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要約
アンコール遺跡群は世界でも最大規模の古代都市

址の一つとされ，複雑な水路網と巨大な人造貯水湖
を組み合わせた灌漑土木遺構が広域に遺されてい
る。水利都市としてのアンコール遺跡群の全貌を明
らかにする研究は，長年にわたって蓄積されてきた
が，近年では高精度の地形データの分析を含む新た
な考古学的アプローチにより，水利土木施設の形成
から放棄に至る過程や，耕作地への配水の仕組みな
ど，さらなる解明が進みつつある。
……………………………………………………………

はじめに

アンコール遺跡群は，今日のカンボジアを中心
にインドシナ半島の大半を版図とするに至ったアン
コール王朝の首都であり，9世紀より 14世紀にかけ
てほぼ継続した政治・経済・文化の中心地であった。
ここには歴代の王によってアンコール・ワットやバ
イヨンをはじめとする壮麗な寺院建築が多数建立さ
れた。それと同時に，アンコール遺跡群は水稲生産
を主要な経済基盤とした政体が数世紀をかけて築い
た，巨大かつ複雑な灌漑システムが遺された広大な
都市址でもある。考古学者 B. P. Groslierはアンコー
ル遺跡群を Hydraulic Cityと呼び（以下では和訳とし
て定着している「水利都市」とする），寺院や王宮と
複雑な水路網や巨大な貯水池等の土木遺構は，都市
スケールで一元的にデザインされていたことを強調
した 1）。その後も，水利都市としてのアンコール遺
跡群の理解については長らく議論が続き，現在でも
アンコール研究の主要な論点の一つとなっている。
アンコール王朝を継承した 30名弱の歴代の王は，

それぞれに寺院や王宮，官衙施設の他，水路や貯水
池等の灌漑施設を前王から引継いで補修利用し，あ
るいは新たな都市計画を構想し国家的施設群を新設
した。王都は 12世紀末を最盛期に発展し，今日で
は各時代の仕事が重なり合った複雑な様相を呈して
いる。こうした重層した各痕跡の築造年代や利用時
期を特定し，都市の空間的発展の経緯を明らかにす
ることは困難を極める課題となっている。
　近年の研究では，主要な寺院遺構が集中する従来
のアンコール遺跡群の周囲にも連続的に小規模寺院
や貯水池等の痕跡が広がっていることが確認され，
これらの地域を Greater Angkor地区（本稿では首都
圏アンコール）とする認識が共有されつつある。首
都圏アンコールは北東のクーレン丘陵（標高 487m）
に端を発し，傾斜度 0.1%のほぼフラットな土地を
トンレサップ湖へと流れ込む 3筋の河川（うちシェ
ムリアップ川は 12世紀に自然河川を付け替えた人工
水路）の流域となる東西最大幅 70km，南北最大幅
60kmに及ぶ約 3,000㎢の地域である（図 1）。最近
の首都圏アンコールの人口推定に関する研究では，
9世紀に 25万人程であった人口は 11世紀に 76万人，
最盛期の 12世紀には 90万人にまで増加したと推定
され 2），この人口増加に水稲耕作地の拡大を支える
灌漑システムの拡充は不可欠な条件であった。
アンコール遺跡群はアジアモンスーン気候の真っ

只中に位置し，6～ 11月の雨季と 12～ 5月の乾季
に大別され，特に 8月から 10月に豪雨が集中する。
また年間降水量は平均して 1,400mm程であるが，
年変動が比較的に大きく，干ばつと洪水や氾濫と
いった降雨量の不安定性に伴う災害リスクが高い。
こうした地形と気候条件下で都市の安定や拡大を図
るためには，過剰な降雨を速やかに放水し，干ばつ
に備えて貯水と配水する仕組みが不可欠であり，こ
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の地形と気候条件に適した広域に及ぶ水利施設の構
築は歴代治世者にとっての重大事であった。

1．水利都市の解明に資する分析対象と手法

アンコール遺跡群に遺された巨大貯水池と複雑に
入り組んだ水路，寺院の環濠や都城内の水路網が一
体となった灌漑システムの全体像を明らかにし，そ
れらの開削，維持管理や改変，放棄に至る経緯につ
いて，多くの研究者が解明に取り組んでいる。一方
で，カンボジア政府はこれらの水利施設の再利用を
目的とした治水工事を進めており，歴史的痕跡が失
われつつある現状もある。こうした中で実施された
航空測量調査（LiDAR：Airborne Laser Scanning）は，
高精度の地形データを広域に記録し，水利都市の解
明に大きく寄与する新たな情報源となった。この調

査は D. Evansが中心となり，複数の国際的研究組織
が連携して実現したものであり，アンコール遺跡群
やクーレン丘陵，コー・ケー遺跡群での 2012年の
調査に続いて，2015年にはカンボジア国内の主要
な考古学地区である，コンポン・スヴァイのプレア・
カーン，サンボー・プレイ・クック，ロンヴェーク，
バンテアイ・チュマールといった各遺跡群でも実施
された 3）。筆者らもまたこれらの新たな地形データ
を利用して，2021年より「クメール王朝の都市構
造と社会基盤の解明－高精度地形情報を利用した実
査より」と題する科学研究費を得て研究に取り組ん
でいる。
　各国研究者が取り組んでいる新たな地形データの
分析からは，宗教施設と灌漑施設とが一体的に企図
されたアンコール王朝の水利都市の理解が大きく更
新されている。以下では，首都圏アンコールにおける，

図 1　首都圏アンコールにおける河川と水路，貯水池の分布図
12 世紀後半に利用されていたことが推測される河川と水路をより太く図示
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①大型貯水池，②河川と水路網，③都城や寺院に付
属する環濠や貯水池，④耕作地（畦畔）の痕跡，と
対象別に近年の研究事例を紹介し，現時点での水利
都市としての理解と今後の課題や展望を示したい。

2．大型貯水池「バライ」の研究

アンコール遺跡群における水利施設を最も良く特
徴付けているのがバライと呼ばれる大型の貯水池で
ある。歴史的には 8～ 9世紀に築かれたインドラタ
ターカ（東西 3.76km，南北 0.76km）を皮切りに，
10世紀初頭のヤショダラタターカ（東西 7.25km，
南北 1.84km），11世紀前半の西バライ（東西 7.95km，
南北 2.08km），12世紀後半のジャヤタターカ（東西
3.64km，南北 0.96km）と築造と続いた。最大規模
の西バライは周囲に盛られた堤防が高さ 12m，堤防
基底幅は 205mであるから，その土量は 2,470万㎥
と試算され，大山古墳（仁徳天皇陵古墳）の総容量
140万㎥，秦の始皇帝陵の 300万㎥と比して，この
土量が尋常ではないことが理解されよう。これだけ
の労働力を集約できる都市余剰力をアンコール王朝
は確保していた。
　これらバライの中央には小島が築かれ，メボンと
呼ばれる宗教施設が配された。西バライ中央に築か
れた西メボンからは全長 6mに復元される青銅製の
横たわるヴィシュヌ神像が発見されており，西バラ
イとこの神像とが地下のトンネル管で接続されるこ
とで，バライの水位表示機能が神像には付与され，
農耕スケジュールの決定や管理に利用されたと考え
られている。
　こうしたバライは農業用貯水地として重要な役割
を果たしていたものと考えられそうだが反論もあ
る。というのも，西バライへの入水口が最も標高の
高い北東隅に認められる一方で，排水口が確認され
ていないのである。そのため，この貯水池は純粋に
宗教施設としてのみ利用されことを一部の研究者は
主張してきた。対する農業用貯水としての利用を主
張する陣営は，貯水池からの放水には堤防を一時的
に開削したり，堤防の両側に確認される平行な掘り
込みによって，浸透水を堤防外側の水路に集めて利
用したといった考えを示している。西バライでは貯
水池の最も低地側となる南西隅の堤防外側の格子状

水路網から南方に延びる 2筋の水路が確認されてお
り，バライの貯水を農業利用した根拠とされている。
しかしながら，堤防幅 200mを毎年開削し，水圧に
抗って再築できたのか，浸透水で十分な水量を確保
できたのかなど，疑問は多い。西バライ以外の一部
のバライでは排水口と考えられる遺構が発掘調査や
地下探査で確認されたが，それらも貯水池の最下地
点に位置するわけではないので，堤防越水による決
壊を避けるために，一定以上の水位で排水する仕組
みであったのかもしれず，バライの積極的な農業用
水としての利用に関する議論はまだ決着していない
ように思われる。
　バライの築造年代については，碑文史料とメボン
の建築様式を根拠としているが，長期の築造期間が
予想され，また築造後の湖底堆積物の浚渫等を含む
維持管理の有無や放棄の時期等，不確かなことが多
い。こうした問題に応えるために，西バライの湖底
堆積物の分析に基づいて，築造時期や利用期間，入
水量や水環境の変化を明らかにしようとする研究が
試みられている。

D. Pennyは西メボンの付近で採取した堆積物の分
析より，西バライの入水量は 12世紀後半には低下
し，湖水環境は劇的に変化し，湖底が露出する乾燥
した年が発生したり，シダ類の植生マットが繁茂し
て水質が悪化していた状況を復元した 4）。しかしな
がら，堆積土の厚さ 30cmに 500年分の変化を読み
取ったものであり，また堆積土を採取したメボン付
近は，バライ本体の貯水とは隔絶した水環境であっ
た可能性もあり，バライそのものの環境を示してい
るのか不確かだった。その後，M.B. Dayらによって
行われた分析は，西バライの南西隅にて得られた約
2mの堆積物を利用しており，時間的解像能が高く，
現時点ではより信頼できる結果である 5）。分析結果
からは，11世紀代にバライが築造された後，12世
紀に湖底堆積物の沈降速度の高まりから流水量は増
加し，14世紀になって水量の低下が生じたものと
復元された。こうした貯水池や環濠における堆積物
の理化学的分析によって，各水利施設の利用の経緯
や古環境復元が試みられているが，サンプルの採取
地点が地域的代表性を示しているのか定かではない
こともあり，より多くの分析の蓄積が求められる。
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3．水路の分布と機能に関する研究

クーレン丘陵から流れ下るプオック川とロリュ
オス川より分流した水路は，上述の貯水池バライ
と一体的な灌漑システムを形成し，時代によって
変転した都市の中核地区に伴って拡張された。B. P.
Groslierは水路網の段階的な過程を復元し 1），近年
ではシドニー大学とフランス極東学院が中心となる
Greater Angkor Projectによって，より精緻な分析が
試みられている 6）。
　図 1では最終期の主要な水路と河川を強調して図
示した。寺院が集まる中心地よりも北方では南北方
向と東西方向に直行する多数の水路が認められる。
プオック川はヤショダラタターカと西バライの主要
な取水源であったが，ヤショダラタターカへの水路
はより上流で先行して取水されたのに対して，西バ
ライに接続する水路はプオック川の北方にさらに延
伸され，これによって小河川や表流水を集水したも
のと考えられる。都市の南方では，等高線に沿って
北西から南東へと延びる水路によって，広域な農耕
地に導水した計画が看取される。
　水路における現地調査では，豪雨による集中的な
流水によって水路各所が侵食と堆積によるダメージ
を蓄積していた様子も確認されている。ある水路の
下流部では，一度の洪水による大量の堆積物が広域
に認められ，復旧工事がされずに放棄された様子が
認められた。洪水堆積物中の炭化物の年代測定は 14
世紀後半を示し，上述の西バライの水量低下とも合
致する。14世紀半ばと 15世紀前半には強度の干ば
つが長期化したことが当地の古気候復元では推定さ
れており，恒常的な水不足の中で生じた集中豪雨が
水路網を破壊した可能性が窺われる。気候不順によ
る水利施設のダメージがアンコール王朝衰退の一因
であったとする根拠は近年の研究で増えつつある。
　水利都市解明に不可欠な水路網の復元であるが，
多くの水路の築造時期，利用期間については未だ 
不確かである。バライについても複数が同時利用さ
れて都市全体としての貯水量は加算されたのか，あ
るいは先行したバライの機能不全が新たなバライ築
造を必要としたのか議論があり，解決すべき課題は
多い。

4．都城や寺院に付属する環濠や貯水池

　水利都市アンコール遺跡群の重要な特質は，灌漑
施設が大型の宗教施設と一体で構想されたことにあ
る。多くの寺院には環濠が巡らされ，一部の大型寺
院の環濠は水路網と接続して豊かな水位が維持され
たようである。アンコール遺跡群の中央に位置する
アンコール・トムは，12世紀後半に 3km四方の方
形都城として整備された。都城全域がその中央に位
置するバイヨン寺院の周縁にある宗教空間でありな
がら，王宮や官衙施設，居住地等を内包する都市空
間でもあった。この都城内では J. Gaucherの地上測
量によってグリッド状の水路で分割された地割が確
認されていたが 7），航空測量調査による地形データ
はさらに精緻な研究を可能とした。アンコール・ト
ムは幅約 110mの環濠，その内側の高さ 8mの周壁，
そしてさらに内濠という 3重の外郭構造を有し，そ
れまでの多くの都市が外部空間に開放的であった
ことに対して防衛力を備えた造りであった（図 2）。
環濠の水は周壁北東に穿たれた入水トンネルより都
城内に取り込まれた後，自然勾配を利用して水路網
を北東より南西へと広域に配水され，都城南西隅の
貯水池に至った後に再び周壁下のトンネルにて排出
された。
　現在の都城内は密林と厚い堆積土に覆われてお
り，地下遺構となった水路は一部が発掘調査によっ
て確認されたに留まる。水路の交差点における流水
の管理や分水の仕組みは解明されていない。また，
東西方向に走る水路はほぼ等間隔で配置されている
が，南北方向の水路が不規則に配置された理由は定
かではない。都城内の土地分配にあたって，不規則
な敷地割りをあえて利用したのかもしれない。ある
いは新都建設以前の道路が組み込まれたことも窺わ
れる。都城南側の小丘上に位置するプノン・バケン
寺院（10世紀初頭）と都城中央北に位置するバプー
オン寺院（11世紀）とを直線で結んだ線上に，他と
は平行しない水路が存在していることは，こうした
経緯を推測する根拠となる。
　都城内には約 2,000の溜池が認められるが，都城
築造当初より存在したのか，あるいは水路が機能し
なくなったことでその代替として掘削されたのかは



考古学ジャーナル　772，202236

〈考古アカデミックレポート〉

定かでない。溜池の配置や規模が不規則であること
から，都城内の統制力が低下した時代に住民が自由
に開削したと推測することもできよう。アンコール
遺跡群における大掛かりな都市更新は，12世紀末
のアンコール・トム築造を最後に認めなれなくなる
が，その後も長期にわたって既存の都市施設は利用
されたものと考えられる。そのため，都城内の水路
と溜池の分析は，アンコール王朝晩期の歴史解明に
有用な対象である。

5．古代の水田耕作地に関する研究

　B.P. Groslierはアンコール遺跡群に認められる
水利システムが 116,000haの土地に恩恵をもたら
し，このうち宅地や寺院，堤防や道路等を除いた約
86,000haは農耕地として利用できたと推定した 1）。 
首都圏アンコールがおよそ 300,000haであるから，そ

の 4割弱ほどにあたる。現在でも
遺跡群内外には水田耕作地が広
がっているが，その畦畔はアンコー
ル時代にまで遡ることが確認され
た調査事例もあり，また明らかに
20世紀以降に近代的な灌漑設備が
導入されて水田区画が更新された
場合でも，過去の畦畔の痕跡が航
空写真の観察等で確認できること
も多い。こうした畦畔の形状分析
より，アンコール時代の水田一枚
の面積は 0.4～ 0.5ha，あるいはそ
れよりも小規模であったとされる。

S.Hawkenはアンコール時代の
水田の形状分析を行い，いくつか
のタイプに分類した 8）。つまり， 
a）ほぼ正方位に正方形の水田区画
がまとまるタイプ，b）aタイプと
ほぼ同じだが長方形の水田区画で
あるタイプ，c）緩やかな曲線を主
軸としてそれに沿って水田が広が
るタイプ，d）一点から扇状に水田
が分割されるタイプ，e）一点から
放射状全方位に水田が分割される
タイプである。これら各タイプは，

ある程度の地域的まとまりをもって分布し，貯水池
や水路，寺院との立地関係から，aと bタイプは国家
主導で形成された政府直轄の耕作地，cタイプは中
央や地方有力者の私的所有地や寺領地として地区単
位で開発された耕作地であると類推した。
　これを証明するためには，水田耕作地における考
古学的調査による物証の蓄積が不可欠だが，これま
での建築や彫像といった物質文化の研究からは到達
できなかった地域自治の様相や，各時代の農業生産
力の変化によってアンコール王朝の盛衰解明に迫る
新たなアプローチとして期待される。

おわりに

　本稿ではアンコール遺跡群における水利都市の解
明を目的とした研究の進展について紹介してきた。
アンコール遺跡群は王都として高度な技術の導入や

図 2　アンコール・トム内外の主要な寺院と水路（復元），溜池の分布図



考古学ジャーナル　772，2022 37

水利都市としてのアンコール遺跡群の解明

創出の場であったと考えられるが，アンコール王朝
の水利都市の歴史的展開にかかるより包括的な理解
のためには，その他の都市での研究も不可欠である。
先行する王都では新たな水利技術が試行され，地方
都市においては各地の自然環境に適合した在地技術
化が図られたことであろう。
　7世紀初頭，アンコール王朝の前身勢力は王都イー
シャーナプラ（サンボー・プレイ・クック遺跡群）
を構えた。アンコール遺跡群からは東に約 170km
離れているが，トンレサップ湖北方の緩傾斜地にお
いて，モンスーン気候による季節的な降雨差を緩和
するための灌漑施設を大規模宗教施設と併せて築造
しており，アンコール式の水利都市の萌芽と位置づ
けられる。都市の中央を南流する河川には，複数の
ダムと水路が接続され，雨季の治水と乾季の利水を
兼ね備えた灌漑システムが試行されたようである。
　9世紀初頭にアンコール王朝が成立する舞台と
なったクーレン丘陵にも興味深い治水土木遺構が多
数確認されている。近年の航空測量調査では，丘陵
地上の密林の中に一辺約 1.5kmの方形区画を並べた
最大域で約 8km四方におよぶ都市構造が認められ，
区画境界となる格子状の道路の一部が河川を堰き止
めるダムとなり，都市インフラと灌漑施設が一体化
した構造が明らかになった 9）。都市計画が山中の複
雑な自然地形を全く配慮せずに重ねられた状況は異
様にも感じられるが，新王朝の創設を企図した治世
者の強い意志が，この幾何学的な世界観の具現に表
れているようでもある。
　10世紀中葉にアンコール遺跡群を離れて短期間
の遷都先となったチョック・ガルギャー（コー・ケー
遺跡群）では，幹線道路から都市中央に配置された
ピラミッド型の護国寺院へのアクセス路を貯水堤防
としても利用していたことが新たな地形データの分
析から明らかになった 10）。約 7kmに及ぶこの土手
道は，護国寺院を正面に構えて配置され，参詣者へ
の心理的，審美的効果が期待されたが，同時に目的
とされた堤防の水門にかかる水量を過小評価したた
めに，程なく決壊したようである。この王都が 17
年という短期間で放置され，治世者の交代を余儀な
くされたのは，水利都市における機能的かつ象徴的
な施設があえなく崩壊したことが一因であったのか
もしれない。

　以上の都市の他にも，広大な版図を有したアン
コール王朝は多数の地方拠点都市を築いた。ピマイ
（主要な施設は 11-12世紀に築造），コンポン・スヴァ
イのプレア・カーン（11-12世紀），ワット・ノコー
ル（11-12世紀），バンテアイ・チュマール（12世
紀），ベン・メアレア（12世紀）においては，いず
れも大型寺院が都市の中心に据えられ，寺院の環濠
とその正面前方の巨大貯水池が都市の灌漑施設の要
であった可能性がある。宗教施設と灌漑施設が一元
的に構想され，信仰と実利機能とが表裏一体のもの
として，まさに祭政一致の国体の中核に据えられた。
アンコール王朝の水利都市を読み解くことは，その
宗教，政治，経済，防衛，交易等の思想の解明に他
ならない。
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