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はじめに
ナイル川下流域は、前 3000 年頃にナルメル王により南北が統合され、第 1 王朝が樹立された。
この統一王朝の古代エジプトでの出現の過程は極めて曖昧であり、その実態はなおも不詳である。
先王朝時代の後半に上エジプトのナカダ文化が北に拡大していったという考古学的証拠から、上
エジプトの複数の勢力が連合して、下エジプトの勢力を打倒することで、統一が成し遂げられた
と考えられるが、現在のところこうした統一国家誕生の図式は、可能性は高いものの推測の域を
出るものではない。
先王朝時代後半の彩文土器の表面に描かれた図像や現在、第 1 王朝直前の所謂「0」王朝（原
王期）末期の王と位置付けられるナルメル王のパレット（図 1）
（化粧板）の図像などからも、
それぞれ固有の旗印を戴く地域の集団が存在していたと想定できる（1）。このような地域の集団は、
現在、私たちが「ノモス（古代名 spAt：セパト）」と称している地域の小単位にあたっていると
想定できる。このノモスは一般に州と訳出されるが、現実には日本の県や郡に準ずる行政単位で
あった。ノモスの数は、時代によっても異なっているが、最終的に上エジプト 22、下エジプト

20 のエジプト全土で合計 42 のノモスが知られている。それぞれのノモスには、個別の象徴的な
旗印があり、それぞれにノモスの中心
拠点である都市（州都）とノモスの守
護神が存在していた。
周知のように古代エジプトにおける
信仰の形態は、他の多くの地域の信仰
と同様に多神教であった。そのことか
ら、初期においてはさまざまな神々が、
それぞれの地域を代表する神として崇
拝されていた。本稿では、エジプト全
土のノモスの中から、上エジプト第 4
ノモスを例として、ノモスにおける信

（図 1）ナルメル王のパレット（Kemp, B.J 1989）
669

仰がどのように確立され変遷していったのかを検討していきたい。ナイル川上流のナイル渓谷地
域である「上エジプト」の第 1 ノモスは、アスワンの中洲のエレファンティネ（古代名 Abw：ア
ブウ）島に位置し、そこから北のメンフィス（下エジプト第 1 ノモス）に向かって順番に 22 の
ノモスが配置されている。上エジプト第 4 ノモスは、エレファンティネ島から数えて 4 番目の
ノモスである。
上エジプト第 4 ノモスの信仰にとって非常に重要なものとしてメンカウラー王の三体像（トリ
アード）がある。これは、古王国第 4 王朝のメンカウラー王（在位：前 2480 〜前 2450 年頃）
がアル = ギーザに造営した同王の第 3 ピラミッドの河岸神殿で発見された 8 つの三体像である。
これらの三体像は当初メンカウラー王とハトホル女神がエジプト各地のノモスの守護神とともに
彫られているものと思われていたが、現在では、すべてのノモスではなく、ハトホル女神を崇拝
していたノモスに限って製作されたものと考えられている。こうしたメンカウラー王の三体像の
ひとつに上エジプト第 4 ノモスの男神を含むものがある。現在、カイロ・エジプト博物館に所蔵・
展示されているこの像（CG287）
（図 2）は、中央に上エジプト王の白冠を被ったメンカウラー
王が左足を一歩前に踏み出した姿で描かれ、向かって左には頭上にウシの角と太陽日輪を戴くハ
トホル女神が立ち、そして向かって右には頭上に羽根とリボンで飾られたウアス杖を載せた男神
がいる。この男神の頭上にある飾り立てたウアス杖が象徴するのは、明らかに上エジプト第 4 ノ
モス、ウアセト（2）であり、この頭上にウアスを戴く男神は、上エジプト第 4 ノモスを象徴する神
である。つまり、この彫像は、古王国第 4 王朝 5 代目の王であるメンカウラー王時代に上エジ
プト第 4 ノモスでもハトホル女神の信仰が盛
んであったことを示している。
上エジプト第 4 ノモス（古代名ウアセト）
は、中王国時代（前 2055 〜前 1650 年頃）
以降、この地域の出身である王朝（第 11 王
朝と第 18 王朝）により、ウアセトを王都と
する「中王国」、そして「新王国」が成立し
た地である。さらにこの地は、中王国・新王
国時代にエジプト国家の最高神となったアメ
ン・ラー神の信仰の中心地として広く知られ
ている。
しかしながら、この地では、アメン・ラー
神の信仰が確立する以前から、メンチュウ神
（図 2）メンカウラー王の三体像、カイロ博物館、
近藤二郎先生の撮影より
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がノモスの守護神として広く信仰を集めてい
たとされる。
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メンチュウ神は、通常、頭がハヤブサで、頭に聖蛇ウラエウスと太
陽円盤を戴く姿で、独特の 2 枚羽根飾り付けた戦いの神として表現さ
れている（図 3）
。しかしながら、現在のところ上エジプト第 4 ノモ
スにおいて、メンチュウ神の信仰が、どのような過程で確立したのか
不明な点が多い。そこで本稿では、メンチュウ神の記録を丹念に集め
ることで、その信仰の起源と系譜について検討する。一般に上エジプ
ト第 4 ノモスのナイル川西岸に位置するアルマントが、メンチュウ信
仰の中心地であるとされているが、アルマントがどのような過程でメ
ンチュウ信仰の中心として形成されていったのかは分かっていない。

1．メンチュウ神の最古の記録
古代エジプトにおけるメンチュウ神の最古の記録としては、サッカ
ラにある古王国第 3 王朝のジェセル王（ネチェリケト王、在位：前

2667 〜前 2648 年頃）の階段ピラミッドの地下に位置する回廊で発
見された数万点にものぼる膨大な量の石製容器の中に「メンチュウ」

（図 3）メダムード神殿
アブデルアール撮影

の名を記したものが 3 点含まれており、これが現在のところ古代エジプトにおけるメンチュウ神
の最古の記録と見なすことができる（図 4）
。
これらの石製容器は、その後の分析により古王国第 3 王朝時代より古い初期王朝時代の第 2
王朝時代（前 2890 〜前 2686 年頃）のものと推定されている。石製容器に記された銘文には、

wr mnTw , 「メンチュウは偉大である」とある。メンチュウの名には、「神」を示す限定符（決
定詞）は付加されていなかったがメンチュウ神の起源は、少なくとも初期王朝時代にまで遡るこ
とが分かる。また、メンチュウの名前が最初に出現するのが、上エジプトではなく、初期王朝時

（図 4）壼インク碑文（Lacau & Lauer 1965）
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代に統一王朝の王都が置かれていたメンフィスのネクロポリスであったサッカラであることも注
目に値する。

2．「ピラミッド・テキスト」に現れた「メンチュウ」
メンチュウ神の記録としては、初期王朝第 2 王朝時代に続くものとして、「ピラミッド・テキ
スト」に登場するメンチュウの記述が存在する。
「ピラミッド・テキスト」は、古代エジプトの
葬送文書のひとつで、亡き王の復活と永生を手助けするために、葬儀や供養の儀式の際に朗誦さ
れた呪文の集成である。古王国第 5 王朝最後の王ウニス（在位：前 2375 〜前 2345 年頃）のピ
ラミッド内部に初めて出現し、その後、第 6 王朝の 4 人の王（テティ王、ペピ 1 世、メルエンラー
王、ペピ 2 世）、そして第 8 王朝のイビ王（在位：前 2165 年頃）の 6 人の王とペピ 2 世の 3 人
の王妃（ネイト、イプウト、ウジェブテン）のピラミッド内部の墓室壁面に刻されている。この
「ピラミッド・テキスト」は、ゼーテにより 759 行の呪文が知られている（Sethe, K 1922.）が、
その内容はピラミッドにより若干の異同が見られる。
「ピラミッド・テキスト」に関しては、
フォークナー（Faulkner, R. O. 1962）やアレン（Allen, J. 2013）らによって重要な研究が実施さ
れている。
「ピラミッド・テキスト」で、メンチュウが登場するものとしては、第 6 王朝テティ王（在位：
前 2345 〜前 2323 年頃）のサッカラのピラミッドに刻された「ピラミッド・テキスト」の 412
章 724 行の呪文がある。この碑文はペピ 2 世（在位：前 2278 〜前 2184 年頃）の「ピラミッド・
テキスト」にも刻されている。この文には「メンチュウの頭の上にある巻毛のように」と記され
ている。メンチュウ神の髪の毛を表現したものと思われる。
また、ペピ 1 世（在位：前 2321 〜前 2287 年頃）のピラミッドには、
「ピラミッド・テキスト」
の 503 章 1081 行が刻されており、それには「メンチュウが高く昇れば、私もメンチュウととも
に高く昇るであろう。また、メンチュウが走れば、私もメンチュウとともに走るであろう。
」と
刻されている。
さらに、ペピ 2 世のピラミッドに残された「ピラミッド・テキスト」には、メンチュウに関し
て刻された 555 章 1378 行が存在している。
「私は大丈夫であり、衣服は無傷である。私はメンチュ
ウ神のように空に昇り、神聖な魂として降り立ったのである。
」
以上のように、「ピラミッド・テキスト」には、412 章 724 行、503 章 1081 行、555 章 1378
行の 3 か所にメンチュウ神の記述がみられる。
「ピラミッド・テキスト」の碑文解釈では研究者
の間にかなりの相違が認められる。しかしながら、ここでは古王国第 6 王朝時代に刻された「ピ
ラミッド・テキスト」にメンチュウ神の名前が複数場所に記されていることに注目したい。
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3．ペピ 2 世葬祭殿出土の円筒印章
サッカラのペピ 2 世の葬祭殿で出土した円筒印
章には、図 5 のようなヒエログリフ（聖刻文字）
が刻されていた。中央のホルスを戴くセレク（王
名枠）の中には、mry-tAwy mry-ra（ラーに愛さ
れし、メリ・タウイ）と記されている。メリ・タ
ウイは、ペピ 1 世のホルス名であることから、右
端のカルトゥーシュに記された ppy はペピ 1 世
であることがわかる。

nsw-bit (Ppy) mry mnTw「上下エジプト王、ペピ、
メンチュウ神に愛されしもの」

（図 5）円筒印章（Newberry 1979）

上下エジプト王という王の名は、通常、即位名
で記されるのであるが、ここではペピ 1 世の即位名である mry-ra メリ・ラーあるいは nfr-sA-Hr
ネフェル・サ・ホルは記されていない。奇妙なことに、誕生名である ppy ペピと記されている
のである。通常、王の誕生名は太陽神の息子（sA ra）という名の下に記されるのであり、この例
のように上下エジプト王という称号の下に記される例は極めて少ない。
メンチュウの後ろには、神を表す止まり木の上にホルスの姿が描かれていることが興味深い。
この銘文に見られるようにペピ 1 世とメンチュウ神の関係は密接であり、この時期にメンチュウ
神が王権に強く関与していたことが推定できる。
この円筒印章には、左端の行に、もう一か所メンチュウ神の名が刻されている。

smr waty, mnTw, imy-r hm(w)-nTr tAwy nTr…
「唯一の友、二国（上下エジプト）のメンチュウ神の神官の監督官、…ネチェル？」
ここに刻された人物名は不詳であるが、おそらく名の一部と思われる nTr…（…ネチェル）が
見られる。この人物の称号として「唯一の友」
、「二国のメンチュウ神の神官の監督官」が刻され
ている。
「二国のメンチュウ神の神官の監督官」の称号から、メンチュウ神の神官がエジプト全
土に存在していたことを想起させる。

4．ペピ 2 世葬祭殿のレリーフ図像
ペピ 2 世が南サッカラに建造した彼のピラミッドに付属する葬祭殿から、メンチュウ神に関連
する二つのレリーフが発見されている（図 6、図 7）
。図 6 に示したレリーフでは、上部に星が
並ぶ天蓋の下に腰かける 3 柱の神々の姿が描かれている。向かって左からセト神、クヌム神、そ
してメンチュウ神である。左から 3 番目のメンチュウ神は、残念ながら図像の頭部が欠損してい
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（図 6）ペピ 2 世の葬祭殿の宮廷の北壁（Jequier, G. 1983）

るが、そこに残されたヒエログリフの銘文は、次のよう
に記されている。

di.n.(i) n=k anx (w) Dd(w) wAs(w) nb(w) mnTw
「メンチュウ神、私はあなた（ペピ 2 世）に全ての生命、
安定、支配を与えた。」
メンチュウ神が、他の 2 柱の神々（セト神とクヌム神）
と同様にペピ 2 世に、全ての生命と安定と支配を授ける
神のひとつとして扱われている。このことは極めて重要
であり、古王国第 6 王朝時代には、すでにメンチュウ神
が、王都のメンフィスのネクロポリスであるサッカラに
おいて重要な神々のひとつであったことを示している。

（図 7）ペピ 2 世の葬祭殿の宮廷の西壁
（Jequier, G. 1983）

同じくペピ 2 世葬祭殿からは、図 7 のようなレリーフの断片が発見されている。頭上にはビー
ルや果物などを入れた大きな籠を右手で抑え、左手にはアヒルを掴み歩く「供物を運ぶ女」の図
像があり、その下にペピ 2 世の即位名（nfr-kA-ra ネフェル・カー・ラー）と続けて下に mnTw の
文字が見られる。おそらく、このメンチュウに続けて mry と記されていたと思われるが、現在
では欠損している。この供物を運ぶ女のレリーフの下の銘文は、以下のように復元できると考え
られる。
「（nfr-kA-ra）mry mnTw（ネフェル・カー・ラー）メンチュウ神に愛されたもの」
。
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5．イヒ墓（TT186）におけるメンチュウ神の碑文
テーベ西岸のネクロポリス・テーベのアル＝コーカ（al-Khokha）地区の北東部に位置する

TT186 は、古王国時代の岩窟墓で、1895 年の冬にニューベリー（Newberry, P. E.）によって発
見されたものである。被葬者は上エジプト第 4 ノモスの長の称号を持つイヒ（iHy）で、この岩
窟墓の内部には、壁画と銘文が残されており、ニューベリーにより「エジプト考古局年報」第 4
巻に報告されている（Newberry 1903）
。この岩窟墓（TT186）に関しては、ムハンマド・サー
ラハによって 1977 年アル＝コーカ地区の他の 2 基の古王国時代の岩窟墓とともに報告書が刊行
されている（Mohamed Saleh 1977）
。
ムハンマド・サーラハの報告書によれば、イヒ墓（TT186）内部に施された壁画や碑文の残存
状況は劣悪で、ニューベリーが報告した墓内部の壁画や碑文は、その後、岩窟墓内部を家畜小屋
や居住場所として利用していた住民のため大きな破壊を被っている。碑文を確認するのが困難に
なっていたため、銘文としてニューベリーが報告した銘文を再録している。この銘文こそが、上
エジプト第 4 ノモスとメンチュウ神を結びつける重要なものである。以下の銘文が記されていた。

imAxy xr mnTw nb iwnt
イウネト（現在のアルマント）の主、メンチュウ神により祝福されしもの。
この銘文で初めてメンチュウ神が上エジプト第 4 ノモスのアルマントの支配者であると記され
ており、重要な資料と言える。この銘文中のメンチュウの名前のすぐ後ろには、神の限定符（決
定詞）が付加されている。重要なのは、この銘文で、メンチュウ神がテーベ（古代名ウアセト）
の主ではなく、アルマント（古代名イウネト）の主と記されている点である。現在のところ、こ
のイヒ墓の銘文が、上エジプト第 4 ノモスとメンチュウ神とをつなぐ最も古い記録であると言え
る。この点で、銘文が記されたイヒ墓（TT186）の編年に関して詳しく検討してみることにしよ
う。
イヒ墓（TT186）に隣接してケンティ（xnty）の墓（TT403）があり、従来、ケンティはイヒ
と彼の妻イミィ（imy）の長男であるとされてきたが、1992 年にナギブ・カナワーティ（Naguib

Kanawati）が、テーベ西岸にある古王国時代の岩窟墓を詳細に検討し、従来の編年とは非常に
異なった編年試案を提示している。カナワーティによれば、これまでイヒの息子であるとされて
いたケンティは、イヒの息子（長男）ではなく、イヒの父親という全く逆の関係ではないかと考
えられる。その根拠として、カナワーティはケンティ墓の建築学的に構造が、アル＝ハワーウィ
シュ（al-Hawawish）のカへプチェティ（kAHpTi）の墓（M8）と類似しており、イヒ墓（TT186）
よりも古いと考えられるとしている。また、墓の内部に描かれたイヒの妻とケンティの妻の描か
れた姿勢やイヒとケンティの称号の比較などから、イヒは、ケンティの父親ではなくケンティの
息子であるとしている。
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カナワーティによるアル＝コーカ地区の古王国時代の 3 基の岩窟墓の編年を次のように記載し
ている。
① ウニスアンク（wnis-anx）墓（TT413）
：第 6 王朝テティ王治世後期〜ペピ 1 世治世初期
② ケンティ（xnti）墓：第 6 王朝メルエンラー王治世からペピ 2 世治世初期
③ イヒ（iHy）墓（TT186）
：第 6 王朝ペピ 2 世治世初期〜中期
上記のカナワーティの編年に準拠するとメンチュウ神がアルマントの主の銘文が刻されたイヒ
墓の年代は、第 6 王朝ペピ 2 世治世の前半であるとすることができる。メンチュウ神が上エジ
プト第 4 ノモスのアルマントの主として記述されたのは、南サッカラのペピ 2 世のピラミッド
の葬祭殿のレリーフやピラミッド・テキストなどにメンチュウ神の名前が登場するのと同じ時代
である。

6．第 11 王朝時代における上エジプト第 4 ノモスにおけるメンチュウ神（図 8）
6.1

アルマントにおけるメンチュウ神

アルマント（Armant）市は、ナイル川西岸の町で、ルクソール市の南西 12 キロに位置してい
る。アルマント（古代名イウネト）もまた、上エジプト第 4 ノモスの町であり、古代の町の中心
部は、おおよそ現在のアルマント市と一致している。
古代のアルマントは、古代エジプト語でイウヌウ・メンチュウ（’iwnw mnṯw）と呼ばれていた。
イウヌウとは、カイロ近郊の太陽信仰の中心都市であるヘリオポリスを指している。このことか
ら、「イウヌウ・メンチュウ」とは、
「メンチュウ神のヘリオポリス」を意味しており、太陽神ア
トゥムやラーの信仰の中心地であったヘリオポリスにたとえた言い回しであった。ちなみに、古
代テーベ（ウアセト）はイウヌウ・シェマウ（’iwnw SmAw）と表現されており、
「南のヘリオポ
リス」の意味を持つ。
現在のところ、アルマント神殿において確認されているメンチュウ神の記録は、中王国第 11
王朝〜第 12 王朝時代のものである。アルマント神殿で最古のメンチュウ神を含む銘文は、第 11
王朝メンチュウヘテプ 3 世（在位：前 2004 〜前 1992 年頃）のもので（Mond 1940）
、カルトゥー
シュ（王名枠）の中には、メンチュウ神の形容辞として、
「mnṯw nb wȝst ḥry-ib ’iwn（メンチュ
ウ神、アルマントに居住するテーベ（古代名ウアセト）の主人」と記されている。また、アルマ
ント神殿で見つかった彫像には mnṯw nb wȝst kȝ ’iwnt prm ḏrty（メンチュウ神、テーベ（古代名
ウアセト）の主、トードから来たアルマントの牡牛）
」と刻されている（Mond 1940）
。この彫像
の碑文は、後にアルマント地域で信仰を受けていた牡牛の神であるブキス神を想起させるもので
あり、メンチュウ神とブキス神との関係を示すものとして極めて重要なものと言うことができる。
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（図 8）Google map 及び高宮 2006 より作成

6.2

メダムードにおけるメンチュウ神

メダムードは、ルクソール市の北東 8 キロに位置する町で、古代名はマドゥ（mȝdw）と呼ばれ、
中王国第 12 王朝時代（前 1985 〜前 1773 年頃）から、その存在が確認されており、この町もま
た上エジプト第 4 ノモス内に位置し、メンチュウ信仰の拠点となった神殿が存在している場所で
ある。
この地のメダムード神殿では、中王国第 12 王朝時代の壁面の碑文に、mnṯw nb wȝst ḥry-ib

mȝdw「メンチュウ神、メダムードに居住するウアセト（テーベ）」という記述が見られる（Cottvieille 1931）。この碑文中のメンチュウ神には、神の限定符（決定詞）が付加されていない。こ
の碑文のように、メンチュウ神は、上エジプト第 4 ノモス（ウアセト、古代テーベ）の主と記さ
れている。メダムード（古代のマドゥ）に居住しているにもかかわらず、上エジプト第 4 ノモス
の主人と記されていることは興味深い。
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メダムード神殿の左手の壁面には mnṯw nb mȝdw「メンチュウ神、メダムードの主」と刻され
ており（Cottvieille, 1931）
、ここでもメンチュウ神の名前には、神を表す神の限定符（決定詞）
は付加されていない。この碑文は、第 12 王朝のセンウセレト 1 世（在位：前 1956 〜前 1911 年
頃）のものと考えられている。

6.2

トードにおけるメンチュウ神

上エジプト第 4 ノモスに位置するもうひとつのメンチュウ信仰の場所のひとつにトード（Tod）
がある。トードは、ナイル川の西岸の町でルクソール市の南西 20 キロに位置している。古代名
はジェレティ（ḏrty）と呼ばれている。これまでにトード神殿で発見された最も古い記録は、古
王国第 5 王朝初代のウセルカフ王（在位：前 2494 〜前 2487 年頃）のものである。しかしながら、
ウセルカフ王の名前が刻された石柱が発見されているだけで、この時代にメンチュウ神の信仰が
既に存在していたかは分かっていない。次の中王国第 11 王朝のメンチュウヘテプ 2 世（在位：
前 2055 〜前 2004 年頃）
、メンチュウヘテプ 3 世（在位：前 2004 〜前 1992 年頃）の王名を刻
した資料が発見されている。
よく知られたことだが、第 11 王朝の王名のメンチュウヘテプ（mnTw-Htp）は、
「メンチュウ
神は満足している」という名であり、第 11 王朝時代には、この地でメンチュウ神の力が強大で
あったことが理解できる。トード神殿の資料には、古王国第 5 王朝からプトレマイオス王朝に
至るまで、27 人 もの王名が確認できいるが 、メンチュウ神に関連する碑文の数はそれほド多く
ない。
トード神殿においては、神殿の柱に mnṯw nb ḏtry「メンチュウ神、トードの主人」と刻されて
いる。このメンチュウ神には、神の限定符（決定詞）は付加されていない。
世のトード神殿の壁面にも mnṯw nb wȝst「メンチュウ神、ウアセト（テーベ）の主」という
銘文が刻されている。この銘文中のメンチュウ神には、神の限定符（決定詞）が付加されている
（F.B.R, 1934-1936）
。以上から、トード神殿において最古のメンチュウ信仰の起源は、中王国第

11 王朝のメンチュウヘテプ 2 世の治世と考えられる。
6.3

カルナクにおけるメンチュウ神

現在は、アメン・ラー神の信仰の中心地として知られるカルナク神殿は、アメン大神殿を中心
とする巨大神殿複合体であった。古代名はイペトスウト（ipt-swt）と呼ばれていた。カルナク神
殿の造営の歴史は、中王国時代にまで遡ることができるが、詳細は分かっていない。カルナク神
殿に残されたメンチュウ神と関連する碑文には、次のようなものが存在している。
① Ir.n=f m mnw=f n mnṯw
「彼（王）は、メンチュウ神のために、自らの記念物を建てた」
、
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② ḫȝ ḫȝ nb nfr wʽbt t wʽb n pr mnṯw
「メンチュウの神殿よりあふれる幾千のよきもの、清きもの、清らかなパン…」
上記の 2 つの銘文には、メンチュウの後ろには神を示す限定符（決定詞）はいずれも記されて
いなかった。このように、アメン・ラー神の信仰の中心地であったカルナクにおいてもメンチュ
ウ神の記録が残されていることは興味深い。

6.4

アル＝ターリフにおけるメンチュウ神

現在のアル＝ターリフ（al-Tarif）は、ナイル川西岸のネクロポリス・テーベの北に隣接する
町である。2005 年以降、この町の北側に、ネクロポリス・テーベ地域から移転した人々を中心
とする新クルナ村（現在では新クルナ市）が建設されている。アル＝ターリフの地名の由来は墓
地を意味するとされているが、この地区には先王朝時代の遺跡をはじめ、古王国第 3 王朝（ある
いは第 4 王朝）時代のマスタバ墓から新王国時代に至る墓地が形成されている。アル＝ターリフ
墓地で発見された遺跡としては、メンチュウ神を指す碑文が書かれている石版が 3 つ保管されて
いる。アル = ターリフ墓地には、メンチュウ神に関する次のような興味深い碑文が存在している。
① rpa HAty-a sDAwty-bity smr waty Xry-Hbt imy-r Hm(w) nTr
「世襲貴族、州侯、上エジプトの玉座に座る者、唯一の友、メンチュウ神殿の神官の監督官」と
記され、メンチュウ神には神の限定符が付加されていない。
② HAty-a m pr mnTw
「メンチュウ神殿の州侯」と記され、この銘文中のメンチュウ神にも神の限定符は付加されてい
ない。
③ rpa HAty-a sDAwty-bity smr waty Xry-Hbt imy-r Hm(w) nTr, imA xxr mnTw,t wab n pr mnTw
「世襲貴族、州侯、下エジプト印綬官、神官の長、メンチュウ神のもとで祝福されたもの、メン
チュウ神殿のウアブ神官」と記され、この銘文中のメンチュウ神の後ろにも神の限定符は付加さ
れていない。

7．まとめ
以上、メンチュウ神の起源展開について、最古の記録から集成を実施した。その結果、現在の
ところメンチュウ神の最古の記録は、サッカラの階段ピラミッドの地下の回廊から出土した第 2
王朝時代の石製容器に記された銘文であることが明らかになった。初期王朝時代につづく古王国
時代になるとサッカラに造営されたいくつかのピラミッド内部に刻された「ピラミッド・テキス
ト」に「メンチュウ」を記したものが存在している。現在のところ、第 6 王朝のテティ王、ペピ

1 世、ペピ 2 世のピラミッド内部に刻されて見いだされる。
古王国時代第 6 王朝ペピ 2 世の治世になり、メンチュウ神の信仰が大いに発展したことがこ
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の研究で明らかとなった。ペピ 2 世治世には、
「ピラミッド・テキスト」だけではなく、南サッ
カラに造営した王のピラミッドに付属する葬祭殿の内部のレリーフにメンチュウ神の姿が描かれ
ており、王権に近い強い力を持つ神であった。また、ペピ 2 世治世の前半に初めて上エジプト第

4 ノモスにメンチュウ神の名が登場している。ネクロポリス・テーベのアル＝コーカ地区に位置
するイヒ墓（TT186）の内部の銘文である。この銘文において、メンチュウ神が上エジプト第 4
ノモスのウアセトではなく、アルマントの主として記されていることは重要である。第 11 王朝
時代には、上エジプト第 4 ノモスの出身である「メンチュウ神が満足する」という意味を持つメ
ンチュウヘテプという名の王が君臨し、王国は再統合され中王国が樹立された。その後、中王国
時代にはアルマントの他、メダムード、トード、カルナク、アル＝ターリフなどでメンチュウ神
の信仰が見られ、メンチュウ神は、上エジプト第 4 ノモス（ウアセト）の主人という称号を帯び
るようになっていく。本稿では、上エジプト第 4 ノモスにおけるメンチュウ神の信仰の起源と展
開を中心として扱ったが、今後は、アメン・ラー神とメンチュウ神の信仰が同じ土地において、
どのような関係があったかを含め検討していきたい。また、上エジプト第 4 ノモスにおける神々
の信仰の痕跡を忠実に集めることによって、古代エジプトの地方における信仰の系譜を明らかに
していきたい。
註
（1）現在、カイロ・エジプト博物館に収蔵展示しているナルメル王のパレット（化粧板）（CG は、高さが 63㎝も
ある片岩製の奉納用パレットであり、ヒエラコンポリス（古代名ネケン）で発見されたものであり、エジプ
ト第 1 王朝の統一過程を考えるうえで重要な資料となっている。
（2）上エジプト第 4 ノモスの呼称であるウアセトは、ウアス杖に見られるように支配（あるいは支配者）のノモ
スを意味している。上エジプト第 4 ノモスは中王国時代までは支配者の居住したノモスではなかったが、お
そらく初期王朝時代の王たちの出身地である第 7 ノモスのアビュドス（古代名アベジュウ）の近郊のティス
（ティニス）と初期王朝時代の宗教・行政の中心が置かれたヒエラコンポリス（古代名ネケン）を結ぶ中間点
にあることから、このノモスの名前は、初期王朝時代にまで遡る可能性が高い。
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