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入希望を出し、手にとっていただければ幸いで

ある。考えてみれば、本書を始めから終りまで

通読する人はほとんどいないはずだ。関心のあ

る部分だけ読むことが普通だろう。ただしその

場合も、なるべく関連する章にも目をくばり、

執筆者諸氏のたくさんの想像力に触れていただ

きたいと思う。
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『マヤ文明を掘る―コパン王国の物語―』（>L=

ブックス、2883年）�サイバー大学世界遺産

学部・中村誠一

独自の芸術を開花させた都市国家：コパン

ユネスコ登録の世界文化遺産「コパンのマヤ

遺跡」は、ホンジュラス西部、隣国グァテマラ

との国境からわずか �2キロの場所にある。紀

元前 �488年頃、コパン川沿いに形成された山

間の渓谷に土器を伴う農耕民が定住し、現在の

グァテマラからエル・サルバドルにかけての高

地や太平洋岸の居住民と強いつながりを持ちつ

つ、メソアメリカ各地の社会と交易を行いなが

ら発展していった。後世の碑文によれば、この

谷間に西暦 423年、グァテマラのペテン地方か

ら「ヤシュ・クック・モ」と呼ばれる人物（に

率いられたマヤ系の集団）がやって来た。彼に

よって開かれた王朝は、西暦 928年頃まで続く。

王朝崩壊後もコパン谷には、�88～�58年くら

いの間は居住民がいたが、紀元後 �888年以降

になるとほとんどいなくなる。やがてこの地は

亜熱帯の雨林に覆われ、全盛期には �万人ほど

の人口をもち栄華を誇っていた都市も廃墟と化

してしまう。

コパンは、マヤ文明の都市遺跡の中でも�7世

紀から各国の研究者に注目されてきた遺跡であ

る。おそらくその理由は、コパンにはマヤ文字

の刻まれた記念碑、立体的な石造彫刻や漆喰レ

リーフで飾られた建造物、ヒスイ製や貝製の傑

出した装飾品、デザインの洗練された多彩色土

器、といった「マヤ文明」を定義するときに初

期の考古学者たちが注目した物質的な文化要素

がすべて存在しているからではなかったか、と

思われる。つまり、地理的にはメキシコ南部か

らホンジュラスの西部にまたがるマヤ地域の周

縁に位置しているが、コパンはマヤ文明の中心

そのものだったからである。現在、コパンは、
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メキシコのチアパス州に位置するパレンケと並

んで、マヤ遺跡の中では最も美しい遺跡である

との評価を受けている。マヤ地域を縦横無尽に

行き来した初期のマヤ考古学者たちも、きっと

そう感じていたに違いないと思う。

「学術的な調査」と呼べる発掘がマヤ地域で

はいつから始まったのか、最初に調査されたの

はパレンケか、コパンかといった点に関しては

議論があるかもしれない。しかし、大英博物館

のモーズリーがコパンやキリグアを訪問し、正

確な写真撮影や発掘調査に従事した �998年代

が、本格的なマヤ文明研究の幕開けであったと

同時に、マヤ考古学が誕生した時期であること

には、大方のマヤ研究者が一致するところであ

ろう。

私が学生時代に読んだマヤ文明に関する本の

一つは、当時、学生社から出ていた『マヤ』とい

う翻訳本であった。その表紙のカラー写真は、

いまだ赤い顔料が残るコパンの石碑 "の東面を

正面から撮影したものであった。後ろに見える

石碑 Eとともに、石碑に彫られた人物の特異な

表情や、そこからかもし出されているなんとも

いえない不思議な雰囲気は、マヤ文明の研究を

志そうとしていた私に大きな印象を残した。私

とコパンとの関わりは、その瞬間から始まって

いたのかもしれない。

コパン遺跡保存統合計画を指揮した日々

本書は、このコパン遺跡を王都とする「コパ

ン王国」の周縁部と中心部で、28 数年間にわ

たり私自身が行ってきた考古学調査の成果やそ

の際のエピソードのごく一部をまとめたもので

ある。思い返せば、私にとってマヤ地域での考

古学調査とは、既成のものに参加することでは

なく、常にプロジェクトを創造し続けることで

あった。自分でプロジェクトを形成し、そのた

めに交渉し、自分で資金を調達し実施するとい

うサイクルの連続であった。決して終わりのな

いマラソンのようなもので、それは今でも続い

ている。

すべてが出来上がっている考古学プロジェク

トに参加した経験しかない人たちには想像でき

ない世界だろうが、大学や研究機関に所属して

おらず、その結果その後援を受けていない考古

学者とはつらいものである。何とか、周縁の地

ラ・エントラーダからコパン中心部へ入ること

が出来るようになったものの、そこで私を待っ

ていたのは、考古学の仕事というよりも、土建

屋の仕事であった。ハリケーンで川底に体積し

た土砂を除去して川の流れをよくする。近くの

川によってこれ以上遺跡の浸食が進まないよう

に、布団籠と呼ばれる金網枠に石を詰め込んだ

堤防を築く。アクロポリスで過去に補強された

箇所の土木工学的補修を行う。アメリカ人チー

ムが掘り散らかした（としか表現できないよう

な）トンネル網の崩落部を埋め、補強し、つい

でにトンネル内に住み着いたコウモリの大群を

除去する・・・。「コパン遺跡保存統合計画」、

日本語の名前はかっこいいが、スペイン語では

各単語の頭文字をとって M-"M*"「ピックパッ

ク」と呼ばれた。この名前を聞くと、たいてい

の外国人研究者は吹き出すか、鼻にかかった笑

いをこらえるのであった。低い給料で、コパン

先達の外国人たちのいわれのないハラスメント

に耐えながら、来る日も来る日もコパンではこ

んな日々を送っていた。あの「王墓」にあたる

までは・・・。

マヤ文明の行政発掘

狙って行なった発掘調査でもなければ、学術

的な問題を追及していたのでもなかった。中米

を襲ったハリケーンによって寸断された道路網
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整備の一環として、コパン谷各地の事前調査を

任されていたから、観光開発のための道路工事

でも私の指揮するプロジェクトが事前調査をし

なければならなかったのだ。

私がコパンで行ってきたこうした考古学調査

や修復保存活動は、アメリカでは"! （"�����

!��
�	� ���������）と呼ばれるそうだが、日

本流に言えばいわゆる行政発掘、行政調査であ

る。「行政調査」というと、まるで「学術調査」の

対極にあり、意義の低いものであるかのような印

象を持つ人が多い。その成果の評価も低く行わ

れるのが常であった。しかし、これは大きな間

違いである。どこの国の考古学でも、歴史を変

える大発見は行政発掘で偶発的に行われるので

ある。わが国でも、「三内丸山」「吉野ヶ里」・・、

その例は余りある。研究者の予期しえないとこ

ろから、突然、歴史を変える大発見がある。そ

れゆえに考古学は人々のロマンをかきたてる学

問であり続けるのだ。

マヤ考古学者である僚友のアーシュモア、シ

ャーラー両氏が、版を重ねるアメリカの考古学

概説書でも、その最新版では"! の重要性が強

調されている。やっと、行政調査がもつ本来の

潜在力と重要性が正しく認識されてきたようだ。

しかしながら、開発途上国の行政調査で困っ

たところは、その事前調査の資金すら十分に行

政側から出ないところである。裨益者負担とい

うのも名ばかりのことが多く、したがって、十

分な発掘調査をするためには、勢い、担当者自ら

があちこち駆け巡って、資金を調達しなければ

ならないことも多い。「�8�:45」でもそうだっ

た。当初は、道路建設会社が発掘資金を供与し

てくれていたものの、大発見直前からその供与

はとまった。当然のことである。道路を造るの

ならともかく、造らなくなったからである。

しかし「神がかり的」とはああいう状態を言

うのに違いない。何か見えない力に引っ張られ

るかのように、石室墓までたどり着くのである。

こんなところに重要な遺構があるはずがない、

という場所だった。実は、ハリケーンでコパン

遺跡村入り口の橋が破壊されたため、�777年の

�月にコパンへ赴任してから�年半の間、毎日、

毎日、この場所に作られた暫定道路を通行して

家と仕事場を行き来していた。毎日、車の中か

ら漠然と「�8�:45」建造物の上に生えている木

を見ていた。やけに印象的な木で、不思議な光

景であった。その日々の光景が、まるで写真で

も見ているかのように、今でも記憶に残ってい

るから余計不思議だ。

�8�:45「王墓」の被葬者をめぐって

私は、この本の中に詳述した理由により、こ

の被葬者は「コパン王家」の人間、しかも歴代

王の一人だと考えている。この本を読んでいた

だければ分かるのだが、それはきわめて複合的

な理由から導き出した仮説的結論である。とこ

ろが、初めの頃は、どうもこの発見と私の仮説

に納得していないアメリカ人のコパン研究者も

いたようだ。「あんなのは、王墓でもなんでも

ない」と。

発見の翌年に、マヤ文明を愛好しニュースレ

ターまで毎月出しているアメリカの民間団体か

ら招聘され、この発見に関する講演を行ったと

きのことである。講演の後の質疑応答で「マイ

アミ・エラルド」紙の記者で視聴者の一人に、

「あなたの説明を聞くと、確かにこの墓の被葬

者は王家の人間に間違いないと感じられる。し

かし、この墓を王家の墓でないといっている研

究者もいるようだが、その人たちの根拠はいっ

たい何なのですか？」と聞かれて困ってしまっ

たことがある。なぜなら、彼らには、根拠など、

もともとないからある。ただ単に、発見者が気
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に入らないとか、認めたくないとか、行政発掘

でそのような大発見がなされるはずはない、と

思い込んでいるに過ぎないからである。しいて

あげれば、「アクロポリスの外にあるから」と

しか答えようがないのだが、その点こそが、か

つて私も陥っていた研究者の先入観―コパンで

は「王家の墓」はアクロポリスの中にあるはず

―であり、この発見が覆した点なのである。

ところが近年、同じような評価を日本でも受

けた。あるマヤ文明研究者が、この本の書評を

行ったのだが（2883年 7月 27日）、『筆者が多

くのページを割いて記述する筆者らの行政発掘

調査で「建造物 �8�:45」から出土した、括弧付

きの「王墓」が、「王家の墓」あるいは「支配者

の一人の墓」という仮説も実証されていない』

と評している。言葉の上だけからいえば、これ

は正しい指摘かもしれない。なぜなら、考古学

に「仮説の実証」なることはまず存在しないか

らだ。様々な考古資料、その他の関連資料から、

どの程度、仮説の蓋然性を高めていけるのかが、

考古学の勝負だからである。

しかしこの研究者の指摘はそれだけにとどま

らない。その被葬者に関して『王族と同様な豊

かな副葬品を享受できた、「貴族」のような重

要人物だったかもしれない』と述べているので

ある。ここに至っては、私としても後世のため

に反論せざるを得ない。私に言わせれば、これ

は全く無責任な、「王墓」であることの否定を

目的とした推測だからである。私は、専門研究

者にも一般の読者にも、どうしてアクロポリス

から離れたところに造られたこの墓が「王家の

墓」であり、どうしてこの被葬者が歴代の「王」

の一人であると考えられるのかを、この本を通

して、具体的な根拠とともに詳細に述べている

はずである。それは、副葬品が豪華だというよ

うな単純な問題ではない。それを自分の根拠も

全く述べず、私の論拠を一つたりとも論駁もせ

ず、このような推測を書くのは、かつて「王墓」

であることを否定しようとしたアメリカ人研究

者たちと同じレベルではないだろうか。

何をもって「貴族の墓」と定義するかは議論

のあるところだろう。しかし、少なくともコパ

ン谷で誰もが認める「貴族の墓」なるものを �8

や 28、自ら発掘した経験があれば、こういった

推測は思い浮かばないのである。なぜならば、

「貴族の墓」とこの墓との違いは歴然としている

からだ。コパン谷で �7世紀の調査開始以来、い

わゆる貴族の行政居住区域で発見された「貴族

の墓」の形態には、この墓のような石室墓はご

く少なく、あったとしても天井部に擬似アーチ

をもつようなものはほとんどない。朱に染まっ

ていたというものもないし、副葬品もこれほど

豪華なものはない。アクロポリス内の「王墓」

やティカルなど他都市の「王墓」でも出土例の

ないような副葬品は、「豊かな副葬品」などとい

う言葉では、言い表せないレベルのものであろ

う。「貴族の墓」には、�8�:45「王墓」のよう

なその墓に捧げられたと思われる殉死者も当然

ない。

しかし、最も重要なのは、ヒスイとウミギク

貝を組み合わせた副葬品や奉納品のシンボリズ

ムだ。トウモロコシの神に扮した被葬者が世界

の中心に位置し、その死と再生を象徴するよう

なものは、「貴族の墓」なるものには皆無なので

ある。誤解を恐れずに簡単にいえば、この点が

「王家の墓」と単なる「貴族の墓」との違いなの

である。

先の日本人マヤ研究者が書いているように、

『「墓誌」に相当する碑文資料が出土していない』

（考古学的には「残っていない」という表現が正

しいが）という指摘も、意味がありそうに思って

しまうが、実はそれはマヤ地域ではごく普通の
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現象である。マヤの王墓に墓誌などは通常残っ

ていないのだ。ティカルの王墓、コパンの王墓、

パレンケの王墓、カラクムルの王墓・・、どれ

をとっても間接的な標記がある場合を除き、被

葬者を指し示す碑文などは残っていない。これ

は「ハナーブ・パカル」、これは「ハサウ・チャ

ン・カウィール」、これは「ヤシュ・クック・モ」

など、すべて考古学的な状況証拠から、また間

接的な碑文資料から、我々は具体的な被葬者を

認定しているにすぎないのである。

現在、指揮しているコパンにおける新たなプ

ロジェクトによって、この墓の発見に関連する、

やっとすべての遺構や遺物図面が出版に向けて

完成しようとしている。大量の副葬品や奉納品

に加え、ありとあらゆる人的な妨害工作があっ

たため、実に 6年もかかってしまった。私のマ

ヤ考古学者としての第一の使命は、間違いなく

この行政発掘の成果をきちんとした考古学的報

告書として後世に残すことであると自覚してい

る。そして、それができたならば、学生たちと

一緒に、フィールドスクールの場として、もう

一度、2882年以来中断しているこの �8�:45区

域の発掘調査に挑戦したいと考えている。
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