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序説

インダス文明の興亡に関する

気候学的 ・水利学的知見（1)

小西正捷

I パルチスタ ーンの初期農耕諸文化

西パキスタンは，いわゆる西アジアの乾燥地帯の東限をなし その雨量

は，のちにさらにくわしくみるように，概してごく少なし、。いうまでもな
パYジャーブ

く，西ノfキスタンを縦断しては，ヒマラヤの雪融け水を五河に集めたイン

ダス水系がほぼ一直線にアラピヤ海に注いでいるが，その水は，ほとんど砂

漠ともいうべき地帯を通りすぎるのみで，その風景には草原や森林などは全

くみられず，ただ赤茶けた荒野や丘陵が速なっている。

この風景は，インド亜大陸のもう一つの大水系，ガンジス＝ ジャ ムナ水系に

うるおされるヒンド ゥスタ ーン平原と対称的である。ヒマ ラヤの南縁にそっ

て東流するガン ジスは，常にそこに流れこむ多 くの支流を合わせながら，次

第にモンスーンをともなって多量の雨を降らせる東部インド（こ進路をとる。

まさにこのヒンドヮスタ ーン平原がカンジス河の集水地型 catchment である

に対して，インダス平原は，むしろ放水地域（？） losementであると， かって
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Geddesは述ベブミ＼）。

インクス文明は，今から二千数百年前，このインダス平原に誕生する。こ

の文明は，さらに西方のメソポタミアの初期の都市が達成しえなかったよう

な一貫した都市計画に基ついた大都市を，少なくとも 2ヵ所に築きあげた。

今日，モヘンジョ二ダロとハ ラッパーとよ（まれる遺跡がそれである。道路は

東西南北に規則的に走 り，こうして碁盤目状に区切られたブロ ックには焼成

煉瓦を用いた家々が建ち並び，特にその排水設備は非常にゆきとどいたもの

であった。かなり広大な市街地をみおろ しては，市の西側に小高い城塞が築

かれ，そへンジ ョ＝ タロでは，穀物倉や大浴場，その他今日では何に用いら

れたかを明確に復元しえない豪壮な建築物がそこに建ちな らんでいた2）。

今日，両都市をふくめて多 くの遺跡は，乾燥した荒野に孤立した遺丘をさ

らしており ，まわり には貧相なタ 7 リスクの濯木がわずかに生えているのみ

である。 この地にかつて，あのよ うに強力な都市文明が栄えたとは思えない

程である，が，思えばメソポタミアの文明を生んだティク リス＝ユーフラテス

河や，エンプ 卜文明のナイノレ河一帯も，今日同様の典型的な乾燥地帯であ

る。これは一体どういう ことなのであろうか。なぜ諸文明はこのような立地

条件を選んだのであろう か。 この問題は，それぞれの文明の発見以来，当然

研究者の大きな論議の対象となってきた。そこからは，より社会科学的な視

点からする治水濯翫と王政の確立，すなわち「文明」の誕生をみようとする，

いわゆる f治水文明論」 もでてきたし3), 気候学者たちの聞では，ここ数千

年紀の聞におこったとされる西アンア一帯の「乾燥化」 d回目ation の問題が

活発な議論をよんだ（この問題は，のちに再びふれる〉。 インダス文明自体の問

題にしても， これらの，いわば文明史的には側面的な諸研究が提起した問題

や寄与ははなはだ大きし、。考古学的考究の手段としての第ーのものである，

発掘による遺構や遺物の研究のみでは，具体的にその諸様相を どう解釈する

かとしづ段階において大きな限界があり，それは従来，隣接諸分野からの協

力を得てぎたのであるが，最近は特に，アメリカの水利学者らによる活発な

実地調査をふまえた気候学的 ・水利学的知見がもたらされるようになり，当

時の農耕に関する問題や， いわゆる 「乾燥化」の問題，そして一番大きな問

題である，こ の豊かな文明が，なぜ，そしてどのよ うに終末をむかえるに至

ったかに関しての，全く新 しい問題提起が行なわれてきている。筆者は，こう
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した最近の気候学的 ・水利学的知見を専門的に論述する任に必ずしも ない

が，インタス文明の特に終末に関する諸問題に関心をもっ者として，こ の側

面から再考をせまられている諸点を，筆者なりに整理してみたいと思ったの

である。しかしものの順序として， まず，どのような地理的背景にあってこ

の文明が興っ てきたのかをみる必要があるし，それにはまず，前千年紀に西

アジアの一角で興った農耕文化を真先にうけとめた，パノレチスターンの初期

農耕諸文化の地理的条件をみる必要があろう。

吾王

1〕 A Geddes, "The Alluvi。IM。rph。｜。gy。fthe Ind。G。nde↑icPl。in’＇， T悶 ns.l州 Brit

Ge。gr., V。I.28, 1960, pp. 253-76, f.n. 29. 

2〕 本稿は，インダス文明そのものについてあまりふれるつもりはなL、。 くわしく

（立， RE.M. Wheeler, The Indus Civ 

同書第2版の訳にt主， 曽野寿彦訳『インダス文明』， みすず書房，昭和41年が

ある〉。

3) Karl A. Wittfogel, Orientol Despotism; A Comporotive Study of To凶 Power, Y。le
Univ. Press, 1959，など。

1. パJL..チスターンの地理的条件1)

パノレチスタ ーンは，現在の西ノ ξキスタンの西縁をなす丘陵地帯で，西北部，

でア フカAニスタン ・西南部でイランと国境を接している。文化史的には，同

地方は，インド世界とイ ラン世界をへだてる界風の役割をはたすと 同時に，

西アンアの文化をイントに摂取する重要な窓口でもあった。今日 ，行政的に

は，ペシャ ーワノレ，デラ・ イスマエノレ ・ハーン，クエタ，カラ ート の諸ナト｜か

らな っており ，インダス平原部とは，キノレタ ーノレとスレーマーン山脈によっ

てへだてられている。

パノレチスタ ーンは，そのほとんどが山地である。灰色や暗褐色，時には緒

色をなす，草木すらみられぬ峨々たる山膚は，ほとんどが白亜紀もし くは第

3紀始新世の石灰岩および砂岩からなってお り，所によって地層の重なり あ

った複雑な摺曲が，切 り立った懸崖や急峻な山の背に姿をあらわしている。

山ひだは，絶対雨量が少ないにもかかわらず，時に tangi(tongoi）とよばれる
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小峡谷を埋めて狂奔する俄水によっ て鋭く侵蝕されており， ふだんは乾きき

った沢すそは，おびただしい数の漂石による，デルタ状の厚い堆積をなして

いる。 比較的大規模な河床は，ふだんは単に，わずかに流れる小川が ある

か，もしくは水たまりがあち こちにできている程度である。

これらの川によって運ばれる砕屑は，平地のところどこ ろ：二ある小さな窪

地にも流れこんで盤層をなしており ，いくらかの緑がみ られる乙「れば，こ

うした小さなノ〈ッチにみられるにすぎなL、。沖積土壌質の盆地も，ふだんは

乾ききって亀甲状のひび割れに覆われており ，酸化して黒ずんだ漂石の堆積

や，赤茶けた砂丘やメサがあち こちに点在している。かつて湖沼をなしてい

たと思われる窪地は，降雪を思わせる程まっ白に苦い塩を吹き三 しており，

部分的に湿地を残していると ころもあるが，半永久的に水をたたえてい；，：，と

ころはむしろ例外的である。

しかし，この様相も いったん雨をともなった嵐がくると一変する。主と

してそれは局所的な激しい集中豪雨であるが．たちまち水は猛烈な俄水とな

って谷を埋めつくし，大量の砕屑を平野に押し流して，時には近代的なノ、ィ

ウェイすら一瞬の うちにえぐりとってしまう程である。そして豪雨が， しゴ

し（主局所的であるために，被害をうける山すその平野部では，常態の極度の

乾燥状態のまま，瞬時におしょせる洪水の危険をうけることすらあるわけで

＿，＿マ

&:> ＇＂＇。

降雨量は，このように不確定であるばかりか，概してきわめて少ない。 比

較的降雨のあるといわれるクエタ（l,655m）でも，その年間降雨量はわずかに

2,540 m であり ， この量を越す地域はほとんど皆無である。降雨のある季節

も一定せず，たとえばゾブニロ ーラレ一地方では，わずかにそンスーンの影響

をう けて夏期に降雨があるが，さ らに西方の山地では， 西向の~~ ：.、冬型低気

圧が雪を降らす。またノイルチスタ ーンは，ヒマラヤの影響をう（十ないので直

接に風の影響をうけ，夏には黄塵をまきあげた暑い突風が吹きまくって，気

温も日中は40°を軽 く越 し，しかも冬期は，夜になると零下25～6ごとなるの

も珍らしくない。ところが平均をとってみると，クエタでは， 1月の平均気

温が 4.2。c,7月が 25・4°C程度である。 これは， 1日のうちでの気漏の変差

がL、かに急激であるかを示すに他ならない。すなわち 1月では， 1日のうち

に平均11°' 7月で15.6°も温度の高低があり ，これまで棋に， 24時間中の最高
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－最低気温の差（冬期〉が45°近くなると いった記録もしぼしば残された。

こうした気候条件は植生をも厳しく限定し，全くの砂漠を除けば，北部ス

レーマーンなどの高地では， ネズ（杜松〉，野性オリ ープ，ビスタチオなどの，

小濯木がみられるにすまず，平野部ではトゲのある乾性植物，沼沢地では 7

ングロ ープとアシの一群，比較的大きな ワディや川岸にはアラブ ・アカシア

とタマ リスクがあるのみである。それも，放牧などがちょっとでも過度に行

なわれれば，たちまちのうちに裸にされてしまう。

今日山地の人口は130万（1961）といわれ， 1平方マイ ノレにわずかに10人と

し、 う計算となる。 平原部のラス ・ベラとカラチ周辺にはジャッティ耕作民，

クエタ の北；こはノ〈 シュト，山地のサラワ ーン＝ジャラワーン両地方にはブラー

フィ ，7 ッリとブクティ tこはノXローチの諸族がし、るが，南部マクラーン海岸

部の一部住民が漁業，前述の平原部ジャッティがコムギ ・オオムギ ・ミレ ッ

トなどの，主としてラビ型穀物を栽培する他は，ほとんどがし、ずれも遊牧 ・

半遊牧の形態か，もしくは乾燥果実の生産 ・交易を業としている。

熱気と寒気，夏には砂嵐をともない，冬には吹雪となる激しい突風，極少

で不確定な降雨，しかも稀ながら激しい洪水，岩がちな乾いた地表，加えてし

ばしば脅威となる地震一一このよ うな環境を，いみじくも土地の人々は，7ア

γ ラーが創造のはての残浮を投げたゴ ミ捨て場」 とよ んでいるというが2)'

どうしてこ のような地帯が，さらに西方に発達したラピ農耕文化を まっ先に

うけとめ，独自の彩文土器を ともなった大規模な村落文化を発展させえたの

であろう か。 それには，未だ組織的な発掘調査が十分ではないにせよ，実際

の遺跡の立地条件を検討せねばなるまい。

言王

1) 筆者の踏査に加え，主と して O.H.K.Spate & A. T.A. Learman th, Indio and Pakistan, 

3rd. ed., Ma:hnen, Landon, 1967, pp. 480 9によ った。その他K。ziAhmad, Geo, 

graphy of Pakistan, Oxford Univ Press, Karachi, 1964; ditto, "Land Use 川 the-

Semi・aridZone of West Pakiston’＇， Pakistan Geogr. Review, Vol. 18 ( 1963〕，No. l,. 

pp. l l 9参照。

2) Spote & Le町 mo川 ，op.cit., p. 482. 
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2. 北部パルチスターン諸遺跡の立地条件

パノレチスタ ーンの諸農耕文化は，発展段階的に，大きくわけてつぎの 4段

暗が想定しうる J）。 すなわち，（i ）半遊牧的段階，前 4千年紀中葉～末期 ，

( ii ）初期定着農耕的段階， 前 4千年紀末～前 3千年紀初頭， （iii）大規模な農

耕集落の形成 ・発展段階，前 3千年紀，（iv）町巴の段階，インダス文明期併

行がそれである。勿論ノイノレチスタ ーン諸地方の文化がすべて上述の段階をへ

たわけではない。かつそれぞれ，相互に影響しあいながらも独自の文化を発

展させた。その区分は，一応筆者は，クエタ，ゾブ＝ロ ーラレー， トガウ，

アムリニナール，クッリ二 メヒの 5文化群を考えているが，ここではその文

化的内容よりも，それぞれの遺跡の立地条件を，一応ク エタを境としてハノレ

チスタ ーンを南北にわけて考えてみたいと思う。 すなわち北部をあっかう本

項では，いわゆるワジリス ターン，ゾブ＝ロ ーラレー， ピシーン＝クエタの

諸地方に言及する ことになる。その資料としては，時期的にかなり古い刊行

になるが，1926～27年に行なわれた SirAu凶 Stein の踏査記録2）が，今日 で

すら第 l次的資料であるをいうをまたない。

まず，ワジリスタ ーンをみよう。同地方は，ほほ北緯 32.5。付近を中心と

してさ らに北と南にわけられており ，それぞれ，サフニ ー ド・コ一山脈に源

を発するク ッ ラム Jl l と ， アフガン東南高地より東流するコ•＂ 7 ；レ川を有 し， い

ずれもインダス平原の極北部と速なっている。 この両河は，「リグヴ ェーダJ

(X-75）に言及されている Krumu:Gomatiの両河に比定されておりへ 初期の「ア

ー リヤ人」がこの地方に住みついたのみならず，今日澗川に近いこれらの川

が，かつてはより水量をたたえていたのではないかという ことが推量されて

きた。今日両地方ともその荒涼とした景観は，前述のパノレチスタ ーンの一般

的景観とほとんどかわるところなく ，今日パヌー付近一帯を濯殺す るため

に，クァラム川のパヌー上流には，クッ ラムカザリ・夕、ムが築かれている。

遺跡は，スノレフ ・デライなどをふくめていくつか報告されているが，その

ほとんどが，スレーマーン山脈の北端に発し，東流して インタス河に注ぐ小

河川に接して位置しており ，かつ海抜は 3～400m前後，山脈がちょうど傾

斜をゆるめてインダス平原に連なるあたりに多く分布している。

時にはそれは， 前述の， fロngi が平原部に口を聞いた，扇状地状の砕屑堆
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積に近く位置することもあるが，これら小河川が東流してい る こ ともあっ

て，多くこれらは西高東低， もしくは東南を向いた斜面に位置している。 し

たがってその位置は，侵蝕度の激しい実際の川床 （今日多く澗川状） より少な

くと も数 mの比高差を保っており，さらに遺丘をなす堆積も加わって，今日

平野部 との比高差 2～30m をなすものもめずらし くない。 こ うしてこれら

の遺跡は，概 して（ l ）給水の便がよいこと，（2）しかも洪水の危険がさほど

ない こと，（3）傾斜が急すぎない耕地部分が得られること，（4）背後も しく

は遺跡の一方が，川ないし山の背による自然の砦をなしていること，などの

条件を満たそう とする傾向がみられるように思われる。

さて， さらにワシリスタ ーンの西南，すなわち標高 1,000～1,500m をなす

パノレチスタ ーン山中の諸遺跡は，当然その様相を異にする。ゾブ地方，同様

に東流 してインダスの支流となるゾブ川に，そしてロ ーラレ一地方はほぼま

っすぐに南下してはるかシンド地方でインダスに合するページ川によ って貫

かれているが，ゾブ川も，やはり 『リグヴェータ二 （Vi27 6〕に言及されてい

る Yavy己VO↑iに比定されているヘ しか しなお今日 この地方は乾燥気候に悩

み，平均降雨量が年間わずかに550mmをすら割ると ころから，農耕（ま大幅に

人工的な漉厳にたよらねばならなL、。 しかもゾフ＇JIJ岸は断崖をなすところが

多く ，わずかに滋級耕地を拓くことのできるのは，ほとん どフォー 卜・サン

デ7 ン上流一帯のみである。 この意味から，この地方の最も重要な遺跡の一

つ，すなわち比較的大規模な集落を構成しえたペリアノ ・グンダイが，まさ

にそうした地点にある ことは興味深し、。同遺跡はソフ川 の右岸に位置し 降

雨時には洪水を もたらすサ リアーサ‘と よばれる澗河床をその左に置いて い

る。 そこからさ ほど遠 くないカウダニー （第 1図〉やモークル ・クン夕、イと い

った遺跡も， その立地条件は上に酷似 している。 さ らにモークノレ ・グンダ

イでは，Steinの調査当時，遺跡から300m程離れたと ころに湧泉が得られた

とし、 う5）。

きて，さらに南西のロ ーラレ一地方は，山なみの高低がゾブ程でなく ，比

較的ゆるやかな小河谷は広く厚い沖積土堆積をなしている。しかし土壌の含

水量は低 く，今日ではカレーズ （地下溶液水路〉によって水を得，耕作を行な

っている。 この地方にも，ラナ ・グンダイ，ダノぐル ・コト，スール ・ジャ ン

カソレなど重要な大規模な遺跡が数多く 得られるが，同時にこれらは，降雨時
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第 1図 カウダニー遺跡付近の地形（S旭川 による〉 には冠水する危

険性を十分にも

っていた。ラナ

－グンダイに近

いディノレギー・

クデザイでは，

古層文化層の上

に，明らかに洪

水堆積と思われ

るおよそl.2mの

粘土質の堆積が

認められたし

ラナ ・グンダイ

自体の最古の層

はおよそ 3m の

沖積土堆積の

下，現地 表 下

4.2mにまで跡づ

けられている。

「リクヴ ェー

ダ」の時期はも

とより，さらに

数千年遡ってこれらの村落遺跡が活動を展開していたころ，河川｜の水量が今

よりさらに多かったかどう かは後に論議するとしても，これらの村落は，今

日みる形iこまでその文化層を厚く堆積し，高い遺正を形成するまで，常に洪

水の危険；こさ らされていたことであろうと思われる。

しかも， パノレチスタ ーン諸地方のうち最も高度の文化を発展させたこの地

方でさえ，沈水に対する，もしくは外敵に対する周壁は，おそらくこの段階

では未だ築かれなかった。このことは， 「周壁」のもつ社会性 たとえば共

同体のもつソリダ リティーの物的具現としてー ーの発達度，およ び社会経済

史的視点からする 「社会余剰」の多寡，とし、う点で大きな興味をひかれるの
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であるが6に それはともかく ，ローラレ一地方が前述の他の地方よりも洪水

の危険性をもちながら，その立地条件において，かつ西アジア世界と結ぶ伝

統的なキャラパンノレー トの一つの大きな結節点をなしているとし、う点で，発

達した農耕文化を受容するには，よりめぐまれた環境にあったということが

できる。そして，特にその第 2の点において，ピシーン＝ク エタ地方は，さ

らに好条件にあった。

れルチスタ ーンは，インド世界を一つにまとめる扉風の役割をしたと同時

に，さらに西方の文化を受け容れる重要な窓口であったことは先にものべ

た。そしてなかでも，アフカ、ニスタン南路における重要な拠点，カンダハー

ノレからピシーンを経てク エタに至るノレー トは，先史以来最も重要かつ活発な

キャラパンノレートであった。最近，このノレー トのインダス平原に至る途中に

あるボーラン峠付近に，パルチスタ ーン諸文化の彩文土器や，本来平野部に

発達した，インダス文明の文化的基盤であるノ、ラ ッパ一文化の土器を出土す

る数多く の遺跡が発見 ・踏査されているのは，この意味から注目すべきであ

る。そして，その地理的位置からも，この地方は最も初期の文化をいち早く

うけいれたのであった。

同地方の諸遺跡は，ゾブ＝ロ ーラレーよりさらに標高の高い海抜 l,400～

1,600 m以上のところに数多く散見される。このことから考えると，本稿の記

順序とは逆に，高度の高い所から低い所へと文化が伝播 ・発展 し， ローラレ

述の一地方が，パノレチスタ ーン諸文化の範曙での，一つの文化的ピークをな

していたことがわかる。 しかし，このピシーンニク エタ地方に花を咲かせた

これら最初期の農耕文化は，気候的にいっても，水の得やすさにおいても，

その可能性は甚だ限定されていた。

今日この地方では，大幅に水をカレーズに頼っている九 カレーズの起源

は不詳ながらも，結論的には到底それは前2千年紀にまでは遡りえないので

なし、かと思われるので円 初期農耕の諸遺跡は，さらに不確定な要素の多い

小河川のみに頼らざるをえなかったのではなし、かと思われる。ただしピシー

ン盆地には多少の雨量があり，その量はクエタより比較的少ないにしても，

耕地となり得べき平地の存在という点で，よりめぐまれていたといえよう。

ピシーン＝ク エタ地方における遺跡の立地条件は，概して，前述のゾブニロ

ーラレ一地方とほとんど変りなし、。詳細な遺跡地形図が得られないが，今試
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第2図 ブースタ ーン村付近の地形 （Spateによる〕

1b 
4 lEil. 

2 lll.ιム凶 5：：：：・：・：：：・

3；：：；コ.：：：： 6 ~宮
0 IML 

0 IK同

（注〉 lo カレーズ， lb．液凝水路（ジ ューイ ）， 2 懸崖， 3峡谷 4河宋． 5 

耕作地． 6・集落。

みに，クエタ地方のブースターン村付近の地形をみると（第2図），その立地

条件は，カレーズの存在を除けば，第 l図にあげたロー ラレ一地方の遺跡と

の類似を容易にみる ことができょう 。

ともかく ，概して興味をひかれることは，これらの諸地方：二発生した独自

の諸文化が，今日の半遊牧的生業とは対称、的に，かなり長期にわたる定着農

耕を営んでいたことである。 その相異は，しばしば気候の変化ーーーすなわち

一乾燥化」が，急激にせよ徐々にせよ起こ今たのだとして説明されてきたが，
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この問題はさらに検討を要する。 しか し Stein も認めているように引， 今日

でさえこれらの遺跡の多 くは，特に濯淑設備を施さなくても河川｜から水を得

ることができるところにあり ，さらに大々的な発展は限定されていたとして

も，おそらくそれぞれの人口を養いうるだけの耕地も ，本来備わったもので

はなかったかと思われる。また，その社会の発展度も，単に気候的なものに

左右されるものではない。 とすれば，今日のパノレチスタ ーンは （文化の一線的

進化観からすれば〉 先史時代における文化的発展段階より 明らかに逆行してい

ると いわねばならないかもしれない。

註

1) パノレチスターン諸文化の発展段階的 ・文化的区分は，筆者による暫定的なもの

である。よりくわしい概説と しては，5↑uartPiggott, Prehistoric India, Penguin Books, 

2nd. ed., 1961 ほか参照。

2) Aurel Stein, An Archaeological Tour in Wazi巾沿nand No同hern Baluchi 

Arch. Surv. Ind., No. 37, Calcutta, 1929. 

・3) Macdonell & Keith, Vedic Index, Vol. I, pp. 199 & 238; qυo. fr. Stein. op. cit., p. 3 

4) ditto, op. cit., p. 188; quo. fr. ibidem. 

5) Stein, op. cit., p. 43 

d〕先にハラッパ一文化の周壁の意義については，拙稿「インダス文明と都市の性

格」に簡単にふれた。『都市形態の研究』（鹿島出版会，昭和44年刊〉所収， P-70 

参照〉。

7) クエタ周辺のカレーズについては， 正確な記述ではないが，Md. Rizwonullah, 

Lonehy Guardian of Khojak Pass (Quetta, 1965）にも言及がある。なお同書は，

1889～1963年現在におけるクエタ地方の給水政策およひ．工事の概要について詳

述したものである。また，Quetta-PishinDis↑rict Gazetteer, 1907参照。

8) 史料的には前 1千年紀中葉が限度か。GB. Cressy, "Qanats, Kazez and Foggaras". 

Geographical Review, Vol. 18, 1958, pp. 27 44ほか参照。

9) Stein, op. cit., p. 90. 

3. 南部パ）［..チスターン諸遺跡と 「力．パルバンド」J)

ここでいう 南部ノイノレチス ターンは，中央ブラーフイ山脈がつらぬ くサラ ワ

ー ン＝ジャラワ ーン高地と，実質上東南イ ランのシース ターン砂漠の連続であ

るハーラーン地方，そしてアラビヤ海沿いにひろがる暑気激しい 7 クラ ーン



82 

地方からなっ ている。その気候条件は，今日前述の北部ノイノレチスタ ーン諸地

方と同様か，さらにわるいが，高地の小河川沿い，特にナ＿，レ川上流と，jヒ
流してピシーン＝ロラ川支流となる川の分水嶺をなすカラ－ i・周辺の高地，そ

して，校状にそこからわかれる支脈にはさまれて南流する，ラフシャ ーン，

7 シュカイの諸河谷，およびやがてアラ ビヤ海のクワ ー タノレ湾に注ぐケ－

h ニヒング，ダシュ卜の諸河谷に，多くの重要な遺跡が集中してし、るよう

に思われる。そして同時にこれらは，アフカザン南路をへてクエタに直接つな

ぐイランとの交易路と同様重要な位置を占めた，伝統的な？諸キャラパン ・

ノレー トに面 していた。 しかしその文化的伝統は北部と異な り，これらの地方

は，lまぼ， トガウ，ナーノレ，クッ リの諸文化の分布と重なっている。

個 の々遺跡の立地条件は北部諸遺跡とほとんと、かわるところなく，今日い

ずれも潤川状ではあるがともかく も河川｜からほど遠くないところに位置して

いる。高地ではしばしば平野部を前面にひかえた舌状台地上に位置し，その

傾向は，h ーラーン東北部およびカラート地方にみられる。一方平地では，

峡谷から川が平地に出る際になだらかな砕屑堆積が形成されるがv 洪水時に

はそ こに普通 3～ 4本のナッラ ー （nulloh奔流道）ができ， ちょうどその聞に

できた中州状のと ころ2）に遺跡がえられるこ とが多L、。しかしいずれに して

もふだんは河川から十分な水を得る ことはできず，カレーズや，後述するガ

パルバン ドなる堰堤による補助を得ながらも，本質的にはほぼ全面的に，不

確かな降雨に依存する天水農耕 Khushkabacultivation 3＞を行な っていたと思わ

れる。

具体的な例として，ハーラーン東北高地の卜 ージ遺跡をみようく第3図〉。

同遺跡は，砕屑堆積によって形成された荒地を見下す舌状台地にあり， 1；本

のナッラ ーによって A地点と B地点にわけられてし、る。荒地にはノ、ドJI！の流

れがあり ，タマリスクや小濯木がまばらにはえている。パ卜川には Steinの

調査時〈冬〉幅 Bmの水流があったが，これも夏には干上ってしまう。遺跡

の北側は川の流れに侵蝕されて切 り立っており ，自然の砦の役をなしている

が， 同時にこの侵蝕によって地下水が露出し，飲料に適した泉を現出してい

る。遺跡の西部および北部には，大形の石を積み上げた幅 2.5m 以上の堰堤

が，途切れながらもそれぞれ数十～百m以上にわたって残っており，元来少

なくとも これらのいくつかはつながっていた形跡があった。これ らの 寝 堤



IIま，zトッラ ーもし

くは斜面に対 して ：

Iほぼ直角に築かれ 。

る。

カザノイノレノ〈ン ド

！は，後述する よう

に必らずしも一時

期 のものとは思わ

れないが，新旧あ

わせてその分布

は，南部に行くに
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第3図 ト ジ遺跡付近の地形 cs↑ein による〉

• O。 50 0 ＇・0 み.()0 l。。
..SWL.！＇.ニE

《内

内

ハ内

Jl!下院 ー・
回寧悼の轟 ，.；－~
Wハ・lしげンド 百市

3マリスヲ ωω 

したがって多く なり， 一方カ ラー卜より北方ではほとんど皆無と いってよ

い。 5↑酬 は，南部ノ、ーラーン，東北マ クラ ーン，ジャラワーン一帯などにヵー

.r＜；レバンドを認め，記述を残しているがO，そのう ち規模も大きく ， かなり

はっきりした形態を残している，スラ ーフホの南方，ラコリアーンのカパノレバ

ンドの様相をみてみよう（第 4図）。

この堰J走状構築は，斜面に直角に位置し，奔流道と道路によって一部こわ

されているが，全長およそ 320m，現高は南側で最高 3.6m，幅も 3m近 くあ

る。堰堤は，後側からさらに土と石によって補強されており，内部にl’まおよ

そ60cmの沖積土が堆積している。堰堤の西側はほぼ直角に南に折れ曲っτ
lいるが， この部分は水門であったかもしれない。水圧を最も受けたであろう
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第 4図 ラコリアーン付近のヵーパノレバンド（Steinによる〉

~」~茎＝三E ’ト

のもあり ，当時の発達した技術が うかがわれる。

中央部には，幅

2～Smの突出

した扶壁が築か

れ，今日一部が

崩壊しているた

めに水門状の印

象もうけるが，

水圧に抗するた

めの補強と考え

られよう 。使用

されている石

は，なかには12ひ

×90×75 cm と

いっ た大形のも

しかし，ヵーパルバンドとしてはこの規模はむしろ例外的というべきであ

り，普通堰堤部の長さは数十m程のものがより一般的である。またそのほと

んどは，現在の高さまで水平に土砂が堆積している。

このカ‘パノレパン卜の用途に関しては，これまでしばしば無批判に「ダム」

として理解する傾向があっ たが，早く 5↑酬 は，その用途の可能性としてつ

ぎの三つを推測していた引。

( l ) 雨期における斜面からの流水を制御し，それがいたずらに深く侵

蝕されたナアラ ーに失なわれることなく，さらに下流の耕地に一様に濯水

されるように設けられたもの。

( 2) 流水を一時的に貯水し，乾期における下流の耕地の濯概用に供し

たもの〔すなわち一種のダム，もしくは貯水池〉。

( 3) 流水を一時的に堰止めることによって堰堤内部に沖積土壌の堆積

を促し，岩がちの谷あいに耕地を設けようとしたもの（すなわちテラス耕作

の一変形〉。

しかし Stein 自身は， その各所に実見したカパルバンドを記述するにあた

って，ほ とんどその理由を示すことなく，上記の（ l ）もしくは（ 2）にあたる、
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と思われる解釈を付しているへそれぞれのカパノレパン卜の立地条件や構築

の様相は必らずしも詳細に述べられていないが，ここでわれわれも，得られ

る範囲内での情報 ・知見にも とづき上の一つ一つについて検討してみよう 。

まず（ l ）に関して。たしかにこれはあり得べき こと のように思われ，たと

え実際に（ 2）のようなダムとして役だたなかったにしても，下流の耕地を濯

殺するのに有効な手段であったろうと思われるのだが，問題は，肝腎の 「下

流の耕地」の存在である。ガパノレバン ドは，有効に水を堰止めるためにも谷

あいのせばまったところにつ くられることが多く，その外側，すなわち下流

に平野部があったとしても，そこが実際に当時の耕地として用い られていた

例がどれだけあったか筆者は疑問視している。事実，第 3図にあげた卜 ージ

遺跡の北側のヵーパノレバンドの内側は旧耕地，外側が新耕地であるとは Stein

自身の記述したところであった。また最近ノイノレチスタ ーンを踏査した水利学

者の Raikesは，「ガバノレパン卜周辺の荒廃した景観の中にみられる唯一の沖

積土堆積は，ガパノレバンド自体の内部にある」と述べている7)。 したがって

このことに関しては，さらに詳しい事例を待たねばならないだろう。

(2）に関しては，さらに問題は大きし、。そのダムとしての容量に関して，

Raikesはジャ ラワーン地方において次のような計算をしたり。すなわちこの

地方では，10年：こl度の割合におこる洪水の場合，集水区域 1平方マイ ノレあ

たりの排水量は平均 l,400 cusec とみつもることができ，その総量は 25acre 

feet (1 ac陪 feet二 43,560cu. It.）となろう。集水区域が倍となれば，すなわち排水

は1,700cusec，総量60acre feet となり，この量は集水区域が拡がるにつれ拡

大する。一方多 くのガパノレパン 卜は，堰堤の高さ lfごとに 4～5acre feet 

程度の貯水能力しかなく ，前述の水量を貯水するためには少な くと も堰堤の

高さ701(21 m〕，しかもなおかなりの規模の溢路 spillwayが必要とされるであ

ろう。 しかし現実には，ガパノレノインド堰堤の高さは最高で Sm程度がせいぜ

いであり ，溢路もないと ころから，ほとんどの水は堰を越えて流出してしま

うであろう 。もしこの規模の堰堤に溢絡を設けたとしても，その幅は堰堤の

長さ以上のものが必要とされるであろう ，と いうものである。

より単純に堰堤の構築をみて さえも，厚くはつくられているが，その石積

みにはモノレタル状の物質は何ら用いられておらず，「ダム」の底も粗い岩屑の

ままである。 これでは水が流れ出てしま うだろうし，もし水と一緒に運［まれ
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第5図 「サイラーパ」模式図（Raikesによる〉

てきた堆積がこれらの間隙を埋めるとしても，その時にはすでに， ダムは

その堆積によって，ダムとしての機能を果しえないにちがし、なL、。

こうして（ 3）の可能性が一段と強い ことが容易に想定できるが，そもそも

この想定は，ガパルバン卜をおそらくはじめて記録した Hughes-Builerによっ

てなされたものであった引。 Steinは，その報告書のなかで，今日の当地の農

耕民はカッ、jレバン ドの実際の機能を理解してし、ないように記しているがl口），

再び 削除sは，この伝統が今日に至るまで南部ノイノレチスタ ーンの農耕技術と

して生きている ことを示している Ill。彼によると，彼らが用いるものは必ら

ずしも岩石のみでなく，木材，泥土などをも併用しているが，堰堤によって

雨期の流水を集め，人工的な洪水状態をお こして土砂を堆積させ，平坦な耕

地をつくろうとするものである。第 5図は，その大規模なも のの Raikesによ
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る模式図 （1部修正〉であるが， A・B地点は，それぞれテラス 2' 1のための

溢出口である。余分の水はそのまま河床に流されることなく ，さ らに水路に

よって下流にひかれ，他の耕地をうるおすようにできているようである。

この種のテラス耕作を，南部ノリレチ スターンではサイラ ーパ sailabo （字義

上は「洪水」〉と呼んでいるようであるが， これを今日の住民が，今日使われ

いてないガ、パノレパントと同じものであると意識しているのかどうかについて

は，残念ながら Raikesはふれていない。しかし，さきの Steinの記述もさるこ

とながら，彼らがこの古い堰堤をカツイルパン卜， すなわち「拝火教徒（ニイ

ラン人〕の寝堤」 と呼んでいることは甚だ興味深し、。 ただしこの呼称は，必

らずしもイラン起源をそのまま示すものでなく ， Gaborーとか Ko日r-（「異教徒

の」〉の語は，しばしば彼らの慣習と密接でない遺構に好んでつけられる接頭

語である。

今日のテラス耕作との関連はさておくとしても，この方式は，文化的伝統

の推移にもかかわらず，一時期に限定されずにかなり長期にわたって，こ の

一定の地理的分布内で採用されてきたよう に思われる 12）。しかしカソ、ノレバン

ドのような，直接それが住居複合の一部をなしたものでない構築の年代を判

定することはむずかしく，単にその隣接している遺丘や，時にその内部堆積

のうちに混在している土器片によってその年代が推定でぎるのみである。

この点からいえば，Stein のみたいくつかのカパルバン ドは明らかに南部

パルチスタ ーン初期農耕諸文化に属するいくつかの遺跡と関連があったし

一方不自薬をかけたイスラ ーム間片を出土したカノリレバンドもあった13）。また

Horgre口vesもカF パノレバンドをナール文化と結びつけて考えているし14>,Wheeler 

も，少なくとも 1961年の時点までは，これらが初期農耕諸文化の時期に遡りう

るのではないかと考えていたisl0 Raikesは，オノレナーチ地方のカハノレ口ンドに

クッリ文化やノ、ラッノf一文化の陶片をみつけており ，その起源をイ ランに求

め，年代的には トガウ併行の，前 4千年紀末にまで遡らせよう としている 16）。

しかし，いずれもそれぞれの文化層と層位的に比定されたものではなく，そ

の起源や年代を一概にいうこ とはできなし、。むしろこ こでは，ヵーパノレバン ド

の分布がほとんど南ノカレチスタ ーンに限られており ，その頻度が北にいくに

したがってカ レーズに とってかわられるこ との文化史的意義を， 今後東南イ

ランやアフカザニスタンにおける証跡と比較検討する ことによって追求すべき
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第 6図 カラチ西郊16kmのテラス耕作（Spate ことを述べるにとどめたい。
；こよる）
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ガ、ノリレバンドに関しては，

もう 一つの問題がある。それ

は，これだけの構築を築くに

は多くの労働力が要されたで

あろうこと，すなわち各造跡

の人口は，今日 の村落におけ

るより多かったであろう こ

と，さらにこれらの人口を支

える農業生産物を約束するに

は，今よ り気候条件がさらに

よかったであろう ，と いう 想

定である J7)。この論法の背後

には，特に Piggott にみられ

るように，「ダムとしての」カ戸

パノレパン卜の想定が前提とし

てあるように思われる。この

点に関してはさきに詳述した

ので，ここでは「労働力」と

いう側面を考えてみよう 。

たしかに今日 のノリレチスタ

ーンにおける生産性は之し く，これらの構築を今日みた場合，奇異の観にう

たれるのは当然ともいえるが，さ らに大規模な巨石建築でさえ，丸太の併用

や挺子の原理を応用することによって，今日想像する程には「至難の業」で

は必らず しもなかったことが知られている。またカ’パノレバンドに用いられて

いる大形の 「切石」は，実は人工的に今の形にそれぞれ切りだされたもので

はなく，砂岩が，断層 ・褐曲 ・風化作用をうけてブロック状をなし，今日の

パルチスタ ーン山塊を形成しているのが実情である 18）。

気候条件に関しては，インダス平原の問題とあわせて，次稿にあらためて

詳細に論 じたいが，ここでは単につまのことを述べておこう。すなわち，以

上の記述から も明らかなように，ガパノレバン ドは雨量が今百より多かったか
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ら築かれたものではなく ，むしろ雨量が少なかったから こそその存在理由が

あったのであり ， もし前述の集水量の計算値を大幅に上まわる雨量があった

な らば，山の背より集水された水量は，堰堤を越えてあふれるのみならず，

堰堤を跡かたなく破壕してしま ったのではなし、かと思われる。し、し、かえれ

ば，その自然環境が今日よ りよかったとしても，それは雨量の所以ではな

く，小規模てもはゐれ， こうした水利施設が今日よりさらに活用されていた所

以であったとい うことができないだろうか。
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