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岡山大学創立７０周年記念 

第３回国際マヤシンポジウム 

異分野融合で見える最先端のマヤ考古学 

 
 

III International Symposium on the Ancient Maya in Japan: 

Recent Interdisciplinary Research in 
Maya Archaeology 

 
 

 

主催：岡山大学大学院社会文化科学研究科文明動態学研究センター、 

名古屋大学高等研究院 

共催：金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター 

後援：おかやま観光コンベンション協会、 

岡山大学研究協力部、岡山大学大学院社会文化科学研究科 

協力：古代アメリカ学会、新学術領域研究「出ユーラシアの総合的人類史学」 

 

期間：２０１９年１２月１３日（金）〜１２月１５日（日） 

 

場所：岡山大学 津島キャンパス 

１３日（金）〜１４日（土）：文法経講義棟２階 ２４番教室 

１５日（日）：総合研究棟２階 共同研究室 

 

Website URL: https://mayaokayama.wixsite.com/3rdmayasimpo 
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「古代マヤ文明」とはー 

 

「古代マヤ文明」とは、今日のメキシコ南東部からグアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル西部、ホン

ジュラス西部にかけて栄えた古代文明である。現代に匹敵すると言われる天文や数学の優れた知識

を究める一方、利器としての車輪や金属を知らず、旧大陸の諸文明から干渉を受けず独自の発達を

遂げたことで知られている。アステカやオルメカ、テオティワカンらと共にメソアメリカ諸文明の一角を

成し、石造りの巨大な神殿建築やマヤ文字碑文などが有名な一方、日本の歴史と直接関わり合うこ

との少ない領域であるためか、一般的な歴史教育で扱われることは少ない。そのため「２０１２年世界

滅亡の予言」などオカルトまがいの間違った情報が先行してしまうことも多く、多くの日本人にとって

「聞き馴染みはあるが、実際のところ、よくわからない」というのが現実ではないだろうか。もしかしたら

「謎と神秘の超古代文明」というイメージかもしれない。しかし、世界の考古学の最前線では古代マヤ

文明ももちろんすでに「謎の古代文明」ではない。かつて欧米の探検家たちを魅了し困惑させた古

代マヤの謎と神秘は今、少しずつだが確実に「科学的な知見」へと変貌を遂げている。本シンポジウ

ムではマヤ考古学研究の最前線で活躍する国内外の研究者を招き、解き明かされた最新の科学的

知見を紹介する。 

 

 

古代マヤ文明年表 概略 

時期区分 年代 
主な特徴 

• 主な遺跡 

日本史の

時代区分 

植民地期 

スペイン征服期 

紀元後 1700 年頃 

紀元後 1500 年頃 

スペイン人征服者の攻撃を受け、独立国として古代マヤ諸王

国は 1500 年代に概ね全てが滅亡。最後に残されたタヤサル

を中心とした王国も 18世紀を前に滅亡。 

江戸時代 

安土桃山 

後古典期 

後期 
紀元後 1500 年頃 

紀元後 1200 年頃 

北ユカタン地方で諸都市が抗争。 

• 主な遺跡：マヤパンなど 

グアテマラ高地の諸王国が勃興し、互いに抗争。 

• 主な遺跡：イシムチェ、ウタトラン、サクレウなど 

安土桃山 

室町時代 

鎌倉時代 

平安時代 
前期 

紀元後 1200 年頃 

紀元後 900 年頃 

中央メキシコのトゥーラなどと活発に交流。 

北ユカタン地方に多くの人口が移動。 

• 主な遺跡：チチェン・イッツァ、ウシュマルなど 

古典期 

終末期 
紀元後 900 年頃 

紀元後 800 年頃 
ペテン地方を中心とした古典期マヤ王国の崩壊・放棄。 

平安時代 

奈良時代 

飛鳥時代 

古墳時代 

後期 
紀元後 800 年頃 

紀元後 600 年頃 

ペテン地方を中心とした古代マヤ文明の最盛期。 

巨大な石造モニュメント建築、マヤ文字による歴史碑文、王

国間での戦争。 

• 主な遺跡：ティカル、カラクムル、パレンケ、コパン、ピ

エドラス・ネグラス、ヤシュチラン、トニナーなど 

前期 
紀元後 600 年頃 

紀元後 250 年頃 

中央メキシコのテオティワカンと活発な交流。 

ペテン地方にカルクムルを中心とした「蛇」王朝とティカル王

朝が発達。 

• 主な遺跡：ティカル、カラクムル、カミナルフユなど 

原古典期あるいは 

先古典期終末期 

紀元後 250 年頃 

紀元後 100 年頃 
先古典期諸都市の崩壊・放棄。 

弥生時代 

先古典期 

（あるいは 

形成期） 

後期 
紀元後 100 年頃 

紀元前 400 年頃 

マヤ文字による表記システムの誕生、マヤ神聖王権の萌芽。 

• 主な遺跡：エル・ミラドール、カミナルフユ、チャルチュ

アパ、タカリク・アバフなど 

中期 
紀元前 400 年頃 

紀元前 1000 年頃 

社会の複雑化、世襲の支配者の出現。 

• 主な遺跡：ラ・ブランカなど 弥生時代 

縄文時代 
前期 

紀元前 1000 年頃 

紀元前 1800 年頃 
文明の黎明期 
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メソアメリカ地域における古代マヤ文明圏 略図 

 

 
古代マヤ文明圏に灰色で網掛け 

 

トゥーラ：後古典期前期に栄えたトルテカ文化の

中心地。 

エル・ミラドール：先古典期中期に栄えたマヤ文

明最古の王国の一つ。 

テオティワカン：古典期前期に大きな影響を古代

マヤ文明に与えた。当時世界最大の都のひと

つ。 

ティカル：古典期マヤ世界の二大王朝の一つ。

蛇の王国と激しく抗争。 

テノチティトラン：後古典期後期に中央メキシコに

覇を唱えたアステカ帝国の首都。 

セイバル：古典期に栄えた古代マヤを代表する

王国の一つ。 

サン・ロレンソ：先古典期前期に栄えたオルメカ

文化の中心地の一つ。 

コパン：古典期に栄えた古代マヤを代表する王

国の一つ。 

モンテ・アルバン：先古典期から後古典期まで長

い歴史を持つサポテカ文化の中心地。 

チャルチュアパ：先古典期から長い歴史のあるマ

ヤ文明南端の都。 

ラ・ベンタ：先古典期中期に栄えたオルメカ文化

の中心地の一つ。 

カミナルフユ：先古典期から長い歴史のあるマヤ

高地の都。 

パレンケ：古典期に栄えた古代マヤを代表する

王国の一つ。トニナーと抗争。 

タカリク・アバフ：先古典期中期に栄えた古都。

マヤ文化とオルメカ文化が混在。 

トニナー：古典期に栄えた古代マヤを代表する

王国の一つ。パレンケと抗争。 

ウタトラン：後古典期後期グアテマラ高地に覇を

唱えたキチェ王国の首都。 

ヤシュチラン：古典期に栄えた古代マヤを代表

する王国の一つ。ピエドラス・ネグラスと抗争。 

チチェン・イッツァ：後古典期前期にマヤ圏全域

に影響を与えた王国の首都。トルテカ文化とマヤ

文化が混在。 

ピエドラス・ネグラス：古典期に栄えた古代マヤ

を代表する王国の一つ。ヤシュチランと抗争。 

マヤパン：後古典期後期にユカタン半島北部を

支配した王国。 

カラクムル：古典期マヤ世界に覇を唱えた二大

王朝の一つ「蛇」の王国の首都。ティカルと激しく

抗争。 

ウシュマル：後古典期前期に栄えたユカタン半

島北部の王国。 

古代マヤ文明の諸遺跡に網掛け  
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1日目 2019年 12月13日（金）10:30-18:30  
文法経講義棟２階 ２４番教室 
 

10:30-10:45 開会挨拶  岡山大学大学院社会文化科学研究科長 

文明動態学研究センター長  釣雅雄 

 

異分野融合アプローチによる先端考古学：ミューオン透視〜放射性同位体分析 

 

10:45-11:45 森島邦博（名古屋大学）、中村誠一（金沢大学）、 

市川彰、北川暢子、久野光慧、眞部祐太、干潟紘太朗、 

榊原亜美、西尾晃（名古屋大学） 

  「宇宙線によるマヤの神殿ピラミッドの非破壊イメージング 

-ホンジュラスのコパン遺跡を対象とした調査研究-」 

（日本語発表） 

 

11:45-12:45 中村誠一（金沢大学） 

「コパン王朝史を解き明かす: 

最新調査成果から見た古典期前期のコパン」（日本語発表） 

 

12:45-14:00 昼休 

 

14:00-15:00 市川彰（名古屋大学） 

「チャルチュアパからの手紙 

-C14年代からみた新カミナルフユ編年案とマヤ南部地域 

の社会過程の再考-」（日本語発表） 

 

 

先端分析技術による石の研究：ヒスイ〜黒曜石 

 

15:00-16:00 飯塚義之（台湾中央研究院/金沢大学）  

  Ｔ・バリエントス、Ａ・サンドバル、Ｐ・エストラダ 

（デルバジェ大学、グアテマラ）、鈴木真太郎（岡山大学） 

「ポータブル蛍光Ｘ線分析と走査型電子顕微鏡観察による 

石材の研究」（日本語発表） 

 

16:00-16:15 休憩 

 

16:15-17:15 青山和夫（茨城大学） 

「黒曜石製石器の蛍光Ｘ線分析と金属顕微鏡による 

石器の使用痕分析：グアテマラ、セイバル遺跡の事例研究」 

（日本語発表） 

 

17:30-18:30 質疑応答  
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2日目 2019年 12月14日（土）10:00-19:00  
文法経講義棟２階 ２４番教室 
 

 

考古人骨研究の新たな展開：バイオアーキオロジー 

 

10:00-11:15 キャロライン・フレイワルド（ミシシッピ大学）、 

ダグラス・プライス（ウィスコンシン大学） 

「メソアメリカにおける同位体、居住の歴史と移民の研究」 

(英語発表) 

 

11:15-12:30 ベラ・ティスラー （ユカタン自治大学） 

「神々に力を：メソアメリカ東部における人身供儀と遺体の儀礼的加工

に関するバイオアーキオロジー」 

（英語発表） 

 

12:30-14:00 昼食＆学内見学（岡山大学考古資料展示室） 

 

14:00-15:00 鈴木真太郎（岡山大学） 

「古代マヤ文明南西周縁域の広域考古人骨研究： 

移民と戦争について」（日本語発表） 

 

 

広域に渡る考古学：広域レスキュー考古学〜広域ライダー測量 

 

15:00-16:15 エクトル・メヒア（トレクサ社） 

「過去を救う： 

考古研究における重要なツールとしてのレスキュー考古学」 

（スペイン語発表） 

 

16:15-16:30 休憩 

 

16:30-17:45 マルチェロ・カヌート（チューレン大学） 

「ライダー技術と古典期マヤ低地の集団規模： 

新たな資料と新たな挑戦」 

（英語発表） 

 

18:00-19:00 質疑応答 
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3日目 2019年 12月15日（日）13:00-18:30  
総合研究棟２階 共同研究室 
 

 

古代マヤ世界への招待 

 

13:00-14:15 トマス・バリエントス（デルバジェ大学） 

「マヤ考古学史：２００年に亘る研究の歴史」 

（スペイン語発表） 

 

14:15-15:30 ボリス・ベルトラン 

（サン・バルトロ-シュルトゥン広域考古学プロジェクト） 

「サン・バルトロ遺跡における壁画の発見と保存へ向けた取り組み」 

（スペイン語発表） 

 

15:30-16:00 休憩 

 

16:00-17:15 フェリックス・クップラト（メキシコ国立自治大学） 

「コミュニケーションの考古学：マヤ神聖文字の研究ができること」 

（スペイン語発表） 

 

17:30-18:30 質疑応答  

 

18：30  閉会挨拶 名古屋大学高等研究院長 周藤芳幸 
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宇宙線によるマヤの神殿ピラミッドの非破壊イメージング 

-ホンジュラスのコパン遺跡を対象とした調査研究- 

 

森島邦博（名古屋大学） 

中村誠一（金沢大学） 

市川彰（名古屋大学） 

北川暢子（名古屋大学）久野光慧（名古屋大学）眞部祐太（名古屋大学） 

干潟紘太朗（名古屋大学）榊原亜美（名古屋大学）西尾晃（名古屋大学） 

 

遺跡などの文化財内部を非破壊で可視化する革新的な技術「宇宙線イメージング」の開発を進め

ている。宇宙線とは、宇宙の天体現像などを起源とした高エネルギー放射線である。その宇宙線中

に含まれる素粒子「ミューオン」は非常に高い物質透過力（高いエネルギーの粒子は 1㎞の岩盤さえ

も貫通する）を持ち、上空のあらゆる方向から絶えず地表に降り注いでいる。観測対象となる物体を

通過する宇宙線を特殊な写真フィルム（原子核乾板）により記録・分析する事で X 線レントゲン撮影

のように非破壊で観測対象の内部イメージ（積算密度の分布）が得られる。我々は、この技術をエジ

プトのクフ王のピラミッドに適用する事で、2017 年にはピラミッド内部に未知の巨大空間を発見した

（K. Morishima et. al., Nature 552, 386 (2017)）。 

この宇宙線イメージング技術をマヤの神殿ピラミッド内部の未発見の石室王墓等の探索に用いる研

究を 2018年よりホンジュラスのコパン遺跡を対象に実施している。宇宙線を検出するフィルムを神殿

ピラミッドの内部に張り巡らされたトンネルに設置する事で、その上部方向のイメージを取得した。本

発表では、宇宙線イメージングの原理とホンジュラスのコパン遺跡の調査における観測データについ

て報告する。 

 

（日本語発表） 

 

登壇者（森島邦博）略歴 

現在、名古屋大学大学院理学研究科特任助教（兼務として名古屋大学高等研究院、名古屋大学

未来材料・システム研究所、JST さきがけ研究者）。名古屋大学大学院理学研究科博士課程では、

未だ謎が多い素粒子の一種「ニュートリノ」の研究のための素粒子計測技術の開発を行い、博士号

（理学）を取得した。その後、名古屋大学理学研究科研究員等を経て、現職。専門は素粒子宇宙物

理学であるが、素粒子計測技術を用いた異分野融合研究なども積極的に進めており、特に、宇宙線

を使った巨大物体内部の可視化技術である宇宙線イメージングの研究開発を推進している。主な業

績として、K. Morishima et. al., “Discovery of a big void in Khufu’s Pyramid by observation of cosmic-

ray muons”, Nature 552, 386 (2017)などがある。受賞歴として、平成 26年度放射線奨励賞、平成 27

年度日本写真学会進歩賞、平成 29年度市村学術賞貢献賞、平成 31 年度文部科学大臣表彰若手

科学者賞。 
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コパン王朝史を解き明かす: 

最新調査成果から見た古典期前期のコパン 

 

中村誠一（金沢大学） 

 

マヤ文明圏の南東端、ホンジュラス共和国の最西部に位置する世界遺産「コパンのマヤ遺跡」は、

古典期マヤ文明を代表する古代都市遺跡の一つである。「ヤシュ・クック・モ」と呼ばれる外来の人物

によって紀元後 426/427年に創始されたコパン王朝は、それから約 400 年の間、16人の王によって

継承されたとされる。このコパン王朝史は、数多いマヤ文明諸都市の王朝史の中でも最も精緻なも

のの一つ、と言われることもある。しかしながら、よくその内容を検討すると、古典期前期にあたる王朝

史前半(紀元後 426/427年∼553年)には不明な点が数多くあり、決して確立された王朝史とは言えな

いことが分かる。 

コパンを含む古典期マヤ文明の諸都市では、古典期後期(紀元後 600 年∼850 年頃)が都市の最盛

期であるため、古典期前期にあたる時代の建造物や遺構は、通常、地表面に露出しておらず、すで

に破壊されているか、古典期後期の建造物や遺構の下に深く埋まっているのが通例である。そのた

め、考古資料、碑文資料ともに古典期前期の資料は少なく、最も精緻と呼ばれる復元王朝史をもつ

コパンもその例外ではない。1990 年代にアメリカとホンジュラス合同の調査団からなるコパンアクロポ

リス考古学プロジェクト(PAAC)が、アクロポリス東側に全長 3 キロを超すトンネル網を掘り、古典期前

期の建造物やそれに伴う記念碑・遺構を数多く発見したが、それでもコパン王朝史の前半を未だ確

固なものにはできていない。 

一方、1999 年から 20 年間にわたりコパン谷内の複数の地区で地道な発掘調査を続けてきた発表

者のプロジェクト(PROARCO)は、コパン王朝史の中でも不明な点の多い古典期前期の建造物や特

殊遺構(奉納、埋納、埋葬、大型石室墓、等)を数多く発見し、放射性炭素年代測定値に裏付けられ

た王朝史前半の重要な資料を蓄積してきた。そして、2019 年 4 月からは、アクロポリス西側を含むコ

パン遺跡中心部の大規模な発掘調査に着手しており、コパンアクロポリス考古学プロジェクトの成果

を独自資料で検証し続けている。 

この発表では、これまでのコパン考古学の定説に変更を迫る新資料を提示するとともに、最新調査

成果から見た古典期前期のコパンの姿に迫る。 

（日本語発表） 

 

略歴 

金沢大学人間社会研究域附属国際文化資源学研究センター教授。金沢大学法文学部史学科考

古学専攻出身。考古学的観点から古代マヤ文明の王朝史の研究を行っている。1983 年よりマヤ地

域各地の考古学調査に従事し、数多くの考古学プロジェクトを指揮してきた。代表的なものにホンジ

ュラスのコパン遺跡、エル・プエンテ遺跡、ラス・ピラス遺跡、グアテマラのティカル遺跡、などがある。

代表的な著作に『マヤ文明を掘る-コパン王国の物語』(NHK ブックス、2007)、『マヤ文明はなぜ滅ん

だか-古代都市興亡の歴史-』(ニュートンプレス、1999)などがある。 
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チャルチュアパからの手紙 

-C14 年代からみた新カミナルフユ編年案とマヤ南部地域の社会過程の再考- 

 

市川彰（名古屋大学） 

 

カミナルフユ遺跡はマヤ南部地域を最も代表する遺跡である。2014 年、猪俣らによって示しされた

同遺跡の新編年案は大きな議論を巻き起こしている。従来のマヤ文明の社会の複雑化や政治体制

に関する定説に大幅に修正を加えたからである。つまり、従来の編年の一部を 300 年ほど年代的に

新しい時期に設定し、神聖王を頂点とする中央集権的な政治機構の出現を紀元前 100 年以降とす

る説を提案したのである。これによって時代的には新しくなるものの社会の複雑化はゆっくりと時間を

かけたものではなく、急速に進行するという新たな社会過程のあり方を示した。こうした新編年案に対

しては、否定的な意見も少なくない。ただし、新編年案の検証はカミナルフユよりも西方に位置する

数遺跡の資料からしかおこなわれていない。そこで、本発表では、カミナルフユ東方に位置し、マヤ

南部地域主要遺跡のひとつチャルチュアパとその周辺遺跡の C14 年代データをもとに新編年案の

検証を試みる。結果、新編年案を支持するデータを報告する。 

 

（日本語発表） 

 

略歴 

現在、名古屋大学高等研究院特任助教。青年海外協力隊としてエルサルバドル共和国で遺跡の

調査や保存活動に従事したのち、名古屋大学大学院文学研究科博士課程に進学し、博士号（歴史

学）を取得した。その後、日本学術振興会特別研究員 PD（受入機関：国立民族学博物館）を経て、

現職。専門はメソアメリカ考古学で、古代社会における中心・周縁関係、突発的な環境変化（自然災

害）と人間、コミュニティ主導型考古学調査法の開発などに関心がある。主な業績として、『古代メソア

メリカ周縁史-大都市の盛衰と大噴火のはざまで-』（2017 年、渓水社）、Strengthening social 

relationships through community archaeology at Nueva Esperanza, El Salvador: Challenges and lessons 

(2018, Journal of community archaeology and heritage 5(4):222-236)などがある。受賞歴として、日本

学術振興会第１回育志賞（2011 年）、名古屋大学第 6回石田賞（2017年）がある。 
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完全非破壊化学分析法による古代グアテマラの石製遺物の研究 

 

飯塚義之（台湾中央研究院/金沢大学） 

トマス・バリエントス（デルバジェ大学、グアテマラ） 

アンドレア・サンドバル（デルバジェ大学、グアテマラ） 

パブロ・エストラダ（デルバジェ大学、グアテマラ） 

鈴木真太郎（岡山大学） 

 

ポータブル型蛍光 X 線分析装置（p-XRF）は、簡便かつ完全非破壊で遺物の化学分析を行うこと

ができる。この p-XRF を用いて、低地（ラ・コロナ）、高地（カミナルフユ、アティトラン）、南海岸（モン

テ・アルト）の遺跡から出土した石製遺物の石材分析を行った。ラ・コロナから出土した石製遺物（装

飾品）の大半は緑色のヒスイ岩で作られている。一方で、高地、南海岸の石製遺物は、ヒスイ岩はもと

より、蛇紋石、雲母、カリ長石、灰長石、葉蝋石などの緑色系の石材や火山岩、変成岩などで製作さ

れている。これまで、これら緑色の石材については科学的な根拠なしに、そのほとんどが緑色岩ある

いは玉（jade）と記載されてしまうことが多かったが、実際には多様な石材が用いられていることが明ら

かとなった。ヒスイ岩は、グアテマラ中部のモタグア地域から限定的に産することが知られており、中

央アメリカ一円に拡がるヒスイ岩の供給源と考えられている。しかしながら、本調査によって、古くから

活用されてきた石材は多様であり、それらの供給源はまったく知られていないこともわかった。またこ

れまで黒色の黄鉄鉱製と称されてきた装飾品や鏡、歯の埋め込み装飾などを分析したところ、これら

は、黄鉄鉱製ではなく、針鉄鉱で製作されていることが明らかになった。本調査結果は本地域の石

材の多様性やそれらの供給源の探索を新たな課題として示すきっかけになったと考える。 

 

（日本語発表） 

 

登壇者（飯塚義之）略歴 

台湾、中央研究院地球科学研究所（研究技師）、金沢大学国際文化資源学センター（客員研究

員）。岡山大学で博士課程を修了後（理学博士）、アメリカ・ワシントン DC のカーネギー研究機構で

ポスドク研究員として過ごす。1998年から台北の中央研究院に在籍。電子顕微鏡技術を用いた火山

岩や変成岩の研究を専門としている一方で、分析技術を応用して考古遺物、特に東南アジア・東ア

ジアの石器石材や中国青銅器鋳造技術の研究などに取り組んでいる。専門は地球科学、岩石学、

文化財分析科学。 
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黒曜石製石器の蛍光Ｘ線分析と金属顕微鏡による石器の使用痕分析： 

グアテマラ、セイバル遺跡の事例研究 

 

青山和夫（茨城大学） 

 

本研究発表は、グアテマラを代表する国宝級の大都市遺跡セイバルと周辺部から出土した 86,624

点の石器の通時的研究を通して、交換、ものづくりと宗教儀礼という、マヤ文明の政治経済組織の長

期的な変化の一側面を明らかにする。2005 年からの私たちのセイバル遺跡の大規模な発掘調査に

よって、公共祭祀建築は従来の学説よりも 200 年ほど早く前 1000 年頃に建設されたことが明らかに

なった。ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析計をグアテマラに持ち込んで 5,376 点の黒曜石製石器の産地を

同定し、肉眼観察と組み合わせて全黒曜石製石器の産地を同定した。高倍率の金属顕微鏡を用い

た分析法によって世界で初めて先古典期（前 1000～後 200 年）のマヤ文明の磨製石斧及び他の石

器の使用痕を分析した。 

供物として埋納された大部分の磨製石斧が実用品ではなく儀式石器であり、使用済の磨製石斧は

全て木の削りに使われていたことが判明した。先古典期中期後半（前 700～前 350 年）には、セイバ

ルの人々は、高度な製作技術が窺われる完形の石刃残核や翡翠製装飾品などの象徴・儀礼的に重

要な供物を公共広場に十字状に埋納してマヤの小宇宙を象徴した。セイバル遺跡の公共広場で繰

り返し慣習的に行われた埋納儀礼を含む公共祭祀という反復的な実践は、集団の記憶を生成し、中

心的な役割を果たす権力者の権力が時代と共に強化された。初期支配層は地域間交換に参加して、

黒曜石や翡翠のような重要な物資、美術・建築様式などの知識を取捨選択しながら権力を強化した。

公共祭祀を形作り物質化したイデオロギーは、地域間交換など他の要因と相互に作用してマヤ文明

の支配層の形成に重要な役割を果たしたのである。 

 

（日本語発表） 

 

略歴 

1962 年京都市生まれ。東北大学文学部史学科考古学専攻卒業。ピッツバーグ大学人類学部大学

院博士課程修了、Ph.D.（人類学）。茨城大学人文社会科学部教授。専門はマヤ文明学、メソアメリ

カ考古学・人類学。1986 年以来、ホンジュラスのコパン遺跡とラ・エントラーダ地域、グアテマラのア

グアテカ遺跡とセイバル遺跡などでマヤ文明の調査に従事。科研費新学術領域研究「環太平洋の

環境文明史」（平成 21～25 年度）と科研費新学術領域研究「古代アメリカの比較文明論」（平成 26～

30 年度）の領域代表者。「古典期マヤ人の日常生活と政治経済組織の研究」で日本学術振興会賞、

日本学士院学術奨励賞を受賞。主な著書に『マヤ文明を知る事典』（東京堂出版）、『マヤ文明』（岩

波新書）、『‘謎の文明’マヤの実像に迫る』（NHK 出版）、『古代マヤ』（京都大学学術出版会）、『古

代メソアメリカ文明』（講談社）、『Elite Craft Producers, Artists, and Warriors at Aguateca』（University 

Press of Utah）、『Ancient Maya State, Urbanism, Exchange, and Craft Specialization』（University of 

Pittsburgh Press）、『世界歴史の旅 古代アメリカ文明』（共著、山川出版社）、編著書に『マヤ・アンデ

ス・琉球』（朝日選書）、『文明の盛衰と環境変動』（岩波書店）など。 
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メソアメリカにおける同位体、居住の歴史と移民の研究 

 

キャロライン・フレイワルド（ミシシッピ大学、米国） 

T. ダグラス・プライス（ウィスコンシン大学、米国） 

 

ストロンチウム安定同位体を用いた移民の研究は、昨今の先進考古学においてはもはやそう珍しい

ものではない。各地で古代の人々の広範な移民流動が次々と明らかになっており、移民の原因やそ

の波及効果に関する議論にも拍車がかかってきている。安定同位体分析を通し、考古学者が古代

の移民に関するより深い論理を構築することが可能になって来ているのである。しかし、人間集団に

おける同位体比率の多様性という研究の根本的な部分ではいまだに答えの出されていない問題も

いくつか存在する。輸入された食品を古代人が食べていた場合にはどうなるのか、地質学的な多様

性が人体に与える影響はどうなのか、また分析資料の大きさはどの程度であるべきなのか、そして、

実際どのように在地民を移民と区別するのか。明確なコンセンサスはいまだに取れていないのである。

本発表ではメソアメリカ中から集められた広範な試料を用い、動物骨から採取された生物学的ベー

スラインが同位体による移民研究の基準としていかに機能するか、そして上記のような諸問題を解決

するのに役立つのか、各地の具体例とともに紹介する。 

 

（英語発表） 

 

登壇者（C. フレイワルド）略歴 

ウィスコンシン大学卒業、同学で博士号を取得。ミシシッピ大学で客員教員、助教職を経て、２０１９

年から准教授。主にマヤ地域における同位体地化学、動物考古学が専門で、メキシコ、グアテマラ、

ベリーズで１０年以上の調査経験を持つ。主な著作に 2019 Price, TD, V Tiesler, and C Freiwald. 

Origins of the sacrificial victims in the Sacred Cenote, Chichén Itzá, Mexico. American Journal of 

Physical Anthropology. doi.org/10.1002/ajpa.23879。2018 Miller Wolf, K, C Freiwald. Re-interpreting 

ancient Maya mobility: A strontium isotope baseline for western Honduras. Journal of Archaeological 

Science: Reports 20:799-807 などがある。 

 

共同著者（T.D. プライス）紹介 

ウィスコンシン大学名誉教授。同学考古化学研究所所長、アメリカ科学アカデミー会員。ニュージー

ランド、デンマーク、北米、中国、ヨーロッパなど世界各地で農業の起源や移民動態に関する調査研

究を行なっており、２５０件以上の学術論文を発表し、また２５冊の学術書を著した現代を代表する考

古科学の世界的な研究者である。 
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神々に力を: 

メソアメリカ東部における人身供儀と遺体の儀礼的加工に関するバイオアーキオロジー 

 

ベラ・ティスラー（ユカタン自治大学、メキシコ） 

 

神々にも『食事』が必要である。これはメソアメリカにおける宗教、神話、儀礼において、その根底に

ある考えである。そしてこの神々の食事における最上級の餐が、人体、特に心臓と血潮に宿る生命

である。先スペイン期において、供儀の犠牲者は複雑な儀礼を通じて神々に捧げられ、その肉体と

命が神々を大いに悦ばせ、神々はその力を新たにしたのである。こういった考えはスペイン植民地期、

そして現代においても、多少その傾向が残っている。本講演ではこういった神々の聖餐、心臓摘出

や斬首といった古代マヤの人身供儀儀礼について、主に自然人類学的見地から、考古学、考古科

学、碑文学、図像学からの所見を交え、包括的且つ科学的に検証と議論を行う。古典期から後古典

期、さらに植民地期にまたがる４５遺跡出土分という非常に広範な考古人骨群から、死亡時に受けた

暴力の骨学的な証拠が明らかな個体群を選出し、使用利器や受傷の状況などを検証することで、多

様な人体供儀儀礼の様相を明らかにする。各古人骨には心臓摘出や斬首のような殺人に至る行為

に限らず、犠牲者の皮を剥ぐ行為、肉を削ぎ落とす行為、遺体の素材を用いて宗教的記念品を作り

出す行為、建物の外へ肉体の一部をさらす行為など、実に多様な死後の加工の跡までが記録され

ている。しかし、重要なことはこういった一種残酷とも思える骨学上の個体記録を、古代マヤ文明圏

全域における考古学的な傾向として捉えることである。こうすることで当地の宗教儀礼の実践の変遷

過程があぶり出され、いわゆる古典期マヤ文明崩壊とその後において、規模も大きく、また強い暴力

性を伴う宗教儀礼が増加していったという興味深い歴史的な展望が明かされている。これはチチェン

イッツァ遺跡（ユカタン州）やチャンポトン遺跡（カンペチェ州）、チアパス高原の諸遺跡でのケースス

タディとも合致する所見である。 

 

（英語発表） 

 

略歴 

ドイツ、ハノーファー医科大学で５年間医学を学んだ後、渡米。チューレン大学で美術史を専攻、

卒業し、メキシコで新たに国立人類学歴史学大学校に入学。考古学を専攻、卒業し、同校にて考古

学修士。後にメキシコ国立自治大学にて人類学博士。現在はユカタン自治大学人類学部教授、同

学バイオアーキオロジー研究室ならびに組織学研究室を主宰。メキシコ科学アカデミー会員で、同

国立研究者機構では最上位の第３階位に認定されている。専門は古病理学、バイオアーキオロジー、

タフォノミー、先スペイン期ならびに植民地期における埋葬儀礼。スプリンガー社、フロリダ大学出版

局、アリゾナ大学出版局、ハーバード大学ダンバートンオークスなどから出版された学術業績は合計

で２００点以上に上る。 
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古代マヤ文明南西周縁域の広域考古人骨研究：移民と戦争について 

 

鈴木真太郎（岡山大学） 

 

古代マヤはもはや「謎と神秘」ではない。考古学を中心とした多くの研究が進み、「謎と神秘」は少し

ずつ科学的知見へと変貌を遂げている。しかし、マヤ考古学にも一定の潮流がある。ペテン地方に

おける大規模遺跡の発掘や碑文解読に一定の偏向があることは否定できない現実である。そして、

こういった近年のマヤ考古学の潮流から取り残されがちな地域がグアテマラ南海岸地方である。居

住の歴史は古く、先古典期前期（紀元前１０００年以前）にまで遡る遺跡や遺構が確認されているが、

現代における土地利用が活発で、新たな体系だった発掘調査が行われにくい。この点を鑑み、本研

究は１９８０年から１９９０年代の初頭にかけて発掘された考古人骨資料を新たに整理し、近代的バイ

オアーキオロジーの論理的枠組みから再鑑定、その上で当時は存在しなかった安定同位体分析等

の理化学分析を行い、マヤ考古学の空白地とも言えるグアテマラ南海岸地方に新たな見解を示すも

のである。本発表ではその中でも特に先古典期後期から終末期にかけてのグアテマラ南海岸にお

ける移民と戦争の状況について考察する。 

 

（日本語発表） 

 

略歴 

現在、岡山大学大学院社会文化科学研究科講師。上智大学外国語学部卒業後、ユカタン自治大

学（メキシコ）で修士号、メキシコ国立自治大学で博士号を取得し、その後金沢大学人間社会研究域

附属国際文化資源学研究センターで客員研究員を務め、並行してグアテマラ、デルバジェ大学に４

年間勤務した。メキシコ国立自治大学からは２０１５年度哲文学部メソアメリカ研究科博士首席卒業

生としてアルフォンソ・カソ勲章を授与されている。平成３０年度文部科学省卓越研究員、２０１９年３

月から現職。専門はメソアメリカ〜マヤ文明圏における考古学、特に考古人骨の研究、バイオアーキ

オロジー。近年の著作に Suzuki Shintaro & Maggiano Isabel、「Histological age assessment in a 

prehispanic Maya sample from Xcambó, Yucatan, Mexico: Benefits and limitations」、『Journal of 

Archaeological Science: Reports 』 、 ELSEVIER 、 Vol. 22 、 pp. 214-222 、 2018 

(DOI.org/10.1016/j.jasrep.2018.09.029)、Suzuki Shintaro, Tiesler Vera & Price Douglas、「Human 

Migration and Ethnic Expression in Southeastern Borderland of Mesoamerica: A Bioarchaeological 

Perspective from Copan, Honduras 」 、 『 Bioarchaeology of Pre-Columbian Mesoamerica: An 

Interdisciplinary Approach』 Cathy Willermet & Andrea Cucina編、University Press of Florida、pp. 

192-222、2018 などがある。 
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過去を救う：考古研究における重要なツールとしてのレスキュー考古学 

 

エクトル・メヒア（トレクサ社、グアテマラ） 

 

昨今、考古学の在り方には重大な変革が起きている。科学技術の進歩による遺存体の生化学分析

やフォトグラメトリー、ライダー広域測量は考古コンテクストの調査と解釈に革命をもたらしているし、

都市計画や工業、農業における発展という名の開発は埋蔵文化財の保護に対して日々潜在的な脅

威を及ぼしている。現代考古学における考古学者はただ遺跡を伝統的な方法で発掘し、調査すると

いうだけではすまないのである。押し寄せる分野融合の波を受け入れ、同時に経済開発と文化財保

護といういわば相反する局面を適切に理解し、処理していかなければならない。本発表ではこの考

古学変革の時期に際し、如何に考古学が都市および農村の開発に貢献し、同時に文化財保護を推

進し、また調査研究をも行うことができるのかという統合的なスキームについて議論する。おそらくは

現代最もポピュラーな考古学のあり方の一つであるレスキュー発掘プログラムが、新時代の考古学に

おいて如何に機能するかを模索するのである。 

 

（スペイン語発表） 

 

略歴 

グアテマラ、サン・カルロス大学卒業、２３年間に及ぶ考古学発掘の経験を持つ。１４年間に亘りペ

テン地方の小村落遺構を踏査するグアテマラ考古学アトラスプロジェクトに従事した後、５年間エル・

ミラドール盆地の踏査に従事、直近は電力事情改善のための送電線敷設に伴うレスキュー発掘をグ

アテマラ全土で展開する超広域プロジェクトを主宰。グアテマラ考古学組合長も務めており、国内外

で多くの講演を行っている。 
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ライダー技術と古典期マヤ低地の集団規模：新たな資料と新たな挑戦 

 

マルチェロ・カヌート（チューレン大学、米国） 

 

昨今、ベリーズ、グアテマラ、メキシコを中心とするマヤ文明圏では先進のライダー技術を駆使した

研究が行われており、マヤ低地における社会規模とその複雑さについて多くの定説が刷新されつつ

ある。人為的な痕跡が非常に微細なレベルで記録され、ライダーがカバーした領域内の活発な人間

活動と天然資源の集中的な使用、そして自然環境への恒久的なインパクトが証明されつつあるので

ある。実際、ライダーの広域データによって古代マヤ社会における自然環境、農地組織、都市化の

規模、人口密度、そして戦争の在り方についても新たなモデルの構築が促されている。こうした状況

を踏まえ、本発表ではグアテマラ、ペテン県にあるマヤ生物圏保護区で２１００km²以上の広域をカバ

ーしたパクナム財団による最新のライダー調査を紹介する。多数の住居趾を確認し、国際研究チー

ムが古典期後期のマヤ中央低地の総人口を７００万人から１１００万人と算出した革新的な研究であ

る。人口密度の通時的な変動も記録されており、今後はさまざまな地域や時代のライダーデータを比

較することで、この人口変動を引き起こした社会経済的および政治的プロセスの解明が期待されて

いる。 

（英語発表） 

 

略歴 

ハーバード大学卒業、ペンシルバニア大学で博士号を取得後、エール大学で助教職を務め、２００

９年からチューレン大学教授、同学中央アメリカ研究所所長。マヤ文明圏のみならず南アメリカ、イン

ド、北アフリカ、そしてアメリカ北東部で考古学発掘の経験を持つ。主な研究テーマは古代マヤにお

ける社会政治的複雑化の過程と複雑化した社会を維持する統合的なメカニズムの解明、世帯と地域

社会のダイナミクス、物質文化によるアイデンティティの定義、そして考古学の現代社会コンテクスト

の研究。現在、グアテマラ北西部でラ・コロナ広域考古学プロジェクトを共同主宰。近年の主な著作

に The Regimes of the Ancient Maya (in preparation with Cambridge, 2019),  

Understanding Early Classic Copan: New Research and New Themes (University of Pennsylvania, 

2004), The Archaeology of Communities: A New World Perspective (Routledge, 2000)などがある。 
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マヤ考古学史：２００年に亘る研究の歴史 

 

トマス・バリエントス（デルバジェ大学、グアテマラ） 

 

マヤ考古学の歴史は欧米諸国に異文化への探究心が芽生えた啓蒙思想の時代へ遡る。中央アメ

リカを巡った探検隊たちのスリリングな体験が旅行記となり、新聞記事、小説となって瞬く間に浸透し、

それ以来、古代マヤ文明は２世紀以上にわたって多くの人々を魅了し続けている。失われた都市を

求めてジャングルに入る冒険者＝考古学者というイメージもこのころに流布した冒険譚によるところが

大きい。しかし、現代のマヤ考古学はもちろん冒険の考古学ではない。米国で近代的な人類学、考

古学が生まれると、マヤ考古学にも客観性を追求する社会科学としての基礎が確立され、その後、

機能主義や進化主義などさまざまな理論の影響を受けて、マヤ考古学は社会の複雑化と発展を科

学的に議論する最先端の議場の一つとなる。２０世紀後半に進んだマヤ文字の解読もマヤ考古学に

革新的な進歩を生んだ。最近では研究の多様化、学際化が進み、自然科学分野での分析方法も

次々と適用され、多くの優れた成果が挙がっている。本講演ではマヤ考古学の２００年に亘る研究史

を紐解くとともに、文化資源学的な側面から持続可能な観光開発を目指す試みや、古代マヤの末裔

の人々による自発的な遺跡の保存を促すための教育改革など、未来へ向けたマヤ考古学にも一定

の指標を示すものである。 

 

（スペイン語発表） 

 

略歴 

グアテマラ、デルバジェ大学卒業後、米国ヴァンダービルド大学で博士号を取得、グアテマラ全土

で２５年間に及ぶ考古学研究の経験を経つ。現在グアテマラ、デルバジェ大学大学社会学部考古

学学科学科長、および同学考古学人類学研究センター長。グアテマラにおけるパブリック考古学の

先駆けとも言えるカンクエン考古学プロジェクトに従事した後、直近１２年間は共同調査団長としてグ

アテマラ、ペテン地方北西部のラ・コロナ広域考古学プロジェクト（PRALC）を主宰。専門は建造物に

よる空間構成の分析と古代における地政学理論、マヤ考古学全般。下部領域としての研究テーマは

文化遺産学、パブリック考古学、アイデンティティの研究、先スペイン期のマヤ食文化、持続可能な

文化的観光事業の創出など多岐に渡る。 
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サン・バルトロ遺跡における壁画の発見と保存へ向けた取り組み 

 

ボリス・ベルトラン（サン・バルトロ-シュルトゥン広域考古学プロジェクト） 

 

サン・バルトロ遺跡は紀元前８００年頃から紀元後２５０年頃にかけて栄えた比較的小さな遺跡であ

る。ここでは今から１８年前、世界中のマヤ考古学者たちを驚愕させた大発見があった。後に「壁画

の家」と名付けられた儀礼用の建造物の内側で、巨大な極彩色の壁画が見つかったのである。壁画

には紀元前のマヤ社会における政治や宗教の概念が緻密に、且つ約２０００年という時の経過を全く

感じさせないほどの繊細さで描かれており、まさに古代マヤの至宝である。しかし、こういった大きな

発見は時に考古学者にとって大きな挑戦となる。建物北側と西側の壁画は概ね元々の位置に残さ

れていたのだが、その他実に７０００片を超える壁画の断片（その中には最古のマヤ文字資料の一つ

が含まれていた）が建物を埋めた土塊に紛れていたのである。その一片一片の丁寧な発掘、記録、

取り上げは困難を極めた。さらに、ひとたび発掘が済めば、後はこの美しい人類の遺産を未来に保

存しなければならない。考古学、保存科学、マヤ碑文学、図像学、芸術家、多くの専門家からなる学

際研究チームがグアテマラ国立考古学民族学博物館に設置された特別スペースで日夜より適切な

保存のための分析、研究を進めている。本講演はこの壁画の発見から発掘、研究と保存のプロセス

を時系列に沿って「その時、その現場」の臨場感とともに伝えるものである。 

 

（スペイン語発表） 

 

略歴 

グアテマラ、サン・カルロス大学を卒業後、エル・ティンタル遺跡、エル・ソッツ遺跡、ラ・ベガ・デ・コ

バン遺跡、リオ・アマリージョ遺跡で考古学発掘に従事し、専門はモニュメント的巨大建造物の研究。

現在は米国スキッドモアカレッジのヘザー・ハースト准教授とともにグアテマラ、ペテン地方の北東部

に位置するサンバルトロ遺跡、シュルトゥン遺跡の広域考古学調査団を主宰。 
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コミュニケーションの考古学：マヤ神聖文字の研究ができること 

 

フェリックス・クップラト(メキシコ国立自治大学) 

 

マヤ文字碑文の研究は様々な観点から進められてきた。そのなかでも最も特筆すべきはやはり２０

世紀後半に起きた古典期（紀元後 250 年〜900 年）碑文テキストの書記体系解読と構造分析の進歩

である。現在では様々な古代マヤ王国の歴史物語が復元され、多くの巨大都市やその周辺都市で

「何年に何が起こった」というかなり細かい歴史年表までが理解されつつある。 

しかし、近年のマヤ碑文学が扱う領域はこういった歴史記録の復元という分野だけではない。歴史

言語学、文献学、文法学的な視点から、幅広いテキストの集成データベースを異なる遺跡、地域、時

間軸間で比較検証し、単なる王の年代記を超えた社会動態の研究が行われているのである。 

本講演は特に儀礼実践とその碑文における表出について議論し、こういった新たなマヤ碑文学の

視点を紹介する。マヤ文字碑文は定型化された活字ではなく、人々の会話、学習、儀礼、ビジュア

ルアートを含む一連のコミュニケーションの産物なのであり、総合的に研究を進めることで特定の社

会集団を区切る重要なマーカーとして機能するのである。つまり、より広い人間活動の物質的で象徴

的な証拠としてマヤ碑文を見た場合、共時的視点で文化の境界を見定め、通時的な視点で歴史に

おける変化と連続性を再構築することができるのである。そういった意味で碑文テキストと土器や建

造物、人骨の研究は直接考古学的に比較研究も可能なのである。 

 

（スペイン語発表） 

 

略歴 

ドイツ、ボン大学卒業、メキシコ国立自治大学で博士号を取得後、同学人類学研究所特別研究員

を務める。グアテマラの民俗学的調査やパレンケ、ワシャクトゥン、ウシュル、ヤシュノフカなど古代マ

ヤ文明圏各地で発掘経験を持ち、専門は碑文学、図像学、特にマヤ考古学における「記憶」の表象

理論について研究を進めている。 
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13 (Fri./Vie.): 
 
10:30-10:45: Opening Words / Inauguración   
Masao Tsuri 
Director of Center for Research on the Dynamics of Civilizations,  
Okayama University 
 
10:45-11:45:  
Kunihiro Morishima, Seiichi Nakamura, Akira Ichikawa, 
Nobuko Kitagawa, Mitsuaki Kuno, Yuta Manabe, Kotaro Hikata,  
Ami Sakakibara & Akira Nishio 
Non-destructive Imaging of Maya Temple with Cosmic-ray Muons: Research 
Project at Copan in Honduras (Talk in Japanese)  
 
11:45-12:45:  
Seiichi Nakamura 
Unraveling the Copan Dynasty: 
A New Perspective on Copan’s Early Classic Period as seen through the 
Latest Research (Talk in Japanese) 
 
12:45-14:00: Lunch / Almuerzo 
 
14:00-15:00:  
Akira Ichikawa 
A Letter from Chalchuapa: Reassessing Kaminaljuyú Chronology and Social 
Processes in Southern Mayan Area through Radiocarbon Dating  
(Talk in Japanese) 
 
15:00-16:00:  
Yoshiyuki Iizuka, Tomás Barrientos, Andrea Sandoval,  
Pablo Estrada & Shintaro Suzuki 
Non-Invasive Chemical Investigation on Stone Artifacts in Ancient 
Guatemala (Talk in Japanese)    
 
16:00-16:15: Break 
 
16:15-17:15:  
Kazuo Aoyama 
Microwear Analysis of Lithic Artifacts and pXRF Analysis of Obsidian 
Artifacts from Ceibal, Guatemala (Talk in Japanese) 
 
17:30-18:30: Discussions / Discusiones 
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14 (Sat./Sab.): 
 
10:00-11:15:  
Carolyn Freiwald & T. Douglas Price 
Isotopes, Residential Histories, and Migration in Mesoamerica  
(Talk in English)   
 
11:15-12:30:  
Vera Tiesler 
Feeding the Gods in Eastern Mesoamerica: 
The Bioarchaeology of Human Sacrifice and Related Forms of Ritual Body 
Processing (Talk in English) 
 
12:30-14:00: Lunch / Almuerzo  
Visit to the Archaeological Museum at the Okayama University 
Tour por el Museo de arqueología en la Universidad de Okayama 
 
14:00-15:00:  
Shintaro Suzuki 
Regional Bioarchaeology on the Southeastern Borderland of the Maya Area: 
Migration and Warfare (Talk in Japanese) 
 
15:00-16:15:  
Héctor Mejía 
Rescuing the Past: 
Salvage Archeology as an Instrument for Scientific Research  
(Rescatando el pasado: la arqueología de rescate como un instrumento para la investigación) 
(Talk in Spanish) 
 
16:15-16:30: Break 
 
16:30-17:45:  
Marcello Canuto 
Lidar Technology and the Classic Period Population of the Maya Lowlands: 
New Data, New Challenges 
(Talk in English) 
 
18:00-19:00: Discussions / Discusiones 
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15 (Sun./Dom.): 
 
13:00-14:15:  
Tomás Barrientos 
The Development of Maya Archaeology: Two Hundred Years of Research 
(El desarrollo de la arqueología Maya: Doscientos años de investigaciones) 
(Talk in Spanish)  
 
14:15-15:30:  
Boris Beltran 
The Mural Paintings from San Bartolo, Guatemala: 
Discovery and Strategies for Preservation 
 (Descubrimiento de la pintura mural de San Bartolo y su estrategia de conservación) 
 (Talk in Spanish) 
 
15:30-16:00: Break 
 
16:00-17:15:  
Felix Kupprat 
An Archaeology of Communication:  
Approaching Maya Hieroglyphic Texts 
(Una arqueología de la comunicación: los alcances del estudio de los textos jeroglíficos mayas) 
 (Talk in Spanish) 
 
17:30-18:30: Q & A / Sesión de preguntas  
 
18:30: Closing Words / Clausura  
Yoshiyuki Suto 
Director of Institute for Advanced Research (IAR), Nagoya University 
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NON-DESTRUCTIVE IMAGING OF MAYA TEMPLE WITH 
COSMIC-RAY MUONS:  

RESEARCH PROJECT AT COPAN IN HONDURAS 
 

Kunihiro Morishima (Nagoya University)  
Seiichi Nakamura (Kanazawa University)  

Akira Ichikawa (Nagoya University) 
Nobuko Kitagawa (Nagoya University)  

Mitsuaki Kuno (Nagoya University)  
Yuta Manabe (Nagoya University)  
Kotaro Hikata (Nagoya University)  

Ami Sakakibara (Nagoya University)  
Akira Nishio (Nagoya University) 

 
We are developing cosmic-ray imaging with nuclear emulsions. This technique is 

similar to X-ray imaging used for medical checkup. Cosmic-ray contains high energetic 
fundamental particle called muon. Cosmic-ray muons can penetrate thick rock. By 
detection of penetrating cosmic-rays to imaging object, we can take transparent image of 
object. We applied this technology to the Khufu’s pyramid at Cairo, Egypt. As a result, we 
discovered a big void in center region of pyramid (Morishima et. al., Nature 552, 386 
(2017)).  

We have applied cosmic-ray muon imaging to search for hidden spaces (especially 
chambers) in temples at Copan, Honduras since 2018. We installed films, which can detect 
cosmic-ray muons, in tunnels excavated in the temples and achieved images in upper area 
to films. In this presentation, we will present principle of cosmic-ray imaging and achieved 
results. 
 

(Talk in Japanese) 
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UNRAVELING THE COPAN DYNASTY: 
A NEW PERSPECTIVE ON COPAN’S EARLY CLASSIC PERIOD 

AS SEEN THROUGH THE LATEST RESEARCH 
 

Seiichi Nakamura (Kanazawa University) 
 

Copan is one of the most studied Classic Maya sites. Its dynastic history is 
considered one of the best known and best understood. According to the inscriptions found 
on the site, a presumed foreigner named Yax K’uk Mo’ arrived at that place and founded 
the dynasty between 426 and 427 a. C. Since then, approximately along 400 years of history, 
16 governors held the power in succession. This reconstructed dynastic history of Copan is 
considered one of the most detailed and precise among the entire Maya area, but it is 
necessary to admit that the certain knowledge we possess of the first part of it (426/427 - 
553 a. C.), the part that corresponds to the Early Classic Period, is very limited.  

In the Maya area, many sites reached their peak during the Late Classic Period. 
Remains of the Early Classic are commonly found already destroyed or hidden underneath 
the buildings of the Late Classic. The corpus of inscriptions and of archaeological material 
of this period is, therefore, naturally limited. Copan is no exception to the rule. To shed 
new light on this historical period, between 1989 and 1996 the Proyecto Arqueológico 
Acrópolis de Copán (PAAC) excavated more than 3 kilometers of tunnels at the Acropolis 
and registered many buildings, monuments and characteristic traits of the Early Classic. 
The new Proyecto Arqueológico Copán (PROARCO), project under the direction of Seiichi 
Nakamura, has excavated since 1999 various sites along the Copan Valley and is beginning 
new excavations at the Main Group of Copan, including the west part of the Acropolis. 
Numerous sites (caches, burials, and tombs among others) and characteristic traits that 
correspond also to the Early Classic have already been registered.  

More and more, the chronology of this early period is now being proven correct 
with the results of carbon 14 tests, but gaps still persist: it is still impossible to consolidate 
the dynastic history of Copan. In this conference, an examination of the results and the 
interpretations put forth by the PAAC along with the results of recent investigations that 
call for a reassessment of the accepted archaeological history of Copan to see the Early 
Classic at this site from a new perspective will be presented.  

 
(Talk in Japanese) 
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A LETTER FROM CHALCHUAPA:  
REASSESSING KAMINALJUYÚ CHRONOLOGY AND SOCIAL 

PROCESSES IN SOUTHERN MAYAN AREA THROUGH 
RADIOCARBON DATING 

 
Akira Ichikawa (Nagoya University) 

 
Kaminaljuyú is the most representative archaeological site of Southern Mayan 

area. The new chronological revision of Kaminaljuyú presented by Inomata and his 
colleagues (2014) has generated heated debate about Mayan social processes and social 
complexity, in particular, the emergence of political institutions headed by divine rulers in 
the Southern Mayan area. The new chronology presented by Inomata and his colleagues 
suggests that assumptions about the Middle and Late Pre-classical portions of the 
Kaminaljuyú need to be shifted forward in time by roughly 300 years. It also proposes that 
highly centralized polities headed by divine rulers developed contemporaneously, around 
100 B.C., in both the Southern Mayan area and the Mayan Lowlands area. This theory 
suggests that significant changes in Maya civilization in the Preclassic period did not occur 
as continuously or gradually as previously thought. There are several academic critiques of 
Inomata’s new chronology. However, these critiques have primarily relied on data from a 
few archaeological sites located in western area from Kaminaljuyú such as Izapa and 
Ujuxte. This presentation will validate the new Kaminaljuyú chronology, using radiocarbon 
dating evidence obtained from Chalchuapa, El Salvador, and neighboring areas, which are 
located to the southeast of Kaminaljuyú. As a result, the data illustrated in this presentation 
will support the new Kaminaljuyú chronology and its implications for social processes in 
the Southern Maya area. 
 

(Talk in Japanese) 
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NON-INVASIVE CHEMICAL INVESTIGATION ON STONE 
ARTIFACTS IN ANCIENT GUATEMALA 

 
Yoshiyuki Iizuka (Academia Sinica, Taiwan) 

Tomás Barrientos Q. (Universidad del Valle de Guatemala) 
Andrea Sandoval (Universidad del Valle de Guatemala) 

Pablo Estrada (Universidad del Valle de Guatemala) 
Shintaro Suzuki (Okayama University) 

 
A portable X-ray Fluorescence spectrometer (p-XRF) is handy and completely non-

invasive technique to study for chemical compositions of stone artifacts. On-site chemical 
investigation by the p-XRF is carried out for stone artifacts from representative 
archeological sites from the Lowlands (La Corona), though the Highlands (Kaminaljuyu 
and Atitlan) to the Pacific Coast (Monte Alto) in Guatemala. Greenish jadeite jade (jadeite 
and omphacite) artifacts are major components from the La Corona site, whereas stone 
artifacts from the Highlands and the Pacific Coast areas are made of various kind green 
rocks which including monomineralic rocks of jadeite, serpentine, mica, amazonite (K-
feldspar), anorthite, and pyrophyllite as well as volcanic and metamorphic rocks. Until now, 
the most kind of greenish stone artifacts have frequently been described as simply 
“greenstone” or “Jade” without lithic analytical evidences; however the results revealed 
that different kinds of greenish rocks were used by the Prehispanic populations. Since 
jadeitite (jadeite jade) deposits only located along the Motagua Fault zone in central 
Guatemala, it is widely accepted that the central Guatemala is the quarry of jadeitite in the 
Mesoamerica, but many potential resources of all the utilized rocks, here revealed, are still 
unknown. We also studied metallic materials from several site through the same method 
and identified, black in color, goethite (FeO[OH]) pseudomorphs after pyrite (FeS2). There 
are used to called “pyrite” but identified now that some of ornaments, mirrors and dental 
inlays are made of goethite. These finding should open a new regional perspective about 
exploitation of various lithic materials as well as their sourcing. 
 

(Talk in Japanese) 
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MICROWEAR ANALYSIS OF LITHIC ARTIFACTS AND PXRF 
ANALYSIS OF OBSIDIAN ARTIFACTS FROM CEIBAL, 

GUATEMALA 
 

Kazuo Aoyama (Ibaraki University) 
 

I discuss the results of a diachronic analysis of 86,624 lithic artifacts collected 
from Ceibal, Guatemala, in order to elucidate long-term patterns and changes in the 
Preclassic and Classic Maya interregional and long-distance exchange system, as well as 
ritual practices and craft production. Sources of all obsidian artifacts were identified by a 
combination of portable X-ray fluorescence (pXRF) analysis of a sample of 5,376 obsidian 
artifacts, and visual examination of the remaining artifacts. The results of the present study 
indicate that interregional exchange of obsidian from the Maya highlands was of great 
economic significance for the inhabitants of the community and was more crucial for the 
development of lowland Maya civilization than was long-distance exchange with highland 
Mexico. Microwear analysis with a high-power metallurgical microscope suggests that 
many of the Preclassic polished greenstone celts deposited in caches were made specifically 
for ritual purposes, although a smaller number of them were used for wood carving. During 
the late Middle Preclassic period (700-350 B.C.), like greenstone objects, exhausted 
polyhedral obsidian cores deposited in cruciform arrangements along the east-west axis of 
the central E-Group plaza were used as symbols and markers of the center and four cardinal 
directions within the Maya cosmos. The emerging elites at Ceibal were probably actively 
engaging with concepts associated with cardinal directions and the Maya cosmos during 
the Middle Preclassic period. The Preclassic format of public interaction was closely 
followed by descendants during the Classic period, with rulers taking centre stage. Hence 
not only factors such as interregional exchange, but also ideology, expressed in material 
form and through aspects of public rituals and public ceremonial structures, played a 
significant role in the development of Maya rulership. 
 

(Talk in Japanese) 
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ISOTOPES, RESIDENTIAL HISTORIES, AND MIGRATION IN 
MESOAMERICA 

 
Carolyn Freiwald (The University of Mississippi) 

T. Douglas Price (University of Wisconsin – Madison) 
 

Strontium isotope analysis is now common in archaeological research, revealing 
just how widespread population movement was among ancient peoples. Isotopic analyses 
also have spurred discussions about the causes and effects of migration, allowing 
archaeologists to contribute to broader theoretical developments in migration scholarship. 
However, key questions remain unanswered about isotopic variability in human 
populations, including the effects of imported foods, geologic variability, and sample size, 
and there is no consensus on how to differentiate local from migrant individuals. Case 
examples across Mesoamerica show how baseline fauna serve as a good measure of 
bioavailable strontium isotope values and are useful in addressing these questions. 
 

(Talk in English) 
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FEEDING THE GODS IN EASTERN MESOAMERICA: 
THE BIOARCHAEOLOGY OF HUMAN SACRIFICE AND 

RELATED FORMS OF RITUAL BODY PROCESSING 
 

Vera Tiesler (Universidad Autónoma de Yucatán) 
 
 Mesoamericans conceived and still conceive the need of religious merit-making 
with the Gods as a hierarchically organized cosmic food chain, which operates between the 
transpiring human sphere and a divine anecumene, which needs to be “fed”. Until recently, 
humans themselves were held to be supreme “foodstaples”, which were thought to vitalize 
the cosmos at the pulse of defined festivities and time cycles. Victims of ritual killings were 
prepared and slaughtered in prescribed ways to liberate effectively their animate essences, 
believed to rest mainly in the person’s heart and blood circuit. In the aftermath of death, 
the sanctified fleshly remnants would be processed and partitioned, often used as trophies 
or relics still years and decades afterwards. My talk updates the state of knowledge and 
discussion of the practices surrounding human sacrifice. To this end, I combine different 
disciplinary lenses (namely, human taphonomy, archaeology, archaeometry, epi- and 
iconography) with the skeletal evidence of ritual violence and posthumous body processing, 
as documented among 45 archaeological eastern Mesoamerican sites that span the Classic, 
Postclassic and the onset of the colonial period. These human remains integrated caches, 
primary burials, and commingled termination deposits and fills. Their systematic review 
reveals different choreographies of ritual slaughter by way of throat-slashing, decapitation 
and/or heart extraction, each of which provides cues regarding the ceremonial devices used. 
Together, the reconstructions of ritualized violence reinforce the importance of intrinsic 
Mesomerican concepts of the human body as a cosmic model and conduit. My talk finalizes 
with a number of reflections regarding the political and ideological shifts that led to the 
massification and public display of ritualized violence past the Maya collapse, as 
showcased at Chichén Itzá, Yucatán, Champotón, Campeche, and the Highlands of Chiapas, 
Mexico. 
 

(Talk in English) 
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REGIONAL BIOARCHAEOLOGY ON THE SOUTHEASTERN 
BORDERLAND OF THE MAYA AREA:  

MIGRATION AND WARFARE 
 

Shintaro Suzuki (Okayama University) 
 

Today, the Ancient Maya is not a mysterious concept. Archaeological research has 
revealed much of their mystic mask. There is now a rich corpus of scientific knowledge, 
including their political histories, writing systems, among others. However, some topics 
naturally still need more interventions. The Preclassic Southern Coast of Guatemala is one 
of them. Recent explorations in the region have been scarce, despite many important 
problems asked by prior works from the late 20th century. Modern intense cultivations have 
obstructed archaeologists. Our research was designed under this general perspective and 
consists of a systematic re-evaluation of human remains previously excavated during the 
1970s – 1990s from several sites in the Preclassic Southern Coast. There is a surprisingly 
preserved but barely considered skeletal corpus. We have applied modern 
bioarchaeological approaches, like isotopic proveniencing, and are to offer a new 
perspective on the Preclassic period of the Guatemala Southern Coast. In this talk, we focus 
on especially migratory dynamics and warfare. 
 

(Talk in Japanese) 
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RESCUING THE PAST: 
SALVAGE ARCHEOLOGY AS AN INSTRUMENT  

FOR SCIENTIFIC RESEARCH 
 

Rescatando el pasado:  
La arqueología de rescate como un instrumento para la investigación 

 
Héctor E. Mejía （Transportadora de Energía de Centroamérica, TRECSA） 

 
We are currently witnessing how scientific advances are changing the traditional 

view of archaeology. Biochemical analysis, photogrammetry, and LiDAR studies are now 
revolutionizing the ways of exploring and interpreting archaeological contexts. In addition 
to such “academic changes,” the protection of cultural heritage is now another complex 
issue for archaeology. Modern urbanism, industrial development, agricultural expansion, 
and economic progress are some of the entanglements and latent threats to ancient cultural 
contexts nowadays.   

This talk will show how archaeology must be transformed in this era of continuous 
change. We are now required to establish new strategies and techniques so archaeology can 
coexist with urban and rural development. In addition, implementing new research and 
protection schemes could prove the true merits of salvage archaeological programs, perhaps 
the most common way of archaeology today, in the growing trend of “New” archaeology. 

 
(Talk in Spanish) 
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LIDAR TECHNOLOGY AND THE CLASSIC PERIOD 
POPULATION OF THE MAYA LOWLANDS: 

NEW DATA, NEW CHALLENGES 
 

Marcello A. Canuto (Tulane University) 
 

Recent application of lidar technology to the Maya area in Belize, Guatemala, and 
Mexico is revolutionizing long-established models regarding the scale and complexity of 
the Lowland Maya society. The thorough analysis of the anthropogenic remains recorded 
in lidar coverage attests to a tropical society composed by widespread regional interaction, 
intensive use of natural resources, and massive landscape modifications. As a result, lidar 
data compel a reconsideration of current theoretical models regarding Classic Maya 
society’s relationship with the environment, agricultural organization, urbanism, 
population density, and the regional interaction. 

Recent lidar coverage by the Pacunam Foundation in a sector of over 2100 sq. kms 
of the Maya Biosphere Reserve in the Department of Peten, Guatemala has allowed a 
consortium of researchers to identify a large number of domestic architectural features 
suggesting that the central Maya Lowlands sustained a population of between 7 and 11 
million people during the Late Classic period. In this paper, I review various methodologies 
used to develop population estimates along with the potential problems inherent with each, 
proposing means of constraining these problems to produce reliable estimates. I conclude 
by discussing what these population estimates suggest about the nature, scale, and operation 
of Classic Maya society. 

 
(Talk in English) 
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THE DEVELOPMENT OF MAYA ARCHAEOLOGY:  
TWO HUNDRED YEARS OF RESEARCH 

 
El desarrollo de la arqueología maya:  

doscientos años de investigaciones 
 

Tomás Barrientos Q. (Universidad del Valle de Guatemala) 
 
 The discoveries and investigations related to the Maya Civilization have fascinated 
all the people for more than two centuries. The origins of Maya archaeology go back to the 
expeditions that originated from the Enlightenment, when curiosity to study non-European 
cultures began. These travels were recorded in diaries and novels, which soon became very 
popular and a symbol of the adventurous archaeologist that explore the jungle searching 
for lost cities. However, at the end of the XIX century, the rise of American Anthropology 
and Archaeology in the United States gave rise to the methods that created the basis of a 
highly scientific discipline that still stands out among the social sciences for its search of 
objectivity. Later on, with the influence of diverse functionalist and evolutionist theories, 
the Maya region soon became a referent for the main theories about the rise and 
development of complex societies. During the mid-twentieth century, the decipherment of 
Maya hieroglyphic writing opened a new field of interpretations, achieving a very close 
understanding to Pre-Columbian Maya societies. Recently, the investigations in the Maya 
region have diversified, becoming a multidisciplinary field that has adapted to the latest 
scientific tendencies. Among these, we can highlight the new chemical laboratory analyses 
and the development of remote sensing methods for aerial exploring in the tropical jungles. 
Furthermore, according to the influence of postmodern theories, archaeological research in 
the Maya region has been more sensitive to its social impact, incorporating a closer 
relationship with the actual indigenous populations, establishing the concept of Community 
Archaeology. As an outcome of this, Maya archaeology now represents an opportunity for 
socioeconomic development through cultural tourism, but it also looks to have an impact 
in educational programs in order to value and protect this unique archaeological heritage. 
 

(Talk in Spanish) 
 
  



  40 

THE MURAL PAINTINGS FROM SAN BARTOLO, GUATEMALA: 
DISCOVERY AND STRATEGIES FOR PRESERVATION 

 
Descubrimiento de la pintura mural de San Bartolo y su estrategia de conservación 
 

Boris Beltrán (Proyecto Regional Arqueológico San Bartolo-Xultun) 
 

The great jungle of the Maya lowlands has protected numerous vestiges of a 
glorious civilization for several millennia. Archaeological findings through the study of 
material remains help us understand the ancient Maya, their life, customs, and beliefs.  

San Bartolo is a small archaeological site from the Preclassic period 800 BC - 250 
AD, located in northeastern Guatemala. The highlight of the site is an extensive portion of 
wall painting preserved within a ceremonial complex referred to as Las Pinturas, revealing 
rich information about the political system and religion of the Preclassic Maya. However, 
this exciting find also presents a huge challenge for preservation. Two walls remained in 
situ (north and west walls) and more the seven thousand broken fragments of mural were 
collected from within the construction fills during excavations, which includes the oldest 
fragments of the Mayan writing to be discovered in the Maya lowlands. 

Eighteen years after the initial discovery of the exquisite murals from San Bartolo, 
a multidisciplinary team of experts in archeology, conservation, epigraphy, iconography, 
artists among others, have continued the ongoing task of researching and preserving the 
impressive scenes of such a beautiful legacy of humanity. Following the intensive field 
investigations and in situ conservation, then years of work with the fragments, the San 
Bartolo Project recently culminated its collaborative effort in cultural heritage preservation 
by creating a collection room and exhibition in partnership with the National Museum of 
Archeology and Ethnology of Guatemala. This presentation will introduce the 
methodologies and techniques we applied to the research, preservation, and interpretation 
of the San Bartolo mural paintings from its moment of discovery until the present. 

 
(Talk in Spanish) 
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AN ARCHAEOLOGY OF COMMUNICATION:  
APPROACHING MAYA HIEROGLYPHIC TEXTS 

 
Una arqueología de la comunicación:  

los alcances del estudio de los textos jeroglíficos mayas 
 

Felix A. Kupprat (Universidad Nacional Autónoma de México) 
 

Maya hieroglyphic inscriptions have been studied from a variety of perspectives. 
Following the advances in the decipherment of the writing system and structural analyses 
of Classic period texts (AD 250¬900) in the second half of the 20th century, the writing of 
a historical narrative of the dominant dynasties and the political entities they ruled has been 
one of the most important tasks of Maya epigraphy. As a result, we now use a refined 
chronology of the political processes reconstructed for several ancient centers of first and, 
to some degree, second and third order. 

However, Maya epigraphy has treated other topics, especially in the fields of 
historical linguistics, philology, and grammatology (the study of writing systems). With a 
large corpus of texts available, it is now possible to compare patterns in different sites, 
regions, and time periods to problematize diverse cultural phenomena and approach social 
process beyond royal biographies. 

In this talk I discuss the contributions and potential of epigraphy for the discussion 
of archaeological and anthropological issues. The hieroglyphic text is a product of a series 
of communicative practices, which include speech, education, ritual, and visual art. 
Observed differences regarding these practices usually correspond to meaningful markers 
of distinct social groups. Texts as material and symbolic evidence of much broader human 
practices allow us to reconstruct synchronic cultural spheres and boundaries, as well as 
diachronic change and continuity, which, in turn, can be compared to models derived from 
ceramic, architectural, or bioarchaeological analyses. 
Here, I emphasize ritual practices and their reflexes in Maya inscriptions. Texts and their 
spatial contexts show considerable variability which, along with additional archaeological 
data, reflects changes in ritual communication, political structure, and the construction of 
identity throughout the Classic period. 
 

(Talk in Spanish) 
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