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キルギス共和国アク・ベシム遺跡の発掘（2015年秋期）調査出土遺物の研究

はじめに

　アク・ベシム遺跡はキルギス共和国の首都ビシュ
ケクから東に 47km、カザフスタン共和国との国境
地帯に東西に広がるチュー川盆地の南縁に位置する
都市遺跡である。同遺跡はおよそ紀元 5世紀のソグ

ド人植民市に遡り、紀元 11世紀中頃にカラハン朝
がその都をバラサグン（ブラナ遺跡）に遷すまでシ
ルクロード天山北路の重要拠点として繁栄した。
　遺跡の歴史のなかでも、西突厥、吐蕃、そして唐
がチュー川盆地の領有を争っていた紀元 7～8世紀
は注目に値する。玄奘三蔵による旅行記『大唐西域
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Abstract
　This paper describes the preliminary results of surface collection and researches on artifacts in summer 2016 
from an excavation at Rabat of the Ak-Beshim site in autumn 2015, located 47 km east of the capital city of Bish-
kek in the Kyrgyz Republic.
　The excavation revealed an eastern wall of inner fortification, greenish-gray burnt bricks arranged in two lines, 
and several accumulations of roof tiles on hardened surfaces, that might be identified as part of a Chinese admin-
istrative center in “Suyab,” a stronghold of the Tang dynasty that dates back to the seventh to eighth centuries AD.
　Before the excavation, surface collection took place at three squares in Rabat to comprehend the present traces 
of past installations. Results indicate a clear distribution pattern of roof tile, greenish-gray burnt brick and pottery. 
Since roof tiles and greenish-gray burnt bricks imply the existence of solid structures such as a Buddhist temple, 
monastery, and administrative sector, it could be speculated that the area played an important public role during 
that period.
　To corroborate Tang’s cultural traits and its date at the Ak-Beshim site, research on the unearthed artifacts was 
implemented examining greenish-gray burnt brick and pottery. A total of seventeen pieces of greenish-gray burnt 
bricks recovered on hardened surfaces were documented photographically and with 3D laser scanner. In addition, 
a stelae with a Chinese inscription (Du Huaibao stelae杜懐宝碑) was similarly recorded. Furthermore, pottery 
assemblage consisting of 64 sherds was analyzed according to three cultural layers. Classified into nine wares or 
twelve subwares, the assemblage seems to indicate sequential differences. Additionally, given its typological fea-
tures, the lowest assemblage in Stratum IV is distinguished from the upper two, implying that the lowest layer 
belongs to seventh to eighth centuries AD, that is, the Tang period.
　To confirm the period of the unearthed features in Rabat, analyses of material culture including roof tile should 
continue.
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記』には、西突厥により支配されていたソグド系交
易都市「砕葉城」（スイヤーブ）への言及がある。
7世紀後半には、唐の支配するところとなった「砕
葉城」に安西都護府の 1つ（鎮）が置かれ、城壁が
新たに構築されたことが唐代の歴史書『旧唐書』に
見える。この「砕葉城」は、1982年に偶然発見さ
れた同時代の漢文石碑『杜懐宝碑』によって、アク・
ベシム遺跡と同定された（内藤 1997）。
　一方、これまでの考古学調査・研究は決して十分
なものではなく、唐代砕葉鎮の証拠をつかめないで
きた。唐代に設置された砕葉鎮は、城壁の構築に関
する『旧唐書』の記述などに依ると、アク・ベシム
遺跡ラバト地区に存在したと考えられる（齋藤
2016）。しかしながら、1940年代に実施された同地
区での発掘調査は仏教僧院に焦点を絞ったものであ
り、中国瓦など唐の存在を示す証拠が数多く出土し
たにもかかわらず、こうした物質文化は正しく評価
されないままであった（ケンジェアフメト 2009、
山内・アマンバエヴァ編 2016、城倉ほか 2016、
Yamafuji et al. 2017など）。
　そこで 2015年秋に、考古学的見地から唐代砕葉
鎮の存在と実態を探る目的で、ラバトにおいて発掘
調査を行った（城倉ほか 2016）。調査では、事前に
行った衛星写真の解析により、在りし日のラバトの
空間配置について考察した上で、初めに実施した高
精度測量に基づく発掘調査により、内城壁により区
画された官衙的性格を有すると思しき矩形区画の一
部を検出するに至った。
　以下では、昨年の報告では記載できなかった、ラ
バトにおける表面採集の成果、並びに、出土遺物（土
器及び塼）の分析結果について記述し、ラバトの実
態について若干の考察を行う。

1．調査の体制と経過

1－1　調査の体制
　調査の体制は、以下の通りである。
【調査代表者】
　山内和也（帝京大学文化財研究所）、バキット・
アマンバエヴァ（キルギス共和国国立科学アカデ
ミー歴史文化遺産研究所）。
【調査担当者】
　城倉正祥（早稲田大学文学学術院）、山藤正敏（独
立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所）。

【調査参加者】
　ナワビ矢麻（日本学術振興会特別研究員 DC、早
稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）、伝田郁
夫（早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）。
【調査協力者】
　ヴァレリー・コルチェンコ（キルギス共和国国立
科学アカデミー歴史文化遺産研究所）、ディミトリ・
ルジャンスキ（キルギス─ロシア・スラブ大学）、
横山真・千葉史（株式会社ラング）、根本佑（早稲
田大学大学院文学研究科修士課程）。
　なお、本論は調査代表者である山内・アマンバエ
ヴァの指導の下、整理作業を担当した城倉・山藤が
中心となって作成した。現地の整理作業では、土器
の実測を山藤、塼および杜懐宝碑の三次元計測を城
倉・伝田、すべての遺物の写真撮影をナワビが行っ
た。また、各自の執筆・図版作成分担は、本文末お
よび図表出典一覧に明記した。文章・図版の体裁統
一、および編集は城倉が行った。

1－2　調査の経過
　調査の経過は、以下の通りである。
【2016.8.11】城倉・山藤・ナワビ・伝田が日本出国。
仁川・アルマトイ経由でビシュケクへ。整理作業基
地となるリッチホテルへ投宿。
【8.12】AM：国立科学アカデミーへ。2015年秋期
の発掘調査で出土した遺物および整理作業用の機材
一式をリッチホテルへ搬入。地階会議室に整理作業
スペースを構築。瓦・塼・土器の内容確認および
ピックアップ作業を開始。PM：瓦・塼の個体注記
および土器のピックアップ作業終了。瓦の接合関係
の確認および接合作業開始。瓦・塼の一部は洗浄後
の乾燥が不十分なため、天日干し。
【8.13】AM：EXAscanによる塼の三次元計測を試
行。その後、アカデミーへ赴き、アマンバエヴァと
打ち合わせ。山藤・ナワビは写真撮影機材を購入す
るため、ビジュケク市内のデパートへ。PM：塼の
三次元計測を再開。Surface解像度 0.3mmによる計
測を決定。土器の分類・分析、瓦・塼の乾燥を継続。
【8.14】アマンバエヴァの案内のもと、アク・ベシ
ム遺跡、ブラナ遺跡、ケン・ブルン遺跡、クラスナ
ヤ・レーチカ遺跡を見学。
【8.15】土器の分析を継続。塼の三次元計測が終了。
重量の計測を含めた観察表などの台帳作成も併せて
終了。出土遺物の写真撮影に備えて写場を設営。
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【8.16】土器の分析終了。土器および塼の写真撮影
終了。また、来年度に備え、瓦の三次元計測を試行。
土器および塼の梱包。
【8.17】A・B・D地点出土の瓦の接合作業および
来年度に計測を行う個体 40点をピックアップ。瓦
の梱包および機材整理を実施し、会議室を原状復帰。
【8.18】AM：ビシュケク市内を散策。PM：アカ
デミーに瓦・塼・土器などの遺物を返却。その後、
キルギス─ロシア・スラヴ大学博物館へ移動し、杜
懐宝碑の三次元計測および写真撮影を実施。
【8.19】AM：機材整理。PM：城倉・ナワビ・伝
田がアルマトイ・仁川経由で日本へ。翌日深夜に日
本到着。
【8.22】山藤がアルマトイ・仁川経由で日本へ。同
日に日本到着。調査の全行程終了。

2．ラバトの表採作業と遺物の分布状況

2－1　グリッドの設定
　2015年秋期調査では、発掘と併行して、ラバト
において遺物の表採作業を実施した。ラバトの年
代、性格や機能を明らかにするためには、発掘で検
出された遺構に加え、周辺における遺物の平面的な
散布とその傾向を検討し、土地利用の状況や変遷を
把握する必要がある。
　表採グリッドは、ラバトにおいて特に重要と思わ
れる 3カ所に、①ラバト中枢グリッド、②水路グ
リッド、③仏教寺院グリッドを設定した（それぞれ
のグリッドの位置については、城倉ほか 2016、
P53、図 4を参照）。
　①ラバト中枢グリッドは、ラバト中枢部北側、東
西 50m、南北 40mの範囲に、10mメッシュで設定
した。②水路グリッドは、第 1トレンチの北側を東
西に流れる水路に沿って、東西 520m、南北 20mの
範囲に、20mメッシュで設定した。③仏教寺院グ
リッドは、既往の調査から仏教寺院と想定される場
所に、東西 100m、南北 100mの範囲に、10mメッ
シュで設定した。
　作業は 1日 7時間、2日間で平均 10名を動員し、
グリッド内の各エリアを悉皆的に踏査し、遺物の表
採に努めた。採集した遺物は、瓦、塼、土器、石、
鉱滓、赤レンガ、骨などに分類し、グリッドごとに
重量を計測した。特に重要と考えられる資料に関し
ては、ピックアップを行った。

2－2　遺物の分布状況
　ここでは各グリッドにおいて表採された遺物の種
類および重量について、特徴を記しておく。
　①ラバト中枢グリッドでは、総重量約 139kgの
遺物が採集された（表 1）。そのうち、瓦の重量は
約 66kgを占め、全体のおよそ 50％に及ぶ。瓦は表
採エリアの南西部分、特にグリッド A2-A4、B4、
C4、D4に集中して分布している（図 1）。瓦に続き、
土器片は約 33kg採集されているが、その分布は、
瓦と重複した傾向を示す。塼は約 26kg採集されて
いるが、分布はエリアの東側に偏在し、特にグリッ
ド D3に集中していた。
　②水路グリッドでは、設定された 26グリッドの
うち、東西最両端の 3グリッド（1・2及び 26グリッ
ド）を除く 23グリッドで表採作業を行った。採集
遺物の総重量は約 23kgであり、多くの瓦、塼、お
よび土器片が採集された（表 2）。東西に長く設定
されたグリッドのため、平面的な遺物の分布状況の
把握は難しいが、中央部の 15グリッドで瓦、西側
の 3・8グリッドで塼、9-11グリッド付近で赤レン
ガが集中して採集されるなどの傾向が見られた。
　③仏教寺院跡グリッドでは、総重量約 321kgの
遺物が採集された（表 3）。最も特徴的な遺物は瓦
で、約 150kg採集されている。このグリッドにお
いては、グリッド D3-D4、D7および F2・F3など、
表採エリアの北半分・中央部への瓦の集中が顕著で
あり、この傾向は土器片についても同様である（図
2）。一方で、塼については、E5と A10のように、
散在する少数のグリッドに集中しており、瓦・土器
とは異なる分布の傾向を示している。

2－3　成果と課題
　今回の表採作業の結果、採集された遺物の重量と
分布のあり方から、ラバトの機能や性格の解明に向
けた成果と課題を提示しておく。
　仏教寺院グリッドにおいて、瓦と土器片の散布が
中央北側に集中する傾向からは、その周辺に建物の
存在が想起される。また、ラバト中枢グリッドおよ
び仏教寺院グリッドにおいては、瓦と土器片の分布
は重複するものの、塼はその分布が明瞭に異なるこ
とが看取された。シャフリスタンではほとんど見ら
れない中国由来の瓦・塼が、ラバトで大量に採集さ
れ、分布に一定の傾向を見出せたことは、第 1トレ
ンチで検出した城壁と併せて、ラバトには、唐代に
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表 1　ラバト中枢グリッドにおける表採遺物重量表（g）

表 2　水路グリッドにおける表採遺物重量表（g）
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表 3　仏教寺院グリッドにおける表採遺物重量表①（g）
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表 3　仏教寺院グリッドにおける表採遺物重量表②（g）
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図 1　ラバト中枢グリッドにおける表採遺物の分布と重量（2kg 以上）

図 2　仏教寺院跡グリッドにおける表採遺物の分布と重量（2kg 以上）
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設置された砕葉鎮の遺構が残存している可能性を示
唆するものと考える。
　表採資料のため、遺物としての評価は限定的であ
り、年代を含めたラバトの機能や性格へのさらなる
解明のためには、継続的な発掘調査による遺構確認
が必要であるが、精密な地形測量と併せ、表採遺物
の分布傾向の詳細な検討から、遺構の存在を推定し
ていく作業も重要である。

3．土器

3－1　概要
　2015年度のアク・ベシム遺跡ラバト地区におけ
る発掘調査により、表土層を除く文化層から出土し
た土器は、胴部片も含めて総数わずか 64点であっ
た。その大多数は小片であり、1点のみが口縁部か
ら底部まで形状を復原できた。これらの土器片は、
以下の 3つの文化層（第Ⅱ～Ⅳ層）から出土した
（図 3）。第Ⅱ層は表土直下の堆積層であり、ラバト
廃絶後に堆積した土層と考えられる。第Ⅲ層は、内
城壁（SA1501）廃絶後に東側に設けられた住居跡
（SI1508）および西側の廃棄土坑（SX1503）内の堆
積である。現在のところ最下の第Ⅳ層は、内城壁
（SA1501）およびこれに伴う西側の構築面堆積を指
す。以下では、この文化層区分に基づいて、すべて
の記述を進めることにしたい。

3－2　土器群の分類と出土傾向
　出土土器は 64点と極めて少ないが、文化層別の
技術的特徴を把握するにあたって、調整技法や胎土
の特徴に基づいて、いくつかの土器群に分類するこ
とは有効と考えられる。そこで以下では、各土器群
について詳述する。
〔1群〕橙色を呈するロクロ成形の土器である。胎
土は普通から精良である。器面調整の違いから以下
の 4種類に細分できる。1a群は計 15点と最多で、
外面にナデのみが施される（図 4①）。1b群は計
11点を数え、白色ウォッシュとナデが外面に施さ
れる（図 4②）。1c群は計 7点認められ、外面にケ
ズリのみが施される（図 4③）。最後に、1d群は計
8点が認められ、外面に白色ウォッシュとケズリが
施される（図 4④）。
〔2群〕暗色系を呈するロクロ成形の精製土器であ
る（図 4⑤）。計 2点。
〔3群〕橙色及び淡黄色を呈するロクロ成形の薄手

の土器である（図 4⑥）。計 2点。
〔4群〕灰色系を呈するロクロ成形の精製土器であ
る。還元焔による焼成と考えられる（図 4⑦）。1
点のみ。
〔5群〕橙色を呈する手捏ね成形の土器である。質
感は普通から精良である（図 4⑧）。小型土器であ
る。1点のみ。
〔6群〕鈍い褐色を呈する、粘土紐の輪積み成形に
よる粗製土器である。不規則なナデが施される。ま
た、器面に煤痕が見られるため、調理用として用い
られた可能性が考えられる（図 4⑨）。計 8点。
〔7群〕鈍い橙色を呈する手捏ね成形の土器であ
る。大型の粗製土器である（図 4⑩）。1点のみ。
〔8群〕橙色を呈するかなり粗製の土器である。胎
土にスサ（切り藁）が混和される（図 4⑪）。計 5点。
〔9群〕灰黄色を呈する普通から粗製の土器であ
る。胎土に多量の長石と砂粒が混和される（図 4
⑫）。1点のみ。
　次に、上記の土器群について、文化層別に出土傾
向を把握しておきたい（表 4）。第Ⅱ層では、計 24
点の土器片が出土した。1群が圧倒的多数を占めて
おり、特に 1a群が 10点と最も多い一方、1c群お
よび 1d群が極端に少ない。また、3群・5群・9群
はこの文化層でしか認められない。この他、調理用
と思しき 6群の土器片が 4点認められた。
　下層の第Ⅲ層では、計 35点の土器片が出土した。
上層の第Ⅱ層と同じく 1群が多いが、中でも丁寧な
造りの 1c・1d群が最多を占めている。また、2・7・
8群はこの層のみで見られる。特に 8群は、絶対量
としては少ないが相対的に無視できない量が出土し
ており、同文化層において特徴的な存在と言える。
なお、6群は第Ⅱ層と同じく 4点のみ認められる。
　最下の第Ⅳ層では、土器片 4点のみが出土した。
上層では存在しない、還元焔焼成の 4群の土器が含
まれるのが特徴である。
　以上から、2つの点が明らかになった。まず、全
体として 1群の土器が多数を占めてはいるものの、

図 3　ラバト地区における層位模式図
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表
① 1a群土器（第Ⅱ層）

表
③ 1c群土器（第Ⅲ層）

表
⑤ 2群土器（第Ⅲ層、図 5: 5）

表
⑦ 4群土器（第Ⅳ層）

表
② 1b群土器（第Ⅱ層、図 5: 8）

表
④ 1d群土器（第Ⅲ層）

裏
⑥ 3群土器（第Ⅱ層）

裏
⑧ 5群土器（第Ⅱ層）

図 4　第 1トレンチ出土土器群の写真①
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より下層の第Ⅲ層ではより丁寧な造りの 1c・1d群
が多く、上層の第Ⅱ層ではより簡素な 1a・1b群が
大多数を占める傾向が看取された。また、最下の第
Ⅳ層では土器片の出土が極端に少ないのに対して、
上層の第Ⅱ・Ⅲでは土器出土量が多く、調理用土器
と思しき 6群も出土した。こうした出土傾向から、
第Ⅱ・Ⅲ層が日常的な活動の痕跡と考えられる一
方、第Ⅳ層ではそれとは異なる性格の活動が行われ
ていたことが示唆される。

3－3　文化層別出土土器
　上記で示した出土土器のうち、形態を復原できる
特徴的な 12点を図 5・表 5に示す。以下では上層
より文化層別に出土土器について説明する。
　1・2は、第Ⅱ層出土土器である。1は、1a群に
属する小型有頸壺の口縁部片である。質感は精良で
ある。内外面にロクロ成形時の回転痕が見られる。
口径 66mm。2は、1a群に属する花弁形印影を伴う
胴部片である。印影は焼成前に押捺されたもので、
8枚の花弁が放射状に並ぶ。この花弁形印影の下に

は、1条の幅の狭い水平沈線がややカーヴを描いて
施される。破片の内外面にはロクロ成形時の回転痕
が見られる。元来の器種は復原できないが、水平沈
線がやや彎曲することに鑑みて、この破片が壺形土
器の肩部付近を構成していた可能性がある。また、
類似した花弁形印影は、近傍のケン・ブルン遺跡で
採集されたカラハン朝時代及びポスト・カラハン朝
時代の土器にも見られる（山内・アマンバエヴァ編
2016：図 5.14: 26; 5.15: 7）。
　3～10は、第Ⅲ層出土土器である。9を除くすべ
てが調査区東側の住居址内（SI1508・SX1509・
SX1510）から出土し、9のみは調査区西端で検出
された廃棄土坑（SX1503）から出土した。3は、
1c群に属する環状把手付きのカップである。把手
はその大部分が欠損しているものの、今回の調査で
出土した土器のうち、口唇部から底部まで形状が復
原できた唯一の資料である。口縁部から胴部はやや
外側に傾斜して真っ直ぐ立ち上がり、口唇は丸く収
まる。胴部下半部と底部の境界部分外面は顕著に突
出するが、内面はなだらかである。胴部外面下半部

表
⑨ 6群土器（第Ⅲ層）

表
⑪ 8群土器（第Ⅲ層）

表
⑫ 9群土器（第Ⅱ層）

図 4　第 1トレンチ出土土器群の写真②

表
⑩ 7群土器（第Ⅲ層、図 5: 4）
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には、部分的に右上がりの連続するナデ痕が見られ
る。また、底部外面には左上がりのケズリが連続し
て認められる。内外面全体にロクロによる回転痕が
認められるとともに、底面に糸切り痕が見られるた
め、ロクロを用いて成形が行われたと考えられる。
復原口径 97mm。なお、アク・ベシム遺跡シャフリ
スタン地区からも、カラハン朝時代に属する類品が
出土している（山内・アマンバエヴァ編 2016：図
4.27: 18）。4は、6群に属する盤状容器である。胴
部から口縁部にかけてやや内彎する。また、底部外
面は顕著に突出する。粗製土器であり、内外面には
指頭痕が無数に残ることから、手捏ねによる成形と
考えられる。なお、内外面ともに、指頭痕の上から
は水平方向のナデが施される。口径は復原できな
かったが、大型と考えられる。5は、2群に属する
質感精良の中型短頸壺である。頸部はやや内側に傾
斜する。口縁部は肥厚のうえ隆帯様に水平の稜が 2
条突出し、口唇には凹線が廻る。内外面ともに回転
ナデが認められるが、内面下半部には左上がりの連
続するナデが施されている。その形態に鑑みて、お
そらく貯蔵用と思われる。復原口径 186mm。6は、
2群に属する水差しの口縁部片である。胎土は精良
である。口縁部上端は内側に屈曲し、外面には稜線
が廻る。内面には回転ナデ、外面には白色ウォッ
シュが施された後に回転ナデが施される。部分的な
残存ではあるが、口縁が円環を呈さずに歪むため、
おそらく片口が取り付いていたと思われる。復原最
小口径 48mm。なお、このような特徴的な口縁部を
有する水差しは、アク・ベシム遺跡シャフリスタン

地区のカラハン朝時代の出土土器中にも認められる
（山内・アマンバエヴァ編 2016：図 4.28: 15, 16）。
7は、6群に属する手捏ねの台付きランプと思われ
る。ランプ部分は小型のカップ状を呈しており、口
縁部は緩やかなカーヴを描いてやや外側に開き、口
唇部は丸く収まる。台部分はほとんど欠損している
が、元来はやや外反する円錐形を呈していたと思わ
れる。ランプ部分および台部分共に、内外面に斜め
方向および垂直方向のナデが連続して施される。ま
た、口唇部と内面上半にかけて煤が付着する。復原
口径 64mm。8は、1d群に属する台状底部片である。
質感は精良である。底面にかけてやや傾斜の急なハ
の字に開き、端部にはケズリが施されて平坦であ
る。外面には幅の狭い水平沈線が 4本水平に施され
た後、白色ウォッシュの上から回転ナデが見られ
る。内面には、白色ウォッシュの上から水平方向の
ケズリが施される。底部径 80mm。9・10は平底底
部片である。9は、1d群に属し、質感は精良である。
やや凹面を呈する平底を有し、器壁は斜めに真っ直
ぐ立ち上がる。外面には、白色ウォッシュの上から
左上がりのケズリが施される。内面にはロクロ成形
時の回転痕が見られる。これに加えて、底面に糸切
り痕が残ることから、ロクロにより成形されたと考
えられる。底部径 74mm。10は、1a群に属する。9
とは異なり、凸面を呈する底面を有する。器壁は外
傾するが、やや内彎気味に立ち上がる。外面には、
セルフ・ウォッシュの上から水平方向のナデが施さ
れる。内面には、ロクロ成形時の回転痕が見られる。
底面に糸切り痕は見られないが、やはり成形時には

表 4　各土器群の文化層別出土傾向
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ロクロが用いられたと考えられるだろう。底部径
50mm。9・10は、器壁の立ち上がりと内面への調
整痕があまり見られないことに鑑みて、いずれも壺
形土器の底部と考えられる。
　11・12は、第Ⅳ層出土土器である。11は、1b群
に属する中型の鉢である。ラバト東内城壁（SA1501）
西側に広がる構築面上にまとまって出土した瓦塼群
GroupAの中から見つかった（城倉ほか 2016：図

12）。胴部下半から緩やかに立ち上がり、口縁部は
わずかに外反、端部にかけてやや肥厚して丸く収ま
る。胴部中程には、水平隆帯が突出する。外面には、
白色ウォッシュの上から連続する回転ナデが施され
る。内面には、水平方向ナデの僅かな痕跡が見られ
るのみである。復原口径 272mm。なお、セミレチ
エ地域の紀元後 5～8世紀に属する遺跡から同様の
鉢が見つかっている（Bernshtam 1950: Plate 48: 10）。

表 5　文化層別出土土器属性表

図 5　文化層別出土土器の実測図
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12は、1b群に属する環状把手付き有頸壺である。
ラバト東内城壁（SA1501）西辺の断ち割り調査時
に出土した。口縁部はやや外傾して真っ直ぐ立ち上
がり、端部は平坦面をなす。環状把手は、口縁部直
下にやや下向きに取り付くのが特徴的である。外面
には、白色ウォッシュの上からナデが施される。口
縁部では水平方向のナデが、環状把手部では垂直方
向のナデが連続的に施されている。復原口径 90mm。

3－4　小結─各文化層の特徴と時期─
　ここまでの分析により、ラバト地区から出土した
土器の特徴が明らかになった。
　第Ⅱ・Ⅲ層と第Ⅳ層は、出土した土器の数量およ
び土器群の種類から、相互に異質であることがわ
かった。第Ⅱ・Ⅲ層からの土器群は出土土器の大半
を占めており、1群を中心としているが、調理用と
思しき 6群なども含まれている。また、特に第Ⅲ層
からは、貯蔵壺や水差し、また、粗製盤が出土して
おり、調理などの日常生活が営まれたことが推測さ
れる。こうした証拠は、第Ⅲ層においてカマド
（SX1510）や地床炉（SX1509）、そして、黒変した
床面を伴う住居跡の一部（SI1508）が検出されたこ
ととも矛盾しない。
　これに対して、第Ⅳ層からは土器の出土数が僅か
に 4点と少なく、また、出土器種も極めて限定的で
あった。第Ⅳ層にあたるラバト内城壁（SA1501）
およびその西側では大量の瓦塼類が出土しており、
その「官衙」的性格が推測されるが、出土土器の傾
向もまた、こうした性格を裏付けるものと考えられ
るだろう。したがって、第Ⅱ・Ⅲ層と第Ⅳ層では、
遺跡利用の性格が全く異なることが改めて明らかに
なった。
　このような文化層別の性格差は、一体何を示して
いるのだろうか。2つの解釈可能性、すなわち、機
能差と時期差が考えられる。第Ⅲ層と第Ⅳ層の前後
関係は、西端の廃棄土坑（SX1503）を第Ⅲ層と看
做して、これが第Ⅳ層の構築面を壊していることを
根拠としており、ラバト内城壁（SA1501）の東西
の遺構の直接的な関係はこれまで明らかにされてい
ない。このため、検出遺構の違いを、ラバト内城壁
の内（西側）外（東側）の機能差に還元することも
可能であった。
　しかしながら、出土土器の分析から、上記 2文化
層は異なる時期に利用された蓋然性が高いことが示

された。すなわち、第Ⅲ層は、アク・ベシム遺跡シャ
フリスタン地区出土土器に類するものを複数含んで
おり、紀元後 10～11世紀頃のカラハン朝時代に利
用されたと考えられる。一方、第Ⅳ層からは、出土
土器の数量こそ少ないが、紀元後 5～8世紀に属す
る鉢形土器や、セミレチエ地域では一般的ではない
還元焔焼成の 4群の土器片が出土している。これら
の土器の由来についてはさらなる検証が必要である
が、それぞれソグド系・中国系と推測される。した
がって、第Ⅳ層がカラハン朝時代以前の時期に利用
されていたことが示唆されるのである。以下、第Ⅱ
層も含めて、各文化層の仮の時期を示しておく。
第Ⅱ層　カラハン朝（紀元後 10～11世紀）～ポス
ト・カラハン朝時代。
第Ⅲ層　カラハン朝時代（紀元後 10～11世紀）。
第Ⅳ層　紀元後 5～8世紀。
　ここで示した時期は今後、周辺遺跡からの出土土
器との比較分析によって、その妥当性が十分に確か
められなければならない。とはいえ、アク・ベシム
遺跡ラバト地区の利用時期を考える上で、上記の仮
の年代観は 1つの指標となりうるものであり、瓦塼
類の分析結果と併せて、唐帝国による砕葉鎮の存在
に迫るための材料となるだろう。

4．塼

　2016年度夏に実施した整理作業では、早稲田大
学文学部考古学コースが所持するクレアフォーム社
の EXAscanをキルギス共和国に持ち込み、3Dス
キャナーによる三次元計測を実施した。考古遺物に
おける三次元計測の方法は既に詳述しているため
（城倉編 2017）、塼の計測方法のみ整理する。
　今回は、EXAscanで Surface解像度 0.3mmに設
定して計測を行った。計測に際しては、ターゲット
シールを貼付した方眼紙の上に遺物を設置して計
測、続いて遺物を反転させて裏面の計測を行った。
処理は、Geomagic controlソフトを使用し、ノイズ
の除去、表裏データのマージ、ワールド座標系への
整列を行った後、PEAKIT（尾根）処理をかけた（図
6）。なお、PEAKIT画像で陰影を表現している茶色
の階調は本来の色ではない。また、データの欠損部
分は灰色で表現している。一方、PEAKIT画像と合
わせて提示したデジタル画像は、グレーカードによ
る補正をかけているため、実物に近い色調を再現で
きている（図 9）。
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　塼の出土地点は、前稿（城倉ほか 2016）にまと
めているが、今回対象とした塼は表 6の 17個体で
ある。個体は重量順に報告番号を付し、色調、その
他の情報を表にまとめた。報告では縄目や縦方向の
調整がある面を裏面とし、調整痕跡がない平滑面を
表面として提示した。出土した塼は、基本的に長方
塼と想定されるが、その規格性の高さ（長軸 36cm
前後、短軸 16cm前後、厚さ 6cm前後）から笵型
を使用した可能性が高い。実際に裏面には、タタキ
調整の際のナナメ方向の縄目が認められるものがあ
り、長軸方向への工具の擦過痕跡が認められる個体
もある。一方、表面には中央長軸方向に不規則な突
起が認められるものが 6個体あり、笵型に存在する
何らかの凹みを反映した痕跡と思われるが、表面に
明確な布目などは観察できない。そのため、ここで
は「笵型の痕跡」とだけ記載した。焼成はいずれの
個体も良好で、青灰色に焼しめられている。完形品
の 2個体は、ともに 5.2kgで重さの面でも規格性の
高さが伺われる。すなわち、今回出土した塼は、非
常に近い時期に一括生産された資料群である可能性
が高い。規格性の高さは、同時に出土した瓦でも確
認できる現象であり、中国系遺物に関しては砕葉鎮
が置かれた期間の中でも、集中して生産された可能
性が想定できる。679年の王方翼の砕葉城の修築記

事が改めて注目できよう。
　以上、出土した塼の計測成果からは、その規格性
の高さが指摘できるが、中国中原地域の長方塼との
法量比較や年代的位置づけなどは、2017年度の瓦
の整理も踏まえた上で、2018年度以降に改めて論
じる予定である。

5．杜懐宝碑

　アク・ベシム遺跡は研究史上、ナヴィカトやバラ
サグンといった文献上に登場する都市と同定されて
きたが、中国文献中の砕葉城（スイヤーブ）に比定
することが通説となっていた（Clauson 1961）。こ
の仮説には有力な証拠がなく確定していなかった
が、1982年、ラバト内のベルンシュタム発掘地点
付近で、漢文をもつ杜懐宝碑が偶然発見された。
　碑文は、安西副都護という役職の杜懐宝という人
物が母のために寄進した、という内容である。碑文
中には「砕葉鎮」という文字があり、現在に至るま
で、アク・ベシム遺跡＝スイヤーブ説の確固たる証
拠となっている。碑文の読み取りと解釈について
は、（内藤 1997）に詳しく報告されているため、そ
ちらを参照されたい。
　杜懐宝碑は現在ビシュケク市内のキルギス・ロシ
ア・スラヴ大学博物館に所蔵されており、一般公開

表 6　アク・ベシム遺跡の発掘（2015年秋期）調査出土塼の観察表
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図 6　出土塼のPEAKIT ①
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図 6　出土塼のPEAKIT ②
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図 6　出土塼のPEAKIT ③


