
クメール古代都市イーシャナプラの都城区における活性期
Research on the Active Habitation Period of the Ancient Khmer City ISANAPURA

下田一太，筑波大学 大学院人間総合科学研究科
Ichita Shimoda, Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba

菅澤由希，筑波大学 世界遺産専攻
Yuki Sugasawa, World Heritage Studies, University of Tsukuba

米延仁志，鳴門教育大学 大学院学校教育研究科
Hitoshi Yonenobu, Graduate School of Education, Naruto University of Education

田畑幸嗣，早稲田大学 文学学術院
Yukitsugu Tabata, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University

Summary: 
     Sambor Prei Kuk, located at the center of modern Kingdom of Cambodia has been identified as the Khmer ancient city of ISANAPURA of the early 
7th century. Although research was previously concentrated at the temple area, many remnants were currently recorded in the moated city area at the 
western side of this group of monument and further research is required in this area. Sambor Prei Kuk conservation project carried out an archaeological 
research in the moated city area in 2014. Excavation survey was conducted at a total of 21 locations. These positions were distributed on the three east-
west lines which divide the moated city area into four spaces, and three hundred meters distance from each other. Color, magnetic susceptibility and 
chemical composition of each layer of the soil were analyzed and unearthed artifacts were recorded. As cultural layer contains artifacts were confirmed 
at 17 trenches within a total of 21 trenches, it was presumed that the wide areas in the moated city was utilized in the past. The activate habitation period 
of this city was possibly short term because the thickness of cultural layers in each trench are thin. C14 dating was also carried out at with the charcoal 
which was collected from cultural layers. Characteristic of the thickness and depth of the cultural layers in the moated city area was largely different 
from the cultural layers in the temple area. Besides, composition of the unearthed earthenware from the moated city area was also slightly different from 
the artifacts from the city area. This paper report on the result of the excavation survey and unearthed object from the trenches in the moated city area 
and discussed on the conjectured active habitation period and transition of active area in this group of monument.
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はじめに

　サンボー・プレイ・クック遺跡群はカンボジアのほぼ中央，コンポン・トム州に位置し，7世紀初頭の真臘の王都イー

シャナプラに比定されている。遺跡群の悉皆調査にもとづきその重要性を指摘したパルマンティエによる研究をはじめ

（Parmantier1927, 1935），ヒンドゥー教寺院群であった煉瓦遺構が多数残されている遺跡群内東側の〈寺院区〉におい

て従来は研究が進められてきたが，近年の研究により遺跡群の西側に位置する2km四方の〈都城区〉にも多数の遺構が

分布していることが明らかとなり（下田2010），古代クメールの都市形成を考える上で極めて重要な痕跡として研究の

進展が望まれる。

　遺跡群内での発掘調査を伴う考古学的研究は，ゴルベウにより1927年に寺院区の南寺院（Prasat Yeai Poeun）において

行われたのが最初である（Golouvew 1927, 1937, 1938, Masson 1927）。その後，1962年にグロリエによって寺院区内39地

点で試掘坑による調査が行われ，大量の土器が出土した区画では調査が拡張されまとまった資料と層位情報が初めて得

られた。その後1998年より開始された早稲田大学建築史研究室（代表：中川武）とカンボジア政府文化芸術省による共

同事業では，寺院区の北寺院（Prasat Sambor）における発掘調査を2001年に開始して以降（下田ほか2006, 2008），グロ

リエによる調査地区の再発掘調査（Shimoda et al. 2012），遺跡群北側の採土場M49サイトでの発掘調査（下田2010: 106-

108）に続いて，都城内ではM75サイト（下田2010: 114-116），M78/79サイト（チュンほか2013），M65サイト（チュン

2014）において発掘調査が実施された。また2015年には都城区内の重要な施設であったことが推察される都城ほぼ中央

に位置する大型マウンドであるM90サイトでの発掘調査を開始した。

　こうした考古学的調査によって出土，採集された遺物の分析は，前述のグロリエによる発掘調査の出土遺物を対象に

開始された（Groslier 1981）。近年では，グロリエの発掘調査地点での出土遺物の再調査を始めとして（古城ほか2003，

嶋本ほか2008），遺跡群内の表採調査や新たな発掘調査による出土遺物を対象として，器種組成，製作技法，装飾等の

分析が進められた（嶋本ほか2008，嶋本2009）。

　本稿では，こうした既往の研究をふまえて，都城区内の複数地点において2014年に実施した発掘調査の結果を報告す

るものである。この調査では都城区における標準的な土層の堆積状況を広域に把握することを目的とし，複数地点で小



規模な発掘調査を行った。また，発掘調査で得られた土器試料の器種組成について考察を加え，土器編年研究の進展の

一助とすることを目指した。本稿の後半では，他地点での既往の発掘調査や年代測定の結果をふまえて，遺跡群が利用

されていた年代ついて考察を試みる。

1. 発掘調査の方法と結果

　調査は2014年3月16日から3月24日まで，および同年4月28日から5月6日までの計18日間にて実施した。乾季の終わりに

あたり，地下水位が最も低い時期である。加えて，2014年10月から11月にかけて遺物の実測作業を含む記録・分析を進

めた。

1-1. 発掘トレンチの設定および調査方法

　遺跡群内では134カ所のサイトに合計291基の煉瓦造遺構が記録されているが，そのうち北・南・西の三方が土塁と水

濠により，東側は河川によって囲まれている方形の〈都城区〉には42サイトが位置する。標高20～24m程のほぼ平坦な

地形だが，東側の河川付近で標高14mまで緩やかに落ち込む。複数の溜池が掘削されている他，明らかに人工的な起伏

も多数認められ，なんらかの土木工作や崩落した遺構が埋伏していることが予想される。

　今回実施した発掘調査は，2km四方の都城区に偏りなくトレンチを分布させた。つまり，南北に4等分する東西3本の

直線上に約300m間隔でトレンチを設定した（図1，表1）。各直線上に7地点，合計21地点で発掘調査を行った。N3トレ

ンチでは，降雨のためにトレンチの壁が崩落したため，近傍に新たにトレンチを設けた。またN5トレンチは低地で地下

水位面が高すぎたために，やや北側に移動して新たにトレンチを設けた。つまり，合計23地点でトレンチ発掘調査を実

施したが，重複した2地点では新たに設けたトレンチを代表させるものとし，本稿では計21地点での調査結果を示す。

　いずれのトレンチも東西2m，南北1mの範囲で，地下水位面まで掘り下げた。概ね1.5～2mの深さとなった。必要に応

じて地下水位面下の土層堆積状況をハンドオーガーによって確認した。各トレンチの標高は，遺跡群内に過去に設置し

た基準点よりレヴェルを用いたトラバース測量で記録した。

図1　サンボー・プレイ・クック遺跡群における発掘調査地点（年代測定を伴う既往の調査に限る）



　各トレンチは東面と北面の土層断面

図を作成した後，直径6cm程の半割に

した塩ビ管を土層断面に押し付け，層

を乱さないように土を切り取り，ラッ

プとビニールテープを用いて保護し実

験室に持ち帰った。各トレンチの土層

は，地上レヴェルからトレンチ底まで

土色計（Konica-Minolta社製SPAD-503

）を用いて2cmおきに色調の記録を行

った。また，帯磁率計（ZH instru-

ments社製SM-30）を用いて10cmおき

に帯磁率の測定をした。また，分層さ

れた各土をサンプリングし，それらの

化学組成をXRF（Innov-X Sysytem社

製の携帯型蛍光X線分析装置Innov-X 

Delta Premium）によって計測した。

表1　都城内の発掘調査地点の位置と文化層の深度と出土遺物数

1-2. 文化層の検出結果

　土器や煉瓦等の人工遺物が1点以上検出された層位を文化層とした。文化層が確認されたのは全21トレンチ中17地点で

あった（図2）。文化層が最も地表近くで検出されたのはS1トレンチで，地表下約10cmである。最も深かったのはS2ト

レンチで，地表下約90cmで文化層上面が確認された。文化層の厚さは約10cm（C1, C3トレンチ）から最大約110cm（C6

トレンチ）までであった。文化層の厚さが50cm以下である地点が半数以上の11地点をしめた（N1, N2, N4, C1, C3, C4, 

C7, S1, S3, S4, S6トレンチ）。

　都城内の西半分の広くは雨季に冠水し，水田耕作地として利用されている地域も多い。調査地点のうち8地点（N3, 

N7, C2, C3, C4, C7, S1, S7トレンチ）が冠水域に位置するが，文化層が検出されなかった4地点はいずれも冠水域に位置す

図2　都城区における各発掘トレンチの土層断面図



る。また，文化層が検出されても薄く，出土した遺物の量も少ない。もともと生活に不適な低湿地であって利用されな

かったためか，利用されていたものの後世に耕作によって攪乱されて文化層が失われた可能性が窺われる。比較的厚い

文化層が確認されたのは，カシューナッツが栽培されている果樹林内（N1,N2, N4, N5, C1, C5, C7, S3, S5, S6トレンチ）

や古代の土手上と考えられる微高地（S2トレンチ），溜池の護岸（C6トレンチ）や民家内（N6トレンチ）といった冠水

を免れている地域にあった。

　以上のように，文化層の広がりは都城区の広範囲にわたっており，地下の浅いレヴェルに薄く分布していることが確

認され，冠水を免れている地域で比較的厚い文化層が認められる傾向があった。

1-3. 土層の科学的分析による鍵層の検出

　当該地におけるこれまでの研究では，洪水の痕跡や火山灰層など，広域に一様に分布して土層の対比基準の指標とな

る層が検出されていない。今回の調査では，全てのトレンチにおいて各層の土の色，帯磁率，化学組成を分析し，文化

層や地山の特徴を探り，指標となる土層の検出を試みた。

1-3-1. 土色

　地表からトレンチの底まで2cmおきに土色を記録した。微妙な色の差を表現することができるL*a*b色差式によって記

録した。測定結果を図3に示す。色の明度を示すLは20～70の間で推移した。赤の強さを示すaは概ね+5～+20の間で推移

した。黄の強さを示すbはaとほぼ平行して推移し，やはり+5～+20の間で推移した。各トレンチの層序に対する土色の

変化は一様ではないことが確認された。特に表層の土色は共通性が認められず多様であった。ただし，遺物を含む文化

層は概して褐色であり，それよりも深い層では深くなるにつれてL, a, bのいずれもが高くなり，明るく赤みを帯びた土

層になる傾向が見られた。このように，多少の共通した傾向は認められたが，土色によって文化層を特定したり，指標

となる土層を定めることは難しいことが確認された。

1-3-2. 帯磁率

　地表からトレンチの底まで10cmおきに帯磁率の測定をした。帯磁率は磁力を示す値であり，土中に鉄分等が多く含ま

れていると高くなる。測定結果を図3に示す。帯磁率の値は0～0.44の間で推移したが，多くが0.1以下の値を示し，文化

層とそれ以外の土層を区別するために有効ではなかった。多くのトレンチでは鉄分が濃縮した小塊を含む土層が下層に

認められたが，帯磁率との関係は見られなかった。N2, N6, C6, C7, S2トレンチでは文化層中に帯磁率が突出したピーク

が認められたが原因は不明である。こうした結果より，帯磁率は文化層や地山，指標となる土層の検出には有効でない

ことが確認された。

1-3-3. 化学組成

　各土層より採取した土の化学組成分析を行ったが，文化層や特定の層に共通する特徴は認められなかった。また，帯

磁率の変化とFeの値が連動することが予想されたが，必ずしもそれらが関係しているわけではないことが確認された。

分析結果は本稿では省略する。

　以上のように，今回実施した土色，帯磁率，化学組成の分析からは都城区内における文化層や地山に共通した特徴を

見出すことはできず，また鍵層の特定も叶わなかった。こうした特徴が把握できたならば，発掘調査を行わずともボー

リング調査等のより簡易的な方法で土層のサンプリングをすることで，文化層の分布を詳細に把握できることが期待さ

れたが，今回の調査結果からはそうした方法は難しいと判断された。

1-4. 年代測定の結果

　5地点のトレンチ（N2, N4, N6, S2, S5）の文化層より計22点の木本植物由来の炭化物を採取した。そのうち，C6トレン

チより採取した8点にてAMS 14C年代測定を行った。C6トレンチは5層に分層され，第2，3，4層が文化層であった（図4

）。出土した土器片の数は最も深い文化層である第4層では計224点にのぼり，第3層では41点，第2層では2点と上層では

減少する。第4層から採取した6点と第3層から採取した2点の炭化物を年代測定に供した結果を表2に示す。なお，暦年代

への較正にはIntcal13（Reimer et al. 2013）を用いた。



図3　各トレンチにおける土層の土色と帯磁率の深度変化



　第3層のAとEはほぼ同レヴェルより採取された炭化物であり，概ね13世紀後半～15世紀前半を示している。つまりア

ンコール時代の後期に対応する。第4層の6点もほぼ同レヴェルより採取され，4世紀後半あるいは5世紀前半から6世紀前

半を示すものが多い。2点（DとG）は6世紀から7世紀初頭の可能性も高い確率で示される。1点（H）は紀元前の年代を

示しており，明らかに他層から流れ込んだ炭化物と判断される。

　今回の分析はC6トレンチから採取した炭化物に限定しており，今後は他トレンチの文化層に対する年代測量を追加し

ていくことが求められるが，土器片を大量に含むC6トレンチの第4層の年代が，一般的にイーシャナプラの最盛期とさ

れる7世紀前半よりも大きく遡る年代を示していることには留意されよう。また，その上層には時代を大きく隔ててア

ンコール時代後期の土層が認められたことも興味深い。今回の調査において，複数層の文化層が確認されたトレンチは

N4, N5, N6, C4, C6, C7, S2, S5トレンチである。これらの文化層より出土した遺物数を表1に示した。多くのトレンチでは

複数層から遺物が出土してもその数の多寡には開きがあり，多数の土器を含む土層はC6トレンチ第4層と同年代である

可能性が推察される。

　S2トレンチでは3層それぞれからある程度まとまった遺物が出土している例外的な地点である。クメール陶器はアン

コール時代に製作されたものと考えられるため，クメール陶器が出土したN1トレンチの第2層，S1トレンチの第2層，S2

トレンチの第3層はアンコール時代の土層と考えら

れる。これらの土層が今回年代分析を行ったC6トレ

ンチの第3層と同時代か否かは興味がもたれる点であ

る。基本的にはクメール陶器を含まない文化層の多

くは，C6トレンチ第4層と同時代のものと推測される

が，C6以外のトレンチら採取した炭化物の年代測定

を加えて検証を進めたい。

図4　C6トレンチの土層断面図と炭化物の採取地点

表2　遺跡群内における既往のAMS 14C年代測定の結果



2. 出土遺物の概要

　今回の調査で得られた遺物資料の総点数は土器1356点，クメール陶器6点，レンガ8点，瓦4点，石製品10点である。遺

物は全て小片であり，器種が特定できるものや特徴的な遺物のみを抽出して分析した。また，器種分類は先行研究（嶋

本 2008, 2009，田畑2008）に準じた。土器を含む文化層はアンコール時代とそれ以前の時代に分類することができそう

だが，現時点では必ずしも確実な時代判定ができないことから，土器の分析では区別はしていない。

2-1. 既往研究が示す遺跡群における土器の器種組成

　グロリエは寺院区内の広域において複数の試掘坑を掘り下げた1962年の発掘調査において，出土遺物を轆轤製の陶器

と叩きづくりの在地土器に大別した（Gloslier 1981）。轆轤製陶器は大型の水壷や注口付きの注水で，緻密な胎土，スリ

ップによる赤や白の彩色が特徴であるとした。それらの年代は6世紀末から8世紀までの間と推測した。一方，叩きづく

りの在地土器は6世紀から14世紀までの層から出土したとされ，型式の存続性が強いことが指摘された。在地土器は低温

焼成で轆轤の使用はなく，叩き文様が特徴であるとし，器種は広口の鍋，貯蔵用の壷や水差し，鉢，たらい，甕，濾し

器等が挙げられた。残念なことに，グロリエの逝去とカンボジア国内の混乱によって当時の発掘資料に関する情報の多

くは失われた。

　グロリエによる論考に続き，当地の土器に関して嶋本らによる研究が追加された。嶋本は上記のグロリエによる調査

資料の追跡調査や寺院区での発掘調査，遺物の表採調査などを行い，遺跡群における土器の分類を行った（嶋本2009）

。嶋本はグロリエが言う「轆轤製陶器」を「精製土器」，「叩きづくりの在地土器」を「粗製土器」とそれぞれ称し

た。精製土器は良質の胎土を用いて器壁が比較的薄いもので，器種は壷，注口土器，鉢であるとした。丁寧に調整を行

った後に一部には彩文を施して装飾する特徴を持つ。この精製土器は一定の出土量を占め，プレ・アンコール期の土器

資料を特徴づける製品であるとした。一方，粗製土器は精製土器と比較して粗い胎土を使用していること，低温焼成で

あること，鉢や大型の壷などの炊事や液体の運搬，貯蔵に適した器種が主体となること，装飾に彩文ではなく刻文が施

されることなどが特徴であるとした。主な器種は，鉢，壷，ミニチュア土器，ストーブである。粗製土器は器種間，個

図5　都城区内の各トレンチより出土した土器



体間の胎土，器形，焼成状態の差異が大きいことも指摘された。

2-2. 本調査による出土土器の考察

　上記の先行研究を踏まえ今回の調査で出土した土器を分析し先行研究と比較すると，今回出土した資料も，胎土，焼

成，表面の調整の程度から精製土器と粗製土器に分類するのが適当と考えられた（図5）。

　精製土器はS2トレンチの第4，第5層からのみ出土した。器種はやや頸部が長く口縁部が大きく外反する中型の壺とみ

られるもの（図5-1~5）と，高台付の壺の底部とみられるもの（図5-6），注口土器の注口部分（図5-7~8）が確認され

た。この点は嶋本による既往研究と概ね合致する。一般的に，東南アジアにおいてこのような注水土器は儀礼用の容器

と想定されている。今回出土した精製土器の数は限られており，局所的な出土であったことから，何らかの儀礼行為が

都城区内のごく限られた場所で行われていた可能性が推察される。

　一方，出土した土器資料の大部分を占めるのは粗製土器であった。確認された器種は壺，注口土器，鉢，ストーブで

あるが既往研究でも指摘されているように粗製土器は大きさ，胎土，焼成，調整などの点で個体差が大きい。特徴的な

ものを挙げると，壺は器壁が厚く口唇部が肥大し頸部がくの字に屈曲する貯蔵用と思われる大型の壺と（図5-9~12），

中型の壺が見られる。大型の壺には混和剤としてもみ殻が混ぜられる例が見られる。中型の壺は頸部が短くくの字に屈

曲するものと（図5-13~15），頸がすぼまりやや長くなるものも見られ（図5-16~18），従来は精製土器の壺の特徴とさ

れていた器形に類似するものが含まれる。更に高台付の底部（図5-19~24）や注口土器の注口部分（図5-25~27）も粗製

土器に確認された。粗製の鉢については資料が少ないが，胴部上半がくびれる薄手のもの（図5-28～30、33～34）と，

ほぼ垂直に口縁部が立ち上がるもの（図5-31），口唇部が厚くなり底部にかけて直線的にすぼまる浅鉢のようなもの（

図5-32）が見られ，先行研究で指摘された特徴と概ね一致する。

　このように，従来の研究では精製土器にのみ特徴的であるとされた器形の幾つかが粗製土器にも認められ，都城区の

粗製土器の器種組成には先行研究で示されていた以上に多様性があることが明らかとなった。また，注口土器において

は儀礼用としてばかりでなく，生活雑器にも含まれていた可能性が指摘できる。

3. 遺跡群各所における文化層の深度と活性期の変化

　遺跡群内では近年複数カ所で発掘調査が実施されている。今回の発掘調査の他に，4地点における発掘調査では層序関

係を明らかとし，堆積土中の炭化物の年代測定を行った。これらの調査の概要を以下に示した上で，現段階での考察に

は限界もあるが，それらを総合してこの古代都市が利用されていた時期に関する考察を試みる。

3-1. 寺院区内グロリエによる調査地点の再発掘調査

　グロリエによって実施された発掘調査地点の近傍で2008年に発掘調査を行った。調査結果は下田ほか（Shimoda et al. 

2010）と嶋本（2009）に詳しいので参考にしていただきたいが，ここでは隣接した2地点でのトレンチ発掘調査を行った

（図6）。トレンチAでは深さ3.5mまで掘り下げ，計8層に分層された。トレンチBでは深さ約2.5mまで掘り下げたところ

で調査を終えた。地山層まで到達したトレンチAでは計6層の文化層が厚さ約3mにわたり堆積していることが確認され

た。地山を掘り込んだ土坑内の炭化物（Groslier No.1）は535-624AD，また第5層より採取した炭化物（Groslier No.3）は

611-664ADという年代を示し，出土した土器の特徴も考慮して第5層以深はプレ・アンコール時代の堆積土と推測された

（表2）。第4層から採取した炭化物（Groslier No.2）は777-896ADという年代で，プレ・アンコール時代末期を示した。

第2，3層はクメール陶器や中国陶磁器を含んでおり，それらの年代判別よりアンコール時代の堆積層であると判断され

た。

3-2. M.49サイトにおける発掘調査

　このサイトは寺院区と都城区の間のやや北側に位置する（図1）。調査結果は下田（2010）と嶋本（2009）に詳しいの

で参考にしていただきたいが，この地点は2004年前後に採土場とされ，東西約30m，南北約50mの範囲が深さ約3mまで

掘り下げられた。その結果，大量の土器片が出土し，また採土による窪地の北と東壁面からは煉瓦遺構が確認された。

窪地の壁面を整えるように計5カ所で幅1mの土層断面観察用の垂直壁を設けた。斜めの壁に対して削り出す量を抑える

ために，階段状に数段の垂直壁を設けた。5地点での土層には若干の違いがあるが，大方類似しているので，本稿では



炭化物の採取をした西壁北側の垂直壁の土層断面図のみを示す（図7）。第2層より第

12層が土器片を含む文化層でありその厚さは約3mに及ぶ。なお，第10層が地山層で，

第9-2，11，12層は地山を掘り込んだ土坑と推定された（ここでは4段の垂直壁を設けた

ため，斜めに掘り込まれた土坑であった第9-2層は地山である第10層の上下に認められ

た）。第3層には煉瓦が水平に並んでおり，煉瓦敷きの遺構面であると考えられた。

　炭化物は第4層より1点（地表下82cm，M49 No.1），第9-2層より2点（地表下

278cm，M49 No.2，地表下315cm，M49 No.3）を採取した。年代測定の結果は最下レヴ

ェルの試料も含めて全て7世紀以前に遡る年代を示した（表2）。年代測定に供した試料

数が限定されているために，断定するには至らないが，3mに及ぶ土器を含む文化層は

この都市の最盛期に推測されている7世紀前半に遡るものと推察される。

3-3. 都城区内の発掘調査

3-3-1. M78/79サイトにおける発掘調査

　都城内にはオー・クル・カエと呼ばれる村が位置しているが，2012年2月に村民が

都城内を南北に横断する道路を敷設した。道路は約6m幅の土塁状で，その両側には幅

50cm~2m，深さ40~140cm程の側溝が掘り下げられた。この側溝より複数の煉瓦造ある

いはラテライト造遺構が発見されたため，緊急の発掘調査を行った。調査の結果につい

てはチュンほか（2013）に詳しいので参考にされたいが，以下に概要を示す。

　調査によってそれまでM78とM79と番付していた異なる煉瓦遺構が，同一の周壁に囲

繞された一施設を構成することが判明した。煉瓦造の周壁は南北約163m，東西約139m

の規模であり，北辺中央には門（ゴープラ）が発見された。また，周壁内のほぼ中央か

らは煉瓦造遺構が出土した他，周壁内北西にも二基の煉瓦造遺構が確認された。一般的

にクメール寺院は東を正面とし，東西に長手の周壁を囲繞するのに対して，この遺構で

は東門は検出されず，また南北に長手軸をとっていることから，寺院とは異なり都城内

の官衙施設の一部をなすものと推察することもできる。

　この遺構の築造年代を特定するために，周壁西辺に設けられたトレンチBより7点の

炭化物を採取し年代測定に供した（図8，表2，註1）。3点の試料（CH3，CH5，Trench 

B2）は周壁の基礎構造となる土層より得られたものでこの周壁の築造年代を示す可能

性が高い。年代測定の結果はやや幅があるが，3世紀半ば～6世紀半ばという年代が得ら

図6　グロリエによる調査地点での再発掘調査トレンチ（A,B）の
     土層断面図と炭化物の採取地点

図7　M49サイト西壁北側
     の土層断面図と炭化
     物の採取地点



れ，都城の築造年代として推測されている7世紀前半よりも大きく遡る結果を示した。CH4，CH6，CH9，Trench B1の4

試料はこの遺構が利用されていた時期か，放棄されて以降の堆積層と考えられる。

　また，この側溝での調査時には，M78/79の南方からも煉瓦と円柱形のラテライトよりなる遺構が確認された。この遺

構の建造時期に混入したと考えられる構造の隙間より採取した炭化物（Trench H）の年代測定の結果は，6世紀半ば～7

世紀半ばという年代を示しており，イーシャナプラの最盛期とされる時期に一致する。

図9　環濠西辺におけるトレンチの土層断面
     図と炭化物の採取地点

図8　M78/79サイト（トレンチB）の土層断面図と炭化物の採取地点

3-3-2. 環濠西辺における発掘調査

　2012年に環濠西辺中央付近（北緯12°15’38.1”，東経105°00’51.0”）に

おいて，環濠が干上がった時期に環濠内を70cm掘り下げる発掘調査を

行った（図9）。L1，L2が堆積層，L3が地山であるから，L3上面が往時

の環濠の底面であったと考えられる。2011年には環濠の北辺に6箇所，

西辺に9箇所，南辺に5箇所，南西角にて1箇所の計21箇所でボーリング

調査を実施し，ほぼ共通する土層が確認され，環濠の堆積層下の地山

は現地表より1mに満たない深さで検出されることが確認された（山崎

2012）。堆積土層が薄いことから年代解像度は低いことが予想された

が，堆積土層の中でもできるだけ下方の炭化物を採取するよう努め，

環濠の掘削後の早い時期での堆積層の年代分析を試みた。

　採取した炭化物のうちMT1, MT2, MT4の3点は，いずれも350～550AD

の年代を示した（表2）。上述のM78/79サイトの炭化物による年代測定

の結果と同様，7世紀前半の最盛期とされる年代よりも大幅に遡るもの

であった。

3-4. 各地点の活性期に関する考察

　上述のように寺院区，都城区，そしてその間に位置するM49サイトにおける発掘調査によって確認された文化層の堆

積状況はそれぞれ異なる特徴を示した。寺院区では厚さ約3mにおよび6層の文化層が確認され，炭化物による年代測定

の結果と出土遺物の分析より，下層はプレ・アンコール時代，上層はアンコール時代の堆積層であることが推測され

た。ちょうど上下層の間にはプレ・アンコール時代末期の年代測定の結果も得られ，両時代の移行期にも連続的にこの

地区が利用されていた可能性が窺われた。

　こうした結果は，この発掘調査を行った地点の北側に位置するプラサート・サンボー寺院にみられる改変の痕跡や発

掘調査の結果とも整合的である。つまり，この寺院ではプレ・アンコール時代とアンコール時代双方の碑文と彫像が認

められている他，複数回にわたり床面の嵩上げを伴う改変が内周壁と中周壁それぞれの東門で確認されている（下田ほ

か2006, 2008）。両時代にまたがって継続的に利用されていたのか，あるいは途中で放棄されつつ断続的に利用されたの

かは判断ができないが，いずれにせよプレ・アンコール期に寺院が建立された後，アンコール期にも利用されていたこ

とが明らかである。

　一方，都城区における今回の発掘調査では最大でも1m程の厚さの文化層であり，寺院区と比べて薄い文化層が広域に

わたって分布していることが確認された。C6トレンチから採取した炭化物の年代測定では，土器を多く含む下層（第4

層）の年代は，一部に6世紀から7世紀初頭を示す試料も認められるが，多くは4世紀後半あるいは5世紀前半から6世紀前



半を示している。他トレンチにおいて多数の土器を含む文化層も同時期のものと考えられ，イーシャナプラの最盛期と

考えられている7世紀前半よりも遡る可能性が窺われる結果となった。

　C6トレンチの文化層上層（第3層）の年代測定の結果は，13世紀後半～15世紀前半つまりアンコール時代後期を示し

ており，また3地点のトレンチからはクメール陶器の出土も認められ，アンコール時代の文化層も含まれていることは確

かである。しかしながら，クメール陶器の出土地点は限られており，アンコール時代の利用地区は限定的で，また遺物

の量が少ないことからもその活性の程度は低かったことが推測される。

　現時点の年代測定の情報が限られてはいるものの，C6トレンチでは，この王都の最盛期とされる7世紀前半の年代が

得られなかったことは気になる点である。政治的中心地として利用された時期には生活雑器を伴う土地利用，つまり居

住地区は都城内からは排除されていたということであろうか。都城区の利用が7世紀前半よりも遡る可能性は，M78/79

サイトと環濠における年代測定の結果においても同様に認められる。さらに，寺院区と都城区の間に位置するM49サイ

トの文化層の年代測定の結果もまた4～6世紀を示しており，都城区の外側もまた7世紀以前に広く利用されていた可能性

が窺われる。もともと居住地域であった地域にイーシャナプラという計画都市が寺院の建立を伴って大々的に築造され

た経緯が考えられるが，寺院の建立時期とされる年代が都城内外では希薄である点に留意される。この問題を解消する

ために，今後の年代測定の追加が望まれる。

　グロリエは寺院区での発掘調査において7～8世紀にかけての連続的な居住を示す層，およびそれに先行する新石器時

代もしくは青銅器時代の住居と推定される層の存在を指摘した。その根拠は不確かであり，現時点では信憑性の低い推

定と考えているが，新石器時代に遡るか否かは別にして，都城区ばかりでなく寺院区においてもイーシャナプラと呼ば

れた王都の築造以前の痕跡をより慎重に探っていくことが求められる。

4. おわりに

　本稿では2014年に実施した都城内における発掘調査の結果を示した上で，これまでに遺跡群内で実施した発掘調査の

中でも年代測定を伴う4件の調査の概要を示し，遺跡群全域での文化層の厚さや年代について考察した。今回の調査では

都城内の21地点中17地点で文化層が確認されたことから，広い範囲が利用されていたことが明らかとなった。また，そ

れらの文化層は地表より浅いレヴェルで検出され薄い土層であり，年代測定の結果からはこれまで一般的に指摘されて

きたイーシャナプラの最盛期である7世紀前半よりも遡る時代である可能性が推測された。土色，帯磁率，化学組成の分

析を各トレンチの土層に対して行ったが，文化層や地山に共通する特徴は認められず，その他にも指標となる鍵層の検

出は科学的分析手法では難しいものと判断された。出土した土器については，既往の研究と同様に精製土器と粗製土器

に大別することができ，概ねこれまでに分析されていた器種組成や装飾，製作技法の特徴と一致したが，粗製土器につ

いてはより多様な器種・器形が認められた。

　今後の研究の展開のためには様々な課題が挙げられるが，今回都城内で実施した発掘調査，ならびにこれまでに実施

した発掘調査の文化層から採取した炭化物の年代測定をさらに追加することが，都市内各所の利用時期を明らかにする

ためには不可欠である。また，科学的な年代測定と合わせて，主要な出土遺物である土器の分析を進め，年代特定の指

標とされることが望まれる。2015年4月には遺跡群全域の航空測量調査がフランス極東学院とカンボジア政府ならびにサ

ンボー・プレイ・クック遺跡群保全事業の連携で実施されており，現在その結果が待たれているが，煉瓦造等による宗

教建造物ばかりでなく，都市のインフラとなるべく土木工作物の分布もまた俯瞰的に把握されることが期待され，こう

した情報をもとに，今回発掘調査を実施した21地点の位置付けを改めて見直したい。
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註：

1: 3点の炭化物（trench B1, trenchB2, trench H）の年代測定は久保によって実施されたものである（久保ほか2012）。
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