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This paper attempts to evaluate the pottery evidence around the Christian Era in 

North India. This period corresponds to 出eperiod in which style of pottery 汀ansfe汀ed

from the Late NBPW to 出e Kushana period. Although 血ere has been so f訂 no attempts 

to evaluate the pottery evidence of 出is period, it seems likely 血at the change of pottery 

in this period reflects some social and cultural transformations in North India. Thereｭ

fore, it is necessary to reveal the change and continuity between the Late NBPW and 

Kushana periods，むid to speculate on how the transition from one to another occurred. 

As a conclusion, the author discusses 出at 血e 町ansition of pottery from the Late NBPW to 

血e Kushana periods includes not only the change in the formal composition but also 出e

change of some ideological aspects reflected in 血epottery. 

1. はじめに

本稿では、北インドの西暦紀元前後の時期における土器資料を取り上げ、その様式構成の把

握および、その前後の土器様式との連続・非連続性の理解を進め、この時期における土器様式

の性格とその成立過程について考察する。本稿での検討を通して、これまで詳細な検討が加え

られてこなかった当該時期の土器様式の様相を明らかにするだけでなく、北インドの編年の確

立および併行する時期における土器様式の成立にかかわる社会の変化との関連性を明らかにす

る糸口を見出すことを目的とする。先行する時期の土器様式について概観すると、紀元前 1 千

年紀の土器様式を特徴づけた黒・灰色系精製土器が前 1 千年紀後葉に衰退し、土器組成全体の

解体および再編成が進行する〔上杉 1994〕。ついで成立するのが、ここで取り上げる紀元前後

の土器様式であり、前 1 千年紀の土器様式とはその姿を異にした様相を呈しているとともに、

この時期に成立した土器様式の基本的性格は、紀元後 1 千年紀を通して存続しているようであ

る。したがって、紀元前後における土器様式の成立は、古代北インドにおける土器様式の変遷

を考える上で一つの大きな画期である可能性がある。
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図 1 北インド・クシャーン朝期主要遺跡分布図

ところが、紀元前後の北インドの土器については、北インド各地域の遺跡で普遍的に出土し

ているものの、実測図とともに報告されている資料は限定されており、充分な検討は加えられ

てこなかった。また、研究面においても、その重要性に関わらず、形式組成および各形式の型

式組列の検討を含めて、ほとんど研究が進められていないのが現状であり、当該期の土器研究

の第一歩としてはその基本的性格の把握が急務とされる。

本稿では以上のような研究の現状を鑑み、関西大学によって発掘調査が行われ報告がなされ

たサへート遺跡の出土資料〔網干・薗田編 1997〕の検討をもとに、この時期の土器様式の基本

的性格の把握を試みる。さらに、サへート遺跡出土資料の検討で得られた見通しをもとに、北

インドの既報告遺跡の資料を検討することによって、北インド全体の土器様式の様相を考察す

る。サへート遺跡出土資料については、その発掘調査報告書の中で米国文孝氏による細かな形

式分類がなされており、編年案が提示されているが、時期ごとの土器様式の様相およびその変

化の方向性については触れられておらず、本稿では氏の成果を大いに参考としつつも、筆者な

りの見解のもとに改めて検討を加えてみたい。

文中アルファベット略語は以下のとおり。 P GW= Painted Grey Ware （彩文灰色土器）、 B

R W=  Black-and-red Ware （黒縁赤色土器）、 B SW= Black Slipped Ware （黒色スリップが

け土器）、 NBP W=  Northern Black Polished Ware （北方黒色磨研土器）。
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2. サへート遺跡における土器資料の様相

A. クシャーン朝期層出土土器資料の形式分類とその位置づけ（第 2 ～ 4 図）

サへート遺跡では 1986～89年の関西大学による調査で、 I ～IV期までの時期区分が設定さ

れている。 I 期は「シュンガ朝期J （紀元前 1 世紀頃）、 H期は「クシャーン朝期」（紀元後 1

～ 3 世紀頃）、 III期は「グプタ朝期」（ 4 ～ 6 世紀頃）、 IV期は「ポスト・グプタ朝期J ( 7 世紀

以降）である I）。報告書中では、各時期の土器様式に対する時期措定の基準が示されておらず、

土器様式の移行・転換に関しては充分な検討が行われていない。本稿では、この点を重視しつ

つ、「クシャーン朝期」の土器様式と前後の土器様式との連続性および変化がどのような形で

現出するのか考察してみたい。

ところで、土器型式の設定に進む前に、本稿において器種・器形分類をする上において採

用する方法について若干述べておく必要があろう 2）。まず、その器形から大まかに機能を推定

することが可能な分類段階として、第 1 次形式を設定する。すなわち、壷、費、浅鉢、鉢といっ

た分類である。さらにこれを細分するものとして第 2 次形式を設定する。これは第 1 次形式内

における機能分化を推定させる器形の違いを重視するもので、例えば広口壷、広口短頚壷、広

口鉢という分類を行う。さらにその細分として第 3 次形式を設定するが、これは第 2 次形式内

におけるさらなる機能分化もしくは機能と直接に関わらない属性、すなわち土器の製作者もし

くは土器を使用する側の晴好性といった機能・用途を越えた属性による分類で、細部器形や装

飾文様の相違などの属性を重視するものである。これを例えば広口鉢A ・ B·C というように

分類する。さらに細分が必要な場合には、ギリシア数字によって示すこととする。

次に、サへート遺跡で確認した土層の堆積状況について概観すると、シュンガ朝期からク

シャーン朝期にかけては安定した水平堆積が形成されており、出土土器においても型式的に安

定した状況を呈している。しかしながらグプタ朝期以降においては、先行埋没建物の煉瓦抜き

取り行為により土層の擾乱が著しくなるとともに、整地土の調達過程における土器の揖乱・混

入が顕著になる。ゆえに型式的に異なる土器が単一土層に併存することになり、異形式の変

化・転換過程が明確になっていない研究の現状では、単一士層内における異形式の併存が本来

の現象であるのか擾乱の結果であるのか決しがたい状況にある。ここでは後者の可能性を重視

し、異形式の併存を基本的に揖乱によるものと考え、各時期主体形式の把握を第一の目的とす

る。シュンガ朝期の土器については、 E地区A2Qd.IV 深掘試掘坑およびF地区 YT3Qd.III 深

掘試掘坑の最下層出土の土器がこの時期に措定されており、サヘート遺跡の調査範囲の中で最

古の様相を示している。クシヤーン朝期については各調査区において遺構・遺物が確認されて

いるが、土層の堆積状況からみて、 B地区およびF地区がもっとも安定的かつ良好な土器資料

を提供している。グプタ朝期についてはクシャーン朝期同様各地区に遺構の広がりがみられる

が、廃絶後の崩壊が著しく土層の撹乱も顕著であるために、出土土器は型式学上安定的とはい

17 



えない。ここではB·F·G地区の出土土器をグプタ朝期土器資料の把握の対象とする。また、

サへート遺跡調査報告書においては、報告書という性格上、必然的に出土土器各形式が網羅的

に取り扱われているが、中には、出土個体数がきわめて限定されていて、機能・用途的にも土

器様式全体の中でその位置づけが明確にならない形式が相当数含まれている。本稿の目的は土

器様式全体の基本的性格の把握をめざすものであるため、筆者の判断において取捨選択を行い、

本稿の目的に沿う形で検討対象とする土器形式を設定した 3）。

さて、以下では実際の形式分類を進めていく。先に示したサへート遺跡の時期区分のうち、

本稿の主題では I ｷ II 期を検討対象とする。この時期の土器様式の器種構成（第 1 次形式）は、

米田氏によって多くの形式が設定され分類が行われているが、基本的には浅鉢・鉢・壷である。

浅鉢・鉢の中には、第 2 次形式として食膳具もしくは貯蔵具に充当されるべき器種と煮沸具と

して用いられた器種が含まれる。壷・費は主として貯蔵具としての機能を担っている。

a. 浅鉢：浅鉢は、第 2 次形式として、平底浅鉢と盤状浅鉢に分類することができる。

①平底浅鉢

平底浅鉢はA～Cの 3 つの第 3 次形式に分類することが可能である。

平底浅鉢Aはロクロ回転糸切痕を残す平底で、回転指ナデによって引き上げた斜め上方に延

びる体部に、丸く内脅する口縁部を持つものである。ロクロ挽きを主体とした製作技法が復元

でき、簡便な製作工程を基本とする形式である 4）。クシャーン朝期の平底浅鉢Aの中には、器

壁が厚く成形の粗い個体も含まれており、製作工程の簡便性を傍証している。また、スリップ

が塗布されることはなく、淡樺色を呈している。法量は口径8.0 ～ 17.0cm、器高 3.0 ～ 7.0cm に

中心を置いている。それぞれに数値の幅があり、機能・用途に応じて法量が多様化していると

考えられるが、明瞭に法量分化する傾向は認められない。この平底浅鉢Aは、サへート遺跡で

は最下層のシュンガ朝期層から続く形式であるが、実際はNBP W後期に初めて現われる形式

である。 N BPW後期の段階では、灰色土器で製作される個体が含まれたり、器壁が薄く焼成

も堅般に行われている。シュンガ朝期層から出土している個体においても、全般的に丁寧な成

形が行われており、器形的には同ーの系譜上にあることは明らかながら、製作工程の簡便性を

基調とするクシヤーン朝期層の平底浅鉢Aとは異なっている。この製作工程の簡便性を基調と

するクシャーン朝期平底浅鉢Aの確立が、平底浅鉢Aの展開過程を考える上で重要となろう。

次に、平底浅鉢B としたのは全体の器形が平底浅鉢Aの口径・器高が拡大した形を呈するも

のであるが、口縁部は内轡せずにまっすぐに延びて端部を丸くおさめる。底部は平底を示すが、

糸切痕はみられない。口径20.0 ～ 30.0cm、器高 6.0 ～ 7.0cm を測り、平底浅鉢Aにみられる小

形の個体はなく、平底浅鉢Aと比較すると、大形の容量が志向された形式と考えられよう。平

底浅鉢Aとの法量の違いからみると、両者は機能・用途が異なる可能性が高く、機能・用途の
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図 2 サヘート遺跡クシャーン朝期層出土土器形式分類図 l
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差異のもとに法量分化および形式分化が生起したと考えられる。なお、この平底浅鉢Bはシュ

ンガ朝期層からは出土しておらず、クシャーン朝期層からのみ出土している。この点を評価す

ると、平底浅鉢Bはクシャーン朝期になって登場した形式である可能性が高い。

平底浅鉢Cは平底で、斜め上方に開く体部と丸く内轡する口縁部からなる。体部には著しい

回転ナデの痕跡が観察され、ロクロ成形によるものである。口径 17.0 ～ 19.0cm、器高 10.0 ～

12.0cmを測り、平底浅鉢B よりも深い。口縁部形態とともに、内容対象物の差異も含めてその

供用形態が異なっている可能性があろう。クシャーン朝期層からのみ出土しており、平底浅鉢

B同様にクシャーン朝期になって新出した器形と考えられるが、出土数量が限定されており、

形式組成内における位置づけは明確でない。

なお、サへート遺跡のクシャーン朝期層からは、糸切痕を底部に残す平底・皿状の小形浅鉢

が多く出土しているが、これらには煤痕跡を残すものが多い。灯明皿という特化した機能を中

心として製作された形式であろう。クシャーン朝期土器様式の基本的性格の把握と直接かかわ

らない器種と考えられるので、ここではこれ以上踏み込まない。

②盤状浅鉢

盤状浅鉢としたものは、口径28.0 ～ 35.0cm、器高4.0 ～ 6.0cm と、口径・底径に対して器高

が低く盤状を呈するものである。底部から短く斜め上方に開く体部を有する。底部形態には丸

底のものと平底のものの 2種類があるが、全般的に出土数量が限られており、いずれが主体か

は不明のため、ここでは一括して扱うこととする。この形式に属する個体には、底部に煤が付

着した痕跡が認められることから、少なくとも一部は調理具として使用された可能性が高い。

とりわけ粘土紐を半環状に成形し、口縁部 2箇所 1 対に貼りつけた把手を伴う個体において煤

化が顕著であり、把手は火にかける機能上考案された特徴と考えられる。盤状というその形態

上、大容量の加熱対象物を「煮沸J する目的ではなく、「妙める」調理形態に使用されていた

ものと推測できる。

この盤状浅鉢は、サヘート遺跡シュンガ朝期層からの出土はないものの、のちに改めて検討

するように、北インド他遺跡のN BPW後期層から報告されている。また、半環状把手もその

出現当初より存在しているようである。

b. 鉢：鉢は、半球形鉢、広口鉢、広口短頚鉢、広口直口鉢の 4つの第 2 次形式に細分するこ

とが可能である。

①黒・灰色系半球形鉢

半球形鉢は丸底で断面半球形に近い器形を示すもので、いずれも還元焔焼成で灰色に堅く焼

き締められた硬質の胎士を有する。口径 10～ 20cm、器高5.0 ～ lOcm前後を測る。黒色スリッ

プが塗布された個体も存在しており、前 1 千年紀中葉に盛期を迎えた黒・灰色系精製土器に系

20 



譜を持つものである。ただし、その盛期のN BPWに代表されるような丁寧な器面調整を特徴

とするものではなく、胎土・器面調整ともに粗略化している。数量的にも限定されており、土

器様式全体の中で安定的に位置づけられるものではない。

上述のように、この半球系鉢は黒・灰色系精製土器の系譜を引くものであるが、本来は精製

土器が鉢と皿という 2つの食膳具形態から構成されるものであったのに対し、サへート遺跡の

シュンガ朝期層からクシャーン朝期層に出土した黒・灰色系土器は、鉢が主体となっている。

シュンガ朝期層において、精製土器・皿の系譜を引く形態を示す個体が出土しているが5）、同

じく胎土・表面調整ともに、かつての精製土器とは著しく変化を遂げている。

②広口鉢

広口鉢はA～Dの 4 つの第 3 次形式に細分することが可能である。

広口鉢Aは、やや肩平に丸く湾曲する球形の体部と、体部に屈曲して接合し斜め上方に開く

口縁部によって構成される。口縁端部には強いナデによって回線状のくぼみを持つ。口径12cm

前後、器高Bern前後の小形のものから口径35cm前後、器高 11.Scm前後の大形のものまで多様

であり、その機能・用途によって法量の多様化が行われている。出土個体の大半に、赤褐色ス

リップが塗布されている。クシャーン朝期層から多く出土しているが、シュンガ朝期層からも

出土し、その初現はクシャーン朝期以前にあると推察できる。

広口鉢Bは完形での出土例はないが、遺存部分の器形から判断すると、肩球形の体部に丸底

の可能性が高い。口縁部断面は玉縁状もしくは三角形に肥厚する。口径に大小があり、 12.9～

38.4cm と機能・用途に応じて法量の多様化がみられる。この口縁部を肥厚させる広口鉢は前 1

千年紀前葉以降、精製土器に発達した形式であり、片口を持つ場合や底部に複数の穿孔および

四脚をつくり、甑として使用された可能性の強い個体も含まれている。広口鉢Bは片口を有す

る個体もあることから、この精製土器広口鉢の系譜にある可能性が高い。ただし、精製土器の

特徴である精良な胎土や丁寧な表面調整はみられず、黒・灰色系半球形鉢同様に、本来の精製

土器とは異質なものとなっている。 A形式と同様、赤褐色スリップが施された個体を合む。

広口鉢Cは広口鉢と共通する器形を呈するが、口縁部は明確に肥厚する形態をとらず、体部

から内側に屈曲して伸びて端部を丸くおさめるという形態をとるものである。法量的には口径

21 ～ 41cm と、広口鉢B と同様に多様化の傾向を示している。広口鉢Cは広口鉢B と全体の器

形および法量が共通しており、共通する機能・用途が推定できることから、口縁形態の変化を

伴う広口鉢Bの後継形式である可能性が高い。赤褐色スリップを塗布する個体を合む。

広口鉢Dとしたものは、球形の体部に、三角形もしくは半円形の把手を 1 対、口縁部に貼り

つけたものである。この形式には体部外面が煤化した個体が含まれており、先の盤状浅鉢同様

に、把手の存在も含めて、加熱容器として使用されたものと考えられる。口径13 ～ 35cmを測

り、広口鉢A～C同様に一定の法量に集中することなく、多様化の傾向を示している。また、
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この広口鉢Dの変化形態として把手が半環状になり、さらに斜め方向に貼りつけるという把手

形態を示す個体が存在している。出土数量では、前者がまさっている。やはり加熱容器として

使用されたものであろう。前者の把手形態を持つものをD I 形式、後者をDH形式としておく。

なお、盤状浅鉢とは異なり、容量が大きなことから、煮沸を目的とした供用形態が想定できる。

また、 D I ・ D II形式ともにクシャーン朝期以降にみられることから、クシャーン朝期に新出

した器種である可能性が高い。

③広口短頚鉢

広口短頚鉢は口径 10 ～ 15cm前後、器高5.5 ～ 8.0cm前後の比較的小形のものが中心となる

形式で、 A～Cの 3 つの 3 次形式に細分できる。

広口短頚鉢Aは、短く直線的に立ち上がる口頭部と張り出して屈曲する肩部によって特徴づ

けられ、赤褐色スリップが施される。広口短頭鉢BはA形式と共通する口縁部形態を示すが、

体部形態が下膨形になるなどの相異がみられる。機能上は、 A形式と大きな相違はないものと

考えられる。同じく赤褐色スリップが施された個体を含む。広口短頭鉢Cは平底で、丸く湾曲

する球形の体部と短く開く口頭部から構成される。底部に糸切痕を残す個体が存在しており、

ロクロ使用による成形が復元できる。これら広口短頭鉢諸形式は、その容量および器形から食

膳具形態に属するものと考えられるが、そ・の出土数量は必ずしも多くなく、同じく食膳具形態

に属する平底浅鉢Aと比較すると、その需要・消費量はごく限られたものと考えられる。また、

クシャーン朝期以降の層位から出土することから、クシャーン朝期に新たに現われた器種と考

えられる。このほかにも、広口短頭鉢に分類できる個体が出土しているが、形式設定したもの

も含めて、広口短頭鉢の出土個体数は限定されており、土器様式の中で主体的な存在ではない。

④広口直口鉢

広口直口鉢としては、 2 つの細分形式を設定することができる。 A形式は丸底から緩やかに

外方に聞きつつ立ち上がる体部を持ち、口縁端部は丸くおさめる。口径18cm前後、器高8.5 ～

9.0cm前後を測る。体部に装飾等はみられない。出土数量の限定された形式である。 B形式は

丸底の底部に屈曲して接続し、内傾もしくは直立して直線的に伸びる体部からなる。体部には

沈線文を施す個体が多い。口径 13.5 ～ 23.0cm、器高 8.0 ～ 11.0cm を測る。 B形式には 1 対の

半円形もしくは略三角形の板状把手を口縁部に水平に取りつける個体があり、煮沸具として使

用した可能性を示唆している。ただし、 A形式同様に、出土数量は限定されている。

c. 壷：壷は第 2 次形式として広口壷、広口短頭壷、細頭童、小型査に分類でき、さらにそれ

ぞれの第 2 次形式内で第 3 次形式への細分が可能である。

①広口壷

広口査は緩やかに外轡しながら開く口頭部を持つ形式で、頭部および口縁部の形態により細
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分が可能である。すなわち口縁部断面形が略三角形を示す三角口縁系（A形式）、口頭部が複合

口縁形態を示す複合口縁系（B形式）、口縁部外面に凹線丈による装飾を施す回線文口縁系（C

形式）、口頭部上半から口縁部にかけて鋭く屈曲して内傾する口縁形態を持つ屈曲口縁系（D形

式）、口縁部が外面に張り出しながら内脅し、袋状を呈する袋状口縁系（E形式）である。なお、

広口査として一括した一群は、口頭部のみが遺存する個体が大半であるものの、丸底のほぼ球

形に近い体部を持つことが遺存部の形態および少数の完形に近い個体から理解しうる。また、広

口壷は各形式を通して口径 10～ 15cm、口頭部高 5 ～ 6 cm前後を測る個体が主体である。器高

については判明する個体が限られるものの、少数の完形例および遺存の良好なものから推測す

ると、 30～ 35cm前後に復元できる。おおむね各形式ともにその法量は一貫して共通している。

三角口縁系の広口査Aは、口縁部形態によりさらに細分することができるが、異なる口縁形

態間および他口縁形態との関係が現状では明瞭ではないため、ここではA形式として一括する

ことにする。このA形式は、いずれの個体にも肩部に櫛描沈線文を施すことを特徴としており、

さらに櫛描沈線文の下にスタンプ文や連続三角形刻目文が施される。櫛描沈線文は、 10条前後

を一気に帯状に施文する個体が主であるが、 2 ～ 3 条を 1 単位とし単位聞に無文帯を設けるか、

あるいは 1 ～ 2 段の段によって文様帯を区画する形式もある。スタンプ文はトリラトナ（ナン

ディーパダ）形6）を中心とし、ほかに、ンュリーヴ、アツサ形や葉形、車輪形、・動物形、三叉形、

ハート形などがみられる（第 13 図）。櫛描沈線文もしくは段の形態に対応して、スタンプ文の

施文方法にも 2 つの形式があり、櫛描沈線文を帯状に施す場合にはスタンプ文はその下に横方

向に等間隔で配されるが、文様帯が区画される個体では 2段にわたってスタンプ文を配列する。

ここでは前者を肩部施文形態 I 、後者を肩部施文形態 II として、広口査A I ｷA II をそれぞれ

設定する。連続三角形刻目文は断面角形の工具の先端を斜めに押し付けることによって三角形

の刻目を施文するもので、数量は限定されるが、櫛描沈線文下側に施される文様の一つである。

また、 A形式には肩部に注口を伴う個体が存在する。注日本体は無文のものと型によってマカ

ラを押し出したものがあり、また注口基部には注口をめぐるようにして粘土を円形に貼りつけ、

指を押し当てることによって、凹部を連続的に成形した座がつく個体がみられる。この座につ

いては、その形態が花のような外観を呈することから、花形座と呼んでおく。

複合口縁系の広口壷Bについては、口頭部が複合口縁として上下 2 段になるという点で他系

統の広口壷とは明確に異なるものの、口縁形態を観察すると、三角口縁系の口縁形態が採用さ

れており、 C～E形式の口縁形態を採ることはない。このことから、 B形式はA形式と口縁形

態を共有して成立したことが推測できる。複合口縁形態を採ることが機能・用途に関連するも

のなのか、製作者・使用者の晴好性を表現する装飾を目的としたものなのか、にわかに断じる

ことはできないが、三角口縁系と複合口縁系はまったく異系統に属するのではなく、同一系統

内における形態分化として把握することができそうである。このことは、 B形式にも口頭部基
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部から肩部にかけて櫛描沈線文＋連続三角形刻文／スタンプ文＋注口が採用されていることに

よっても首肯されよう。なお、複合口縁系として一括した広口壷Bには、下段擬口縁上に上段
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を接合する際に内外面ともに段をつくりだす口頭部形態 a と、外面に隆帯をっくりだし、内

面には段を有さない口頭部形態b とがある。厳密な意味では口頭部形態 b は複合口縁には含ま

れないかもしれないが、外面に隆帯状の形態をつくりだすという点を重視し、そこに形態上の

系譜関係を想定し、ともに複合口縁系に含めておくこととしたい。本稿では、口頭部形態 a を

持つ一群をB a 形式、口頭部形態 b を有する一群をB b 形式とする（さらに肩部施文形態を分

類要素に加える場合には、 B I a、 B I b、 B II a、 B II b とする）。

以上、このA·B形式はサへート遺跡の各調査区のクシヤーン朝期層を通して安定的に出土

しており、クシャーン朝期を特徴づける広口壷形式と考えられる。したがって、口縁形態・肩

部施文形式の 2 点をクシャーン朝期広口壷の特徴として考えることができ、これらの要素の出

現過程にクシャーン朝期広口壷の成立の契機を考える必要があろう。

凹線口縁系の広口査Cは、口縁部外面に帯状の平坦面をつくって、そこに凹線を 2 条施すと

いう形態的特徴を持つものである。口頭部形態にいくつかヴ、アリエーションがみられるが、そ

の最も一般的な形態は、口頭部基部から直立気味に立ち上がり、著しく外轡しながら、水平方

向にいたる位置もしくは垂下気味になるまで聞き、端部上下に小さく突出させて平坦面を確保

し、そこに回線を施すという特徴を示す。このような口頭部から口縁端部にかけての形態は

A·B形式の広口壷とは異なっており、明らかに異系統の中から出現したものである。このC

形式はグプタ朝期以降に一般化する広口壷形式であり、 A·B形式に代わる形式である。ただ

し、クシャーン朝期層においても出土しており、従来の広口壷A·B とは異なる系譜において

クシャーン朝期に出現し、グプタ朝期以降に著しく発展した広口壷形式であることが理解でき

ょう。グプタ朝期に主体化する点を重視すると、広口査Cはグプタ朝期系広口査と評価できる。

クシヤーン朝期層出土のC形式に、 A·B形式と同様に肩部に同種のスタンプ文を採用する例

がみられることは、広口査A·B との聞に断絶がないことから、併存期間において両者通有の

要素が採用される状況にあったことを示している。ただし、グプタ朝期以降においてはスタン

プ施文は低調となり、ポスト・グプタ朝期には完全に使用されなくなるようである。

屈曲口縁系としたD形式は口縁部が「く」の字状に鋭く屈曲するものであるが、 C形式同様

に、 A·B形式とはその口縁形態の系譜を異にしている。クシヤーン・グプタ両朝期を通して

その出土数が少なく、評価を与えることが困難であるが、グプタ朝期広口査の一端を担う広口

査形式の可能性もある。今後あらためてその編年的位置づけを検討していく必要があろう。

袋状口縁系としたE形式は口頭部基部から緩やかに外脅しつつ立ち上がり、外面に鋭く稜を

なし、内曹に転じて口縁部にいたる。口縁端部内面に小さな突起をつくる個体が多い。他の広

口壷と同様に肩部に櫛描沈線文を施す個体もあるが、スタンプ文や連続三角形刻文を持つ個体

はない。 C形式同様にその口縁形態はA·B形式とは異系統に属し、スタンプ文や連続三角形

刻文の欠落はクシャーン朝期に主体となるA·B形式とは異なる広口壷への移行過程を示す可
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能性がある。実際、この形式はグプタ朝期層から多く出土しており、先述のとおり擾乱・混入

の著しいグプタ朝期層出土資料の扱いには慎重を要するが、 C形式とともに、クシャーン朝期

広口壷に取って代わるグプタ朝期広口壷の主体形式となる可能性が高い。

②広口短頚壷

広口短頭査はA～Hの 8形式に細分することが可能である。広口短頭壷Aは、口頭部基部か

ら短く立ち上がり外方に巻きながら開く口縁形態を有しており、口縁部断面形が略方形を呈す

るものである。いずれの個体においても口縁部しか遺っていないため、その体部形態が明確で

ないが、やや扇平気味の球形の体部を持つものと推定できる。口径は9.0～25.0cm と幅を持つ

が、 14.0 ～ 16.0cm に集中する傾向が認められる。器高は不明のためその容量は明らかでない

が、胴部最大径は30cm前後で、広口短頭壷形式中、最も容量が大きい可能性が高い。数量上

は広口短頚壷各形式の中で最も多く、クシャーン朝期の同形式中で主体となる形式と考えられ

る。またこのA形式はその初現がNBP W後期にあり、 NBP W後期以降その形態を変化させ

ることなく、クシャーン朝期にまで存続した。サへート遺跡では、シュンガ朝期層においても

出土している。

広口短頭壷Bは、細部は異なるが全体として口縁形態がA形式に共通するもので、短く外反

して立ち上がる形態を呈する。口縁部のみが遺存する個体が少数出土しているにとどまるため、

土器様式内あるいは広口短頭壷形式内における評価は困難である。機能・用途上は、 A形式に

共通するものと考えられる。

広口短頭壷Cは短く開く口縁部から直線的に肩部に延び、段をつくって全体的に扇平な体

部へと接続するもので、底部は丸底である。口径 16cm前後、器高 12.5cm前後を測る。外面が

煤化した状況が認められ、煮沸具として利用された可能性が高い。北インド他遺跡においてN

BP W後期からの出士が報告されている形式であり、初現はNBP W後期と考えられる。出土

数量は限定されており、 NBP W後期以降、必ずしも一般化しなかった可能性がある。

広口短頚査Dは、直線的に延びる体部から屈曲して外方に開く口縁形態を持つ。一方、広

口短頭壷Eは体部から丸く外反する形態をとる。両者ともに口縁部のみが遺っており、全体の

器形についてはわからない。また、 A形式の口縁形態のような形式判別に有利な明確な形態的

特徴がないため、細かな形式判別も困難となっている。ここでは、同じような口頭部形態を持

つものを一括してD·E形式としており、その位置づけについても明確にしていない。口径は

ともに 9.0 ～ 20.0cm に及んでおり、口頭部高は 1.2 ～ 3.6cm を測る。

広口短頚壷Fは、体部から斜めに短く立ち上がる口頭部と底部が内側に向かってくぼむ体部

からなる。口径 7.5 ～ 9.5cm、器高 10.0～ 13.5cm と小形である。底部がくぼむのは置いたとき

に自立することを意図したものと考えられ、丸底の査形式とはその供用形態が異なる可能性が

高い。また、その法量が他の形式に比して比較的小さいことから、大容量の貯蔵が必要とされ

27 



る貯蔵具形態とは異なり、後述の小型壷同様、香辛料などの小容量貯蔵の物質を入れるための

形式であったろう。

広口短頭査Gは球形の体部に短く立ち上がる口頭部を持ち、口縁部は外面に稜を持つ断面三

角形を有する。口径 10.5 ～ 12.Scm、口頭部高 1.2 ～ 1.5cm、器高 llcm 前後を測る。 F形式と

同様、法量が他形式に比して小さく、小容量型の貯蔵具形態と考えられる。

広口短頭壷Hは、丸底の底部から屈曲して延びる体部と短く外反して開く口頭部からなる。

口径12cm前後、器高13cm前後を測る。その体部形態は他の広口短頭壷形式とは異なっており、

貯蔵具としてではなく、調理具として使用された可能性がある。事実、体部に煤化痕跡を残す

ものが出土している。 N BPW後期に出現したいわゆるキャリネート・ハンディー以降、煮沸

を担う調理具形態にはこのように屈曲して丸底底部へと移行する体部形態が知られており、 H

形式もこの流れを汲むものと考えられる。

以上が広口短頭査各形式の内容であるが、その形態は多岐にわたっており、機能・用途に応

じて広口短頭壷が分化した可能性を示している。しかしながら、現状において明確な評価を

与えることができるのはA形式に限られており、分化傾向の実態については判然としない。広

口短頭壷に関してまとめるとするならば、 N BPW後期以来のA形式を大容量貯蔵の主軸とし

つつ、小容量貯蔵形式を加えて、分化の傾向にあったということになろう 6

③細頚壷・散水器形細頚壷

細頭査に関しては、A～Cの 3 形式に細分が可能である。 細頭壷Aは球形と推定される体

部と短く立ち上がる口頭部によって構成され、口頭部は複合口縁形態を呈する特徴を持つ。複

合口縁は 2段以上の複数段から構成される。ソーンク遺跡に完形例があり、胴部は肩が張り丸

く底部へと移行する器形を呈するが、サへート遺跡例では、遺存部の形態から球形の胴部が推

定される。底部は丸底である。口径4.0 ～ 5.5cm、口頭部高 6.0 ～ 7.0cm前後を測る。その口頭

部形態から判断すると、広口壷B形式との関連性が推測でき、広口査B形式創出の流れの中で

機能分化とともに同一口縁形態を有する細頭査Aが生み出されたのであろう。ただし、その出

土数量は必ずしも多くない。

細頚査Bは肩の張る体部から長く延びる口頭部を有する。口頭部はその基部から緩やかに外

反しつつ延びており、口縁部は短く外方に折れて端部を丸くおさめている。口頭部と胴部との

接合部には 1 ～ 2 段の段を伴い、胴部は球形を呈する。底部には高台を伴う個体が知られてお

り、自立を意図した底部形態を有している。口径3.5 ～ 8.0cm前後、口頭部高 8.0～ 9.5cm前後

を測る。むしろ長頭査とも呼びうる形態であり、水を貯える機能を想定することができる。

細頭査CはB形式と基本的に同形であるが、口縁部形態が異なる。口縁部は断面三角形に近

い形態か、外面が帯状に膨らむ形態を呈しており、特に前者の場合は外面に明確な稜線もしく

は段を伴う。口縁部から頭部にかけて穿孔を伴う個体が知られる九胴部形態についてはB形
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式に共通するものと考えられる。口径4～ 5cm 前後、口頭部高 lOcm 前後を測る。

B·C形式はシュンガ朝期層では出土しておらず、その初現はクシャーン朝期にある可能性

が高い。高台を伴う胴部形態についても、 A形式とは異系譜において、クシャーン朝期に新出

した形態的特徴と考えられる。

また、細頭壷にはその特殊形態として、散水器形細頭壷がある。この器種は卵形の体部から

細く延びる口頭部を有し、口頭部上端には円盤状の鍔部をつくり、さらに細く延びる管状口縁

部を持つ。また、肩部には注口を一般的に具える。グプタ朝期層からは、管状口縁部に代わっ

て擾数の穿孔を施した半球形の口縁形態を有する個体が出土しているが、クシャーン朝期層に

は出土例がなく、この形態分化がどの時期のことかは判然としない。全般的に胎土は精良で、

赤褐色のスリップを塗布する個体が主体である。鍔部径は 4.5 ～ 8.0cm、管状口縁部高 1.2 ～

3.0cm、口頭部高 4.8 ～ 12.0cm を測る。

この器種は注口部より水を入れ、振ることによって口縁頂部の管状部から水を噴出させる供

用形態が想定でき、宗教儀礼との関連性を思わせる器種である。クシヤーン朝期になって突知

として現れ、 N BPW後期にはその先行形態を持たない。また、この器種の特徴として、北イ

ンドから西インドを中心とするインド各地で出土が報告されている点に注目できる 8）。他形式

はこのような広域分布を示さないことから、北インドのクシャーン朝期土器様式の中でも特異

な位置づけを持つものとして理解できる。

④小型壷

小型査は底部形態によって丸底系（A形式）と平底系（B形式）に分類できる。両者ともに

器形によってさらに細分が可能であるが、出土個体数がきわめて限定され、それぞれの位置づ

けも不明瞭であることから、ここでは二分するにとどめておく。丸底系では球形の体部から短

く直線的に開く口頭部を持つ器形が主となり、平底系では肩の張る胴部から口頭部が外反して

開く形態が主である。平底系では口縁部が段を形成して立ち上がり、肩部に注目を伴う器形も

みられる。平底系はロクロ成形底部糸切未調整である。法量は、平底系が口径3.0～ 6.0cm、器

高 5.0 ～ 11.0cm、丸底系が口径3cm前後、器高 4.5 ～ 7cm 前後を中心としている。

丸底系には、胴部中位に指頭オサエを連続的に施した粘土紐を貼りつけた個体がみられる

が、この装飾形態は北インドの他遺跡においてもみられる。平底系の口縁部形態はグプタ朝期

の広口壷の口縁部形態に共通し、注口形態とあわせてグプタ朝期につながる小型査形式と考え

られる。小型査の系譜についてみると、丸底系はほぼ同形態のものがB RWにさかのぼってみ

られるものの、器形が単純なだけにそこに明確な系譜関係を想定できるかどうか現状では疑問

である。平底系はロクロ成形を基本とし、特に糸切未調整はN BPW後期からクシヤーン朝期

にかけて発展する技法的特徴である。ただし、 NBP w後期には平底の小型壷が認められない

ため、クシャーン朝期以降に発展する小型壷形式と考えられよう。概して小型壷は、小容量を
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貯蔵する用途・機能が想定でき、広義の食膳具構成の中に含めることができるであろう。

B. シュンガ朝期層の土器資料の位置づけ（第 5 ・ 6 図）

前節では、クシャーン朝期層から出土している土器の形式分類を行ったが、本節ではその先

行段階としてのシュンガ朝期層出土の土器の位置づけを試みたい。前節においても部分的に

シュンガ朝期層の土器について触れているが、クシャーン朝期層の土器形式には、シュンガ朝

期層にも存在する形式もあれば、クシヤーン朝期層にのみ現れる形式もある。また、逆にシュ

ンガ朝期にあって、クシャーン朝期層にない形式も当然ながら存在する。そこには連続性が看

取でき、クシャーン朝期の土器様式の成立過程を考える上において、その前段階であるシュン

ガ朝期層の土器の様相が把握されなければならない。

ところが、サへート遺跡発掘調査報告書中では、クシャーン朝期に先行する時期として

「シュンガ朝期J の名が採用されているが、一般的に北インドの編年において、クシャーン朝

期に先行する考古学的時期区分として採用される「N BPW後期J の土器様式との関係が明確

にされていない。「シュンガ朝期層J の土器の様相は「N BPW後期」土器様式の内容と必ず

しも一致しておらず、「シュンガ朝期層」はN BPW後期とクシャーン朝期の土器様式の中聞

に位置する時期の土器相を示していると推測できる。ゆえに改めてシュンガ朝期層の内容を検

討することによって、「N BPW後期J との関係が理解される必要があり、この手続きを経る

ことによって、結果として従来のNBP W後期からクシャーン朝期の土器様式への変遷過程を

明確にする糸口が見出すことが可能になると考えられる。

さて、以下にシュンガ朝期層の土器の様相についてまとめていくことにしよう。先述のよう

に、シュンガ朝期に措定される土器群が出土しているのは、サヘート遺跡E地区A2Qd.IV発

掘区と F地区YT3Qd.III発掘区の 2 箇所の深掘においてである。また、 F地区VII～IX層も、シュ

ンガ朝期に措定されている。

まず浅鉢についてみると、平底浅鉢Aが各発掘区から出土しており、その出土数量や他器種

の寡少性からみると、シュンガ朝期層においても浅鉢が食膳具形態の主体をなしていることが

わかる。全般的にシュンガ朝期層出土の平底浅鉢Aは成形が丁寧で、口縁部の内管が強い。ま

た、口径が 10 ～ 19cm前後、器高4～ 8cm前後に集中しており、クシャーン朝期層の平底浅鉢

Aに比較すると小形品が欠落して、大形品に集中する傾向がみえる。平底浅鉢Aのほかに食膳

具形態に合めうる器種としては、片口を伴う広口鉢Bや広口鉢Aが出土している。黒・灰色系

の半球形鉢および皿も出土しているが、その出土数量は僅かである。いずれも胎土・表面調整

が粗製化した個体であり、本来的な黒・灰色系精製土器に属するものではない。査では三角口

縁系および複合口縁系の広口査が出土している。三角口縁系広口壷は口縁形態こそクシャーン

朝期広口査Aに共通するが、肩部の櫛描沈線文帯は発達しておらず、段もしくは 2 ～ 3 条の櫛
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描沈線文を施す肩部施文形態 II を採用している。複合口縁系広口査については、 Ba 形式も出

土している一方でBb 形式が複数個体出土しており、いずれも数量上はは限られているものの、

Bb 形式がBa 形式に先行する可能性を示している。また、出土個体の遺存状況が必ずしも良

好でないことにもよるが、スタンプ文を施す個体も限られている。スタンプ文も、クシャーン

朝期広口査に一般的なトリラトナ形ではなく、葉・車輪・ハート形がみられる。また、連続三角

形刻文を施す個体が出土している。この時期に特徴的なものとしては、 G-III調査区第III層的

出土の広口壷肩部破片（RP8379）に、連続三角形刻丈とともに、車輪・タウライン・ f 字・双

魚形の 4種類のスタンプ文がある（第 13 図）。

スタンプ文に関連して注意されるのは、クシャーン朝期広口査にみられるトリラトナ形とは

異なる形態のトリラトナ形スタンプ文が出土していることである（第 5 図 RP5239）。下半が欠

損しているため全容は不明であるが、上端に左右が二叉に分かれるW字形表現を置き、その下

に三叉状の表現がある。直線状に延びる中央部分は先端が円形に肥厚し、左右の 2本は先端が

蕨手状に内側に巻いている10）。W字形表現と三叉表現の聞にはアーモンド形の表現が 2 個左右

対称に表現されている。このようなトリラトナ形の表現はパールフト、サーンチーなどの石彫

刻や打刻貨幣にも例をみないものであり、全体がないことが惜しまれるが、このことは、トリ

ラトナ形がスタンプ文として定型化する以前にも同形を土器にスタンプによ．って表現する行為

が行われていたことを示していて、注目される。

また、もう一つ注目すべきものとして、広口壷 Bb の口頭部形態を有する大型壷（第 6 図

RP5280）がある。この壷は汚水処理用として転用された状態で出土したものであるが、独特

の貼付文を有している。器形は、複合口縁系Bb形式の口頭部形態に球形の胴部を持つもので、

鋸歯状文および円管文、櫛状刺突による羽状文によって肩部上半を飾り、さらにその下に上下

2 段にわたって貼付文を施している。上段にはスヴ、アスティカ形文 2 個、牛頭状のいわゆるタ

ウライン文、 f 字形の不明文様11)、またタウライン文 4 個を組み合わせた文様が表現されてい

る。下段には上端で花が開く茎状のものを 2 個表現しており、そのうち 1 個には蛙もしくは亀

かと思われる小動物が貼りつけられている。このうちいわゆるタウライン文はその形態上トリ

ラトナ形文に酷似しており、 トリラトナ形文を意識して貼りつけた可能性もある。実際、マ

トゥラ一出土のジャイナ教奉献板にはトリラトナ形を、この大型壷の文様のように 4個組み合

わせた表現が知られている。この貼付文は、その図像内容および査の肩部への施文という 2 点

において、クシャーン朝期広口査に施文されるスタンプ文との関連性を示しており、クシャー

ン朝期広口査のスタンプ文の成立過程を考える上で重要な資料となろう。

また、上述のRP8379に遺るスタンプ文は大型壷にみられたタウライン文と f 字形文を合み、

さらに口の部分を紐で結び付けられた 2 匹の魚が表されている。 f 字形文は先端部が口のよう

な表現になっており、さらに文様の下には紐状の表現によってつながれた 2 つのタウライン文
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が表されている。双魚形はマトゥラー出土のジャイナ教奉献板などの石彫や、ンュンガ朝期型押

成形土偶などにも類例を持ち、その正確な意味内容は不明であるが、水に関連した文様である
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ことは明らかである。このことは、広口査肩部に施されるスタンプ文の意味内容と広口壷との

観念的関連性を考える上で重要である。このほか、広口短頭査はA ・ C形式が出土しており、

細頚査ではA形式がみられる。

これらクシャーン朝期の童形式との関連性を示す形式に加えて、シュンガ朝期層では、ク

シヤーン朝期のものとは系譜を異にする形式が限定的ながら出土している。これらは下膨れ気

味の体部と、体部から屈曲して直線的に立ち上がる口頭部によって構成されるもので、前 1 千

年紀中葉にいたるまでの時期に、黒・灰色系精製土器に伴って展開した赤色系軟質土器の系譜

を引くものである。 F地区第四層出土のRP7492にみられる肩部の刻目突帯はまさにこの系統

の査・童形式の特徴である。これらの黒・灰色系精製土器に共伴していた赤色系軟質土器は精

製土器とともに衰退していく傾向にあるが、このシュンガ朝期層でのあり方はかつての精製土

器を特徴とする土器様式からクシヤーン朝期土器様式へと移行していく過渡的な段階を示すも

のとして注目できる。

このほか、サへート遺跡シュンガ朝期層に目立つのは、タタキ目を残す破片である。タタキ

目の種類には、断面凹形の溝状沈線によって構成される平行タタキと撚糸文によって構成され

る平行タタキの 2種があるが、いずれも査・費形式の体部破片と考えられる。これらのタタキ

目を施した破片のうちには口縁部を残すものがなく、壷もしくは室の体部片かと推定されるの

みで全体の器形が判然としないが、北インドの他遺跡の出土例を参考にすると〔Hartel, 1989 ・

93〕、とりわけ前者のタタキ目はN BPW後期に特徴的な器種とされる体部が洋梨形の広口短

頚聾（以下、洋梨形広口短頭壷）の体部である可能性が高い。

以上をまとめると、サへート遺跡シュンガ朝期の土器群の特徴は次のようになろう。

①黒・灰色系精製土器の退化形態や精製土器に伴う赤色系軟質土器、あるいは洋梨形広口短顕

窒など、クシャーン朝期にはみられない、 N BPW後期もしくはそれ以前の時期の土器様式の

要素が存在している。ただし、それらは量的に限定されており、旧来の要素が衰退を開始した

直後の様相ではなく、旧来の要素の解体が著しく進行した段階を示している。

②平底浅鉢Aや広口短頚壷Aのように、クシヤーン朝期にも発展する、 N BPW後期以来の形

式が量的に安定した状態で存続している。

①三角口縁系・複合口縁系広口査のように、クシャーン朝期に明らかに影響する形式であるが、

クシヤーン朝期に一般的な要素がみられない形式が存在する。ただし、クシャーン朝期に定型

化する要素の萌芽的な状態が看取できる。

この 3 点から、サへート遺跡シュンガ朝期層の土器群は、前 1 千年紀後葉に黒・灰色系精製

土器を特徴とする土器様式が解体・衰退し始めた直後の様相ではなく、旧来の土器形式の表

退・消失過程がある程度進行し、 N BPW後期の新出器種の中でクシャーン朝期にも存続する

器種が安定し、さらにクシャーン朝期土器様式へと展開・発展する新たな要素が出現する段階
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の様相を呈するものと考えられる。したがって、従来の北インド土器編年の枠組の中で、 NB 

PW後期土器様式→クシャーン朝期土器様式という流れを重視するならば、 NBPW後期土器

様式の最新相あるいはクシャーン朝期土器様式の最古相と捉えることができょう。N BPW後

期の良好かつ十分な土器資料を持ち合わせないため、 N BPW後期土器様式の内部における

土器相の細分化を含めて、サへート遺跡シュンガ朝期層の土器群の位置づけも十分な議論を展

開しえないが、ここではそれを、 NBP W後期土器様式の最新相として位置づけておきたい。

絶対年代の措定に関しては、続いて確立するクシャーン朝期土器様式の最古年代との関係も

あって困難を伴うが、シュンガ朝期層から得られている 14c 年代測定値を援用するならばゆ、

シュンガ朝期層はおおむね前 1 世紀の枠内に置くことができるであろう。

3. サヘート遺跡におけるクシャーン朝期土器様式の評価

以上、サへート遺跡出土のクシャーン朝期に措定される土器資料について形式分類を行な

い、あわせてシュンガ朝期層出土の土器資料との比較を行なってきたが、ここにクシャーン朝

期土器様式の特質についてまとめておく。ここでは、各土器形式の機能は断定しえないが、観

察所見をもとに措定される機能・用途ごとに土器様式の様相をみていくことにしたい。

A. 食膳具形態

まず、食膳具形態であるが、量的に食膳具形態の主体となるのは、ロクロ成形の平底浅鉢A

である。この器種は個体聞の形態差が僅少で、かつその出土数が他を凌駕して多いことから、

大量生産がなされた器種と考えられる。他の器種に特徴的な赤褐色スリップを塗布した個体は

なく、また表面調整も他に比ベて粗雑であることは、この評価を傍証するものであろう。この

ロクロ成形平底浅鉢は前 1 千年紀後葉のNBPW後期に初現を持つものであり、糸切未調整の

底部形態や内脅する口縁部形態など、基本的にその製作技法および形態的特徴を踏襲して発展

したものと考えられる。しかしながら、 N BPW後期の同器種が全般的に丁寧につくられ、器

壁も薄くつくられているのに対して、クシャーン朝期の平底浅鉢は器壁が厚く、全体的に鈍重

な観を与えていることは、 N BPW後期からの踏襲・発展形態ではあるものの、いずれかの段

階において、製作が粗雑化する契機が存在したことを示している。

また、平底浅鉢B という法量の大きな器種が存在している。この形式は口縁部が内寄せず、

底部は糸切痕を残さないように成形するという特徴がある。N BPW後期の平底浅鉢Aでは明

瞭に定型化しないものの、比較的大形の個体が含まれており、用途・機能に合わせた容量の個

体が適宜製作されていた状況を示すのに対し、クシヤーン朝期には口縁部形態や底部調整技法

の変更を行いつつ、明確に法量分化させていることがわかる。法量上も安定しており、平底浅

鉢Aと合わせて、機能分化および法量分化のもとに安定した生産がもたらされた可能性が強い。
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平底浅鉢Cは出土量が限定されているためその位置づけが明確でないが、平底浅鉢Bに類似す

る機能が想定できょう。

これらの平底浅鉢に加えて、広口短頚鉢や広口直口鉢、広口鉢もまた食膳具形態に属する。

広口短頭鉢はA形式を主体として、 A形式に類似する B形式、ロクロ成形糸切未調整の平底を

持つC形式などが存在する。広口直口鉢ではA形式が該当しよう。しかしながら、これらの形

式は平底浅鉢に取って代わるものではなく、食膳具一般の中で、どのような位置づけにあった

のか評価が難しい。赤褐色スリップが施される丁寧なっくりの広口短頚鉢A·Bなどは、大量

生産の平底浅鉢とは異質の供用形態が存在した可能性が高い。

一方、球形から扇球形の体部を有する丸底系の広口鉢A～Cなどは、比較的出土個体数も多

い。法量的にも小形のものから大形のものまで多様化しており、その機能・用途に合わせて形

式ごとに法量の選択がなされる傾向がみてとれる。

以上の食膳具形態についてまとめると、平底浅鉢A·B を主体として、広口短頚鉢・広口直

口鉢・広口鉢などの各形式を加えた構成が基本となっている。ただし、平底浅鉢は傑出して食

膳具の主体となっている可能性が高く、むしろ平底浅鉢単一による食膳具構成を想定すること

ができるかもしれない。ここで、注意したいのは、平底浅鉢AがN BPW後期以来継続・発展

してきた器種であるのに対して、広口鉢Aがシュンガ朝期層に出土しているほかは、いずれも

クシャーン朝期になって現れた器種であるということである。 N BPW後期以来の食膳具の発

展過程においては、従前より発展してきた平底浅鉢Aを主体としつつ、 NBP W後期終末

（シュンガ朝期）からクシヤーン朝期において他器種が加わって、クシャーン朝期の食膳具が

成立していることが明らかとなろう。換言すると、食膳具の多様化をクシャーン朝期土器様式

の食膳具構成における傾向あるいは特徴として抽出することができょう。

黒・灰色系半球系鉢については、量的にも食膳具の主体となるものではなく、上記の各形式

とはその位置づけが明らかに異なっている。黒・灰色系精製土器は、前 1 千年紀後葉に組製化

が生じ、あわせて器種構成の解体、さらにはその完全な消滅へと過程をたどるが、その背景に

は、黒・灰色系精製土器への需要の低下という現象が想定される。この現象は前 1 千年紀後葉

を通して決定的になるが、そのような動向において、サヘート遺跡のようにクシャーン朝期に

及んでこの種の黒・灰色系土器が限定的ながらも出土している背景には、かつての大量消費を

基盤とする需要要因とは異なる需要要因がこの時期にあったと考えるべきであろう。

筆者はここに仏教僧院との関係を想定しており、仏教僧侶が使用する布施鉢あるいは仏鉢と

して、これらの土器が限定的ながら求められたと考える。この仏教との関連性は、同時期のガ

ンダーラ地方や南インドの仏教寺院における半球形鉢の出土によっても傍証されるであろう

〔水野・樋口編 1978：，京都大学学術調査隊編 1986 ・ 88; Callieri, 1989; Subrahmanyam, 1964〕。す

なわち、精製土器の発展過程において、何らかの契機で仏教集団によって取り入れられ、結果
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として大量需要・消費が停止した時期においても存続することになったのではないかと推測す

る。したがってこれは、北インドのクシャーン朝期土器様式の中で安定的な位置づけを持つも

のではなく、本稿の目的に従えば排除するべき器種であるかもしれない。しかしながら、前 1

千年紀の土器様式の解体・再編過程の終着点としてのクシャーン朝期土器様式を考える上にお

いて、かつての特徴的器種であったこれらの黒・灰色土器を取り上げることは変化の結末を考

える上で重要と考え、ここに取り上げた。

B. 貯蔵具形態

次に貯蔵具形態についてみてみよう。貯蔵具形態においては、広口壷・広口短頚壷および大

型壷・聾があげられる。大型壷・査については、第 2 章では形式分類の対象として取り上げな

かったが、大容量の貯蔵具形態として前 1 千年紀中葉の P GW後期・ N BPW前期から継続し

て発展しており、貯蔵具形態の中で一定の役割を持続的に果たしてきたものと考えられる。

①広口査

まず広口査においては、三角口縁系のA形式を主体として、その頭部形態変容形である B形

式、回線文口縁系のC形式、「く J の字状に屈折する口縁を有するD形式、袋状に口縁部が外

方に張り出すE形式がある。 A·B形式はその口縁部の形態から同一系統に属するものとして

理解できるが、 C·D·E形式はA·B形式とは明確に異なる系譜の口縁部形態を有している。

このうちC·E形式については、グプタ朝期以降に主体化する口縁部形態と考えられ、ク

シャーン朝期でも新しい時期に出現する可能性が高い。 D形式については、各時期を通して出

土個体数が少ないため、その編年的位置づけを明確にすることは難しい。

A·B形式の初現についていえば、三角口縁自体はNBP W後期にその出現をみるものであ

り、クシャーン朝期広口査A形式はNBP W後期以来の発展型である可能性が大である。 B形

式については、 Ba ｷ Bb 形式ともにシュンガ朝期層に出土しているが、シュンガ朝期層では

Bb 形式が、クシャーン朝期層では Ba 形式が主体となっており、 Bb 形式が先行する可能性が

ある。しかし、成形技法も合めて両者には差異が認められ、両者の聞に直接の系譜関係が想定

できるかは断定し難い。 NBP W後期には複合口縁形態は存在しないことから、 NBP W後期

からクシヤーン朝期への移行過程において創出されたと理解するのが妥当であろう。

このA·B両形式の成立について、見逃すことのできない属性が存在する。肩部における櫛

描沈線文およびスタンプ文の施文と、花形座注目である。これらはN BPW後期には認められ

ない形態属性であり、かつA·B形式のみならずクシヤーン朝期の広口童形式に全面的に採用

されるものである。したがって、クシヤーン朝期広口壷の成立に関与してこれらの形態属性の

系譜が重視されるべきことになろう。

櫛描沈線文については、口頭部および体部の接合に伴う接合強度の増大をめざす成形工程上
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の役割と装飾効果がある。サへート遺跡におけるクシヤーン朝期先行層であるシュンガ朝期層

においては、広口壷の肩部に段を有するものや、 2 ～ 3 条の櫛描沈線文を何単位かに分けて施

文する個体がみられるが、クシヤーン朝期広口壷のように密に集中して施す傾向は認められな

い。したがって、この帯状に櫛描沈線文を集中して施文する肩部施文形態 I がクシヤーン朝期

広口査の特徴であることが理解できょう。また、概してシュンガ朝期層の広口壷にみられる櫛

描沈線文は丁寧であるのに対して、クシャーン朝期広口壷においては、かなり粗雑に施文した

ものも認められる。あるいは施文の組雑化がやがて生起した結果かもしれない。

次にスタンプ文についてであるが、サへート遺跡で確認できたスタンプ文の種類にはトリラ

トナ・シュリーヴ、アツサ・葉・車輪・動物・ハート形などがあるが、この中で他を圧倒して採

用されるのがトリラトナ形である。トリラトナ形には形態的にいくつかのヴ、アリエーションが

みられるが、基本的に円形の輪郭内に丸みを帯びたW字形の部分と円形の車輪状部分から構成

されており、打刻貨幣やパールフト、サーンチーなどの仏塔欄楯・塔門彫刻のトリラトナにみ

られる一般的形態を示している。

このトリラトナ形が主となることから、サへート遺跡のクシヤーン朝期広口査のスタンプ文

はトリラトナ形の採用が定型化したものであり、これをもって、クシヤーン朝期広口壷のスタ

ンプ文の成立とみなすことができるであるう。そこで、この定型化スタンプ文の出現の前段階

の様相についてみてみることにしたい。定型化スタンプ文出現の前段階を考えるにあたって、

注目すべき事柄として以下の 3 点を挙げることができる。まず 1 点は、円形の輪郭内にトリラ

トナ形を表現する一般形態とは異なって、方形区画内にトリラトナ形を表現するスタンプ文の

存在である。それは定型化スタンプ文の出現以前の段階を示すものであり、出土量が少ないこ

とにも、定型化以前のあり方が表れているのであろう。

2 番目として、同じくシュンガ朝期層から出土した大型査（RP5280）に施された貼付文が

ある。その内容については先述のとおりであるが、興味深いことに、この大型査の上段貼付文

に表現された文様は、サへート遺跡でこそ出土しなかったが、ソーンク遺跡においてはいずれ

もスタンプ文として広口査の肩部に施文された例が知られる。このことから、大型査に貼付文

として表現された文様が特異なものではなく、壷に表現されるという事実とともに、内容から

もスタンプ文との関連性が強くうかがえるのである。この大型査がシュンガ朝期層からの出土

であることを勘案すると、定型化スタンプ文の成立以前の段階において、貼付文においても同

内容の文様を査に表現する行為が存在したことが判明する。貼付文からスタンプ文への転換が

どの段階でどのような事由のもとに生起したのかは明らかでないが、広口壷とこれらの文様の

観念的関連性が当時の製作者・使用者によって強く認識され、その関連性が繰り返し安定して

表現される必要性が生じた段階に、定型化スタンプ文の成立の契機を想定することができょう。

その意味では、クシヤーン朝期広口査における定型化したスタンプ文の確立は、表現性という
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点からみても、それ以前の段階とは質・量ともに隔絶があると捉えられよう。

3 番目として、スタンプ文と櫛描沈線丈の関係がある。クシャーン朝期広口壷の櫛描沈線文

においては、帯状集中施文を特徴とする肩部施文形態 I が主体化・定型化しており、定型化ト

リラトナ形スタンプ文はこの肩部施文形態 I と組み合わせて表現されることが通例である。い

いかえれば、定型化の様相を示す肩部施文形態 I とは異なる肩部施丈形態Hを非定型化形態と

して抽出することができょう。肩部施文形態 II に採用されるスタンプ文の種類に関して注目さ

れるのは、車輪形や葉形など、トリラトナ形以外のスタンプ文が使用される傾向がみられるこ

とである。このことからみると、定型化したトリラトナ形スタンプ文は定型化した櫛描沈線文

と組み合わせる傾向があることが明らかになり、施文形態における定型化属性を抽出すること

ができる。また、サへート遺跡においては、スタンプ文がトリラトナ形スタンプ文 1 種類に収

赦していくとともに、施文形態においても肩部施文形態 IIから肩部施文形態 I へと移行してい

く現象を確認することができる。

ところで、広口査にのみ施文されるスタンプ丈の意味についてであるが、 トリラトナ・車

輪・スヴ、アスティカ形など、特定の宗教にかかわる文様が中心となっている。しかしながら、

広口壷に表現されるこれらの文様と特定宗教との関連性については、筆者は懐疑的である。そ

れは、こうしたスタンプ文を施丈する広口壷は、北インドにおいて宗教遺跡にかぎらず出土し

ていること、また特定宗教とのかかわりを考えた場合、広口査とこれらの宗教文様とのかかわ

りが鮮明でないことなどが挙げられる。むしろ特定宗教にかかわらない、より普遍的な現象と

してこれらの文様の意味が問われなければならないであろう。筆者は水信仰とのかかわりを想

定するがω、それは次の花形座注口との関連において明確となる。

その花形座注口であるが、これに関連して次の 2 点を指摘したい。 1 点は注口自体の機能に

関するものであり、すべての広口査に注口が具わっていたのかは明らかでないが、少なくとも注

口を有するものは、液状の物質（一般的には「水」であろう）をたくわえ、注目から注ぎ出す機

能が付与されていたことが明らかである。次に花形座であるが、はたしてこれが「花」を表現し

たものかどうかは断定し難いものの、注口が水にかかわるものであることを重視するとき、その

座に花が象徴的に表現されることには意味がある。また、海獣マカラが注口に表現される例が存

在することも、注目が水の流れ出す部分として意識されていたことを強く示しており、ひるが

えって植物と水がともに関連して豊鏡の象徴として重視される古代インド、の観念世界にあっては、

花形座の存在も首肯し得るのではないだろうか。上述のスタンプ文と水との関連性もまた、この

脈絡において捉えられるべきものである。また、先述のRP8379 に施された双魚形スタンプ文に

ついても、その観念基盤は水であると考えられる。間接的な判断でしかないが、大型壷やRP8379

に施されている文様はおしなべて水との関連性が想定できるのではないだろうか。

花形座注口の初現については、シュンガ朝期層からの出土はなく、この点を重視するなら
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ば、クシャーン朝期になって新出した要素である可能性が出てくる。また、 N BPW後期にそ

の祖形と考えられるような例もないことから、クシャーン朝期土器様式成立のある時点で創出

された注口形式と考えることができょう。

以上、広口査の発展についてまとめると、 N BPW後期以来の三角口縁系の発展のもとに、

櫛描沈線文やスタンプ文の創出を加えて、クシャーン朝期の広口査は成立する。櫛描沈線文お

よびスタンプ文の新出という現象は、広口壷にかかわる装飾原理の一新ということができ、 N

BPW後期の広口査とクシャーン朝期広口査の聞には、これらの装飾原理に象徴される広口壷

の観念性の面において大きな差異が存在している可能性があり、この定型化した属性を安定的

に繰り返している状況が認められる。ある段階において三角口縁系とは系譜の異なる凹線文口

縁系などが出現し、グプタ朝期以降、従来の口縁形態に代わって主体化する。口頭部形態の変

化に伴って、櫛描沈線文やスタンプ文などの要素も次第に表退していくようである。

②広口短頚壷

広口短頚壷はA～H形式に分類したが、量的に最も多くみられるのはA形式である。 A形式

は完形例がなく、その全体の容量については不明であるが、肩球形に推定されるその体部には

相当量の内容物をいれることのできる大型貯蔵具であった可能性が高い。このA形式の初現は

NBPW後期にあり、 N BPW後期から継起的に発展してきた形式として認めることができょ

う。 N BPW後期からクシヤーン朝期にかけて、量的にこのA形式に取って代わる形式は存在

しないことから、その成立以降、安定的に需要・供給が維持されてきたものと考えられる。

その他の形式については、出土数量も限られることから機能的にも器種構成の中でどのよう

な位置づけにあったのかは明確でないが、 C·H形式が煮沸具である可能性を除くと、いずれ

も貯蔵具に考えられるものであり、法量の分化を伴う形式分化の傾向は、貯蔵物の種類および

その貯蔵量との関連で、それぞれの用途に適した形式が成立した状況を示している。 NBPW 

後期にさかのぼる形式としては、シュンガ朝期層から出土しているA ・ C形式があり、加えて

後述の北インドの他遺跡のN BPW後期に類例を持つG形式を除けば、そのほかは現状ではク

シャーン朝期に新出したと考えてよいであろう。広口短頚壷においても、食膳具同様に、ク

シャーン朝期における形式組成の多様化という傾向を認めることができそうである。

c. 調理具形態

次に調理具形態についてみてみよう。外面煤化や内面の炭化物付着によって煮沸・加熱具と

して利用されたことが明らかな器種には、広口鉢D I ・ D II と盤状浅鉢がある。いずれも一対

の把手が設けられる個体が含まれており、調理具として特徴的な形態を示している。このうち

主体となるのは、水平型半円形把手を持つ広口鉢D I と、斜行半環状把手を持つ盤状浅鉢であ

る。その用途についていえば、広口鉢D I ・ D IIは球形のより大きな容量を有しており煮沸用
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と考えられるのに対し、盤状浅鉢はその浅い器形から判断して水を多量に使用する調理形態で

はなく、素材を妙める機能が想定される。このように、調理対象によって器種が分化している

状況をみることができる。広口短頭査C·H、広口直口鉢B もまた、煮沸具の一種と考えられ

る。特に広口短頭壷Hに特徴的な底部屈曲形態はNBP W後期に出現するいわゆるキャリネー

ト・ハンディー 14）に系譜を有するものであり、広口短頭壷Hはその形態発展型と理解できる。

このほか、無頭壷にも煮沸具として使用された痕跡を残すものが存在するが、数量は限定され

ており、その位置づけは明確でない。

煮沸具に関して、 N BPW後期の様相についてみてみると、キャリネート・ハンディーが明

らかに煮沸具として使用されている。また、半球形の体部を持つ広口鉢や盤状浅鉢に類似する

浅鉢に半環状把手を水平方向に取り付ける器種も存在しており、煮沸具として使用されたと考

えられる。このようにみると、キャリネート・ハンディーはN BPW後期のうちに消滅するが、

クシヤーン朝期に主体となる把手付広口鉢・浅鉢については、すでにNBP W後期に出現して

いることがわかる。上述の広口短頭査A と同様に、 N BPW後期以来安定的に機能・用途に対

する需要を満たし、継続的に発展した器種と理解することができょう。

D. その他

最後に、上記の機能とは異なる特化した機能・用途を持つ器種についてまとめておこう。こ

こにあげられるのは、細頚壷および散水器形細頚壷である。これらはその形態から考えると、

水壷としての機能が想定できるものである。細頚壷については、複合口縁形態を有するA形式

と、頭部から自然に緩やかに外反して口縁部にいたる B ・ C形式が存在している。 A形式につ

いては、広口壷B との口縁部形態の類似性により、おおむねその出現時期を特定できるであろ

う。すなわち、シュンガ朝期に登場した器種と考えられる。一方、 B ・ C形式については、明

確に、ンュンガ朝期もしくはN BPW後期にさかのぼる例がなく、現状においては、クシャーン

朝期にその初現を求めざるを得ない。クシャーン朝期以降においては、 A形式については不明

なものの、 B形式については高台などの新出の要素を加えながら発展する状況がみられる。

散水器形細頚査については、クシャーン朝期になって登場する器種である。その特徴的な形

態および想定される機能から、衣食住という日常生活にかかわる器種ではなく、宗教性をおび

たものとして理解することができる。水を注目より注ぎ入れ、振ることによって、口縁部上端

の細孔から水を噴出させる供用形態が想定できるが、どの程度の頻度で使用され、土器様式の

中でどのような位置づけにあったのか不明である。またどのような事情のもとに創出されたの

かなど、不明な点が多い。興味深いのは、次章で検討するように、当該期の北インドの遺跡で

は必ずといってよいほど出土することと、紀元後数世紀（具体的には 1 ～ 5 世紀頃か）の時期

において、北インドから西インド一帯にかけて、異なる土器様式聞で共通する形態のものが採
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用されていることである。その特徴的な器形と特化した機能にもかかわらず、広範な地域に広

がっていく背景には、散水器形細頚査を使用する儀礼的行為が普遍化する現象を想定でき、か

っこの時期の北インドと西インドが密接なつながりを有していた事情を示唆している 15）。他の

器種とは異なる原理・事由のもとに、その出現を考える必要性があろう。

4. 北インド各地域における様相

A. 北インド他遺跡の土器資料の個別検討（第 1 ・ 7 ～ 12 図）

以上、サへート遺跡出土資料をもとにしてクシャーン朝期土器様式の様相について考察して

きたが、次に北インドの他遺跡の出土資料を検討対象とすることによって、サへート遺跡の土

器資料の様相が北インドにどの程度まで一般的であるのかを検討したい。残念ながら、北イン

ド諸遺跡においてクシャーン朝期の土器資料は相当数出土しているにもかかわらず、報告の段

階で著しく選別され、定量的な視点から土器資料を検討することを困難にしている。したがっ

て、ここで把握されるサへート遺跡の土器資料との異同は定量的な視点を欠いたものとなり、

共通形式の存否によって把握される程度の見通しにすぎないことを明記しておく。

なお、ここで検討の対象とするのは、ガンジス川中上流域のハスティナープラ、アヒッチャ

トラ一、ソーンク、ガンジス川中流域のシ．ュリンガヴ、エーラプラ、カウシャーンピ一、ラージ

ガート、ガンジス川中下流域のパータリプトラ、ソーンプル、ヴ、ァイシャーリー、ヒマーラヤ

山脈南麓のピプラフワー・ガーンワリアの諸遺跡である。

①ハスティナープラ遺跡（第 7 図）

同遺跡では、遺跡編年IV期にクシヤーン朝期に併行する年代が与えられている〔Lal, 1954〕。

このIV期の土器資料においては、平底浅鉢A (1 ・ 2 ）、散水器形細頭壷（ 4 ）、細頭壷 B ( 3 ）、

平底浅鉢形把手付蓋、小型壷各種（ 5 ・ 6 ）、広口壷各種（ 8 ～ 11）、広口短頭壷各種（ 7 ・ 12）、

広口鉢などが報告されている。広口査には、三角口縁系・回線口縁系のほか、口縁外面に回線

文を施す複合口縁の口頭部形態を持つ個体（10) （以下、凹線文付複合口縁系とする）などが

報告されている。回線文付複合口縁系の広口査では、肩部に上から連続三角形刻目文、櫛描沈

線文、スヴ、アスティカ形の貼付文が施されている。広口短頭壷では、凹線口縁系の個体が報告

されている。広口壷肩部に施されるスタンプ文には、トリラトナ・葉・花・魚・渦巻・掌・ス

ヴ、アスティカ・菱形・垂飾・車輪・連弧文・円管丈などが報告されている。その施文形態とし

ては肩部施文形態 II を採用しており、数条の櫛描沈線文あるいは段によって文様帯を区画し、

2 段にスタンプ文を施す 16）。

IV期に先行するIII期はNBP W後期に措定されているが、組製化した黒・灰色系精製土器の

ほかに、キャリネート・ハンディ一、洋梨形広口短頚費、短頚の細頭査などのNBP W後期特

有の形式や、平底浅鉢A、把手付盤状浅鉢あるいは把手付広口鉢、広口鉢B、三角口縁系広口
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査などが出土している。

②アヒッチャトラー遺跡

同遺跡では、第Wおよ

びV ·YI層がクシャー

ン朝期およびその直前

に相当する年代が与え

られており〔Ghosh & 

Panigrahi, 1946〕、土器

資料からみてもおおむ

ね妥当な年代観である

10 といえる。実測図とと

4 

もに公表されている資

料は少なく、その全容

は必ずしも明らかでは

ないが、第V ・ VI層で

は、把手付盤状浅鉢や

広口短頭査A、平底浅

鉢A、細頭査などが、ま

サ・スヴ、アスティカ・車輪・花・葉・魚形などのスタンプを施している 17）。

③ゾーンク遺跡（第 8 ～ 10 図）

同遺跡では、前 1 千年紀後葉から後 1 千年紀前葉のクシャーン朝期にかけての 4期が設定さ

れている〔Hartel, 1989 ・ 93〕。すなわち、 II期：マウリヤ朝期（前 3 ・ 2 世紀）、 III期：マトウ

ラー・ミトラ系王朝期（前 2 世紀末～前 1 世紀）、 IV期：クシャトラパ系王朝・ラーマダッタ

王統治期（後 1 世紀前半）、 V期：クシャーン朝期（後 1 世紀後半～ 3 世紀）である ω。

マウリヤ朝期に措定される II 期には、 I 期に主体であった P GWが衰退し、平底浅鉢、洋梨

形の広口短頭窒などのN BPW後期に特徴的な形式が出土し、精製土器の衰退が始まり、新出

形式が現れる段階の様相を示している。新出形式は、平底浅鉢・洋梨形広口短頭費のほかに、

た第IV層では、複合口

縁系の広口壷、 B形式

を合む細頭壷各種、広
12 
口短頭壷H、小型査な

どが報告されている。広口査は、口頭部基部から肩部にかけて l ～ 4 条の櫛描沈線文もしくは

段によって文様帯を区画する肩部施文形態 II を採用しており、トリラトナ・シュリーヴァツ
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把手付盤状浅鉢や三角口

縁系広口査、回線文付複

合口縁系広口壷、広口短

頚査Cなどである。また、

広口壷の口頭部内面にス

タンプによってU字形と

円形を組み合わせたタウ

ライン形の文様を施した

例がみられる。精製土器

は皿・鉢ともに一定量の

出土が認められるよう

で、精製土器の衰退とい

う現象は、精製土器の各

種形式が消滅するまでに

は進行していない状況で

ある。

III期も基本的に II期と

大差がないが、精製土器

が消滅していることは II

期に始まった精製土器の

衰退現象が一段と進行し

た状況を示唆している。

白 月
以

7 

5 

20cm 

また、広口壷の肩部に段

を設け、その下にトリラ

トナ形のスタンプ文を施す例（ 5 ）や、口頭部基部付近に円形区画内にトリラトナ形文を施し

図 8 ソーンク遺跡皿期出土土器実測図 1

た大型査（10 ・ 11）が出土している。このほか、粘土紐貼付やスタンプによるトリラトナやス

ヴァスティカ、タウライン文などを施した破片が出土している。この時期における新出要素と

しては、複合口縁系の細頚査A (6 ）や肩の張る丸底小型査（ 2 ）などがあげられる。このほ

かに、 II 期以来の形式として、平底浅鉢 (1 ）・丸底小型査（ 3 ）・把手付浅鉢（ 7 ）・キャリ

ネート・ハンディー（ 9 ）・片口付の広口鉢（ 8 ）などが出土している。

IV期に関しては十分な資料の報告がなされていないが、基本的にIII期の延長線上で捉えてよ

いようである。注目すべき資料としては、複合口縁系広口査の肩部に注口を取り付ける個体や、

同じく広口査の肩部にトリラトナ・スヴァスティカ・ S 字・垂飾・車輪・花形などのスタンプ
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文を連続的に施す個体（12 ・

13）、また大形の平底浅鉢の外

面に刻線でスヴァスティカ文

を表現した個体などが報告さ

れている。施文形態としては、

肩部施文形態 II を採用する個

体（12）がみられるほか、特に

櫛描沈線文や段を設けること

なく、スタンプ文を肩部に横

方向に複数施文する個体（13)

がみられる。 III期と比較する

と、種類・施文形態などにおい

て、スタンプ文が定型化して

いる状況をうかがうことがで

きる。

V期には、スタンプ文がさ

らに多様化する傾向が認めら

れ、トリラトナ19）・菱・スヴ、ア

スティカ・ハンサ・ S 字・査・

11 葉・掌・シュリーヴ、アツサ・連

2 弧文など、多岐に及んでいる
Dem 

I （第 13 図）加。施文形態として

図 8 ソーンク遺跡E期出土土器実測図 2 は、肩部施文形態が I (15 ・

16）・ II (17）ともにみられ、異なる種類のスタンプ文を複数段にわたって施す個体もみられ

る。また、注目として、花形座注口（15 ・ 16）やマカラ形注口を取り付けた広口査の個体も知

られる。このほか、細頭壷B ・ Cおよび散水器形細頭壷（19）はこの時期になって新出してい

る。器種構成という点からみると、従来の平底浅鉢・広口壷に加えて細頚壷・散水器形細頚査

が加わり、サへート遺跡のクシャーン朝期層に相当する器種構成を認めることができる。

④シュリンガヴエーラプラ遺跡（第 11 図）

同遺跡では、前 1 世紀後半～後 1 世紀終末にかけて存続したとされる煉瓦積休浴場遺構に関

連する土器資料が明らかにされている〔Lal 1993〕。平底浅鉢・広口鉢・広口短頚鉢・把手付

盤状浅鉢・広口査・広口短頚査・小型壷・細頚壷・散水器形細頚査・蓋が報告されている。そ

れぞれの器種における細分形式についてみると、平底浅鉢ではA形式（ 1 ）、広口鉢ではB ・ C

45 



N期

15 

~ l,g 

形式（ 3 ・ 4 ）、広口短頭鉢

ではB形式（ 2 ）、把手付盤

状浅鉢では半環状把手を伴

うもの（ 5 ）と板状の把手

を持つものの 2種、広口壷

では三角口縁系（ 8 ・ 9 ）、

複合口縁系（Ba 形式）、回

線口縁系（ 6 ）、屈曲目縁系

( 7) などの各種が報告さ

れている。三角口縁系の個

体には肩部に 4 ～ 5 条の櫛

描沈線文が施された個体が

みられる。また、マカラ形

注目を採用する個体が存在

するほか、スタンプ文とし

てはトリラトナ・葉・花－

S字・垂飾形が、連続三角

形刻目文と組み合わせて施

文されている。広口短頭

査ではA ・ D ・ E·F形式

を合む各種が報告されてい

17 る。小型査では平底・丸底

がともにみられ、細頭壷で

m
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はA ・ C形式（10 ～ 12）が

ある。 C形式では、サへート遺跡出土例同様に、口縁部から頭部に穿孔を伴う。

報告者である B.B. Lal氏は、煉瓦積体浴場遺構の年代措定に関して、印章・シーリング・貨

幣の 3 つの資料を手掛りにしているが、休浴場遺構に関して形成された土層はいずれも流入土

という性格を持つものであり、その評価を断定的とするには困難が伴う。筆者はここでその年

代観を詳細に再検討する立場にないが、 Lal氏によって措定された年代観の前後に若干の幅を

持たせて考える方が妥当であるう。ここでは土器資料の様相から、クシヤーン朝併行という大

枠な年代観を与えるにとどめておきたい。

⑤カウシャーンピー遺跡
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同遺跡では、 1949 ～ 50 年

の城壁内居住域の調査にお（己 クシャーン朝期に措

定できる土器資料が出土し

いて、

ている〔Sharma, 1969〕。報

告者によって前 2 ～後 4 世

弐
＼
＼3

.r 
紀初頭に年代づけられたIII

期がクシヤーン朝期の土器

資料を含んでおり、細分時

期III～咽期に区分されて土

器形式の消長が考察されて

いる。報告者G.R. Sharma氏

による年代観は、土器の型

」~j/v.

_ _Jlt-_,, 《Fラ7守買て 式学的再考によって若干変

メ1・ 112 細分III ・ IV期がクシヤーン

朝期の土器形式の特徴を示

更されるべきところがある。

サへート遺跡その他の北イ

ンドの諸遺跡での出土土器

資料との比較からみると、

0 20 cm 

シュリンガヴェーラプラ遺跡出土土器実測図

,) ~· 析
, , 

し、細分V～VIII期はグプタ

朝期からポスト・グプタ朝

期に位置づけられるべき土器形式が出土している。したがって、 Sharma氏の年代観について、

大別III期の始まりを紀元前後に措き、クシヤーン朝期を合んで、終末は紀元 1 千年紀後半まで

下降する可能性を想定すべきである。細分III ｷ IV期においては、平底浅鉢A、三角口縁系・複

合口縁系広口査、広口短頭査Cに類似する個体、広口鉢A·B、小型壷などが出土している。

広口査には、肩部に 1 段もしくは 2 段の段を設ける肩部施文形態 II を採用し、トリラトナ形・

図 11

車輪形のスタンプ文を施す個体がみられる。また、複合口縁系はBb形式に属するものである。

続く細分V期以降においても、サへート遺跡においてクシャーン朝期に措定された形式が出

土している。例えば、複合口縁系広口壷（Ba形式）、細頭壷A ・ B、マカラ形注目などである。

これらのクシヤーン朝期系の形式の中には、四期まで存続すると報告される形式が含まれてい

るが、一方ではサへート遺跡出土資料によって確実にグ、プタ朝期および、ポスト・グプタ朝期に

措定できる形式群が出土しており、 V期以降のクシヤーン朝期系諸形式については、当然IV期
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からV期への過渡期における漸移的変化を示す証跡として捉える必要性を残しながらも、擾乱

等による混入を考慮に入れるべきであろう。仮にV期以降のクシヤーン朝期系形式をIII ・ IV期

の形式群に加えると、サヘート遺跡クシャーン朝期層の形式群とほぼ同一の構成を示す。⑥

ラージガー卜遺跡（第 12 図）

同遺跡では、 1957 ～ 58 年、 1960 ～ 65 年の調査によって、 NBP W後期からクシャーン朝

期にかけての土器資料が出土している。すなわち、 I C期： N BPW後期、 II 期：前 1 千年紀

末葉（土器相としてはN BPW後期とクシヤーン朝期の中間）、 III期：クシャーン朝期である。

I C期には、精製N BPWは裏返して、組製化した精製土器が残るとともに、キャリネー

ト・ハンディーや短頭の細頭壷、洋梨形広口短頚費、半環状把手付広口鉢21) などが新出する。

広口鉢では、 N BPW前期の玉縁日縁の広口鉢の系譜を引く形式（A形式）が現れる。また広

口短頭壷Hもこの時期に

II期には平底浅鉢Aが

加わり、丸底浅鉢・把手

付広口鉢（あるいは浅

鉢）・広口壷（三角口縁

系）・広口短頭壷（A形式

に類似するものおよびG

形式）・小型査などが出

報告されている。m3 
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ょう。

クシャーン朝期に措定される III期には、平底浅鉢A ( 1 ・ 2 ）・把手付盤状浅鉢（ 7 ）・丸底

浅鉢・広口鉢A ・把手付の広口鉢D I ・ DII ( 6 ）・三角口縁系広口査（ 8 ）・広口短頭壷H ( 9 ）・

細頭壷A (10）・小型壷各種（ 3 ）・散水器形細頭査（ 4 ）など、サへート遺跡クシヤーン朝期

層に近い形式組成を示している。

⑦ナルハーン遺跡

同遺跡では、 IV期がクシャーン朝期に措定されている〔Sinha 1994〕。しかしながら、図示

とともに報告された資料はきわめて少なく、その全容は不明である。限定的に知られるところ

を記せば、散水器形細頭壷が出現し、半環状把手付の鉢がIII期以来存続している。他に広口短

頚壷が報告されるが、その詳細は不明である。スタンプ文を施したものは、破片も含めて一切

報告されていない。

先行する III期はN BPW後期に措定できるが、組製化した精製土器のほか、キャリネート・

ハンディ一・洋梨形広口短頭聾・平底浅鉢A ・広口壷（複合口縁系含む）・細頭査A ・把手付

広口鉢・広口鉢Bの租形である玉縁日縁広口鉢などが報告されている。

⑧パータリプトラ遺跡

同遺跡の調査では、 1951 ～ 55年に実施されたクムラハール地区の発掘がクシヤーン朝期の

土器資料を出土したことで注目できる〔Altekar & Mishra 1959〕。発掘者によって前 150 ～後

100 年に措定される H期および後 100 ～ 300 年に措定される III期が該当しよう。

全般的にクムラハール地区から出土した土器資料で報告されたものは、形式の形態的特徴の

一貫性よりも多様性が目立つ形となっており、いずれの形式が形式群の中で主体となるのか明

瞭ではない。 H期の資料には、黒・灰色形精製土器の系譜を引く皿・半球形鉢が報告されるほ

か、 N BPW後期に特徴的なキャリネート・ハンディーも出土しており、 NBP W後期の土器

様式の様相を残している。一方では、平底浅鉢A、三角口縁系・被合口縁系・凹線口縁系・袋

状口縁系各種の広口査や広口短頭壷D ・ E·H、細頭壷c （口縁部から頭部にかけて穿孔を伴

う）、散水器形細頭査などのサへート遺跡クシヤーン朝期層に通有の形式が報告されている22）。

III期もほぼ同様であり、とりわけグプタ朝期への移行を顕示する形式の新出は認められないこ

とから、報告者による年代観を文化時期と関連させて理解することができるであろう。

時期は特定されていないが、壷の体部と考えられる破片に粘土紐貼付による刻目突帯と葉

形・車輪形のスタンプ文の例が知られており、クシャーン朝期に由来する可能性がある。

⑨ヴァイシャーリー遺跡

同遺跡では 1958 ～ 62年にかけて行なわれた調査で、前200 ～後200年に措定されたIII期が

本稿での検討対象となる〔Sinha & Roy 1969〕。土器資料の様相からみてもこの年代観はおお

むね首肯できるが、北インドの他遺跡の事例にみられる諸形式とはその特徴を異にする形式が
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多く存在しており、あるいは在地的な土器形式の発展を示している可能性がある却。

その内容についてみてみると、 III期層の出土土器は上・中・下の 3 層に区分して取り上げら

れており、それぞれの年代は示されないものの、 III期全体の年代から判断すると、下層にN B 

PW後期の要素が色濃く、上層においてクシャーン朝期土器様式の様相が現れると想定できる。

事実、下層においては、黒・灰色系精製土器の系譜を引く皿・半球形鉢が報告されており、

NBP W後期の土器様相を示している。上層にいたっても精製土器系の皿が報告されているの

は、精製土器系形式の存続なのか、擾乱等による混入か即断し得ない。

各層を通して出土している広口壷・広口短頚壷・広口鉢各形式についてみてみると、広口壷

では三角口縁系や複合口縁系、回線文付複合口縁形態の形式が少数みられるものの、主体とな

るのは屈曲口縁系で、屈曲部外面が鍔状に発達した形態を示すものが多い24）。広口短頚壷では

H形式の存在が確認できるものの、明確に主体化する形式が認められない。広口鉢ではA形式

に属する可能性を持つ個体や玉縁日縁系のB形式、半環状把手を伴う D形式が報告される。こ

のほか、細頭壷Aが下層に、散水器形細頭査が中・上層に、平底浅鉢Aが上層に報告されてい

る。広口壷に施文されるスタンプ文については、一切報告されていない。

⑩ソーンプル遺跡

同遺跡では、 1956年と 1959～62年の調査においてクシャーン朝期に措定される土器資料が

出土している〔Sinha & Verma 1977〕。報告された資料の量は多くなく、この時期の土器の詳

細は知り難いが、正式に報告された資料として数少ない一つであるので取り上げておく。

ポスト N BP W期とされたIII期にクシャーン朝期の土器資料が含まれている。絶対年代につ

いては言及されていないが、 N BPW消滅後とする報告者の見解を重視するならば、 N BPW 

後期の一部を含んで、それ以降と考えられよう。事実、報告された土器資料には精製土器系の

皿形式やNBP W前期系の広口直口童形式、洋梨形広口短頭聾が報告されており、 N BP W後

期を含むことは明らかである。クシャーン朝期層との峻別は不可能であるが、報告資料をみる

限り、平底浅鉢A、広口鉢A、細頚査A ・ C、小型査などが報告されている。

⑪ピプラフワー・ガーンワリア遺跡

カピラヴ、アストゥ故城に比定される遺跡の一つである同遺跡では、ガーンワリア地区におい

てクシャーン朝期の土器資料が出土している。IV期とされた文化層がクシャーン朝期に相当し、

報告者の年代観によると紀元後 1 世紀初頭～ 3 世紀末に措定される。年代措定には貨幣が用い

られているが、土器資料の様相もまたおおむねその年代観を支持している。

IV期の土器資料の内容についてみてみると、精製土器系の皿が多く出土しており、 IV期の下

限年代については若干の疑問が残る。赤色系軟質土器においても、 P GW後期・ NBP W前期

系の広口直口童形式が報告されており、同様に下限年代の措定に問題を残している。このほか

IV期出土の形式としては、平底浅鉢A、広口鉢A·B、広口壷各種、広口短頭査各種、細頭壷
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A、散水器形細頚壷、大型壷・窒各種、小型査各種が報告されている。広口壷では、三角口縁

系、複合口縁系（Ba 形式）、凹線文付複合口縁系などが出土している。広口短頭査では、 D·

E形式が主体となっており、形態上特徴的な形式が主体化する傾向は認められない。スタンプ

丈を施した個体は、破片においても報告されていない。

B. 北インド・クシャーン朝期土器様式の評価

以上みてきたように、報告資料数が限定されていることもあり、サヘート遺跡出土資料と同

レベルでの議論は展開し得ないが、部分的にせよサへート遺跡出土資料との比較により、北イ

ンドの他遺跡での様相が明らかになった。その諸点をまとめると以下のようになろう。

( N BP W後期からクシャーン朝期への移行過程において消長・存続する形式は、各遺跡にお

いておおむね同様であると評価できる。すなわち、該期の土器様式の変化は北インドでほぼ斉

一的に同様の性格を示しながら生起したと考えることができょう。

②器種構成という点では、平底浅鉢・広口壷・広口短頚壷が通有かつ主体的にみられ、北イン

ド各地で共通する機能・用途に対する需要が存在し、それを満たすべく共通する器種構成が採

用されていると考えられる。換言すると、北インド各地で第 2 次形式の段階における器種構成

の統一化を促す動きが存在したことを示している。

③器形レベルでは、平底浅鉢Aや三角口縁系広口査においては各地でほぼ同ーの器形が生起す

るが、各形式において口縁形態等の細部においては、必ずしもサへート遺跡と共通するわけで

はない。また、ヴ、アイシャーリー遺跡のように他の遺跡に例をみない特徴的な形式が主体化し

ている事例もあり、細部器形の異同も合めて地域性が現れているようである。ただし、細頚壷

Aのようにまったく同一形態を示す形式が各地域の遺跡で出土している場合もあり、地域性の

表出は必ずしも一様ではなく、器種ごとに錯綜して各地域に採用されている可能性が高い。

④土器の非機能的属性が重視される部分、すなわち広口壷の文様や機能的に特化した散水器形

細頭壷は、各地域ともに斉一的に採用している。ただし、スタンプ文の種類やその施文形態と

いう点では、サへート遺跡では幅広帯状の櫛描沈線文＋トリラトナ形スタンプ文という組み合

わせ（肩部施文形態 I) が主体化していたのに対し、ハスティナープラ、アヒッチャトラ一、

ソーンク、マトゥラ一、カウシャーンピーなど複数の遺跡において、肩部施丈形態 II が卓越す

るとともに、スタンプ文の種類もサへート遺跡よりはるかに多様であるという傾向を示してい

るお）。むしろ、サへート遺跡の傾向の方が北インド全体では特異なのかもしれないお）。

⑤ソーンク遺跡の事例でみると、サへートの出土資料で想定できたスタンプ文の成立過程が追

認できる。ソーンクでは定型化したスタンプ文とその施文形態の成立はHartel氏によって後 1

世紀前半に措定される遺跡編年IV期にあり、それに先行する III期の段階では定型化以前の象徴

文様の施丈がみられる。このことは今後さらに多くの遺跡で検証されねばならないものの、ス
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タンプ文の成立過程が北インドでほぼ共通して同時に進行したことを示している。

以上の諸点に関する評価は様々であろうが、大局的にはN BPW後期以降クシヤーン朝期土

器様式にいたる道程は各遺跡に共通しており、総体として北インド・クシャーン朝期土器様式

として包括し得る土器様式が成立していたと考えてよいであろう。その土器様式の内容として

は、以上に記したとおりであり、共通する機能・用途への需要を基盤とする通有の器種構成の

成立、共通性と地域性が錯綜した状況での器形的特徴の伝達・受容・選択・主体化、非機能的

属性すなわち宗教的要素における画一的反応・受容という点にまとめることができょう。

5. 紀元前後における土器様式の成立とその背景

ここでは土器様式の総体から、 N BPW後期以降の展開をまとめてみたい。

上述のように、 N BPW後期にはその先行時期である P GW後期・ NBP W前期の土器様式

が解体し、既存形式の衰退・消滅と新形式の出現が生起した。クシャーン朝期土器様式はNB 

PW後期の土器変化の延長線上に位置づけられる。したがって、クシャーン朝期土器様式の成

立過程を考える上で注意すべきことは、 NBP W後期の前段階の要素がどうなったのか、 NB 

p W後期に新出した要素はどのように展開したのか、さらにNBP W後期以降に新出する要素

はどのようなものか、という連続的段階推移を明確にすることであろう。加えて、新旧の要素

が全体の土器様式の中でどのような位置づけにあるのかを理解することによって、推移の必然

性あるいはその背景を理解することができるであろう。

第 3 章でまとめた部分から抽出すると、 NBP W前期以来の要素として捉えることので

きるのは、黒・灰色系の半球形鉢および広口鉢Bである。前者はNBP W後期に組製化したも

ので、 N BPW前期のそれとはまったく異なるものであり、とりわけNBP W前期の黒・灰色

系精製土器の最大の特徴であった丁寧な表面調整は喪失し、ただ黒・灰色という色調のみが残

存したというべき状態である。また、 NBP W前期には鉢と皿が同等に精製土器の器種構成を

担っていたのに対し、皿は欠落して、鉢のみになっている。すなわち、本来の器種構成によっ

て示される精製土器の機能・用途までもが解体・消滅している。

一方、北インド各地を通じてみられる広口鉢Bは、口縁部が丸く肥厚する特徴を持つもの

で、 B RW期より存在する器種である。ただし、黒・灰色系半球形鉢同様に、本来は精製土器

において製作されていた器種であり、クシャーン朝期のそれは精製土器としての特徴を失って

いる。同じく精製土器解体の過程において、その機能・用途のみが重視されて残存したものと

考えることができょう。

NBPW後期に新出した要素としては、ロクロ成形による平底浅鉢、広口査の三角口縁形

態、広口短頭壷A、把手付の広口鉢D、盤状浅鉢が挙げられる。ただし、広口壷については上

述のように、口縁形態以外の属性においてN BPW後期以降に加わる要素があり、広口壷総体
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表 1 北インド編年表
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としては、 NBP W後期に直接

の組源を持っとは考えにくい。

このほかの 4 器種については、

装飾やスリップなどの加飾効果

を意図する属性が欠落しており、

器形的にもその機能・用途を重

視・優先した単純な形態となっ

ている。このことはNBP W後

期に、一定の機能・用途のもとに

形態が決定されて創出されて以

(!RON) I 降、諸属性が安定化した結果、大

きな改変を経ることなくク

シヤーン朝期まで存続した可能

性を考えることができる。

一方、同じく N BPW後期に

出現したキャリネート・ハン
（表最上段の数字は以下の通り。 1 ：ガンジス川上流域、 2 ：ガ
ンジス川中上流域、 3 ：ガンジス川中流域、 4 ：ガンジス川中下ディーや洋梨形広口短頭曹がN
流域、 5 ：ヒマーラヤ南麓（ガーグラ一川流域）

BP W後期のうちに消滅してし

まったことについては、その事由が不明瞭である。とりわけ、これらの器種は北インド外部へ

と搬出される傾向があり、 NBP W後期には著しく重要な位置づけにあったと推測できるにも

かかわらず、消滅してしまうその背景には何らかの特殊な事情が存在している可能性があろう。

これらの器種の衰退・消滅過程は今後の検討課題である。

NBP W後期以降に出現する要素として、櫛描沈線文およびスタンプ文を特徴とする広口

査、広口短頭鉢、広口直口鉢、調理具形態を除く広口鉢各種、細頭壷・散水器形細頭壷がある。

このうち、それぞれの機能・用途において量的に安定した位置づけを持つのは、広口壷、広口

鉢各種および散水器形細頭壷である。広口壷については、先述のようにシュンガ朝期層にさか

のぼって新たな要素が登場し、クシャーン朝期に定型化する傾向を示す。広口鉢ではA形式が

シュンガ朝期に新出し、 D形式がクシャーン朝期に加わる。比較的容量の大きな食膳具もしく

は貯蔵具として、従来になかった需要がそれぞ‘れの時期に生起して創出されたものであろう。

散水器形細頭査については、先行形式を持たずに突如として現れた器種であり、その特化した

器形・機能から、従来に存在しなかった儀礼行為が同時期に出現もしくは普遍化した結果、創

出されるにいたったものと考えられる。

NBPW後期以降に加わる器種において注目されるのは、広口鉢を除く、広口壷・散水器形
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表 2 北インド・クシャーン朝期土器様式成立過程模式図

PG W土器様式 NBP W土器様式

精製土器様式

－精製土器の組製化・衰退
・赤色形軟質土器既存形式の
衰退

前 3 世紀

,,, 、、

精製土器様式

以来の存続形式

NBP W後期新出形式

群一M
E
E・
＆v

滅 クシャーン朝期土器緩式に

存続する一群

前 1 世紀

新出する要素・形式

後 1 世紀クシャーン朝期土器様式

細頚壷が宗教的な側面を内包している可能性があることである。言い換えれば、容器としての土

器の直接的・機能的属性だけでなく、それに関連して付与される非機能的属性がここにみられる

のである。 NBPW後期に出現・存続する器種はいずれも機能的属性が優先される器種であった

ことを考えると、これら新出器種・要素における非機能的属性の付与は興味深い。すなわち、 N

BPW後期以降になると、土器様式は機能的属性が優先される部分と非機能的属性が重視される

部分とに分離し、非機能的属性を保有する器種の成立をもってクシャーン朝器土器様式が成立し
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ていることが理解できょう。

このクシャーン朝期の土器様式を特徴づける新出要素の出現過程は、広口査のスタンプ文の

祖型がクシャーン朝期土器様式の成立以前すなわち前 1 世紀にさかのぼり、散水器形細頭査が

それに続くという状況であって、スタンプ文の定型化も合めて前 1 世紀～後 1 世紀の聞に成立

したことがわかる。したがって、クシャーン朝期土器様式の成立については、これら非機能的

属性の登場を基準にとるならば、この時期にこそ、その成立要因を探ることが必要となろう。

精製土器を特徴とする土器様式の解体という N BPW後期の不安定な土器様相を、再び安定相

へと駆り立てる社会事情が前 1 世紀～後 1 世紀の時期に存在したのである。とりわけ、変化の

契機となる前 1 世紀の土器様式にかかわる諸要因が、土器様式にとどまらず、北インドの社

会・文化展開の解明の面で重要な意味を持つであろう。

また、クシャーン朝期土器様式の広域的性格についても触れておきたい。 N BPW後期には

PGWと N BPWという前 1 千年紀中葉を特徴づけた 2つの精製土器が衰退し、粗製化した精

製土器および平底浅鉢Aを食膳具とし、旧来の壷・費および新出の器種を貯蔵具・調理具とす

る器種組成が北インド各地に普遍化して、北インドの土器組成は統一された。クシャーン朝期

においても北インド全域に共通する器種組成と非機能的属性が分布していることからすると、

ここにも北インド土器様式の統一の達成がみられる。このことは、 N BPW後期に統一化の契

機を持った土器様式の動きが持続・発展し、クシャーン朝期土器様式の成立過程において有意

に機能し、北インド各地に共有される新たな土器様式が形成されたことを想定させる。 NBP 

W後期の土器様式がそれ以前の土器様式の解体・再編過程であり、続くクシヤーン朝期土器様

式成立までの変化が繰り返される移行期であったと考えるならば、 N BPW後期を通して北イ

ンド土器様式統一化の動きが進行し、北インド・クシヤーン朝期土器様式の成立をもってその

統一化の動向は完成されたということができょう。

ここに、 N BPW後期土器様式からクシャーン朝期土器様式の移行過程における、北インド

内部での土器使用・製作に関する地域間交流の発展と統合化への動きがみることができる。し

かも、クシャーン朝期土器様式の成立において重要な意味を持つ非機能的属性の共有化は、土

器の使用・製作の統一化が単に土器の機能面および製作技術の伝播にとどまることなく、北イ

ンドの社会・文化の観念的側面に及んでも統合化の動きが進行している社会的状況を示唆して

いる。この点において、クシャーン朝期土器様式の成立過程における地域間交流と統一化現象

が、当該時期における社会現象の表出であることが理解できょう。むしろ、土器の使用・製作

の統一化は、当該時期の北インドを取り巻く社会情勢を反映したものであるといえる。

北インド・クシャーン朝期土器様式の広域的性格は、北インド内部にとどまらない。それは

散水器形細頭壷の分布に示される、周辺地域の土器様式との関わりである。クシャーン朝期の

仏教寺院にみられる半球形鉢もまた、この脈絡の中で捉えられるかもしれない。すなわち、北
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インドは、そのクシャーン朝期土器様式の発展過程において、北西・西・南インドとも土器様

式の一部を共有する現象がみられるのである。散水器形細頚壷や半球形鉢というきわめて宗教

的な性格をおびた器種に限定されているため、そのつながりは必ずしも土器様式全体の影響関

係を示唆するものではないが、各地域聞の結びつきの中で、特定器種の共有化を促進する地域

間交流が存在したことには注目すべきであろう。それはまさに前 1 千年紀後葉以降の亜大陸各

地を結ぶ交通路網の発達を基盤とし、さらに西暦紀元前後以降の対地中海交易を軸とした西方

との交易活動の発展によって促進された、地域間交流を背景にするものと考えられる。

6. グプタ朝期土器様式への展開

ここでは、北インドのクシャーン朝期土器様式がグプタ朝期にいたってどのように継承され

変質したのかについて、簡潔にまとめておくことにしよう。

グプタ朝期の土器資料はクシャーン朝期以上に報告例が少ないのが現状であり、北インド全

体にわたって見通しを述ベることは難しい。したがって、ここではサへート遺跡での事例をま

とめることによって、今後の研究の方向性を示すことにつとめたい。

サヘート遺跡においても、グプタ朝期以降の煉瓦の抜き取りによる擾乱が著しく、あわせて

大規模な整地の実施によって、クシャーン朝期に続く土器相を示す資料を得ることは容易でな

かった。続くポスト・グプタ朝期に関してはやや良好な資料が得られており、クシヤーン朝期

とポスト・グプタ朝期のそれぞれの土器相の比較からグプタ朝期のあり方を推測するという方

法を採ることとなった。本稿では、この時期の土器様式について詳述するのが目的ではないの

で、筆者の検討結果を示すにとどめ、詳細な議論は今後の課題としたい。

グプタ朝期には、平底浅鉢Aが形態変化を起こし、より薄手化・法量の規格化が進行するよ

うである。平底浅鉢のほかに食膳具の主体となる器種はなく、クシャーン朝期同様、この器種

が食膳具構成の中心であったと考えられる。

壷の場合、広口壷が主体であることはクシャーン朝期から変化がみられない。口頭部の形態

としては回線文口縁系と袋状口縁系が目立っており、三角口縁系・複合口縁系からの移行・転

換が生じているようである。回線文口縁系の口頭部形態はポスト・グプタ朝期にさらに発展し

ており、グプタ朝期におけるこの口縁系の主体化はその後の広口査の展開において決定的な意

味を持っと推測できる。また、ポスト・グプタ朝期にはスタンプ文が完全に消滅しており、グ

プタ朝期層出土の回線文口縁系の広口壷に若干スタンプ文の施文がみられることから、ク

シャーン朝期広口壷の構成要素の一つであったスタンプ文は、グプタ朝期を通して衰退に向

かったと考えられる。注口については、ポスト・グプタ朝期にまで注口付広口査が存続してお

り、広口査と注目との関連性は維持されたようである。しかしながら、花形座注口の消滅など、

クシャーン朝期の特徴は喪失する。
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調理具においては、把手付の浅鉢がクシャーン朝期のものとは形態の変化を伴いつつも存続

しており、明確な断絶はみられない。ポスト・グプタ朝期には鍔付塙が加熱容器の主体となる

ことから、グプタ朝期からポスト・グプタ朝期にかけてのある時期において、調理具形態にも

大きな変化が生じているようである。

このようにみてくると、グプタ朝期の土器様式はその器種構成においてクシャーン朝期から

の大きな変更を認めにくいが、クシャーン朝期の各器種に特徴的であった器形の細部形態の多

少の改変もあり、かつ広口査に代表されるクシャーン朝期の非機能的属性もまた消滅する。注

目付の広口壷は存続することから、広口壷と水との関連性は当時の使用者側の意識上維持され

たようであり、スタンプ文の衰退傾向もその表現形態の変化を示すものかもしれない。総じて、

グプタ朝期土器様式はクシャーン朝期土器様式の延長線上にあり、クシヤーン朝期土器様式が

なした器種構成の確立は、紀元 1 千年紀中葉に及んでもその意義を失うことがなかったといえ

るであろう。

7. おわりに

以上、サヘート遺跡出土資料を基礎として、北インドのクシャーン朝期土器様式について検

討を行ってきた。その結果、 NBP W後期に始まる土器様式の解体・再編が行きつく姿を、あ

る程度まで明らかにできたように思う。現状でわれわれに欠けているのは、とりわけ定量的な

分析視点であり、土器様式の解体・再編の過程においてどのような数的関連のもとで各器種・

各形式が消長していったのかをこれまでまったく具体的に示すことができなかったのは、現在

の南アジア考古学全般におよぶ限界であり、今後改善・発展されねばならない問題である。

また、文化時期の設定およひ、その呼称についても、問題を提起しえたと考えている。それ

は、クシヤーン朝期土器様式の成立が遅くとも後 1 世紀にあり、その母胎は前 1 世紀にさかの

ぼる可能性によって示されるものであって、文化時期に王朝名を当てることによって生じるイ

メージとの阻酷を指し示している。これまで大体の時期的併行関係をもとに、充分な批判的議

論を展開することもなく王朝名が当てられてきたため、一見土器様式と王朝とのパラレルな関

係が想像されるような結果を生み出してきたが、北インドに関していえば、該期の物質文化の

形成に王朝が積極的に関与しているわけではないことがここに明示された。文化時期の創始年

代と終末年代を明らかにすることによってはじめて、物質文化形成の背景となる社会的要因に

ついて考察する手掛りを得ることができ、かくて社会的要因の一つである王朝との関連性の解

明に着手することができるようになるはずである。当面の課題となる北インドの文化時期の設

定とその年代論については、クシャーン朝期にとどまらず、前 1 千年紀から後 1 千年紀全体を

視野に入れ、名称の再考も合めてあらためて論じる必要があろう。
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本稿は、インド考古研究会1996年度サマーセミナー「土器の文化伝統一継承と変容一J において口頭

発表を行なった内容の一部であり、その後の知見を合めであらためて作成したものである。発表に際し

ては、参加者の方々より貴重なご教示を頂き、またサへート遺跡出土資料の整理作業において米国文孝

氏より頂戴した多くのご教示を本稿作成の基礎とさせて頂いた。このほか、以下の方々より本論文作成

において、資料観察、文献収集等も合めて、多くのご教示・ご助言を賜った。ここに記して深謝申し上

げたい。 RS. Bisht K.C. Nautiyar S. Srivast沼田 D.K. Singh N.K. Sinha P. Callieri 海遁博史北山

峰生正岡大美（敬称略）

註

1）それぞれの文化時期の年代続については、サヘート遺跡では貨幣などのおおよその年代が判明する

遺物が僅少で、あったことから、一部で得ることのできた14C年代測定値を参照するとともに、北イン

ド他遺跡の出土遺物との比較によって、これまで北インド一般に用いられている王朝名を採用する

時期区分を設定した。しかしながら、クシャーン朝のように北インドへの進出がいつの時期なのか

判然としない場合があるのに加えて、王朝の興亡と文化の変化が一対ーで対応するのかどうか、こ

れまでのインド考古学においては詳細な年代観の検討をふまえた時期区分論はほとんど展開されて

いない。

2）本稿において形式分類の方法として導入した視点は、米田氏がサへート遺跡発掘調査報告書の中で日本

の古墳時代古式土師器に関する寺沢 薫氏の成果を引用しつつ採用したものと、基本的に同じである。

ただし厳密には、 3 次形式以下の分類においては、分類基準と形式の表示名が一貫していない場合があ

る。これは本稿での分類は本稿の目的を超えないレベルで、必要に応じて各器種各形式の特性を重視

して分類を行なっているためである。なお、寺沢氏の形式分類の視点については以下を参照されたい。

寺沢薫編 1980 『六条山遺跡』奈良県立橿原考古学研究所

寺沢 薫編 1986 『矢部遺跡』奈良県立橿原考古学研究所

3）検討対象とした形式の抽出にあたっては、基本的にサへート遺跡各地区におよんで複数個体同形態

のものが認められるものについての形式を設定した。本稿が形式分類を主目的とするものではない

ため、本稿の目的に添った形で、理解を妨げないよう、煩雑にならないよう形式分類を行なった。本

来的には、資料の形式分類および形式名については米田氏による分類を優先すべきことはいうまで

もない。

4）ただし、粘土紐積み上げ後に犠績を使用している可能性もあり、特に口縁内轡部においては体部成

形後に粘土を貼りつけてさらに犠績を使用して調整を行なう可能性もある。現状での資料の断面観

察ではその製作技法を断定しうる証拠がないが、今後慎重に検討を重ねていく必要がある。

5）報告書ではクシャーン朝期に措定されたG-11調査区第III層において皿が出土しているが、この第III層

は少なくともその一部が土器資料の様相および1℃年代値によりシュンガ朝期にさかのぼる可能性が高い。

6）本稿でトリラトナ形文とした文様の呼称については、注意すべき点がある。それは、この文様がナン

ディーパダとも呼ばれることにも関連するが、名称によって文様に与えられる宗教的意味が異なると

いうことである。トリラトナは仏教あるいはジャイナ教の「三宝J を意味し、ナンディーパダは「ナ

ンディー（ヒンドゥー教の聖牛）の足」を意味する。したがって、文様が持つ複数の宗教意味を重視

するかどうかによって、名称の差異が生じることになる。さらに、古代インドにおける象徴文様の発

展の過程をみると、この文様は仏教やジャイナ教が三宝を表す表現として採用する以前から存在し、む

しろ仏教やジャイナ教が借用したものと考えられる。また、この文様は仏教・ジャイナ教美術におい

ても「三宝」を表す象徴としてのみ使用されているわけではなく、仏教・ジャイナ教に関係しない器

物においても登場していることから考えると、本来の文様の意味は「三宝J としての狭義の意味のみ
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を有するものではないことは明らかである。ナンディーパダという名称においても同様であり、その

名称によって照らし出される象徴文様のー側面がどこまでその意味体系の全体性をあらわすのか、詳

細な検討がなされていない研究の現状では評価し得ない。本稿では、便宜上「トリラトナ形文J とい
う名称を用いるが、文様そのものを指示するための目的で、あって、その呼称には何ら宗教的意味を付

与していない。

7) Altekar氏は、パータリプトラ遺跡クムラハール地区において出土した同様の穿孔を伴う細頚壷Cに

ついて、仏典にdharma-karaka と記される仏器である可能性を指摘している。筆者はその仏典原典に

ついては未確認であり、 Altekar 氏の指摘を記すにとどめる。

8）西インドでは、西暦紀元前 1 世紀～後 5 世紀ごろに措定される赤色磨研土器（Red Polished Ware) 

において、散水器形細頚壷が報告されている。赤色磨研土器の起源については、地中海起源説や在

地起源説など諸説があるが、その初現時期とともに起源については未解決の問題が多い。加えて、西

インドにおける散水器形細頚壷の初現についても、必ずしも明確になっているとはいえない。

9) G地区第III層の年代観については註5 に同じ。

10）パルメット文である可能性を持つ。

11）この f 字形の文様については不明であるが、上述のG一III調査区第III層出土の広口壷破片の十字形文

と同ーのものである可能性がある。

12）サへート遺跡で採集された試料のt4C年代測定値については、 G- I 調査区の煉耳敷床面下層の灰層

から得られた試料と、 E地区A2Qd.IV深掘試掘溝より採集した試料の測定値が参考となる。いずれ

もクシャーン朝期以前の土器の様相を呈する層であり、シュンガ朝期層の年代措定の一助となろう。

年代値はG ・ I 調査区の 2 点が 2040 ｱ 35BP (KSU・1944）、 2010 ｱ 15BP (KSU1949）、 A2Qd.IV 深

掘試掘溝の 1 点が 1940ｱ 30BP (KSU・1743）で、前 1 世紀初頭から後 1 世紀初頭の年代を示してい

る。とりわけ前者の試料が火災に伴う灰層から採集されたことを考えると、シュンガ朝期の土器を

伴う火災直前の時期は遅くとも前 1 世紀前半、一段階早く見積もれば前 2 世紀後半までさかのぼる

可能性が示唆される。

13) S.P. Gupta 氏は、簡潔な検討ではあるが、 トリラトナ、シュリーヴァツサの象徴的文様表現の起源

について考察を行ない、その出現の背景に水信仰の存在を説いている〔Gupta, 1980〕。また、 S

Sharma氏は古代インドの象徴表現を網羅的に検討する中で、トリラトナ、シュリーヴァツサ、スヴ、ア

スティカ、タウラインにも言及している。それぞれについて文献史料を引用しつつその意味、初現

時期、類例等について検討しているが〔Sharma, 1990〕、太陽信仰、牛信仰などとの関連を示唆しつ

つも明確な結論には達していない。筆者はこの問題について、ここで詳細に論じるカを持たないが、

これらの文様が著しく発達する前 1 千年紀後葉以降の古代インドでは、植物・水への信仰を根底に

置く自然崇拝が高度に発達していたことは明らかであり、トリラトナ、シュリーヴァツサなどの象

徴表現もまた、そうした自然信仰を精神基盤に置いていると考えられる。事実、象徴表現に水・植

物の関わりを示唆する表現が取り込まれた例が多くあり、象徴表現自体からも、植物・水信仰の存

在を指摘することができる。

14）キャリネート・ハンディーとは、無頭で口縁端部から大きく肩部にかけて聞き、鋭く屈曲して丸底

の半球形体部に接続する器形を持つ器種である。 NBP W後期に特徴的な形式で、 NBP W、灰色

土器、赤色土器それぞれにおいて製作されている。 N BPWのキャリネート・ハンディーについて

は煮沸具としての機能に疑問があるが、灰色土器・赤色土器の個体には底部が煤化した個体が知ら

れており、煮沸具として供用されたと考えられる。

15）インド亜大陸内における散水器形細頚壷の機能・用途の特化はもとより、儀礼行為に直結した散水

器形細頭壷は、『水瓶」あるいは「浄瓶J としてその形態をほとんど変えることなく東アジアに伝え

られている。日本における法隆寺蔵の金銅製品や灰紬陶器、朝鮮半島における磁器製品などはその

系譜を引く実例である。インド亜大陸において宗教儀礼行為に関連して登場した散水器形細頚壷は、
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仏教と結びつく形でその特化した機能・用途を変更することなく、東アジアにもたらされたのであ

る。インドから東アジアへの伝播過程については現状では判然としないが、西暦紀元後数世紀にお

けるインド亜大陸の国際性を示す証左といえよう。

16) B.B. Lal氏による報文と、インド政府考古局の許可のもと筆者が実見したプラーナ・キラー遺物管理
局保管資料による。

17）インド政府考古局の許可のもとでの、プラーナ・キラー遺物管理部に保管される資料の実見による。

18）各時期の年代観は Hartel 氏によって措定されたものである〔Hartel, 1989〕。

19）円形の花形文の中にトリラトナ形を配置したスタンプ文も存在する。

20) v期には、 トリラトナ形スタンプ文の土製スタンプ原体が出土している。ソーンク遺跡近郊に所在

するマトゥラー遺跡においても多様なスタンプ文を施した広口壷体部破片が出土しており、トリラ

トナ・花・葉・スヴァスティカ・シュリーヴアツサ・ハンサ・亀あるいは魚・ S字・波・菱・タウ

ライン形などがみられる。また、花形文と組み合わせて連弧文を採用する個体もみられる。また、施

文形態については、櫛描沈線丈が発達した例はみられず、 1 ～ 2 条の沈線もしくは段で文様帯を区

分し、 2 段にスタンプ文を施す形式が一般的であるようである。なお、マトゥラー遺跡の発掘調査

については正式な報告がないが、インド考古局ニューデリ一本局において、写真閲覧という形で資

料の観察を許可して頂いた。

21) ラージガート遺跡 I C期における半環状把手付広口鉢に伴う半環状把手はその基部外側左右にそれ

ぞれ 1 個ずつの角状突起を持ち、クシャーン朝期のものにはみられない特徴となっている。この角

状突起を持つ半環状把手は、前 1 千年紀後葉にかぎってみられる特徴で、アトラーンジケーラー遺

跡、ラージガート遺跡、タキシラー遺跡などに類例がある。

22）ただし、クムラハール地区では前 150 年以前とされる I 期の層から散水器形細頚査が報告されてお

り、北インドの他遺跡の散水器形細頚壷の年代観と大きな黍離がみられる。これを発掘時の混入と

みるか、散水器形細頚壷の初現を引き上げるか、その判断は難しい問題である。本稿では、サへー

ト遺跡の事例をもとに散水器形細頭壷の初現を紀元 1 世紀に措いたが、この見解を北インド全体に

敷術するには現状では難しく、また散水器形細頚壷が北インド外の周辺地域にもみられることから、

その初現年代および起源地については今後の調査の進展に侠たねばならない。

23）ヴァイシャーリー遺跡が所在するガンジス川中下流域では、パータリプトラ遺跡やソーンプル遺跡

のほかには、資料が正式な形で報告された事例が極端に少なく、ヴァイシャーリー遺跡で主体とな

る形式が地域内ではどのような動向を示しているのかさえ、明確にすることが困難な状況に置かれ

ている。しかしながら、この地域は北インドでも盛んに発掘調査が行なわれている地域の一つであ

り、今後の整理・報告作業の進展が侠たれる。

24）サヘート遺跡では寡少であった屈曲口縁系の広口査がヴ、アイシャーリー遺跡では主体的に出土して
いる状況を積極的に評価すると、サへート遺跡の出土例は非在地系もしくは搬入系の形式である可

能性が考えられる。この点に関して、現状で断定することは難しいが、在地・非在地、主体・非主

体の解明は、当該期のみならず、今後進捗されるべき大きな課題である。

25）多岐にわたるスタンプ文は、その配置にもサヘート遺跡にはみられない規則性がある。例えば、連

弧文は山形に連続して施文し、各文様単位が左右端部で接する位置にトリラトナ形などの単体のス

タンプ丈を配置するという特徴を持つ。また、上下 2段の文様区闘においても、上段には幾何学文、

下段には象徴文様あるいは形象文様を施すという例があり、多種類の文様を不規則に混在させて配

置するといういずれの遺跡にもみられる傾向は認められない。また、多種類のスタンプ文の中には、

ハンサや魚・亀形など、水辺に住む動物が存在する点が注目される。広口壷に施文されるスタンプ

文に、古代インドで好まれた牛や象、馬ではなくこれらの水に関わる動物が選択されている点にも、

観念的・象徴的に水と関わる広口壷の意義を確認することができょう。

26）サヘート遺跡において、肩部施文形態 II が肩部施文形態 I に先行して存在する可能性を重視すると、

61 



北インドの他地域同様に、サへート遺跡でも肩部施丈形態 II が導入されたのち、サヘート遺跡に土

器を供給する在地工人が独自に肩部施文形態 I を特化・発展させた可能性を想定することもできょ

う。また、スタンプ文についても、 トリラトナ形が主体化する以前の段階に多様な文様構成が肩部

施文形態Hに随伴して存在していた可能性が高く、北インド各地に通有の文様構成から在地的な文

様構成への転換が行なわれた可能性がある。
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