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パローチスター における人物土偶に関する

一関山市立オリ ント美術館の資料紹介を兼ねて-

杉彰記※ 

Notes on Terracotta Human Figurines from Balochistan 

with Introduction of the Collection in Okayama Orient Museum 


Akinori UESUGI 


This paper focuses on terracotta hurnan figurines frorn prゃ/Early Harappan period in 

Balochistan, with descriptions on the collections of Ok勾澗na Orient Museurn. Terracotta 
hurnan f�urines frorn Balochistan have been discussed for a long tirne since their first 

discovery by Sir Aurel Stein during the late 192ぴs. Excavations at Mehrga汁1 and Nausharo 

added enorrnous inforrnations on thesεfigurines， providing 設 firrn chronological sequence 

for this kind of artefacts. Based on these prεvious works, this p設per disωsses the historical 
significance of these terracotta figurines in 註1e process of the forrnation of cornplξx societies 

during the prεイ蕊arly Harappan period that leads to the Indus urban society. 

1 はじめに

本稿では、岡山市立オリエント美諾館(以

下、オリエン と略称〉所蔵室料の紹

介を兼ねてパローチスターン高援における人

物土揺の変遷について論じるのがE的である。

西南アジ、アt政界においては、農耕の開始と

ともに女性をかたどった土鵠が出現する。一

般的には女性のもつ出産能力と大地の生産力

が同一視されたt臨時神と理解され、農耕儀礼

の一閣の中で慰鱗な祈願するための道具とし

て位置づけられる。パローチスター

おいても前 7000~詰 6500 年にパロ…チス

ターン高諮の東縁部での農耕村蕩社会の成立

にともなってま:偶が出現し、それ以降、スタ

イルの変化を繰り返しながら屡脅していくこ

とにな 

3 千年紀後半を中心どするイ

ス文明朗においても土偶が製作された。粘土 

そ加仁して特定のスタイルをもった土偶を製

作・使用するという伝統がバローチスターン

高僚からインダス平原にかけての地域におい

て毅づいていたことが推諒される。

タイルをもった土璃が一定の地域

整諮のゆで製作・護用されるということは、

その資援に地域社会のまとまりが投票3されて

いる可能性が高い。ゆえにその詩空間事実上で

の変議は地域社会の動向そ反模しているとの

土璃変遷の様態を棺議するこ

とは地域社会の展開を明らかにすることにつ

ながるであろう。

パローチスターン高原におけるこ上偶の変遷

については多くの研究者によって検討が加え

られ、変遷の大略が理解されるにいたってい

るが、本穏ではそれらの先行研究に導かれつ

つ考察を加えることとしたい。
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ロゴーマ J~式士銀 

o'J'Y1)武士機

組ジ沼町ブ武士銀

・その鋤初期ハラッパー文化綾織の渚量産

阪 1 各土{廃棄襲警設立〉分布(筆者作成)

遺跡の発議にはじまる。男女を含む多様な人 

2 研究抄史 物土偶が発見され、インダス文明者主代表する

器物のーっとして捉えられた(以下、ハラツ

インダス文明前後の時代における人物土 パー式土棋と時ぶ、)。

調の発見は、 1920 年代のそヘンジョダロ 一方、パローチスタ…ン高原では Aurel 

CMohenjodaro)遺跡とハラッパー (Harappa) Stein が 1927 年に北部地域、 1929 年に南
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3長? 綴年表(繁華?作成)

メへんガJ~ ナウシャロー ダンプ，サデート グムラー ラ7守山ン・デーリ Lーワーンシェーリ 八一ン・ 7ぅカイ ムンディガ宇ヂへ・モラシ・ゲンダイ 
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部土器域社踏査し、衰弱採集および試握議室まで

ハラッパー式土偶とは異なるこt斜を発見する

こととなった (Stein 1929, 193 1) 0 北部地

域の調査では大きくくほ、んだ丸い隠そもつ女

性士舘が発見された。この特散なもつ土偶は 

1950 {ドに行われた W. A. Fairservis による

ペリアーノ・グンダイ (Periano Ghundai) 

選勝の発掘調査でも出土し、 fジョーブ式地

時神像J (Zhob Mother Goddess) と呼ばれ

ることになった(以下、ジョーブ式土鍔と

呼ぶ) (Fairservis 1952, 1959) 1 にさらに、
このジョーブ式土偶はクエッタ盆地に所在

するダンプ・サダート (Damb Sadaat) 遺跡

で、も出土し (Fairservis 1956)、パローチス

ターン言語諒を特徴づける土餌類悲!として認

議されることとなる。さらには、アフガニス

タン南部のカンダハール近郊にあるムンディ

ガ、ク(恥1undi伊k) 遺惑やデヘ・モラシ・グ

ンダイ (Deh Morasi GhundaO 遺跡でも報

告されることとなった (CasaI1961; Dupree 

1963)。

、南部地域においては、 Stein による

クッリ (Kulli) 遺跡やメ…ヒー (Mehi)遺

掛の調査で、北部地域のジョーブ武士銭とは

奨なる特徴そもつ女理士偶が多く発見された 

CStein 19300 1960 年代に されたニン

ド…ワリ (Niれdowari) 農跡でも同様の斜

している (Casal 1966) 。

その後、 1970 年代になると iーは Casal が

し、るフランス縁によってパローチスターン

高原中央部東緑に{支援するカッチ…乎原の瀦

査が開飴される。ピーラクくあrak) 遺跡に
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はじまり、 Casal を議選いだ J.-F. Jarrige によ

るメヘルガル (Mehrgarh) 遺幹、ナウシャ

ロー (Nausharo) 遺跡の謁変である。メヘ

ルガル滋跡では前 7000~前 6500 年にさか

農耕村落選議が発見'ðれ、前 3 千年記

での文化編年が構築されることになっ

た(Jarrige， C. et al. 1995)0 これによっ

偶の拐環が続開農耕村落の時代にまで遡上す

ることが明らかになるとともに、その時期的

れることになったのである。ま

前 3 千年紀前議に閥住がはじまった

ウシャロー遺跡でも;知器ハラッパ一段髄から

ハラッパ一文化段階にかけてのこ上偶が出土

し、多くの知見をもたらしている(Jarrige， C. 

1997)。

また、パローチスターン高原北部東縁に

詑置するゴ…マル地方やパンヌ一地方でも 

1970 年代以降の発掘調査によって新たな土

璃類裂が発見され、かつてはジ、ヨーブ式土語

しか知られなかった北部地誠において、土偶

期型の地域性が存在することが知られるよ

うになった (D議出 1970-71; Durrani 1988; 

Durrani et al. 1991)0 

こうした発掘調査で得られた資料に対する

分析・考察についてはく二 Jarrige によるニン

ド…ワリ遺詩、メヘルガル遺跡、ナウシャ

ロー遺跡の出土資料の分析がある(Jarrige， 

C. 1984, 19引， 199 7) 0 カッチー平原の土

器の変混在一次資料iこもとづいて論じたもの

で、 Stein 以来層位的に招擬されることの少

なかった土韻資料校時際戦上に位置づけた意

義は大きい。このほかには各選踏の発槻調査

報告書の中で換討・考察される場合がほとん

どで、体系的な資料の収集・分析にもとづい

たものは少ない。

一方、日本国内では主義朗博子、宗蓋秀軒、

米~あかね各氏の研究がある(鎌田 1998，

宗基 2004，米山J 2006)。議出誌はメヘルガ

ル遺跡出土:の女性形土偶について ι]arrige

の論議予を基礎とし主がらその変遣を把握し、

あわせてメヘルガル遺跡の調査以訴に揺られ

ていたジョ…ブ、式土器やクッリ式士:{誌の特撮

。その上で各二上{鶴美民間がパローチ

スターン高原を広く読する土偶の f云続に

闘っていることを指摘している。

宗基氏はパロ…チスターン高原に知られる

ゴーマル式ニ討路、ジョーブ式土錦、クッリ式 

ti譲についてその特徴をまとめるとともに、

それぞれの時空間轄ぷこおける佼置づけを記

し、各類型が相瓦にどのような関係にある

のか考察している。また、土器類型の消長を

ハラッパー文{との成立と関連づìttで論じてい

る。その中で拐顛ハラッパ…文fヒ段i議終末の

パ口…チスターン i霧器中央部に男性形土揺が

出現することの意義考文明社会成立過程にお

ける男性原理の様、立という翠点から評価恥を試

みている。

米ÜJ氏は「トチ・ゴーマル期ま;鶴ゴと fシェー

リ・ハーン・タラカイ期土偶j を設定し、両

者の共通点を見出すとともに、トルクメ

スタン画部のイルギンリー・デベCIlgynli 

Depe) 遺跡やヤランガチ・デペ CYalangach 

Depe) 建議:お士の土偶との箆連性を論じて

いる。パローチスタ…ン路線の土鵠変遷の背

設に広域地域罷交流を兇出す試みである。

一方、インダス文明鶏の土偶に関しては、 

Ardel倒nu-Jansen や Sherri Clark らによっ

て研究が議められている CArdeleanu・]ansen 

2002; Clark 2005)。障者のííJf究規点に通じ

るのは、女性患二上簡を地母神像とみなしてイ

ンダス文明織の土縄の多様性を単純{としてき

たこれまでの籾究経緯への批判である。

インダス文明期になると、初期ハラッパー

文化段蕗のパローチスタ…ン高原の土偶とは

スタイルを一新したハラッパー式土調がイン

ダス平原部において出現するが、男女双方を

含むほかに多様主細部表現を特徴とする。網

羅的設資料集成 iこちとづく多様性の検討が 

Clark によって進められつつあるが、スタイ

ルの一新と多様性は初期ハラッパ一文化段構
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の土偶どの系譜上の断簡を嬰示している。パ

ローチスターン高原とインダス王子露、初期ハ

ラッパ一文化段階とハラッパー文化段蕗のそ

れぞれの土偶のもつスタイルの濃いとそこか

ら推測される系譜関係の馬関をどのよう

み解いていくか、さらなる検討が要議されよう。 

3 関山市立オリエント義術館所蔑
資料の検酎

本章ではオリエント美術館に所j議される 8

点の人物士:偶について紹介す噌る c いずれも出

土地は不明であるが、各資料のもつ特散から

推糊すると、パローチスターン高原中央部の

ヵ、ソチ一平原務辺からクエッタ誌慾近郊であ

る可能性が高い。

1 オリエント美術鵡管選番号製 143 “ 2731

(以下開様) (鑓 2 : 1) 
lさ lO.5cm 

争反 3.6cm 

原さ 4.65cm 

色調淡樺色(スリッ し)、黒彩

飴土 -轄良

長好

完彰の女性形土偶である。両手を前方に差

し出し、謀総は軽く曲げて精子に腰掛けたよ

うな迩勢そとる。また、特部を後方に突き出

ってし、る。

は粘土紺の貼りつけによって、頭髪

びその上から懸けた頭務または布と推定

される表現がみられる。~員長年状の表現は向

かつて政側では著しく蛇行して主肩ま

する。誕のお側では緩やかな曲線を描いて左

肩上織に及ぶ。頭飾状表現と頭髪表閥の境に 

1 ケ所ずつ小さな粘土壇を鮎りつけてい

るが、留め飾の表現であろうかつ頭髪は額の

や央で左右に分けた表現となっている。

前方に突き出し、その左右に粘土を貼りつけ

刺突を加えて盟が表明されている。蝦の悶部

には思彩が施されている。口は表されていな 

い。鋭部背面には議指名から左肩に向かつて

ように粘土総を鮎りつけている。頭

りも頭飾に付属する帯と考えた方がよい

であろう。

首には 6 連の首長布表現が粘土紐匙りつけに

よって註されている。議下段中央にはさらに

円形の粘土板を貼りつけている。胸には丸く

出した乳房があり、さらに粘土粒の貼り

つけによって乳設を表す。月壊のくびれは Z に

比較すると弱い。謁頴]辻太腿の部分では識し

ているが、膝からドの部分では間に隙間そ設

け、つま先の部分で再び接するように成形さ

れている。定および手には短沈線によって指

の表現がなされている。 

2 製 144ω2732 (図 2 : 2) 

高さ 12.0cm 

編 4.5 5cm 

2.35cm 

色謡黄告住(スリップなし入黒・赤彩

飴土按・務長

焼成良好

一党完形の女性器土鎮のごとくみえるが、

胸より上と下の部分は君IJ俗体で、 filij者を接合

して完形にみせかけたものである。明らかに

遺跡から掘り出されて以降の所作である。

頭部からみていくと、頭髪表現とそのに

憩けられた布のように表廃された 2 壌の粘土

貼りつけから諮る。外側の布状表現のうち向

かつて左側部分は左肩まで最下しており、そ

の部分に円形の粘土抜かfÞ状表現の上か

りつけられてし、る。本来謀部背面には、 ζ の

布状表現のさらに外側に突出する粘土版が鮎

りつけられていたようだ、が、欠損している。

務出向かつて左鎖には沈線状の i内部の一部が

残っており、時間;こ乞侍らかの細部表環が

あったことが推測できる。また、正面の布状

表現のうち内撲の部分と踊部背面には黒彩が

議されている。頭髪は左右lこ分けたように表

れ、その分け践に治って縦方向の絵土超



6 鈎!1!子容:立コぎり二五ント美術総務究紀要 第 22 巻 2008 年

。 

〆子、\\ 

i 言 l 
; 1¥ 

''1 立

一
一
回
一


部援傾体
彩
彩

別
黒
赤

10cm 

図 2 向山市立オリエント遣を術館所蔵土偶 実演1]図 (1)(2:3)(筆者爽滅。作成)
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が貼りつけられる。この頭髭の部分にも自1

に黒彩が残る。

識は欠損しているが、 1 胃援の形態であろ

う。その左右に法大ぎな龍が表現されている

が、その表現手法は l と同様に粘土を貼りつ

けたのちに大きく刺突を施すという手法であ

る α 組の間部内閣は最奥部をのぞいて黒彩さ

れている。薄く粘土板を鈷りつけそのとから

封線そ施して日を表現する。

ら鞠にかけての部分では 8 連の首飾が

粘土親貼りつけによって表されており、さら

に赤彩を放射状に絡す。胸には大きく乳房が

表現され、その]資部には粘土粒の貼りつけに

よる乳首の表現がみられる。両腕は大きく欠

損する。

別個体に由来するド半身は輯 1.25cm の細

い殺のくび、れから脳 2.20むm な瀦る轡部へと

いたり、緩やかに響曲して伸びる脚部へと続

く。 1 に比較すると、より直線的である。両

親iは太龍の部分では接しているが、騒から下

は若干左右にr，書いて按ずることはない。

ま先には短沈線による指の表現がある。 

3 雛 148-2736 (関 2 : 3) 

6.0cm 

i挺 3.55cm

厚さ 1.7cm 

黄白色~明樺色(スリップなし)

胎士密・精良

焼成良好

腰のくびれ者若から上が遺存ずる女性形土{識

である。頭きちには頭髪の表現はなく、広い額

となっている。 2 重の粘土黙りつけによって

布状の表現とする。背面でみると、貼りつけ

た粘土緩の端部が明瞭に接されており、画部

全体そ覆うようには意関されていないことが

わかる。

銀は 1 ・ 2 fi:îJ綴に粘とを貼りつけたのち刺

突を施す手法によって表現されている c

大きく突出し、その下に践するように粘土鈷

りつけ十横短沈線による(1の表現がなされて

いる。

首から絢にかけて 6 連の首飾を私上紐貼

りつけによって表現する。胸;こ誌乳房を丸く

作り自すが、 1 ・ 2 に比較すると小さめであ

る。首飾の下織に重泌するようにして粘二t粒

を貼りつけて乳首の表現とする。腕は前腕部

そ欠損するが、軽く酪げて前方に突き出して

いることがわかる G 

4 製 151-2740 (詔 3 : 4) 

高ざ 5.4cm 

事長 3.9むm

厚さ 1.5cm 

色調黄白邑(スリップなC)，

拍土後・精良

最成良好

腰のくびれ蔀から上が遺存する女性形土議

である。頭部の表現は 3 同僚で、 2 重の粘土

貼りつけによって布状表現とする c 内 fMリの布

状表現には黒彩が施されており、あるい誌頭

髪を夜襲したものかもしれない。また、損部

の1.面および銭面の一部に黄彩が殻る。布状

表現の背詣での建理も 3 と何様であり、貼り

つけた粘土経の端部が明瞭に残される。皆吉討

にも黒、彩が残る。

正面をみると、頭髪の表明はなく広い額を

表現する。鼻の…認を欠損し、その左おには

粘土鮎りつけ十刺突によって霞の表現とす

る。日民の間部には全額;こ黒彩が麹されている。

は若干の空間を鐙いて横長粘土酷り

つけ十横短沈線によって口を表現する。

ら胸にかけては 6 :ì連議の首鋳そ粘十

りつけによつて表すが、向かつて右半分は剥

離している。轄には乳房役表現するが、 4 再

様にその鯵らみは小さい。粘土粒によって乳

首を表現する。胞のi斑下の腹部は若干膨らみ

をもって成形されている。雨続投大きく欠損

するが、突出気味に肩は張っている。
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一
司ι， 
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7 

。 

.‘ 別個体接合部
-黒彩

黄彩 10cm8 

図 3 岡山市立オリエント美術館所蔵土偶 実測図 (2)(2:3)(筆者実測・作成)
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5 製 149-2737 (図 3: ち〉 

4.5cm 

l謡 3.5cm 

1. 6cm 

葉自色(スリップなし〉、黒・黄彩

紛土密・精長

憐成良好

胸より上が残る女性形十.偶である。その細

部表現は 3 ・ 4 に共通する。 2 震の粘土苦を

貼りつけ、そのうち内側の部分に黒彩を撞す。

頭部背面Lこも黒彰が議されてい

頭髪の表現はなく、尖り気嫁に突告する鼻

む左右に粘土詰り よる離の表現

があり、鼻の下に横長粘土塊罰金りつけ十横短

沈様によって口を表現する。間の間部には全

面に黒彩が施されている。 

3 ・ 4 との違いは首から胸にかけての表現

で、 3 ・ 4 では多連の飾を表現するのに対

し、本開では 1 枚の粘土抜貼りつけによって

関掛けのよう主表環と急っているつ議の乳房

の表現ち 3 ・ 4 同様に諮らみにかけ、肩掛け状

表現のよから粘土粒を鈷りつけて乳首とする。 

6 製 150-2738 (歯 3 :6) 

6.25cm 

市高 3.4 5cm 

2.15cm 

色調談翠色(頭部、スリッ し〉、議鐙

(調部、業白色スリッ

絵土密・轄良

;焼成良苛

る{固体に由来する頭部と綱部を擁合し

て一つの個体としている。 2 同様に遺跡から

腕り出されて以降に接合されたものである。

ただし、別個体に属するものでありながら、

鋭部も胸部も男性形土絡に属する資料である。

頭部からみていくと、

つけてあたかも布を頭に巻いて被っているか

のように表現する。布状表現のま弱者[íが頭のrtJ

かつて右擦に突出する。農は地{タl同議に前方

く突き出す鷲鼻状を呈し、

結二げさりつけ十軒突による患の表現があ

ていないが、本来は鼻の下に

表現されていた可能性がある。頬の左右にも

粘土板そ貼りつけているが、何を意図したあ

のか判然としない。頭飾あるし

あろうか。瓶詰ISは淡様色を呈し、スリッ

施されていないの

眠部は鰯が張り、遺存部{立でみるかぎり綴

は下方に伸びているようだが、大きく欠摂し

ている。女投形土鵠とは異なり、嘗か

は円形および縦長務内第の粘土較を貼りつけ

る。左右ぬの縦長粘土板は頬左右に貼りつけら

れた粘土から一連のもので、あったと考えられ

る。胸には乳隠の膨らみはなく、粘土粒の貼

りつけによる乳詩の表現のみがある。さらに

胸の臨には縦に粘土紐が匙りつけられてい

る。 ら壊にかけてくびれて下半身

へと続くが、ちょうど遺存範圏の下端の部分

で管部以下の部分と接合していたのが剥離し

ている。明器療な接合痕は観察で、きなかったも

のの 1 ・ 2 でもこの部分を境に別作りの部般

を接合していた可能性が高いであろう。 

7 製 14ト2735 (陸 3 : 7) 

高さ 4.95cm 

lþ言 3.55cm 

2.2cm 

リップ主し〉

指土

焼成

頭部のみが桟る人物土偶である。頭部のみ

の遺作では開性か女性かの宇I Jlj IJは困難であ

る。額の上には端部が弧状を矯く粘土援とそ

の土から識に諮りつけられた粘土器があり、

頭髪の表識である好奇を殺がある。この上から

頭部全体を獲うようにして男11の結土板が貼り

つけられ、その縁辺に円形もしくは稿円形の

粘土塊を連織して貼りつけてし、る。

目と議の表現は 2'~6 に共通するが、 ~Nの

色調
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表組はまったく異なっている。両立芸先織りの

粘土組を吊り日状に貼りつけ、先端の尖った

制い捧状I兵で来IJ突を癒して患の表現として

いる。また、遺お頼関ではやj紫としないもの

の、 2~6 とは異なり、顎の成下から詩鋳そ

のではなく、明確に替の表現そもつ

ようである。詩画には細部表環はなく、ナデ

議整によって社上げられている。 

8 I議 14ト2733 (悶 3 :8) 

4.15cm 

総 3.3cm

尽さ 2.15cm 

色調黄白色(スリップなし〉

胎 f: そもて・精長

;議成良好

騒のくびれ在日から上が殺る男性形;土偶であ

る。他併とはまったく興なり、意図的に剃髪

に表現されている。また、顔貌の表現もより

写実的であり、関モと若干垂れ気味の器、

線的な島渠をもっ隊、来日突によって耳孔を義

経した耳をもっ。日誌他例同様に横長粘貼

りつけ+繍知沈静、によって表現されるが、意 

i望的かどうかは不明であるものの微笑んでい

るようにみえる。轍・ j昌・鼻は実ぎによる成形

の可能性もある 

f店主張り、胸には結土事立貼りつけム料提に

よる手L苔を表現する。また正記・背面ともに

掘の中央に縦方向の沈線が施されている。 

4 関山市立オリエント幾術館所難
資料の偉績づけ

これまでの研究史に黙らし合わせると、 1 

~7 はジョーブ式土偶と呼;まれる翻主'Hこ相当

する。この中でも 1~6 と 7 はその顔貌表現

、から、ジョーブ、式土偶の中でも号Ij類到

に縮分される。ここでは前携をジョ

偶 I 類、立殺と呼ぶ。

ジョーブ式土偶 l 難の変遷

ジ:ーブ式土鍋 I 類はその顔貌表現を手掛

かりに初現の時娯を探ると、メへん力、ル遺跡 

V期にさかのぼる〈国 4 : 3)。粘土総結り

つけによる頭髪と粘二七詰りつけ十刺突による

限そ特徴とする頭部表現をもち、粘土粒M~i り

つけによる乳首君主表現した大きな乳房と

の首鋳を有する。縮い鰻から幅広の鰻につな

がり、両親]泣備えて前方に待ばす。

さかのぼってメヘルガル遺鋳 IV 期に展開

した出(図 4 : 1 ・ 2) は胴部から黍直方

向に長く伸びる粘土柱のよ舗に左右からの指

瀬押圧と棒状I具による来日突による単純な顔

貌表現を特徴とするとともに、続の表現はな

く、頭車事は揃えて蔀に停ばす。粘土壌の諮

りつ ~1によって大きな乳房を表現するが、乳

首の表現はない。乳房の t，こは絵土紐結りつ

けによって首飾を表現する。また全体の或彩 a

仕上げは粗雑である。 V 期に出現するジョー

ブ式土鱗 I 類はN期の土偶の要素考古継滋しな

がらも、大きく変{とそ遂げて誕殺したと考え

ることができる。

メヘルガ、ル遺跡 V期に出現したジョ

土偶 I 類の系統は、メヘルガル遺勤iVll期にま

で続く。c. Jarrigε はハラッパ一文化犠に属

するナウシャロー議跡滋期にもジヌーブ式二上

偶の緩素が存続すると指摘するが(J昌rrige， C. 

1997: 37)、様式的には大転換があり、厳密

にはジ、ョーブ、式土i需主務期ハラッパ一文化段

階終末からハラッパ一文{と期務頭に併行する

ナウシャロー遺跡 1 D期まで存続したと埋解

するのが現有資料では妥当であ

それでは、ジョ…ブ、式土保 I 翻の中での待

問的変遷とはどのようなもの℃あったのだ、ろ

うか(図 4)。大別すると、 U期と vll期の土

{醤では、全体の姿勢および頭部と胸部の絡部

表現の各所において)縫いが認められる。共通

しているのは懇を粘土貼りつけふ刺突で表現

る形式のみである。 

VI期の二上偶では、 両親]が密掻し、
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主管合わせて先細りの級誌を呈している。ま

た、腎部で折れ掛がり脚を前方に伸ばすとい

うのも W期以来の特徴である。明らかに庫勢

で告立するという形態である。また、尽の先

のところに粘二回Eを貼りつけて、左右両脚を

縛った表現とした{列もあり (NHK' NHK 

プロモーション編 Fインダス文明履J 封鎖 

No.55) 、友右両脚が密接していることに

極的な意図が付ちされているかのよう

上半身でみると、乳房がことさらに強議さ

れ、雨模試その乳房を挟み込むように小さく

表現されている。明らかに乳房本位の表現で

ある。設から胸のよ会議にかかる{立置には騒い

粘土総が多段に密接して諮りつけられて数飾

の殺現をとる。この首飾の表現影式はオリエ

ント美術館所蔵資料のジ♂…ブ式土議 i 類に

もみられる特徴であるが、粘土組中に刺突を

施す WIJ がもrr慰には存献する(歯 4 :4)。

きþも斡徴的で、 VIA額には顕の庄右に弱状の

頭髪(?)表現lã::貼りつ吟る{約lが多し、(関 4: 

4)。粘土揺を蛇行させて多重に員占りつけて

成形されている。議原音ßは剃髪状を皇する。

眼は粘土貼りつけ十料突によって表現される

が、羽織の携に比較すると棺対的に小さい。

立の表現はない。

これに対してオリエント発令f.j館所蔵資料に

代表される i 類は下半身が結晶するものの、 

VI期の資料のように自立する形態ではなく

なっている。また勝は i では完全に分離しな

いものの、 2 では明確に分離している。れま 

~IJ鯛体を接合したものであるが、メヘルガル

議鉾潟土資料をみると 2 の上下と同じ特讃を

もっ完形資料が出土しており、時期的・型式

学的に同一の類型に泌する別個体の言ßl立が煉

合されていると判断で、きる。脚を曲げている

ということに伺らかの詰極的急意図が付与さ

れていることは織かであるが、 VI期のように

お立することな準認したものではなく、姿勢

に対する観急的象徴牲にお来する可能性が高

いであろう。

上半身に移ると、VlI期のごtll誌で、は腕が胸か

ら独 1立するという変{とがある。 VI期の資料で

は乳房を強調する補最的な投書IJ であったの

が、完全に完IJ偶の存在としての投割そ与えら

れているのである。このことは幼克を雨i腕

に控える開 (rインダス文明展J 閉鎖 No.61)

が存従ずることによっても傍殺されるだろ

う。もちろん鞠が強調されている点は滞期に

おいても同様であるが、韓を乳房から設立さ

せることによって、より多重の造形態医!の表

現が志向ざれているのである。

頭部では VIB 期になると VIA期の耳扶議難

が姿を治して、者同の中央で左おに分け

に代わる(密 4 :5)。この頭髪表現はVlIJ1Jl

にも継承されるが、VlI望月になると説全体を覆

う布状表現が現れ、…鍛fとする。オリエント

美術館所蔵資料 2-5 はまさにこの頭部表別

である c 

VI共存と沼期の土偶の関には顕著な i議いがあ

ることがわかったが、前滋から後長への変化

は漸進的なものであろうか、あるいは新総的

な変化であろうか。そこで重袈訟のは両者の

特徴を兼ね繕える資料の存在でまらる。例えば、

オリエント美術舘摂議資料 l では、頭錦に蛇

行状粘土級そ貼りつけるとともに、口の表現

がない。 2-6 との濃いは関毅である。その 

A方で VI期の土器とも差異が顧密であり、 VI

期と理額の土偶の中関係jな様相を示してい

る。全体の姿勢においても、 VI娯の土偶とは

決定的に異なるものの、 2 に代表されるVlI期

の土器の姿勢と比較すると、幹部をより突き 

H\ し背を若子反るという違いが認められる。

頭部に蛇行状粘土紐を貼りつける関はメヘ

ルガル遺跡、においても出土しており、ぞれら

は [Jの表現をもたないという共通性が認めら

れる。また、 i持続で大きな乳房を接み込む点

では VI期に共通するものの下半身は悩欝が明

確に分離した例も存夜するげインダス文明

畏J 関銃 No.5針。こうした一群を介設させ

ることにより、 VI期から VII期への変化の方向
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性が期確になるであろう。すなわち、出頭部

表現の変化、信室託子状粘土締結りつけ手法か

ら単純な貼りつけ手法への変化、⑤彩色とい

う納部表明手法の導入、(努口の表務化、ゆ腕

の独立化、傘下半身の形態変化(雨脚の分化)

である。

以上:の検討結果をまとめると、メヘルガル

遺跡iVI ・河期のジ、ョ…ブ式:土舗には大別して 

3 つのグループが存在することになる。一つ

は VI期に典型的な土偶、二つめはVlI期に典型

的な土斜、そして最後は弱者の中間的な様憩

そ呈する一群である Q そこでこれらをジョ

ブ式土縄 1 A類 (VI期典主)、 1 B 類(中濁型)、 

1 C 類(VlI務典型〉と呼び、 1 A顕→ 1 B 額

一今 1 C 類という変化の方向性を推定すること

としたい。ただし、要議レベルでみると、変

化は漸進的であり、上に挙げた諸変色は一斉

に生じているのではなくその初出には違いが

ある。伊iえば、総合的にみたときに 1 C 類に

分矧されるものでも口の表現をもっ例ともた 

'ffUが存在する。型式学的には口の表現の 

tH現が最も後上主的であり、頭部表現の変化や

繕きち表現手i去の変花、彩色手法の導入は 1 B 

類におし、て生じていることがわかる。

ところで、メヘルガル遺跡W期は A~C期

に細分されている。また、ナウシャロー遺跡 

i 期は A~D期に糖分され、 IA~C期はメ

ヘルガル遺跡 VIIA ~C 期に対応する。男性

形土棋の出現は仁 Jarrìge によれ誌メヘルガ

ル議跡沼 B 鱗/ナウシャロー遺跡 1 B 期に前

られる(Jarrige， C. 1997: 35九男性

形土偶は頚部に布を巻いたり被り物をかぶ

り、男性性器を表現する。また、韓には縦長

の粘土程を貼りつけ、全体の姿勢は脚を直総

的に伸ばした霞立姿勢である。女性形土偶と

の表現の濃いは明轍である。男性形上棋の顔

貌表現在みれば 1 C類に分類される c

また、この時期に泣窮形士偶 (pawn 

figurine) と骨子ばれる脚をもたない自立型の

土鵠が出現する(Jarrige， C. 1997: 35)。ナ

ウシヤロ…遺誹 1 B 期の資事~ (J arri伊，c. 

1997: Figure 4) では、日の表現がなく、頭

髭の表現には鰻い粘土紐による警き髪状表現

が認められ、 1 B 類に鞘当する特徴である。

また、日月薙急乳房をもたない点も註ー:日される

ただし、し、ずれにせよジョーブ式土f障の系統

の中で議形という形式が存在していることは

議要である。

自立暫の窮状という形状はジョーブ、式土偶

の系識の中では理解が難しいが、イラン高原

には前 3 千年紀前菜までの時嬬に駒形をとる

ものがあり、 ジ、:ヨ…ブ式の駒形;土士士:í鵠潟の習鐙;にこ

は商方との交流関係が反鞍されている“叶可J陶有台能出'1E

があるが、異系統の形式がジヌーブ式 j二縄の

中に取り込まれている状況は土鵠に現出する

交流の様態を理解する一上で一つの議震な

かりとなろう。

このようにメヘルガル遺跡VlI B 窮/ナウ

シャロー遺跡 1 B期に辻、ジョーブ式ゴ二倍の

中にさまざまな変北が生じていることがわか

る c 女性形土偶において表現上の変化が進行

する一方で、男性形土揖や駒形土偶などそれ

までには存在しなかった穣類が教場している

のである。とすれば、女性形土{聞こ代表され

るジョ…ブ式土偶の変化は、単に女性形土f馬

に限定される性格のちのではなく、土錦とい

う器物全体に及ぶ構造的変化である可能'性が

おいといえるだろう c

ジョーブ戎土偶謀議の系譜

次にジ、ョーブ、式 t偶 E穎について考えてみ

よう。 H 類は援の表現が i 類と法定的に

なっているのが特徴である。鼻と日の表現手

法は I 類に共通するが、吊り自状を呈し、小

さな41IJ突によって眼球そ表現する。さらに現

夜知られている完形浪料では、豆類の多くが

男性器土偶である。頭部のみが出土している

例も多いことから即断はしえないものの、男

性形土偶が多く含まれる点は重要であるヘ
この巨額の拐現はナウシャロー遺跡、 1 C 期
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である (Jarrige， c. 1997: 36, Figure 5)。頭

部のみの出土で性別の判別はできないが、眼・

眉ともに沈線によって表現し、頭髪に細い粘

土組を用いた巻き髪状表現や編み髪状表現が

みられる資料である。

オリエント美術館所蔵資料 7 はナウシャ

ロー遺跡 1 D期に多く出土している例と共通

する。頭部の表現にはいくつかの種類があり、

オリエント美術館所蔵資料 7 同様に円形もし

くは楕円形の粘土塊を頭部縁辺に連接してめ

ぐらせるものや頭部に帽子状の被り物をかぶ

り顔の左右に帯を垂らすものなどがある(~イ

ンダス文明展』図録 Nos.84-87)。また、装

身具の表現はなく肩から胸にかけて肩掛け状

の衣服 (7) を纏う。中には腰までを覆う衣

服を着用した表現をもっ例lも見出される(~イ

ンダス文明展』図録 No.86)。腰帯を着ける

のも多くに共通する特徴で、胸から腹部に縦

長の粘土組を貼りつけた例もある。 

1 C 類にみられる男性形土偶とは異なり、

明確な男性性器の表現がない点も重要であ

る。姿勢は両脚を伸ばした直立姿勢で、足首

には粘土紐貼りつけによって装身具を表す。

さらにスリップを塗布した例が多くみられる

点も I 類とは異なる特徴である。

ナウシャロー遺跡 1 C 期に顔貌表現が I 類

とは異なる土偶類型として初現し、 1 D期に

ジョーブ式土偶 I 類とは異なる土偶類型とし

て展開したと理解することができるであろ

う。しかし、ここで重要なのは H 類が I 類の

延長線上で出現したものなのか、あるいは異

なる系譜をもつものであるのかという点であ

る。顔貌表現の違いは決定的であるが、この違

いはどういった背景に起因するのであろうか。

この点に関してc. Jarrige は筆者のいう I

類と剃髪男性形土偶が融合したものであると

主張するくJarrige， c. 1997・ 36)。剃髪男性

形土偶はメヘルガル遺跡 VIIB 期/ナウシヤ

ロー遺跡 1 B 期に出現するが、オリエント美

術館所蔵資料 8 にみるように剃髪であること

に加えて顔貌表現もジョーブ式土偶とは大き

く異なっている。また、胴の正背面中央に沈

線を加えるという特徴もある。こうした剃髪

男性形土偶がもっ特徴は E 類とも大きく異な

るものであり、 Jarrige の主張には全面的に

首肯することはできない。 

E 類に男性像が多く含まれる点について

も、 E類の出現に先行するナウシャロー遺跡 

1 B 期に 1 C 類に属する男性形土偶が出現し

ており、 E 類の出現をもって男性像の出現と

みなすことはできない。宗基氏が指摘するよ

うに、女性を象る土偶伝統の中に男性像が出

現することの意義はきわめて大きいと考えら

れるが、ジョーブ式土偶において男性像が生

み出される契機はメヘルガル遺跡VIIB 期/ナ

ウシャロー遺跡 1 B 期の段階にあるのであっ

て、 H 類はそれに後出する段階のものである。

ここで注目されるのは H 類が 1 C 類の男性

像とは異なって男性性器をもたないことであ

る。 1 C 類の男性土偶が頭部・上半身・下半

身の各所で男性と女性を作り分けていたのに

対し、 E類は男性性器を明示せずに両性具有

的な表現となっている。腰帯の上に貼りつけ

られる縦長の粘土組を勃起した男性性器とみ

なすことも可能かもしれないが、すべての例

にこうした縦長粘土組があるわけではなく、

やはり全体の方向性としては男性性器を明示

しない方向性が選択されたか、あるいは両性

具有を意図した可能性が高いであろう。

顔の表現も含めて、 1 C 類と H 類の遣い

は、後者がそれまでの土偶の表現伝統を刷新

することを意図して創出された可能性を示唆

しているといえるだろう。その意味で男性形

土偶がジョーブ式土偶 1 B 類に出現したメヘ

ルガ、ル遺跡VIIB 期/ナウシャロー遺跡 1 B 期

に始まり、それまでの土偶伝統の刷新が進ん

だメヘルガル遺跡VIIC 期/ナウシャロー遺跡 

1 C • 1 D期までの時期は、土偶の変化が加

速した時期と評価することができるだろう。

以上の検討を踏まえると、オリエント美術
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館所j設資斡はこの土偶が著しく変化を繰り返

した時期な代表する資料と評価できるο パ

ローチスターン高原・インダス半開は、

の伝統が初期農耕時代からインダス文明段階

のハラッパ一文化期にまで存続する地域であ

り、時に二日誌として*括してしまって、そこ

に表現された製作議・{吏用者の意図や静態の

変化を見逃してしまうことも多いが、オリエ

ント美術館所議資料老細かに観察すると強調

さまざま主遣いを看て絞ることができ、拐顛

ハラッパ一段!警における土鎮の変遷過粧を垣

間晃ることができ

それでは、メヘルガル遺跡やナウシャロー

遺跡などの出土擬耗と黙らし合わせる$c-t予

かび上がる士..偶の変遷とはどういった穣史的

背援を有したものであろうか。次章以持では、

パローチスターン高原全体を姉崎した上での

土偶の愛護を整理し、土偶に投影される社会

の露関について得察を加えることにしよう。 

5 パローチス歩一ン高諌における
土慢の変遷

バロ…チスタ…ン高原ではメヘルガル遺跡

において蔀 7000~前 6500 生手頃にさかのぼ

る初期農耕文イヒの段構から土偶が出現し、そ

ののち詰 3 千年紀にいたるまで製作. {吏用が

続けられた(Jarrig坦， c. 199 1) 0 地域と時代

によってさまざまなスタイルをもった土偶が

消長したが、そのなかで古くから知られてき

たのはオリエント美談館所蔵資料にみられる

ョーブ式土偶と、パローチスターン高原南

部に分布するクッリ式土偶である。さらに 

1970 年代から 1980 年代に行われたバロ…

チスターン高原北部にあるゴーマル地方の発

掘調査で知られるようになったゴーマル式土

偶がある。これらの土偶類型の特徴について

は嫌田氏および宗薙氏によってまとめられて

いる〈緩出 1998. 宗義 2004) 。

シヱ…リ・ハーン盆タラカイ式土俵の特撒

さらに近年の発掘議査で知られるように

なった土偶類型としてシェーリ・ハーン・タ

ラカイ式二日間がある。パロ…チスターン地

方北部のパンヌ…地方に所在するシェーリ e

八一ン・タラカイ (Sheri Khan おrak必)遺

跡の発接調変で出土した土鵠翻界!で(附lan 

et al. 1990)、さらに同じ特徴そもった資料

がゴーマル地方のジャーンディ・パーパル 

(Jhandi 恥bar) 遺跡でも出土している (Alí 

and Khan 2001) ü この 2 つの遺跡は話 5

年紀末から前 4 千年紀前半にかけての議跡で

あり、その柊末はメヘルガノレ議勧w期に一部

かかる可能性があるc

この 2 つの遺跡から出土した土偶にはさま

ざまな持教があり、謹数系統の土偶が混狂し

ている可能'性が高いが、ひとまずシェー 1) ・

ハ…ン・タラカイ式土舗として総称し検討を

進めていくこととしよう。そこで、シェーワ

y、ーン・タラカイ遺跡で出土している土偶な

腕および雨脚の有無・場態によって大関する

と、以下の還りである(図的。 

I 頼(密 5 : 1~6) J髄の表現がないもの。 

…f半身の形撃によってさらに細別される。 

1 A類(間 5 : 1) 大きく韓らんだ腰と誌

伸する両1却、壊から直接牲状に伶ひる頭部を

有する。頗貌の表現は左右からの指頭抑圧に

よる回みと言語i突による躍を表す。鰻から閤}吉p

に彩色を施す仔IJを含む。 

1 B類〈函 5 : 2 ・ 3) 調部から刷出して

雨脚な前方に伶ばす。顕部のj議存例はなく、

頭擦の特徴は不明c おそらく両腕の表現はな

い。麓部から懇にかけて彩設な越した例な含

!高脚の表現を議鎚しながらも酵を明確に

つくらない例を含む。 

1C類(図 5 : 4) 雨脚をつくらずに平明

面そ設けて自立する形態とする。 fí1í腕そっく

らずに I A実疑問様に柱状の蕗部とする。麟貌

表現は l 点の遺存斜では左右からの路頭押在
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関 5 シヱーり・ハ…ン'タラカイ式ニt偶 (ca 1 : 2) (長 han 針。 1. 1991 をもとに筆者作成)



17 パローチスターン必燥における人物土絡に関サる党三努 上杉彰紀 

による G 

10類(陪 5 : 5 ・ 6) 胸部上半のみが趨

存する斜そ一括するつ柱状に伸びる嗣‘裂きß

を有し、大きな乳房の表授をもっ。顔貌は指

頭抑圧による間部と来IJ突による躍と、同じく

新突による日の表現を 胴部から頭部に

かけて彩色を箆す。

E類〈鵠 5 : 7~9) 腕の表現をもつものQ 

llA類(図 5: わ 下半身が語静の表現を

もたずに自立可能な平坦顧とする点で 1 C 類

に類似するが、短く左おに開く純の表現を

もっ。顔貌の表現は不明であ

話 B類(剖 5 : 8) 下半身の構造は不明で

あるが、左右一斜め上方に大きく開く両腕の表

現そもつ。大きく突治する乳房そ表現する。

首から壊部にかけて彩色を施す。また、韓議長

は似状に戚芳三される

話 C類(悶 5 : 9) 詞郵:{t m~部から法線的

にドHに侍ばす点で、は 1 A 裁に類似するが、

左布に聞く両競の表現をもっQ 雨続から胸に

かけての部分と腰に彩殺を施す。

このようにシェーリ・ハーン・タラカイ式

士鵠にはさまざまな形態的特徴をもっ併が存

在ーするが、このうち I 類はメヘルガル遺跡IV

期の{flJtこ、百棋はゴーマル式士{隊〈醤 6:6 

~ 10) の一昔ßに共通する特徴そもつものを

宗義誌はゴーマル地方出土の上揺を韻討す

る中で、全体の側耐形が肉浮で丸みそもつ一

群(第 I 類)と、側面形が薄い板状の扇平な

(第 2 頼)に大野IJ し、第 l 類→第 2 踏と

いう時龍的変遵を推定している〔宗基 2004・ 

89-91)。この推定はグムラ…i嘉勢での 111 1:

緩訟の迷いにもとづいてなされたものであ

り、望号式学的な視点と組み合さJせて妥当な評

錨である。

そこで注目されるのは第 l 頬が両腕を上に

さ詳げている点である。同様の iふi販!の表明は

シェーリ・ハーン・タラカイ式:土料自類にも

琵出され、同一地域における連続性を表して

いる可能教が高い。ゴーマル地方土偶第 i 類

の拐現はグムラ…遺蹄E期にさかのぼり、実

年{えでは前 4 千年紀投薬に位置づけることが

できる。シェ…リ・ハーンータラカイ式上偶 

が前 4 千年紀前半まで存続した可能性を考!!.撃

すれ認、時期軸 Lにおいても一定の連続性を

推定することができるだろう

ジ簿一ブ式こ主織とゴーマル式土韻の関係

、宗義氏の考察のゆで注目 lされるのは、

ゴーマル地方土鵠第 l 類とメヘルガル遺録IV 

~VI期の土鶴の類似性である。メヘルガル遺

跡IV~VI期においては上半身の造形は大きく

異なるものの、下半身は雨脚を密接させ、壊

で折り曲げて前方へと脚そ伸ばすという特徴

がある。ゴ…マル地方第 l 類においても同じ

く雨龍?を務接させて自立Inこ侍認すという特散

があり、この類むiをな宗基氏誌重視する。す

なわちゴーマル地方第 1 類は宗義氏のいう

「ジ;3-ブ式土開J の地域鵠変容であり、ゴー

マル地15'5寝 2 類において「ゴーマル式 1:偶J

と規定される土偶類型が戚立したと位謎づけ

るのである〈宗基 2004: 94)0 

しかしながら、ゴーマル式土橋に先行して

シェーリ・ハ…ン・タラカイょにj二棋が存主

することが明らかになった現状においては、

ョーブ式土語J →「ゴーマル地方第 1 頼J

という一万向的な瑚解は難しいであろう。む

しろ両地域の交流のもとで共通する特徴を

乞った下半身が作出される一方で、それぞれ

の地域が豊かれた背景(経史性や交続開{系)

をもとに独誌の十j潟のスタイルが話 4 千年紀

後半に併行して展期していたと考える方が溶

切ではないだろうか。

その地域性とは上半身に集中的に議て取る

ことができる。メヘルガル遺跡、W期士鍔では

腕は表現されずに柱状の上半身者もち、強調

された乳房そもつのに対し、ゴ…マル地方第
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l 類では乳房は小振りで両腕を上に挙げてい

る(図 6: n。この上半身の表現の違いは

決定的であろう。そこで筆者は宗基氏の第い 

2 類の双方を含めてゴーマル式土偶として理

解し、ゴーマル式土偶 1 • II 類として時間的

先後関係をもっと理解したい。

ジョーブ式土偶 1 A類から 1 B 類への変化

とゴーマル式土偶 I 類から E 類への変化は、

おおむね前 3 千年紀前葉の中で併行する現象

である。バローチスターン高原中央部を中心

に展開したジョーブ式土偶と北部のゴーマ

ル・パンヌー地方を中心に展開したゴーマル

式土偶は、この段階にいたって完全に別個の

スタイルをもった土偶として変遷を遂げてい

くようになることは宗基氏の指摘の通りであ

る。ゴーマル地方で、は下半身を前方に折り曲

げるという形態を放棄することなく、むしろ両

脚を一体化させて板状に成形するようになる。

また、ジョーブ式土偶が上半身から頭部を

煩雑なまでの細部表現とするのに対し、ゴー

マル式土偶で、は細部表現がきわめて限定的で

ある。ゴーマル式土偶の個々の資料を観察す

ると、宗基氏の大別案よりもさらに細かな変

遷をたどることができるのだが、その最終段

階には両手を腹部のあたりで合わせて容器の

ような器物を手にする土偶が出現する(図 6: 

10)。ゴーマル地方を代表するグムラー遺跡

とラフマーン・デーリ遺跡の終末年代につい

ては諸説があって俄かには決しがたいが、同

様の特徴をもった土偶がハラッパー遺跡 E 期

から出土しており、初期ハラッパ一段階終末

頃に位置づけられる。こうした何らかの持物

をもっ点ではジョーブ式土偶 1 C 類に共通す

るのかもしれないが、基本的に前 3 千年紀前

葉にはゴ、ーマル式土偶とジョーブ式土偶は

まったく別個の系統として展開したことは明

らかである。

クッリ式土偶の系譜

次にクッリ式土偶について取り上げよう。

クッリ式土偶(図 6 : 5) の最大の特徴は、

脚をもたない自立可能な下半身の構造であ

る。c. Jarrige が駒形土偶と呼ぶものであり、

上述の通りナウシャロー遺跡 1 B 期のジョー

ブ式土偶 1 B 類に初出する。また、クッリ式

土偶はその顔貌表現や装身具の表現におい

て、ジョーブ式土偶とは大きく異なる特徴を

有している。粘土貼りつけと沈線・刺突など

の手法で表現された首飾をもつのが一般的

で、手は腰に置く。顔貌表現は左右から指頭

で押さえて軽くつまみ出し、その凹部に円形

粘土を貼りつけて刺突を施すことによって眼

の表現とする。

このクッリ式土偶はクッリ式土器に伴うも

のと考えられ、パローチスターン高原南部に

分布するが、パローチスターン高原中央部の

ナウシャロー遺跡では、 W期の層位からクッ

リ式土器とともに出土している(Jarrige， C. 

1997)。クッリ式土器については前稿(近藤

ほか 2007)において検討を加えたが、初期

ハラッパ一段階終末のパローチスターン高原

中央部の土器伝統とイラン高原南東部の彩文

要素が組み合わさるかたちで前 3 千年紀後葉

に出現したのがクッリ式土器と考えられる。

とすれば、クッリ式土偶にもパローチスター

ン高原の伝統と西方との交流関係が投影され

ている可能性が想定できる。

ここで注目されるのは、ナウシャロー遺跡 

1 C 期の出土資料である CJ arrige, C. 1997: 

39 , Figure 10; 図 6 : 3)。上半身のみが遺

存する資料であるが 3)、顔貌はクッリ式土偶

同様に左右から指頭で押さえて凹部をつく

り、そこに円形粘土貼りつけ+刺突で眼を表

現する。また、首には円形粘土や粘土紐の貼

りつけと沈線・刺突を組み合わせた首飾を表

現している。クッリ式土偶よりも精巧な表現

となっているものの、クッリ式土偶との類似

性は明らかである。また、下半身を隅丸方

形の板状につくる例(Jarrige， C. 1997: 40, 

Figure 12; 図 6 : 4) でも、首飾の表現手法
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13 ・ 14 .$'ル・イ・パークーン遺跡 
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関 6 ， qコーチスターン護憲康およびイラン高原のこと偶 (ca 1 2) (Jarrige, C. 1 号初、 Casal 1961 、 

Langsdorff and McCo船 1942、『インダス文玖遊撃i 図録 (NHK. NHK ブロモーシ宝ン幸福 2000) 、『イ
ンダス文明とモヘンジョダロ幾~ (小西正援躍を修 1986) 1こ潟載されたさまま築箆娠をも clこ繁華守図化 作成)

5 

10 
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は粘土日占りつけと刺突そ組み合わせる点で

クッリ式土偶に類似してい

すなわち、ナウシャロ 1C 期の段階

でクッリ式土偶の祖型が出現しているという

ことになる。このナウシャロー遺跡 1 C期の

クッリ式土藷繋叡資料の楽譜関係誌現有資料

ではやj黙としないが、ジヌ…ブ式土偶の系統

とはまったく異なっている点は重要である。

駒形という点において商方に起搬する可能J性

る必要があるだろう 4)。いずれにせ

よ、パローチスターン高原においてこの系統

の土鵠が命艇を深ち、前 3 千年紀後葉にクッ

リ式土器と題み合わさるように怒った可詮笠

があろう。

土偶旋漉的特質

してパローチスタ…ン高F胤にお

ける土偶変選の特質そ考えてみることにしよ

う。総称した意味での土斜の起識はメヘルガ 

1 芸誌にさかのぼることは顎らかである

が、この段階においては土罷という造彰援体

れる要棄は著しく躍られており、土

偶に付与された象徴性を視覚的に表現しよう

とする藤闘は稀薄である。それは製作・使用

した者にとっては自明の事実であり、わさやわ

ざ複雑な造形そ発達させる必要性はなかった

のかもしれない。

シェ-1) .ハーン・タラカイ式識は、女

としていることを視党的に明示

する特徴な有し、彩色手法も加えてより造形

るが、棲数の造形要素そ組み合わせて明

織なスタイルそ創出している点は重要であ

また、シェーリ・ハーン・タラカイ式土

鵠 i 類との龍係も考議する必懇があろう c い

すなおにせよパローチスタ…ン高額中央部の土

鵠変遷における第ーの画期である c 

4 千年紀末から晶 3 になると、

ジョーブ式土橋が成立する c メヘルガル遺跡 

N期土偶とジョーブ式土偶 1 A矧の聞には造

形 kの懸隔が甚だ、しいが、 V期のよI:L土資料を

みると、断絶性と連続性の双i守そ見出すこと

ができる。座勢である点と

り、一方頭部や顔貌の表現は断

絶性といえるだろう。こうした異同に加えて、

副次的ながらも腕が表現されていることは、

身体的特徴金体を造形の対象として溜択して

いる点において N期の土偶からの大きな変化

であるoN期の二仁偶とジ、ョーブ式儀 1 A額

の rJlには、大きな変化を促す麗史的背祭が存

在した可能性が高い。バローチスタ

中央部におけるこ上偶の変遷におし

雨期ということができるであろう c

一方、北のゴ…マル地方におし、ても蛾んな

土偶の製作・使用が続けられ、その分布地域

もゴーマル地・パンヌ一地方に製工宣される

こと急く、東のパンジャーブ平擦に!よくカ布

する〈図じ。しかしながら、造需の上では

パローチスターン高顕中央部がたどった細部

表現の融密化という方向性をとることはな

く、むしろ前 4 千年紀後半の造形を蘭般的に

している c このシェーリ・

ハーン・タラカイ式土偶の系譜は、少なくと

、てゴーマル式二上部に継承

パローテスターン高原中央きちにおい

ては、前 4 千年紀後半になって新た

萌芽ずる。メヘルガル遺跡NWlの土{践がそれ

で、両脚を前に伸ばす下半身と柱状に作り出

された上半身、そして強調された乳隠そ作り

出すc その造形は故摂として選択的・抽象的

継承するかた

ター

まったく異詰る方向性で変遷したこと

認しておきたい。

メヘルガル遺跡四期/ナウシヤロー遺跡 I

識はパローチスタ…ン高原中央部でさま

な変化が生じた時期である。ジョーブ式土偶 

I 類の変化のみならず、異系統土偶の出現や

土器様式の変化、ざら;こ;まこの地域そ取り

く地域関関係もまた大きく変動する。こ
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期を最後にメヘルガル遺掛辻途錯し、ナウ 関\lY期はインダス文明末期以i警に詮覆づけら 

シャロー遺跡においてハラッパー文11:::の擬点 6 : 1 1)はシブリ遺跡 

が形成されることになるが、ナウシャロー遺

跡 I D期を最後にジョーブ式土器豆類も 6 : 13) は前

?隠すことになる。ハラッパー文主題に議する 向J能性もあり、ナウ

ナウシャロー遺爵 II .藍鶏にはハラッ シャロー議鯨 1 C期の簡に関連する可能性も

土器が出現する。メヘルガル遺跡事理期/ナウ られる。断片的ながらこれらの資料が示

シャロー遺跨 1 窮はこうした変転する社会構

勢を如実に投影したものである。

ラン高原で出現し 

3

タ 

t ローチス

とし、

ジ:ーブ式土{需の系譜は姿を諮すが、クッ

リ式土器の誼聖の系譜はパローチスターン高

採に沈選{ヒし、前 3 千年紀後葉にクッリ式

土議として露関することになる。クッ1) 

f需の系譜の成立過程は現有資料では詳らかに

主らないが、クッリ式土器の成立過程同様に

単にパローチスターン高諒内部に限定されな

い地域間交流が背景に存在している可能性が

高いであろう。

翼系統土偶の出現

今ひとつ注目されるのは、ジョーブ式土偶

ともクッリ式土偶とも異なる土偶類型の存

である。一つは上半身の細部表現に乏し

く下半身を丸く成形する類型で(Jarrige， C. 

1997: 40, Figure 14; 図 6 : 2 入ナウシャ

ロー遺跡 1 C鶏に窮現し、インダス文明末期

のシブリ (Sibri)遺跡に通じている c クッリ

式土鶴男様Lこ、ハラッパ一文化併行痛にどの

ように展躍していたのかやj怒としないが、パ

ローチスターン高累全域が語的にハラッパ…

文化の影響下に置かれたので誌ないととを考

え合わせれ話、こうした初期ハラッパー設括

提末に姿を嬰した系統の土{需が命療を保つ環

境がどこかに維持されていたので、あろう。

との特f設をもった土偶辻、c. Jarrìgε が指

議するように、アフガニスタン南部のムン

ディガク遺跡 IV期 (Casal 1961)やイラン

高原南西部のタル・イ・パークーン (Tall-i 

Bakun) 遺跡 CLangsdorff and McCown 

1942) でも出土している c ムンディガク遺

うことである。また、そうしたイラン高原系

の土偶が初期ハラッパー文化段階終末にパ

もたらされたこ

メヘルガル瀦跡 VIIC 期/ナウシャ

ロー遺跡 1 C 期には、脚をもたず翻部表現

も粗雑な二日開が出土している(Jarrige， C. 

1997: 40. Hgure 13; 憐 6 : l)c 臨lをつく

らずにド端な自立可能な王子潟両とする点は駒

野土{障に通じるが、劇部および頭部の特識は

く異なっている。頭部は絹き~に比して小

さく、顔貌表現も友おからの指頭搾互によっ

擬撲の表現も左

のみで穀豊各である。 

C. Jarrì伊誌こうした続格な強部黙の土偶

について、 ルそくJarmo) 遺跡、テロー

(Tello) ス…サ (Susa) 遺跡、テペ・ 

ヤヒヤ (Ti叩eYおhya) 遺錦、ムンディガ、

ク遺跡、シャブリ・ソブタ (Shahr-i Sokhta) 

タル・イ・パ…ク…ン遺跡、アルティ

ン・デペ (Alt戸1 Depe) 

サール (Tepe Hissar) 

~f、広大な時型倒的分布をもっこの類型が仙

の土輯に比してより し 

ていたのではないかと

1997: 36-37)0 Jarriぉe

おき、ここで確認しておきたいのはジ、ヨ

式太偶の系統とはまったく異なること、

的に近いムンヂィガク遺跡やシャブリ・ソフ
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タ i讃跡でも類似する資料が出土していること

こうした粗略な土偶に有意なスタイ

ことができるかどうか難しいとこ

ろではあるが、パローチスター

した…市つの系続であ

鴇しておきたい。

こうした詞方の系統を示唆する土偶に

日されるのが弟IJ髪男性形土偶である。

メヘルガル選跡とピーラク遺跡に類例がある

のみで、その出土数量もジョーブ式土偶に比

較すればきわめて少量であるが、C. Jarri併

が指摘するように CJarrige， c. 1997: 35) 、

剥餐の男性であることに加えて、

メソポタミア方盃との欝採そ議

唆している。粘土塊揺りつけ÷東j突によ

首の表現もジョーブ式土偶とは異なってい

る。ジ、ョ…ブ式オニ偶とは異なる系統に属する

ことは確実であり、その出現の経緯を明らか

にすることが灘裂である。

さらに間との関係で注目されるものとし

て、駒陪二上{践に類取すると1立可能な下半身

構造をもち、縄崩jを謡 1支に左右に開く土{誌

類型がある(総 6 : 12 ・ 14)。筆者が怒る翠

りで誌ムンディガク遺跡 (Casal 196 1)と

タル・イ・パークーン遺跡事 CLangsdorff and 

McCown 1942) のみであるが、パローチス

ターン高原の繍瓶事!とは輿なる土偶類型が今

ひとつイラン高際に存在し、地域間交流のな

かで広域に分布したことを示している。ムン

デ、ィガク遺跡の出土時期 (N-3窮)を手掛

かりにすれ域、訪期ハラッパ…文{と設産主終末

に併行する前 2700 ~諮 2600 年顎であり、

メヘルガル遺跡VI1 B~VI1 C期に併行する。イ

ラン高 i京からパローチスターン高原に屡関す

る地域間交流の連鎖がこの時期の社会変{むこ

深くかかわっていることそ示唆している。

ある地域において識的に多く製作・使用さ

れる系統と散夜的に議役みせる系統が、メヘ

ルガル遺跡VI1 B 期/ナウシャロ…遺跨 I B鶏

からナウシャロ…遺跡 I D類、すなわち拐期

ハラッパー文化段階終末頃にパローチスター

ン高原という地域に併存する状現は、パロー

チスターン高原の地緒的特'性や崩沼地域との

関係など、さまざまな袈揺によって生み出さ

れたものと推定される。 民緩め現象誌土器に

おいてもみることができ、;東のインダス平原

と茜のイラン高原との簡に機数の交読のルー

トをもち、多様な集団が往来してさまざまな

文化要素を持ち込まれたパロ…チスターン高

原の歴史的・文化的特性そ反映していると

いってよいであろう。ぞれが特に初期ハラッ 

1'\…文住段階終末期に顕夜{I::ずる状況は重要

で、この時期にまき域開交流の仕組みが大きく

変{としていた可能設を強くぶしている。 

S 土器からみた地域社会の襲聞と
変容

以上の検討を踏まえて各土偶類

型の空間軸上での変遷を検討し、土偶からみ

た地域社会の展開につし ること

にしよう。

ように、

よって形づ、くられたこ上揺が一定の地域

恕 rJlに分布するという現象誌、その特設に培

域社会の議態が関与している 、と

られる。このことは土器などその他の諸

物においても同様であるが、二七{闘がその一次

的機能において製作者・使用者が共有する観

念世界の産物であるという能援に立てば、地

まとまりを形成・誰持ず

している可能性があり、

{患の i援物で揺握できるのとは異なる

の鱒崩を見出すことができるであろう

こうした前提に立ち、前章で検討

{潟類型の分 :{Iîそみてみよう(図1)。ジョ

ブ式土偶はパローチスターン高原北半音~から

アフガニスタン南部に広く分布する。

と、バローチスター

北部ではペリアーノ・グンダイ遺跡( I C 

類) (Stein 1929)、夕、パル・コート (0ぬぽ
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南方型コート・ヂィジー式土器

図 7 前 3 千年紀煎'fi(初綴ハラッパ 段縫) (J)ニ主義における大様式冨〈筆者作成)

KoÜ 遺跡(I C 類) CStein 1929)、カウダニー

CKaudani)遺跡( 1 C 類) (Stein 1929) 、

モグール・グンダイ (Moghu1 Ghundai) 

鉢(I C 類) (Steiれ 1929)、スール・ジャ

ンフ号、ル (Sur JangaO 遊詩( 1 B 類) CStein 

1929) があり、パローチスタ…ン高察中央

ダンブ・サダート瀦齢(I A.IC.

H 類) CFairservis 1956)、メヘルガル遺跡

け A~C 類) (Jarrige, C. et al. 1995)、ナウ

シャロー遺跡 CIB.IC. 豆室長) (Jarrige, 

c. 1997)、ピーラク遺跡 Cll 頼) (Jarrige, J.-F. 

etal. 1979)、アフガニスタン南部ではデヘ・

モラシ・グンダイ遺跡(I B 類) CDupree 

1963)、ムンディガク藤勝(I C 類) (Casal 

1961 )がある。破片護料のため手Ij紫としご主

いものの、シースタ…ン地主のシャブリ・
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ソフタ遺跡でもジョーブ式土棋の可能性を

もっ女性土偶の胴部破片が出土している

CLarnberg網Karlovsky and Tosi 1973)。東に

はな転じると、インダス川右岸のパン

クボ CBhando Qubo) 遺跡でも 1 C 翻の下

半身の破片が出土している山。

基本的にはパローチスターン高原の北学部

校中心地域として、その東闘で交流のあった

地減に散在するという状況を者て取ることが

るc ジ、ヨーブ式土鍔が最識した前 3

紀前葉という詩期iこは、土器でみるとブアイ

ズ・ムハンマド式土器やウェット・ウこぶζ アと

詩呼手ば

主j主と半部が一つの地域的まとまり宅そ含形成した1技

j況兄がみられる ο さらにブアイズ・ムハンマド

式 1:諸に描かれる動物文にはアフガニスタン

南部との交流が強くなった状況な党出すこと

ができ、ウェット・ウェアもアフガニスタン

南部やシースターン地方で出土している。イ

ンダス平原部でもウェット・ウェアの出土は

J1:.範に及んでおり、 1:イ障の分布と土器にみら

れる交淀留が合致する。パロ…チスターン高

i子、と東llli双;ちゅの交流が強化されるゆでジ、ョー

ブ式上保が地域社会のまとまりを表象する器

物としての役訟を果たしたと考えることがで

きるであろう。

しかし、こうしたパロ…チスターン高原北

半きßにおける地域社会のまとまりが詰 2700

~蕊 2600 年壊に橋工草される初期ハラッパ一

段時一ハラッパ…段織移行線iに解体されてい

く状況を土器にみることができる。パローチ

スターン高原中央部とシンド地方の交流が

強まり、シンド地方に初現する土器がカッ

チ一地hでもラ…yレ・シャー (LalShah) 遺

跡 (Pracchia 1985) において生産されるよ

うになるのである。こうした状況が生じるの

はメヘルガル遺跡VIIC矧に併行する段措であ

り、ジ討…ブ式土鵠の変{とが加速fとするとと

もに巽系統障が舟現する時期に組員立後して

いる。

ターン高原rþ央部とシンド地方

の交擁関係の強化は、従院の地域社会のまと

まりを解体させる契機であったと考えられ

る。あるいは地域社会の解体が新たな交流関

係の形成を促進したとも理解することができ

る。こうした状況の中で西方との交流関係者r

示院愛する異系統土偶の出現は、新たな交出関

係の形成が単にシンド地方とパローチスタ

ン高原中央部に[握定される局所的な明象では

なく、インダス平漂からイラン高原に及ぶ広

域交涜麗の再編であった可能性をぷ唆してし喝。

、地域社会の解体と交読ネットワーク

の海嶺が進行するナウシャロー遺跡、 1 D期部

行段講にジ、ョーブ式土{員立類が出現するのも

一連の現象であろう。地域社会が大きく

していく中で、かつての地域社会の表象で

あったジ‘ョーブ式土餌 I

て新たな地域社会の表象者E創出することが求

められたのではないだろうかο しかしながら、

ジョーブ式土偶 H類がインダス文明朗にまで

存続することがなかったのは、地域社会ある

いは交流関慌の変容・同f舗という現象が従前

の地域社会のまとまりと

体するほどまでに強力であったことを物語っ

ている。

クッリ式土器の検討によれば、パローチス

ターン高露中央部の文化私設はインダス文顎

需に詰って詑潜{とし、高tì 3 千年紀後葉にい

たって再びクッリ式土器として地域社会のま

とまりを表象するようになる。高潔部の伝統

は決して消滅したのではなく、高原地帯とい

う地開特性の中で断片{ヒしながらも脈々と存

続したのである。ところが、七偶においては

ジョーブ式土偶とクッリ式上偶の間に土器に

みられるような闘終なi接続性は認められな

い。クッリ式土偶の形態上の特徴である両脚

をもたない臼〈f:可能な構造自体はナウシャ

ロ…遺跡 1 B 期のジョーフ古式土鵠 1 B 類に初

還しており、継浪路採がある可能性を示すも

のの、議潟:や艇部の鵠きß義務においては著し
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い断絶性があって、西方との関孫も無担する

ことはできない。クッリ式土偶の系譜の解明

は今後の諜題とせざるな存ない。

シェ←リ・ハ…ン・タラカイ式二げ弱からゴー

マル式土偶にいたるパローチスターン高原北

部の系統はどろであろうか。シェーリ・ハ…

ン・タラカイ式土{寓とゴ…マル式土橋の践に

は系議関孫を示唆する繋素を晃出すことがで

きる一方で、連続的変化をスムーズに説明で

きるほど資料に恵まれていないのが現状であ

る。シェ…リ・ハーン・タラカイ式土器と

4 千年紀後葉;こ位霞づけられるトチ・ゴーマ

ル式土器の罷Lこは明織な断経牲が存し、そ

の新絶の背景には諮 4千・年紀後半の地域社会

の様態が探くかかわっていると考えられるこ

とからみれば、本稿で想定したシェー 1) .ハ…

ン・タラカイ式土偶とゴ…マル式土偶のi接続

性については、資料の増加をf突っ

必要性があるもしれない。

ゴーマル式ナj鈎の段!警になれば、その詩主

間軸上での変遷はより 5耳石室となる。前 4

紀後葉のゴーマル式二t偶 I 類の段階にはメヘ

ルガル遺跡N期土舗との交流関係が議開見ら

れるものの、

土偶韮類とし

3 マ-・年記;こなるとゴーマル式

ョーブ式土{協の系統とは斡

る。いわゆるコ…ト・ヂィジ…式土器である

が、シンド地方を中心とする培域にみられる

コート・ディジ一式土器とは外見の上で類似

るものの、器穣鶏戒が異なることから北方

型コート・ディジー式土器として弁別できる。

ゴーマル式太偶H類の分布はこの北方型コ…

ト・ディジ…式土器とおおむね重寵している。

パローチスターン高関東縁部にあたる

マル・パンヌ一地方とパンジャーブ地方の平

鼠部とのつながりは、バローチスターン高京

中央部とシンド地方の場会とは巣なり、

に前 3 一千年紀言言葉の段階で形成されていたの

である。ここに同じパローチスターン高原東

といっても、カッチ一地方とゴ…マル・

パンヌ一地方で服部との関わり方における

違いを明確に見出すこと る。それは地

主主社会の様態の違いで、凶方との交法!矧係が

3齢、カッチ一平認と、コート・ディ

して東の平版部に対する志向性が強い

ゴーマル・パンヌ一地方に分けると理解が容

易であろう。

土{需の空間分布の遠いはこうした培域社会

がもっ交流関係の差奨によって生じたもので

ある可龍性が高い。しかしながら、ジョーブ

式土偶とゴーマル式土橋の双方の系統がイン

確に挟を分かつ方向へと ここにパ ダス文明期になると途絶えてしまうのは、ハ

ローチスターン高原北半内部とは異なる地域

とまりが形成された状況を者て躍る

ことができる。ゴーマル式士{関口煩辻織かな

形態変化者経るものの、ゴーマル地方とパン

ヌ一地接としつつ、東のパンジャーブ本

原からその北のポトワール論議にまで分布し

ている(閲1) ç

土器においてもこの地域のまとまりをみる

ことができる。ぞれは北方盟コート・ディ

ジ一式士擦で、ある。トチ・ゴーマル式土器の

段階において培、議司鉢を中心に幾詩学文7;t

議いた彩文土器が布殺していたが、前 3

紀前菜になると赤住スリップ地に県的手存在撞

いた土器によって組成される様式へと変化す

ラッパ…文化の成立とインダス文明社会とい

う新たな社会システムど支涜ネットワ…クの

形成によるものであろう c 土絹が地域社会の

表象であるかぎり、地域社会の変立を鋭敏に

反映する。パローチスターン高諮からインダ

ス王子療に及ぶインダス文明社会の形成は、

前の地域社会の枠組みな解体し、その表象を

せてしまう ものであったと

えられる。

代わってインタス王子漂部にはハラッパ一式

土需が誕生することになるが、ハラッ

土偶の成立退程は半IJ然とし誌い。少なくとも

はジョーブ式土偶とゴーマル式土偶

からの系統的連続投君主党出すことができない
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ためである。今議、ハラッパー式土鶴の銭安;

過程を解明する諜斜が薄られる可能性も

が、インダス文明社会の成立が前代の地域社

会の枠組みの解体そ基盤とするものであった

ならば、形態的にまったく異なるハラッパ…

式土慌が前代の系統を読むことなく制出され

た可能罷もあるだろう。また、インダス文明

社会は土偶だけでなく強告の露像体系そもっ

たf.1l章や文字誌ど能代とは異な

表象をも生み出した。土偶の社会的意味自体

が変化している可能性もあり、単なる形態論

的検討にとどまらない多角的な考察が求めら

れるであろう 3

7 おわちに

オリエント美術館所蔵資料の紹介に端そ発

して、パロ…チスターン高聞における土偶の

変遷とその背景にある地域社会の動向につい

て若下品の考察を加えた。各士{陪頼関の変遷に

ついてはすでに諸先学によって大絡が瞬らか

にされており、筆者の理解もそれを議えるも

のではない。その一方で、土鱗の変漂をいか

にE理解するかという点では研究者ー間の一致を

みないところが多くあり、 ‘次資料の増加を

えてわれわれの理解を不断に更新してい

くことが求められるであろう。

，本畿で素撞を試みたのは、二上{持そ検討対象

として、パローチスターン議録におけるま室域

社会の怒成・展開と地域間交流との関係であ

京域地域間交流自体は前 4 千年記には成

Jf" していたが、前 3 千年紀に及んでイ4断に変

化な続けていたことそさまざ、まな考古資料に

ことができる。その中で、土偶は地域社

として指定の地域空間土の広がりを

もち誌がら麗寵するが、前 3ニ千年記話葉の初

ッパー文化段階にはより明確な地域的

りを形成するようになる。この時期の地

域社会の枠組みの強化な示している。そうし

た地域社会の枠組みを弛緩させるようにして

登場するのが、 の畏系続土議であり、イ

ンダス文明社会の成立という社会変革に

との地域間交流が関わっている可能性そ強く

示唆しているといえるであろう。

本稿は二上{関がもっ社会的意義を読み解く

つの試みであり、今後の研究の方向性そ切り

拓くことにやjらかの援望を提示できたならば

幸いである。

本稿そまとめるにあたり、岡山市立オリこに

る四角隆二、ント

両氏に 際してご高配そ賜りまし

小蕗子Jl I歩、米山あか

ね、 Q.H.Mallah 各氏より

した。末家ながら、ご芳名を蕗記

し上げます。

[駐1

しま

1) S. Pì鰐閣はジョーブ式 j' 餓に地母紳像とし

ての枚絡を綴極的に認めている (Pi部ott 1950: 

126-128)。また図書寺iこ、死者の波野きを苅る性絡を

色絵絡している。しかしながら、手fjJ異母ハラッパ一

文化段滋以主立の1;(性形土偶がき控BJ:t卒者を象ったもの

だあるのカ、どうか露骨定できる論拠はない。{邸こ地

母1$としての性格を想定するにしても、どのよう

なコンテクストにおいてこれらの十.偶が使Fねされ

たのか朗らかにすることが求められるであろう。

若手数の太偶が出土したメヘルガル瀦跡でも包含層

からのf仕上であり、本来のコンテクストは不明で
みる(Jarrige 199 上 92) 。

2) C. Jarríge はナウシャロー遺跡 1 D織になって、

ぞれ3までとは対照的に男性 1:綴が災?を二七銭を数

隊約に上関るようになると添べている(Jarrige

1997:37) 。

3) ，写真図版では判日IJできないが、c. Jarrige は下

織に平明証討をもっ駒形?あるとする(Jarrige， C. 

1997: 37)。

4) 駒形どいう形式は、クッリ式土偶のほかに、ム

ンデ、イコザク遺跡、シャブリ・ソツタ遺跡 (Salvatori

and Vidale 1997)、タルーイ・パークーン遺跡、テペ

tニッサール遺跡(Schmidt 1937)、スーサ遺跡〈テ

ヘラーン国立考古博物館総ぷ滋終〉など、イラン

肉際に広く知られ、本生11I1こ関泌するものかどうか

は日IJ として、自立するという楠逃がイラン高原の

人物土偶の伝統の一端にあったことは確かである。
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この点に関連して、シャーハダード遺跡の墓地で

副葬品もしくは{共献品として出土した土製人物像

が自立式である点も注恕される(弘司kemi 1994)。

なお、c. Jarríge はクッリ式1:偶とジョーブ式七銭

を|斗じ伝統に!議寸るものと指織するが(Jarrige， C 

1984: 133)、少なくとも形態的にはまったく巽な

る特徴をもっと懲解寸べきで、あろう。また、ナ

Jj"遺跡Wt:の i二絡やクッ 1) 遺跡出土資料のヰ?でも

綴芸名表裂を欠く単純な土偶者全クッ 1) 式土{誌の祖型

とみなすが(J品rrige， C. 1984: 130)、この点に関

しても形態上の断絶があり、Î'Í'尚することはでき

ない3

5) Q. H. Mallah 氏のど数ぷによる。
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