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Ruins of Ancient Sri Lankan Civilization
 -At the jungle of Wasgomuwa national park-

(English Summary)

 

　This is a report based on those research works into ruins at the jungle area of  

Wasgomuwa national park in Sri Lanka which were continuously performed from 2009 to 

2010 by the joint team with Japanese NPO-SARERS and the Sri Lankan Department of 

Archaeology.

　The purpose of these researches was to accumulate fundamental data of unsealed ruins 

of Ancient Sri Lankan Civilization such as Buddhist monasteries, castles or forts, 

and irrigation equipments.  Those ruins, which remain innumerably in this Island, 

have not been studied so academically, except on such famous place as Anuradhapura, 

Polonnaruwa, and Sigiri.  Of course, the researches by the Government Archaeology 

Department of Sri Lanka are being carried out prosperously.  However, there have been 

a lot of undiscovered ruins in this country yet, and at least, at the jungle area of 

Wasgomuwa national park, such research works have not been practically done. That may 

be because this area is too wild for researches.

　The research project of this time was planned in the form to take over the activity 

by the Hosei University Exploration Club that continued expeditions on the other 

jungle areas in Sri Lanka since 1973 and researched more than 200 places of ruins. 

Then, this time, we could research on over 10 places of ruins by these expeditions 

to Wasgomuwa national park with twice.  Although most of those ruins are Buddhist 

monasteries, two important ruins of ancient irrigation system are also included.

　In this report which written by Japanese staffs, after the general information to 

present studies, we have described the data of each ruins.  And described items about 

each ruins are as follows;  (1) dates of researches  (2) staffs for research  (3) 

location  (4) route for approach  (5) general conditions and positing of essential 

parts  (6) conditions of each parts  (7) supplementary notes, considerations.

　After the data of ruins, we described our expedition diaries very simply, and added 

list of cooperators or helpers.

　Further we are deeply grateful to Dr. Senarath Dissanayake the Director General 

Department of Archaeology, all staffs of the Department, and many officers who helped 

us in various ways.　 Last but not the least, we would also like to express our thanks 

to many villagers who helped us in the researching area.

(Takashi Okamura)                                                                
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◀ピリマガラ遺跡の磨崖仏

▼スドゥカンダ遺跡の大階段

マーラゴムワ貯水池（ソロウワ）▲
ビソーコトゥワの煉瓦積み
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はじめに

　特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会（略称：NPO-SARERS）は、2009 年の夏と 2010 年

夏の２回にわたり、スリランカ政府考古局との合同事業として、同国中部のワスゴムワ国立公園

（入域制限区域の密林）における未発見・未調査遺跡の探検調査と、周辺村落での遺跡保護に

かかわる啓蒙活動など一連の付帯事業を実施しました。

 これは、私たちがＮＰＯ法人設立後の最初の現地活動として当初から２カ年計画で実行した

もので、日本側からのべ 21 人、スリランカ側からのべ８人が参加し、多くの関係者のご協力を

得ながら計画を推進したことで、所期の目的以上の大きな成果を上げることができました。この

報告書は、それらの多岐にわたる成果のうち、遺跡調査の結果のみをまず御報告しようというもの

です。

　周知のように、インド洋に浮かぶ島国スリランカは、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、島のあちこち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（いずれも古都）の遺跡群など、ごく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、さまざまな理由から、遺跡の調査は遅々として

進んでいないのが実状です。

  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の意識の問題があり、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、この事業を

計画し、実行に移しました。もともとは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、今後も遺跡調査が困難な現地機関に代わって、あるいは

協力して遺跡調査を進め、それらを少しでも早く明確な文化遺産として世に導き出すことはでき

ないか。また、住民の意識向上をもたらすことで、これ以上の遺跡破壊をくい止めることはでき

ないだろうか。そう考えて、法人設立後、あらためて小さな歩みを始めた次第です。

　さらに今回のこの計画は、「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

実施したもので、日本では初めての「ＮＰＯによる探検隊」という試みの成功と、民間団体に

よる国際協力の新たな形を追求することを心がけました。こうした私たちの新しい取り組みに

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。

（こののち、2011 年にも会員学生たちと現地考古局による継続隊の活動があり、多くの成果を上げましたが、

これは別途ご報告する予定です）

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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第１章　遺跡調査の経緯と概要

　

現地事業全般の目的と成果

　今般の２カ年計画の現地事業は、まず2009年

の派遣隊が、ワスゴムワ国立公園および周辺地域

で「未発見・未調査」の遺跡を探査し、あわせて

情報収集を行うことで翌 2010 年の本格調査活動

に繋ぐことを当初からの目的とした。この 2009

年の隊は、もともとは偵察隊、先遣隊的な位置

づけであったが、合同隊を組んだスリランカ

政府考古局員と日本側参加隊員の努力によって、

短期間の日程にも係わらず数カ所の重要遺跡を

発見するとともに、詳しい調査も行い、これまで

知られていなかった遺跡について貴重なデータを

もたらすことができた。

　なかでもワスゴムワ国立公園北東部にある

マーラゴムワ貯水池跡付近の岩丘（ピリマガラ）で発見した２体の磨
まがいぶつ

崖仏と、同貯水池に敷設

された２カ所の灌
かんがい

漑施設（石造の巨大排水装置）の遺跡の発見は特筆すべき成果であり、今後の

研究に寄与するところが大きいと思われる（詳細は第２章に記載）。

　一方、２年目の 2010 年の派遣隊は、前年隊の情報などをもとに、遺跡調査のみにとどまらぬ

ＮＰＯ活動としての５つの具体的目標を掲げて現地入りした。以下、遺跡調査報告に先立って、

参考までにそれら全体の目的と成果の概略を項目ごとに報告しておく。

１．ワスゴムワ国立公園内外の密林遺跡探査
　スリランカ政府考古局の４人のスタッフとともに、全体で９ヵ所の遺跡（うち２ヵ所は前年調査

遺跡の確認）を調査し、とくにワスゴムワ国立公園中東部の「アリベーセマ遺跡」と同西端部の

「スドゥカンダ遺跡」（ともに仏教寺院遺跡）

では、露岩丘上や密林内に広がる各種遺構を

次々と発見・調査して、その広域にわたる

伽
が ら ん

藍配置図を作成するなど、大きな成果を

上げることができた（詳細は第２章に記載）。

INDIA
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Clombo

●

●
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▲スリランカ考古局との合同調査
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２．地域開発後の「保存遺跡」と「破壊遺跡」の現状調査
　1973 年に法政大学隊が調査した大規模寺院遺跡「ヘナネガラ遺跡」が、地域開発ののちも保存

修復されている実態を視察した。37 年前は密林の奥にあった同遺跡の周囲には、現在、村落と

水田が広がり、遺跡自体は３ヵ所の伽藍（仏塔・仏殿・菩提樹祭壇）が基礎部分のみ修復されて、

発掘と修復に当たった考古局員が管理に当たっているほか、新たな小寺院が築かれて僧侶らが居住

する場所となっていた。かつて藪のはびこる密林にメジャーを伸ばして作図した伽藍配置図

（報告書『セイロン島の密林遺跡』1975 年 日本観光文化研究所刊 )を見せ、その後の発掘と修復

の苦労話や、地域開発の前に遺跡に入り込んで修行を始めたという老僧の話を聞きながら、37 年

の年月の意味を考えた（もう一ヵ所予定していた「ギランドルコッテ遺跡」は、時間不足のため視

察を断念）。また、前半活動の基地としたヤックレ村付近では、同じく 1973 年調査の「フンガマ

ラエラ・ウェヘラ」の寺院遺跡を再調査したが、周辺の水田開墾が直接は境内に及んでいない

ため、37 年前とほぼ同じ状態で保存されていることが確認できた。

調査地区（ワスゴムワ国立立公園）周辺図
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３．遺跡保護にかかわる住民への啓蒙活動
　前半活動の基地としたヤックレ村で、学校を会場に先生と生徒を対象とした集会を催した。

学校長の尽力と考古局側の協力で実現したもので、考古局員のバンダーラ氏と岡村隊長（通訳・松山

隊員）が参加者にシンハラ語で遺跡保護の大切さを訴え、今後、私たちのＮＰＯが主要活動として

展開していく予定の啓蒙活動の第一歩とすることができた。しかし今回は視聴覚機材を用いること

ができなかったため、映像や冊子などの啓蒙ツールが必要との認識を新たにした。

４．遺跡に対する近隣住民の意識調査
　将来の啓蒙・保護活動に役立てるためのアンケート調査を執行隊員が担当し、ヤックレ村と

同国南部のコティヤガラ村、パーナマ村で実施した。ＮＰＯ理事の青柳興政氏の協力でシンハラ語

のアンケート原稿を作り、スリランカ政府考古局の手で文字入力と印刷を行い、主に学校等で配布・

回収したほか、住民からの直接聞き取りを行った。

５．学校生徒への学用品援助
　基地としてお世話になったヤックレ村の学童に、日本から持参した鉛筆を贈呈した（先生方には

ポールペンを寄贈）。今回は不況ゆえにか、日本のメーカー各社から現物寄贈を得られなかったため、

隊費で購入した鉛筆（キャップ付き）やボールペンを持参した。一方、アウトドア用品メーカー

のモンベルからは学童の登校用サンダル 300 足の寄贈の申し出がありながら、輸送手段がないと

いう理由で（実際には予算上も工夫できた）お断りするという残念な事態もあり、今後に課題を

残した。

６．その他
　小学校教師の松山隊員が勤務校から持参した児童の絵を、ヤックレ村の学校で啓蒙活動の集会

に合わせて展示し、また、日本・スリランカの文化交流の一環として「折り紙教室」を開催した。

日本側は学生隊員や年輩の隊員も生徒たちの輪に加わり、なごやかな催しとなった。なお、ヤックレ

村の学校からは、児童生徒の絵の返礼もあり、松山隊員の勤務校のほか、ＮＰＯの報告会などで

も展示した。

▲子供たちと対話する隊員たち。このあと折り紙を教えて交流した▲ヤックレ村の学校で生徒に遺跡保護の大切さを訴える隊員たち
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特定非営利活動法人 南アジア遺跡探検調査会とは            

　今回の調査を実施した「南アジア遺跡探検調査会」( 英文名 South Asian Ruins 

Exploration and Research Society, 略称 SARERS) は、2008 年 2 月に東京都の認証を

受けて発足したＮＰＯ法人です。このＮＰＯ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こと

を目的に設立されました。また、現地の人々との協力活動を進め、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。同国政府考古

局と恒常的に連携し、現地住民に対する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、南アジアの他地域について

も活動計画の立案が進んでいます。             

　（ＮＰＯ設立以前のスリランカ調査では、マハウェリ川流域やルフナ地方の密林で

総計 202 ヵ所もの未調査遺跡を発見・確認し、調査データを考古局や学界に報告して

きました。なかでも 1985 年にウィラ川流域で発見した釈迦三尊像の磨崖仏遺跡や、

2003 年発見の釈迦涅
ね は ん

槃像と菩薩像を伴うウェヘラガラ岩
がんくつ

窟寺院遺跡などは、現地考古学

史上でも特筆される成果となっています）

▲ウェヘラガラ遺跡の菩薩像（2003 年）▲ウィラオヤ左岸で発見した釈迦三尊像　（1985 年）
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探査地域の概要

１．スリランカという国
　インド洋の島国スリランカ（セイロン島）は、国土面積が 65,600 平方キロと北海道より少し

小さく、総人口は 1917 万人（2000 年推計）で、首都は最大の都市コロンボ近郊のスリ・ジャヤ

ワルダナプラ・コーッテ（人口約 11 万人）に置かれている。

　島の気候はインド洋のモンスーンの影響を受けるため、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土の約 4 分の 3 が「ドライゾーン」で、中央山岳地帯から南西

海岸にかけてが「ウェットゾーン」と呼ばれる。

　ドライゾーンは一般に微高地と平地で、古来、水田稲作と焼畑農業が営まれてきたが、北東

モンスーンの時期（11 月〜 3 月）にしか雨が降らないために貯水池灌漑システムが不可欠で、

シンハラ王朝歴代の王は灌漑設備の整備に多くの力を注いできた。

　一方、ウェットゾーンは北東モンスーンの時期だけでなく、南西モンスーン（5月〜 9月）にも

降雨があり、湿潤なために、近世以降は紅茶、ゴム、ココナツのエステートや、天水による水田

稲作が発達し、人口密度も高く（総人口のおよそ 4分の 3がウェットゾーンに居住）、大きな都市

の多くがこちらに集中している。

　現在、スリランカの人口の 74％を占めるシンハラ人は、その祖先を遡ると、北インドを故地

とするアーリヤ系民族であるとされ、言語もインド・ヨーロッパ語系であるが、歴史を通じて南

インド諸民族との混血が進み、形質人類学上の区別は困難となってきている。

　古代シンハラ王朝期には、上記ドライゾーンを中心に文明が栄え、貯水池灌漑農業が発達する

とともに、各地に数多くの仏教寺院が建設された。しかしその間、南インドからはドラヴィダ系

タミル人の侵入が相次ぎ、シンハラ王朝はタミル人との抗争を繰り返しながら次第に南部へ押され

ていった。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、

北部や東部にはタミル人が定着するに至った。13 世紀

を境として、ドライゾーン文明は崩壊し、この地方は次

第にジャングルの海に呑み込まれていったのである。

　その後、16 世紀初めのポルトガル人による植民地化を

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た。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

地域も含む全島支配者となった。1948 年、英連邦内の

自治国となり、ようやく植民地支配からの独立を勝ち

取ったスリランカは、その後は社会主義政策の試行や多

様な外交展開を通じて新生国家の道を歩み始めた。

　しかし、1980 年代に入って民族紛争が頻発し、20 年

以上にわたる内戦状態が続いたことは周知の通りである。

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、一説に国内だけで 30 万人とも
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いわれる避難民の処遇や、長年の戦闘によって生じた根深い民族対立感情などの問題は解決され

たわけではない。

　内戦の間に疲弊した財政の立て直しや民族問題の解決には、まだまだ長い道のりが必要な状態

である。

　

２．ワスゴムワ国立公園
　今回、私たちが探検調査したワスゴムワ国立公園は、東をマハウェリ川本流に、西と北を支流

のアンバン川に、南を同じく支流のドゥヌウィラ川に囲まれた密林地域で、総面積は 39,322 ヘク

タール、行政上はポロンナルワ県とマータレー県にまたがって広がっている。イギリス統治時代

の 1938 年に一部の地域が自然保護区に指定され、1984 年に現在の範囲で国立公園に昇格した。

現在は野生動物保護局が現地事務所を置いて管理し、定められたルートをゆく一部区域の観光の

ほかは、人の出入りはきわめて厳しく制限されている。

　この国立公園とマハウェリ川を挿む形で東側に広がっていた右岸区域の大密林は、1980 年代

以降、スリランカ独立以来最大規模といわれた農村開発計画（マハウェリ川開発計画）によって

伐採が進み、大規模な入植が行われた。そのため、現在ではスリランカ随一といってよい米の穀倉

地帯となっているが、それとは対照的に、このワスゴムワ区域には無人のジャングルが手つかず

のまま広がり、国立公園化されたことで従来からの大自然が守られてきた。

　しかし、現在でこそ無人のジャングルが広がっているものの、この地方はもともとシンハラ

王朝の王都があったポロンナルワに近く、13 世紀以前には多数の人々が居住する農村地帯で

あった。測量局発行の地図には、放棄された灌漑用貯水池跡の記号がいたるところに見られ、

また、史書マハーワンサ（大王統史）によれば、５世紀ごろにはマハウェリ川から給水して

西岸一帯を潤しながらアンバン川に至る約 27 ｋｍのミニペ運河（用水路）が建設されていたと

されている。これらのことから往時の稲作を中心とする田園地帯としての繁栄ぶりが偲ばれ、

村落や寺院なども数多く存在したことがわかっている。

　それらの歴史的な遺構（遺跡）に関しては、事実、これまでにも法政大学第１次調査隊 (1973 年 )

や第３次隊 (1976 年 )、第４次隊（1980 年）などが部分的に調査し、多くの発見をもたらしている。

しかしそれらは外縁部の調査に限られたため、公園内のほとんどの地域が手付かずのまま残され

ている状態は変わらず、また 1984 年の国立公園指定以降は一般の立ち入りが厳しく制限された

ことで、逆に ｢考古学上の空白地帯 ｣が生じたとも言えるだろう。

　地域一帯はドライゾーンに属し、雨季は 11 月

〜 3 月。したがって、私たちが活動した期間に

はほとんど降雨は見られず、地表は乾き、気温

は平均 40℃近くに達する酷暑の日々が続いた。

地域内は一部に未舗装の道路が通じ、途中まで

車両で行けるものの、探査地域の核心部には

道路はなく、探査活動の多くは、野象や熊、

ワニ、毒ヘビなどの危険な野生動物を避けながら

の徒歩の移動となった。

▲マハウェリ川右岸
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調査遺跡の概要

 今回の探査で発見し、測量などの調査を行った遺跡の多くは、仏塔（ストゥーパ）などを中心

とする仏教寺院遺跡と、貯水池や用水路などの灌漑施設遺跡であった。この地域の寺院遺跡の

多くは、密林中の孤立岩丘（「ガラ」と呼ばれる）の上や麓部分に残っており、一部が平地の

密林に埋もれているが、今回実際に調査した遺跡について詳述する前に、それら遺跡全般がどの

ような状態にあるのか、その概要から述べておこう。

  まず、岩丘上に残る遺跡は、露岩の傾斜地に石材などで擁
ようへき

壁を築いて土台や敷地を作り、その

上に石材や煉瓦、木材、土材などで仏塔や伽藍などの建造物が建てられていたものらしい。吹き

さらしの露岩上にあるため風化が激しく、盗掘にも遭いやすかったことから、現在ではほとんど

が崩壊風化して本来の形状をとどめない。また岩丘の麓部分には自然の洞窟や窪みに手を加えた

岩窟寺院も多く見られ、破壊された仏像や垂直岩壁に彫られた磨崖仏などが見つかることもある。

　一方で平地に建てられた寺院の遺跡は、上部こそ崩壊しているものの、樹林や藪の間に林立

する石柱や石垣の土台、石壁など建造物の基礎部分が土に埋もれて残っており、地表に顕れて

いる遺構のみの調査によっても、寺院の敷地形状や仏塔、本堂、講堂などの建造物の性格を推測

できるものが多い。

　水利遺跡、なかでも貯水池跡はいたるところに見られ、崩壊した石積みの堤防や高度な土木

技術を偲ばせる石造の排水溝や水量調整槽、暗
あんきょ

渠式水路の跡などが発見できる。

　しかし、これらのほとんどは、一部の近隣住民がその存在を知るだけで、完全に放置され、発掘

の必要性が明瞭な重要遺跡についても、保護・保存の手立てすらとられていないのが実情である。

従って、私たちの調査は、まず各遺跡の発見、位置確認と記録、地表調査によるデータ収集、図

面作成、考古局への登録と重要度の把握に基づく保存の必要性の提示といった一連の目標のもと

に行われることになった。後述する調査遺跡の個々のレポートも、こうした事前知識や認識、一連

の作業を前提として現場で実践した活動の結果である。

▲石柱が立ち、石材が散乱する寺院遺跡
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遺跡関連用語の解説

 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）

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。

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。

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。

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とセット

になっている。

階段手すり（ledger board）
 基壇を上がる階段の両脇手すりで、直線型の三角形石板

のものと、マカラ（想像上の怪獣）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、ガードストーンの組み

合わせが、玄関装飾の特徴を成している。

石切楔穴＝矢穴（wedge hole）
　建築石材の切り出しや分割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。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。

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。乾期でも

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。

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、シンハラ人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
び く

丘たちの修行

を助けるために、近郷の在家信者たちが寄進して煉瓦で外

壁を築いたり、岩の壁面に漆
しっくい

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、両者ともに遺跡として見つかる場合には、

岩庇の外縁部や洞窟入口の天井に溝状のカターラン（右段

参照）が施されているのでそれとわかる。

カターラン（雨水止め溝＝ kataran）
　前記岩陰などの天井外縁に沿って線状に彫られた雨水止

めの溝。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。

▲刻文とカターランのある岩陰遺跡
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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）

が施されている場合もある。

基壇（platform）
　伽藍建築には切石積みの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
ふ さ つ

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。

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。　

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、布薩堂の場合は比較的短間隔で多く

の長柱が（部屋内部と思われる位置に）林立しているので

それとわかる。　

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、乾期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、雨期（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。

装飾便所（decorated lavatory）

　寺院の便所遺構のなかには、宗教的な意味を伴う壮麗

なものが散見される。床の石板にマカラや獅子や蓮華模様

を刻んだり、寺院の姿を浮き彫りにしたり、便器（石板に

穴を穿ったもの）の前に同様の彫刻石板の衝立を設けたり

してある。また、広い床面に大小便器や尻を洗う洗浄盤、

手水盤などが排水溝とともに彫り込まれ、一大便所施設が

伽藍のひとつとして造られていたものもある。（註１）

ソロウワ（排水施設＝ 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＝ bisokotuwa）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。

→→→
→→→

→

→ →Wewa

Wewa

Bisokotuwa

Bank

Bank

Underdrain

Underdrain Drain outlet

Drain outlet

Bisokotuwa

Piling stones

water註１）これらの寺院便所遺跡については蝶谷正明著の

  『スリランカ古代装飾トイレの謎』（TOTO 出版）が詳しい。

▲ジャングルとガラ上の遺跡

▲岩盤に彫られた刻文

ソロウワ模式図（上；平面図　下；断面図）
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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。

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、さらに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。

仏堂（金堂＝ 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、仏像の発見や他の建造物との

比較、位置関係で比定できる。

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、石垣などで擁壁を築いて敷地を水平にす

る必要がある。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。

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、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。

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」、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（yupa stone）は、八正道の教えにちなんで八角柱と

なっており、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。

布薩堂
（講堂＝ chapter house，uposathaghara  ）

　比丘の集会所。毎月、新月と満月の日に寺院に属する全

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。

パタハ（岩穴貯水池＝ pataha）
　岩丘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。年に一度の雨期にし

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。

▲仏塔（奥）と階段、ムーンストーン（手前）

　アバヤギリ大塔（アヌラーダプラ）
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調査事業従事メンバー（隊員）の構成

  　■ＮＰＯ本部

  特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会

  　本部所在地：　〒 176-0012 東京都練馬区高野台１− 21 −６− 705  （理事長・岡村隆自宅）

  　TEL&FAX：03 − 3996 − 8140  　E-mail：NPO-SARERS-owner@yahoogroups.jp

  ■派遣事務局
　　事務局長　山嵜浩司（ＮＰＯ法人理事）

  　連絡先：〒 252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺３−８− 10  　

　　TEL：042 − 758 − 1744（武相文化財研究所気付）

＜ 2009 年派遣隊員 ＞ （職業、所属などはいずれも当時）

執行一利　〈隊長・渉外担当〉

　1954年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会副理事長。立教大学兼任講師（社会人類学）。

立教大学文学研究科博士後期課程単位取得後満期退学。法政大学探検部ＯＢ。1975年法政大学第２

次スリランカ密林遺跡探査隊隊員。1980年同４次隊隊員。1985年同第５次隊隊長。1988〜1990年

スリランカ国立ペラデニア大学留学。その間スリランカ、モルディブで人類学調査。1993 年

法政大学第６次スリランカ密林遺跡探査隊副隊長。2003 年同第７次隊隊長。共著に『アジア

読本 スリランカ』（河出書房新社）、『スリランカ 人々の暮らしを訪ねて』（段々社）などがある。

増永憲彦　〈副隊長〉

　1947 年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。千葉通運（株）勤務。法政大学

文学部地理学科卒業。法政大学探検部ＯＢ。1970〜1971年法政大学中南米インディオ調査隊隊員。

1972 年同第３次韓国親善遠征隊隊長。1973 年同第１次スリランカ密林遺跡探査隊副隊長。

松山弥生　〈食料担当〉

　1972 年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。川崎市立麻生小学校教諭、ＮＧＯ

「スリランカにタコノキを植える会」事務局長。横浜国立大学大学院教育学研究科人間社会修士

課程修了。1997 〜 99 年青年海外協力隊スリランカ派遣日本語教師。2001 〜 2002 年スリランカ・

ワジラスリ孤児院で NGO 活動。共著に『スリランカ 人々の暮らしを訪ねて』などがある。

須藤あけみ　〈会計担当〉

　1976 年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会理事。武相文化財研究所主任研究員。

法政大学文学部史学科考古学専攻卒業。法政大学探検部ＯＧ。1996 年本栖湖海底遺跡調査、1998

年久米島海底調査、横浜市西八朔遺跡発掘調査。2003 年法政大学第７次スリランカ密林遺跡

探査隊副隊長。1997 年以降、横浜市西八朔遺跡、相模原市田名丸山遺跡、町田市三輪町台遺跡、

東京都中野区若宮遺跡、相模原市古淵Ｂ遺跡など、多くの遺跡の発掘調査に従事している。
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栗原直矢　〈装備担当〉　

　1987 年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東洋大学文学部史学科３年。東洋

大学探検部主将 2007 〜 09 年富士樹海探査および富士風穴調査。2007 年内モンゴル乗馬キャラ

バン、安室島無人島調査。2008 年四国八十八カ所歩き遍路、岡山県釜島無人島サバイバル訓練、

鹿島槍ヶ岳登山。2008 〜 2009 年「もう一つの箱根駅伝」参加など。

佐々木 悠　〈記録・測量担当〉

　1988 年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東洋大学文学部史学科３年。東洋

大学探検部員。2008年岡山県釜島無人島サバイバル訓練、鹿島槍ヶ岳登山、「もう一つの箱根駅伝」

参加。2009 年岡本洞窟調査など。

佐賀見拓也　〈医療担当〉

　1989年生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東洋大学経済学部第一経済学科２年。

東洋大学探検部員。2006 年秩父近代産業遺構調査。2008 〜 2009 年富士樹海探査及び富士風穴

調査。08 年岡山県釜島無人島サバイバル訓練、鹿島槍ヶ岳登山、「もう一つの箱根駅伝」参加など。

▲ 2009 年隊参加隊＜松山撮影＞

　前列（左から）グラナトゥラ、ウィーラシンハ、須藤、栗原、バンダーラ
　後列（左から）アマルカ、ラトゥナティラカ、レンジャー、トラクター運転手、執行、佐々木、佐賀見、ウィジャナヤケ
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＜ 2010 年派遣隊員 ＞（職業、所属などはいずれも当時）

岡村　隆　〈隊長〉

　1948 年宮崎県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会理事長。（株）東海教育研究所常務

取締役（月刊『望星』前編集長）、作家。法政大学文学部日本文学科卒業。法政大学探検部ＯＢ。

「地平線会議」設立同人。1969 年法政大学モルディブ諸島調査隊隊長。1973 年同第１次スリラン

カ密林遺跡探査隊隊長。1975年同第２次隊隊員。1985年同第５次隊隊員。1993年同第６次隊隊長。

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）、法大サハリン・ポロナイ川探検航下隊（1990）など。西武

文理大学非常勤講師なども務める。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）などがある。

甕　三郎　〈副隊長〉

　1951 年長野県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会副理事長。（株）タマヤ計測システム

勤務。法政大学社会学部社会学科卒業。法政大学探検部ＯＢ会会長。1976 年ユーラシア・アフ

リカ大陸 18 カ国踏査、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関連業務に従事している。

佐賀見拓也　〈副隊長・経理担当〉

　1989 年神奈川県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員（前年度スリランカ密林遺跡

探査隊員）。東洋大学経済学部第一部経済学科３年　東洋大学探検部主将。他の経歴などは 2009

年隊隊員欄の記述を参照。

武内　勲　〈経理担当〉

　1954 年京都府生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会監事。（有）リーム・オブ・タケウチ

代表。法政大学経営学部経営学科卒業。法政大学探検部ＯＢ。同部でＯＢ会の現役指導係として

長く学生部員の指導に当たり、1993 年に法政大学第６次スリランカ密林遺跡探査隊に参加。

松山弥生　〈食料担当〉

　1972年長野県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員（前年度スリランカ密林遺跡探査

隊員）。神奈川県川崎市立麻生小学校教諭。ＮＧＯ「スリランカにタコノキを植える会」事務

局長。他の経歴、著作などは 2009 年隊隊員欄の記述を参照。

西山昭宣　〈装備担当〉

　1942 年台湾生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。元都立高校教諭。早稲田大学

大学院文学研究科修士課程修了。早稲田大学アジア学会ＯＢ。1967 〜 1968 年西北ネパール民族

文化調査隊に参加・ドルポ地方ポンモ村で越冬。1972 年アフガニスタン踏査、1992 年ネパール

南部砂金採集民族調査など。
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佐々大河　〈住民福利担当〉

　1988 年東京都生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。早稲田大学文学部文学科

西洋史コース４年。2007 年北朝鮮旅行、北アルプス槍ヶ岳・穂高岳縦走など。漫画家を志して

各地の風物や人物をスケッチ、ストーリー漫画の習作を重ねている。

家崎　晶　〈測量・記録・住民福利担当〉

　1989 年新潟県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。立正大学文学部史学科３年。

立正大学探検部部員。2008 年大井・富士川リバーツーリング、石舟沢鍾乳洞・沖永良部島ケイビ

ング。2009 年ちょうちん穴ケイビング、長良川 WWF。10 年リバーベンチャー大会参加、青岩鍾乳

洞調査など。

杉田翔一　〈医療担当〉

　1988 年福井県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。麻布大学生命・環境科学部

環境科学科 3年。麻布大学探検部部員。2008年水根沢谷沢登り。2009年ちょうちん穴ケイビング、

源次郎沢登り。2010 年北岳登山、倉沢谷本谷・葛葉川本谷沢登りなど。

茶川直樹　〈装備担当〉

　1988 年広島県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東洋大学経営学部会計ファイ

ナンス学科２年。東洋大学探検部部員。2007 年遠泳 7 マイル完泳。2009 年 100km マラソン、

無人島合宿、明神穴調査。2010 年内間木洞窟救助訓練など。

山口　純　〈食料担当〉

　1990 年東京都生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東洋大学文学部哲学科２年。

東洋大学探検部部員。2009年四国八十八カ所歩きお遍路、100kmマラソン、無人島合宿などを体験。

菅沼圭一朗　〈測量・記録担当〉　

　1990 年東京都生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。東海大学文学部歴史学科

考古学専攻２年。東海大学文化部連合会探検会会員。2009 年秋田県民間信仰調査、無人島合宿、

富士山清掃活動、丹沢縦走など。

滝川大貴　〈装備担当〉

　1991年千葉県生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会会員。法政大学法学部政治学科１年。

法政大学探検部部員。2010 年長瀞川下り、鳳凰三山縦走、水根沢沢登りなど。

執行一利　〈住民意識調査担当〉

　1954 年東京都生まれ。ＮＰＯ法人南アジア遺跡探検調査会副理事長（前年度スリランカ密林

遺跡探査隊長）。立教大学兼任講師（社会人類学）。他の経歴、著作などは 2009 年隊隊員欄の

記述を参照。
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スリランカ政府考古局側隊員 (カタカナ名は本書での表記 )

Dr.Senarath Dissanayake 

T.M.C.Bandara  　　　 　

J.W.Amalka Wijesuriya    

Karanapriya Marasinghe  

Wijenayake              

現地での隊活動参加者・協力者 (カタカナ名は本書での表記 )

R.G.Wicramarathna      

H.P.Wirashinha        

P.Ratunathiraka         

J.K.Gunarathuna        

Nimaru Rajapaksa     

（セーナラット・ディサナヤケ　考古局長  コロンボで総指揮）

（バンダーラ　2009 年隊、2010 年隊ともに参加）

（アマルカ　2009 年隊に参加）

（カラナプリヤ  2010 年隊に参加）

（ウィジャナヤケ　2009 年隊、2010 年隊ともに参加）

（ウィクラマラトゥナ  ヤックレ村の学校長）

（ウィーラシンハ 2009 年、2010 年ヤックレ村からのガイド）

（スニルラトゥナシリ 2009 年 ､2010 年ヤックレ村のガイド）

（グナラトゥナ 2009 年、2010 年ヤックレ村からのガイド）

（ニマル・ラジャパクサ 　ガルムッラ村村長 ､2010 年のガイド）

▲ 2010 年隊参加隊＜カラナプラヤ撮影＞　

　前列（左から）茶川、山口、滝川、杉田、家崎、佐賀見、菅沼、佐々
　後列（左から）１人おいて西山、レンジャー、バンダーラ、ウィジャナヤケ、岡村、甕、２人おいて武内、松山　
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▲調査風景（2009 年　カリンガヌワラ遺跡）

▲調査風景（2010 年　スドゥカンダ遺跡）



第２章
遺跡調査の報告

▲調査風景（2009 年　ピリマガラ遺跡）
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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2009年と 2010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．各遺跡の記載順序は、編集の都合上、2009 年調査のものと 2010 年調査のものに分け、データ量

    の多い大規模遺跡から順に並べてある。このため、同一地区もしくは近隣の遺跡であっても、

   離れて記載してある場合もあるが、それぞれの遺跡の位置関係については付載の地図を参照

    されたい。

４．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、概要のみを記載したものもある。

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．各挿図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・遺物の縮尺については挿図中にスケールを明示した。挿図中の任意に指示した記号・

　  トーン・方位は挿図ごとに指示してある通りである。

10．各挿図中における等高線とトーンは、高低差の大きい場合に使用している（濃い色→薄い色

　  ＝高地→低地）。高低差が少なく平坦である場合には使用していない。

挿図凡例

枯れ小川　Dead stream

小川　         Stream

植生界　    Border of flora

等高線　    Contour line

レンガ　Brick

石　        Stone

土砂 　   Landslide



期間 2009年８月２日〜８月 21 日

人員
日本 執行、増永、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見
スリランカ アマルカ、バンダーラ、ウィジェナヤケ（考古局）

現地基地
①ポロンナルワ県パハラヤックレ村

②ワスゴムワ国立公園中北部マハウェリ河岸

2009年の調査遺跡
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遺跡名 遺跡種別 主な遺構

a ピリマガラ Prima Gala 磨崖仏 座仏像

b マーラゴムワ貯水池　ソロウワ No.1 Malagomuwa Sorouwa  No.1 排水施設遺跡 ビソーコトゥワ、 暗渠

c マーラゴムワ貯水池　ソロウワ No.2 Malagomuwa Sorouwa  No.2 排水施設遺跡 ビソーコトゥワ、 暗渠

d ナワゲティエラ Nawagetyi Era 仏教寺院遺跡 仏塔、 建造物跡、 仏像

e ナガーナガラ Nagana Gala 仏教寺院遺跡 仏塔、 階段、 パタハ

f カリンガヌワラ Kalinga Nuwara 仏教寺院遺跡 仏塔、 建造物跡、 石柱
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ピリマガラの磨崖仏遺跡
Prima Gala

【調査日】 2009年８月15日（2010年８月16日再調査）

【スタッフ】

◇2009年隊＝執行、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ、バンダーラ（考古局）、アマラ

シンハ（国立公園レンジャー）、ウィーラシンハ、グナラトゥナ、スニルラトゥナシリ（ガイド）ほか

トラクター運転手ら

◇2010年隊＝岡村、甕、佐賀見、西山、武内、佐々、杉田、家崎、茶川、山口、菅沼、滝川、バンダーラ、

カラナプリヤ（考古局）ほかトラクター運転手ら

【位置】 ピリマガラ（シンハラ語で「仏像の岩」の意）は、ワスゴムワ国立公園の東北部にあって、公園

の東を区切るマハウェリ川本流からは西に４kmほど離れ、また公園北境のアンバン川からは南に６km

ほど離れた密林中に位置する小岩丘である。スリランカ政府発行の旧版「１インチ＝１マイル地図」にも

新版「５万分の１地図」にも載っているマーラゴムワ貯水池跡（Malagomuwa Wewa＝現在は広い湿地）

の東側を南北にのびる土手跡のやや北端部寄り、土手からは東へ500ｍほど離れて、南北に長い小岩丘

があり、その東側岩壁に２体の座仏像が彫られている。

　別称で「ハームドゥルーガラ」（僧の岩の意だが、ここでは釈尊を指す）と呼ばれることもある。前記

地図には岩丘も地名も記されていないが、実測（歩測）では、後述するマーラゴムワ貯水池の排水施設

遺跡「ソロウワNo.1」からほぼ北東へ約830mの地点であり、ＧＰＳでの測定位置は北緯７度48分30秒、

東経80度 57分 09秒であった。

【アプローチ】　ワスゴムワ国立公園の南端にあるゲート（へティポラ＝Hettipolaの町の北方）からマー

ラゴムワ貯水池跡までは、密林中の約20kmの道のりを観光用および公園管理用のジープ道が繋いでい

るが、観光客の入らないワスゴムワ川以北を北進する道は荒廃がひどく、車両によるアプローチも深い

沢の横断や倒木の除去などで困難を極める。

　ジープ道の終点に当たるのはワーラゴムワ貯水池の土手南端部で、そこに後述する排水施設遺跡「ソロ

ウワNo.1」（30頁参照）がある。そこから土手の内側（西側）の湿地帯となっている貯水池底跡を北へ

約500mほど歩き、次には土手を乗り越して樹林帯を北東へ進むと小さな河床に出る。これがナワゲティ・

エラ（川）で乾季には水は流れていない。河床を下流側の東に進み、途中の屈曲点からさらに東へ

ジャングルに分け入ると小岩丘が見えてくる。これがピリマガラで、岩丘の東側に回り込めば低い岩壁

面に磨崖仏がある。

【全体的状況】 図１（Fig. １）

　磨崖仏のあるピリマガラは、南北約90ｍ、東西約15ｍ、現在の地表からの高さ約６ｍの小岩丘であり、

その東側は高さ約５ｍほどの垂直岩壁となっていて、その壁面に約16ｍほど間を置いて２体の座仏像が

刻まれている。南側の磨崖仏Ａは比較的低い位置にあり、現在の地上から130cmの位置に四角い窪み

（壁
へきがん

龕状の彫り込み）を施し、その中に浮き彫りの座仏像が収まる形で造られている。一方、そこから
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北へ約16ｍ離れた同じ壁面上の磨崖仏Ｂは、地表からやや高く、225cmの位置に造られ、磨崖仏Ａと

同様に壁龕の中の座仏像という形に彫られている。なお、この２体の磨崖仏の前面下部には、ともに

盗掘跡があり、１ｍ以上の深さで地面が掘り返されたままになっている。また、この周辺には他の建造物

の遺構は見られないが、岩丘からナワゲティ・エラの河床にかけては土器片の散乱が見られた。

写真 1(Photo1)　
ピリマガラ遺跡　
磨崖仏（座仏像Ｂ）

図１（Fig.1）　ピリマガラ遺跡 概念図　（Prima Gala site plan）
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【部分的状況】

〈磨崖仏Ａ〉写真２・４・６（Photo ２・４・６）、図２（Fig. ２）

 南北に細長く伸びる岩丘の東壁面に刻まれた２体の仏像のうち、南側の磨崖仏磨崖。地上から130cm

の位置に幅70cm、高さ73cm、奥行20cmの壁龕状の方形の窪みが掘り込まれ、仏像はその中に浮き彫

りされている。壁龕の中の仏像は座仏で結
け っ か ふ ざ

跏趺坐をし、印行はサマーディ（禅定印）と呼ばれる瞑想の

形をとっている。顔の部分は、鼻と口の部分は判別できるものの、眼の周囲は風化が激しく鮮明ではない。

全体に風雨にさらされたためか風化が激しく、着衣のヒダなどは不明である。。磨崖仏の下の地面は

深さ1.3ｍ、直径1.2〜 1.5ｍにわたって盗掘されていた。磨崖仏Ａの東3ｍおよび4ｍの地点にも

深さ1.3ｍ、直径1.3〜 2.5ｍと深さ1ｍ、直径1.3〜 1.6ｍの盗掘跡が見られた。

〈磨崖仏Ｂ〉写真１・３・５・７・８（Photo １・３・５・７・８）、図３（Fig. ３）

 磨崖仏Ａの北約16ｍの同じ岩丘壁面にある仏像。磨崖仏Ａと同意匠であるが、製作年代はこちらの

ほうが新しいと思われる。地上から2.25ｍの位置に、磨崖仏Ａと同様の方形の壁龕（幅72cm、高さ

123cm、奥行11cm）が彫られ、その中に座仏が浮き彫りされている。磨崖仏の風化の進行により表情など

は不鮮明であるものの、目、眉、口、胸部、臍、仏髪、衣のヒダなどの形を確認することができた。

　なお、印行は磨崖仏Ａと同様に結跏趺坐の上で禅定印を結ぶ。壁龕の中、上部の隅にはわずかだが

漆喰を塗った白い跡が見える。さらに、その漆喰の上には赤い顔料を塗った跡も確認することができた。

なお、磨崖仏の下の地面は掘り返され、磨崖仏Ａ地点と同様に盗掘されていた。

写真２(Photo ２)　磨崖仏Ａ 写真３(Photo ３)　磨崖仏Ｂ

写真４(Photo ４)　磨崖仏Ａ 写真５(Photo ５)　磨崖仏Ｂ
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【付記】

　これら２体の仏像を写真鑑定した小西正捷教授によれば、風化の度合いなどからも磨崖仏Ｂよりも

磨崖仏Ａのほうが製作年代が古いのではないかとのことであった。これは、二つの仏像が、ほぼ同じ意匠な

がらも、同時代に２体一対のものとして造られたものではないことを表している。一方、２体はともに

マーラゴムワ貯水池の水が供される東の下流側、すなわち往時は水田が開け、村落があったと思われる

方向に向けて造られており、そこで生きた人々からの視界や方角の持つ意味といった位置関係にも留意

すべきであろう。

　また、この磨崖仏の下部地面の盗掘跡には、当隊の2009年の調査の後にも新たな盗掘が加わった

痕跡があり（2010年の隊が確認）、国立公園当局の監視も行き届かないなか、磨崖仏本体の破壊も懸念

されるため、早急な保護保存、修復などの手だてが必要と思われる。

０ 25cm
1/20 72cm

12
3c
m
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73
cm

赤い顔料（Red pigment）

漆喰（Stucco）

図２(Fig ２)　磨崖仏Ａ (Buddha statueA) 図３(Fig ３)　磨崖仏Ｂ (Buddha statueB)

写真６(Photo ６)　磨崖仏Ａ下の盗掘跡

写真７(Photo ７)　磨崖仏Ｂの印行

写真８(Photo ８)　磨崖仏Ｂの法衣襞部分
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マーラゴムワ貯水池の排水施設遺跡（ソロウワ No.1）
 Sorouwa No.1 at  Malagomuwa Wewa

【調査日】2009年８月15日（2010年８月16日再調査）

【スタッフ】

◇2009年隊＝執行、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ、バンダーラ（考古局）、アマラ

シンハ（レンジャー）、ウィーラシンハ、グナラトゥナ、スニルラトゥナシリ（ガイド）ほかトラクター

運転手ら

◇2010年隊＝岡村、甕、佐賀見、西山、武内、佐々、杉田、家崎、茶川、山口、菅沼、滝川、バンダー

ラ、カラナプリヤ（考古局）ほかトラクター運転手ら

【位置】 マーラゴムワ貯水池跡の東側を南北に延びる土手上の南端付近にある。政府発行の地図上には

マーラゴムワ貯水池（ウェワ）の図と地名は記載されているが、遺跡印は記されていない。ＧＰＳでの

測定位置は北緯７度48分 12秒 034、東経80度 56分 48秒 353であった。

【アプローチ】　ワスゴムワ国立公園正面ゲートから北上する道は、前述のようにワスゴムワ・オヤ（川）

を越えると極端に状態が悪くなる。当隊は（2010年隊も）、ワスゴムワ川がマハウェリ川本流に合流す

る地点から約１km北側の本流河岸にキャンプを張って基地としたが、その西側にはジープ道が東西南

北に交差する十字路（ハタラマン・ハンディア）があり、そこから北上する道をとると道路終点のマー

ラゴムワ貯水池跡に至る。基地からは直線で11kmほどの距離であり、道もわずかに西に寄りながらほ

ぼ真っ直ぐに延びているが、途中の支流越えや巨大な倒木の除去など、車両でのアプローチに困難は必

至である。

【全体的状況】 図４（Fig. ４）

　使われていた時代のマーラゴムワ貯水池は、貯まった水を東側（低地側＝下流側）で堰き止める形で

南北に大きな土手（堰堤）が延び、その土手の内部に、水量を調整しながら低地側へ水を流すための排

水（給水）設備が施されていた。

 「ソロウワ」とは、土手を貫く暗渠式の水路と、水量調整や堆積土排出の機能を備えた竪坑施設（「ビソー

コトゥワ」＝調水槽）とを組み合わせた一連の施設（システム）のことで、大がかりで精緻な土木工事

によって造られた石造設備の遺構が、この貯水池の土手には２カ所残っている。２つのソロウワは互い

に約850ｍ離れているが、そのうちの南側のもの、南南西から北北東に延びる土手の南端部付近にあ

るのが、この「ソロウワNo.1」である。

　自然地形を巧みに利用し、点在する岩丘などを結ぶ形で石積みや煉瓦や土砂で土手を築いて延ばして

いき、広い低地に上流からの川水や雨水を貯めるのがこの地方の貯水池造営法だが、その人工造営の土

手の部分にこのソロウワの遺跡もある。土手の上部から開けられた切石組みの竪坑式調水槽（ビソーコ

トゥワ）は、盗掘を受けて一部破壊されているが、竪坑下部の取水口と排水口は明瞭に残っており、ま

た土手の下流側には、用水路を構成していたと思われる石材が多数散在している。同行したスリランカ

政府考古局員らによれば、このソロウワ遺跡は、これまで同国で発見された同種遺跡の中でも最大級の

ものであり、（北側の｢ソロウワNo.2｣とも併せて）貴重な考古学的「発見」になったとのことであった。
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【部分的状況】

〈竪坑式調水槽＝ビソーコトゥワ〉写真９〜 14（Photo ９〜 14）

　土手下を横断する暗渠式水路の中間にあって排水量を調整していたビソーコトゥワは、土手上部から

開けられた四角い竪坑が、一部崩壊し、一部は盗掘などで壊されながらも明瞭な形で残っている。竪坑

は土手上の中央部よりやや貯水池寄りに造られていたようで、巨大な石材で平らな槽内壁面が組まれ、

下部には取水口と排水口もはっきりと残っているが、坑の底部や取水口・排水口から続く地下水路は土

砂に埋まって、その形状を確認することはできない（Photo ９・10）。

　竪坑の規模は、370cm× 320cmの平面積で、深さは390cm以上（本来の底部は崩落した石材や煉瓦、

堆積土のため測定不能）。槽内壁面を構成する石板は、大きいもので縦95cm、横140cm、厚み35cmほ

どのものが用いられ、それらを隙間なく組み合わせるために、縁に溝を刻んだり、角を調整したりといっ

た加工が施されている。また、一部には煉瓦で隙間が埋められた箇所もある（Photo11）。坑の上辺部や

一部の側面は大きく変形、崩壊しているが、全体としては本来の形状が判るため、残存状態は悪くない

遺跡と言えるだろう。

写真９(Photo ９)　ビソーコトゥワ南東壁

写真 10(Photo10)　ビソーコトゥワ北東壁 写真 11(Photo11)　ビソーコトゥワ内煉瓦

図４（Fig. ４）　マーラゴムワウェワ　ソロウワ No. １遺跡 概念図
　　       　　（Sorouwa No.1 at  Malagomuwa Wewa site plan）
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　なお、ここで用いられている石材や、遺構周辺に散在する石材の中に

は、石割用の矢穴（楔穴）が並ぶだけで、そのまま割らずに用いられた

ものもあり、矢穴はいずれもはっきりとした長方形で彫り込まれている

（Photo14）。これは、この遺構の造営がポロンナルワ時代であったこと

を示すものである（それより古いアヌラーダプラ時代には矢穴は円形な

いし楕円形で彫られていた）。

〈土手下の暗渠式水路〉写真 15・16（Photo 15・16）

　遺構付近の土手の下には、そこをくぐって貯水池からの水が流れる暗渠式水路が造られていたはずだ

が、東側（外側）の排水口と思われる付近は土手の崩壊が激しく、石材が散乱しているのみで、水路位

置や排水口の形状を確認することはできない。一方、貯水池側の土手斜面には、遺跡付近から続く石積

みが約50ｍにわたって残存するのが確認できるが、こちらも取水口に当たる部分は確認できなかった。

写真 13(Photo13)　ビソーコトゥワ測量風景

写真 12(Photo12)　石板側面加工痕

写真 14(Photo14)　石材に残る楔穴

写真 15(Photo15)　東側土手の崩落 写真 16(Photo16)　東側に延びる土手（石積）
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マーラゴムワ貯水池の排水施設遺跡（ソロウワ No. ２）
　Sorouwa No. ２ at  Malagomuwa Wewa

【調査日】 2009年８月16日（2010年８月16日再調査）

【スタッフ】

◇2009年隊＝執行、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ、バンダーラ（考古局）、アマラ

シンハ（国立公園レンジャー）、ウィーラシンハ、グナラトゥナ、スニルラトゥナシリ（ガイド）ほか

トラクター運転手ら

◇2010年隊＝岡村、甕、佐賀見、西山、武内、佐々、杉田、家崎、茶川、山口、菅沼、滝川、バンダーラ、

カラナプリヤ（考古局）ほかトラクター運転手ら

【位置】マーラゴムワ貯水池ソロウワNo.1の北850ｍの地点。貯水池の土手は、途中の小岩丘や尾根

状の土地の突起を結んで南北に長く延びているが、こちらは土手の北端部に近い位置にある。ソロウワ

No.１と同様、地図上に遺跡印などは記載されていない。ＧＰＳでの測定位置は、北緯７度48分 39秒

999、東経80度 56 分 46秒 639であった。

【アプローチ】　南北に延びるマーラゴムワ貯水池の土手は、途中の樹林の密生や自然の岩丘、崩壊による

起伏などのため、忠実に辿ることは難しい。そのため、ソロウワNo.１（土手南端）からは貯水池側

に降りて湿地の端を約500ｍ北上し、そこで貯水池の土手を乗り越えて北東の樹林帯へ進む。すぐに

ナワゲティ・エラ（川）の枯れた河床に出るが（そこまでは前述の「ピリマガラ磨崖仏遺跡」への

アプローチと同じ）、そこから河床を上流側の西へ辿れば、100ｍ足らずで河床が南に曲がり、西側に

大きな崖状の岩丘が望める地点に出る。貯水池の土手はこの岩丘に接続して北端部をなすものと思われ

（さらに北側への延長もあるかもしれないが未調査）、ソロウワNo.２は、この岩丘の南西麓に当たる

土手上に位置している。

０ 20m
1/1000

Bush

Bush

Bush

Naked
 rock

Bank

Bank
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Dead stream

Bisokotuwa
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図５（Fig. ５）　マーラゴムワウェワ　ソロウワ No. ２遺跡 概念図　
　　　　　　　　（Sorouwa No. ２ at  Malagomuwa Wewasite plan）
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【全体的状況】 図５（Fig. ５）

　土手南端部のソロウワNo.１と類似の石造および煉瓦組みの排水施設跡であり、土手上のやや内側（貯

水池側）に竪坑式の調水槽（ビソーコトゥワ）が明瞭に残るほか、暗渠式水路の一部や土手外側の排水

口の跡なども認められる。竪坑調水槽の内壁面は石板を組み合わせて造られているが、水圧や自然変容

などで外側の石積みや土砂にゆるみが生じて壁面が変形・崩壊しないよう、石板の外側や槽の上辺部に

煉瓦を分厚く積み重ねて補強を施した様子なども見て取れる。この煉瓦積みを固めている接着材は、フ

ヌと呼ばれる古代セメントに砂や土、樹液などを混ぜて造られたというが、これらはソロウワNo.１

には見られないものである。また、このビソーコトゥワの取水口側の地下水路は判然としないが、排水

口側からの水路は土手上部の陥没によって比較的高い場所に一部が確かめられ、また、土手外側の崖状

になったところに排出口と思われる箇所が認められる。

【部分的状況】

 〈竪坑式調水槽＝ビソーコトゥワ〉写真 17 〜 25（Photo17 〜 25）、図６〜８（Fig. ６〜８）

  南北に延びる貯水池の土手跡は、ナワゲティ川の支流と思われる水流によってこのあたりで決壊して

いるが、ビソーコトゥワはその決壊部分の北側に位置し、土手頂上ではなく少し貯水池側に降りたとこ

０ 5m
1/200

レンガ（Brick）

レンガ片散在範囲（Scattered brick fragments）

フヌ（Hunu)

土砂（Landslide）
  

図６（Fig. ６）　ソロウワ No. ２　ビソーコトゥワ概念図　
　　　　（Sorouwa No. ２ Bisokotyuwa plan）
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０ 1m
1/40

土砂（Landslide）
  

ろに造られている。竪坑の規模は上辺内法が350cm× 330cmで、深さは280cm以上。一部が変形・崩

落しながらも明瞭に残る内壁面は、大きな方形の切石を精緻に組み合わせて造られ、土砂に埋まった底

部には崩落した石板や煉瓦などが散乱している。

　ビソーコトゥワ内には貯水池側からの取水口と土手外側への排水口がはっきりと残っている。いずれ

も大きな石板で四角く開いた横坑を囲み、しかも左右２つの口に分ける形でそれぞれの坑が土手内部の

取水路、排水路へと延びている。このうち、取水口からは西の貯水池へと続く２本の暗渠がそれぞれ５

ｍほど先まで確認できるが（その先は堆積土で詰まって不明）、一方の排水口側は、これも左右２つに

分けられた口の形は明確であるものの、坑の内部は完全に泥に埋まって奥を窺うことはできない。

写真 18(Photo18)　ビソーコトゥワ南壁写真 17(Photo17)　ビソーコトゥワ内 (北西角 )

写真 19(Photo19)　ビソーコトゥワ測量風景 (西壁 )
図７（Fig. ７）　　ビソーコトゥワ内北西壁　概念図　
　　　　　（Bisokotuwa in the northwest wall）
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０ 1m
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写真 20-a(Photo20-a)　ビソーコトゥワ上部 (西壁 ) 写真 20-b(Photo20-b)　ビソーコトゥワ上部 (西壁 )

写真 21(Photo21)　ビソーコトゥワ付近に散乱する大型石板

写真 22(Photo22)　フヌで固められた煉瓦

写真 23(Photo23)　ビソーコトゥワ遠景 (南壁 )

図８（Fig. ８）　　ビソーコトゥワ付近に散乱する　　
　　　　　　　　　大型石板（Slate near Bisokotuwa）
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【付記】

　このソロウワの排水路が土手の高い位置で途切れて発見されたことについては、2009年と2010年の

２回にわたって同行した考古局員らの間でもさまざまな見解があった。南側のソロウワNo.１との用

途の使い分けの可能性についてや、谷の対岸へ給水する水道橋の施設が存在したのではないかなどの見

解であるが、いずれも実体解明には周辺部の広い調査が不可欠であろう。そうした将来のためにも、ソ

ロウワNo.１と併せて、この貴重な遺跡の保護保存や修復が望まれる。

　〈排水路〉写真 26・27（Photo 26・27）

　ビソーコトゥワからの排水路は、土手内部を通って東に延びているが、途中、土手上部の陥没穴（あ

るいは盗掘跡か）で確認できるほか、ビソーコトゥワから29ｍ離れた土手の外側急斜面上部に暗渠の

口を見せて途切れている箇所が確認できる。ビソーコトゥワの排水口の形のまま、２本の水路に分かれ

ているが、そこは土手外側の現在の地表である河床からは８ｍもある高い場所であり、谷の対岸への給

水なども考えた場合、その先の水路の行方と様態は、地形の歴史的変容など多くの要素と絡ませて考え

ざるを得ない。

写真 24(Photo24)　周囲に散乱する石板と崩落した土手（奥） 写真 25(Photo25)　川床周辺の崩落した土手の石積み

写真 26(Photo26)　２本の水路の排水口 (土手外側 ) 写真 27(Photo27)　川床と散乱した石積み (土手外側から )
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ナワゲティエラ No.1 遺跡
Nawagetyi Era　No.1

【調査日】 2009年 8月 16日

【スタッフ】執行、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、ウィーラシンハ、スニルラトゥナシリ（ガイド）、

アマルカ、バンダーラ（考古局）、アマラシンハ（国立公園レンジャー)ほかトラクター運転手ら

【位置】 マーラゴムワウェワ・ソロウワNo.2の東約410m、ピリマガラの北西約460mのジャングルの

中に位置する。｢地図｣には名称その他、何も記されていない。ＧＰＳでの測定位置は、北緯７度48

分 39秒 999、東経80度 56 分 46秒 639であった。

GPS位置：N 7° 48' 41" 899     E80° 56' 59" 999

【アプローチ】ピリマガラ(26頁参照)からジャングルの中を北西方向に進む。途中、ナワゲティエラ

の河床沿いを少し歩くが、再びジャングルの中を北西方向に進む。ピリマガラから500ｍほど歩くと、

高さ約３ｍの小岩丘が見えてくる。遺跡地点は、この小岩丘の東に広がるジャングルの中である。

【全体的状況】

　ナワゲティエラの河床の北、高さ約3ｍの小岩丘の東のジャングルの中に、土盛と仏像が確認された。

周囲より標高が少々高い場所に、仏像は土に埋もれることなく横たわった状態で発見された。なお、近く

の密林から、土製のランプ台（Photo 30）が発見された。

写真 28(Photo28)　密林内で発見された仏像
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【部分的状況】

< 土盛 >
　土盛の外辺形状は不明だが、周辺より50cmほど高くなっており、レンガ片が散在していた。、土盛

部分には何らかの遺構が埋もれている可能性があり、早急な発掘調査が望まれる。

< 仏像 > 写真 28・29（Photo 28・29）、図 9（Fig.9）

　仏像は立像で未完成で、頭部と胸の部分に盗掘者による破壊の跡が見られる。左腕を垂直に曲げている

のは確認できるが、頭部の目や鼻などの部分および手や足の細部も未完成である。石材は近くの岩丘の

石とは異なる石材（ドロマイト）が使われている。仏像は体の形や腕の部分、頭部等はかろうじて判別

できるが、何らかの理由で、製作途中で放棄された未完成品である。高さ195cm、横幅57cm、厚さ

22cmで横倒しの状態で発見された。盗掘者によって、頭部が二つに割られており、胸の部分にも鑿を穿っ

た跡が見られる。発見された状況から、仏像が発見された場所は本来の位置ではない可能性が高い。　

０ 25cm
1/20

195cm

57
cm

写真 29(Photo29)　制作途中で放棄された仏像
写真 30(Photo30)　密林内で発見された
　　　　　　　　　土製ランプの一部

図９（Fig. ９）　　ナワゲティ・エラ No. １で発見された仏像
　　　　　　　　　（Buddha statue at Nawagetyi Era No. １）
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ナワゲティエラ No. ２遺跡
Nawagetyi Era　No.2

【調査日】 2009年 8月 16日

【スタッフ】執行、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ、バンダーラ(考古局）、アマラシンハ

（国立公園レンジャー)、ウィーラシンハ、スニルラトゥナシリ（ガイド）ほかトラクター運転手ら

【位置】 ナワゲティエラNo.1の西北西約100mの地点。周りは深いジャングルに囲まれていて、見つけ

るのは容易ではない。｢５万分の１地図｣には名称その他、何も記されていない。ＧＰＳの測定位置は

N北緯7度48分 43秒、東経80度 56分 57秒であった。

【アプローチ】ナワゲティエラNo.1から深いジャングルの中を西北西へ向かう。100ｍくらい歩くと、

ジャングルがいきなり開け、遺跡地点に到達することができる。しかし、方向を少しでも間違えると、

遺跡地点の横のジャングルの中を素通りしてしまう可能性もある。

【全体的状況】 図 10（Fig.10）

　ピリマガラの磨崖仏やナワゲティエラNo.１の仏像とともにマーラゴムワ貯水池の土手の東のナワ

ゲティ川（エラ）流域に点在する仏教遺跡の一つである。遺跡の周りは深いジャングルに覆われ、周囲

からは発見しにくい状況である。仏塔跡Ａおよび建造物跡Ｂがあり、それらの遺構を囲むように外壁跡

または寺院基壇の擁壁と思われる石列Ｃが確認できる。

　遺跡は、ナワゲティエラNo.１の場所と距離的に近いため、何らかの関係があったと考えられる。

全体的に盗掘が激しいが、ジャングルに覆われた周辺の発掘によって新しい遺構が発見される可能性が

あると思われる。
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図 10（Fig.10）　ナワゲティエラ No. ２遺跡 概念図
　　　　（Nawagetyi Ara　No. ２ plan）
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【部分的状況】

〈仏塔跡Ａ〉写真 32（Photo32）

　建造物跡Ｂの北北東約20ｍの地点。伏鉢の直径は13.5m、高さ2.5mで、中央部に直径2.2ｍ、深さ2.2

ｍの盗掘跡が見られる。盗掘跡の内壁には明瞭なレンガ積み跡が確認された。伏鉢の北側が崩れて低く、

南側が仏塔の頂点になっている。仏塔は潅木に覆われており、北側には盗掘によって捨てられたと思わ

れるレンガ片が散乱している。基壇は土で埋まっていて不明であった。その他ムーンストーンやガード

ストーンなども発見されなかった。

〈建造物跡Ｂ〉写真 31・33 〜 35（Photo 31・33 〜 35）、図 11・12（Fig.11・12）

　寺院境内の南西側に位置する建造物跡で、東西約10ｍ、南北約５ｍの長方形の敷地形状の中に、石

柱13本が立ち並んで残っている。何らかの建造物(おそらく講堂または仏堂)が建立されていたと考

えられる。地表に路頭する部分は短いが、堆積土が深いため、床柱か壁柱かは不明である。石柱上部に

は、梁を渡すため凹型に加工された痕が明瞭に残っている（Photo 31）。また、石柱の立ち並ぶ内側は２

カ所大きく盗掘されて掘り返されている。盗掘跡の中には、楔痕の残る石柱が数本埋もれている状態で

発見された（Photo 35）。

０ 25cm
1/20

30cm

25cm

25cm

写真 32(Photo32)　仏塔Ａ盗掘跡

写真 33(Photo33)　建造物Ｂの盗掘跡に埋もれた石柱 写真 34(Photo34)　建造物Ｂの石柱群

写真 31(Photo31)　加工された石柱上部

図 11（Fig.11）　建造物跡Ｂ 石柱
　　　　　　　 （stone pillar）
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〈仏像ｂ 1〉写真 36（Photo 36）、図 13（Fig.13）

　仏像ｂ1は、石垣Ｃの西側の端より南東に5.8ｍの地点に横たわった状態で発見された。高さ

100cm、幅42cm、厚さ約20cmで胴体部分のみ残存し、何らかの理由で制作途中で放棄された未完成品

である。足および組んでいる腕の形を確認することが出来る。
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写真 35(Photo35)　建造物Ｂの盗掘跡に埋た楔穴跡の残る石柱

写真 36(Photo36)　仏像 b１

写真 37(Photo37)　石版 b２

図 12（Fig.12）　建造物跡Ｂ　楔跡の残る石柱
　　　　（Stone pillar　ruins remain of the wedge）

図 13（Fig.13）　仏像 b１
　　　　　　　（Buddha statue　b １）

図 14（Fig.14）　石版 b２（Slate　b ２）
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〈石列Ｃ〉写真 40（Photo40）

　外壁または外部の土地より一段高い寺院境内を

築くための擁壁の跡と思われるが、石垣周辺には

段差は見られなかった。北西角を中心に、北側と

西側の一部が確認された。その他の場所は地中に

埋まっているため確認できていない。
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〈石版ｂ２〉写真 37（Photo 37）、図 14（Fig.14）

　仏塔Ａの南東9.5ｍの位置に加工の施された石版ｂ２が発見された。サイズは東側の一辺が34cm、

西側が22cm、横幅98cm、厚さ20cmで、一方に円形の溝が彫り込まれ、円の端からもう一方へまっす

ぐに延びるように溝が刻まれている。用途などは不明である。

　また、建造物Ｂの周辺では建物の屋根を葺いていたと思われる瓦片も見つかり、アマルカ氏の話によ

ると、形状からポロンナルワ時代後期のものと推測されるという（Photo 38・39）、（Fig.15）。

写真 38(Photo38)　瓦片 写真 39(Photo39)　瓦片

写真 40(Photo40)　石列Ｃ

図 15（Fig.15）　瓦片（Tile pieces）
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ナガーナガラ遺跡
Nagana Gala

【調査日】2009年 8月19日

【スタッフ】執行、増永、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ（考古局）、アマラシンハ (国立公園レンジャー )、

ウィーラシンハ、スニルラトゥナシリ（ガイド）

【位置】 マハウェリ川の中州であるカリンガヌワラの西約2.3km、ピリマガラの北東約2.2kmの地点に

ある岩丘上の遺跡。５万分の１の地図には岩丘の名称が記載されているが、遺跡印は記されていない。

ＧＰＳの測定位置は、北緯 ７度49分 12秒 、 東経80度 58分 07秒であった。

【アプローチ】 マハウェリ川の中州であるカリンガヌワラ (47頁参照 )付近で、マハウェリ川を渡渉する。

マハウェリ川左岸に上陸し、西へ約0.25km進むと、ピッタキンダ川 (５万分の１の地図上はパルガ

ス・エラ )と呼ばれる河床に出る。川を渡渉し (乾季は水はない )、さらに0.1km程進むとダマナ草原と

呼ばれる開けた場所に出る。この付近の露岩上には、多数の石器チャート片が散乱しており、考古局のア

マルカ氏によれば、このあたりは、石器製造工場であった可能性があるという解説である。さらに西へ

0.6km進むと再びジャングルへ入り、途中枯れ川を2回横断し、西へ約1.2kmで目的のナガーナガラ

へ到達する。

【全体的状況】 図 16（Fig.16）

　東西280ｍ、南北540ｍ、高さ142ｍの岩丘上に広がる仏教遺跡。東側の麓からから岩丘中腹部に

向かって岩の斜面に階段跡Ｆが刻まれている。階段を登りきった地点の同標高北側に岩陰Ｄ・Ｅが見ら

れ、その間にパタハＨが位置する。そこから上部に続く階段跡は見られないが、岩丘頂上部には斜面の

Stupa Ａ

Steps B

Pataha G

Pataha C

Steps F

Rock shelter D

Pataha H
Rock shelter E

０ 100m
1/4000

岩盤を帯状に削り階段を刻んだ歩道跡Ｂが西南西

から北北西の上部へと延びている。その基部の南

側にパタハＣが位置し、頂上付近の仏塔跡Ａを挟

み、その北東にパタハＧが位置する。岩丘上の遺

跡であるため、長年の風雨にさらされて、全体と

して風化・崩壊が著しい。

写真 41(Photo41)　ナガーナガラとジャングル
図 16（Fig.16）　ナガーナガラ遺跡 概念図
　　　　（Nagana Gala site plan）
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【部分的状況】

〈仏塔跡Ａ〉写真 42（Photo 42）

　標高142ｍの岩丘の頂上付近にある仏塔跡である。基壇部分は崩壊が激しく確認できないが、伏鉢部分

は直径18.5ｍ、崩壊して高さ4.5ｍ程を測る。中央部分は上部直径４ｍ、下部直径2.5ｍ、深さ4.5ｍ

程の盗掘を受けており、盗掘跡の内壁にはレンガ積みのあとが明確に確認される。また盗掘者によって

破壊されたと思われるユーパストーン（芯柱）の断片が周囲に散在している。仏塔上部からの見晴らし

(360度 )は素晴らしく、当時は岩丘上の仏塔として遠くからの目印になっていたことが想像される。

〈階段跡Ｂ〉写真 43（Photo 43）

　パタハＣから頂上部の仏塔方向に向かう岩丘斜面上に刻まれた歩道跡と思われる帯状痕。幅190cm、

蹴上10cm〜 25cm、奥行き32Ｃ mのしっかりした階段が刻まれている。その基点となっている最下部

には盗掘者によって一部破壊されているものの岩盤加工跡があった。

〈パタハＣ〉写真 44（Photo 44）

　地上から約50ｍ程登った地点で、階段跡Ｂの基部西南西 8ｍに位置する。幅4.5ｍ、奥行き2.4ｍ、

深さ１ｍほどのパタハで、斜面内部に穴が延びる良好なパタハである。

〈岩陰Ｄ〉写真 45（Photo 45）

　幅12.4ｍ高さ 5.1ｍ奥行き3.6ｍを測る。

上部に雨止めのカタ—ランが見られる。

写真 42(Photo42)　仏塔跡Ａ 写真 43(Photo43)　階段跡Ｂ

写真 44(Photo44)　パタハＣ 写真 45(Photo45)　岩陰Ｄ
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〈岩陰Ｅ〉写真 46（Photo 46）

　岩陰Ｄから岩尾根を北に回り込んだ場所に幅11ｍ、高さ3.6ｍ、奥行き4.5ｍの岩陰Ｅが位置する。

この上部にもカターランが見られる。また岩陰の右端には、比較的最近のものと思われる4.3ｍ四方、

深さ1.2ｍの盗掘跡が確認された。

〈階段跡Ｆ〉写真 47（Photo 47）

　階段跡Ｂと同じように、岩丘東麓の地上から仏塔方向の岩丘上部に向けて階段が刻まれている。幅

70cm、蹴上7cmで、上部10.5ｍに 33段、さらに2.5ｍ下って6段確認された。

〈パタハＧ〉写真 48（Photo 48）

　パタハＦの西南西32m地点にある洞窟状に穿たれたパタハ。幅1.6ｍ、奥行約４ｍ、深さ約1ｍ。

〈パタハＨ〉写真 49（Photo 49）

　岩陰ＤとＥの間に上下2段からなるパタハがあり上段のパタハは幅5ｍ、奥行き5ｍ、深さ1ｍ弱を

測り、現在でも使えそうな澄んだ水をたたえている。下段のパタハは幅1ｍ、奥行き1ｍ、深さ0.45ｍ

で上段のパタハより規模はずっと小さい。

写真 46(Photo46)　岩陰Ｅ 写真 47(Photo47)　階段跡Ｆ

写真 48(Photo48)　パタハＧ 写真 49(Photo49)　パタハＨ
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カリンガヌワラ遺跡
Kalinga Nuwara

【調査日】 2009年８月10日〜12日

【スタッフ】 執行、増永、松山、須藤、栗原、佐々木、佐賀見、アマルカ、バンダーラ（考古局）、ウィー

ラシンハ、スニルラトゥナシリ（ガイド）

【位置】 マハウェリ川右岸のパハラヤックレ村から北西へ約４km、左岸のナガーナガラ（岩丘）から東

へ約2.3kmの地点。北流するマハウェリ川が北東へ流れを変える位置にある川中島（中州）がカリン

ガヌワラであり、島のいたるところに遺跡が散在する。５万分の１地図には遺跡印、地名ともに記載さ

れている。

【アプローチ】　パハラヤックレ村から北へ向かう車道をたどり、隣村のイハラヤックレ村の中を通って

西のマハウェリ河岸に至る。遺跡のある中州にはマハウェリ川を渡渉して上陸する。

【全体的状況】写真 50 〜 69（Photo 50 〜 69）、図 17 〜 21（Fig.17 〜 21）

　カリンガヌワラは横（南北）に最大500ｍ、縦 (東西 )に最大1600ｍの広がりを持つ大規模な川中島

（中州）で、いくつかの小島に分かれており、全体が密林に覆われている。この島は1973年に当ＮＰＯ

の源流である法政大学セイロン島密林仏跡探査隊（第一次スリランカ密林遺跡探査隊）が調査して、

報告書『セイロン島の密林遺跡』（1975年、日本観光文化研究所刊）にも概要のみを記載している。

遺跡は島の至るところに広範囲にわたって散らばっているため、今回も３日間かけて探査したにもかか

わらず、すべての遺跡を調査することはできず、また、おおよその全体像を把握するにも至らなかった。

写真 50(Photo50)　盗掘された仏塔跡 写真 51(Photo51)　仏塔跡内の煉瓦
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　それぞれの遺跡（遺構）は、単なる風化や埋没にとどまらず、歴史上繰り返されたマハウェリ川の大洪

水によっても大きく破壊され、埋没もしくは流失し、さらに密林に浸食された結果の現状を示している。

しかし、島のほぼ中央部にある仏塔跡は、崩壊した土盛の裾部分が直径16ｍほど、高さ10ｍほどの

規模で残っており、その周囲には石造の建造物跡が石柱や石板、礎石、ムーンストーン、煉瓦片などと

ともに見られることから、ここが島の中では一つの中核部をなしていたことが窺える。また、ほかにも

島中に多く散らばる建造物跡や遺構の周辺からは、建物の基壇入口の階段を構成していた手すり（幻獣

マカラ像彫刻の石板）や、同じく基壇入口の守護石（ガードストーン）、半月形踏石（ムーンストーン）

などが、あるいは地表に倒れ、あるいは半ば土に埋もれた姿で発見された。

写真 52(Photo52)　石畳 (階段？ )の崩落跡 写真 53(Photo53)　石柱群

写真 54(Photo54)　盗掘跡と散乱した石柱 写真 55(Photo55)　散乱した石柱
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０ 25cm
1/20

写真 56(Photo56)　石樋 写真 57(Photo57)　盗掘跡に散乱した石柱とムーンストーン a

写真 58(Photo58)　ムーンストーン b 写真 59(Photo59)　ムーンストーン bに描かれた象

図 17（Fig.17）　ムーンストーン b(moon stone b)
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写真 60(Photo60)　階段手すり a( 上 )・b( 下 )       

写真 61(Photo61)　マカラの彫られた階段手すり (c)
　　　　　　　　 上記 a・bとともに接合する可能性がある
　　　　　　　　（考古局アマルカ氏談）

写真 62(Photo62)　マカラの彫られた階段手すり (d)

図 18（Fig.18）　階段手すり a( 上 )・b( 下 )
　　　　　　　　（leder board a・b）

図 19（Fig.19）　マカラの彫られた階段手すり (c)
　　　　　　　　（leder board c）

図 20（Fig.20）　マカラの彫られた階段手すり (d)
　　　　　　　　（leder board d）
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図 21（Fig.21）　
装飾の施された石柱
（Decorative stone pillar）

写真 63(Photo63)　装飾の施された石柱

写真 64(Photo64)　石列跡

写真 65(Photo65)　礎石

写真 66(Photo66)　階段跡
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【付記】

　このカリンガヌワラは、『チューラマハヴァンサ』（小史）にも記載されている有名な歴史的地点であり、

その記述によると、11世紀に南インドのチョーラ国の侵攻で王都アヌラーダプラが陥落し、仏教もほぼ

滅びた後、チョーラ軍を破ってポロンナルーワに遷都するとともにビルマの支援で仏教を復興させた

ヴィジャヤバフ王が、首都に近いこの島で盛大な得度式を催したという。また同王は、この島に多くの

僧舎と壮大な伽藍を寄進したとされ、それら島を覆う建物によって、島は一大宗教都市の様相を呈して

いたともいう。そして、それらの遺跡は近代になっても残り、たとえば地理学、歴史学の博士号を持ち、

測量局の職員でもあったＲ．Ｌ．Brohierの『SEEING EYLON』(1965年刊 )によると、マカラ像のある

入口を持つ楕円形の大きなホールの建物跡や、約半マイルも延びる道の跡などが、当時見られたという。

また、同博士はこの島から河口のトリンコマレーの海までは航行ができ、島の上流側の小島の周辺には

造船所があったとの説も紹介している。ただし、13世紀を境にこの地方が無人と化したのち、島は幾度

もの洪水に襲われており、現在では仏塔以外に建造物の形状が判る遺構は見られない。発掘なしでは遺跡

の島内分布図を描くことさえ不可能な状態にあるが、仏教史的にも重要な遺跡の島であり、今後の本格

的な調査が望まれる。

写真 67(Photo67)　ガードストーン 写真 69(Photo69)　カリンガヌワラにはマハウェリ河を
　　　　　　　　　徒渉して行く

写真 68(Photo68)　カリンガヌワラで発見された鉄釘
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スドゥカンダ遺跡
Sudu Kanda

【調査日】 2010年８月26日〜31日

【スタッフ】岡村、佐賀見、杉田、家崎、山口、菅沼、茶川、滝川、バンダーラ、カラナプリヤ（考古局）

ほかエラヘラ郡ガルムッラ村のニマル・ラジャパクサ村長ら３人

【位置】 スドゥカンダ（シンハラ語で「白い山」の意）遺跡は、スリランカの最大河川マハウェリ河の

支流アンバン川を西限とするワスゴムワ国立公園の中部西端域にあって、二本の山脈が並行して南北に

走る西側山脈の西麓に位置し、主脈から西に下りる枝尾根の末端北側の大密林に、寄り合う小尾根と

小さな谷の複雑な地形を利用して多くの伽藍が造られ、崩壊しながらも明瞭な遺構を残している。最も

近い集落はアンバン川西岸に面するポロンナルワ県エラヘラ郡ガルムッラ村で、村からの直線距離では

東南東約４km地点に遺跡が位置することになる。ＧＰＳの測定値は、下記テラスＡ地点で北緯７度45

分 08秒、東経80度 52分 16秒。テラスＣ地点で北緯７度45分 04秒、東経80度 52分 26秒であった。

【アプローチ】

　エラヘラ郡の郡庁所在地バカムナの東南東３kmに位置するガルムッラ村を基地として、村北方の

河岸からアンバン川を渡渉し、薄い踏み跡や獣道を辿って東岸のジャングルを約１km東進。その

後は南東方向に約２km、西流する枯れ沢を３本越えて緩やかな斜面を進み、最後は真南に向かって

尾根の麓の斜面を登れば遺跡北端の大石段に至る。

【全体的状況】 図 22（Fig.22）

　遺跡分布の範囲は、東西に500ｍ×南北に200ｍ以上の広がりを見せ、同国の旧都以外で見る遺跡

としては最大級であり、用いられた石材の豊富さや、奥まった山寺という地理的条件、敷地テラスの

大石段や石造の小水路（水道）といった装飾的付設物などから、王族や地方権力などの関与 (寄進など )

が類推できると、考古局ではコメントしている。

　また建造の年代は、岩陰遺跡（手を加えた浅い岩窟）が紀元前３世紀ごろまで（可能性として）遡れる

ほか、他の伽藍建造物などは石割り用の楔穴の形状（正円〜楕円形）から、少なくとも６〜８世紀以前

（アヌラダプラ王朝中期以前）のものと推定できる。なお、各遺構に残る石材に装飾基壇の跡は見られず、

建造物入口のガードストーンとムーンストーンにも装飾文様の彫刻はなく、階段手すりにのみ簡単な

線模様の彫り込みが見られることからも、比較的古い時代の遺跡であることが推定できる。

　発見し、調査できた範囲では、遺跡は小さな５つの尾根ごとに、石垣の擁壁などでいくつものテラスが

築かれ、その上に本堂や経堂（あるいは布薩堂）、装飾便所など少なくとも11棟以上の建造物跡が残る

形になっている。大きくは西側の低い尾根上の遺構群と東側上部の遺構群に分けられるが、その上部

と下部の距離約300ｍを、巨大な切石で整備された斜面の歩道と、それに付設された水道（切石の樋

を急斜部では小滝を連続させつつ通してある）が結んでいることから、上下がひとつとなった複合的な

巨大施設であったことは明らかであり、今後の調査によっては各尾根の上部や近隣尾根上にさらに多く

の遺構が発見される可能性があると思われる。



-55-

０
40m

1/1500

S
to

n
e
 ste

ps

R
idge Ａ

R
idge Ｃ

R
idge Ｆ

R
idge Ｄ

R
idge Ｅ

Pavem
ent

  &
 W

ater supply Ｂ

S
to

n
e
 w

all 
(C

u
t sto

n
e
)

S
to

n
e
 w

all 
(N

atu
ral S

to
n
e
)

T
e
rrac

e
 Ａ

Ａ
１

Ａ
２

c
o
llapsin

g bridge

W
ate

r pipe
 (S

to
n
e
)

S
to

n
e
 ste

ps

S
to

n
e
 ste

ps

S
to

n
e
 arran

ge
m

e
n
t 

 passage

Ｄ
４

Ｄ
１

Ｄ
２Ｄ
３

Ｃ
１

Ｃ
２

Ｆ
１

Ｆ
２

Ｆ
３

T
e
rrac

e
 Ｃ

P
o
n
d

Ｅ
２

R
o
c
k sh

e
lte

r
Ｅ

１

Y
u
pa sto

n
e
 Ｅ

３

U
n
-
exp

lo
red

 area

U
n
-
exp

lo
red

 area
U

n
-
exp

lo
red

 area

C
o
llapsin

g
 battre

ss-
w

all

N
a
k
e
d

 
r
o
c
k

N
a
k
e
d
 

r
o
c
k

Ｃ
３

L
avato

rie
s

T
o
ire

t sto
n
e
 C

２
’

 U
rin

al S
to

n
e
Ｄ

２
’

F
u
n
n
e
l 

sto
n
e

N
a
k
e
d

 
r
o
c
k

Ａ
３

←

C
arve

d ste
ps E

２

Stream

Stream

Stream

Stream

図
2
2
（
F
i
g
.
2
2
）
　
ス
ド
ゥ
カ
ン
ダ
遺
跡
 
概
念
図
（
S
u
d
u
-
K
a
n
d
a
 
s
i
t
e
 
p
l
a
n
）



-56-

【部分的状況】

［尾根Ａ＝テラスＡ］図 23（Fig.23）

　尾根の末端部に当たる北端に大規模な石段があり、そこから南側の尾根上部に向かって棚状にテラス

が造られている（Fig.23）。石段上部から南側に広がる平坦地は濃い藪に被われて遺構は不明で、西側の

擁壁も崩壊して土砂の堆積斜面となっているが、その南側の一段高い「テラスＡ」は石垣の擁壁に三方

を囲まれた明瞭な形状を残し、岩尾根の小突起を挿んだ東西70ｍもの広い敷地内にＡ１とＡ２の二つ

の建造物跡が認められる。また東側上部区域への歩道と繋がる桟橋状の突起や、沢に降りる階段も付設

され、寺院の中核部を成していたことが想定される。以下、この区域の各遺構について詳述する。

〈大石段〉写真 70（Photo 70）

　東西に約30ｍもの幅を持ち、13段のステップで、約３ｍ高い南側の上部テラスに上がる形の石段で

ある。周囲の地形から、この大石段が寺院入口であったろうと思われ、大規模寺院の山門にふさわしい

偉容を誇るが、単なる昇降用にしては長大な左右幅と、１段ごとの高さ（22〜 25cm）に対する奥行き

が約50cmと広いことから、他の用途（たとえば水辺の施設）も疑われ、断定はできない。

　用いられている立方体の石材は、いずれも長さ130〜 150cm、幅約120cm、高さ（厚さ）22〜 25cm

の大きなもので、それらの切石が最低でも300個以上は使われていることになり、遺跡の壮大さを象

徴する遺構となっている。

〈テラスＡ擁壁〉写真 71（Photo71）

　テラスＡを築くために自然石や切石を積み上げた石垣が南を除く三方に見られ、特に東側の沢沿い

の石垣は河床から約４〜５ｍの高さに積み上げられている。その東側の石垣は桟橋状の突起部（幅７

ｍ×長さ約11ｍ）や、河床に降りる小階段（幅200cm、１段が20cm高で５段 )などを付設させて南

の上流側へ約100ｍ続き、雨期 (増水期 )には護岸の役割を果たしていたことがわかる。また、テラ

スＡ西側の擁壁は東側と同じように沢近くの低部から積み上げられて、下部は土砂の堆積で不明なが

ら、上部の約２ｍが明瞭な姿を見せている。一方、北側は大石段から続く平坦地より一段高くする形

で石垣が積まれているが、東寄りの部分には東西9m×南北７ｍのテラス突起部があり、その西にやや

低い中間の高さの小テラス（東西７ｍ×南北5ｍ）もあるところから、ここがテラスＡへの上がり口で

あったことが想定できる。

写真 70(Photo70)　大石段 (伐採後 ) 写真 71(Photo71)　テラスＡ擁壁 (東面北側 )
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〈建造物跡Ａ１〉写真 72 〜 76（Photo 72 〜 76）

　テラスＡの北東部に東西約11ｍ×南北約15ｍの基礎部面積をもつ建造物跡があり、現在の地表か

ら約２ｍの高さで立つ石柱（断面25cm× 25cm）が２本、南東角と南西角に残っている（Photo 72)。石

柱は建物外郭ではなく室内に林立する形で立っていたようで、盗掘跡もある敷地内外には、長さ３ｍも

ある他の倒れた石柱や180cm× 100cm× 25cmの巨大な石板（Photo 73) などが散乱している。建物の基

壇あるいは基礎部は北東と南東角付近が盗掘のため露わになっており、厚さ約25cmの切石が５段隙間

なく積んである様子がうかがえる（Photo 74)。建物は東側中央部に入口があり、盗掘跡の穴に埋没しな

がも階段と左右の欄干（手すり（Photo75）、同じく左右一対のガードストーン（高さ45cm×高さ35cm

×厚み15cm、文様なし）などが崩れた姿を見せている（Photo76)。また、この入口から外の東側を見る

と、真正面にテラスＡ突起部の桟橋が延び、その先に上部の遺跡群へと続く歩道が繋がっていて、遺跡

全体の中でＡ１の建造物が重要な位置関係にあったことを示している（考古局のバンダラ氏は敷地や石

柱の形態、本数などから布薩堂跡ではないかと推測している）。

〈建造物跡Ａ２〉写真 77（Photo 77）

　テラスＡの南西角近くに、高さ２ｍの石柱が５本立ったり倒れたりしており、建造物があったことを

示している。基壇の石積みや外壁跡を示す石の並びは土に埋もれて見えず、南側の自然石のテラス擁壁

も崩れながら約16ｍの長さが確認できるが、建造物の敷地形状や面積は不明。

０ 20m
1/1000

Stone steps

Terrace Ａ Stone wall 

lower terrace

Ａ１

Ａ２

collapsing bridge

Collapsing
 battress-wall

Naked
 rock

Naked
 rock

Ａ３
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Pier

Structure

Structure

Uposathaghara

Bush

図 23（Fig.23）　テラスＡ　概念図（Terrace A plan)
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写真 72(Photo72)　建造物跡Ａ 1　石柱 写真 73(Photo73)　建造物跡Ａ 1　石板

写真 74(Photo74)　テラスＡ北東角土台（擁壁上部） 写真 75(Photo75)　建造物跡Ａ 1　玄関階段手すり跡

写真 76(Photo76)　建造物跡Ａ 1　玄関跡 (東正面 ) 写真 77(Photo77)　建造物跡Ａ２　基壇

写真 78(Photo78)　建造物跡Ａ３　ムーンストーン 写真 79(Photo79)　テラスＡ -Ｂ間桟橋・架橋跡
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〈建造物跡Ａ３〉写真 78（Photo 78）

　テラスＡの東側、建造物跡Ａ１の南側に位置し、河床に降りる小階段の約３ｍ北西に、建造物の入口

跡を示す欄干（手すり＝長さ140cm、高さ50cm、厚み20cm）付きの３段の石段（蹴上げ20cm、蹴込み

25cm）と、ムーンストーン（半径65cm、厚み15cm、無文様）、ガードストーン (高さ40cm、幅35cm、

厚み15cm、無文様 )の片方などが崩れて散乱している。しかし建造物本体の基礎部などは判然とせず、

形、規模ともに不明である。

〈桟橋と架橋跡〉写真 79（Photo 79）

　建造物跡Ａ１の正面から、テラスの一部を突起させる形で東に延びる桟橋は、石垣の擁壁に囲まれた

幅７m×長さ11mの原形をほぼそのまま残している。両脇に大きな切石を整然と並べ、真ん中の溝状の

路面を通路とした桟橋は、その先端部が架橋によって沢の対岸に延びる同形状の通路と繋がっていたよ

うで、沢の河床には橋を構成していた巨大な石板が落ちている。橋が落ちたのは、両岸の通路の先端部

（特に東岸側）の石垣が崩落したためで、河床にはその石材も大量に散乱している。

◆［水路付き舗道Ｂ］写真 80（Photo 80）

　尾根Ａ（テラスＡ）と、東側の沢の上流部に当たる遺構密集地（Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆの各尾根末端部）を

結ぶ舗道の跡で、おびただしい数の切石と自然石を用い、急勾配地には階段を設けながら、ほぼ東西に

約300mの距離で沢沿いに延びている。道幅は歩道部分が約150cm。その両脇に幅と高さ約40cm、長さ

150cmの切石がガード状に繋いで並べられ、北側（沢側）のガードには石造の樋（水道）が付設されて

いたことが、おびただしい石樋の散乱からわかる。

　舗道は西側の下方部分ではほぼ直線で延び、東の上方に至って自然地形を利用した曲線を描く。南側

の山側では一部尾根を削って道を延ばした跡もあり、急勾配地の４〜５ヵ所で５〜10段の切石の階段

が造られていた跡も明瞭に残っている。

　なお、この舗道の延長は、メジャーを用いての実測は行っておらず、数回の歩測によって約300ｍ

という数値を導き出した。また東西両端の標高差も計測していないが、樹高等からの概算や他の視認に

よって、60ｍ程度（平均斜度約10度）であろうと推測される。

〈石樋による水道〉写真 81・82（Photo 81・82）

　上流部の沢水をテラスＣ付設の小貯水池（石造の方形貯水槽）に貯め、そこから西方下部のテラスＡ

に給水するよう、舗道の北側ガード石列に付設されていたと思われるが、付設の形状（ガード石の上辺

に付けられたか、横に付いて延びていたか）は不明である。石造の樋は、幅と高さ約30cm、長さ100

〜 150cmの方形石材を用い、上面に幅と深さ13cmの半円筒型の溝を穿って、それをつないで伸ばす形

をとっている。

　ただし、急勾配の箇所や舗道が階段となっている箇所では、石樋を直接繋ぐことができないため、樋

もまた段状に設置し、小滝を連続して落とす形で水を流したようである。この「滝受けの樋」は、溝が

端から端まで彫り通してある石材と違い、片方（上流端）が水を止めるように彫ってあるので、明瞭に

その用途がわかる（Photo82）。崩壊した舗道脇には、これら二種の石樋がおびただしい数で散乱して
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いるが、溝を彫り通してある石樋を32個、片側に水止めのある「滝受けの樋」を24個確認すること

ができた。丈の短い「滝受けの樋」の数も多いことから、往時、この水道が小滝の連続する優雅な眺め

や水音とともに舗道を彩っていた様子が容易に偲ばれる。

写真 80(Photo80)　Ｂテラス上部とテラス下部をつなぐ歩道跡。
　　　　　　　　　階段脇には小滝の水道跡も。

写真 81(Photo81)　歩道Ｂと水道 写真 82(Photo82)　歩道Ｂの水道（滝受け）
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◆［尾根Ｃ］
　テラスＡの桟橋から沢沿いの舗道跡を辿って東へ約300ｍの地点に位置し、北側と西側に沢が流れる。

沢の合流地点である尾根の西端と北端部にはテラスＣを支える石垣の擁壁が築かれ、テラスの南東側に

建造物の基礎部分と思われる基壇跡Ｃ１がある。さらに南へ約50mゆるやかに尾根を登ると、これも

擁壁によって作られた平坦地上に、石柱群を伴う建造物跡の遺構Ｃ２がある。また、Ｃ２の東側には中

規模な露岩があり、上部にはＣ３の遺構、やや北東側にはＦ１、Ｆ２等の遺構も確認された（尾根Ｆは

尾根Ｃと末端で分かれるだけの一続きの小尾根である）。

　また、このテラスＣの北側には、上流の沢水を貯めて舗道Ｂ沿いの水道に給水するための小貯水池（石

造の方形貯水槽）もあり、半ば土砂に埋もれながらも、よく原形を保っている。       

 この尾根Ｃの周囲には互いが寄り合う形で小尾根の末端が集まり、それぞれにテラスが築かれて多く

の遺構が分布しているが、ここが西側下部のテラスＡとも舗道で直結し、八方を他の遺跡に囲まれる形

となっていることから、テラスＣがそこでの中心的な役割を果たした場所であったことがわかる。以下、

各遺構ごとに記述する。

〈石造貯水槽〉写真 83・84（Photo 83・84）

　テラスＣの北側に隣接して造られた小貯水池の跡で、南北に長く、きれいに切り取られた大きな石

板（45cm× 35cm× 200cm）を見事に組み合わせて出来ている。規模は外法で450cm× 280cm、内法は

420cm× 190cm、深さは底部に土砂が堆積した上に水が溜まっているため正確に計れないが150cm以上

はあったものと見られる。西側（下流側）には低い壁で池を囲っていたと思われる石組みの跡も見られ

る。建造技術が高いためか、池自体の石材の組み合わせには現在も隙間が見られず、完全な貯水能力を

保持している。

　なお、この貯水槽から舗道沿いの水道（石樋）に給水する方法は、外側の土砂堆積等によって排水口

らしきものが確認できなかったため不明である。

〈テラスＣ擁壁〉
　北西角から、谷側である北側と西側に２段構造で築かれているが、北側で下段部が延長約15ｍ、上

段部が約13ｍ明瞭に残っている。下段と上段の水平間隔は２ｍ。一方の西側は上下段各10ｍほどが

やや明瞭であり、その先はともに崩壊して正確な延長は不明である。各辺40cm〜 60cm角の切石を用

いた３〜５段積み（高さ約90cm）の石垣となっており、舗道Ｂとつながる西辺には登り口の石段が付

設されている。

〈建造物跡Ｃ１〉写真 85・86（Photo 85・86），図 24（Fig.24）

　テラスＣの内側（南東側）に前述の擁壁と同様の高さ約1ｍの石垣跡が見られ、北東角から南と東へ

延びている。これらも土砂によって途切れるため、規模は定かでないが、上部敷地内には切石の石材が

散乱しているため、何らかの建造物の基壇を成していたか、これを擁壁としてさらにテラスを築き、内

側に建造物を置いていたものと思われる。
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写真 83(Photo83)　テラスＣ脇の石造貯水池 写真 84(Photo84)　テラスＣ (北の貯水池側から )

写真 85(Photo85)　テラスＣ上の建造物石材 写真 86(Photo86)　建造物跡Ｃ１

図 24（Fig24）　建造物跡Ｃ１　概念図（C1 plan)
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〈建造物跡Ｃ２〉写真 87 〜 90（Photo 87 〜 90）、図 25（Fig.25）

　Ｃ１から南東へ約20ｍ進むと、 さらに北北東から南南西へ延びる石垣が擁壁状に築かれ、東側の上

部敷地内に建造物跡Ｃ２などがある。建造物跡Ｃ２は、北側にムーンストーンやガードストーン、欄干

を伴う階段跡などの石造遺構が散乱しているため、こちらに寺院建造物の玄関（入り口）があったこと

がわかる（Photo 87）。

　入口跡の階段付近は盗掘されて本来の形状は不明だが、４段の階段石の両端をはめ込む形の欄干（手

すり）は、左右とも破損しながら残存しており、高さ約100cm、長さ190cm、厚さ20cmの三角形の石

板が用いられ、内側には階段石をはめ込む彫り込みがある。また上端外縁部には両側から各３cmの装

飾的な彫り込みがある（Photo 88）。

　ムーンストーン（Photo 89）は半径約60cmの半円板で、厚さは27cm、表面には薄い彫り込みのよう

なものが確認されるものの、風化が進んで文様は不明である。ガードストーン（Photo 90）は東側の手

摺近くに一基のみ残存し、高さ60cm、横幅35cm、厚さ15cmで文様はなく、丸い上端の中央部がゆる

やかに突起する形状である。

　一方、建造物本体の敷地は正確な面積は不明ながら南北に長い方形をなして、内部に基礎の石柱群が

見られ、うち10本が立って現存している。石柱の断面は大20cm× 20cmで、現在の地表からの高さは

約60cmである。周辺には120cm四方程度の石板が３枚散在しているが、用途などの詳細は不明である。

図 25（Fig.25）　建造物跡Ｃ２　概念図 （C2 plan）
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〈便所跡Ｃ２’〉写真 91（Photo91）

　建造物跡Ｃ２南端から、さらに南へ15ｍ離れた地点には、沢側への斜面の土砂に半ば埋もれて、大

便器用と思われる便所石も見られた。しかし周辺全体が土砂の斜面に埋もれ、周囲に明瞭な便所建造物

の痕跡は見られなかった。

〈建造物跡Ｃ３〉写真 92（Photo 92）

　Ｃ２のさらに南東の露岩上部に位置し、４本×４本の基礎石柱群（いずれも断面30cm× 30cm、現在

の地表からの高さ90cm）を持つ建造物跡の周囲に、ムーンストーン (半径50cm、厚み20cm)、石板(115cm

×85cm×15cm)などが散乱する。西側の崖縁には敷地の外郭を思わせる石列あるいは倒れた石柱（30cm

× 30cm× 95cm）が地勢に沿って押し出される形で残っている。石列と土砂の崩壊が激しく、建物の原

形や規模は判断が難しいが、石柱群は保存状態が良好で、中央の１本を除く15本が東西南北に平行に

並び立って現存している。

〈漏斗状切石〉写真 93・94（Photo 93・94）

　尾根Ｃと尾根Ｄの間を北流する小沢（テラスＣ擁壁の南端付近）の河床に転がっていた立方体の切石

で、58cm× 58cmの上面から厚さ31cmの底部に向けて四角錐の穴が漏斗状に穿たれ、小さな穴が貫通

させてある。外側には直線浮き彫りの飾り文様も刻まれており、もともとは水道など水に関わる施設の

付属物だったと思われるが、近くには石樋などの人工物はなく、用途は不明。河床に、土砂に埋まるこ

写真 87(Photo87)　建造物跡Ｃ２(北から ) 写真 88(Photo88)　建造物跡Ｃ２　階段手すり

写真 89(Photo89)　建造物跡Ｃ２　ムーンストーン 写真 90(Photo90)　建造物跡Ｃ２　ガードストーン
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◆［尾根Ｄ］
　尾根Ｃの南西側に小沢を隔てて隣接する尾根で、北の谷側に自然石による石垣の擁壁が２ヵ所築かれ、

上部には点在する岩塊を避ける形で３棟の建造物跡があるほか、路岩面を掘り下げて切石を組んだ大規

模な切り通し（あるいはトンネル）の通路（あるいは水路）跡らしき遺構が見られる。

〈建造物跡Ｄ１〉写真 95（Photo95）、図 26（Fig.26）

　沢を挟んで北東側の対岸にテラスＣを見渡せるやや高い位置にあり、南側には急勾配の露岩がそびえる。

建造物跡基礎部の外郭は、石列が途中で土に埋もれているため正確には測定できないが、東西約25

ｍ×南北約15ｍの大規模な敷地が想定できる。北東角に近い約10ｍ四方の内部には、床下の基礎

石柱16本が、４×４の配列で東西南北の方位軸に沿って整然と立ち、現在の地表から約55cmの高

さで残っている（敷地内に散乱する石柱は長さ約１ｍ）。石柱の断面はいずれも30cm× 30cmで、石

柱間の間隔も165cmと揃っている。その石柱群の西側には直径２ｍ、深さ１ｍの盗掘跡があり、敷

地内にはほかにも石板（115cm× 135cm× 20cm）やムーンストーンとも思われる半月形の石（半径

50cm、厚み20cm）なども散在するが、これらの石材は盗掘時に移動・損壊されたものと思われる。

ともなく不自然に転がっているところから、別の場所から運ばれたものと思われる（沢の上流部に当た

るＣ２建造物南側の便所石との関係も疑われるが、それも不明）。

写真 91(Photo91)　建造物跡Ｃ２南斜面・大便所跡 写真 92(Photo92)　建造物跡Ｃ３南側　石柱

写真 93(Photo93)　漏斗石 写真 94(Photo94)　漏斗石測量風景
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〈石組の切り通し通路Ｄ２〉写真 96（Photo 96）

　建造物跡Ｄ1の南方にある露岩の上部を大きく彫り込み、切石を組んで内部側壁を造った切り通し（あ

るいはトンネル）状の通路遺構である。上から見るとL字型を成し、北側の端は建造物跡Ｄ１に繋が

る形跡を見せるが、鉤型を成す南東側は不明。おそらく後述する建造物跡Ｄ３と何らかの形で繋がり両

建築物間の通路となっていたものであろう。あるいは上部の沢からの水を大量に流すための水路だった

ことも考えられる。上部地表面からの本来の深さは、通路の底部に厚く土砂が堆積しているため計測で

きず、現在は約100〜 125cmの深さで残っている。通路幅は約150cm。側壁に用いられている切石は、

35cm× 35cm× 200cmのものから、30cm× 30cm× 100cmのものまで大小まちまちだが、隙間なく組

まれて壁面は平面に揃っており、高度な建築技術が偲ばれる。

写真 95(Photo95)　建造物跡Ｄ１　石柱 写真 96(Photo96)　石組の切り通し通路Ｄ２

図 26（Fig.26）　建造物跡Ｄ１　概念図（D1 plan)
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　また、上部には一部に天井石か上部地表の横断架橋の跡と思われる石板（最大のもので200cm×

60cm、厚さ15cm）が、そのままの形で架かって残存している。この通路の南東側は天井石（あるいは橋）

の部分まで土砂が堆積し、地表レベルと同一化しているため、これ以上の延長部は不明。一方、北端は

露岩の北側面へ直通しており、一部崩壊がみられるものの、地形上もこれ以上の延長はなく、地表通路

で建造物跡Ｄ１と繋がっていたものと思われる。

〈便所跡Ｄ２'〉
　Ｄ２の北端から北西に８ｍの地点に小便器の石版が置かれた便所跡が見られる。石版は75cm× 25cm

× 15cmの角が丸まった方形をなし、中央に同じく角丸の15cm四方の窪みが最深７cmの深さで彫り込

まれ、裏側に貫通する小穴が穿たれている。座り小便用の便器と思われるが、足置きのステップ石など、

他の構成物は、周囲に散乱する石片からは判断できなかった。

Ｃ尾根

Ｆ尾根

Ｄ尾根

Ｅ尾根

石樋 （滝受け仕様）

石段

石段

石組水路

Ｄ４

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｃ１

Ｃ２

ムーンストーン

Ｆ１

Ｆ２

便所遺跡

Ｆ３

Ｃテラス

石柱群

貯水池

Ｅ２

Ｅ１
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ユーパストーン

未探査区域

未探査区域
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〈建造物跡Ｄ３〉写真 97（Photo 97）、図 27（Fig.27）

　Ｄ２から南へ約25ｍ斜面を上りながら行くと、建造物跡Ｄ３がある。北側に入口跡を示す５段の階

段があり、階段幅（１段の石材の長さ）は120cmで、足置きの奥行き（蹴込み＝踏板幅）は30cmと、

狭いが緩やかな造りとなっている。

　その南側の敷地（テラス）は約15ｍ四方と推察できる。敷地の南西角側には東西南北の方位軸に沿っ

た４本×４本の基礎石柱群（いずれも断面30cm× 30cm）があるが、欠損もあり、現存11本が地表か

ら50cmの高さで立ったまま残っている。柱間距離はそれぞれ80cm〜 100cmである。この石柱群（４

ｍ四方足らずの小建造物）を回廊状に囲むようにして、２列の低い石の列が明瞭に残っているが、原型

は不明である。また石柱群の北側には110cm× 100cm× 50cmの厚い石版も見られるが、これも元の位

置は不明である。さらに、このテラスＤ３には、中央付近に断面15cmの細い石柱が何本も直線状に並

べられていたが、これも元の位置は不明であり、それらを除けば明瞭な建造物遺構は見られなかった。

図 27（Fig.27）　建造物跡Ｄ３　概念図（D3 plan)
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〈建造物跡Ｄ４〉
　建造物跡Ｄ１の西側にごく小さな沢筋を挿んで位置し、北の本流の谷側（舗道Ｂのある側）に築かれ

た長い擁壁（東西延長約30ｍが残存）によって敷地が造られている。擁壁は土砂の押し出しや巨木の

根によって崩壊が著しく、一部で６層の石垣が確認できる程度であり、建造物敷地内も盗掘跡の残る地

表に藪が繁茂し、盗掘時に動かされたものか石材（大きなもので100cm× 150cm× 20cm）などが散乱

している。

　敷地は外郭を成す石列がかろうじて残る程度で、北西から南東方向に延びる約12ｍのラインを計測

した。しかし建造物の基壇は２段構造になっていたようで、敷地の北辺側と東辺側の２カ所に階段跡

が確認できた。まず下段に当たる北側の階段は、幅60cm、１段あたりの蹴上げ30cm、蹴込み45cmで

４段構成となっており、そこからやや南西側に、今度は上段の建物入口と思われる階段跡がある。こ

の入口跡は盗掘によって激しく崩壊しており、ステップ石も、付設の手すりやガードストーンも散乱

した状態にある。まず、階段は105cm幅で３段構成だったことが、１段分のみ残るステップ石（105cm

× 25cm× 15cm）と左右の手すりの彫り込みからわかり、その手すりは斜辺115cm、高さ85cm、厚み

20cmの三角形状をなしている。ガードストーンは左右一対で残り、それぞれ高さ35cm×幅25cm×厚

み15cmと非常に小型であり、頭頂部が突起を持つ丸形となっている。なお、ここではムーンストーン

は確認できなかった。さらに建造物本体の跡も前述の石材などが散乱するのみで、明瞭な遺構としては

確認できなかったが、敷地の南東角付近に水道用の石樋（75cm× 20cm× 20cm、溝深７cm）が一個転がっ

ているのが注目された（元の位置は不明）。

写真 97(Photo97)　建造物跡Ｄ３　石段
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◆［尾根Ｅ＝岩陰遺跡その他］
　尾根Ｃから本流の沢を挟んで北側にある大尾根。尾根先端に崖状に巨岩がそびえ、その裾部に岩陰を

利用した修行場跡（奥行きの浅い岩窟遺跡）がある。テラスＣ方面からは沢を越えた対岸の急斜面に石

段の登り通路が設けられていたようで、崩壊した各ステップの石材が斜面に続いて残っている。岩陰の

ある岩丘上部には狭い平坦地があり、小さな方形の建造物があった痕跡がある。また、この尾根を北東

側へ回り込むと、露岩斜面に彫られた階段跡や、尾根上部（未探査区域）から転がり落ちたと思われる

仏舎利塔の芯柱（ユーパストーン）などがある。

〈岩陰遺跡Ｅ１と斜面の通路〉写真 98・99（Photo 98・99）

　北側から三方に垂直な岩壁を見せて張り出す巨岩の南東側の崖下に、長さ７ｍ、奥行き2.5ｍ、外

側の高さ3.1ｍの岩陰（浅い岩窟）があり、外上部には岩伝いに流れ込む雨水を切るための溝（カター

ラン）が刻まれている。岩陰の床部は土砂に被われた斜面になっていて本来の姿は定かでないが、この

岩陰の北東側には岩壁から約２ｍ離れて別の小さな岩塊があり、岩陰の北端からその岩塊へ、岩陰を守

る形で壁状に石積みが組まれている。さらにその岩塊の西端からは、岩陰を囲む形の石積みの跡（平坦

地を造る擁壁跡か、あるいは低い石壁跡）も見え、岩陰の外側が整地され、何らかの付設物もあったこ

とが推測できる。

　この岩陰は比丘の瞑想修行場跡であり、このスドゥカンダ遺跡の全伽藍のなかでも最初に造られたも

のと思われるが、地形上、その後の中心地となったテラスＣからは、急斜面を容易に行き来できるよう、

沢を跨いで石段の登り道がつけられていたことが、崩れながらも斜面に残る石材の並びからわかる。

　また、この石段の道の西側には、巨岩の裾あたりから斜面下方に向けて石板や石柱などが散在してい

るが、原形や用途は不明で、岩壁の頂上部にあった建造物の素材が崩落してきたものとも思われる。そ

の頂上部も、狭い平坦地の露岩表面に帯状の刻みが付けられ、切石などが残るほか、明瞭な遺構は残っ

ていない。

〈露岩斜面の刻み石段Ｅ２〉写真 100・101（Photo 100・101）

　岩陰遺跡のある巨岩から北東20ｍにある別の露岩斜面に、幅35cm、全長160cmの小さな階段が彫

り込まれている。一段の高さ７cm、蹴込み25cmで７段が残り、その南東側の下部平坦地には建物基礎

の石柱群も見られるが、敷地は約５ｍ四方と推定できるほか形状は定かではない。階段の上部の露岩斜

面には220cm× 80cm× 25cmの大きな石板があり、そのほかにも石材が散在しているが、元の位置や

原形は不明。尾根のさらに上部（未探査区域）から崩落してきたものとも思われる。なおこの周辺から

は浅鉢の土器（Photo 102）も発見された。

〈仏舎利塔芯柱＝ユーパストーンＥ３〉写真 103（Photo 103）

　上記石段跡から北東へ30ｍの尾根斜面に盗掘跡の穴があり、、埋没していたと思われる石柱が掘り出さ

れたような姿で露出している。盗掘穴の内部は土に被われて他の人工物は見あたらず、脇には途中で折れ

たユーパストーンと思われる八角柱が転がっている（長さ80cm、直径18cm）。これは北側の斜面上部から

転がり落ちてきたもののようで、上部は未探査ながら、仏舎利塔が存在したことが推測できる。
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写真 98(Photo98)　岩陰遺跡Ｅ　石垣 写真 99(Photo99)　岩陰遺跡Ｅ

写真 100(Photo100)　刻み石段Ｅ２ 写真 101(Photo101)　刻み石段Ｅ２上部の石板

写真 102(Photo102)　刻み石段Ｅ２周辺から発見された土器 写真 103(Photo103)　ユーパストーンＥ３
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〈便所遺跡Ｆ１〉写真 104・105（Photo 104・105）

　尾根Ｃを隔てる小沢から登った平坦地（建物敷地跡）の南側に入口のステップ（120cm幅の３段の石

段）跡があり、付設されていたムーンストーン（半月形踏石）、ガードストーンも残っている。左右の

手すりは高さ60cmで厚みが15cm。保存状態はきわめて良好である。ガードストーンは高さ90cm、幅

35cm、厚み15cmだが、ムーンストーンは半径30cm、厚み25cmと非常に小さく、ともに無文様であった。

　建物敷地跡に残る便器跡は、全体が65cm× 50cm厚み 20cm、の石板で、表面に25cm× 15cm深さ

12cmの穴が掘り込まれており、下部側に直径１cm程度の穴が貫通している。穴の大きさからして小便

用とも思われるが実態は不明。ムーンストーンやガードストーンなど伽藍と同様の入口付設物をもつと

ころから、いわゆる装飾便所の遺構と思われる。ただし他に彫刻の施された洗浄盤や衝立石などは発見

できなかった。また、Ｃ２’やＤ２’の便所遺構との関係も不明である。

〈建造物跡Ｆ２〉
　基礎部の石材だけが残り、敷地形状は凸型をなして西側の急斜面へ大きく突出している。基壇あるい

は建物外郭基礎に用いられた石材は１本あたり長さ２ｍ、太さ20cm× 20cmと細長い。西側の凸部の

石列は急斜面の沢側へ崩壊が進んでいる。凸部の両端に40cm四方の石材が置かれているが原形は不明。

敷地石列の北側に水道施設Ｂと同様の石樋が残っているため、東側の斜面上部（未探査）から水を通し

ていたとも考えられる。

◆［尾根Ｆ］図 28（Fig.28）

　尾根Ｆは、ごく浅く短い沢筋を挿んで尾根Ｃと末端部分で分かれる尾根で、南から北へ降りていく斜

面に段状の平坦地を築き、３つの建造物跡が並んでいる。以下、斜面上部（南側）のものから順に各遺

構ごとに記述する。

図 28（Fig.28）　Ｆ尾根　概念図（Ridge F plan)
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〈建造物跡Ｆ３〉写真 106（Photo 106）

　尾根末端にある建造物跡で、基礎の石柱群が現在の地表から30cmの高さで立ち並び、南側の入口に

ムーンストーン（無文様）などを備える。建物外郭の石列などは埋もれて計測不能だが、約10ｍ×20

ｍの平坦地に立っていたようである。４本×４本の石柱群は中央部にある大きな盗掘跡を除けば、ほぼ

原形に近い形状で立ち並び、石柱１本の断面は20cm× 20cmである（石柱の長さは盗掘跡で地下部分

までを計ると125cm）。この石柱群の北側や西側には100cm× 150cm× 15cmの石板など、さまざまな

石材が散乱しているが、これらは盗掘時に動かされたものと推測できる。

写真 104(Photo104)　便所遺跡Ｆ１　入口階段 (西より ) 写真 105(Photo105)　便所遺跡Ｆ１　トイレ跡

写真 106(Photo106)　建造物跡Ｆ３　石柱と盗掘跡
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アリベーサマ遺跡
Ali Besama

【調査日】 2010年８月17日

【スタッフ】岡村、甕、武内、西山、松山、佐賀見、杉田、家崎、菅沼、山口、茶川、滝川、バンダーラ、

カラナプリヤ（考古局）ほか国立公園レンジャー、トラクター運転手ら

【位置】アリベーサマ遺跡はワスゴムワ国立公園の北部東端寄りの密林内に位置し、マハウェリ河本流

から真西に約3.5km、東流する支流のワスゴムワ川から真北に約2.8kmの地点にある。「５万分の１地図」

には岩丘のみが描かれ、地名や遺跡印などはなく、これは旧刊の「１インチ１マイル地図」においても

同様である。遺跡中心地点のＧＰＳ測定値は北緯７度44分 23秒、東経80度 56分 58秒であった。

【アプローチ】マハウェリ河左岸の岸辺（支流ワスゴムワ川の合流点から北の下流側へ約1.3kmの地点）

に置いたベースキャンプから、ほぼ真西に続くジープ道をトラクターとピックアップトラックで行き、

道の北側になだらかなガラ（岩丘）が広がる地点で停車、南北に長く続くガラの上を徒歩で役600ｍ

北上した。停車地点近くの岩丘下部にはパタハ（自然窟に手を加えた岩盤上の小貯水池＝遺構）が刻ま

れ、アリベーサマ遺跡をめざす目印となっている。その岩丘にはほかに遺構は見られなかったが、ガラ

を越して北側のジャングルに降りると、樹林中に盗掘跡を伴う煉瓦建築（菩提樹堂）の遺構があり、そ

こからすぐ北側に広がるもう一つの小高いガラに上がると、各所に遺構が分布しているのが確認できた。

【遺跡の全体的状況】 図 29（Fig.29）

　南北に細長い岩丘は、南側に小さなピークと、北側の高所に２つのピークを戴く地形になっており、

その３つの頂上ごとに仏塔の遺構を残している。最も北側の隆起部（最高所）には、狭い頂上部に東西

南北を方位軸とする仏塔があるだけであるが、平坦地に囲まれた中央部のなだらかなピーク周辺には軸

を反時計回りにずらした仏塔のほか、建造物跡と小パタハなどが見られる。また南側の低いピーク上の

仏塔周辺には、階段状の擁壁の跡や岩の窪地を利用した大規模な貯水池、岩の崖部の大パタハなどが分

布している。さらにガラを離れた南の密林中の煉瓦建築遺構を含めて、11ヵ所の遺構が確認できたが、

ガラの北側部分や東西の麓部、周辺密林には調査が及んでいない。また３つの仏塔跡と煉瓦建築遺構に

はすべて盗掘の跡がある。

【部分的状況】

■［仏塔跡Ａ］写真 107 〜 109（Photo 107 〜 109）

　岩丘最高地点のやや急峻な突起部頂上に、擁壁状に積まれた仏塔基壇が存在する。東側と南側が一辺約

８ｍずつの長さで、土砂に押し出されながらも石積み（１〜２段のみ残るだけだが）の跡を残している

（Photo 107）。用いられている石材は、長径約40cmの自然石が主で、基壇全体の規模は、不明部分を入れ

ても約10ｍ四方と思われ、上部伏鉢は完全に崩壊して、煉瓦片を含む土砂の低い堆積となっており

（Photo 108）、中央部には約３ｍ掘り下げられた盗掘の跡が口を開いている（Photo 109）。基壇の方位軸

は正確に東西南北を示し、南側の２つの仏塔とは異なっているのが特徴である。狭く急峻な小ピークで

あるため、基壇の石材や伏鉢の煉瓦、土砂などは斜面下部に崩落し、供花台などの付設物や、付けられ

ていたはずの階段跡なども残ってはいない。また、このピークの麓部にも他の遺構は確認できなかった。
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図 29（Fig.29）　アリベーセマ遺跡　概念図（Ali Besama site plan) 

写真 107(Photo107)　仏塔跡Ａ基壇

写真 108(Photo108)　仏塔跡Ａ伏鉢と基壇 写真 109(Photo109)　仏塔跡Ａ盗掘跡
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■［仏塔跡Ｂ１と周辺の遺構］
　Ａのピークから約70ｍ南東に離れた仏塔跡Ｂ１の周辺は、この岩丘全体の中で、頂上部ながらやや

平坦な地形が広がり、仏塔を中心にして、それを囲むように建造物跡や他の遺構が分布する。一見、遺

跡全体の中でも中核部を成すような配置だが、基壇の方位軸のズレなどから見ると、他の２つの仏塔な

どが同時代のものであったかどうかは不明である。以下、各遺構ごとに記述する。

〈仏塔跡Ｂ 1〉写真 110 〜 113（Photo110 〜 113）

　Ａのピークよりはやや低く、なだらかな頂上部に位置し、正方形基壇の方位軸は北西から南東、北東

から南西への線を示している。基壇の規模は一辺が約10ｍで、北東辺に40cm× 30cm× 30cmの切石や

同規模の自然石を用いた２段の石積み、北西辺は１段のみの石積みが明瞭に残り（Photo112）、他の辺は

土砂に埋もれた石列が途切れながら続くのが確認できるだけである。伏鉢は完全に崩壊、風化して低い

堆積土となり、中央部に深さ約２ｍに掘り下げた盗掘跡（Photo113）があるが、内部は土と石片のみで

煉瓦片は確認できなかった。

〈建造物跡Ｂ２〉写真 114（Photo 114）

　仏塔跡Ｂ１の中心からほぼ真西へ30ｍ離れた岩盤上の平坦地に、鉤型に残るわずかな石列があり、

東西南北を軸とする方形の建造物敷地（基礎部）であったことがうかがわれる。残っているのは南西角

から北と東に延びる各片５ｍほどのみで、他には石材の散乱を含め何も見られないところから、すべて

が他所へ持ち去られたものと推察される。

写真 110(Photo110)　仏塔跡Ｂ１頂上 写真 111(Photo111)　仏塔跡Ｂ１基壇

写真 112(Photo112)　仏塔跡Ｂ１基壇 写真 113(Photo113)　仏塔跡Ｂ１盗掘跡
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〈パタハＢ３〉写真 115（Photo 115）

　Ｂ１の仏塔中心から北西へ約30ｍの岩盤上に、浅い岩の割れ目と窪みを利用したパタハが一列に並ぶ

形で３つ連なっている。いずれも長径１〜４ｍの小さなものだが、頂上部で雨水が貯められる貴重な場所

であったことがわかる。

〈岩盤上の建造物基礎彫り込みＢ４〉写真 116（Photo116）

　Ｂ１の仏塔中心からほぼ北(350度方向)に 56ｍ離れた岩盤上に、建造物の基礎を示す方形の浅い

彫り込みが４つ残されているが、並びが不規則で深さも浅く、用途等は不明である。穴の規模は8cm

〜 10cm× 10cm、深さ５cmで、いずれもきれいな直線で彫り込まれている。

〈岩窟Ｂ５〉写真 117・118（Photo 117・118）

　Ｂ１の仏塔から真東へ約13ｍ行くと岩丘はほぼ棚状に10ｍほどの垂直の崖を成して切れ落ち、崖

下のなだらかな岩の斜面に続いている。その崖下に２つ並ぶ形で浅い岩窟（岩室）が（Photo 117）あり、

比丘の瞑想修行場である岩陰遺跡を思わせるが、開口部天井に明瞭な雨水切りの溝（カターラン）は

見られず（Photo 118）、考古局のバンダーラ氏は自然窟であると結論づけた。ただし、地形や遺跡全体

の位置関係からは岩陰遺跡として好適地であり、さらに検討の余地があると思われる。規模は床部が土

に埋もれて不明なところもあるが、北側のものが開口部幅２ｍ、天井高2.5ｍ、奥行き２ｍ、南側の

ものが幅８ｍ、高さ2.5ｍ、奥行き1.6ｍである。

〈パタハＢ６〉写真 119（Photo 119）

　Ｂ１の仏塔から約30ｍ南側の急斜面下に長径13ｍ×短径1.8ｍ、最深1.8ｍの比較的大きなパタハ

がある。ここは他に遺構もある岩丘の南側からなだらかな斜面を蛇行して頂上部に登る自然の道筋に当

たり、岩丘中腹部における水汲み場としては最好適地であったと思われる。 　

写真 114(Photo114)　建造物跡Ｂ２ 写真 115(Photo115)　パタハＢ３
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■［仏塔跡Ｃ１と周辺の遺構］
　Ａ１やＢ１の仏塔跡がある岩丘の頂上部から南へ岩の斜面を下ると、同じ岩丘上ながら鞍部の堆積土

上に茂る薮や木立を隔てて、もう一つ低いピークがある。そのなだらかな頂上に仏塔の跡があり、周辺

に擁壁の跡や巨大な貯水池跡、大パタハ、さらには柱礎石の散乱などが見られる。以下、遺構ごとに

記述する。

〈仏塔跡Ｃ１〉写真 120 〜 127（Photo120 〜 127）

　測量基点を置いたＢ１の仏塔中心から真南東（135度方向）へ約80ｍ離れ、なだらかな小丘陵の中

心部に造られている。基壇は階段式に２層が残り、下段（外側）の一辺が約20ｍ、上段が約17ｍの規

模で、Ａ１やＢ１の仏塔と比べると約２倍の大きさがある。基壇の方位軸は北東から南西へ、北西から

南東への線を描くが、東西南北の軸から見ると、Ｂ１の仏塔よりは、さらに反時計回りに軸を回して造ら

れている。基壇は、下段の南東側で切石の石垣が２段積みで残り、同じく南東側の上段で１段のみが

明瞭に残っているが、他の辺は伏鉢の崩壊土砂に被われて不明である（Photo120）。その伏鉢は、まだ

完全には崩落せず、土砂の堆積が小高い土饅頭型に残っているが、中央部にはやはり大きな盗掘跡の

穴が開き、内部から煉瓦積みの跡も確認できる（Photo121）。基壇の南西側に当たる裾部の平地にも大

規模な盗掘跡（Photo122）があり、近くには、供花台と思われる大きな石板や石材、煉瓦片などが散在

している（Photo123 〜 125）。

　なお、この仏塔の北麓には岩盤上の柱礎穴（Photo126）があり、どこからか動かされたと思われる柱

礎石（Photo127）が数個散在しているが、元の位置などは不明である。

写真 116(Photo116)　岩盤基礎彫込みＢ４ 写真 117(Photo117)　岩窟Ｂ５

写真 118(Photo118)　岩窟Ｂ５北側 写真 119(Photo119)　パタハＢ６
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写真 120(Photo120)　仏塔跡Ｃ１基壇 写真 121(Photo121)　仏塔跡Ｃ１盗掘跡

写真 122(Photo122)　仏塔跡Ｃ１基壇盗掘跡 写真 123(Photo123）　仏塔跡Ｃ１石板

写真 124(Photo124)　仏塔跡Ｃ１煉瓦片 写真 125(Photo125)　仏塔跡Ｃ１石板破片

写真 126(Photo126)　仏塔跡Ｃ１岩盤に彫られた柱穴跡 写真 127(Photo127)　仏塔跡Ｃ１礎石
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〈擁壁あるいは階段跡Ｃ２〉
　Ｃ１の仏塔から北東へ約13ｍ離れた岩盤斜面に、北東から南西に延びる擁壁あるいは階段跡と思わ

れる２段構造の石積みの列が残っている。長さ約10ｍが明瞭で、北東端は崩壊して不明。北西側の上

部には平坦な岩盤が広がるが、そこには顕著な建造物跡などは発見できないため、この石積みの役割も

不明である。

〈大貯水池＝沐浴場跡Ｃ３〉写真 128（Photo 128）

　仏塔Ｃ１の西側は北側の鞍部から続く岩の窪地となっており、大きな貯水池の跡がいまも一部に水を

貯めて残っている。池の規模は最低でも東西に約35ｍ、南北に約20ｍと広大で、雨期にはさらに広い

面積で水を貯めたものと思われる。南側は急斜面の岩が堤となって池を堰き止め、北側は現在、岩丘鞍部

の樹林が茂って池を囲んでいる。遺跡全体の配置からすれば、北側に池に出る通路や何らかの沿岸設備

があったはずだが、今回は調査が及ばなかった。

〈パタハＣ４〉写真 129・130（Photo 129・130）

　仏塔Ｃ１から約25ｍ南東側で岩丘は1.5〜３ｍの崖となり、その崖下の岩の裂け目を利用した大き

なパタハが残っている（Photo 129）。北東から南西へ長さ25ｍ、幅２ｍもある巨大な岩穴で、貯水量も

多くが望めそうなパタハだが、現在は北側半分がおびただしい岩石で埋められ、南半分に水がたまって

いるため、本来の深さや底部の形はわからない。このパタハを埋める岩石は、岩丘上部から転がり

落ちたものとしては不自然で、人の手によって埋められた形跡があり、もともと水汲み用の足場、あるい

は堰堤として造られたものである可能性もある（Photo 130）。

写真 128(Photo128)　貯水池Ｃ３
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■［建造物＝菩提樹堂跡Ｄ］写真 131（Photo 131）

　パタハＣ４の南端から10ｍも岩の斜面を南に下ると岩丘は終わり、土の平地の密林となる。Ｄの遺

構は、その岩丘の境を挿んでパタハＣ４の南端から真南へ約30ｍの密林中にあり、煉瓦積みの方形の

建造物跡が地表に一部顕れる形で残されている。中心部が盗掘されているため、内側から10層の煉瓦

積みが明瞭に見え、周囲の形状からは、東西南北を方位軸とする煉瓦積みの厚く低い壁が、一辺約15ｍ

の外周規模で四囲を囲んでいる様子がうかがえる。菩提樹堂（菩提樹祭壇）の跡であることは明かで、

考古局のバンダーラ氏の見立ても同様であった。

写真 129(Photo129)　パタハＣ４

写真 130(Photo130)　パタハＣ４埋め立て部分

写真 131(Photo131)　建造物跡Ｄ
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ディウルペラッサの寺院遺跡 
Diwul pelessa

【調査日】 2010年 8月 22日

【スタッフ】 岡村、佐賀見、杉田、家崎、山口、滝川、バンダーラ、カラナプリヤ（考古局）ほか

【位置】 ディウルペラッサ遺跡は、ワスゴムワ国立公園からマハウェリ河を挟んだ東側に位置する

ヤックレ村内の水田地帯にある。村の中心の市場から約1kmほど北に離れた耕作地の中に仏塔跡を

含む２つの建造物の石造基壇が残っている。

【アプローチ】 ヤックレ村の市場から道なりに北に向かう。やや東に折れ幅30cm程度の用水路を進むと、

東側の仏塔遺跡に着く。

【遺跡の全体的状況】

　ディウルペラッサは、もともとヤックレ近辺から南のヘンベラワ村北方にかけてマハウェリ川右岸

に広がっていた広大な古代水田地帯の跡で、13世紀以降に放棄された後も、ジャングルの間に入り

交じって比較的広い草地や灌木地帯（ピティヤと呼ぶ。地図の英語表記では“park country”）が

広がっていた。1973年の法政大学隊はここを縦断して遺跡調査を行ったが、その後の大開発によって

一大水田地帯が甦り、その中にいくつかの遺跡が破壊を免れて残っている。この遺跡もその一例で、

かつての法大隊も調査していなかったもの。水田の中に２カ所の遺構が残り、一つは仏塔、もう一つは

布薩堂か金堂と推定できる。ともに切石積みの基壇が明瞭で、石材の矢穴（楔穴）が楕円形であること

や、周辺に散乱する土器片の文様からアヌラーダプラ時代中期から後期の遺跡であることがわかる。

【部分的状況】

〈仏塔〉
　北南14ｍ 20cm、東西16ｍ 50cm、現在の地表からの高さ１ｍほどの規模の切石積み基壇を持つ。その

上に煉瓦積みの基壇もあったようだが、煉瓦基壇は４段ほどの構造が明瞭な北東角の周辺を除けば、崩

れた伏鉢部の土砂に埋もれて判然としない。伏鉢部は完全に崩れて土砂の山となっているが、その上に

100cm× 50cmの文様なしの石版や、４条の斜線が刻まれた石版、さらに柱頭部の四方の面に同心円（メ

ダリオン）の彫込みがある石柱の破片などが散乱している。これらは、この仏塔に属したものか、周辺

の開墾時に出土したものを集めたものか不明である。

〈建造物跡〉
　仏塔の北側20ｍほどの水田中にあり、現在の地表からでも130cmの高さを持つ、8ｍ 50㎝四方の

石積み基壇が完全に残っている。上部には、６本×６本の等間隔で並んでいた石柱群のうち、傾きなが

らも20本が立っている。この石柱はそれぞれ20cm× 20cmの断面で、長さは下部が堆積土に埋もれて

計れないが、１ｍ程度の短いものであるところから、床柱と推定できる。一方その周囲に倒れている石

柱は35cm× 35cmの断面で、長さは160cmと長いが用途は不明である。



　先発隊栗原がコロンボ着。装備・食糧買い出し等隊務を行う。

　松山・須藤・佐々木がコロンボ着。

　執行コロンボ着。スリランカ政府考古局との交渉・打ち合わせを開始。

　増永コロンボ着。翌日、執行・増永・須藤・栗原・佐々木がキャンディにて合流。今後の予定を協議。

　増永・松山・須藤・栗原・佐々木がコロンボにて合流。増永、松山は考古学局でカルパ氏、アマルカ

氏と面談、出発日時を確認。栗原は入国管理局でビザの取得手続きを行う。残ったメンバーで買出し。

　佐賀見コロンボ着。昼頃、日本大使館へ全員で表敬訪問し、阿藤一等書記官に挨拶ならびに趣旨

を説明。午後買出し。執行はキャンディから基地予定地のヤックレ村に先行し、宿舎の確保、ガイド、

賄い夫の雇用など本隊の受け入れ準備を進める。

　早朝、考古局の車２台に分かれ、隊員と考古局ウィジャナヤカ氏とアマルカ氏とともに出発。

コロンボからクルネーガラ方面へ向かいアンベプッサで考古局バンダーラ氏合流。買出しを行いな

がらヤックレ村を目指す。到着後、借用した空き家を宿舎にベースキャンプを設営。　

　執行、増永、松山、考古局員らとともに、ワスゴムワ国立公園ゲートの管理事務所（野生動物保護局）

に赴き、幕営・レンジャー等の入域交渉を行う。ただし、書類不備により正面ゲート以外からの公園

への直接入域が認められなかったため、バンダーラ氏がコロンボに引き返して野生動物保護局からの

許可証を取り直すことを決定。

　入域認可待ちの間、ヤックレ村北西のマハウェリ川中州カリンガヌワラ（国立公園区域外）を探査。

仏教遺跡の調査を行う。 

  カリンガヌワラの遺跡探査を継続。

  カリンガヌワラの遺跡探査を継続。

　コロンボから帰ってきたバンダーラ氏とともに、執行・

増永・松山が野生動物保護局に向かい再交渉を行う。書類

が揃ったため入域認可が降り、本格活動の準備が整う。

　増永を緊急連絡要員としてヤックレ村に残し、全員が

ワスゴムワ国立公園に入域。考古局車両とトラクターで

南側正面ゲートから北上し、マハウェリ支流のワスゴムワ

川を越え、本流左岸にベースキャンプを設営。

　ベースキャンプから車両で北北西に向かい、ジープ道終点のマーラゴムワ貯水池一帯を探査。

マーラゴムワ貯水池の南端土手状に灌漑施設「ソロウワ No. １」と、土手東方の岩丘ピリマガラに

磨崖仏遺跡を発見、実測調査などを行う。

　マーラゴムワ貯水池一帯の探査を継続。土手の北方で配水施設「ソロウワ No. ２」を、また土手

東方のナワゲティ川流域に仏教遺跡２カ所を発見。実測調査などを行う。

　マハウェリ川左岸のキャンプを撤収。ヤックレ村へ戻る。

　松山がヤックレ村を発ち、帰国の途へ。ミーティングを行い、今後の予定などを協議。

　ヤックレ村からマハウェリ川を渡渉して国立公園内の密林に入り、ナガーナガラの仏教遺跡を調査。
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第３章　付　録

７月 25 日

８ 月 ２ 日

８ 月 ３ 日

８ 月 ４ 日

８ 月 ６ 日

８ 月 ７ 日 

８ 月 ８ 日

８ 月 ９ 日

８月 10 日

８月 11 日 

８月 12 日 

８月 13 日

８月 14 日

８月 15 日

８月 16 日

８月 17 日

８月 18 日

８月 19 日

2009 年隊の現地行動記録

▲カリンガヌワラでの調査

▲ジャングルのベースキャンプでの朝食 ▲トラクターで河床を越える
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2010 年隊の現地行動記録

　現地での全ての探査活動を終了し、傭員への賃金支払い、

お世話になった村人への挨拶、宿舎片づけなどの撤収準備

に当たる。須藤、佐々木が離隊、帰国の途へ。

　ベースキャンプ撤収。ヤックレ村を発ち、キャンディへ

移動。調査隊の解散式を開き、　この日をもって隊を

解散する。その後、増永、栗原、佐賀見は帰国の途へ。

執行は考古局への挨拶や翌年隊の打ち合わせなど残務

整理を経て帰国した。

８ 月 ３ 日

８ 月 ４ 日 

８ 月 ５ 日

８ 月 ６ 日

８ 月 ７ 日 

８ 月 ９ 日

８月 10 日

８月 11 日

８月 12 日

８月 13 日

８月 14 日

８月 15 日

　先発隊の岡村コロンボ着（前日深夜）。スリランカ政府考古局（バンダーラ氏）との打ち合わせ開始。

同日深夜、執行、松山、滝川がコロンボ着。

　先発メンバーによる考古局との打ち合わせを継続。考古局からの参加人員と、考古局車両の燃料費

支払い条件、ジャングル移動用のトラクターやワスゴムワ国立公園内宿営地の手配などを協議。山口

コロンボ着。

　日本大使館を訪問。浜田清彦一等書記官に活動概要と日程などを説明。考古局ではセーナラット・

ディサナヤカ局長と会見、バンダーラ氏らと打ち合わせを継続。

　打ち合わせ、交渉継続。マラリア予防薬購入のため病院で交渉。西山、佐々、杉田、家崎コロンボ着。

岡村以前（７月末）にスリランカ入りして現地下見等に赴いていた佐賀見、菅沼、茶川コロンボ帰着。

執行キャンディ及び基地予定地のヤックレ村へ向かう（ガイドら基地要員雇用と宿舎確保に当たる）

　翌８日までの両日、装備・食料等の買い出しに当たる。

　甕、武内がコロンボ着、全隊員がスリランカ入国。

　入手困難のマラリア予防薬を日本大使館の浜田一等書記官の尽力により購入。別送品のポリタンク

などを通関し受け取る。買い出し、移動用車両打ち合わせなど ｡

　早朝コロンボ発。考古局車両はポロンナルワ経由、隊員用マイクロバスはキャンディ・マヒヤン

ガナ経由でヤックレ村へ。到着後、隊を２班に分け、甕副隊長の班は国立公園入口のハンドゥン

ゴムワ村へ移動。ヤックレ村では疲労のなか深夜までガイドや基地要員との賃金団体交渉など。

　甕班がヤックレ村へ移動。マイクロバスで 1973 年調査のヘナネガラ遺跡 ､ ギンナルーワ遺跡の

現状確認を行う予定であったが、急遽ピンブラッタワ貯水池の灌漑施設遺跡見学が組み込まれた

ため、ギンナルーワ遺跡の確認は予定を断念せざるを得なかった。ヤックレ村帰着後、甕班はマイ

クロバスでハンドゥンゴムワ村へ（ヘナネガラ遺跡の概要は７頁参照）｡

　甕班はヤックレ村へ移動。考古局とともにヤックレ村の学校で生徒たちを対象に遺跡保護の大切さ

を訴える啓蒙活動を行う。同時に松山が勤務校から持参した小学生の絵画展示や、隊員たちによる

折り紙教室を開催し、交流を図る（９頁参照）。この日、西山、武内はワスゴムワ国立公園の野生

動物を視察。他は翌日からの探査活動に備え、食料等の買い出しに当たる。

　早朝、ヤックレ村のガイド、賄い夫らとともにワスゴムワ国立公園に向け出発（執行は緊急連絡

要員として村に残留）。ハンドゥンゴムワ村で甕班と合流し国立公園ゲートへ。しかし入園料等で問題

が生じ、コロンボの考古局長との連絡などで時間を費やす。

また、ヤックレ村民による盗掘疑惑などを理由に同行の

ガイド・賄い夫の入域が禁止される事態に直面。結果、

ヤックレ村からの同行者はトラクターとともに全員

帰し、新たに国立公園管理官の手配で ガイドと賄い夫ら

を雇用し直して午後の入域となる。考古局車両と新雇の

トラクターでマハウェリ支流ワスゴムワ川北方へと向かい、

合流点北方の本流河岸にベースキャンプを設営。

　前年隊およびヤックレ村ガイドの情報に基づき、北方

のマハウェリ支流カラパナン川上流域を探査。しかし、

８月 20 日

８月 21 日

▲お世話になったヤックレ村の人々と

▲遺跡を前に調査の作戦を練る
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目的地の岩丘付近に存在するとされた大仏塔の遺跡は発見できず、ベースキャンプ帰着。

　前年隊が調査したマーラゴムワ貯水池の２つの灌漑施設遺跡とピリマガラの磨崖仏遺跡を再調査。

不足データを収集し、新たな盗掘跡などを確認。

　新雇用のガイド（国立公園レンジャー）の案内によりベースキャンプ西北西のアリベーサマ遺跡へ。

未調査の仏教寺院遺跡を実測調査。

　キャンプを撤収し､傭員を解散。車両をチャーターして全員でヤックレ村に戻る。執行と合流。前半

活動を終了。夜、関係者の村人らを招きパーティーを開催。

 甕、西山、武内、佐々、松山はヤックレ村を発ち ､ 帰国の途へ。他は休養日として調査データの

整理に当たり、今後の日程を協議。カラパナン川上流の再探査やマハウェリ北西対岸のダストタ

地域探査などが候補に挙がり、考古局のバンダーラ氏とともに入域交渉に着手。

　村北東のフンガマラ川左岸にある仏教寺院遺跡を調査するも、ここは 1973 年に法大隊が発見・

調査して報告書に記載もある「フンガマラエラ寺院遺跡」であることが後日判明。

　村の南方にあるナワガハエラの仏教寺院遺跡を調査。水田中にある小規模遺跡で、雨中の調査となる。

　村西方の水田中にあるディウルペラッサの寺院遺跡を調査。夕刻、村の野生動物保護局出張所

へ出向くも職員は数日来の留守で、結局、ダストタ地域の探査などは許可が取れず断念。ワスゴムワ

国立公園西方への移動を決定。執行は遺跡に関する住民意識調査などのため南部のヤラ地方へ移動。

　宿舎を片づけ、傭員への賃金支払いや、お世話になった家主、校長先生らに挨拶してヤックレ村を

出発、ワスゴムワ国立公園の南を迂回して西側のカルガンガ村でゲストハウスに宿泊。この時点

で隊員は岡村、佐賀見、杉田、家崎、山口、菅沼、茶川、滝川の８人と、考古局４人の 12 人となる。

　カルガンガ村でガイドを雇い、カルガンガ（黒い川の意）の右岸域のジャングルを探査。４カ所

ほどの遺跡があったが、いずれも大規模に盗掘されて原型をとどめず、実測等は不可能状態であった。

　カルガンガ村西方のデワラデニヤ・ガルケマ遺跡を調査。午前中に終了し、午後、北方のバカムナ

村に移動。考古局バンダーラ氏の尽力で政府灌漑局の施設を宿舎とする。

　エラヘラ郡役所に郡長を訪ね、調査許可を得るとともに野象よけの大型爆竹などを入手。ガル

ムッラ村で村長ら４人のガイドを得てアンバン川を渡渉、ワスゴムワ国立公園内のスドゥカンダ

遺跡に向かう。到着後、遺構の一部を実測し、大規模遺跡の全体概略を確認。概念図を作成。夕刻、

宿舎に帰着後、岡村作成の概念図を基に翌日からの学生隊員のみによる調査計画、安全対策など

を協議。

　考古局側の隊員バンダーラ氏、カラナプリヤ氏、ウィジェナヤケ氏および運転手と岡村は考古局

車両でバカムナ村を発ちコロンボへ。佐賀見リーダー以下の学生隊はガルムッラ村の村長ニマル・

ジャヤパクサ氏の厚意で同氏自宅に基地を移し、スドゥカンダ遺跡の調査を継続。

　佐賀見をリーダーとする学生隊は、村長、ガイドらとともに９月１日までスドゥカンダ遺跡を

調査、未発見の遺構を次々と発見し、コロンボの岡村との連絡のもと、実測データなどを収集する。

岡村は佐賀見との電話定期連絡をもとに概念図を修正し、考古局に報告。

　スドゥカンダ遺跡の調査を終了。傭員への賃金支払い等を終え、夜、村長宅で村人らと送別

パーティーを開く。コロンボの岡村は考古局長以下の職員、日本大使館などへ調査の全日程終了

を報告し、深夜帰国の途へ。

　学生隊はガルムッラ村を撤収。この日で隊を解散し、佐賀見リーダーら担当者はその後数日間

で装備発送、考古局挨拶など残務整理に当たり、帰国の途へ。

８月 16 日

８月 17 日

８月 18 日

８月 19 日

８月 20 日

８月 21 日

８月 22 日

８月 23 日

８月 24 日

８月 25 日

８月 26 日

８月 27 日

８月 28 日

９ 月 １ 日

９ 月 ２ 日

▲調査を終えて食事のひととき ▲ジャングルの中のベースキャンプ
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私たちの活動の「原点」
（あとがきに代えて）

　南アジアの各地に残る「未知の遺跡」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

に設立した私たちのＮＰＯにとって、この「報告書」は、その目的と成果を「形」にして示す第一号の

刊行物となった。

　2009年と2010年に実施したスリランカでの活動には、遺跡調査のほかにも、住民福利の活動など複数の

目的が含まれ、それらの活動の結果も同時に報告すべきではあったが、まずは活動の主眼である遺跡調査

の成果に的を絞って報告書を刊行し、残りは隊員の諸記録とともにＮＰＯの他の刊行物で報告しよう

として、このような形になった次第である。

　誕生間もないＮＰＯが、最初の活動として取り組んだスリランカでの遺跡調査であり、その結果を記した

最初の『報告書』ではあるが、本書が成立した背景には、巻頭の「はじめに」や「第１章」でも触れた

ように、かつて法政大学探検部とＯＢ有志がスリランカの密林で長期間続けてきた遺跡調査の存在があった。

　過去の、しかも舞台裏の話で恐縮だが、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、せっかく組織された調査隊が、現地ではそれなりの成果を上げながら、隊員の意識を最後まで集約

できなかったために「報告書」を刊行できなくなる状況も生じるなどして、その後の活動継続の見込み

も、ほとんど立たなくなっていたのが実状であった。

　これにはもちろん、近年の大学探検部の部員減少や学生・若者の質の変化といった、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私

たちが、初めて参加する学生たちとの間に生じた距離を、不作為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。
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　そして幸いなことに、こうした設立趣旨に、これまでの枠を超えて多くの人が賛同し、会員や賛助会員

となってくださり、最初の活動である今回のスリランカでの遺跡調査にも、さまざまな形でご支援を

いただくこととなった。当の調査隊員にも、６つの大学の探検部員をはじめとする学生や、ＯＢの会社員、

自営業者、定年退職後の元高校教師や現役小学校教諭といった市民各層の人々が名乗りを上げ、遺跡調査

だけでなく、ＮＰＯが設立趣旨に掲げるさまざまな活動にも従事して、文字どおり再出発の夢は果たされ

たのだったが、この報告書の発刊が遅れたように、ここまでの経緯がスムースであったかといえば、極め

て心許ない。むしろＮＰＯの組織や現地活動の運営、その総括能力といった面でさまざまな課題が強く

浮き彫りにされ、再出発時の「反省」が足りないゆえの葛藤も生じたのが実状であった。

　ただ、何はともあれ、こうした形で報告書が刊行され、会員や支援者・協賛者の各位にお届けできると

同時に、公的な認可を受けた組織として社会的責任の一端も果たせる見込みがついたいま、私たちがあらた

めて思い浮かべるのは、やはり出発時の大方の「イメージ」と、そこにつながる「初心」や「決意」と

いったものである。

  再び舞台裏の話に戻れば、最初に法大隊のスリランカ遺跡調査の成果と意義を認めていただき、その報

告書第一号『セイロン島の密林遺跡』を刊行していただいたのは、民俗学者・宮本常一先生が主宰する

日本観光文化研究所であったが、1975年刊のその報告書のあとがきには、こんな言葉が書き付けてある。

　「私たちはアマチュアである。そしてその仕事は、少人数の、しかもそれぞれ課題を持ったプロの研究者

には費用と時間の面で困難であろう。この仕事はアマチュアにもできる。というより、アマチュアにこそ、

その可能性を求めなくてはならない仕事であろう。（中略）今後、何年かかるか、また、延べ何人の人手

を要するか分からぬが、ここにその道は開かれた——」

  考古学や仏教史、南アジア学の研究者でも専門家でもない素人の集団が、スリランカで仏教遺跡の探検

と調査を続けていくことへの自らの疑問に、自答する形で私が書いた文章だが、この言葉どおり、私たち

はアマチュアとして、仲間を募ってこの仕事を続け、いままた、その原点から再出発した。「広く一般

市民の力を集めて、南アジア地域における未発見・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」を目的とするＮＰＯにこそ、この言葉はふさわしく思われ、仲間や支援者、現地の協働

パートナーを大切にするそのイメージも、実際の活動を通して湧きやすくなっている。

  アマチュアゆえに動きは拙く、無駄が多くて精度も低く、大事なものの見落としもあるかもしれない

が、プロの思考や方法論とは別の場所にも視野を広げて、楽しみながら、ボランティア精神で人々が集

まる——そんな大乗的な探検や調査が、もちろん専門家の指導は仰ぎながら続けられればいいと、いま、

ようやく完成したこの報告書を前に私たちは考えている。常に初心に、原点に戻りつつ、そして社会的

にも人間的にも成熟しつつ、こんな人々の輪をさらに広げたいと願っている。その意味では、いまこそ

が本当の再出発の時なのだろう。

　この報告書が、研究分野の関係者にとどまらず、そうした周囲の多くの人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ある。　　

                                             　　　　 （2012年４月８日　　岡村 隆　記）
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〈編集ノート〉

１．この報告書に収めた遺跡データは、2009年と2010年の調査隊員が、現地でそれぞれに分担して記録したものを

　　集積し、写真、図版と組み合わせつつ文章化したものである。

２．文章化は、まず各隊員が分担してデータ原稿を記述し提出したものをもとに、2009年隊は増永憲彦、執行一利、

　　須藤あけみが一応のとりまとめやリライト等を行い、2010年隊は菅沼圭一朗、家崎晶、岡村隆が分担して

　　草稿を作成し、隊員の校閲に付したのち、最終的には両隊の全原稿を、選定された写真、図版と照合しつつ、

　　また隊員からの聞き取りや文献などで内容を補うとともに用字用語や語法・文体を整えつつ、岡村が全面改稿

　　して組版に供した。なお、無署名原稿の第１章もすべて岡村が執筆したが、そのうち、「探査地域の概要」と

　　「遺跡関連用語の解説」の項は、過去、岡村と執行が執筆や加筆修正を重ねてきた法大調査隊の３冊の報告書や

　　調査計画書を下敷きにした。

３．写真は、各隊が候補として選定したものから、組版進行に合わせて2009年隊分は須藤が、2010年隊分は岡村が

　　最終決定し、それぞれが記号、番号、キャプションを付して文章と符合させ、文中にも註として記号番号を

　　挿入した。組版（レイアウト）と合わせての写真トリミングや画質調整等は須藤が判断し作業した。

４．図版は、両隊隊員のスケッチや概念図の原図、市販地図などをもとに須藤が制作し、組版に供した。

５．校閲は、草稿段階までは各隊員で行ったが、決定稿以降の校正刷りにおいては菅沼、岡村、須藤が担当し、

　　ＮＰＯ理事の境雅仁（武相文化財研究所代表）がこれに加わった。

６．組版（DTP）は、岡村作成の台割に基づいて、委託先の武相文化財研究所で所員を務める須藤が担当し、三校

　　までの校正往復と台割調整を行いながら最終の印刷データとした。また、そこまでの制作過程全般の進行管理を

　　ＮＰＯ副理事長の甕三郎と同監事の武内勲（ともに2010年隊員）が務めた。

NPO-SARERS ホームページ  http://sarers.web.fc2.com/

2012 年５月 17 日　発行                                         　　　　　　 　　　　　　　　　頒価  1000 円

編著者  　　NPO-SARERS スリランカ密林遺跡調査隊（2009 〜 2010 年）
発行所  　　特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会
            　　〒 177-0033 東京都練馬区高野台１− 21 −６− 705　（代表・岡村 隆 方）  
組版所　　　武相文化財研究所         
          　　  〒 252-0203 神奈川県相模原市中央区東淵野辺３−８− 10

印刷所　　　能登印刷株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

スリランカ・ワスゴムワ国立公園周辺の密林遺跡 ─ 2009 年・2010 年調査報告
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協賛・協力者芳名録
【法人・団体の部】（順不同）

朝日新聞社　毎日新聞社　読売新聞社　大塚製薬株式会社　興和株式会社　株式会社モンベル

株式会社モチヅキ　株式会社企画室ゆう　株式会社デジタルパーク　株式会社東海教育研究所　

タマヤ計測システム株式会社　有限会社リーム・オブ・タケウチ　財団法人日本蛇族学術研究所　

武相文化財研究所　地平線会議　インド考古研究会　スリランカ友の会　和光大学スリランカフォーラム

練馬区NPO活動支援センター　関東学生探検連盟　麻布大学探検部　関西大学探検部　中央大学探検部　

東海大学探検会　東洋大学探検部　法政大学探検部　立正大学探検部　早稲田大学探検部　

川崎市立麻生小学校児童の皆さん　                                

【個人の部】（五十音順・敬称略）

会田慶宏　青柳興政  浅野哲哉　阿部 忍　 阿部嘉子　天野賢一　有吉 孝　石井 悟　石井洋一　

伊藤 修　海老沼晴夫　海老沼美恵子　江本嘉伸  岡 雅幸　岡島岩男　岡本由美子　小曽納善行　

川上浩司　川端睦夫　小西正捷　小山典洋　近藤英夫　境 雅仁  桜井勝之　桜庭真由美　渋谷利雄

下坂 充　瀬尾展子　関根晧博　高桑守史　高桑史子　高月眞主幸　高橋新一  高山文彦（工藤雅康）  

武田 力　田中 憲　戸田たづ子　富田真次　永井忠興　野地耕治　野本清孝　早川 昭　林 剛　

芳賀吾一　広中幹男  深谷行弘  藤原岳彦　古谷敏明  辺牟木敬史　増井外志  宮本千晴　森 國興　

森井健一　米良仁志　山本和邦　山嵜浩司  山口 了　渡邊一夫                    

謝　　　　辞
　今回の２度にわたるスリランカ密林遺跡調査に際しては、その前提となるＮＰＯ法人の立ち上げ

から本報告書刊行までの期間を通じて、上に掲げたような多くの団体、企業、個人の方々のご支援

を賜りました。誕生間もない、組織も経済基盤も脆弱な私たちのＮＰＯが、曲がりなりにも本書で

示したような活動の成果を上げることができたのは、ひとえにこれらの皆さまのご支援のおかげで

あり、あらためて厚く御礼を申し上げます。

　同時に、ご支援をいただいた皆さまには、ＮＰＯの発足からすでに４年が経過し、2010年の隊

が現地活動を終えて帰国してからも２年近くが経とうとしている今日まで、お礼はおろか、途中の

報告さえ滞っていたことを深くお詫び申し上げます。

　スリランカでの遺跡調査活動は、この後、2011年の学生隊にも引き継がれ、前例に劣らぬ成果

を上げて報告書を作成中ですが、こちらへのご支援とも併せて厚く御礼を申し上げ、今後もまた

お力添えを賜りますよう、重ねてお願い申し上げる次第です。

　この間の、さまざまなご支援とご指導、本当にありがとうございました。

2012年４月８日　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人南アジア遺跡探検調査会・理事会


