品だと言って、
ベッドの近くにたくさんのフルーツを置いていく。私
は、ひとりひとりが声をかけに来てくれたことに喜び
と感謝を覚え、そして自らの不甲斐なさを感じずには
いられなかった。この日の私は、この病から可能な限

り早く脱して、遅れを取り戻すには何ができるか、と
いうこと以外考えていなかったことを覚えている。
　翌日の8月10日、起床時の体温が39.4度と高熱が
悪化していた。この日も隊の仕事をすることができず、
療養することになる。濡れタオルや、隊員が調達して
きてくれた氷で熱を下げる努力をしていたのだが、夕
方には熱が39.7度まで上がっていた。病状が芳しく
ないことから、急遽医者に診てもらうこととなった。
宿の若主人に車を出してもらい、総隊長の岡村さんと
渉外の松山さんに付き添われて、宿の若主人が勧める
私立の診療所へ行く。後で聞いたが、医療費無料の国
立病院や診療所より、私立の開業医に行こうと決めた
のは岡村さんや松山さんの意向だったらしい。設備や
診療内容が違うのだろうか。
　熱でぼんやりしていたが、診療所ではシンハラ語が
流暢な松山さんに大変にお世話になった。医師に私の
症状を説明し、問診も細かいところまで聞いて双方に
通訳してもらう。医者の先生も、日本人女性がなぜそ
んなにシンハラ語ができるのか驚いているようだっ
た。私もそんな松山さんを見るのは初めてだったので、
頼もしさと安心感が膨らんで、それまでの緊張が解け
ていったのを覚えている。
　診察の結果は、この熱は風邪ではなく、ウイルス性
のものである可能性が高いということだった。コロン
ボに滞在していた経緯から、やはりデング熱が疑われ、
翌日にそれを判定する血液検査を行うことになった。
その日はそれで宿に帰った。
　私は、発熱したこともあり、先発隊とその翌日に出
発する後発隊のうち、後者に組み込まれていた。しか
し後発隊の出発までに容態が改善しなければ、当然密
林に連れて行くことはできない。この日はさらに病状
が悪化したことで、これ以上高熱が続くようであれば
病院に入院させる必要もあるだろうと言われていた。
それは隊として当然の判断だろうが、できる限り早く
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治すことで隊に復帰し、密林へ、と考えていた私にと
っては悔しい状況であった。それと同時に、異国の地
でこのような状態になってしまったことへの恐怖も募
っていた。だが、そんな心境を察知したかのように、
岡村さんと隊長の境さんが励ましにやって来てくれ
た。暖かい言葉をかけてもらい、その時の私には心の
支えとなった。既に隊に対し多くの迷惑をかけている
ことを思い直し、個人的な感情は飲み込んで自身の回
復と隊全体としての決定を待つこととした。
　8月11日になったばかりの深夜、悪心から目が覚
める。胃が騒ぎ、胃液が逆流する感じで何度か嘔吐し
たが、同時に食欲が回復してきていることに気づいた。
起床時には38.0度まで熱が下がっており、前日より
は気分も良い。その後、体温は急に上がることも下が
ることもなかったが、自分は確実に回復してきている
と感じた。前日からの予定どおり、また車を出しても
らい、松山さんに付き添われてモナラーガラの町まで
行って血液検査を受けられる病院を訪ねた。そこでデ
ング熱かどうかを判定してもらったが、陽性反応は出
なかった。ウイルス性の反応は出ていたのだが、私の
それはデング熱のものではなかったらしい。
　この日、先発隊のメンバーがヤラ国立公園へ向けて
出発した。まだ病が治ったとは言えない私は、後発隊
の一員としてではなく、後日、食糧補給を兼ねて密林
から町まで戻ってくる隊員と合流することで隊に復帰
することとなった。後発隊出発の翌日である8月13日、
その4日後の8月17日にトラクターの都合や買い出
しで隊員がこの町へ出てくるので、そのどちらかだ。
すぐに治れば13日に、長引きそうであれば17日に合
流ということである。それまでは松山さんも一緒にい
てくれることになった。小学校教師の松山さんは夏の
休暇を利用してこの遠征に加わっている。帰国予定も
学生たちより早い。本来ならジャングルで費やすその

貴重な時間を無駄にさせることになって、申し訳ない
気持ちで一杯だった。
　8月12日。この日の起床時の体温は37.8度だったが、
その後解熱剤を服用して安静にしていると36.9度ま
で熱が下げることができた。やっと36度台まで体温
を戻すことができたのだ。先日に引き続き、早朝から
病院で血液検査をしてもらったが、結局、ウイルスと
しての名前も感染経路も不明のまま診察は終了した。
松山さんの通訳によれば、原因は分からないが治って
いるならいいじゃないか、といったことを医師は言っ
ていたようだ。まったくその通りである。宿に帰って、
後発隊が出発していくのを見送った後、失った体力を
戻そうと部屋の中でひたすら、しかし体調を悪化させ
ない程度に体を動かしていた。
　8月13日。この日はベースキャンプから町まで隊
員がやってくる日であり、私がベースキャンプへ入れ
る可能性のある日である。13日に隊に合流できなけ
れば次は17日ということになり、4日も遅れてしま
うので、私は少し緊張していた。起床時の体温は
37.0度と微熱程度であり、体調もほぼ回復していた
ため、私は合流する気満々でいた。
　しかし、私が13日に合流することは、密林のベー
スキャンプ内では予定されていなかった。隊員たちは

「村松については17日の合流とする」と聞かされてい
た。密林からでは私の病状を把握することはできない。
完全に回復したと確証が持てない以上、病状の悪化や
隊員へのウイルス感染の恐れといった可能性は無視で
きず、簡単に合流させるような判断を下すことはでき
ない。日を置いた17日にするべきだろう、というの
が総隊長の岡村さんの方針だった。あれだけの高熱を
出した後であるし、そう簡単には体調も安定しないだ
ろう、という大方の予想があったのだ。本来であれば、
私は13日に合流することはできないはずだった。
　ところが、私とともに宿に残ってくれていた松山さ
んが、熱が下がり元気も戻っている私を見て、ある判
断を下した。私を隊員たちのいるベースキャンプへ合
流させても問題ない、連れて行こうと決断してくれた
のだ。ベースキャンプにいる総隊長の岡村さんは許可
を出していないのだから、言ってしまえば独断である。
ある種の命令違反を犯してまで、私を隊員として合流
させると言ってくれたのだ。
　町まで戻ってきた隊員と合流し、トラクターに乗り
込み、揺られながら、自分がベッドの上にいた間、ベ
ースキャンプではどんなことがあったのかを聞く。こ

英語とシンハラ語の混じった処方箋
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れからは病人ではなく隊員として行動することができ
るのだ、という実感が嬉しかった。ベースキャンプに
到着して皆に顔を見せると、17日の合流になるだろ
うと聞かされていた隊員たちは少し驚いたようだっ
た。その後、熱や症状が復活することもなく、他の隊
員が病にかかることもなかった。松山さんの私を合流
させるという判断は、結果として英断であったと、探
査終了後に岡村さんは語っていた。私は無事、遺跡探
査活動に復帰することができたのである。

　以上が、突然の高熱で私が寝込むことになってから、
遺跡探査に復帰するにまでのいきさつである。寝込ん
でいた間は辛かったが、それも含めて遠征が終わった
今では良い思い出になっている。そして同時に、良い
教訓にもなった。私がかかったのは原因不明のウイル
ス感染症であり、感染経路も不明であったが、この発
熱に関しては反省すべき点が多い。他の隊員に比べて
体調管理や病気への危険意識が甘かったことは否めな

いし、虫さされ対策など、実際にできることはいくら
でもあったはずなのだ。予期せぬ出来事を予期するこ
とはできないが、自分の行動のひとつひとつがこれか
ら起こることに影響すると自覚して、これから起こり
うる問題の種を見つけて潰すことはできるはずであ
る。私は隊員として無自覚で無責任だったのだ。　
　私がこの報告書にこのような個人的な体験を書いた
からといって、それが直接的に役に立つとは思えない。
ただ、これからスリランカの密林遺跡探査に加わる人
には、現地ではさまざまなことが起こりうる、それに
対してどうするのか、といったことを考えていただけ
たら幸いである。
　今回、私が予期しない病気に感染しながらもベース
キャンプまで辿り着けたのは、多くの方の支えがあっ
てこそだった。松山さんをはじめ、ご迷惑をおかけし、
同時にお世話になった方々に深く感謝をしていること
を伝えたい。 （法政大学探検部2年）

女性隊員として感じたこと
2016年隊　石野成美

　すべては、探検部のミーティングの帰りに同期の赤
堀から「俺、夏にジャングル行ってくる」という言葉
を聞いたことから始まった。
　羨ましいという感情を率直に伝えると、即座に資料
を出されて今後の行動予定を説明され、次のミーティ
ングにまで誘われた。とりあえず親にも相談せずにミ
ーティングに参加させてもらったのだが、行ってみる
とどうだろう。
　数名いると聞かされていた女性の姿は見当たらず、
覗いてみるだけのはずだった会合で、今日、遠征メン
バーを決めるという。行くか行かないか、それぞれが
最終決定せよというのだ。突然すぎて混乱するなか、
ふだん何ごとも優柔不断で最後まで決められないはず
の自分が、するりと出した答えがこれだった。学生で
はたったひとりの女子隊員、日本隊全体でも2人だけ、
スリランカ側の隊員を入れても女性は3人だけという
探検隊に加わることになったのだ。

☆
　スリランカに入国して、まず戸惑ったのは、最初の
宿舎YMCAのトイレである。日本で当たり前にある

はずのトイレットペーパーは、噂どおり置かれておら
ず、あるのはふつう風呂場にあるものを小さくした形
のシャワーのみ。隊長の話によると、これから円滑に
活動するには、早々に現地に慣れておくことが必要ら
しいので、それに従って紙の代わりにシャワーを使う
ことにした。当然、トイレの後は毎回下着がびしょび
しょである。不便に思い、後から合流したベテラン女
子隊員の松山さんに聞いてみたところ、シャワーは排
便したときにのみ使うものらしい。自分には耐えられ
る精神力がまだ備わっていない。その日のうちにペー
パーの予備を買い足すことにした。
　ブッタラに移ってゲストハウスに宿泊した日。裸足
で生活をしたが、床に敷かれた足マットは盲点であっ
た。まさか自分が水虫を患うことになろうとは。あの
宿では裸足で過ごしていたのは自分だけで、他の隊員
は水虫を患っていなかったので、原因は足マットであ
ることはまず間違いない。そうなると、あのゲストハ
ウスの住人はみな水虫なのであろうか。はたまた過去
の下宿人が持ってきたのか。どちらにしても、ゲスト
ハウスでの足の油断は禁物だと実感した。
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　その足の油断は床マットだけではない。朝、ベッド
から起きる時は、床につく足の先を確認することが必
要となる。左の生足で大きなゴキブリを踏んだ感触は
まだ忘れることができない。ゴキブリといえば、シャ
ワーを浴びるのに脱いだ服を、いったん床に置いてお
いたところ、その上で排尿されたらしく、服が溶けた。
結構お気に入りのハーフTシャツであった。これに関
する打開策は自分でもまだ見出すことが出来ない。し
たがって、そういった事態に遭遇したことだけを報告
することとする。
　このゲストハウスでは、スリランカに来て初めて女
部屋が設けられた。スリランカ滞在歴が長い小学校教
師の松山さんは、コロンボでは別の宿に泊まっていた
ので、私は男子学生と混じってドミトリーで寝起きし
ていた。ブッタラでは女性部屋ができて良かった半面、
学生の仲間からは隔離されたことになる。ほかに女性
の学生隊員がいないため、情報の共有サークルから漏
れることが出てきたのだ。予告もなしに学生ミーティ
ングが開始されると、もうお手上げである。気づいて
くれた隊員が声をかけに来てくれることもあるが、と
りあえずはそれ以前に、他の学生隊員から離れる時に
は次の予定を念入りに確認しておくことが必要となっ
た。
　ジャングルに入ってからは、小さな戸惑い、違和感
はいくらでもあったが、一応は自然に過ごせたと思う。
タープの下の男女混じっての雑魚寝などは、日本での
テント泊山行と同じで何ということもない。水浴びも
トイレも男子とは離れた場所でしていたので問題な
い。ただ、洗濯物に関しては少し困った。熱帯では、
洗った衣服はすぐに乾くと聞いていたが、今回のジャ
ングルではそうでもなかったのだ。ベースキャンプの

物干し場では、さすがに下着をそのまま大っぴらに乾
かす勇気は出なかったし、洗濯物の周りを水浴び用の
厚手のサローンで覆っていたので、そのせいだったの
かもしれない。おかげで服は毎回生乾きか、乾いてい
なかった。着替えや洗濯のことを考えれば、水浴び用
のほかに、乾いたまま使う通常のサローンがもう一枚
必要だったと反省した。
　現地での日焼けに関しては、日差しが強いと聞いて
いたため日焼け止めを沢山使うと想定したが、多くの
時間を木陰のベースキャンプで過ごしたためか、結局、
使うことはなかった。未開封のものを備えてはいたが、
飛行機に乗せた時に気圧で爆発したらしいこと以外は
特に支障は来さなかった。
　そんなことよりも、ほかに女性がいないことで最大
の心理的負担になったのは、キントゥーラ（毒ダニ）
のボディチェックができないことだった。松山さんと
考古局側のデニーシャさんが先にベースキャンプを去
ってからは、特に神経をとがらせていたが、不安が絶
えなかった。背中など、自分では見えない場所に食い
つかれたらチェックのしようがないのだ。自分の凹凸
のあるほくろを触っては不安に掻き立てられた。

☆
　以上が、一応女性隊員として大きく感じた点である。
女性隊員が少なかったからこそ、周囲に気を使っても
らった場面も多々あったと思う。それに甘えた点もあ
ったのだろう。それも反省点として挙げるべきなのか
はよくわからない。しかしそのおかげで、他人が想像
するほどの苦労はなかったというのが実感でもあっ
た。いずれにしろ、この1カ月間は自分にとって、と
ても大きな経験の場となった。そのことは間違いない。

（立正大学探検部2年）

「大遠征隊」の中で感じた個人
2016年隊　赤堀拓哉

　2016年のスリランカ隊は、それまでにない大所帯
で、学生だけでも5つの大学から、学年も4年生から
1年生までが集まった隊であった。それを束ねる岡村
さん、境さんの負担は計り知れなかったであろう。学
生隊員同士は、出発前の会合や合宿などで顔を合わせ
たり、話し合ったりはしていたものの、自分には最初
から、入部したての1年生のような不安感もあった。

それは、このメンバーで大丈夫なのかという不安であ
り、自分は大丈夫かという不安でもあった。
　ほとんどのメンバーが海外渡航や大所帯での活動は
初めてであり、探検部員とはいっても、日本での山や
野外での活動経験さえほとんどないという隊だったた
め、探検以前の問題も多かったかもしれない。不安は
的中して、現地では都市部でもベースキャンプでも、
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いざというとき、どう行動していいかわからない隊員
たちが、ただ茫然としていたり、右往左往するだけで、
岡村さんや境さんの細かな指示がないとまったく動け
ない場面が多くみられた。買い出しや車両への荷物の
積み込み、キャンプの設営時、急な雨に襲われたとき
などである。一方では、自分も含めて、指示がないと
きに勝手なことをしていて境さんに怒られるというこ
とも多々あった。
　ベースキャンプでは、飲料水づくりのための一連の
作業や夜の火の番、周囲の見回りなど、隊員が声を掛
け合い、連携して動かなければならないことが多い。
遺跡探査に出たときも、隊列の詰め方や声掛けに注意
したり、小休止の時間には地図や磁石やGPSで現在
地を確認したり、次の動きを予測し合ったりしなけれ
ばならない。要は、組織的な動きを各隊員が主体性を
持ってやらなければならないのだが、それがなかなか
できないのである。いつも細かな指示を待ってからや
ろうとするので、ついつい境さんに大声を出させてし
まうのが、最初のうちの隊の実情であった。
　自分もそうだが、指示にばかり従って行動している
と、とりあえず指示されたことだけはやろうという義
務感だけが生まれてきてしまい、主体性が消えてしま
う。その指示されたことから、もうひとつ先を読んで
動くことは大いに可能であり、そうすれば次の細かな
指示は要らなくなる。それが実際にできている隊員も
いた。それはやはり、各々の考えやモチベーションや、
身に備わった能力によるものだと思われる。
　今回の隊では、全員が一応はスリランカのジャング
ルに眠る遺跡を探したいという目的で参加していた
が、そのモチベーションの強さはまちまちだったと思
う。そして、その違いだけでなく、現実にはいろんな
理由から、ほとんどをベースキャンプで過ごす隊員と、
何度も探査に出る隊員がいて、全員が平等というわけ
にはいかなかった。自分も、ジャングルに入って数日
たつのに、毎日ベースキャンプでの生活が続き、何し
に来たんだと思うことがあった。自分は探査へのモチ

ベーションだけは強いと思っていただけに、一番の目
的であったタラグルヘラ遺跡探査のメンバーに2回と
も選ばれなかったときは、ショックで愕然としてしま
った。自分には何が足りなかったのかを考える前に、
ただただ悲しく、悔しかった。
　それについては岡村さんが細かく説明してくれて、
木村さんや古結からも慰めや励ましの声をかけてもら
ったことで、少しずつ気持ちも収まり、助かったが、
同時に感じたのは、これが組織なんだということだっ
た。組織では、いろんな事情で個人の望みどおりには
ならないことがあり、組織や他の個人から助けられる
こともある。思ったようにはいかないあのような場面
が、もし一人の時に起こっていたら、挫折していたと
も思った。一度下がったモチベーションは、自分では
なかなか立て直せないが、周りの仲間に支えられれば、
あっという間に変えることも可能になる。自分はなん
とか、次の周辺の探査行に向けて気持ちを切り替える
ことができた。
　それにしても、団体行動、というより組織での個人
の行動とは難しいものだ。一人でも自分勝手なことを
してしまえば、あっという間に隊は崩れてしまい、最
悪の場合は命に関わることさえあっただろう。だから
と言って、リーダーがすべての指示を出し、他の人は
指示に従うだけでは、隊として成り立たない。特に今
回のような大きな隊になれば、小回りが利かないだけ
に、全体が動かなくなってしまう。各々が主体的に行
動し、時にはお互いを注意し合い、意見を言い合い、
励まし合い、助け合えるようなことができればベスト
なのではないだろうか。
　初めは岡村さんや境さんの指示がなければ動けなか
った隊全体の状態だったが、徐々にみんなの意識も変
わっていき、各々で考えて行動することが増えて、隊
として少しはまとまっていったと思う。しかし、それ
では遅かったのか、探査にはことごとく失敗して反省
の材料だけが多く残った。実に団体行動とは難しく、
奥が深いものである。 （立正大学探検部2年）

医療係奔走記
2016年隊　　吾郷章次

「古結がキントゥーラにキンタマを咬まれたらしい！　
どうすればいい!?」

　中森がそう言いながら川への坂道を駆け下りてきた
のは、ボロボロになって帰ってきた探査チームが水浴
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びをしている最中の出来事だった。岡村総隊長は攣っ
てしまったふくらはぎをさらに攣らせながら笑い転げ
ている。川に浸かりながらその足を必死にマッサージ
する私は、一瞬、自分が何を相談されているのか分か
らなかった。二、三度聞き返した末に、やっと理解し、
笑いをこらえつつ指示を出す。指示と言っても中森に

「同期愛で古結を見守ってやってくれ」と頼むほかな
かったのだが……。
　あまりに生々しく痛々しいため、ここではキントゥ
ーラ（毒ダニ）に陰嚢を咬まれた際の対処法は割愛さ
せていただくが、部位が部位だけに、結局彼は自分自
身でナイフを使って処置を行った。その勇気には拍手
を送りたい。
　日本から遠く離れた異国のジャングルで、医療係の
私と中森は、ときとしてこのような日本では到底起こ
り得ない状況に直面しながらも、なるべく適切な応急
処置を行うことを求められていた。

☆
　医療係としての仕事は日本ですでに始まっていた。
例えば整腸剤や風邪薬といった内服薬はもちろん、絆
創膏やテーピングといった外傷に対応するものも、な
るべく日本の製品を使いたかったため、その買い出し
を行う必要があった。ここでは隊費の支出を抑えるた
め、薬局やドラッグストアを数店舗回り、安くて効き
の良いものを吟味し、店頭よりも通販サイトで購入し
たほうが安い場合はそちらを利用した。また同時に、
十数社の企業に協賛を依頼する電話をかけた。唯一、
首を縦に振っていただけたのが（株）白十字であり、
提供していただいた消毒薬や包帯といった外傷関連の
製品には、活動期間中たいへんお世話になった。医療
係として、改めてここでもお礼を申し述べたい。
　さて、スリランカでの医療係の仕事の話に戻ると
―。
　この活動で学んだことのひとつは、「場が変われば、
傷病も変化する」という事実だ。たとえば大都市コロ
ンボにおける傷病例は、靴擦れ・虫刺され（蚊）・二
日酔い（自業自得）といったもので、中継地点のブッ
タラという村では、虫刺され（蚊）・腹痛・原因不明
の高熱など、ジャングル内では火傷・便秘・熱中症・
虫刺され（蟻・ダニ）といったところだ。
　薬の準備は万全であったので、体の中外関係なく、
広くこれらの傷病をカバーできた点は良かったのだ
が、「まさかジャングルより市街地のほうに蚊が多い
なんて……」「まさかジャングル内で火傷が多発する

なんて……」「まさか多くの隊員が下痢ではなく便秘
になるなんて……」といった、「まさか」が多くあった。
冒頭で書いた事件も、当然まさかのひとつである。
　活動の中盤ごろから、私と中森は、「体調不良やケ
ガなどがあった場合は、どんなことでもすぐに正直に
医療係に伝えてほしい」という点を強調した。それは、
隊員たちが「あと数日で未知のジャングルへ踏み込む」
という状況のなか、体調不良を訴えることで隊に迷惑
がかかるのではないか、自分だけ置いて行かれてしま
うのではないか、という不安を抱えていることが分か
ったからだ。私もその気持ちは痛いほど分かるが、隠
すことが正しいとは思えない。
　たとえば、今回はブッタラにいるときに村松隊員が
原因不明の高熱を発症した。もし、あのとき本人が無
理に耐えて、自己申告していなかったら、その後どう
なっていただろうか。下手をすると、蚊を媒体とした
集団感染が起きていたかもしれないし、症状が悪化し
た状態でジャングルから運び出さなければならなくな
ったかもしれない。自己申告する勇気があったからこ
そ、速やかな隔離ができ、きちんと診療を受けて看病
することもでき、最悪の事態を免れることができたの
だ。これこそが本当に隊を考えた行動だと私は思う。
　隊員たちの傷病に対する対応にも慣れてきたジャン
グル生活後半では、中森がついに村人 （隊の傭員）た
ちから「ドクター」と呼ばれるようになる。それは決
して、からかわれたわけではなく、確かに彼らの信頼
と尊敬を勝ち取っていたゆえの呼称だった。半ズボン
とゴム草履でジャングル内を歩く屈強な村人たちも、
怪我はする。中森に応急手当をしてもらっている最中
の彼らは、そこはかとなく頼もしげに中森を見て、嬉
しそうだった。一方の私はというと、このころ探査チ
ームで動くことが増え、行動中はもちろん医療係の役
割を果たすが、ベースキャンプに帰れば、治療しても
らう側になっていた。

☆
　結果的には、このスリランカ密林遺跡探査において
一番のメインテーマであったタラグルヘラ遺跡への到
達は、断念せざるを得なかった。しかし、隊員全員が
一度は異国のジャングルの中を歩き回り、日本では絶
対に経験できない体験をし、色褪せることのない一生
ものの想い出を手に入れることができたはずだ。私は
医療係としてだけでなく、個人としても、みんながこ
れらの宝物とともに無事で帰国できたことをとても幸
せに思う。
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　1年生2人だけという医療係だったが、日本での医
薬品調達から始まり、資料を読んで勉強し、スリラン
カでは多様な場面での多様な傷病に、2人して文字通

り「奔走」した。いま思えば未熟な点や至らぬ点は多々
あったが、なんとかひと夏、その役割を全うすること
ができたのではないだろうか。 （日本大学探検部1年）

キントゥーラと私
2016年隊　古結健太朗

「なんでッ !?　なんでリムーバー使わせてくれん
と！」
　いつもは鳥のさえずりしか聞こえてこない夕暮れど
きのベースキャンプに、大きな叫び声が響いた。しか
し、その声に反応するのは医療係であり、私の探検部
の同期でもある中森あさひだけであった。彼は必死に
笑いをこらえている。焦りと怒りに震えたその叫び声
の主はこの私、古結健太朗である。どのような経緯で
このような状況になったのか。それはこれからお話す
るとして、その内容は今後の私の人生を左右するのか
もしれない、18歳の夏に起きた大事件の記録である。

☆
　南アジア、インドの南東側に浮かぶ島国スリランカ
の、そのまた南東部、ヤラ国立公園に沿って流れるク
ンブッカン川のほとりにベースキャンプを張って、
我々スリランカ密林遺跡探査隊のメンバーは日夜ジャ
ングルと格闘しながら、まだ見ぬ遺跡の発見を目指し
て、切磋琢磨しながら共同生活を営んでいた。
　ジャングルというのは数え切れない危険が潜んでい
る場所、ということは周知の事実であるだろう。我々
の場合も、約2週間という短い期間ではあったが、ジ
ャングルでの生活は危険との戦いの日々であった。野
生のゾウやクマ、ヒョウは、出会った時点で生死に関
わる。ヘビに至っては噛まれた時点でほぼ確実に命を
落とす。そのほかにも、サソリやタランチュラ、噛ま
れると激痛が走る毒アリなど。日本で生活していると
考えられないような危険ばかりである。
　そんななかでも、遭遇する確率が非常に高く、被害
が比較的大きく、しかも気づきにくいため対処が遅れ
てしまいやすいという最大の厄介者がいた。
　その名は、「キントゥーラ」。先ほどの叫び声の原因
となった私の天敵である。
　キントゥーラはジャングルに生息する毒ダニの一種
であり、体長は1.5ミリから2ミリほど。色は黒また
は濃い茶色で、ヒトのほくろとほぼ同じ色や形をして

いる。このキントゥーラはヒトの皮膚に付着し、小さ
なキバを使って皮膚を噛み破る。そのとき、激痛が走
ることもあるが、ときにはほとんど痛みを感じさせる
ことなく、皮膚の中へと入り込んでくる。そして皮膚
の中で毒を吐き出し、自身はそこで死んでしまう。そ
の毒によって我々の皮膚は腫れ上がり、化膿して、2
～ 3 ヶ月間は痛みと痒みが止まらなくなるというの
だ。スリランカ遺跡探査の過去の隊の記録を読むと、
足の指股を咬まれた隊員は痛みに悲鳴を上げて飛び上
がり、その後は化膿して数日間は歩けなくなったとい
う例が、ごく普通のことのように書いてある。
　そんなキントゥーラに、皮膚に取りつかれた場合の
対処法は2つある。
　ひとつは、皮膚の表面に付着しているところを、毒
を吐く前にライターやたばこの火で炙り殺してしまう
こと。2つ目は皮膚の下に潜り込まれてしまった場合、
ナイフの先で皮膚を切って抉り出す、という方法であ
る。もし焼き殺して死んでも、頭が皮膚に食い込んで
いると、指やピンセットでは頭は取り出せない。そこ
から化膿が始まるので、そのときはやはりナイフを使
うことになる。いずれにしても瞬間的にかなりの痛み
を伴う荒療治だが、化膿がひどくなって長期間毒の影
響に苦しむよりかは幾分マシである。
　先に、このキントゥーラには遭遇する確率が高いと
述べたが、ジャングルの中で藪漕ぎしていると、ほぼ
全員の衣服や皮膚に付着していた。皮膚の多くは腕や
足、首筋などだ。そのため、ベースキャンプに戻って
きて川で水浴びをする際、身体に付着していないかを
確かめ、付いている場合はその都度この2つの方法で
対処していた。
　あの日も、午後4時ごろにジャングルの探査から帰
ってきた私たちは、川で水浴びをして、キントゥーラ
が付着していないか、隊員同士チェックしあっていた。
　入念な確認をして、手足や背中に付いていないこと
が確認でき、川から上がろうとしたそのとき、私は無
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意識に陰嚢の裏を掻いた。少し違和感があった。いや、
まさか……。そんなことはない、土か何かが付いてい
るんだろうと思った。念のため自分で確認してみると、
黒く小さい点が陰嚢の裏についている。こんなところ
にホクロがあった記憶はない。少しずつ冷や汗がにじ
み出て来た私は、近くにいた村人ガイドのひとりに、
その部分を見てもらい、「モカッダ？」（何だ？） とシ
ンハラ語で尋ねた。怪訝な顔で覗き込んだ村人は、「キ
ントゥーラ」とひと言。そして爆笑しながらベースキ
ャンプのほうへ戻っていった。
　さっきまではにじみ出る程度だった冷や汗が、一斉
に噴き出してきた。どうしよう。今後の自分のさまざ
まな想像が頭の中を駆け巡った後、ひとつの結論にた
どり着いた。
「取り除かねば……！」
　まだ皮膚の中までは入り込んでいないようだったの
で、私はひとり河原に座り込み、即座にタバコ用のラ
イターを取り出し、キントゥーラの付いている陰嚢の
裏に近づけた。しかしそこで問題が発生する。陰毛が
邪魔をして、火が皮膚まで到達しないのだ。仕方なく
周辺の陰毛を1本ずつ丁寧に抜いていくことにした。
だが、焦りと痛みでなかなか進まない。ようやく火が
届く程度まで抜き終わったところで、キントゥーラを
確認してみると、もう皮膚の中まで入り込んでいた。
これは大変だ。かなりやばい。こうなると、残された
対応策はひとつ。キントゥーラの付いている皮膚の組
織ごとナイフで抉り出すこと。腕や足に付着していた
場合、この方法をとるのはそれほど怖くない。けれど
も今回の私の場合は陰嚢である。世の半分くらいの読
者には、これがどれだけ恐ろしいことか想像していた
だけるだろう。
　日が暮れかけていたので、隊の医療係である中森に
連れられ、ベースキャンプのタープの下まで戻った。
ブルーシートの隅に座らされたところで、私の頭にあ
る名案が浮かんだ。この隊の医療装備には、ヘビなど
に咬まれた際の応急用具として毒を吸い出すためのポ
イズンリムーバーがあったのだ。これを使えばそれほ
ど痛みを伴わずに、キントゥーラが取り出せるかもし
れない。私は即座に、目の前にいた中森にポイズンリ
ムーバーの使用許可を求めた。一瞬困惑した彼は、他
の隊員に相談しに行ったのだが、結局、使用は認めら
れなかった。
　落ち着いて考えれば、手や足に使用するポイズンリ
ムーバーを陰嚢に使用したところで、効果が見込めな

いことは明らかである。しかしそのときの私はかなり
動揺していた。とにかく早くこの黒い物体を自分の陰
嚢から取り出したい一心だったので、「なんでリムー
バー使わせてくれんと！！」と叫んだのだ。けれども、
どうにもならない。
　落胆したが、取り出すのが遅くなればなるほど、毒
を吐き出され後遺症の残る危険性が高まるため、意を
決して、自分のサバイバルナイフを取り出し、患部へ
当てた。それからどれくらいの時間が経過したかわか
らないが、私は激痛に耐えながら、なんとか憎きキン
トゥーラを陰嚢から跡形もなく取り除くことに成功し
た。
　傷は、放置しておくとすぐに化膿してしまうため、
今回の陰嚢の傷も丁寧に消毒しなければならなかっ
た。ただ、キントゥーラを取り除いたことで私は疲労
困憊していた。そこで先ほどはリムーバーを使わせて
くれなかった医療係の中森が、消毒液を塗ってくれた。
痛かった。このときもまた、私の悲鳴がベースキャン
プ中に響いていただろう。
　それからのジャングル生活では、傷を庇いつつも、
私はそれまで通り探査活動に専念できた。というのも、
キントゥーラに対する最高の忌避剤の存在を知ったか
らである。後世のスリランカ遠征隊員のためにここに
書き記す。それはヤシ油だ。これを体のなかの侵入経
路となりそうな部分に塗っておくと、驚くほどキント
ゥーラが寄ってこないのだ。スリランカのジャングル
にヤシ油は必携だ。欲を言えば、私も陰嚢を傷つける
前にこの情報を知りたかった。

☆
　帰国してから2 ヶ月ほどたった頃には、傷も完全に
癒え、傷痕も消えて、いまでは私の陰嚢は元通りの元
気な形に戻った。こうして私とキントゥーラの格闘は
幕を閉じたのである。どこからどうやってキントゥー
ラが侵入し、私の陰嚢に付着したのかは、いまでも謎
に包まれたままだが、私は今回の事件を通して、自ら
の陰嚢をナイフで抉るという、容易にはできないであ
ろう経験をした。
　今後も、探検活動だけでなく人生のさまざまな場面
で、想像もできないような危機に直面することがある
だろう。しかし、今回の反省を生かして事前の準備や
心構えを怠らず、毅然とした態度で対処していきたい。

（法政大学探検部1年）
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激辛カレー奮闘記
2016年隊　中森あさひ

　郷に入りては郷に従え。現地の文化を受け入れるこ
とは、探検活動の第一歩であろう。その文化とは、言
語であったり、服装であったりとさまざまだ。そのな
かで、「食文化」もまた、大変重要な受け入れるべき
文化のひとつと言えるだろう。
　スリランカの食事の主役は、なんといってもカレー
である。一言でカレーといっても、大きなジャガイモ
がゴロゴロしているものから、肉や魚や豆や野菜のそ
れぞれの材料で別々に作られるカレー、汁っぽいもの、
汁なしのもの、米飯で食べるものから小麦粉の薄焼き
パン（ロティ―）、米粉の蒸し麵（インディアッパー）
で食べるものまで、じつに多くの種類があり、食べる
者を飽きさせない、のだそうだ。
　そんなカレーなのだが、ひとつだけ共通する特徴が
ある。それはその本格的なスパイスから繰り出される、
殺人的な辛さである。前々から辛いとは聞いていて、
それなりに覚悟は決めていたのだが、目前の皿の上に
盛り付けられた現実は、容易に私の覚悟を上回ってし
まった。「えっ……」初めてカレーを口にした感想は、
辛いでも、ましてや美味いでもなく、言葉にならない
声が漏れるような「衝撃」そのものであった。
　ジャングルのベースキャンプでは、限られた食糧で
隊員たちの食事を賄わなくてはならないので、毎日こ
の衝撃のカレーを食べることとなる。馬鹿にされるか
もしれないが、いくら探検活動を行うべくして集まっ
た者たちであるとはいえ、恵まれた食生活に慣れた日
本人に、一日三食毎日カレー（しかもとても辛い）は、
なかなかにきついものである。ジャングルに入ったら、
これを毎日食べなくてはならないのか……、それが分
かっていたから、入国数日にして私のスリランカ遠征
はお先真っ暗であった。
　しかし、そう泣き言ばかり言ってはいられない、繰
り返すが、ジャングルではカレーしか食べられるもの
がないのだ。未熟ではあるが、これでも探検活動を志
した身である、出された料理はすべて食べなくてはな
らないのだ。最初のうちはカレー少なめ、ご飯多め、
こっそり隠し持ったふりかけを少々と姑息な真似をし
ていたが、おそらく私の体の線の細さも相まって、「も
っとしっかり食え」とよく、学生隊長であった大和田

さんからお叱りの言葉をいただいた。「好き嫌いせず
食べなさい」こんな小さい子供が言われるような決ま
り文句の重みを、まさかこの年で、しかもこのような
状況で思い知ることになるとは思わなかった。
　それやこれやで、子供じみていてお恥ずかしいのだ
が、要は食事の好みの問題であり、その私の好みが、
現実とは少し、いや、かなりズレていたということだ
ろう。だからといって、これを侮ってはいけない。多
くの旅行者が集まるような街なかならばまだしも、
我々探検隊の活動のフィールドは、常に厳しい自然と
の戦いを余儀なくされる未開のジャングルである。た
だでさえ隊員にストレスがたまりやすい環境であり、
そういったなかで、食事は数少ない癒しのひと時であ
ったはずだ。私のほかにも、表には出さないものの、
内心苦しい思いをした者も多いのではないか。そうい
った者に対して、何か一定の対応があっても良いので
はと思った。
　その一方では、今回、隊が雇った炊事担当の村人た
ちが、味付けを日本人隊員のためにマイルドにしてく
れていたのも事実であり、その点ではむしろ、食事に
関して我慢を強いられていたのは、考古局隊員も含め
た彼らシンハラ人たちのほうなのである。そのことも
わかっているから、本当なら「食えないならば自分で
作る」となるのが理想なのだが、お世辞にも料理がう
まいとは言えない私にはどうすることもできず、結局、
自分と同じく味にレパートリーを求める隊員たちと、
釣り竿を作って魚をとりにいくのが精いっぱいであっ
た。
　それにしても、ジャングルで生活をしていると、普
段我々がどれだけ恵まれた環境にいるのかを実感させ
られる。好きな時に好きなだけ冷たい水を飲み、食べ
たいものを食べられる生活がどれだけ贅沢なことか、
先進国の、しかも都会に住んでいたら、頭では理解で
きても実感できる機会は少ないだろう。それを知るこ
とができただけでもいい経験であった。
　最後に、この文章を読むと、さもスリランカのカレ
ーが美味しくないように思われてしまうが、そんなこ
とはない。隊員のなかにはカレーに魅せられ、ベース
キャンプでも「美味い、美味い」と言って大食する隊
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員も多かった。そして私も最後にはそれなりに食べる
ようにはなっていたのだ。一応、現地の文化を受け入
れられたということで、また一歩、一人前の探検家に
近づけたのではなかろうか（などと言ったら岡村さん
に笑われてしまうのだろうが……）。
　いずれにせよ、人間が何かを食べ、栄養を補給する
生き物である以上、「食事」は欠かすことのできない

ものであり、探検活動を成功させる上でも大変重要な
ものであることは言うまでもないだろう。よって、隊
員の中には、料理がある程度できる者が数人はいなく
てはならない。こうして私は、現地でつけていた日記
の中に、日本に帰ったら習得したい技術として、“料理”
の二文字を書き加えたのであった。

（法政大学探検部1年）

トイレの話
2016年隊　橋富啓嘉

　私は今回、初めて南アジアの地に降り立った。今ま
でオーストラリアやハワイなどには行ったことがあ
り、海外へ行くたびに文化の違いに驚いていたのだが、
今回の遠征では、とりわけトイレ事情が一番印象に残
った。今回は都市部からジャングルの中まで様々な形
式のトイレを経験したので、それについて記述しよう
と思う。
　まずはジャングルのベースキャンプ（BC）でのト
イレについてである。BCには当然、上下水道の設備
はないので、そこらへんですることになる。恥ずかし
い話だが、探検部員とはいっても新人で、しかもまと
もな野外活動の経験もないまま遠征に参加したので、
私にとってはそれが人生初の外での排泄となった。そ
のため、とりあえず視線を遮蔽できて、穴さえ掘れば
いいと思っていたのが、大きな間違いであったと今は
思う。
　なかでも、大きな失敗は使用した巻紙を一緒に穴へ
と埋めていたことである。私は、巻紙はプラスチック
ではないので、自然に分解されて土に戻るものだと思
っていた。しかし、日本に帰ってから調べてみると、
トイレットペーパーなどの紙類は木の繊維が複雑に絡
み合ってできているため、微生物では分解しにくいそ
うだ。水にぬれたとしても、繊維がほどけてバラバラ
になるだけで繊維そのものが分解されるわけではない
ので、長い間残ってしまうそうである。実際BCで生
活していた時も、私が排泄した場所の表面の土が削れ
た時、排泄物は出てこず、トイレットペーパーのみが
出てきた。この遠征以降、私は使った巻紙は埋めずに
持って帰るか燃やすようにしている。
　もう一つの失敗は、穴を掘るときの深さである。こ
れはスリランカのジャングルに限った話ではないのだ

が、こういった自然の土というのは、締まっていて掘
りにくい。畑や花壇の土を掘るよりも何倍も時間がか
かってしまう。特に穴を掘っているときはたいてい猛
烈な便意に襲われているときなので、地面を掘ること
にそこまで時間をかけていられない。多くの本やイン
ターネットのサイトには15cmほど掘ればよいと記述
されているが、私は毎回、5cmほど掘るのが限界で
あった。BC周辺には落ち葉が多く落ちていたため、
浅く掘っただけでも、上に落ち葉をこんもり乗せれば
隠すことが可能だったため、毎回ついつい浅く掘って
いただけで済ませていた。そのことが大きな牙をむい
て跳ね返ってきたのは、雨が降った後である。季節外
れの大雨は、周りの土砂とともに、排泄物の上にかぶ
せておいた薄い土をすべて流していったのである。お
まけに乾いて無臭になっていた排泄物が潤いを取り戻
してしまったため、BC一帯が臭かった。浅く掘って
はいけないと、私はこの時心に刻んだのである。
　私の怠慢が原因なのだが、実際、便意に襲われなが
ら、15cmの縦穴を掘るのは難しい。また、それとは
別に、個々人が好きな場所で排泄をしていったせいで、
BCの周辺の一角が排泄物だらけになってしまい、生
活に支障が出てしまうという問題も発生していた。
　それらについて解決策を探すために色々と野外での
排泄について調べてみたところ、最初にとても深い縦
穴を作って簡易的なボットン便所をこしらえてしまう
というアイデアがあった。過去のスリランカ密林遺跡
探査隊ではそうしていたそうだが、これを作れば、使
用時に土をいくらか落とすだけ済み、雨が降っても逆
流することはない。日本では災害時などにも用いられ
ている手法であるが、スリランカ隊ではなぜやらなく
なったのだろう。
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　BC設置直後は水づくりや整地などやることがとて
も多く、なかなかトイレに気をまわしている余裕はな
い。たかがトイレ、されどトイレである。もし私が上
下水道のないところでまた何日間か生活することにな
ったら、寝る時間を削ってでもボットン便所を作ろう
と思っている。
　ジャングルでの開放的なトイレとは別に、私の心に
残ったのは、コロンボ滞在中の宿舎（YMCA）のト
イレである。私は今回の遠征で、なるだけ現地の人と
同じような生活をしようと心がけていた。日本と同じ
生活をしていたら、海外へ行った意味が半減してしま
うし、何より、現地の人の行動様式は土地の文化や気
候や環境に適しており、より快適に過ごせると考えて
いたからだ。蚊帳も壁もなく、蚊に刺されまくるベッ
ドで寝たり、手づかみで食事をしてみたりと、いろい
ろなことに挑戦してみたのだが、一つだけ挑戦できな
かったものがあった。
　それがトイレである。コロンボでの宿舎のトイレは
洋式ではあったものの、トイレットペーパーがなく、
蛇腹の管の先に付いたシャワーヘッドのみが置かれて
いた。これを尻の下に手で引っ張ってきてウォシュレ

ットとして使用するそうである。しかし、このシャワ
ーヘッドがそもそもきれいなのかどうか不安を覚えて
しまい、最後まで使用することができなかった。ただ、
このトイレは、初めて見た時こそ文化の違いに驚いた
ものの、慣れるとシャワーヘッドを使わなければいい
だけなので特に気にならなくなり、現地での生活にな
じめたような気になっていた。
　ある日、宿舎の案内図を見ると、宿舎の人に勧めら
れたのとは全然違う場所にトイレがあるのを発見した
ので、不思議に思い、そのトイレを見てみた。すると
そのトイレは和式だったのである。私はそれまで宿舎
でしかスリランカのトイレを見たことがなかったた
め、なんとなくスリランカは洋式トイレの国だと思っ
ていた。ブッタラの宿（ゲストハウス）でもそうだっ
たからだ。しかし、実際は和式が本来のトイレで、私
が使っていたのは観光客用のものだったのである。結
局私は、最後までスリランカ本来のトイレにはなじむ
ことができず、宿もそこそこの宿に泊まることになっ
てしまった。次回スリランカへ向かうときはもう一段
階安い宿へ泊り、現地の生活に100パーセント染ま
りたい。 （日本大学探検部1年）

川に浸っていた時間
2016年隊　武田太郎

　裸になって川の流れに体を浸し、空を見上げる。そ
の砂底の浅い流れの川のなかほど、時の経過を忘れさ
せてくる場所はない。
　スリランカ南東部、ルフナ地方を流れるクンブッカ
ン川。多くの野生動物が生息する、外界からは完全に
閉ざされたジャングルのなかの空間である。われわれ
スリランカ密林遺跡調査隊は、この川のほとりで2週
間の時を過ごし、私自身、そこでさまざまな貴重な経
験をした。なかでも忘れられないのが、この川に浸っ
ていた時間のあれこれだ。
　日々の水浴、衣服の洗濯、飲料水づくり、魚を釣っ
ての食料調達など、川はまさしく生活の一部だった。
洗濯は水浴とともに毎日行い、常に服は清潔を保たせ
る。さすれば、同僚の橋富みたいに異様な臭いの服の
周りを無数のハエが飛び交ったりはしない。川には魚
も泳いでいたので、一部の隊員や村人は魚釣りをして
いた。川の楽しみを知っているのか、岡村さんは自前

の釣り竿を持参し、境さんは網も持っていた。
　洗濯を兼ねた水浴は、毎日正午過ぎに川に入り、石
鹸を使って体と衣服をしっかり洗う。どの隊員も気持
ち良さそうに自分の世界に没頭していた。ここでは、
ただただ体を洗い、流れに身を浸す者、川底の砂を掘
り漁り、宝石を探す者など、それぞれが英気を養う場
として自由な時を過ごすのだ。
　ある日の正午過ぎ、私は川にいた。その日はほとん
どの隊員が探査に行ったためにベースキャンプに残っ
ていたのは数人だった。森閑とした密林に潜む川、そ
のなかでボーッとひとりきりの世界に入り込む。上を
見上げると、川の両岸から生えている木々が伸びきっ
て空を少しばかり遮り、その木々の枝を猿が伝い走っ
ている。ほのかに聞こえてくる鳥の鳴き声。そして正
午過ぎの刻、真上から太陽の強い陽光が水を照らす。
この自然のなかに身を委ねていると、なぜ、自分はこ
こにいるのだろうかと、ふと思う。考えていたこと、
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悩んでいたこと、すべてが忘却の彼方に消え去ってし
まう。
　裸で浸かっていると、何かが足をつついてきた。透
き通った水のなかを覗くと、体長10cmから15cmほ
どの魚がいた。次第につついてくる回数も増え、魚の
数も増えてきた。非常にむず痒かったが、古い角質で
も取ってくれるのではないかと思い、戯れていた。し
かし、ここが末端ではあっても探検部に属する人間の
本能なのかもしれない、無性に捕まえて食してみたく
なったのだ。
　ここから長い格闘が始まった。勝手に魚のほうから
つついてくるため、容易かと思ったが、予想外にすば
しっこく、一度は手の中に入ったものの逃してしまう。
15分ほど没頭し、ようやく一匹を捕まえることがで
きた。そして喜び走りながら川から上がり、村人に自

慢した。どうやらこのときは純粋無垢な少年に戻って
いたようだ。その後、ベースキャンプに戻って捕まえ
た魚を木の枝に刺して塩を振って火に炙った。案の定、
格別な味だった。
　だらだらと書き連ねたが、一番気散じていたと感じ
るのは、探査から帰還した後に浸かる瞬間である。汗
まみれで汚れ、疲労困憊した体を、川は瞬く間に癒し
てくれた。癒されて、時が経つのも忘れて、それぞれ
がしたいことに耽る場所。それがクンブッカン川だっ
た。
　もちろん、探査中のほうが熱中して充実した時を過
ごせるのは確かだったが、ここはここでまた、違った
面で自分を成長させてくれたのは間違いないであろ
う。 　（法政大学探検部1年）

スリランカの匂い、探検のニオイ
2018年隊　木村亮太

　日本という島国で、ふだん何気なく小市民的生活を
営んでいると、ときどき何か妙な、周りから不意にふ
わっと体と心が浮き上がるような妙な感覚に襲われ、
思わずウウゥと唸ってしまう。この感覚、私はある種
の「探検病」だと思っている。
　これ、一体何なのか？
　潜伏していたマラリア原虫が蠢きだしたわけでもな
ければ、ましてや、ゲストハウスで出会ったブロンド
美女への恋煩いでもない。にもかかわらず気になって
仕方がない。頭のスミにこびりついて離れない。あま
り気にしていると、オチオチ小市民的生活が送れなく
なってしまうような、小さいことだけど大事になりか
ねない、妙な感覚。
　では、一体。
　それはおそらく、探検フィールドのスリランカで脳
の中枢まで侵されてしまった「ニオイ」への渇望感に
よる解脱症状であると勝手に自己診断している（もち
ろんそんな病名はないので病院に行っても白い目で見
られるだけだ）。
　“ニオイ”というものは、なんて魅力的で魅惑的な
のだろうか。人間には五感というものがあるけども、
心象風景に深く刻み込まれるのは中でもやはり嗅覚で
あり、ふとした拍子に記憶をフラッシュバックさせ、

郷愁の思いに駆られるのも、嗅覚の記憶であると思う。
　スリランカではいろんなニオイが体と心に染み込ん
だ。多種多様なスパイスが織り成す蠱惑的なカリーの
ニオイ。満員のバスで嗅ぐ、人々の汗とお香の入り混
じった、むせ返るようなニオイ。早朝のジャングルの
木々や土が発する野生的なニオイ。村人がベースキャ
ンプで燻らせていた煙草のニオイ。スコールの後の土
蒸したニオイ、とか、いろいろ。
　そんな、人間や動物、自然、つまりは生命が素直に
発する濃密で魅力的なニオイが、スリランカには確か
にあった。目には見えないが、確かにあった。そんな
活き活きとした、刺激的なニオイに満たされていたか
らだろうか、日本に戻ってからというもの、暮らしの
なかに手ごたえが、いや、鼻ごたえがない。この整合
性のとれた日本社会で暮らしていると、ほとんど「生
命の発するニオイ」に遭遇することができないのはな
ぜなんだろう。綺麗で無臭なトイレ、ゴミひとつない
街並み、いいニオイな人々……。なんとなく、すべて
が無機質で弱いのだ。
　だからかもしれない。2016年の帰国後はもちろん、
今回も帰国してから頻繁に仲間とメシを食いに行くの
だが、なぜかいつもインド料理屋に入ってしまう。そ
う特別にカレーが食いたいわけでもないのに、どんな
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時でもインド料理屋に入るのは、潜在的に刷り込まれ
ている、郷愁のあのニオイをカリーに求めているのだ
ろうか。いやはや、これはもう重症だ。
　これからの時代、世の中ではIT技術なるものがま
すます発達していくだろう。人工衛星から地球の隅々
まで見渡せる時代においては、視覚情報のある一定の
充足感はIT技術で得られるかもしれない。四六時中
そばにあるスマートフォンでパッと調べて、なんとな
くわかった気になれるかもしれない。
　しかし、いくらテクノロジーが進歩しようと、その
土地が発する個々のニオイというものは、再現できる
ものではないと断言できよう。なぜなら、その土地土
地のニオイとは、その場に生きるひとつひとつの生命
体が、その時々に発する微々たるニオイの複雑な集合
体で、それが集まり、大きな波となり、うねりとなっ
て、その土地を浮遊している刹那的なものであるから

だ。それを遠く離れた場所にいて、固定化されたサン
プルとして万人が受け取ることなど、どうすればでき
るというのか。
　じつはこの「ニオイ」を求めることこそが、IT時
代の探検の原理になるのではないか、と私はひそかに
考えている。ITでは得られない情報を求めて、未知
の現場に乗り込んでいく。自らの嗅覚で嗅ぎ取りに行
くことで、言葉の論理や知性では見えなかった感覚の
情報も見えてくる……。ニオイとは、そうした〈総合
的に探るべき未知の現場〉の象徴であり、そのニオイ
を嗅ぐことこそが探検であるとするならば、私はすっ
かりこのニオイの魅惑に取り憑かれてしまったので、
これからも、いや、下手をしたら一生、探検フィール
ドにニオイを求め続けることになるのかもしれない。

（拓殖大学探検部5年）

続・激辛カレー奮闘記
2018年隊　中森あさひ

　隊活動中、今度もまた食事について皆に迷惑をかけ
てしまった気がするので、それについて書きたい。
　「食わなきゃ死ぬ、食えなきゃ死ぬ――」。出発前、
これが今回のお前のスローガンだと、学生リーダーの
木村さんに口を酸っぱくして言われていた。スローガ
ンというよりも、2016年隊の活動時に、現地の食生
活にまったくと言っていいほど適応できなかった自分
を、木村さんが心配して言ってくれていたのだが。
　というのも、私はスリランカの、あの辛すぎるほど
にスパイシーなカレーがどうしようもなく苦手だった
のだ。当たり前だが、人は、というか、たいていの生
物は、何かを食べて動いている。そう考えると、活動
することと食べることとは表裏一体の関係にあり、ま
してや探検などという過酷な活動中に、飯を食わない
なんていうやつは、もう、こいつはやる気がないどこ
ろか、生きる気力がないといわれても仕方がないので
ある（前回の隊では実際に多くの先輩方や首脳陣から
そう言われた）。
　頭ではわかっている。しかし話はそう簡単ではない。

「文化の壁」と一口に言っても、他の習慣や言語という、
理性や努力で超えられるものとは違って、食文化とい
うのは、言うなれば人の体の自然な反応にかかわるも

のであって、一段と高い壁なのである。ましてや限ら
れた食材しか持ち込めないジャングルにおいては、必
然的に食のバリエーションは狭くなり、結果として一
日三食、熱帯の突き刺すような日差しの下でヘロヘロ
になりながら活動した日も、探査メンバーに選ばれず
に涙を堪えた日も、眠気と闘いながら火の番を終えた
後の朝食も、その他一片の例外もなくカレーなのであ
る。なかでも、ただでさえ辛いカレーの具に、カラフ
ルな各種の唐辛子を入れたものは、ほとんどジョーク
グッズのように思えて、つらかった。
　この思いは、ジャングルという限定された世界のな
かのことだから、そして団体行動中の少数派の感覚だ
からこそ、「わがまま」に聞こえるかもしれないが、
想像してみてほしい、自分では嫌いな食べ物があると
する。そいつが毎日、明けても暮れても、一日三食出
てくるのである。普通だったら3日ともちはしないだ
ろう。加えて、神聖な自然保護区においては、肉食や
飲酒は禁止である（2016年隊はこの禁を破ったため
にバチが当たって遺跡発見に失敗したと、現地では思
われているらしい）。ことはこのように宗教性まで帯
びて、厳しい苦行そのものの食生活がそこにはあるの
だ。



230 — 第五部 論文・エッセイ集

　もちろん、苦行だからといって、「飯がまずい」と
いうのではない。宗教の世界と同じで、修行はつらい
が、やがて慣れる日もやってくる。悲しいかな、2年
前も今回も、体が心を裏切って、活動の最後には、決
まっておいしく食べられてしまうのである。その経験
もまた、実感的な記憶となっているから、自分は懲り
ずに再度の隊参加を決めたのだろう。
　きれいごとを言えば、当然ながら前回失敗した遺跡
発見に再挑戦したかった。しかしそこには個人的な障
害があった。行けばまた、あのカレーで痛い目に遭う
のだろう。それでも行って、案の定、痛い目に遭い、
探検が成功した喜びとは裏腹に、帰国後にまたこんな
恨み言を書いている。カレーが美味かった、美味かっ
たと礼賛している木村さんら、多数派の仲間への当て
つけなのかもしれないが……。
　自分ではもちろんわかっているのだ。スリランカの
カレーは多くの仲間が言うように、最初から最後まで
美味いのであろう。むしろ問題の原因は、生来の食の
細さとも相まって、食事に関してはだいぶ甘やかされ
て育ってしまった、器量の狭いこの自分の舌にある。

いうなれば、私の食事許容力とでもいうものの問題で
あって、ここで言っているほとんどのことは、悪質な
クレームに近いものなのである。
　そんな自分を心配してくれた隊員たちはもちろん、
出発前にいくつか食糧（こっそり食べるための代用食）
をくれた仲間たちや、人よりも多めにご飯をよそって
くれた現地の料理人たちには、感謝すると同時に申し
訳ない思いを抱いている。また、探検の報告書でこう
いう弱音を吐くというのは、やはり恥ずかしいものが
ある。探検家たるもの、虚勢を張ってでも飯は美味そ
うに食わなくては……と思うからだ。
　ただ、正直言うと不思議なもので、日本の優しいカ
レーを食べていると、ふと、あれだけ文句を言ってい
たスリランカのカレーが無性に食べたくなる時が自分
にもある。それどころか、あの舌を挑発するような力
強い辛さこそが、2年の時を飛び超えて、再び自分を
この活動に呼び寄せたような気すらしてしまうのだ。
ということは、自分はこれからもまた、進んであの痛
い目に遭おうとしているのだろうか。

（法政大学探検部3年）

〈断章〉2000年前の情景
2018年隊　吾郷章次

　東京の街を歩いているとき、私はしばしばその場所
の古い風景を想像する。鉄筋コンクリートのビルもア
スファルトで舗装された道路もない、地中に埋められ
ていない川が、町や村や田畑や原野の間を滔々と流れ
ている風景だ。
　地理学を学ぶ立場のせいか、私の場合、渋谷はその
場所が確かにすり鉢状の谷になっていることを意識し
ながら歩くし、芝浦や豊洲といった場所を歩くと、海
を埋め立てて新たに土地を創り出すという人間の技術
力に感心するとともに、どこか自然の摂理に反してい
るような、タブーに触れているような気がして寒心に
堪えなくなることもある。そんなことを普段から考え
ているからだろうか、スリランカでも私の目に映るの
は、いや、見ようとしていたのは、現在のジャングル
の姿よりもむしろ、その背後の、時のかなたの情景だ
った。

◇
　私は、自分のなかで探検論などろくに確立していな

い時分に、それでもなお探検心をくすぐられてこの活
動に参加した。大学に入学し、探検部に入ったばかり
の私をもっともワクワクさせたのは、北極でも南極で
も未踏峰でも洞窟でもなく、異国のジャングルだった。
このスリランカでの活動が自分の想像する探検像に近
かったことはもちろんだが、「百年前に見つけられ、
地図に記されたままジャングルに飲み込まれた遺跡
を、再度発見して記録に残す」という行為そのものが、
とても夢に溢れていると感じたからだろう。
　わかりやすく言えば、漫画に出てくるような大きな
赤い×印のついた「宝の地図」ではないけれど、それ
に近しい「遺跡の地図」が目の前にあり、そこへ実際
に行ってこの目で確かめてみたくなったのだ。
　そうして、私の大学生活2年半をかけて辿り着いた
×印であるタラグルヘラ山――。そこは、中腹の遺跡
にとても大きなバッファローの糞が落ちていたり、ス
リランカ政府の地図では標高が800mあるはずが、実
際は250m足らずであったりと、なかなか面白い山だ
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った。
◇

「これはいつ、どんな目的で作られたのか、また誰の
手でここに運ばれたのか……」
　タラグルヘラでは、山腹で最初の遺跡に遭遇したと
きから、よくわからない遺物や遺構を見つけるたびに
悶々とさせられた。
　予断がいけないことはわかっている。2019年1月
に、大英博物館がシュメール初期王朝時代の花瓶とし
て展示していたものがじつは「メイス（槌）の頭部」
だったというニュースがあった。確かに、何千年も前
に作られた建築物や道具の一部だけを見て、それが何
か現代人が見定めるなんて至難の業ではないか。しか
し、当時の人間が聞いたらぷぷぷと笑ってしまいそう
な答えだったとしても、明確な答えが出ていなければ
パターン化して予測したり、ファクトを並べて予測し
たりと、結局は想像することしかできないのである。
　タラグルヘラ山で遺跡を目にした際も、それは当然
ながら往時の何かが朽ち果てた姿である。私は、何ら
かの方法で当時のお坊さんを召喚し、遺跡を案内して
もらえれば悶々とせずに済むなあ……などと考えなが
ら探査をしていた。

◇
　タラグルヘラ山の山頂に到達したとき、そこにはわ
ずかに残る仏塔の残骸と、数枚の灯明皿、そして岩肌
に穿たれた柱穴だけがあった。仏塔近くの岩盤には刻
文の跡も残っていたが、ほとんどが磨滅していた。頂
上の巨岩はジャングルを吹き渡る強風にさらされ、周
囲にその風を遮るものはない。長い年月をこの強風に
さらされていれば、遺跡の現状は当然の風化だと思わ
れた。そして私には、その痕跡の少なさこそが、かつ
てこの場所にあった大きな信仰を必死に物語っている
ように見えたのだ。

　岩盤の刻文は、かろうじて拾える文字の書体から古
代のブラーフミー文字であることがわかった。そこか
ら、この頂上仏塔が約2000年前、紀元前後に造られ
たものであることが確認できた。私の思いは、どうし
てもその2000年前に誘われてしまう。

◇
　頂上からは、360度見渡す限りのジャングルと、ぽ
つぽつと点在する低山、遥か遠くのスリランカ中央高
地の山脈と、反対側には海岸線もかすかに見えた。絶
景だった。その風景は、多少の違いはあるにせよ、
2000年前の人たちがここで見たものと変わらないは
ずだ。そのなかで、この仏塔はどんな形で建っていた
のか。どんな役割があり、誰がどんな思いでここに造
って、どんな人々が参拝に訪れ、どんな想いを抱いた
のか……。
　完全な答えを知るすべはないけれど、そこから見え
る景色の衝撃は、宗教心も加わって今よりきっと強か
ったに違いない。2000年前にこの絶景を見た人は、
私以上にため息を漏らしながら、心を震わせたのでは
なかったか。

◇
　スリランカから戻った私は、普段の生活の場で
2000年前とは異なる景観を見る。100年前、いや30
年前とも大きく変わった景観の奥に、かつての姿を見
ようとするが、今も変わり続ける変化の激しさに翻弄
されるのは否めない。
　そんな生活を一瞬抜け出して、異国のジャングルの
山の頂から見た2千年前の風景は、強く吹きつける生
ぬるい風が、岩山を登って火照った体を徐々に冷まし
てくれたあの感触とともに、私にとっては生涯忘れら
れない情景のひとつとなるのであろう。

（日本大学探検部3年）

ベースキャンプキーパーの悔しさ
2018年隊　石田康太朗

　報告書に載せるためエッセイを書くことになった
が、エッセイなど書いたことはおろか読んだことすら
ないので、この文章はとてもひどいものになるだろう。
だが、私が探検部に入るきっかけとなったこの遠征と、
タラグルヘラ遺跡アタック隊が帰るのをベースキャン

プで待っていた時のことは忘れることはないだろうか
ら、それについて書こうと思う。
　私がこの隊に参加することになったきっかけといえ
ば簡単なもので、大学入学時に貰ったサークル紹介の
冊子の探検部の紹介ページに「8月スリランカ密林遺
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跡調査」という一項があって、そこに興味を引かれた
からだった。そのまま入部し、当時4年の木村さんに
出会い、この探査隊に参加することになった。普通で
あればいくつかの手順を踏んでこの遠征に辿り着くの
であろうが、私の場合あまりにもスムーズに事が進み
すぎた。実際、入部直後に前回隊の参加者に出会い、
この活動の詳細を聞き、そのまま参加の流れになった
のだから、迷う暇もなかった。
　その後は半年間の勉強会に参加し、スリランカの内
情や仏教の知識、密林での行動などを学んでいったの
だが、当初は私のほかに2 ～ 3人いた各大学の1年生
がひとり、またひとりと減っていき、勉強会が終わる
ころには私ひとりになっていた。そして結局、今回の
学生隊員は、私のほかには前回隊から4人が参加した
だけで、周りは全員先輩で、かつ経験者という個人的
には不安の残る編成となった。
　準備段階に移ってからは、毎週の会議と装備担当と
しての仕事の傍ら、遠征費を稼ぐバイトに追われて、
決して楽な日々ではなかったものの、これといって大
きな障害にぶつかることもなくスリランカへ降り立つ
ことになった。そして現場では、海外遠征はおろか海
外旅行すらしたことがない身だったので、見るもの感
じるものすべてが新鮮であったが、それゆえに勝手が
分からず、体調を崩したり失敗をしたりすることもあ
った。
　ジャングルでの最初の夜、というか、コロンボを出
てから1週間以上の待機期間を経て、ようやくクンブ
ッカン川の岸辺にベースキャンプを設営した晩に、さ
っそく二人一組での交代制の不寝番が回ってきた。私
にとってはジャングルのなかで夜を過ごすことも、焚
火の番をすることも初めてであり、火を焚いていると
はいえ、闇に閉ざされた数メートル先に何が潜んでい
るかわからないという状況は、正直、恐ろしかった。
その夜は吾郷さんと組んでおり、恐怖心を紛らわせる
ためにやたら話をしながら薪の収集と火の調整をして
いたのを覚えている。
　その夜の会話で、とくに印象に残っているのが、2
日後に予定されているタラグルヘラ遺跡への最初のア
タック隊（探査隊）編成の話であった。最初の隊に参
加したいか、と聞かれた私は、「俺は下っ端ですし、
きっと選ばれないです」と答えたのだが、吾郷さんは
顔をしかめて、「そこは『俺が行きます』と言うくら
いの自信をもたないと……」と言った。確かにそうだ
と思い、あらためて自分自身を振り返ってみた。

　探検部の2年生になったとはいえ、特別に体力があ
るわけでもなく、技術力もないため、私が選ばれるこ
とは万に一つもないと思ってはいたが、もしかしたら
選ばれるかもしれない、と少し自信を持ち始めたのは、
あの晩の会話があったからだろう。結果的にメンバー
に選ばれることはなかったものの、それを当たり前と
受け取るのではなく、「悔しい」と思えたのも、ひと
つの「成長」だったかもしれない。
　アタック隊が発表された2日目の晩からは、ベース
キャンプキーパーの私と中森さんが焚火の番を交代で
することになり、そのころには暗闇にも慣れはじめて
いたので、定期的に2か所の焚火を見回り、灯りの届
かない場所をライトで照らす以外は、空いた時間で日
記を書いていた。日記を書き終えてからは、最初の探
査チームに参加できなかったとはいえ、また第二次隊
があると自分の心の整理をしていた。そうしたことを
火の側で考えていると、あっという間に交代の時間が
来るので、正直、ちょうど良かったとも言える。
　翌朝は5時に岡村さんの「日本隊起床！」という大
声で目が覚め、寝起きで頭の回っていない状態でアタ
ック隊の出発準備を手伝った。出発する探査隊を見送
ると、ベースキャンプに残されたのは中森さんと私と
トラクター運転手の2名、それから料理係のガーミニ
さんの5人だけになり、正直言うと、この頼りない5
人でベースキャンプを守り切れるのか自信がなかっ
た。
　その日はそれから、薪集めや飲料水の精製、整地な
ど、キャンプキーパーの通常の仕事をしていたのだが、
そうして働く中森さんと私を見て、シンハラ人3人は
私たちがアタック隊が連れてきた下男だと思ったらし
く、仕事の指示を出しても碌に言うことを聞いてくれ
ない。スリランカは身分制度的なところが色濃く残る
社会だというから、そう思ったのだろうか。会話のな
かでその誤解は解いたが、彼らが休んでいる間も私た
ちが働き続けるものだから、「そんなに働く必要はな
いだろう」と呆れたように言われ、半ば無理矢理に休
憩を取らされたりした。
　私自身は、アタック隊が出た後は薪集めと水の精製
を早めに済ませ、あとは水浴びでもしてのんびり過ご
そうと考えていた。たっぷりと昼寝でもして、前夜ほ
とんど寝ていない分を取り戻し、今晩さらに眠れない
夜が来るのに備えようと思ったのだが、生真面目な中
森さんが、「少しでも仕事をやめると、そのまま寝続
けてしまう」と言って整地を続けるものだから、私も
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休むわけにはいかず、午前中は薪集めに没頭した。
　薪集めは、内戦中に軍がキャンプ地を置いていて、
その後廃屋となっていた小屋を解体し、廃材を持って
きたり、周囲の樹林から枯れ木を拾い集めたりしてい
たのだが、ふとした拍子に見上げた空があまりに青い
ので、私は「ああ、これは夢か何かで、本当は自分は
日本にいるんじゃないか……」と思えて、気が遠くな
るような体験をした。ゲームに没頭しすぎて頭がおか
しくなり、ついにこれが現実だと錯覚し始めたのだろ
う……とまで考えて、しかしすぐにスリランカのジャ
ングルにいる今こそが現実だと気がついた。自分では
さほどその環境を辛く思っているわけではなく、ちゃ
んと適応している気がしていたのだが、そう思い込ん
でいるだけで、あとで思うとさまざまな緊張から心と
体が限界に近づいていたのかもしれない。
　その日の昼食はガーミニさんの悪ふざけなのか、単
に使いきらねばならなかったのか、具が唐辛子しかな
いカレーであった。普段からこの国のカレーは辛いを
通り越して舌が痛いと感じていたが、このカレーは辛
いとか痛いという域を超えていた。一口含むごとに全
身から汗が吹き出し、唇どころか顔全体が痺れて何も
感じなくなるという代物であった。カレーが苦手の中
森さんには地獄の試練だっただろう。しかし、辛いも
のは美味いとよく言われるように、私にとっては、そ
れまで食べてきたカレーで一番美味いカレーであっ
た。地獄のような辛ささえなければ、何杯でも食べて
いただろう。
　午後は薪集めをガーミニさんら3人に任せ、ひたす
ら飲料水の精製を2人で行った。驚いたことに、シン
ハラ人3人はほんの1時間程度で、私が午前中あれだ
け苦労して集めた量の何倍もの薪を集めてきた。人に
はやはり、向き不向きがあるらしい。内心、「だった
ら最初からそれをやってくれよ」と思ったが、口に出
すことはできなかった。
　日が暮れるころからはランタン（灯油ランプ）や焚
火の準備で忙しく、あっという間に時間が過ぎていっ
た。晩飯を食って、不寝番の順番が決まれば、いよい
よ長い夜の始まりだ。そこでも私は、「2時間交代な
ら少しは寝る時間もあるだろう」とたかを括っていた
のだが、その予想は大きく外れた。「2時間交代じゃ
絶対寝入ってしまうから1時間交代にしよう」と中森
さんが言い出したのだ。1時間では交代で眠れないの
はいいとして、火の管理だけで忙しく、日記を書くよ
うな暇もない。

　それでもなんとか切れ切れの睡眠をとり、また不寝
番中に聞こえてくる動物の物音にもビクビクしながら
耐え続けた。ところが、真夜中になって対岸からもの
すごい数の動物が川を渡って近づいてくる水音がす
る。中森さんもシンハラ人たちも起き出してきて、野
牛（水牛）の大群だと言った。川で水浴びをしている
様子なので、みんなはまた寝たが、しばらくして気が
つくと、川のなかから聞こえていたはずの水音が、ほ
んの数メートル先の木陰から聞こえる野獣の息遣いに
変わっている。群れが川を渡ってきたのだ。キャンプ
が襲われると思って、本当に肝が冷えた。とにかく近
づけないように火を大きくしようと薪を積み上げてい
たら、いつの間にか交代の時間が来ていた。
　水牛の群れの接近には中森さんも怖い思いをしたら
しいが、夜明けが近づくにつれ、動物の気配は消えて
いき、私は火の傍らでは自分が参加する次の隊につい
て考え始めていた。第二次隊とはいえ、道のりは厳し
く、また時間も水も限られている中でタラグルヘラ山
に辿り着き、遺跡を探さねばならない。正直、自信が
なかった。私は山などの経験も少ないし、測量の技術
も心許ない。はっきり言ってしまえば足手まといであ
って、隊に貢献するよりは足を引っ張らないよう気を
付ける程度しかできることはないと感じていた。しか
し、同時に、そんな不安に囚われている場合でないこ
とも理解していた。1年間かけて準備をして、やっと
の思いでこの地にやって来たのだ、今さら怖気づいて
どうする、と自身を鼓舞し続けていた。
　夜が明けて、アタック隊が帰ってから良い知らせと
ともに、悪い知らせもやってきた。良い知らせとはも
ちろん、タラグルヘラ遺跡の発見と調査の成功であっ
た。悪い知らせは隊の休息後の緊急ミーティングで発
表された。私はこのミーティングで第二次隊の計画が
発表されるものだと思い込んでいたが、実際は第二隊
以降の調査はなくなり、拠点を移動して他の遺跡を探
しに行くというものであった。頭が真っ白になった。
理由を説明されて、この結果が覆らないことは理解し
たが、かといって「はいそうですか」と納得できるは
ずもなかった。しかし中森さんも同じ心境であるはず
で、私が騒ぎ立てても何も変わらないこともわかって
いた。私も中森さんも、それを受け入れるしかなかっ
たのだ。
　その後も活動は続き、私も自分の出来ることを探し
ながら働き続けたが、タラグルヘラ探査に参加できな
かったことによる精神的ダメージは大きく、休憩時や
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不寝番で一人でいる時はいつも「これが自分のやりた
かった事だったんだろうか」と考えていた。周りには

「次の拠点でも未知の遺跡を探せるから」と気丈に振
舞っているつもりだったが、実際どう見えていたのか
はわからない。
　ジャングルの中で過ごした1週間はあっという間に

過ぎ去り、1 ヵ月の活動（そこではマルワーリヤ遺跡
のヴェッダ族岩絵など大きな発見にも立ち会えたが）
を終えてから1年近く経ったが、あの時の悔しさは未
だ消えることはなく心の隅に居座り続けている。いつ
かまた調査に参加できることがあれば、次こそは後悔
のないよう動きたい。 （拓殖大学探検部2年）

撤退から成功へ
2016年隊隊長　境　雅仁

　2016年隊はタラグルヘラ遺跡を再発見し、成果を
持ち帰ることを最大の目標として計画された隊だっ
た。しかし、この計画はジャングル入域からわずか6
日目にして断念する結果に終わってしまった。
　失敗の原因は2つあげられる。ひとつは、タラグル
ヘラ遺跡はヤラ国立公園北端に位置し、人間の侵入を
阻む濃密なジャングルに囲まれ、しかも乾季には一滴
の雨も降らない乾燥地帯へと変貌する地域である。い
わゆるサバンナ気候で、棘状の低木が幾重にも重なり、
干上がった湿原（古代貯水池跡）などにも行く手を阻
まれる環境下にある。100年余り調査を阻んだ遺跡に
到達できる確率は低く、経験者を集めて精鋭部隊を組
織したとしても困難を極めるものと誰もが予想してい
た。
　2つめの失敗要因としては、過去半世紀の密林遺跡
探査活動の中でも難易度の高い、そのような地域に挑
んだ隊の、組織上の問題があった。
　総隊長、隊長、渉外の3名の経験者を除けば、初参
加の学生隊員ばかりが15名もいるという、前例のな
い初心者中心の大所帯が隊の実態だった。学生の内訳
は、5回生1名、3回生3名、2回生6名、1回生5名で、
5つの大学探検部および類する部から集まっていた
が、探検部とはいえ、山や野外での経験の少ない学生
が大多数を占めていた。つまり、少数精鋭隊とは真逆
の組織として同内での準備活動が動き出したのだ。
　その際にも当然、関係者たちからは組織力の脆弱さ
を指摘されていた。学生一人一人の思いを聞けば、強
い意志を感じさせるものが確かにあったが、未経験の
活動領域に足を踏み入れるには、最初から心配要因が
多く含まれていたのも事実だったのである。
　実際のヤラ国立公園内での探検活動には、さまざま
な制約が課せられ、自然保護区レンジャーの全行程同

伴、日帰りのみの探査 （ベースキャンプ以外の野営の
禁止）、クンブッカン川以外には水の補給地なし、な
どの条件下で活動が始まった。だが、その前にコロン
ボでの集合時点から出発前の心配事は、現実となって
露呈していた。
　実質はわずか2 ヶ月という短期間の準備活動では、
学生が各自の担当隊務に時間を費やすのが精一杯で、
個々人の知識や技術力、体力を向上させることに意識
を振り向けられなかったからでもあるだろう。経験豊
富な岡村総隊長、遺跡発掘を生業とし、3度の遠征経
験がある私、スリランカ滞在日数では最長を誇る渉外
担当の松山隊員の社会人3名が、15名の学生隊員と
合流したとたんに、さまざまな想定外の「現場の現実」
が露呈したのだ。
　コロンボでの交渉・買い出し等の準備期間は3日間
だったが、宿舎や街なかでの学生たちの動きに対して
再三の注意を促さねばならず、その全体としての自立
心の弱さや、積極性の無さなど、心配の種は日々増し
ていった。入域を前にして総隊長との連日の協議の結
果、学生たちの技術・体力不足や意識不足を考えれば、
現場ではリーダー層が前面に立って動かなければなら
ないのは当然として、まずは「学生たちの安全」、つ
まりは「保護」に最大限の注意を振り向けようと決め
たことが、活動の萎縮と隊全体の弱気を生んだ。その
後のジャングル内での探検活動に、暗い影を落として
行く結果へと撃がっていった。
　もちろん、これらすべての責任を、学生たちに負わ
せようというのではない。指導的立場の総隊長・隊長
の計画全体の甘さは言い逃れのできない事実である。
ただ、その結果として、最大の目標であったタラグル
ヘラ遺跡への到達・調査は達成出来なかったという事
実が残った。
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　入域後は2度のアタックに失敗し、活動6日目にし
て早くも活動方針を転換せざるえない状況となった。
総隊長とも協議の末、ここはもう、次につなげる活動、
学生の育成に徹しようと決め、全員を無事日本に連れ
て帰ることだけを確認した。私自身、仕事の都合によ
り隊務途中で帰国することとなり、学生の身の安全を
総隊長に託してベースキャンプを後にすることとなっ
た。
　この2016年の敗退が、2年後の2018年には、隊
をタラグルヘラ遺跡到達の成功へと導いたことは間違
いないものと確信する。
　再度の挑戦を願い出た木村・吾郷・中森・橋富、そ
して初参加の石田。この学生5名のスキルの向上と力
の結集によって、タラグルヘラ遺跡は100年もの眠
りから現実の世界へと引き出された。ヴェッダ族岩絵

の発見や、多くの遺跡の調査も実現した。
　タラグルヘラ遺跡到達の知らせは岡村隊長から日本
にいる私の携帯に地上波で届き、「到達に成功した。
いま山頂にいる」と、生々しい声で聞く結果となった。
100年余りも人間の接近を拒み続けた遺跡が、ついに
人を受け入れた一瞬。その人里遠く離れたジャングル
での出来事が、まさかこのような形で届くとは考えも
及ばなかった。あっけない結末と、その第一報だった。
　失敗あっての成功。それは確かなことであり、その
意味では2016年隊は無駄ではなかった。2016年の
学生たちの活動も意味を持っていた。そう思ったが、
その後、複雑な感情がフツフツと沸き上がり、嬉しさ
と悔しさが混じり合って、私は眠れない夜を迎えてい
た。

2011年の「供花水槽の発見」余話
2011年隊隊長　菅沼圭一朗

　経験豊富なベテラン勢に率いられたとはいえ、
2016年隊も2018年隊も学生の行動力が探査の成否
の鍵となる隊であったはずだが、その活躍のほどはど
うだったのだろうか。聞くところでは、2016年隊が
直面した困難を、再挑戦した2018年隊の学生たちは
見事に克服し、探査を成功に導いたという。再挑戦に
伴う意識とスキルの向上がそれをもたらしたとすれ
ば、その成功と自らの成長は彼らにとって誇るべきも
のとなるだろう。
　この二つの隊と違って、私たち2011年隊は学生だ
けで組織された隊だった。遺跡調査の経験者は、前年
の2010年隊に参加した私ひとり。それでも考古局の
バンダーラ氏やウィジャナヤケ氏とともに8人の学生
がポロンナルワ周辺とワスゴムワ国立公園内外を駆け
回り、15 ヵ所の遺跡を調査した。
　このうち、ここで語りたいのはワスゴムワ国立公園
の外側、アンバン川を挟んで西の対岸にあるマルウェ
ヤーヤ遺跡のことである。ここはスドゥカンダ遺跡の
調査時にベースを置いていたバカムナ村の南方に当た
り、密林の中に大規模な伽藍跡や岩山の上部に築かれ
た建造物跡などが広範囲にわたって点在していた。そ
の詳細は2011年隊の報告書『スリランカ・アンバン
川流域と周辺の密林遺跡』を参照されたい。

　さて、このマルウェヤーヤの寺院遺跡で、私たちは
ある遺物を発見した。発見・出土例が極めて少なく、
非常に珍しいもので、大きな成果といえる遺物だった。
前掲の報告書の40 ～ 41ページに写真や図とともに
詳述しているが、ここで改めてその価値を強調してお
きたい。
　その遺物は、岩をくりぬき、外形を成型してつくら
れた四角い風呂桶のようなものである。同行したスリ
ランカ政府考古局のバンダーラ探査主任によれば、水
を張りそこに花を浮かせて散らすために使われた、い
わば「供花用の水槽」（スリランカでは茎から外した
花の部分だけを備える） であるとのこと。スリランカ
の寺院における仏塔の正面 （あるいは四方） には、花
を供える石造の「供花台」が置かれているが、それが
風呂桶のような形になったものと考えてよい。
　この遺物のどこに特筆すべき価値があるのか。類例
が少ないことは述べたが、その数少ない例のひとつが、
スリランカ最古の仏塔といわれるアヌラーダプラのト
ゥーパラーマ・ダーガバに置かれているものだ。この
仏塔が建てられたのは紀元前3世紀後半のデーバナン
ピア・ティサ王（仏教を受け入れた初代王） の治世時
で、供花水槽もその時代のものと推定されていること
から、スリランカへの仏教伝来当初の遺物ということ
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ができる。
　そしてもしも、供花水槽をこの時代に特徴的な遺物
と仮定するなら、私たちが発見した供花水槽も仏教伝
来当初の遺物とすることができ、マルウェヤーヤ遺跡
それ自体もただの遺跡ではなく、初期王権との関連性
がある「最古層の仏教遺跡」としての価値を帯びてく
る。そうなれば、この供花水槽の発見は、私たち学生
隊の誇るべき大成果であったと言えるようになるだろ
う。
　では、この発見を今後の研究につなげるには如何な
る方法があるのだろうか。トゥーパラーマ・ダーガバ
の例を挙げたが、ほかに比較検討できる十分なデータ
を集めることがまず必要な作業である。そのうえで供
花水槽の形、大きさ、部位、文様などを十分に観察し、
供花水槽の編年を作成する必要がある。それぞれの供

花水槽がどこの時代のものか大雑把にでも把握できる
ようにするというわけだ。そうなると、私たちがマル
ウェヤーヤ遺跡で発見した供花水槽の編年上の位置づ
けも明確化して、成果として、より説得力をもたせら
れるようになるだろう。
　さらにそのうえで、もしマルウェヤーヤ遺跡が紀元
前3世紀ごろの造営だと肯定できるのであれば、発掘
調査によってより詳細なデータを集めるべしという議
論にもなろう。重要な遺跡として、考古局にその提言
をしてもよいかと思われる。
　仕事が多忙でなかなか機会が作れず、おまけにコロ
ナ禍でスリランカへの渡航がかなわない昨今、9年前
の発見が特筆すべき希少遺物の発見であっただけに、
そんなことを考える日々である。

（東海大学探検会OB）

デンジャラス、バット、ノープロブレム
2011年隊副隊長　水谷雅文

　2018年12月26日の朝日新聞夕刊――。「道なき未
知へ 探検隊NPOスリランカで遺跡発見」という見出
しが一面に大きく載っていた。記事の地図には我々
2011年隊が調査（正しくは2010年隊の残り調査と
いう事になるが）したスドゥカンダ遺跡も載っており、
7年前の自分がまだ大学3回生だった頃に参加した活
動がこうして新聞に載っているのを見るというのはな
んとも不思議な感覚がした。
　ふつう、我々のような探検部の探検活動というのは
その合宿1つで終わってしまう。しかしこのスリラン
カ遺跡探査は何十年も前からずっと同じ趣旨目的で行
われている。だからなおのこと、2018年隊の活動成
果がより身近に感じられたのだろう。
　その翌年、植村直己賞を受賞されたNPO理事長の
岡村隆さんを我が母校である関西大学にお招きし、学
術講演会という形で講演していただいた。2011年隊
隊長の菅沼圭一朗も来ており、講演会終了後の親睦会
では当時の話、そして2018年隊までの話でも大いに
盛り上がったのだった。
　以下の文章は関西大学探検部部報『踏査』13号に
寄稿したものを一部抜粋、加筆修正したものである。
原文は当時の経緯を初めから終わりまでだらだら書い
たもので、字数的にもこの5倍はあり、とてもすべて

を載せることは出来なかった。お目汚しだが、当時の
感覚が伝われば幸いに感じる。

2011年8月3日、関西国際空港。そして私はもう帰
りたくなっていた。 人生初の一ヶ月に渡る海外渡航、
それも行き先はスリランカという何だかよくわからな
い国（この時点でまだそんな程度であった）である。
計画書を読むとジャングルではゾウやヒョウに気をつ
けるべしやら猛毒を持つヘビがいて血清を常備せよや
ら恐ろしいことが書いてある。果たして五体満足で日
本に帰れるのだろうか、日本食を再び食う日が来るの
だろうか、いやそれよりも初の海外遠征で副隊長とい
う任を全うできるだろうか、会計として隊員から預か
った約50万の現金を無事両替・管理できるだろうか
……。情けない事だがすでに心労で体を壊しそうにな
っていたのである。

　スリランカ隊の話が舞い込んできた時、私は関西大
学の2年生であり探検部で主将をしていた。主将とい
えば聞こえはいいのだが、その時点で部員は私を含め
ほぼ2人しかおらず自分たちの合宿計画よりもどちら
かと言うと部員の獲得や極稀に出没する新入部員の体
験合宿に力を注いでいた状態なのだった。最低限の部
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活動として合宿をこなしていくばかりで、何かをしな
ければならない、何処かへ行かなければならないとい
う思いを燻ぶらせているだけであった。
　そんな年の冬、夏合宿で大変お世話になったOB西
川栄明氏が北海道から大阪に来られ、夕食に誘ってい
ただいた時のことである。関東の探検部員たちが多く
参加している南アジア遺跡探検調査会というNPOの
存在、そして2011年隊は学生のみの隊となり隊員を
募集中であることを教えていただいた。熱帯のジャン
グルをナタで切り開き未知なる遺跡を発見調査する
……家に帰り、いただいた資料を読んでいるうちにこ
れぞ自分が入部した折より求めていた「探検」である！　
とすぐさま西川氏に参加の意を示すメールを打ってい
た、と書きたいところだが、実際は半月ほどウンウン
悩んだ末であった。完全に覚悟を決めたのは航空券を
予約した時である。

　関西から唯一の参加者ということで、隊長の菅沼に
初めて会い、基本的な計画概要を聞いたのは3年にな
ってからの5月であった。明日から連休合宿で大峰縦
走に行くのだという菅沼はタッパーに用意した大量の
生ニンニクを取り出し見せてくれ、梅田の喫茶店にて
強烈な印象を臭気とともに私に植え付けることとな
る。
　本格的に計画を開始したのは6月になってからであ
ったが、週何回か夜にSkype会議を設け、計画の進
行はそこでということになった。Skype会議だとデー
タ共有や議事録の作成、送信などが即座にでき非常に
便利なのだ。出発までに測量練習で法政大学まで行く
ことは1度あったが（そこで初めて岡村隆氏にもお会
いし、激励の言葉をいただいた）、やはり私は関西在
住なので他の隊員のように装備品の買い込みや研究所
に毒蛇の血清を貰いに行くことや役所への書類申請な
どは出来ない。結果私は経理と書記、そして数少ない

3年生ということで副隊長を勤めることとなった。

　結果として、この2011年スリランカ隊は非常に楽
しいものだった。熱帯のジャングルをナタで切り開き
未知なる遺跡を発見調査する。それは文字にしてしま
えば同じだが、40度を超える気温の中、トゲだらけ
の灌木をナタでどうにかへし折り、建造物の大きさを
レンガひとつに至るまで測るというのは想像よりも遥
かに地味で地道な作業であったし、後半のダストタ地
域では象の群れに追いかけ回されるなど、今までの探
検部合宿以上に体力的にも精神的にも厳しいところは
あったが、それを補って余りある興奮が日々を支配し
ていた。
　それは何よりも2011年隊の学生メンバー 7人によ
るところが大きいだろう。私にとってこの7人は、同
期のTを除けば探検部時代実質最も長く衣食住を共に
した仲間となったのだ。スリランカという異国を抜き
にしても、他大学の男8人というこの活動は私にはす
べてが新鮮であった。
　現在関西大の探検部には10人を超える部員がいる
という。私のような2人時代の主将には今の主将の労
力は想像もできないが、単純に羨ましい限りである。

　象の巣であるダストタへ突入する際、案内人に言わ
れ真顔になった「デンジャラス、バット、ノープロブ
レム」という言葉は今でなら理解できる。この探検活
動が危険であることは間違いなく、それを危険のまっ
たくない状態にすることはどうやっても前提として不
可能なのだ。だが、それに対処する方法と計画を練り
さえすれば致命的な問題が起こらないようにすること
ができる。当時はずいぶんと無責任に聞こえた言葉だ
ったが、その実、真逆の意味を持っていたのだろう（と
信じたいところである）。 （関西大学探検部OB）

ドローンの導入と寄贈
　2018年隊副隊長　　甕　三郎

　1973年から岡村隆氏（法政大学探検部OB、NPO
理事長）の提唱で始まったセイロン（現スリランカ）
密林遺跡調査は、2008年の特定非営利活動法人

（NPO）南アジア遺跡探検調査会の設立に伴い、法政

大学探検部単体の活動に比べ様々な人材が参加できる
開かれた新しい活動となった。
　私が初めて調査隊に参加したのは2010年であるが、
この年の調査隊は、調査のほかにスリランカ考古局と



238 — 第五部 論文・エッセイ集

一緒に、基地としてお世話になったヤックレ村の小中
学校での遺跡保護の啓蒙活動と交流会を行った。児童
には日本製鉛筆の贈呈や折り紙教室、また松山弥生氏
の勤務する川崎市の小学校の児童の絵の展示も行なっ
た。調査はというと、国立公園内に入域する場合はス
リランカ考古局の同行が必須であり、常に「合同調査」
という形態で行われる。この合同調査におけるスリラ
ンカ側カウンターパートの考古局は、1973年以降ず
っと変わらず日本側にとって最も重要な官組織であ
り、私にとって8年ぶりの今回の2018年調査隊では、
スリランカ考古局に何かお礼をしたいと考えていた。

◇
　出発前の5月10日、私は群馬県前橋市の私の勤務
先の取引先で、ドローンを販売する会社を訪れた。こ
の会社の社長とは、私が観測機器をコーディネートし
た2004年のシリア国地下水資源管理のODA案件で
一緒に仕事をした、旧知の仲であった。「何かお礼」
とはドローンをスリランカ考古局に寄付することと考
え、この会社にドローンを注文し講習を受けるため訪
れたのだった。
　まずは座学でドローン飛行の航空法による規制対象

（空港等の周辺の上空の空域、150m以上の高さの空
域、人口集中地区の上空）の説明や鉄塔などの鉄部の
近くでは磁気のためコンパスエラーが起きるなどの注
意を受けた。説明を聞きながらスリランカの遺跡での
オープンなドローン飛行の景色を思い浮かべ、これら
の注意点はちょっと遠いところにあるのかなと不遜な
ことを考えていた。技術的なところでは送信機の周波
数は2.4GHzであるなどいろいろ説明を受けたが、最
後に「使用前には絶対保険に入って下さい。」と釘を
刺された。国内ではドローンの飛行でマンション上階
の住人からプライバシー侵害で訴えられることもある
とのこと、それも含めた保険である。
　座学の後、実地訓練は前橋市街より20分ほど車で
行った草地で行った。地主の了解なしにはドローンは
上げられないのでこの場所はそのために契約をしてい
るようだった。ドローンを40mほどの高度まで上げ、
本体を360度回転させ動画撮影また直下の静止画撮

影や本体の前進後進を試した。あっという間に基礎訓
練は終わった。飛行訓練の物足りなさを感じつつ東京
に戻ってから7月8日の奥多摩での全隊員合宿でお披
露目したが、操作にはまだ納得がいかず、その後厚木
の相模川の河川敷で境雅仁氏（発掘調査会社代表）ら
と2回ほど飛行訓練をした。ドローンのバッテリーは
仕様書では27分駆動と書いてあったが、私は余裕を
みて使用時間を15分と決め、現場での充電は難しい
ため5個のバッテリーで1時間15分の撮影はできる
ように用意した。

◇
　8月4日夕方鈴木慎也氏（東京工業高等専門学校助
教、現准教授）とコロンボに到着した。約2週間のス
リランカでの活動が始まったが、まだ今回の目的地で
あるタラグルヘラ遺跡のあるヤーラ国立公園の入域許
可は下りていなかった。6日にヤーラ国立公園近くの
モナラガーラ県のブッタラに移動し、ゲストハウスに
滞在しながら入域許可が下りるのを待った。毎日吉報
を待ちながら近くの遺跡を三ケ所調査して、ドローン
で動画と静止画を収めた。入域許可の目途がついて考
古局の職員がブッタラに到着したのは15日で、その
夜考古局の写真部の職員も含め皆にドローン操作の概
略を説明した。
　私と松山、鈴木両氏は帰国日が迫っていたが、ヤー
ラ国立公園の入域所ガルゲーまで同行し、ベースキャ
ンプ地まででも行きたいと粘ったが、願いはかなわず、
皆と別れた。辛かった。後日聞いたところベースキャ
ンプ地からタラグルヘラ遺跡までは距離はそれほどで
はなかったものの水の補給が難しく、装備も減らし人
数も絞り学生隊員も全員は行けなかったとのこと。ま
た風が強く、もしドローンがあっても上げられなかっ
たでろうとのことだった。
　私は勝手に、風が強くても凧のようにドローンを紐
で結び、一瞬でも誰も見たことがない上空からのタラ
グルヘラ遺跡を映像に収めてみたかったと儚く思った
が、最後は考古局職員の計らいで贈呈式まで行い、ス
リランカ考古局にドローンを確かに渡したと聞き少し
心が安らいだ。
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うれしさと悔しさ、そして今後へ
2016年、2018年隊　松山弥生

　4年前（2016年）の夏―。トラクターの荷台に
荷物と人がぎゅうぎゅう詰めになり、ジャングルので
こぼこ道を2時間ほど進む。体に受ける振動とお尻の
痛みに耐えながら……。トラクターを降り、いよいよ
道なき道をジャングルの中へ中へと進んで行く。
　私たちは目的地、タラグルヘラ山遺跡を目指してい
た。どうにか目的地にたどり着きたいと、道案内をし
てくれる村人の後を黙々と歩いていた。同じような風
景のジャングルの中を歩いていると、私にはもうどこ
を歩いているのかもわからなくなってしまう。地図や
GPSも見ずにジャングルを歩いている村人は何を目
印にしているのだろう……。
　何時間もそのような状況の中を歩き続けたが、なか
なか目的地にたどり着くことはできなかった。もう引
き返さないとベースキャンプまで戻れなくなってしま
うというところまで来た。近くに遺跡らしいものも見
当たらなかったため、周りが見渡せそうな小さな岩に
上って位置を確認した。
　そこで見たのは、はるか遠くにあるタラグルヘラ山
だった。
　たどり着けなかった悔しさを感じるより、あんな遠
くまで1日で行けるはずがないというあきらめがつく
距離だった。
　それから、同じ時間ひたすら歩き、同じようにトラ
クターに揺られてベースキャンプまで戻った。トラク
ターでベースキャンプに向かう頃には、すっかり日も
暮れ、動物が動き出す時間になっていた。途中、レン
ジャーが像を威嚇するために銃を撃った。鳴き声や糞
のにおいがしていたのだ。
　ベースキャンプに戻り、川で水浴びをした。真っ暗
な中での水浴びは初めてだったが、一日の疲れを取る
には欠かせない。疲れと一緒にたどり着けなかったも
どかしさも水浴びで癒し、一日が終わっていった。と
はいえ、その日以来、日本に帰国した後も、岩の上か
ら遠くに眺めたタラグルヘラ山が頭の片隅から離れな
かった。

　2年前（2018年）の夏――。その2016年のリベン
ジを果せるチャンスがやってきた。

　念入りな準備をしてスリランカに来たはずが、なか
なかジャングル入域の許可が下りなかった。考古局の
メンバーをコロンボに残し、私たち隊は先にブッタラ

（ジャングル近くの町）へ向かった。近くにある遺跡
を調査しながら、許可が下りるのを待った。ほぼ毎日、
考古局のバンダーラさんに電話をして進捗状況を確認
したが、電話に出る声でまだ無理だなと察することが
できるようになるほどだった。
　待っている時間がもったいないので、調査地を変え
ようという案が進み始めていたある日、珍しくバンダ
ーラさんから電話があった。いつもとは違う明るい口
調で、許可が下りたことを知らされた。考古局のメン
バーもその日の深夜にはブッタラに着くという。急な
朗報で安堵したものの、私の限られた滞在時間ではジ
ャングル入域をあきらめざるを得なかった。そして、
ジャングル（自然保護区）に入るゲートの前で、隊と
考古局のメンバーを見送り、泣く泣く帰国の途につい
た。
　その後、隊はタラグルヘラ山遺跡にたどり着き、調
査ができたこと、新たな発見をしたことを聞き、2年
がかりの調査の成功をとてもうれしく思った。
　発見されたものがすばらしければすばらしいほど、
それに反して現場に行きたかったという思いが増すの
は事実だったが、あれから、さらに2年……。あの時
の相反する二つの思いを糧にして、私は今後も活動を
続けていきたいと思っている。

　最後に、自然に囲まれたジャングルや田舎の生活は
魅力的だ。時間の流れが全く違う世界に、身をおくこ
とができる。また、今回の調査地はスリランカでも有
数の宝石の産地。仲良くなった村人から別れ際に“石

（宝石）”をもらう、などということも2，3度あった。
宝石に興味があるわけではなく、そうしてくれる気持
ちがうれしかった。
　また、泊まっていたゲストハウスの若旦那も、私た
ちの買い出しに快くつき合ってくれ、安く買えるお店
を案内してくれたり、体調が悪い隊員を大きな町のク
リニックまで連れて行ってくれたりした。感謝が尽き
ない。
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　一度親しくなると、本当に親切にしてくれたり、よ
く私たちのことを覚えていてくれたりする。スリラン
カにまた行きたいと思えるのは、そんなスリランカの

人たちとの出会いがあるからだといってもいい。
　朝、ミルクと砂糖をたっぷり入れた甘い紅茶から始
まるスリランカの生活に、早く戻れる日が来てほしい。
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Origin is an activity in 1969
 The beginning of the half-century long-term pro-

ject was that the “Maldive Islands Expedition” dis-

patched by the Hosei University Exploration Club 

stayed in Sri Lanka (Ceylon at that time) in 1969.

 The team of students, led by Takashi Okamura, 

was forced to stay in Sri Lanka for three months due 

to difficult negotiations to enter the Maldives. And in 

the meantime, they learned that the jungles of the 

Mahaweli Ganga basin in Sri Lanka were filled with 

unknown ruins. Further, in an attempt to see real 

examples of those ruins, they tried a reconnaissance 

plan down the Mahaweli River by a rubber boat. Al-

though the plan was eventually interrupted by capsiz-

ing accident that occurred upstream, after completing 

the Maldives research, Okamura proceeded to collect 

information on the jungle area and ruins of Sri Lanka, 

purchased maps and materials, and returned to Ja-

pan.

 The ruins exploration plan in Sri Lankan jungle 

began with the experience and information at that 

time, and an expedition team was organized by the ad-

vocate Okamura, and in 1973, the first visit to the site 

was realized.

 Fortunately, this first team was able to receive 

guidance and advice from the Archaeology Depart-

ment of Ceylon Government and Professor P.L.Pre-

matilleke of Peradeniya University, and was able to 

enthusiastically pursue a six-month activity in the 

jungle of Mahaweli Ganga basin. As a result, the team 

could discover or confirm 31 Buddhist temple ruins 

and 27 irrigation facility ruins in the jungle of the area 

and collect survey data.

 At the same time, through this first exploration, 

the team strongly realized the following things.

1) In the jungle of Sri Lanka, there are more abun-

dant and valuable ruins undiscovered and unin-

vestigated.

2) They are still unknown and are still being dam-

aged by illegal digging or natural weathering, and 

if nothing is done, it will disappear before it is re-

searched.

3) Sri Lankan authorities want to proceed with 

those researches, but are unable to undertake 

them due to lack of personnel and budget, difficul-

ty by natural barriers, etc.

 From the above, it seemed clear that this was the 

situation that someone had to do something about. 

Therefore, a consideration was made within the Hosei 

University Exploration Club, about that “if we could 

continue this important work on behalf or in coopera-

tion with the Sri Lankan people”. And, as a result, the 

exploration activities in the area were continued after 

that also.

Continued exploration
 After the first expedition in 1973, the Hosei Uni-

versity Exploration Club dispatched expeditions in 

1975 and 1976, and in 1980 there was also an inde-

pendent survey by a member. All of these expeditions 

targeted ruins in the middle reaches of the Mahaweli 

River.

 However, from this period, a large-scale develop-

ment plan “Mahaweli Project” with foreign aid start-

ed on the east bank side of the middle reaches of the 

Mahaweli River, and the jungle disappeared at a high 

speed. For that reason, subsequent explorations would 

move the field to the jungle of the Ruhuna region in 

the southeast of island. Then, in 1985, 1993, and 2003, 

exploration activities were continued intermittently in 

the form of finding opportunities between the intensi-

fied civil wars.

 After 1993, it became customary to form a joint 

expedition with the Archaeology Department of Sri 

Lankan government. 

This was triggered that the Hosei University team co-

operated to form a joint expedition, when the Archae-

ology Department tried to confirm the Buddha statue 

ruins, discovered by Hosei team on the banks of the 

Wila River in Moneragala District in 1985. Dr. Senar-
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ath Dissanayake the Director of Exploration Division 

at that time, became to the Director General of Arche-

ology Department, and the cooperation was further 

strengthened.

 Since the establishment of the NPO in 2008, the 

headquarters of expedition has left Hosei University. 

The expeditions were conducted four times in 2009, 

2010, 2011, and 2013, by a wide variety of participants 

in the west bank of Mahaweli Ganga, which was not 

affected by the civil war.

 Then, after the series of researches was completed 

and the end of the civil war (2009), the investigation 

site was moved to the Ruhuna region in the southeast-

ern part of island again.

 These are the activities of 2016 and 2018 included 

in this report, and for our NPO, it has become a new 

milestone in the exploration project that will continue 

in the future.

Assistance and enlightenment activities
for villages
 By the way, each expedition team so far has not 

only conducted archaeological researches in Sri Lan-

ka, but has continued various support activities relat-

ed to the welfare of residents in the jungle villages in 

the research area since 1973.

 Since the villages were once pointed out that there 

was a shortage of clothing and school supplies due to 

poor economic conditions, each research team called 

on Japanese friends and  supporters to donate used 

clothing at the time of departure, and also asked  sev-

eral manufacturing companies to donate the actual 

items of notebooks and pencils etc. And each time, we 

distributed them to residents and school children in 

the presence of the district governors or officials.

 The donation of school supplies is still ongoing, but 

these activities were also due to the idea that the pov-

erty, ignorance and indifference of the local residents 

could lead to the destruction of the ruins.

 So far, we also have brought pictures drawn by 

children from Japanese elementary schools and ex-

hibited them at Sri Lankan local village schools, and 

brought back pictures of vilage children and exhibited 

them on the Japanese side as well. In that way, we 

also worked on grassroots cultural exchange.

 Since 1985, the villages in the Ruhuna region of 

the study site have been suffering from water shortag-

es, so we raised a well digging fund in Japan and com-

pleted the common well in Kotiyagala village based on 

it.

 Furthermore, in case of damage from the 2004 In-

dian Ocean tsunami , we discussed support measures 

in study group, and call on workplace or campus to 

provide  clothes, towels, soap, etc., developed activities 

such as sending them to the disaster area.

 And then, since the NPO South Asian Ruins Ex-

ploration and Research Society (SARERS) was official-

ly established in 2008, while accumulating six field 

survey activities, at the same time, we have also start-

ed educational activities for ruins conservation for lo-

cal residents. That is, in order to raise the residents’ 

awareness of the conservation of cultural heritage 

such as ruins, we thought that education from child-

hood was important, and started activities to teach the 

importance of ruins at the village school.

 Until now, we had only provided school supplies 

to the children of the village as part of the welfare of 

the residents, but we switched to an event that em-

phasized the importance of ruins and their conserva-

tion with the staff of the Sri Lankan Department of 

Archaeology. This activity is planned to be continued 

in the villages where we put the base of research in 

cooperation with the Department of Archaeology.
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Expeditions dispatched by Hosei University Exploration Club

1969 — Reconnaissance of the Mahaweli Ganga (June, Interrupted by a rubber boat accident)

Member : Takashi Okamura, Masayuki Oka, Keiro Sugimoto

1973 — Exploration of the Mahaweli Ganga midstream basin (July to November, Researched 48 ruins sites by 

camping in Hembarawa and Yakkure Villages)

Member : Takashi Okamura, Norihiko Masunaga, Osamu Ito, Masuyuki Takatsuki, Tetsuo Kai, Mikio Yagi, 

Hideo Sato

Report : THE RUINS OF ANCIENT SINHALESE CIVILIZATION (1975)

1975 — Exploration of the Maduru Oya basin (July to October, Researched 27 ruins sites by camping in Pimbu-

rettawa Village)

Member : Mikio Yagi, Sadatoshi Sumiya, Masahiro Azuma, Kazutoshi Shigyo, Shinsuke Horie, Takashi Oka-

mura

Report : THE RUINS OF ANCIENT SINHALESE CIVILIZATION (PART II) (1978)

1976 — Exploration of the Mahaweli Ganga midstream west bank (August to November, Researched 38 ruins sites 

by camping in Maraka and Kadurupitiya Villages)

Member : Ken Tanaka, Mitsuru Shimosaka, Yukihiro Fukaya, Masahito Sakai

Report : THE RUINS OF ANCIENT SINHALESE CIVILIZATION (PART II) (1978)

1980 — Exploration of the Maduru Oya basin and the Mahaweli Ganga west bank (January to February, Re-

searched 24 ruins sites by camping in Pimburettawa Village) 

Member : Kazutoshi Shigyo

Report : Not published

1985 — Exploration of the Kumbukkan Oya north bank area in Ruhuna region (June to October, Researched 51 

ruins sites by camping in Kotiyagala Village)

Member : Kazutoshi Shigyo, Kazuhito Kataoka, Yoshihiro Aida, Takuya Wada, Kenichi Amano, Yoshihiro 

Niwano, Masahito Sakai, Takashi Okamura

Report : RUINS OF THE ANCIENT RUHUNA CIVILIZATION (1999)

1993 — Exploration of the Kumbukkan Oya north bank area in Ruhuna region (August to September, Researched 

15 ruins sites by camping in Kotiyagala Village)

Member : Takashi Okamura, Kazutoshi Shigyo, Isao Takauchi, Masahito Sakai, Takuya Wada, Kenichi Ama-

no, Yuzo Ishida, Hiroshi Yamazaki, Senarath Dissanayake, P.Pemasiri, A.E.L.Tilakawardana, B.A.Gamini-

kumara, K.Keerthi Sri Manatunga

Report : RUINS OF THE ANCIENT RUHUNA CIVILIZATION (1999)

2003 — Exploration of the Ruhuna region (July to August, Researched 17 ruins sites by camping in Kotiyagala 

Village

Member : Kazutoshi Shigyo, Koji Kawakami, Yu Hisatake, Mikiaki Komiya, Hiroshi Yamazaki, Akemi Sudo, 

and several staff members of the Department of Archeology (names unknown due to lack of report)

Report : Not published

Chronology of Archaeological Exploration
in Sri Lanka

By Hosei University and NPO-SARERS
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Expeditions dispatched by NPO-SARERS

2009 — Exploration of the Wasgomuwa National park  (July to August, Researched 6 ruins sites by camping in 

Yakkure Village)

Member : Kazutoshi Shigyo, Norihika Masunaga, Yayoi Matsuyama, Akemi Sudo, Naoya Kurihara, Yu Sasa-

ki, Takuya Sagami, T.M.C.Bandara, J.V.Amalka Wijesuriya, Wijenayake

Report : Ruins of Wasgomuwa National Park, Sri Lanka (2012)

2010 — Exploration of the Wasgomuwa National park (July to September, Researched 5 ruins sites by camping 

in Yakkure and Galmulla Villages)

Member : Takashi Okamura, Saburo Motai, Takuya Sagami, Isao Takauchi, Yayoi Matsuyama, Noriaki 

Nishiyama, Taiga Sassa, Aki Iesaki, Shoichi Sugita, Naoki Chagawa, Jun Yamaguchi, Keiichiro Suganuma, 

Daiki Takikawa, T.M.C.Bandara, Karanapriya Marasinghe, Wijenayake

Report : Ruins of Wasgomuwa National Park, Sri Lanka (2012)

2011 — Exploration of the Amban Ganga basin and Dastota area (August to September, Researched 15 ruins sites 

by camping in Galmulla Village and Polonnaruwa)

Member : Keiichiro Suganuma, Masafumi Mizutani, Satoshi Shirasawa, Kazuhiko Hagiwara, Daichi Mu-

rase, Iori Hasegawa, Kota Matsubara, Tomoyoshi Kawamura, T.M.C.Bandara, Wijenayake

Report : RUINS IN CENTRAL EASTARN AREA OF SRI LANKA (2015)

2013 — Exploration of the Nuwalagalkanda, Galwattahena and Kaldiya Pokuna (July to September, Researched 

10 ruins sites by camping in Sigiriya)

Member : Kota Matsubara, Rintaro Yamamoto Ryota Murai, Akito Sudo, Yosuke Sugiki, Jayalath Kulasing-

he, Chinthaka Wijetunga, Gamini Karunarathna, Chandrawansa

Report : RUINS IN CENTRAL EASTARN AREA OF SRI LANKA (2015)

2016 — Exploration of the Yala National park Block area (June to August, Researched 1 ruins sites by camping 

at Kumbukkan riverbank )

Member : Takashi Okamura, Masahito Sakai, Yayoi Matsuyama, Tatsuya Owada, Ryouta Kimura, Shuhei 

Yamamoto, Daichi Kutsuzawa, Yuji Yashiro, Hidetake Matsumura, Kentaro Kogetsu, Taro Takeda, Syoji 

Ago, Hisato Kimura, Takuya Akahori, Narumi Ishino, Shota Misaka, Asahi Nakamori, Michiyoshi Hashito-

mi, T.M.C.Bandara, Karanapriya Marasinghe, Chinthaka Wijetunga,    

Report : RUINS OF YALA NATIONAL PARK AND SURROUNDING AREA (2020)

2018 — Exploration of the Yala National park Block area (June to August, Researched 10 ruins sites by camping 

at Kumbukkan riverbank and Galge)

Member : Takashi Okamura, Saburo Motai, Yayoi Matsuyama, Shinya Suzuki, Ryouta Kimira, Shoji Ago, 

Asahi Nakamori, Michiyoshi Hashitomi, Kotaro Ishida, T.M.C.Bandara, Chinthaka Wijetunga, Jagath Chin-

thaka Wijeratne, Palitha Herath

Report : RUINS OF YALA NATIONAL PARK AND SURROUNDING AREA (2020)



「スリランカ密林遺跡探査」半世紀の歩み

■発端は1969年の活動
　 現 在 は NPO 法 人 南 ア ジ ア 遺 跡 探 検 調 査 会

（SARERS）によって続けられているスリランカの密
林遺跡探査だが、この長期プロジェクトのそもそもの
発端は、1969年に法政大学探検部が派遣した「イン
ド洋・モルディブ諸島調査隊」（岡村隆隊長、岡雅幸、
杉本啓郎）によるスリランカでの活動であった。
　この学生隊は、独立直後で当時鎖国状態であったモ
ルディブ共和国への入国交渉のため、長期のスリラン
カ（当時の国名はセイロン）滞在を余儀なくされてい
たが、その間に、スリランカの密林には未知の遺跡が
数多く埋もれていることを知り、その一端に触れよう
と密林地帯のマハウェリ川をゴムボートで下る偵察計
画を実行。計画は、結果的には上流での転覆事故で中
断したものの、隊はジャングルに埋もれる遺跡群や地
域についての情報収集を進め、地図や資料も購入して、
モルディブ調査を終えたあと帰国した。
　このときの体験と情報から、スリランカ中東部での
密林遺跡探検計画を提唱した岡村を中心に、部内に「セ
イロン遠征準備会議」が設けられ、研究を進めた結果、
4年後の1973年夏に岡村隆隊長（OB）、増永憲彦副
隊長、伊藤修、高月真主幸、甲斐哲夫、八木美樹男、
佐藤英郎の7名から成る「セイロン島密林仏跡探査隊」
の現地入りが実現した。
　この隊は法政大学内では派遣本部長の鶴谷研三郎教
授（探検部部長）、同副本部長の川成洋・助教授（部
顧問＝当時）のほか、学術顧問を委嘱した地理学科の
三井嘉都夫、市瀬由自、小川徹、渡辺一夫（のち探検
部部長）の各教授の支援を仰ぎ、現地では政府考古局
のほか、セイロン大学ペラデニア校（現ペラデニア大
学）地理学科のタンビアピッライ教授、考古学科のプ
レマティレカ教授らの指導助言を受ける幸運にも恵ま
れて、足掛け半年に及ぶジャングルでの活動を精力的
に推し進めることができた。その結果、島の中東部の
マハウェリ川中流域で、31 ヵ所の仏教寺院遺跡と27
ヵ所の水利（灌漑施設）遺跡を発見もしくは確認して
調査データを収集するという成果を上げたのだった。
　また、この最初の探査を通じて、①スリランカの密
林にはさらに多くの貴重な遺跡が未発見・未調査のま

ま残されていること、②それらは現在も盗掘被害にさ
らされていること、③スリランカ当局はそれらの調査
を進めたくても、人員や予算の不足、自然の障壁によ
る調査の困難さ、などの理由から着手できずにいるこ
と、などが分かった。そこで、そうした事情のスリラ
ンカ側に代わって、あるいは協力して、我々がこの大
事な事業を続けられないかという議論が起こり、以後
も同地での活動が継続されることとなったのである。

■続いてきた探査活動
　法政大学探検部からは、1975年には第2次隊が、
翌76年には第3次隊が派遣され、さらに80年には
OBによる単独調査もあったが、これらはいずれもマ
ハウェリ川中流域をフィールドとする探査活動であっ
た。
　しかし、この時期からマハウェリ川中流域の東岸側
で外国援助による大規模な開発計画「マハウェリ・プ
ロジェクト」が始まり、密林が消失していったことか
ら、その後はフィールドを南東部のルフナ地方のジャ
ングルに移して、隊名も「セイロン島密林仏跡探査隊」
から「スリランカ密林遺跡探査隊」に変更することと
なった。そして、激化した内戦の合間を縫う形で
1985年、93年、2003年と、断続的に大がかりな探
査活動を続けてきた。隊名の変更は国名の変更を受け
てのことでもあったが、探査対象を「仏跡」から「遺
跡」に変えたのは、「多数民族の仏教徒シンハラ人の
ための調査なのか」という内戦下における多民族・多
宗教社会での不要な誤解、あるいは危険を避けるため
でもあった。
　2008年にNPOを設立してからは、探査の主体は
法政大学を離れ、幅広い参加隊員の手で、内戦の影響
を受けていないマハウェリ川西岸をフィールドとして
2009年、10年、11年、13年と4回にわたる調査を
行なった。そして、その一連の調査が一段落したこと
と、内戦の終結（2009年）を受けて、調査地を再び
南東部のルフナ地方に移すこととなった。
　それが本報告書に収めた2016年と18年の活動で
あり、NPOにとっては、今後も続く探査事業の新た
な一里塚となった次第である。
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■広い背景と連携のもとに
　このように、これら一連の現地活動は当初、法政大
学探検部を派遣母体として、OBと学生部員が中心と
なって進められてきた。しかし、その実態はと言えば、
初めから一大学の一学生課外団体の枠に縛られた閉鎖
的なものではなく、またそれだけで活動を持続できる
ようなものでもなかった。
　1973年の第一次隊から東京農大出身の熱帯植物専
門家、武蔵野良治氏（熱帯アジアの巨花ラフレシアの
日本人初撮影者として知られる）が現地活動に参加し、
セイロン大学ペラデニア校（現ペラデニア大学）考古
学科のL．プレマティレカ主任教授が学術的な後見役
を務め、現地新聞が同行取材に入り、現地の地方官庁
や在コロンボの日本大使館からも多くの支援を受ける
形で活動を続け、1993年以降はスリランカ政府考古
局との連携のなか、常に合同隊を組むことで調査を行
なってきた。
　また、国内にあっても、当初から、民俗学者の宮本
常一氏が所長を務めた「日本観光文化研究所」が活動
を支援し、向後元彦氏や宮本千晴氏、伊藤幸司氏など
探検や調査経験の豊かなスタッフから助言、後押しが
得られると同時に、一次隊から三次隊までの調査報告
書『セイロン島の密林遺跡』『セイロン島の密林遺跡

（Ⅱ）』は同研究所から、編集上の指導、支援も受けな
がら発行されるという経緯をたどった。
　さらに、現地での調査方法や調査遺跡の分析や研究
に当たっては、考古学の伊藤玄三教授ら法政大学教授
陣のほか、立教大学の小西正捷教授が学術顧問を務め、
成果の発表を、辛島昇東大教授や家島彦一東京外語大
教授、近藤英夫東海大教授ら全国の研究者が集う「イ
ンド考古研究会」や、同会の機関誌『インド考古研究』
誌上で行うなど、背景に幅広い助言や支援、連携の体
制を持つなかで活動してきたと言える。その間には、
活動の実質的な母体も、調査隊のOBや関係者の社会
人で新たに組織した「スリランカ密林遺跡研究会」へ
と移行し、日本での研究活動の傍ら、のちのNPO設
立につながる「活動母体と活動枠の拡大」が追求され
てきた。

■広がるフィールドと活動の課題
　一方、スリランカ以外でも、1983年からは会員が
モルディブでも仏教遺跡調査を開始したが、これは前
年の1982年にノルウェーの探検家トール・ヘイエル
ダールがモルディブ諸島南部の無人島、ガン島で「太

陽神殿」遺跡を発見したとする報道に端を発している。
　真偽確認のため現地調査に赴いた会員の岡村隆

（1969年にモルディブ調査を経験）の活動と、調査
記録の分析に当たった小西正捷氏（立教大教授）、さ
らには朝日新聞の藤木高嶺記者が確認を求めた種智院
大学の頼富本宏教授（のち同大学学長）によって、同
遺跡は「仏塔」遺跡の間違いであることが確認された
が、そこで課題として浮上したのが、12世紀以前は
仏教国であったモルディブの「仏教遺跡」の現状であ
った。同国での仏教史自体が不明ななか、数多くの遺
跡が捨て置かれ、あるいは開発によって破壊されてお
り、出土品の管理も杜撰なため、早急な確認調査や保
護の手立てが必要であることがわかった。岡村は
1985年と94年にもモルディブの遺跡を調査し、現在
までに12島の17遺跡を確認しているが、全島1200
余島を数える同国には、さらに多くの遺跡が存在する
ことは確実であり、これらの調査も、南アジア遺跡探
検調査会の今後への大きな課題となっている。
※参考文献　T・ヘイエルダール『モルディブの謎』（法
政大学出版局、1995）／岡村隆『モルディブ漂流』（筑
摩書房、1986）／岡村隆「モルディブ――壊された
仏教遺物」『イスラームと文化財』（野口淳、安倍雅史・
編、新泉社、2015）

■村々への援助と交流活動も
　さらにまた、これまでの調査隊は、とくにスリラン
カにおいては遺跡調査だけを行ってきたわけではな
く、1973年当時から調査地域のジャングルの村々で
住民福利にかかわる各種支援活動を続けてきた。村々
は経済状態の悪さから衣料や学用品などの不足が指摘
されていたため、各調査隊は出発に合わせて大学内や
関係者、支援者間に古着の寄贈を呼びかけ、ノート、
鉛筆類の文具メーカー各社にも現物の寄贈を求めて、
それらをそのつど、現地で県知事らの立ち会いのもと
に住民や学童に配布した。これは、周辺住民の貧困や
無知・無関心が遺跡破壊につながりかねないとの思い
からでもあった。
　また、これまでには静岡県と神奈川県の小学校から
児童らが描いた絵を託され、現地の学校に展示し、現
地の児童の絵を持ち帰って日本側でも展示したほか、
現地の学校では特別授業で日本の話をするなど、草の
根の文化交流にも力を注いだ。
　1985年以降は、調査地となったルフナ地方が水不
足に悩まされていたため、日本で井戸掘りの基金を募
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り、それをもとにコティヤガラ村の共同井戸を完成さ
せた。さらに、2004年のインド洋大津波の被害に際
しては、「スリランカ密林遺跡研究会」で支援策が協
議され、動ける会員は職場などで呼びかけて衣類やタ
オル、石鹸などを集め、関連のNGOに依頼して被災
地に送るなどの活動を展開した。

■開かれた「市民団体」へ
　こうした活動の広がりと、遺跡調査におけるスリラ
ンカ政府考古局との連携強化などを背景に、2005年
以降は、以前からあったNPO設立の機運が高まり、「ス
リランカ密林遺跡研究会」を中心に部外の関係者も含
めて協議を進めた結果、2007年9月11日には法人成
立に向けた設立総会を開くことができた。
　法人の名称や目的、事業内容などは、定款に示すと
おりにその場で決まったが、このとき「NPO法人化
に当たっての最大眼目」とされたのは、①これまでの
活動母体の枠と活動の枠を完全に取り払い、文字どお
り「開かれた市民団体」として出発すること。②新た

な参加者を多数交えて活動地域や活動の種類を多様化
し、それによって会の発展と現地への貢献を図ること
――であった。会の名称を「南アジア遺跡探検調査会」
として南アジア全域に地域枠を広げ、事業内容に研究
や啓蒙、文化財保護や住民福利活動なども盛り込み、
法人認可申請へと向かった所以である。
　そして2008年2月26日、東京都の認可を受けて特
定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会は正式に発
足したが、以後は前述したとおり6回の現地調査活動
を積み重ね、同時に周辺住民に向けた遺跡保全の啓蒙
活動にも着手した。遺跡など文化財保全の住民意識を
高めるには、子供のころからの教育が重要と考えて、
村の学校でのアピール活動を始めたのである。これま
では住民福利の一環として村の子供たちに学用品など
を提供するだけだったのを、スリランカ政府考古局ス
タッフとともに遺跡とその保全の大切さを訴えるイベ
ントに切り替えた。この活動は考古局とも連携しなが
ら、調査の拠点となる村々で（児童生徒の親も巻き込
む形で）今後も続けていく計画である。
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1973～2018 各探査活動の概要

■第1次隊から2次隊、3次隊へ
　1973年の法政大学探検部による「セイロン島密林
仏跡探査隊」は、前述のように日本および現地での研
究者らの助言や協力、多くの関係者による支援のおか
げもあって、予想外の成果を上げることができた。そ
の結果、現地では政府考古局をはじめ研究者らにも注
目され、新聞でも大きく報じられるなどしたが、一方
では、スリランカの密林遺跡の現状と、その調査や研
究をめぐるさまざまな課題を浮き上がらせることにも
なった。
　スリランカは第二次世界大戦後に英国から独立した
発展途上の国であり、予算や人員の不足から、自国の
文化遺産の重要さはわかっていても実地の調査は思う
にまかせない。だから広大なジャングルには夥しい数
の未知の遺跡が放置され、それらは日々、盗掘者によ
る破壊や一方的な開発の波、自然の風化にさらされて、
このままでは未知、未調査のまま消失しかねない状態
にある――。そんな現状を目の当たりにして、現地の
研究者らの嘆きを聞き、私たちが思ったのは、「これ
は誰かが何とかしなければいけないのではないか
……」ということだった。
　そして、現地の人々ができないならば、われわれが
彼らに代わって、あるいは協力し、手伝うことで、こ
の地域の歴史を掘り起こそうではないか――そうした
意識が部内に醸成されていった。学内では新たに南ア
ジアの遺跡に詳しい小西正捷教授（のち立教大学教授）
を学術顧問に迎え、日本観光文化研究所（宮本常一所
長）の援助で調査報告書『セイロン島の密林遺跡』を
同研究所から刊行したのち、第2次隊が出発すること
になった。
　1975年のこの第2次隊は、世代を継いで調査を続
けようという意志から、前回の隊員だった八木美樹男
を隊長に、角谷定俊副隊長、堀江信介、東昌宏、執行
一利ら学生5人のほか、前回隊長でフリーライターと
なっていた岡村隆が顧問として同行し、6人で足掛け
4 ヵ月間、主にマハウェリ川右岸とマドゥル川流域で
活動。その結果、ピンブラッターワ村を中心とする地
域で27 ヵ所の遺跡を調査することができた。
　さらにその翌年（1976年）には、田中憲を隊長に、

下坂充副隊長、深谷行弘、境雅仁の学生4人が第3次
隊として遠征。マラカ村、カドゥルピティア村を中心
とするマハウェリ川左岸をフィールドに、4 ヵ月間で
38 ヵ所もの遺跡を調査するという実績を上げた。学
生だけの少人数の隊（しかも全員が2年生）でそれだ
けの成果を上げ得たのは、すでに調査の方法論が確立
していたからでもあるが、隊員の意識とスキルが、当
時極めて高かったことをも示しているだろう。
　これら第2次隊と第3次隊の調査の成果は、第1次
隊と同様に日本観光文化研究所から報告書『セイロン
島の密林遺跡（Ⅱ）』（1978年刊）として出版された
ほか、一般紙誌でも紹介され、顧問の小西正捷教授の
仲介で南アジア研究者らの会合でも発表を行なうな
ど、その活動は現地考古学関係者ばかりでなく日本で
も関係者らから一定の注目と評価を受けるに至った。
　その後、この地域の遺跡探査は、第2次隊の隊員で、
その後、文化人類学研究のためペラデニア大学に留学
していた執行一利に引き継がれる。留学中の執行は第
1次、第2次隊が調査したマハウェリ川右岸のジャン
グルで未踏査のまま残されていた地域を、1980年の
1月から2月にかけて探査し、24 ヵ所の遺跡を確認し
た。第4次の活動にあたるこの調査の遺跡データは、
残念ながら調査報告書が刊行されていないため残され
ておらず、今のところ『法政大学探検部30年史』（1995
年刊）に探査の概要のみが収められているが、この頃
と時を同じくしてマハウェリ河流域では外国援助によ
る大開発が進み、ジャングルは切り開かれつつあった。
そのため、結局はこれで、1973年以来の私たちのマ
ハウェリ川流域探査は一部の課題を残して収束を見る
こととなった。
　
■ルフナ地方への転進と大発見
　開発が進み、濃密なジャングルが大規模に伐採され
たマハウェリ川中流域（とくに右岸域）は、もはや「密
林遺跡探査」のフィールドではなくなったが、スリラ
ンカにおける未発見遺跡の探査の必要性がそれで消え
たわけではもちろんなかった。その後、スリランカ政
府考古局から南東部のジャングルの遺跡探査を示唆さ
れたこともあって、結果的には第5次隊以降の隊がル
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フナ地方のジャングルで活動を続けることになった。
　1985年の第5次隊は、執行一利を隊長に、片岡和
仁（OB、副隊長）、会田慶宏、和田琢哉、天野賢一、
庭野吉広（以上学生）の6名と、いずれも探査経験者
の岡村隆、境雅仁のOB陣で構成された。
　　この隊はモナラーガラ県のジャングル最奥の村コ
ティヤガラに基地を置き、主にウィラ川とクンブッカ
ン川に挟まれた地域で活動して、総計51カ所の遺跡
を探査したが、そのなかには境隊員らによる特筆すべ
き大発見も含まれていた。
　長年の調査を通じての「最大の発見」と言っても過
言ではないその遺跡は、ウィラ川の左岸ジャングルに
残されていた三尊像の磨崖仏遺跡であった。これは、
スリランカで今日まで続く上座部仏教ではなく、12
世紀に粛正されて滅びた大乗仏教の仏像遺跡であり、
大岩の側面に深く浮き彫りにされた釈迦如来像と脇侍
の観音菩薩像、弥勒菩薩像が良好な状態で残されてい
た。スリランカ政府考古局をはじめ、発見の報告を知
ったヨーロッパの研究者らが注目し、のちにはスリラ
ンカ大乗仏教研究の第一人者、森祖道博士らがさらに
詳しい報告を求めてきたのも当然であった（※）。
　この隊の調査ではまた、南方クンブッカン川の流域
で大規模な寺院遺跡を多数発見・調査し、この地域が
スリランカの、ひいては世界の仏教史上も、きわめて
重要な地域であることが改めて確認された。
　※Von Schroeder 1990, Buddhist Sculptures of 
Sri Lanka および森祖道 2015 『スリランカの大乗仏
教』などに分析結果とともに収録された。
　
■考古局との合同調査と遺跡破壊の現状
　スリランカ政府考古局が、長年の関係からルフナ地
方での探査活動が必要なことを示唆し、それに応じて
始めたのが1985年の活動だったが、それから7年後
の1992年、今度は正式な要請が、再びスリランカ政
府考古局からもたらされた。
　新しい要請は、1985年に私たち日本隊がウィラ川
流域で発見した三尊像の磨崖仏「ウィラオヤ・ブドゥ
パトゥンナ遺跡」を「再発見」するため協力してほし
いというもので、その背景には、考古局が同遺跡の確
認調査隊を数度にわたって派遣しながら、目的を果た
せずに終わったという経緯があった。同遺跡はジャン
グルの最奥の村コティヤガラから河床をたどって徒歩
で往復2日の場所にあり、アプローチも困難な上、付
近に目印も少ないことから、考古局独自では現場に到

達できなかったものと思われる。
　さらにその後は、スリランカでは政府軍とタミル人
過激派LTTE（タミル・イーラム解放の虎）との内戦
が激化し、考古局も調査どころではない状況に陥って
いた。その状況がようやく落ち着いた段階で調査計画
が再浮上し、今度は確実に遺跡到達を果たすため、日
本隊との合同調査が提案されたという経緯だった。
　それに応じて調査隊が出た翌1993年は、法大隊が
スリランカでの遺跡探査を始めた1973年から数えて、
ちょうど20年目の節目の年にも当たっていた。その
最初の発案者で第1次隊を組織した岡村隆を隊長に、
前回の第5次隊隊長を務めた執行一利を副隊長にして
組織された第6次隊は、遺跡発掘の専門家となってい
る境雅仁、建築設計の専門家として遺跡測図作成に長
けた天野賢一、第5次隊隊員の和田琢哉ら経験者の
OBに、日ごろ現役学生の指導に当たるOBの武内勲と、
石田祐造，山嵜浩司の2学生が加わり、総勢8人の隊
となった。これにコロンボから考古局探査課長のS・
ディサナヤカ氏以下4人の考古局員、『ランカドゥイ
ーパ』紙記者らが加わり、探査が開始された。
　ところが、基地のコティヤガラ村を出発して2日目
に「再発見」を果たした三尊像の磨崖仏遺跡は、盗掘
者によって無残に破壊されており（釈迦如来像と観音
菩薩像の頭部破壊、および足元地面の盗掘）、現地考
古局の8年越しの悲願に冷水を浴びせる結果となって
しまった。世界の仏教史上も重要な遺跡であり、近年
にない大発見だった遺跡が、しかもその発見後に破壊
されていたというこの顛末は、のちに現地紙や日本の
読売新聞で大きく報道され、多くの関係者の悲憤を呼
ぶところとなった。
　この隊はその後、考古局のスタッフがコロンボに引
き上げた後も、独自にクンブッカン川流域を探査し、
4 ヵ所の重要な遺跡を確認したほか、多くの遺跡を調
査して帰国した。
　
■10年の空白期間を経て
　第5次・第6次隊における活動の成果は、報告書『ス
リランカ・ルフナ地方の密林遺跡』（和英文完全対訳）
として法政大学探検部から出版され、現地考古局と両
国の研究者らへ報告がなされたが、その後も「クンブ
ッカン川の南に広がるヤラ国立公園内には数多くの遺
跡が埋もれている」との情報から、引き続き1996年
に第7次隊を派遣すべく準備を進めていた。しかし、
その後もスリランカの政情は安定しないばかりか、南
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東部のジャングル地帯にLTTEのゲリラが出没するな
どの情報も寄せられていた。そしてついにはコティヤ
ガラ村が襲撃され、多数の村人が死傷する痛ましい事
件も起こるなど、遠征隊の派遣を見送らざるを得ない
状況が続いていた。こうした中でも、遠征隊関係者で
組織された「スリランカ密林遺跡研究会」を中心とし
て、引き続き遠征隊の可能性を探るとともに、お世話
になった村への恩返しをと、コティヤガラ村への井戸
掘り資金の援助を行うなど（コティヤガラ基金）、日
本国内からできるサポート活動を継続した。
　そうしたなか、2002年2月より政府とLTTE側と
の間で公式の停戦が始まり1年以上の停戦が守られた
こと、コティヤガラ村周辺でのLTTEの目撃情報もな
くなるなどの情勢の変化を受け、遠征隊派遣の機運が
高まった。そこで2003年、隊長に執行一利、副隊長
に須藤あけみ、隊員には、第6次隊隊員の山嵜浩司
OBと、川上浩司、小宮幹晃、久武優の3学生が加わり、
総勢6名により、第7次隊が組織された。この隊は、
現地政府考古局との合同の調査として初めてヤラ国立
公園内への入域許可を取得し、探査を試みたほか、主
にコティヤガラ村周辺域を含めたクンブッカン川以北
の日本隊単独の調査で17の遺跡を発見し帰国した。
それら発見遺跡のなかにはヤラ国立公園内の2遺跡
と、涅槃仏や菩薩立像がある大乗寺系寺院のウェヘラ
ガラ遺跡などが含まれていたが、極めて残念なことに
諸般の事情から報告書が発刊されず、正確な遺跡デー
タや図版なども不詳なままの「幻の調査」となってし
まった（『法政大学探検部50年史』に概要のみ所収）。
内部にこうした問題や課題が生じたことも、NPO設
立への要因となったことは否めない。
　
■NPO南アジア遺跡探検調査会の設立
　1969年に最初の発想がなされ、1973年から2003
年までの30年間、スリランカの内戦期を挿んで断続
的に続けられたこの法大隊による遺跡調査は、7回の
現地活動で200カ所以上もの「未調査遺跡」の存在
と実態を明らかにし、考古学分野の研究や遺跡の保護
政策に寄与する一方で、ある「限界」をも露呈しつつ
あった。すなわち、活動の成果が積み重ねられ、その
意義の大きさが明らかになるのと反比例するかのよう
に、活動に参加しようとする人員が減り、一度参加し
た後は、もうスリランカにも遺跡調査にも関わらない
部員やOBが多くなっていたのである。また2003年
のように、せっかく組織された調査隊が、現地ではそ

れなりに活動しながらも、隊員の意識を最後まで集約
できなかったために「報告書」を刊行できなくなり、
成果が無になる状況も生じるなどして、その後の活動
継続に暗雲が垂れ込めていたのも実状であった。
　これにはもちろん、近年の大学探検部の部員減少や
学生・若者の気質や意識、スキルの変化といった、時
代を背景とする理由もあっただろうと思われる。しか
し、一方でこの現実は、30年にもわたる長期間、毎
回同じような組織論や方法論で活動を続け、その中で
経験と成熟を深めて指導する立場に回っていたはずの
年配層が、初めて参加する学生たちとの間に生じた距
離を、無為無策のうちに押し広げてしまった結果であ
るようにも思われた。
　このNPOは、実際のところ、これらスリランカで
の成果と、そこから広がる可能性の消滅を惜しみ、こ
れを未来へ、すなわち若い世代へより良い形で引き継
ぐことを願った私たちが、そうした「反省」の上に立
って設立した組織だと言っても過言ではない。活動す
る当人たちの目先の我欲のためにではなく、さまざま
に可能性のある未来のために、人員にも能力にも限界
のある一大学の一団体という既存の枠を取り払い、組
織論も方法論も白紙に戻して、活動の母体と活動枠を
大きく広げ、一般の市民や若い学生たちの間から広く
有意の人を集めて、ゼロから活動を再開したいと願っ
た末の設立だったと言ってもよいだろう。それこそが
むしろ、国際ボランティアとしての姿勢でスリランカ
の歴史解明への協力を誓った1973年当時の思いに近
い姿であった。
　そして2008年2月26日、東京都の認可を得て発足
した特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会は、
同年秋に東京・上野の国立博物館で開かれた「スリラ
ンカ特別展」に際して、訪日したスリランカ政府考古
局長や国立博物館長らのアテンドを行ない、関係の強
化を確認し合って、翌年からの現地調査に備えること
となった。
　
■内戦終結を受けて活動再開
　NPO設立後の最初の現地調査となった2009年の
活動は、もともと翌年からの本格調査に備えてフィー
ルド周辺の現地事情を幅広く調べるという「偵察隊」
の位置づけだった。最初の企画当時はまだ内戦中だっ
たため、戦闘や地雷などの危険が及んでいない場所と
して、マハウェリ川西岸のワスゴムーワ国立公園内の
ジャングルがフィールドに選ばれた。そして執行一利
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を隊長に、第一次隊でも副隊長を務めた増永憲彦を副
隊長として隊が結成された。これには第7次隊隊員だ
った須藤あけみも加わって法大探検部出身者が3人と
なったが、さらに横浜国立大大学院卒でスリランカで
青年海外協力隊やNGOの活動をしていた小学校教師
の松山弥生と、いずれも東洋大学探検部員の栗原直矢、
佐々木悠、佐賀見拓也の4人がNPO会員として加わり、
新体制での出発を印象付けた。
　さらに、偵察隊という位置づけではあったものの、
スリランカ考古局員3人を交えたこの隊は、結果的に
4 ヵ所の寺院遺跡と2カ所の水利遺跡を調査し、摩崖
仏の座像や貯水池の排水設備遺構を新発見するという
成果を上げて帰国した。
　さて、翌2010年、NPO設立後最初の本格的探査
隊と銘打って出発した隊は、日本側が13人、スリラ
ンカ政府考古局が3人の、これまでにない大部隊とな
った。NPO理事長の岡村隆を隊長に、同理事の甕三
郎（法大探検部OB）を副隊長にして集まったのは、
最年長68歳の元高校教師、西山昭宣（早大アジア学
会OB）、前回隊員の松山弥生（小学校教師）、法大探
検部OBで第6次隊隊員だった武内勲の5人の社会人
と、前回隊員で学生リーダーの佐賀見拓也（東洋大探
検部）、西山の教え子だった佐々大河（早大生）、家崎
晶（立正大探検部）、杉田翔一（麻布大探検部）、茶川
直樹（東洋大探検部）、山口純（同）、菅沼圭一朗（東
海大探検会）、滝川大貴（法大探検部）の8人の学生
だった。ほかに前回隊長で人類学調査中の執行一利が
基地を置いたヤックレ村で交渉支援に当たった。
　この2010年の隊は、前年の隊が発見した各遺跡を
再調査したほか、ワスゴムーワ国立公園の東端近くと
西端部で仏教寺院遺跡を発見し、とくに西端部アンバ
ン川右岸では複雑な尾根と谷を跨いで東西500m、南
北200mにもわたって広がる大規模なスドゥカンダ寺
院遺跡を1週間かけて測量、図面化することができた。
この大規模遺跡は、その重要性に鑑みて、翌年の遠征
でも再調査することとなった。　
　なお、この2009年と2010年の調査結果は、報告
書『スリランカ・ワスゴムワ国立公園周辺の密林遺跡』

（2012、NPO法人南アジア遺跡探検調査会発行）に
収められている。
　
■学生だけの隊が活躍
　NPOの設立後、3年続けての派遣となった2011年
の探査隊は、前年隊の隊員で考古学を学ぶ菅沼圭一朗

（東海大学探検会）を隊長として学生のみで構成され
た。菅沼以下の隊員は、水谷雅文（関西大探検部）、
白沢智（早大探検部）、萩原和彦（中大探検部）、村瀬
大地（東洋大探検部）、長谷川伊織（法大探検部）、松
原晃太（東海大探検部）、川村友義（同）の8人で、
スリランカ政府考古局からは2009年以来行動を共に
しているバンダーラ氏とウィジャナヤケ氏が参加し
た。
　学生だけの隊を派遣したのは、この年、社会人会員
の参加が難しかったこともあるが、前年隊が最後の日
程を佐賀見拓也（東洋大）をリーダーとして学生のみ
で活動し、スドゥカンダ寺院遺跡の全域測量という成
果を上げたことから、学生隊への信頼が生まれていた
からでもあった。現地考古局側とは理事長の岡村がセ
ーラナット・ディサナヤケ局長と連絡を取り、コロン
ボでの細かな打ち合わせには他用で滞在中だった理事
の松山弥生が同席することで活動を円滑化することが
できた。
　そしてこの隊は、前年発見したスドゥカンダ遺跡で
調査上の課題とされていた仏塔跡と、寺域内にダム湖
を築いた堰堤跡の発見に成功して、同遺跡の全貌解明
に大きく寄与したほか、マハウェリ川支流アンバン川
の流域で13カ所の遺跡を発見あるいは確認し、測量
図等のデータを集めて帰国した。これら調査遺跡のな
かにはスリランカ中世史上の要地であるダストタ地域

（アンバン川とマハウェリ川の合流点付近）の遺跡も
含まれるが、野象の大生息地で危険度が高いため、途
中で探査を中断するという経緯もあった。同地域の探
査は今後の課題でもあろう。
　その2年後の2013年には、今度もまた学生だけの
隊が活動することとなった。これは前回同様、参加予
定だった社会人会員の日程調整がつかず、前回に続い
て隊長を予定した菅沼（東海大探検会OB）も参加で
きなくなったためで、前回隊員の松原晃太（東海大探
検会）を隊長に、山本麟太郎（東海大探検会）、村井
亮太（同）、須藤明人（法大探検部）、杉木陽介（同）
の5人で構成された。スリランカ政府考古局側からは
ジャヤラット・クラシンゲ氏とチンタカ・ウィジェト
ゥンガ氏が参加したほか、シギリヤ南方にあるカルデ
ィヤ・ポクナの寺院遺跡調査には考古局とともに遺跡
管理に当たる中央文化基金（CCF）シギリヤ事務所
のガーミニ・カルナラトゥナ氏とチャンドラワンサ氏
が合流した。また、コロンボでの考古局との打ち合わ
せに松山弥生理事が同席したのも前回と同様であっ
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た。
　この隊は、前記カルディヤ・ポクナ遺跡のほか、同
じくシギリヤ南方のガルワッタヘーナ山域とヌワラガ
ルカンダ地域で活動し、多くの岩陰遺跡と寺院遺構、
水利遺跡などを発見もしくは確認して測量等の調査を
行なった。
　このように、2011年と13年の調査は、マハウェリ
川西岸域からさらに西側へと調査地を広げ、学生のみ
の手で行われたが、その成果は先行の隊に見劣りしな
いものとして報告書『スリランンカ・アンバン川流域

と周辺の密林遺跡』（2015、NPO法人南アジア遺跡
探検調査会発行）に収録され、日本とスリランカの関
係機関に配布された。
　そして、内戦終結後4年が経過してスリランカ国内
に落ち着きが見えてきたことから、一連のマハウェリ
西岸地方の探査はこれでひとまず終結させることとな
り、2014年以降ははフィールドを再び島の南西部ル
フナ地方に転じて研究に着手。本書に収めた2016年、
18年のヤラ国立公園の密林遺跡探査へと向かうこと
になった次第である。



（隊名、期間、地域、隊員、調査遺跡数、報告書名の順）
■法政大学探検部派遣の隊

▼偵察活動（モルディブ諸島調査隊）……1969.6　マハウェリ川　岡村隆　岡雅幸　杉本啓郎　調査遺跡数0
◎調査報告書　なし（モルディブに関しては『イスラーム世界のふたつの割礼』1971年刊）

▼第1次セイロン島密林仏跡探査隊……1973.7 ～ 11マハウェリ川右岸　岡村隆　増永憲彦　伊藤修　高月眞
主幸　甲斐哲夫　八木美樹男　佐藤英郎　調査遺跡数48
◎調査報告書『セイロン島の密林遺跡』（1975年刊）

▼第2次セイロン島密林仏跡探査隊……1975.7 ～ 10　マハウェリ川右岸　八木美樹男　角谷定俊　東昌宏　執
行一利　堀江信介　岡村隆　調査遺跡数27
◎調査報告書『セイロン島の密林遺跡（Ⅱ）』（1978年刊）

▼第3次セイロン島密林仏跡探査隊……1976.8 ～ 11　マハウェリ川左岸　田中憲　下坂充　深谷行弘　境雅仁　
調査遺跡数38
◎調査報告書『セイロン島の密林遺跡（Ⅱ）』（1978年刊）

▼単独探査活動（第4次活動）……1980.1 ～ 2　マハウェリ川流域　執行一利　調査遺跡数24
◎調査報告書なし

▼第5次スリランカ密林遺跡探査隊……1985.6 ～ 10　ルフナ地方　執行一利　片岡和仁　会田慶宏　和田琢哉　
天野賢一　庭野吉広　境雅仁　岡村隆　調査遺跡数51
◎調査報告書『スリランカ・ルフナ地方の密林遺跡』（1999年刊）

▼第6次スリランカ密林遺跡探査隊……1993.8 ～ 9　ルフナ地方　岡村隆　執行一利　武内勲　境雅仁　和田
琢哉　天野賢一　石田祐造　山嵜浩司　　調査遺跡数15
◎調査報告書『スリランカ・ルフナ地方の密林遺跡』（1999年刊）

▼第7次スリランカ密林遺跡探査隊……2003.7 ～ 9ルフナ地方　執行一利　川上浩司　久武優　小宮幹晃　山
嵜浩司　須藤あけみ　　調査遺跡数17
◎調査報告書なし
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スリランカ密林遺跡探査隊・年表
（1969 ～ 2018）
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■NPO法人南アジア遺跡探検調査会派遣の隊

▼スリランカ密林遺跡探査隊2009……2009.7 ～ 8　マハウェリ川左岸　執行一利　増永憲彦　松山弥生　須
藤あけみ　栗原直矢　佐々木悠　佐賀見拓也　調査遺跡数6
◎調査報告書『スリランカ・ワスゴムワ国立公園周辺の密林遺跡』（2012年刊）

▼スリランカ密林遺跡探査隊2010……2010.7 ～ 9　マハウェリ川左岸　岡村隆　甕三郎　佐賀見拓也　武内
勲　松山弥生　西山昭宣　佐々大河　家崎晶　杉田翔一　茶川直樹　山口純　菅沼圭一朗　滝川大貴　（執行一
利）　調査遺跡数5
◎調査報告書『スリランカ・ワスゴムワ国立公園周辺の密林遺跡』（2012年刊）

▼スリランカ密林遺跡探査隊2011……2011.8 ～ 9　アンバン川流域　菅沼圭一朗　水谷雅文　白沢智　萩原
和彦　村瀬大地　長谷川伊織　松原晃太　川村友義（松山弥生）　調査遺跡数15
◎調査報告書『スリランカ・アンバン川流域と周辺の密林遺跡』（2015年刊）

▼スリランカ密林遺跡探査隊2013……2013.7 ～ 9　シギリヤ南方地域　松原晃太　山本鱗太郎　村井亮太　
須藤明人　杉木陽介　（松山弥生）　調査遺跡数3（小分類10）
◎調査報告書『スリランカ・ワスゴムワ国立公園周辺の密林遺跡』（2015年刊）

▼スリランカ密林遺跡探査隊2016……2016.6 ～ 8　ルフナ地方　岡村隆　境雅仁　松山弥生　大和田達也　
木村亮太　山本修平　沓澤大地　八代優二　村松秀剛　古結健太朗　武田太郎　吾郷章次　木村尚斗　赤堀拓弥　
石野成美　三坂尚大　中森あさひ　橋富啓嘉　（松原晃太）　調査遺跡数1
◎報告書『スリランカ・ヤラ国立公園と周辺の密林遺跡』（2021年刊）

▼スリランカ密林遺跡探査隊2018……2018.6 ～ 8　ルフナ地方　岡村隆　甕三郎　松山弥生　鈴木慎也　木
村亮太　吾郷章次　中森あさひ　橋富啓嘉　石田康太朗　（境雅仁）　調査遺跡数10
◎報告書『スリランカ・ヤラ国立公園と周辺の密林遺跡』（2021年刊）



　2019年2月、第23回植村直己冒険賞（兵庫県豊岡
市主催）の受賞者に当NPO法人南アジア遺跡探検調
査会理事長の岡村隆が選ばれ、2月12日に記者発表・
会見が植村直己氏の母校である明治大学で行われまし
た。また6月1日には同氏の出身地である豊岡市で授
賞式と記念講演が行われました。
　岡村の受賞理由は「未知の遺跡探査に情熱を傾けて
半世紀、仲間を募りながら多くの成果を上げてきたこ
と」とされ、選考委員の石毛直道（国立民族学博物館
元館長）、椎名誠（作家）、西木正明（作家）、山極壽

一（京都大学総長）の4氏による選考会では、2016
～ 18年のタラグルヘラ遺跡発見の成果なども議論さ
れたようです。
　2月12日の記者発表と6月1日の授賞式では西木正
明氏が選考経過発表と選考評を行ない、授賞式では豊
岡市の中貝宗治市長から記念の盾とメダルが手渡され
ました。また、11月17日に明治大学で開かれた「2019
日本冒険フォーラム」では、基調講演に立った山極壽
一京大総長からも授賞の紹介がありました。
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第23回 植村直己冒険賞
受賞（岡村隆）報告

 In February 2019, Takashi Okamura, the chair-

man of the NPO- SARERS, was selected as the recipi-

ent of the Naomi Uemura Adventure Award, which is 

given to outstanding Japanese explorers. This award 

was established in commemoration of the late Naomi 

Uemura, a world-famous explorer, and the reason for 

Okamura’s awarded was “For half a century with a 

passion for exploring unknown ruins, and achieved 

many results while recruiting comrades.”

 A press conference was held on February 12th at 

Meiji University, where Uemura graduated, and on 

June 1st, an award ceremony and a commemorative 

lecture by Okamura were held in Toyooka City, Uemu-

ra’s hometown.

Received Naomi Uemura Adventure Award

授賞式後の記念講演植村直己氏の写真を前に中貝宗治・豊岡市長と



（講演や発表は特に但し書きがないものは岡村によるもの）
〈2018年〉
11月23日 地平線報告会（地平線会議主催）新宿区スポーツセンター
 2016 ～ 18年の活動および1969年以来の経緯を岡村が発表
12月26日 朝日新聞報道（同日付夕刊一面）　
 長期プロジェクトの概要と2018年の成果が掲載される

〈2019年〉
2月2日 探査成果報告会（NPO-SARERS主催）　拓殖大学
 NPO主催の2016 ～ 18活動の正式報告会。各隊員が分担報告
2月12日 植村直己賞受賞発表会見　明治大学
 記者会見で岡村がスリランカ、モルディブの遺跡探検の概要を発表
2月12日 同受賞関連でテレビ報道（NHK）
 受賞ニュースに関連して2018年活動の映像などを特集放映
2月13日 同授賞関連で新聞報道（全国紙各紙と共同通信配信による地方紙各紙）　
 近年の成果と併せて過去半世紀の活動の経緯が報道された
3月4日 NHK（Eテレ）番組「視点・論点」出演（3月5日放映）
 スリランカ遺跡探査の意義と日本への仏教伝来史を岡村が語る
3月31日	 講演会（歯科保健医療国際協力協議会＝JAIKOH主催）
	 海外活動での安全管理に絡めて密林での調査内容を語る
4月20日 田中優子法政大学総長＋岡村隆対談（法政大学・読売新聞共催）　法政大学
 「読売法政オンライン」（6月配信）用の対談。スリランカ遺跡探検について
4月20日 植村賞受賞祝賀会（NPO-SARERS、法大探検部OB会共催）　アルカディア市ヶ谷
 出席者各位と岡村がスリランカ遺跡探検の半世紀について語る
4月26日 活動報告会（「加藤九祚先生を囲む会」主催）　吉祥寺「梅の花」
 考古学者の故加藤九祚氏関係者の会で近年の成果を発表（発表助手・境雅仁）
5月20日 MRT宮崎放送ラジオ「サンデーラジオ大学」出演
 スリランカ遺跡探査の概要とその活動の魅力を語る（6月2日放送）　
6月1日 植村直己賞授賞式・記念講演会（兵庫県豊岡市主催）　同市文化センター
 記念講演でスリランカ密林遺跡探検50年を語る（講演助手・吾郷章次）　
6月22日 活動報告・講演会（関西大学文学部、探検部共催）　関西大学
 1973年隊以来の活動現場、行動様式等について報告（講演助手・菅沼圭一朗）　
7月1日 スリランカ遺跡探査特別展（植村直己冒険館主催）　豊岡市・植村直己冒険館
 11月まで遺跡探査関連の写真、装備類を展示　　
7月13日 植村直己賞受賞祝賀会（地平線会議主催）　新宿区歴史博物館
 一連の活動の支援者を交え、遺跡探検の実際や裏話など紹介
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2016～2018遠征報告会
および講演会等記録
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10月25日 小学校講演会（植村直己冒険館主催）　豊岡市立府中小学校
 植村直己氏母校で5、6年生向けに遺跡探検の面白さと意味を講演
11月16日 仙台市講演会（出版社・荒蝦夷主催）　仙台市・古本あらえみし　
 古書店会員有識者向けのスリランカ遺跡、仏教史について講演
11月17日 日本冒険フォーラム（豊岡市主催）で植村賞冊子配布（豊岡市主催）　明治大学
 2018年植村直己賞授賞式報告書に岡村の記念講演録を掲載
12月13日 活動発表会（早稲田大学探検部OB会主催）　早稲田大学
 早大探検部関係者向けにスリランカ遺跡探査の発端から現在までを発表
12月16日 宮崎市講演会（宮崎日日新聞社主催）　宮崎観光ホテル
 宮崎政経懇話会総会でのスリランカ遺跡探査についての講演
　
〈2020年〉
3月21日 第259回アナトリア学勉強会発表（アナトリア考古学研究所主催）　武蔵野プレイスフォーラム
 スリランカ密林遺跡の現状について発表予定も、コロナ禍で中止
11月6日 高校講演会（宮崎県立小林高校主催）　小林高校
 5月22日開催予定が延期されて実施。高校生と教師、保護者向けに講演
11月28日 宮崎県高千穂町講演会（山参会主催）　高千穂町JAゆめゆめプラザ
 半世紀の遺跡探査の内容と意味を改めて振り返る講演

MRT宮崎放送でのラジオ出演（2019.5.20） 植村直己冒険館の特別展示（2019.7.1〜11.30）

地平線報告会での発表（2018.11.23） 仙台市・古本あらえみしでの講演会（2019.11.16）



2018年 12月 26日夕刊一面掲載。歴史・考古学研究者でもある宮代栄一編集委員によるもの。
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【資料】2018年の成果と
NPOの活動を伝える朝日新聞記事



　

1985年の法政大学第5次スリランカ密林遺跡探査隊
がモナラーガラ県のウィラ川左岸で発見し、1993年
にはスリランカ考古局とともに破壊された状態を再発
見した三尊像摩崖仏（大乗仏教の一仏二菩薩像）につ
いて、2020年 8月末に現地調査した大学教授らの活
動を9月 1日にテレビ、新聞が大きく報じた際、「新
遺跡の発見」と誤報するメディアがあったことから、
スリランカ国内で考古学関係者や歴史ファンを巻き込
んだ議論が起きた。
　メディアを引き連れて同遺跡を調査したのはケラ
ニア大学のラジ・ソーマデーヴァ教授で、当人は自
らの発見だとは語らず、「先に探検家らの訪問があっ
た」とは語ったものの、法大隊の報告書などは精査し
ていなかった模様で、テレビニュースの映像では改め
て測量などを行っていたほか、法大隊が “Wila	Oya	
Budupatunna”（「ウィラ川仏像」の意）の名称で報
告した同遺跡を “Budupatungala”（「仏像岩」の意）
と新命名した（名付け直した？）ことなども伝られた。
それらも含めて、一部の新聞がセンセーショナリズム
に走ってか、教授当人ではなく周辺から何らかのミス
リードがあったのか、「新発見」と報じために、法大
隊の発見を知る人々の間から主にフェイスブック上で
批判の声が上がったもの。
　そこへ真相提示のため、日本からも岡村がフェイス
ブック上に法大隊の発見当時の写真や発見状況の詳

細、調査報告書の該当ページなどをシンハラ語と英語
で投稿したことから、騒ぎは大きくなり、教授への批
判や擁護の声が相次ぐことになった。また、擁護論の
なかには「教授は遺跡保存の啓蒙や手立てを講じるた
めに調査したのだ」として、「そもそもは法大隊の発
見が遺跡の破壊を招いたのではないか」「では発見者
の日本人は遺跡保護のために何をしたのか？」などの
感情的な逆批判もあり、フェイスブック上に提示され
た。
　そのため岡村が改めて、真相提示は教授を批判する
ものではないことを明言し、1973年以降の法大隊と
NPO-SARERSの遺跡探査の経緯、その動機や目的、
成果、遺跡保護のために行ってきた啓蒙・住民福利活
動などについてA4用紙6枚超の長文原稿（英文）を
投稿。それを機に騒ぎは沈静化した。
　また、途中にはスリランカ政府考古局のバンダーラ
探査主任らが冷静に同遺跡が法大隊発見であることを
証言するなどしたために、結果としてこれを機に事実
認識は関係者間に広く浸透したものと思われる。誤報
した新聞に訂正記事はないものの、他の新聞もこの騒
ぎを受けて「発見されていたのに “発見 ”」と皮肉な
見出しと前文で同遺跡を取り上げ、法大隊の最初の発
見に触れて「先行調査に後続者が敬意を払うのは当然」
と、暗に今回の「発見騒ぎ」を批判する記事を載せる
などした。
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【報告】1985年発見のウィラ川摩崖仏を
めぐるスリランカ国内の論議について

1985年、法大隊が発見した摩崖仏 1993年、考古局との合同調査時の摩崖仏
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※2016年隊から2018年隊を経て本報告書刊行まで、ご支援、ご協力いただいた方々は以下の通りです。改め
てお礼を申し上げます。（五十音順・敬称略）

〈法人・団体の部〉（五十音順）
朝日新聞社
麻布大学探検部
アナトリア考古学研究所
インド考古研究会
植村直己冒険館
NHK（日本放送協会）
NPO法人南アジア文化遺産センター
MRT宮崎放送
加藤九祚先生を囲む会
神奈川大学アドベンチャークラブ
株式会社エバニュー
株式会社企画室ゆう
関西大学探検部
関西大学文学部
共同通信社
ゲストハウス独歩亭
在スリランカ日本大使館
山参会（宮崎県高千穂町）
拓殖大学探検部
地平線会議
中央公論社

中央大学探検部
東海大学探検会
東洋大学探検部
豊岡市立府中小学校
西日本新聞社
日本山岳会
日本大学探検部
白十字株式会社
兵庫県豊岡市
武相文化財研究所
古本あらえみし
法政大学総長室
法政大学探検部
宮崎県小林市
宮崎県立小林高校
宮崎日日新聞社
明治大学
山と溪谷社
立正大学探検部
和光大学スリランカ研究フォーラム
早稲田大学探検部

〈個人の部〉
［あ］
会田慶宏
青柳興政
赤荻泰輔
天野賢一
有吉孝
飯田昌宏
池田禎子
石井洋一
石田哲郎
伊藤修
井野浩司
今関直人

岩崎由美
上野敏彦
牛尾博美
海老原斉
江本嘉伸
大村次郷
大村幸弘
岡雅幸
岡島岩男
岡本由美子
織田晃敏
小野敬子
［か］

街道憲久
勝山康雄
加藤学
神長幹雄
川口安子
河田真智子
川路善彦
川成洋
久保田賢次
栗山豊太
桑原晨
向後元彦
小久保純子

小寺浩二
小西正捷
［さ］
齋藤圭
境雅仁
坂田涼
坂口篤史
佐賀見拓也
桜井勝之
佐々大河
佐藤芳夫
澁谷利雄
島田尚弥

清水玲子
下坂充
白根全
菅沼圭一朗
鈴木敦
鈴木香
鈴木智子
鈴木佑司
須藤あけみ
関哲雄
関真生子
関野吉晴
関根晧博

支援者・協力者 芳名録
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薗田潤子
［た］
平靖夫
高桑史子
高月眞主幸
高橋新一
髙山文彦
滝川大貴
武内勲
武田力
竜田孝則
田中憲
田中滉介
田中優子
坪内雅彦

戸高大輔
富田真次
［な］
内藤哲
永井忠興
長井弘勝
中貝宗治
中野正行
成田政彦
西川栄明
西村健
西山昭宣
野地耕治
野知正俊
野本清孝

［は］
萩原和彦
橋本直紀
長谷川伊織
早川文象
濱邊藤美男
土方正志	
広中幹男
深谷行弘
古谷敏明
邉牟木敬史
［ま］
前林宏人
増井外志
増永憲彦

松井幸一
松原晃太
松山弥生
丸山純
水谷雅文
宮代栄一
宮田隆
宮本千晴
三輪主彦
目賀田正治
米良仁志
茂木好夫
甕三郎
森國興
森祖道

森井健一
森崎州平
森澤浩之
［や］
八木三樹男
山嵜浩司
山本和邦
山本哲也
吉田敏浩
吉谷義奉
［わ］
若林則夫
和田琢哉
渡辺久樹

クラウドファンディング支援者芳名録（五十音順）
赤石治
阿部聰
一野雅義
江藤純子
小原直史
恩田真砂美
金岡佳時
金森弘晃
金光健太郎
川上浩司
川崎泰照

上林真人
木村聖子
光菅修
坂口篤史
佐々大河
悴田智子
庄司康治
菅沼圭一朗
鈴木慎也
鈴木義憲
鈴木佳子

関哲雄
関真生子
田中綾子
田中憲
田野康友
田村忠
辻拓朗
中島菊代
長濱望東子
那波市郎
成田政彦

西牟田靖
野口淳
野口みどり
野地耕治
野村嗣
林剛
二神浩晃
本田裕菜
真野洋平
丸山純
水谷雅文

緑川和道
宮本千晴
三輪主彦
八木美樹男
山本千夏
山本哲也
山本和邦
渡辺佐保
渡辺芳郎

Supporters / Cooperators in Sri Lanka (2016-2018)
Department	of	Archaeology
	 Monaragala	Divisional	office
	 Maligawila	Archaeological	site	office
	 Buduruvagala	Circuit	bungalow

Department	of	Wild	Life
	 Yala	National	Park	management	office	(Galge)
Diluka	Gest	House	(Buttala)
YMCA	Colombo

Dr.	Senarath	Dissanayaka
Prof.	P.	B.	Mandawala	
Mrs.	P.	A.	S.	H.	Boralessa
Mr.	P.	S.	K.	Porambage

Mr.	Nawaratna	Karawgahange
Mr.	Saman	Liyanage
Mr.	J.	W.	Amalka	Wijesuriya
Mr.	K.	Janaka	Shantha	Kumara
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あとがき

　日本初の「探検NPO」を標榜して法人を設立してから13年、実際に6回の探検調査を実施
してスリランカの密林に残る未知の遺跡の実態を少しずつ明らかにしてきた私たちの活動です
が、ここにまた、その成果の一端と活動の様子をお示しする機会が得られました。この報告書
は、その5回目と6回目の活動の記録であり、私たちにとっては3冊目の成果発表の刊行物と
いうことになります （1973年以来の法政大学隊から数えれば12回目と13回目の現地活動、
そして6冊目の「報告書」となります）。
　2014年に最初の計画が提起され、2016年の現地活動では目的が達成できず、2018年の再
挑戦でようやく目的が果たせた今回の探査プロジェクトでしたが、報告の責務が果たせるまで
には、さらに3年近くの時間を要してしまいました。これはひとえに編集の作業を請け負った
編集子の怠慢によるものであり、ご支援やご協力をいただいた皆さまには、刊行が予定より大
幅に遅れたことを深くお詫び申し上げます。
　今回の報告書はご覧の通り、「遺跡調査報告」の本編に加えて、行動記録や隊務報告など他
の記録を雑多に収録したため、本編以外が大きく膨らむ構成となりました。なかには学生によ
るエッセイなど、内容面で本編とのバランスを欠くものもあるかもしれません。しかし、これ
はこれで私たちの隊の実態を正直に表すものとして、また将来の活動のために何かの参考にな
ればと思って収録した次第ですので、ご理解をいただければ幸いです。
　そして、この報告書の編集が遅れている間には、大変残念なことが続けてありました。
1973年の法大隊による最初の探査以来、在スリランカ日本大使館の書記官として常に現地活
動を支援していただき、退官後には私たちのNPOで理事として共に活動された青柳興政さん
が、2020年1月12日、国内での登山中に急死されたのです。また、同年9月28日には、
1975年以来、私たちの学術顧問として遠征やその報告のたびにご指導を賜り、関連の学界と
の関係構築にも尽力していただいた上に、NPO会員としてもご支援いただいていた立教大学
名誉教授の小西正捷先生が逝去されました。さらに遡れば、2013年の探査隊員で、その後、
法政大学探検部の主将になっていた杉木陽介君が、同隊報告書の刊行3か月後の2015年9月
に黒部・北又谷で遭難死するという悲しい事故もありました。
　いずれも、本来ならばこの報告書の刊行を喜んでもらえる恩人や仲間の人々であっただけに、
それが叶わないことに深い悲しみを覚えます。喪失感が大きいなか、あらためて故人各位のご
冥福を祈りつつ、この報告書を捧げたいと思います。
　最後に、今回の探査プロジェクトには、いつもながら多くの方々に物心両面にわたるご支援
やご協力を賜りました。2018年には初めての試みとしてクラウドファンディングも試みて、
予定を超える募金もいただきました。感謝の思いは尽きません。
　この報告書が、研究分野の関係者にとどまらず、そうした多くの支援者や周囲の方々にとっ
ても興味あるものになることを祈って、皆さまにお届けする次第です。

（2021年2月12日　岡村 隆 記）
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