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Abstract

There are the oldest tombs in Thebes date to the Third of Fourth Dynasties, at the area of al-Tarif on the West
Bank of Luxor. These two tombs are built of mud brick in form of a mastaba. These two mastabas are located near
the south east corner of the Tomb of Antef III, the Saff al-Baqar. Three Old Kingdom graffiti discovered at al-Deir
al-Bahari by the Polish Mission are the oldest rock inscriptions under the reign of Merenre I of the Sixth Dynasty.
And an ivory box, inscribed with the names of Merenre I, now in Louvre Museum, originates presumably from a
tomb on the West Bank. It was brought to Paris by Champollion and we have no records about its discovery in
Thebes. There are several Old Kkingdom rock-cut tombs at al-Khokha near al-Deir al-Bahari. At the time of the
Sixth Dynasty of the Old Kingdom, the center of burial places removed from al-Tarif to al-Khokha.

はじめに

かった。本稿では、第 11 王朝樹立以前（古王国、
特に第 6 王朝）のテーベ（上エジプト第 4 ノモス）

古代エジプトでは、古王国第 8 王朝が前 2145 年

西岸における人間活動の痕跡を当該地区で報告され

頃に滅亡し、古王国が終焉を迎えると、国土は分裂

ている遺跡や遺物を概観することでまとめ、その問

状態に陥り、やがて、北のヘラクレオポリス・マグ

題点を指摘しておきたい。

ナ（古代名フウトネンネスウト）を拠点とするヘラ

こうした第 11 王朝以前の状況を整理すること

クレオポリス侯（第 9・10 王朝：前 2145 年頃〜前

で、その後に続く、中王国時代や新王国時代に、こ

2025/20 年頃）と南のテーベ（古代名ウアセト）を

の地で発展を遂げたネクロポリス・テーベの背景を

拠 点 と す る テ ー ベ 侯（ 第 11 王 朝： 前 2119 〜 前

明らかにできるものと期待される。まず、古王国時

1976 年頃）とが覇権をめぐり南北で対抗するよう

代以前のテーベ西岸の遺跡分布などを概観し、テー

になる。

ベ西岸の古王国時代に至るまでの様相を見ていきた

そして、テーベの第 11 王朝 5 代目のメンチュヘ
テプ 2 世（在位：前 2046〜前 1995 年頃）の下で、
前 2025/20 年頃に、エジプトは再統一され、テーベ

い。

1．先王朝・初期王朝時代

を拠点とする中王国が樹立される。この時点におい

古代エジプトの先王朝時代は、上エジプト第 4 ノ

て、テーベは、名実ともにエジプトの中心都市とし

モスの北隣に位置する上エジプト第 5 ノモスのナ

ての歩みを始めることになる。

カダ（Naqada）遺跡では、広大な墓域が発見され

このようにテーベは、第 1 中間期（前 2145〜前

ており、この遺跡名を冠して「ナカダ文化」が、上

2025/20 年頃）の第 11 王朝の拠点都市となるまで

エジプトの先王朝文化を代表するものとなってい

は、古代エジプトの歴史の表舞台には登場していな

る。一方、上エジプト第 4 ノモスでは、南部のアル
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マント付近でも比較的大規模な墓地遺跡が発見され
ている。
また、アル＝ターリフ（al-Tarif）地区から先王
朝時代末期から初期王朝時代に属する彩文土器や石
製容器が報告されており、この地区に当該時期の墓
域や居住区が存在していたことを想起させる
。残念ながら、現在までのところ、
（Arnold 1976）
偶然の機会により発見されたナカダⅡ期、Ⅲ期、初
期 王 朝 時 代 の 遺 物 は、 わ ず か に 存 在 し て い る
（American Research Center in Egypt 1979）ものの、

図 1．アル＝ターリフ地区の 2 基の古王国時代のマスタ
バ墓（Arnold 1976）

この地域において、先王朝・初期王朝時代の調査・
研究が大きく立ち遅れており、今後の調査・研究の
進展が期待される。

2．アル＝ターリフの 2 基のマスタバ墓
テーベ西岸の北部に位置するアル＝ターリフ地区
において、古王国時代に属する 2 基のマスタバ墓
が、D・アーノルドにより報告されている（Arnold

1976）。
これら 2 基のマスタバ墓は、第 11 王朝 4 代目の
アンテフ 3 世（在位：前 2054〜前 2046 年頃）の墓
であるサフ・アル＝バカール（Saff al-Baqar）と第

3 代目の王アンテフ 2 世（在位：前 2103〜前 2054
年 頃 ） の 墓 の サ フ・ ア ル ＝ キ サ シ ー ヤ（Saff al-

Kisasiya）の中間にあり、アンテフ 3 世墓の南東
コーナー付近で、1960 年代にドイツ考古学研究所
（Deutsches Archäologisches Institut）によって発見
。2 基とも日乾煉瓦造のも
されたものである（図 1）
ので、上部構造の残存状況は、あまり良好ではない。

2 基のマスタバ墓は、ともに北東・南西方向に長
軸を持ち、ナイル川の流れと平行に配置されている。

2 基のマスタバ墓のうち、南東部に位置するものを

図 2．アル＝ターリフ地区の 2 基の古王国時代のマスタ
バ墓。西のマスタバ（上）
、東のマスタバ（下）
（Arnold 1976）

「東マスタバ」
。北西部に位置するものを「西マスタ
バ」と称している。両方のマスタバ墓からは、銘文
のある遺物は一切発見されなかった。出土遺物とし

262

3．第 4 王朝メンカウラー王の 3 体像

ては、古王国第 3 ないしは第 4 王朝時代に属する

カイロ・エジプト博物館には、アル＝ギーザのメ

土器、石製容器、アラバスター製供物卓などが含ま

ンカウラー王（在位：前 2514〜前 2486 年頃）の第

れている。そのため、現時点では、これら 2 基のマ

3 ピラミッドの河岸神殿内部でレイズナー（G. A.

スタバ墓は、ともに古王国第 3・4 王朝時代のもの

Reisner）が発見した 8 体のメンカウラー王の 3 体

と推定されている。また、これらの 2 基のマスタバ

像は、メンカウラー王とハトホル女神、そしてノモ

墓に隣接するように第 11 王朝のアンテフ 3 世のサ

スの神で構成されている群像である。当初は、エジ

フ墓が造営されていることを考えると、古王国時代

プトの全てのノモスの数だけ製作されたものと推定

の 2 基のマスタバ墓に埋葬された人物が、この地域

されていたが、その後の研究で、当時、ハトホル女

で非常に高い身分を持ったものであると推測できる。

神の崇拝をおこなっていたノモスのものだけが製作
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されたとされている。

8 体の彫像は、現在、カイロ・エジプト博物館と

4．ニウセルラー王像の下部

ボストン美術館に 4 体ずつ所蔵・展示されている。

カルナク神殿から第 5 王朝ニウセルラー王（在

その中の 1 体、カイロ・エジプト博物館に展示され

位：前 2420〜前 2389 年頃）の花崗岩製立像の下部

ているメンカウラー王のトリアード（図 3）が、古

が出土している。この彫像に関しては、ボスメル（V.

王国時代のテーベの歴史を検討する上で、極めて重

Bothmer）により、詳細な検討がなされ彫像上部も

要な彫像となっている。

含めた復元図が提示されている（Bothmer 1974）。

この灰色硬砂岩製の 3 体像（JE40678）は、中央

ボスメルによれば、この彫像は、古王国第 5 王朝時

に上エジプト王を示す白冠を被ったメンカウラー王

代にカルナク神殿に納められたものではないとして

が位置し、向かって左の王の右手に、頭上に牛の角

いる。その根拠としては、現在のところ、カルナク

と日輪を戴くハトホル女神が、そして向かって右、

のアメン大神殿の起源が第 11 王朝時代までしか遡

王の左手には、頭上に上エジプト第 4 ノモスの標章

ることができないことをあげ、第 12 王朝センウセ

を戴く男神の像が配置されている。テーベが属する

レト 1 世（在位：前 1956 〜前 1911/10 年頃）によ

上エジプト第 4 ノモスを表現したものとしては、最

り、別の場所（おそらくメンフィス）からカルナク

も古い記録のひとつであり、テーベがハトホル信仰

に運ばれたものと推定されている。その目的として

の崇拝地のひとつとして国家の支配者のメンカウ

は、自らの先祖の像として置かれたものであるとし

ラー王のもとでも広く認識されていたことを示して

ている。

いる。テーベ（上エジプト第 4 ノモス）の男神は、
その身長が王の肩にも達していないほど小柄に表現

5．メルエンラー1 世銘入象牙製墓

されているが、頭上のウアスを象ったノモスの標章

第 6 王朝メルエンラー 1 世（在位：前 2260 〜前

の高さが、反対側に立つハトホル女神の頭上に牛の

2254 年頃）の王名を蓋に記した象牙製の箱が、パ

角の高さとほぼ同じ高さになるように考慮されてい

リのルーヴル美術館に所蔵されている。この箱は、

。
ると考えられる（Reisner 1931: Pls.41-42）

ヒエログリフの解読で有名なシャンポリオン（J.-F.

Champollion）によりテーベ西岸からもたらされた
もので、おそらく西岸の墓で発見されたものと推測
されている（Ziegler 1998）。箱の蓋には、中央に楕
円形の枠が記され、内部には、ホルス名・上下エジ
プト王名・二女神名・黄金のホルス名が記されてい
る。残念ながらこの箱の発見の経緯に関しての情報
は不詳である。

図 3．カイロ・エジプト博物館蔵のメンカウラー王とハ
トホル女神、上エジプト第 4 ノモス（テーベ）の
神のトリアード。近藤二郎撮影。

図 4．メルエンラー1 世銘入り象牙製箱、ルーヴル美術
館（Ziegler 1998）
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6．メルエンラー1 世グラフィティ

ト女王葬祭殿の西側崖の部分は対象外であったこと
においても重要な発見であると言える。

テーベ西岸地域では、ナイル川沿いの耕地から河

発見された古王国時代のグラフィートは、全部で

岸段丘までの距離が、東岸と比較して近いため岩山

3 カ所あり、ポーランド隊のジェプカ（S. Rzepka）

の岩壁などに古代のエジプト人の活動の痕跡を示す

により報告されている（Rzepka 2003）。

数多くのグラフィティが残されている。1960 年代

ジェプカによれば、これらのグラフィティは並ん

後半から 70 年代前半にかけて、チェルニーとサー

で刻されている。ハトシェプスト女王葬祭殿第 3 テ

デク（J. Černy and A. F. Sadek）により、テーベ西

ラス上 30m もの場所にあり、現在ではアクセスは、

岸の岩山で実施された大規模な現地調査によって、

相当に困難であるが、ジェプカは、葬祭殿第 3 テラ

これまで報告されたグラフィティの数は、4000 点

スが建立する際に、場所を確保するために崖部が

を超えている。
（Černy et al. 1970-）大部分のグラ

カットされてしまったことを考えると、建立以前の

フィティは、新王国時代〜第 3 中間期に属するもの

古王国時代には、この場所へのアクセスは、現在ほ

であり、最も古いグラフィートも、従来は第 11 王

ど困難ではなかったであろうと記している。

朝時代のものであった。
現在のネクロポリス・テーベのほぼ中心に位置す
るアル＝ディール・アル＝バハリには、第 11 王朝
メンチュヘテプ 2 世（在位：前 2046〜前 1995 年頃）
の墓所と第 18 王朝ハトシェプスト女王（在位：前

1479/73〜前 1458/57 年頃）の葬祭殿が位置してい
る。このハトシェプスト女王葬祭殿の Č 修復作業
は、ポーランドの調査隊により 1960 年代から継続
的に実施されている、また女王葬祭殿の周囲の地域
に関しても、修復作業だけではなく、総合的な作業
が続けられてきた。そうした調査の中で、ハトシェ
プスト女王の葬祭殿第 3 テラスの北西コーナーか
ら 25m ほどの崖、高さは第 3 テラスから 30m ほど
上の部分で、注目すべき古王国時代の 3 つのグラ

図 6．メルエンラー1 世のグラフィート 1
（Rzepka 2003）

フィートが発見されている。前述のチェルニーと
サーデクのテーベ西岸の網羅的グラフィート調査で
は、アル＝ディール・アル＝バハリのハトシェプス

3 カ所のうちの一つジェプカが Graffito 1 として
いるグラフィートを図 5 に示す。3 行で刻された銘
文は以下のようなものである。

1．niswt biti
2．Mri .n-ra anx Dt
3．pr-Dt Xri-Hb
1 行目：上下エジプト王、2 行目：メルエンラー、
永遠に生きよ、3 行目：永遠の家の朗誦神官…とな
るので、3 行目の下か 4 行目に人名が来ると思われ
る。

1、2 行目に第 6 王朝メルエンラー1 世の王名は、
Graffito 2 にも同じ王名が刻されている。一方、3
行目の pr Dt に関しては、Graffito 3 にも記述があ
図 5．アル＝ディール・アル＝バハリ地区のメルエン
ラー1 世のグラフィートの位置（Rzepka 2003）
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り、 永 遠 の 家 の 朗 誦 神 官 の 名 の 一 部 と 思 わ れ る
「-anxw」が見られる。「永遠の家」と訳した実具体
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的な内容に関しては、その実態が不詳である。この
場所で何らかの葬祭儀礼が行われた可能性が存在す
る。ハトシェプスト女王葬祭電には、アヌビス祠堂
とハトホル祠堂が存在していることから、アヌビス
神やハトホル女神にかかわる施設が存在していたか
もしれない。前述した第 4 王朝メンカウラー王の 3
体像からもハトホル女神に対する儀礼があったかも
しれない。
テーベ東岸の中心地であるカルナク・アメン大神
殿と対峙する位置にあるアル＝ディール・アル＝バ
ハリにおける古王国第 6 王朝メルエンラー王時代
のグラフィティの発見は、従来、第 11 王朝メンチュ

図 8．ケンティ墓（TT 405）の壁画

ヘテプ 2 世の治世時としていたこの地の重要性や

屋や居住場所として利用していた住民により、壁画

「谷の祭り」の起源をさらに 200 年以上も前に遡ら

やそこに刻された碑文は、大きな破壊を被ってお

せることができる貴重な資料であると言える。

7．アル＝コーカ地区の岩窟墓群について

り、碑文を確認する作業が困難であったことから、
報告書の中でニューベリーによって報告した銘文を
再録している。
サーラハによれば、イヒは、「上エジプト第 4 ノ
モスの長」の称号を持ち、ケンティの父親であると
している（Salah 1977）。ムハンマド・サーラハの
報告からイヒ墓の造営年代は、第 6 王朝のペピ 2 世
（在位：前 2254〜前 2194 年頃）時代のものと考え
られていた。
しかしながら、サーラハの報告書が刊行された後
に、カナワーティ（Naguib Kanawati）は、墓のプ

図 7．アル＝コーカ地区の岩窟墓群について

ランを再検討し、イヒの息子がケンティではなく、
その全く逆のケンティの息子がイヒであるという新
たな説を提起することになった。それにより、岩窟

ネクロポリス・テーベで最古の岩窟墓は、南のア

墓の造営年代も再考している。

ル＝コーカ地区に位置している。この地区には、セ

カナワーティによるイヒ墓（TT 186）とケンティ

ニイケル墓（TT 185）、イヒ墓（TT 186）、ケンティ

墓（TT 405）の造営年代は、ケンティ墓が、第 6

、ウニスアンク墓（TT 413）などの古
墓（TT 405）

王朝メルエンラー1 世からペピ 2 世治世初期に、そ

王国時代の岩窟墓が、標高 92〜100m 地点に位置し

して、イヒ墓は、ペピ 2 世の治世初期・中期に比定

ている。

されている（Kanawati 1992）。

イヒ墓（TT 186）の入口は、ケンティ墓（TT 405）

同じ地区にあるセニイケル墓（TT 185）もまた、

と隣接して位置している。また、この 2 基の岩窟墓

被葬者は、上エジプト第 4 ノモスの長の称号を有し

は、内部で繋がっている。1895 年にニューベリー

ているが、かつては古王国時代ではなく、第 1 中間

（P.E.Newberry）によって発見されたものである。

期のものとされていた。しかしながら、近年のハン

発見時には、岩窟墓内部に壁画と銘文が残されてお

ガリー調査隊の研究・調査により、この墓もまた古

』第 4 巻に報告
り、
『エジプト考古局年報（ASAE）

王国第 6 王朝時代に属するとされるようになった。

。その後、1977 年に
されている（Newberry 1903）

おそらく第 6 王朝ペピ 2 世治世に比定できよう。

なり、ムハンマド・サーラハ（Muhammad Salah）

現在までのところ、ウニスアンク墓（TT 413）

によりアル＝コーカ地区の 4 基の古王国時代の岩

がアル＝コーカ地区に位置する古王国時代の岩窟墓

窟墓の報告書が刊行されたが、岩窟墓内部を家畜小

の中で最も古い時期のものと考えられる。墓からは
265
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いくつかの称号入りのレリーフ断片などが発見され
ている。ウニスアンク墓の年代に関しては、ムハン

まとめ

マド・サーラハは、第 5 王朝末期〜第 6 王朝初期

古王国時代のテーベにおける遺跡や遺物の概要を

のものとしている。近年の研究によると古王国第 6

まとめてみた。その結果、テーベのある上エジプト

王朝初代のテティ王（在位：前 2322〜前 2312 年頃）

第 4 ノモスは、アル＝ギーザに巨大なピラミッドが

後期からペピ 1 世（在位：2310〜前 2260 年頃）治

造営された古王国第 4 王朝時代になり、注目を浴び

世初期と推定されている（Kanawati 1992）。また、

るようになったと考えられる。第 3 ピラミッドの造

称号として「上エジプトの監督官」を有している。

営者であるメンカウラー王が彼自身のピラミッドの

彼らは、古王国第 6 王朝時代の「上エジプト第 4 ノ

河岸神殿に設置したメンカウラー王とハトホル女神

モスの長」であり、所謂「州侯」と呼ばれる者たち

とともに上エジプト第 4 ノモスの標章を戴く男神

である。

の像が出現している。また、被葬者は不詳であるが

以上のように、アル＝コーカ地区には、上エジプ

アル＝ターリフ地区に隣接して建設された 2 基の

ト第 4 ノモスの長の称号を持った複数の岩窟墓が

日乾煉瓦造のマスタバ墓が存在している。古王国第

存在している。これら 4 基の岩窟墓の造営年代は、

4 王朝時代には、アル＝ターリフ地区にこの地域の

以下のようにまとめることができる。

中心が形成されていたと考えられる。2 基のマスタ
バ墓の造営者の称号や名前が判明していないため、

1．ウニスアンク墓（TT 413）第 6 王朝テティ1 世
後期〜ペピ 1 世治世初期

被葬者がどのような人物であったか不明な点が多
い。いずれにせよ、上エジプトのテーベでは、古王

2．ケンティ墓（TT 405）第 6 王朝メルエンラー1
世〜ペピ 2 世治世初期

国第 4 王朝前後に有力者の墓（マスタバ墓）が造営
されていたことを示している。

3．イヒ墓（TT 186）第 6 王朝ペピ 2 世治世初期・
中期

アル＝ターリフ地区には、初期王朝時代に属する
遺物が発見されており、早くも初期王朝時代からこ

4．セニイケル（TT 185）第 6 王朝ペピ 2 世治世

の地域の拠点があったものと思われる。また、アル

図 9．テーベ西岸地図全体図
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＝ターリフ地区は、第 11 王朝のアンテフ 1 世・ア
ンテフ 2 世・アンテフ 3 世の王墓としてのサフ墓
が存在する場所であり、古王国時代の 2 基のマスタ
バ墓もアンテフ 3 世墓のサフ・アル＝バカールの北
西コーナーに位置していることも極めて興味深い。
すなわち第 11 王朝の支配者の墓域がアル＝ターリ
フに造営されたことも、それまでの初期王朝・古王
国時代の拠点との結びつきがあるように思われる。
古王国第 6 王朝メルエンプタハ 1 世時代には
テーベ西岸地域に大きな活動の痕跡が見られる。
テーベ西岸の葬祭に関する葬送拠点の中心のひとつ
であるアル＝ディール・アル＝バハリの崖の部分に
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Festschrift f r Hartwig Altenm ller zum 65. Geburtstag,
Hamburg, pp.379-385, Tafel 40-43.
Reisner, G. 1931, Mycerinus, the temples of the third pyramid
at Giza. Cambridge.
Saleh, Mohamed 1977, Three Old Kingdom Tombs at Thebes.
AV 14. Mainz am Rhein.
Soliman, Rasha 2009, Old and Middle Kingdom Theban Tombs,
London.
近藤二郎 2003「テーベの誕生」
、屋形禎亮（編）
『古代エ
ジプトの歴史と社会』
、同成社、159〜170 頁。

第 6 王朝メルエンラー1 世の王名を刻したグラフィ
ティが発見されており、中王国・新王国時代以前に
も、この場所が重要であったと考えられる。また、
メルエンラー1 世の名前を記した象牙製の箱も発見
されていることは注目に値する。
それまで王都メンフィスに集中していた高官墓
が、古王国第 6 王朝時代になると、メンフィスから
地方に造営されるようになる。上エジプト第 4 ノモ
ス（テーベ）においても、ノモス（州）の長の称号
を持つこの地の行政上のトップが、アル＝コーカ地
区に岩窟墓を造営している。
またカナワーティが主張するように、上エジプト
第 4 ノモスで最古の岩窟墓が、ウニスアンク（TT

413）やケンティ墓（TT 405）であるとすれば、第
6 王朝時代初期に大きな画期があったことを示して
いる。彼らの墓が造営されたアル＝コーカ地区も、
アル＝ディール・アル＝バハリ地区に近く、古王国
第 6 王朝時代には、カルナクとナイル川を挟んで対
峙するこれらの場所に中心が移ったことを示してい
る。
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