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書評 

オラムバヤリン・エルデネバト  (2009) 『中世モンゴル地域にキリスト教の一派が伝播した  

略史について』ウランバートル
 

Эрдэнэбат, Уламбаярын (2009) Дундад зууны Монгол оронд 

 загалмайтны шашны урсгал нэвтэрч байсан товч түүхээс , Улаанбаатар. 

 

伊藤 崇展 ITO Takahiro 

大阪大学大学院文学研究科修士課程  

 

本書は 2009 年にモンゴル国にて出版された，考古学者 U. エルデネバト  (У. Эрдэнэбат) 氏によ

る著書である。評者が当該書籍を選定した理由は，モンゴル国の考古学者による研究の成果が日

本に紹介される機会が少ないことである。近年日本の考古学者や歴史学者がモンゴル国にて現地

の研究者と共同で盛んに調査を行なっており，その成果は度々紹介されている。しかし，モンゴ

ル側の研究者のみで行われた調査については，これを知る機会は極めて限定されているのが現状

である。また，本書で扱われるテーマがモンゴル帝国期のキリスト教1に関するものであり，この

ことはモンゴル帝国の社会における諸宗教の共存という側面を考察する上でも，またキリスト教

がアジアに伝播した意義を考察する上でも大変重要だと考えられる。  

以上の理由から，出版から時間を経ているにもかかわらず，本書を選定した次第である。本稿

では，まず当該書籍の内容を紹介し，次にその中でもとりわけモンゴル国側による発掘調査につ

いて紹介されている第 6 章，第 7 章について詳細に取り上げ，関連して若干の私見を述べたい。

第 7 章については，該当箇所の日本語訳と合わせて紹介する。なお本文の最後に本書の図版を一

部抜粋してある。紙幅の関係上全ての図版を載せることはできなかったが，適宜参照されたい。

図の番号は本稿での順番に従い，またキャプションは原文の訳に基づいている。  

まず著者の略歴をここに挙げておく。オラムバヤリン・エルデネバト  (Уламбаярын Эрдэнэбат) 

氏は 1994 年にモンゴル国立大学社会学部2歴史・考古学専修を卒業。2000 年に同大学で歴史学分

野での修士号を取得。2002 年から 2006 年までドイツのボン大学哲学部で，先史時代及び古代の

歴史考古学，東洋美術史，中央アジアの言語文化学，モンゴル学を専門に研究し，2009 年に「古

代モンゴル人の葬送習慣―モンゴルにおける 11 世紀から 17 世紀のモンゴル人墳墓の発掘に関す

る 考 古 学 的 ・ 歴 史 学 的 研 究  (Altmongolisches Grabbrauchtum–Archaeologisch-historische 

Untersuchungen zu den mongolischen Grabfunden des 11. bis 17. Jahrhunderts in der Mongolei ) 」とい

                                                   

Эрдэнэбат, Уламбаярын (2009) Дундад зууны Монгол оронд  загалмайтны шашны урсгал нэвтэрч 

байсан товч түүхээс, Улаанбаатар: Бемби сан. 
1
 本書の原文に「ネストリオス派 (несторизм) 」という表現があるが，近年エキュメニズムと称

されるキリスト教の教派を超えた運動，あるいは宗教間をも越えようとする対話・協力・結束の

試みが行われ，異端者としての蔑称である「ネストリオス派」という呼称は避けられる傾向にあ

るという（高橋 2013: 143 , 中村 2008: 55）。本稿はそれを踏まえて，当該集団を「ネストリオス

派」とは表記しない。教会そのものの動きに重きを置く場合は「アッシリア教会」や「東シリア

教会」という語を用いる（「アッシリア東方教会」という呼称の成立は 19 世紀であり，したがっ

てそれ以前の呼称については「東シリア教会」という語を用いる（高橋  2013: 143））。信徒や信

仰に重きを置く場合は「（東方）キリスト教（徒）」という語を用いることとする。また，原文の

「中世モンゴル (дундад зууны монгол) 」という表現についても，モンゴル国側の時代区分を用

いることでの混乱を避けるため，「モンゴル帝国期のモンゴル」とする。  
2
 当時の学部区分。現在の科学部社会学科。  
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う題目で博士論文を提出し，先史時代及び古代の歴史考古学での博士号を取得3。現在はモンゴル

国立大学科学部社会学科の教授である。  

次に本書の構成は以下の通りである4。 

 

前言: 7-8 

1. 歴史のページを紐解く: 9-22 

2. 現存の遺品: 23-24 

3. オロン・スム都城: 25-29 

4. エルケウトというものについて: 29-34 

5. 我が国に何があるか: 34-41 

6. ケレイトのオン・カン5の宮殿は発見されたか: 41-46 

7. イフ・ウヴグンのキリスト教徒の葬送品: 46-53 

8. カラコルムのキリスト教寺院について: 53-60 

英文要旨: 61-63 

文献目録: 64-74 

図版解説: 75-80 

図版: 81-131 

 

第 1 章ではキリスト教の東方伝播から現在に至るまでの歴史について概説している。431 年の

エフェソス公会議において，聖書の解釈を巡って断罪されたネストリオスの教義に従った6東シリ

ア教会は，サーサーン朝ペルシア帝国領内を中心に活動していた。7 世紀にイスラームの勢力が

台頭した後もイスラーム勢力支配下の中で共存し，8 世紀には総大司教座をバグダートに遷して

そこがキリスト教文化発展の中心となったという。そこからシルクロードを伝って中央アジアや

中国，海上ルートを伝ってセイロン島やインドのマラバル海岸などへ伝わった。とりわけ中央ア

ジアでの伝播についてはソグド人へ伝播したこと，8～9 世紀にかけてモンゴル高原に宣教師が派

遣されたことに言及し，そして 10 世紀以降ケレイト (Kereit) やナイマン (Naiman) ，オングト 

(Önggüt) といったモンゴル高原の集団が受け入れるようになったという。そして 13 世紀に興っ

たモンゴル帝国では，皇女や高位の軍人の中に東方キリスト教徒が少なからずおり，チンギスの

末子トルイ  (Toluy, 1192-1232) の妻でケレイト出身のソルカクタニ・ベキ  (Sorqaqtani beki, d. 

1252) や,フレグ・ウルス（いわゆるイル・カン国）の創始者であるフレグ  (Hülegü, d. 1265) の妻

で同じくケレイト出身のトクズ・カトゥン  (Toquz qatun, d. 1265) をその例として挙げる。また,

モンゴル帝国期に外交使節として活動したキリスト教徒の事跡として ,バール・サウマ  (Rabban 

Bar Sawma, d. 1294) やマール・ヤバラーハー3 世 (Mar Yahballaha III, 1245-1317) ,モンテコルヴィ

ーノ (Giovanni de Montecorvino, 1247-1328) といった事例を紹介している。モンゴル帝国期が衰退

                                                   
3
 指導教官は考古学者のハンス・ゲオルグ・ヒュッテル  (Hans-Georg Hüttel) 。 

4
 章番号は原著では付されておらず，評者が便宜的に付したものである。  

5
 本稿におけるモンゴル帝国期の君主や君長を指す「カアン」や「カン」の表記について，「ハー

ン」や「ハン」ではなく，モンゴル帝国期当時の発音として，より近かったとされる「カアン」

や「カン」とする。また単なる遊牧君長である「カン」と，それらの上に立つ至上の君主の「カ

アン」とは区別していたとされ，（杉山・北川  2008: 123-126），本稿でもそれに従って両者を書き

分けた。なおモンゴル帝国期以降の君主については「ハーン」と表記する。  
6
 原著ではそのような趣旨で書かれているが，正確にはネストリオスの師であるモプスエスティ

アのテオドロスを初めとするアンティオキア学派の聖書解釈に従ったのであり，ネストリオス自

身とは無関係（高橋 2013: 144）。 
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して滅亡した後は次第に信徒の数を減らしていき，現在に至るとする。現在のアッシリア東方教

会の信徒居住地域の事例として，アメリカやインド，アルメニア，アゼルバイジャンといった事

例を挙げている7。 

第 2 章ではモンゴル国及び中国の内モンゴル自治区の大部分を除いた，その周辺地域に現存す

るキリスト教の宗教施設の跡やキリスト教徒の墳墓，またキリスト教に関連する出土文字史料等

について紹介している。事例として中国の泉州のキリスト教徒の墳墓，ハラホト (Qara-Qota) の

シリア文字文書，イリ川流域のキリスト教徒の墓碑，キルギスのアクベシム (Ак Бешим) 遺跡な

どが挙げられている。本章で特に詳細に言及しているのは，東トルキスタンの事例についてであ

る。ブラユク (Bulayïq) でソグド文字やシリア文字で書かれた福音書や外典の断片といったキリ

スト教関連の文書が大量に見つかったこと，また高昌で唐代に属する壁画が発見されたが，そこ

にはキリスト教を含めた様々な文化や民族が表象されていることについて言及している。  

第 3 章では内モンゴル自治区にあるオロン・スム遺跡発掘の研究史並びに発掘品の内容につい

て概観している。スヴェン・ヘディン (Sven Hedin) を隊長としたスウェーデンと中国との共同調

査隊の隊員である黄文弼による最初の発見に始まり，オーウェン・ラティモア (Owen Lattimore) ，

江上波夫，デスモンド・マーティン  (Desmond Martin) らによって行われた調査の概要について

述べている。それぞれの調査での発掘物とその内容について，十字架の石刻 (Lattimore 1934: 489) ，

チベット仏教寺院の跡及びその付近のアルタン・ハーン  (Altan Qaγan， 1507-1582) に関する碑

文 (Heissig 1978: 294) ，オングト王の系図を記した碑文やゴシック様式の文様入り煉瓦の破片   

(Egami 2000: 7-49) ，モンゴル語やチベット語の仏教典籍  (Heissig 1976)，オロン・スム周辺のキ

リスト教関連の遺跡  (Martin 1938: 232-249) ，オロン・スム内の王傅徳風堂碑文  (Ch’en 1938: 

250-256) などを挙げている8。 

第 4 章ではモンゴル語で「キリスト教徒」を意味するエルフード  (эрхүүд
9
) について，文献上

での用例や地名に派生したとされる事例を紹介している。まず 13～14 世紀のモンゴル帝国期にキ

リスト教徒を含めた様々な宗教人に免税特権が与えられていたことを述べ，免税特権を与えた実

際のモンゴル皇帝の命令文（1351 年のトゴンテムル・カアン <Toγontemür qa’an, 1320-1370> の

聖旨10）を挙げ，その中にエルフードの語が現れることを確認する。そしてその語が転じてイル

クーツク (Иркутск) やイルクート  (Иркут) 川といった地名になったことを述べる。さらに，エ

ルフードという名がモンゴルの集団の名となって，20 世紀初頭になっても内モンゴルのオルドス

に残っていることを紹介している。  

第 5 章では第 3 章とは対照的に，モンゴル国及び中国の内モンゴル自治区でのキリスト教関連

の考古学調査について概観している。とりわけキリスト教と関連付けられる要素としての十字架

に着目し，モンゴル国のウムヌゴビ (Өмнөговь) 県11
 [図 1] や内モンゴルのオルドスなどで出土

している真鍮製の十字架やスフバータル  (Сүхбаатар) 県ダリガンガ (Дариганга) 村12で出土した

                                                   
7
 本章で詳細な言及のないエフェソス公会議以前のペルシア領内のキリスト教会の歴史，またモ

ンゴル帝国滅亡後から現代に至るまでのアッシリア東方教会（東シリア教会）の歴史については  

（高橋 2013）に詳しい。 
8
 これらの調査経緯については（江上 2000: 17-20）も参照。 

9
 古典モンゴル語の書写上の音価は erkegüd（単数形は erkegün）。 

10
 陝西省周至縣大重陽萬壽宮碑林に現存（松川  1995: 35）。当該碑文の録文については（照那斯

図 1991: 99-105）を参照。 
11

 現在モンゴル科学アカデミー考古学研究所に保管されているというが，具体的な発掘場所につ

いては言及していない。 
12

 中心地の位置は北緯 45° 18’ 37’’，東経 113° 51’ 3’’。 
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銅製の十字架13
 [図 2]，また石像に十字架のようなものが刻まれた例として，モンゴル国のバヤ

ンホンゴル (Баянхонгор) 県バヤン・ボラク (Баянбулаг) 村14にあるダーガン (Дааган) 岩の事例   

(Болдбаатар 2003)
15

 ，バヤンウルギー (Баян-Өлгий) 県サグサイ (Сагсай) 村16の事例 [図 3] 等

を紹介している。特に [図 1] や [図 2] にあるような真鍮製の十字架の用途については，衣服な

どに付けていたという見解を取っている。その根拠として，新疆ウイグル自治区の高昌にある唐

代のキリスト教徒の壁画に十字架と見られる装飾品の付いた帽子を被っている様子が描かれてい

ることを挙げている。  

第 6 章ではモンゴル国トゥヴ県にあるオン・カン  (Ong qan, d. 1203) のものと考えられた遺跡

の研究史，並びに著者自身の調査の結果を取り上げている。これについては後に詳しく取り上げ

る。 

第 7 章ではモンゴル国ウムヌゴビ県出土で 13～14 世紀に属し，キリスト教徒と考えられる女性

の墳墓の発掘事例を紹介している。これについても後に詳しく取り上げる。  

第 8 章では 2000 年代にカラコルムで行われたドイツとの共同調査を通して，キリスト教関連の

遺構の発掘を試みたことについて述べている。まず著者はルブルクの旅行記に言及されているカ

ラコルムのはずれにあるというキリスト教寺院に着目し，カラコルム遺跡の北側での遺構の発掘

を行った。この北側での調査は 2007 年に開始されたが，発掘された建造物は東西南北の 4 つの部

屋に分かれており，そのうち北の部屋で，かなりの量の牛の角が一箇所に固まった形で出土した

ことから，その建造物が何らかの宗教施設であった可能性を提示している。そこではただ 1 片の

陶器の破片が見つかった他には，一般的な生活を裏付けるような暖房設備，貯蔵用の容器の類は

全く出土していないという。東の部屋からは壁画の破片や比較的良質な中国の陶磁器の破片が出

土することから，著者は東の部屋は何らかの特別な位置付けにあったと考えている。また東の部

屋からは迦陵頻伽を象った彫刻の残存部が出土しているが，ここが仏教施設であったと仮定する

ならば，前述の北の部屋には別の宗教の施設があって両者が混在していることになる。  

また著者らが行った調査から，この東の建造物は 2 つの年代の層があることが判明したという  

[図 4]。これら 2 つの層の相互関係ははっきりしていないものの，少なくとも上の層の方が新し

いことは確かで，それは 13～14 世紀に属する。一方で下の層については 13 世紀前半に属すると

いう。 

本調査の興味深い発掘物として，ウイグル文字と思わしき文字が書かれた壁の石膏が見つかっ

ているという [図 5]。また，中にはキリスト教徒が使用していたエストランゲロ体のシリア文字

と思しきものもある。これらはいずれも，建造物の 2 つの年代の層のうち新しい方に属すると考

えられるが，文字の内容の特定はまだなされていないという。  

                                                   
13

 評者は直接参照する機会を得られなかったが，以下の文献に関連年代について言及されている

と思われる。 

Лувсанноров, С. (2006) Хүний оюун-хүрэл урлан. Дариганга дахь хүрлийн үеийн дурсгал,  

Улаанбаатар. （ロヴサンノロヴ，S. (2006) 『人智―銅工。ダリガンガにおける青銅時代の資料』

ウランバートル.） 
14

 中心地の位置は北緯 46° 48’ 43’’，東経 98° 5’ 31’’。 
15

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Боллдбаатар, Ю. (2003) “Христийн шашин нэсторын урсгалд холбогдуулж болох гурван дурсгал”, 

Монгол Улсын Их Сургуулийн Нийгмийн Шинжлэх Ухааны Сургууль  Эрдэм шинжилгээний бичиг 

Археологи, антропологи, угсаатан судлал, 210 (19): 103-111. （ボルドバータル，Yu. (2003) 「キ

リスト教ネストリオス派関連 3 資料」『モンゴル国立大学社会科学部学術紀要（考古学・人類学・

民族学）』 210 (19): 103-111.） 
16

 中心地の位置は北緯 48° 54’ 17’’，東経 89° 39’ 5’’。 
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本書は現在のモンゴル国においてモンゴル帝国期にキリスト教徒が存在し，また活動していた

ことを，現地の考古史料を用いて明らかにしている。ここには文献史料では直接言及されないよ

うな地方レベルのキリスト教徒の存在や活動が明らかにされている点に特色がある。本書の第 2

章 (24) で言及されている  (Zieme 1974) にて釈読付きで紹介された古代ウイグル語のキリスト

教関連の文書や，また第 5 章 (36) で言及されている (von Gabain 1963: 12) で紹介された高昌の

キリスト教徒の壁画17という具合に，モンゴル国以外では古くから出土文献や文物史料を通して

のキリスト教徒の存在が明らかにされていた。本書はこのような研究史を踏まえつつも，モンゴ

ル国での事例を紹介し，その多くは文物史料を用いる形でキリスト教徒の存在や活動を明らかに

している。これは近年のモンゴル国での考古学調査の進展を示すとともに，モンゴル帝国期の中

央アジアからモンゴル一帯にかけてキリスト教圏が広がっていたことを，文物史料からも明らか

にした意義を持つ。  

また第 6 章や第 8 章では，文献史料でキリスト教徒の存在が言及されているのをもとにして，

考古学調査からこれを裏付けようとする試みが取られている。特に，後述するように第 6 章は，

モンゴル国側の研究史の整理と合わせて近年行われた調査についても詳しく紹介されている。結

果として，両章で取り上げられた調査の中で確実にキリスト教徒の存在を裏付ける史料は発見さ

れなかったものの，モンゴルの仏教やその他の宗教文化に関する貴重な史料を提示していると言

えよう。 

本書の内容の中でも，とりわけモンゴル国側による発掘調査の事例は我が国では紹介される機

会が少ない。そこで，本書でモンゴル国側の発掘調査としてとりわけ詳細に紹介されている第 6

章及び第 7 章の事例を詳しく取り上げ，さらに関連して若干の私見を述べたい。 

まずは第 6 章について，前述のように著者はケレイトのオン・カンの宮殿と考えられる遺跡 18が

モンゴル国中央のトーラ川流域に見つかったことについて，その研究史とともに述べている。著

者のまとめによると，これについて以下のような研究が行われてきた。  

当遺跡を契丹時代に属するものであるとする説と，チンギス・カンの時代に属するもの，すな

わちオン・カンの宮殿に結び付ける説との大きく 2 つの学説があったが，契丹に結び付ける説を

唱えたのは Kh. ペルレー (Х. Пэрлээ) であり，遺跡内の建造物の屋根の装飾の破片，煉瓦などの

いくつかの発掘品の特徴から契丹に結び付けた  (Пэрлээ 1979)
19

 。 

一方でオン・カンに結び付ける説を最初に唱えたのは D. ナワーン (Д. Наваан) である。そこ

にある中世の墳墓から出土した装飾付きの帯の金製のボタンを根拠に，その帯を「ジャムカ 

(  am qa, d. 1205)
20

 の帯」であるとして，トーラ河に宮殿を構えていたオン・カンに結びつけた  

(Наваан, Ойдов 1986)
21

 がその嚆矢である。その後，N. セルオドジャヴ (Н. Сэр-Оджав) も，ト

                                                   
17

 馬に騎乗した人物が握っている杖の先端に，8 つの角に宝玉の付いた十字架があり，この十字

架が東シリア教会の特徴だという (von Gabain 1963: 12) 。また，東シリア教会の十字架の様式と

その特徴については（江上 2000: 50-76）も参照。 
18

 遺跡名はブヘグ (Бүхэг) 遺跡で（白石 2002: 202），位置は北緯 47° 48’ 1’’，東経 106° 37’ 30’’。 
19

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Пэрлээ, Х. (1979) 1979оны хээрийн шинжилгээний ажлын тайлан , Улаанбаатар: Монгол Үндэсний 

Төв Архив. （ペルレー，Kh. (1979) 『1979 年の実地調査の活動報告』ウランバートル：モンゴ

ル国立中央文書館.） 
20

 12 世紀後半，モンゴルでケレイトのオン・カンと同盟を結んでいた。  
21

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Наваан, Д., Ойдов, Д. (1986) “Эртний монголчуудын бүс эрхэмлэх ёсон”, Олон улсын монголч 

эрдэмтний IV их хурал. III боть: 181-183, Улаанбаатар. （ナワーン，D.，オイドフ，D. (1986)「古

代モンゴル人の帯を尊重する慣習」『国際モンゴル学者第 4 回大会議』3: 181-183, ウランバー
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ーラ河流域で発掘された墳墓から数百グラムに相当する純金の帯が見つかっていることから，『モ

ンゴル秘史』でトーラ河のカラ・トンに宮殿を構えたと言及されているオン・カンないしはその

仲間のものであったとした (Сэр-Оджав 1988)
22

 。ナワーンはその後も，遺跡の位置がトーラ河流

域にあるという理由で，オン・カンの宮殿であるという意見を提示し続けた。遺跡で見つかった

出土品からは仏教的装飾品が認められ，キリスト教的装飾品は見つかっていないとしながらも，

オン・カンらケレイトは仏教を受け入れたという前提のもと，仏教的特徴を有した建造物につい

てもオン・カンの宮殿であったと考えた  (Наваан 2006)
23

 。 

「ジャムカの帯」という考え方については，D. ツェウェーンドルジ (Д. Цэвээндорж) が，主

にオノン河流域で活動していたジャムカをオン・カンと結び付ける根拠は乏しく，さらに当時の

モンゴルの武人は一般的に金製の帯を使用していたと考えられ，したがって発掘された金製の帯

をジャムカに結び付ける根拠がないとして，完全に否定している (Цэвээндорж 2007)
24

 。しかし，

ジャムカという要素が否定されつつも，ブヘグ遺跡がオン・カンの宮殿の跡であるとする学説自

体は完全に否定されたわけではない。  

このような状況の中，著者は 2005 年から 2006 年にかけて行われたナワーンらの調査での発掘

品を改めて取り上げ，花の文様の壁画 [図 6] や猿 [図 7]，龍 [図 8]，象 [図 9] といった生物

や蓮華座  [図  10] を象った建造物の装飾，またチベットの聖人ミラレーパ  (Mi la ras pa, 

1040-1123)
25

 を象ったと見られる彫刻 [図 11] があることを確認する。そしてそれが 1979 年のペ

ルレーの調査による発掘物の特徴といくつかの点で一致したことから，契丹時代に属するとする

ペルレーの見解を支持している。また 2009 年夏のモンゴル国立大学社会科学部人類学・考古学専

修の学生による実習においても，龍や，インド神話の怪魚であるマカラ，蓮華座を象った建造物

の装飾の破片など，仏教に関係する遺物が発見されたという。著者は，建造物の基盤から見ても

オロン・スム遺跡にあるような大部分が直角で十字架のような形をしたキリスト教の教会とは異

なり，長方形の形をしていることから，これは仏教寺院の跡であることは明らかだという。  

以上のように研究史と自らの見解とを述べている。確かにキリスト教関連の遺物や要素が見え

ないことから，当該遺跡を，東方キリスト教を信奉していたとされるケレイトに関連付ける根拠

は乏しいようにも思える。しかし，契丹時代に属するという点から，後のモンゴル帝国期に全く

関係しないということまでは言いきれまい。白石典之によれば，これはもともと契丹の遺跡であ

                                                                                                                                                                         

トル.） 
22

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Сэр-Оджав, Н. (1988) “Монголын түүхийн нэгэн агшинд”, Шинжлэх ухаан, амьдрал, 5: 44-48. (セル

オドジャヴ，N. (1988)「モンゴル史の一瞬間に」『科学と生活』5: 44-48.) 
23

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Наваан, Д. (2006) “Хэрэйдийн Тоорил ван хааны ордыг судалж эхэллээ (Чингэсийн III орд)”, Чингэс 

хаан судлал 9 (20): 73-74. （ナワーン，D. (2006) 「ケレイトのトオリル・オン・カンの宮殿の

研究の開始（チンギスの第 3 宮殿）」『チンギス・カン研究』9 (20): 73-74.) 
24

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Цэвээндонрж, Д. (2007) “Монголын олон үеийн түүхийн голомт нутаг”. Studia Archaeologica, Tomus 

(IV) XXIV, Fasc. 1, Улаанбаатар: 5-12. （ツェウェーンドルジ，D. (2007)「モンゴルの長い歴史

の淵源の地」『Studia Archaeologica (4) 』 24 (1) : 5-12, ウランバートル.） 
25

 チベット仏教の行者であり，師のマルパ  (Mar pa, 1012-1097) より「大印契」や「ナーロー立

法」などの秘法を伝授された。それを後にカギュー派という宗派を生み出すことになる弟子のガ

ムポパ (sGam po pa, 1079-1153) にさらに伝授した。詩人としても著名で，『十万歌謡  

(mG r ’b m) 』は現在でもチベット人の間で親しまれている（山口  1987: 284-287 ; 山口 1988: 

57-60）。 



東方キリスト教世界研究  vol.1  2017 

93 

 

ったのが，後世に再利用され，最も新しい年代では清代に寺院が建てられているという（白石 

2002: 202-209）。 

ところで，著者と白石とが先行研究として挙げているペルレーの見解 26については両者の理解

の仕方が異なっている。著者によればペルレーは契丹の遺跡と見なしていたといい，それを自ら

が再調査して補強したという論の展開をする。これに対し，白石はペルレーが元よりオン・カン

の遺跡だと考えていたとしている。なお遺憾ながら，註 19 で述べているように評者は (Пэрлээ 

1979) を参照できず，著者と白石とで解釈の違いがなぜ起こったのかを知ることはできなかった。

そこで，ここでは両者による (Пэрлээ 1979) の引用のされ方について，最低限の情報を記すに留

めることとする。 

著者による引用のされ方については前述の通りで，ペルレーは遺跡内の建造物の屋根の装飾の

破片，煉瓦などのいくつかの発掘品の特徴から契丹の遺跡と見なしたとしている。  

白石のまとめでは，まずペルレーの 1961 年の調査 (Пэрлээ 1961: 97-98)
27

 を引用し，そこでは

すでにオン・カンの宮殿で後にチンギス・カンの駐営地となるカラ・トンの跡地と想定されてい

たという。その後，著者も引用している (Пэрлээ 1979) でも同様の見解が取られているが，ペル

レーの両研究ではその根拠を，発掘場所の地名であるハル・ショゴイ（Хар Шугуй，「黒い林」の

意）と宮殿の名前であるカラ・トンとが同義である点に求めているという（白石 2002: 202-209）。

白石はそれに対してより詳細な調査と考察とを加え，遺構の周囲の土壁については，長さの尺度

が契丹時代に属するモンゴル高原の他の遺構と同様の様式28であることから，遼代に属すること

を述べている。一方で中心部に大きな建造物の基壇があることにも着目し，尺度による年代測定

はできなかったものの，付近で発掘された屋根瓦の文様が連珠文のない獣文であり，これが契丹

時代にはない特徴であること，そして類似する資料が西夏王陵から出土していることから年代を

12 世紀前半～13 世紀初頭と考える。また基壇の周囲には堀が巡らされ，かつ基壇が大型の木造建

築の跡となれば，普通の兵士の宿営というよりも，高位の人物が居住するための施設であった可

能性が高い。以上を勘案して，ブヘグ遺跡はカラ・トンの遺構であるとしている。  

いずれにしても，このオン・カンの宮殿と考えられる遺跡を巡っては，キリスト教関連の遺物

や遺構が見えないことは明らかでも，著者の着眼点がそこに偏り過ぎている嫌いはある。しかし

ながら一方で，モンゴル側で行われた調査による発掘品の図版が付けられており，ここから著者

の主張の根拠となる仏教に関する遺物がいかなるものかを知ることができる。契丹時代に属する

仏教寺院の跡地であるとするならば，それらの遺物と契丹時代の他の仏教関連の遺跡の遺物との

比較が今後は必要になってくるであろう。  

続いて第 7 章について，ここでは発掘調査の内容29にあたる部分の日本語訳を提示し，その上

                                                   
26

 同註 19。 
27

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Пэрлээ, Х. (1961) Монгол ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон, Улаанбаатар. （ペル

レー，Kh. (1961) 『モンゴル人民の古代中世都城概説』ウランバートル .） 
28

 ブヘグ遺跡については 1 辺が 900 尺でちょうど 0.5 里に相当するが，このように契丹時代の方

形土城は，1 辺の長さを「里」単位で設計していたという  (白石 2002: 204-205)。 

29 本書にはこれらの調査をまとめた研究論文の書誌情報として，それぞれ  

Reports on Archaeological Survey in Tsagaan Tolgoi Prospect Area, Nomgon Soum, Umnugobi Aimag. 

May 14-June 4, 2008. National University of Mongolia, Department of Archaeology and Anthropology, 

Ulaanbaatar. 

Reports on Archaeological Excavation in Tsagaan Tolgoi Prospect Area, Nomgon Soum, Umnugobi Aimag. 

June 11-July 9, 2008. National University of Mongolia, Department of Archaeology and Anthropology, 
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でいくつかの点について若干の私見を述べることとしたい。  

それでは以下に，長くなるが第 7 章の該当部分 (47-52) の日本語訳を提示する。  

 

ウムヌゴビ (Өмнөговь) 県のノムゴン (Номгон) 村地域で 2008 年の夏，モンゴル国立大学

の発掘実習の授業を行った，ツァガーン・トルゴイ (Цагаан толгой) という場所は村の中心

から東へ 35km の距離にある。イフ・ウヴグン (Их Өвгөн) というのはツァガーン・トルゴ

イの北のウルズィート (Өлзийт) 平原の北端に沿って平行に 10 数 km 広がる，赤，あるいは

黒の花崗岩からなる山である。この聖なる山は周囲の山や丘の中でも最も標高の高い場所で

あり，西に向かって続く部分はハル・ツォヒオ  (Хар Цохио) ，東に向かって続く部分はオガ

ルズ (Угалз) 山に接している。イフ・ウヴグン山は南側の斜面にたくさんの小石の堆積物や

枝分かれしたいくつもの洞穴がある。これらの洞穴の間の平坦な台地では，主に礫石が渓谷

の断崖の近くにあり，色つきの地表に石を積み重ねた重石のある 20 程の墳墓が見つかった。

イフ・ウヴグン山の南側の山腹には赤い花崗岩からなる大小 2 つの丘があり，地元の人々は

大きいほうの丘をオラーン・ハイルハン  (Улаан хайрхан) として崇拝しているという。小さ

いほうの赤い丘の斜面にあり，南東を向いた洞穴のあるやや小さな洞窟の壁に赤い黄土で描

いた十字の印があり，新石器時代に属すると考えられる壁画があるのが見つかった。  

   第 17 墳墓。イフ・ウヴグン山の東斜面にある 1 つの小さな丘の斜面に，他とは異なる状態

で（北緯 42°53’43.5”，東経 105°29’02.6”，標高 1553m）位置していた。中ぐらいの規模で，

赤い花崗岩を輪の形で囲んで整えており，中心には花崗岩がなく，突起した重石がある。直

径 300cm，高さ 60cm である。重石を洗浄して発掘したところ，重石の上部の付近の 60cm の

深みに，経線に沿った方向で，中心に広がった楕円形の，長さ 200cm，幅 85cm になる墓穴

の点が見つかった。この点の色はこげ茶色で，表土は大変密で頑丈なものであった。  

   120cm の深さで埋葬されているのが見つかった。人骨の状態を見るに，遺体の頭を真北，

すなわち墳墓の北側の大きな山の頂上に向け，仰臥で 2 本の腕が体に沿った形の伸展葬であ

った。 

   人の頭蓋骨の上下に厚い布の破片が多くあるのを見ると，人の頭にあごの下で結ぶあご紐

の付いた種類の帽子を被せ，内側が黄色で外側が赤の襟巻きの布で遺体の顔を包んだような

状態であった。死体の体には左巻きの襟，細い袖，広い袖口，長い裾のある絹のデール（モ

ンゴルの衣服の一種）を帯なしで着せていた。デールの色は黄色，緑である。襟や胸の部分

には，絹の文様があることがよくわかる。  

   人の頭の両面からそれぞれ真珠の下がりの付いた水晶のイヤリングが 1 つずつ，デールの

襟の下側では首，鎖骨の間から，死者に御守りとして首に掛けさせた 1 つの十字架，頭の下

                                                                                                                                                                         

Ulaanbaatar. 

が挙げられているものの，管見の限りではそのような研究論文は見出せない。  

なお，本調査に携わった者として D. トゥメン教授 (Д. Түмэн) を筆頭に D. ナワーン (Д. 

Наваан) ，M. エルデネ (М. Эрдэнэ) （以上博士），B. アンフサナー (Б. Анхсанаа) ，Ch. ワンチ

クダシ (Ч. Ванчигдаш) ，S. ウルズィーバヤル (С. Өлзийбаяр) ，D. ハタンバータル (Д. 

Хатанбаатар) ，B. ツォクトバータル (Б. Цогтбаатар) （以上修士），その他学部生 10 数名の名が

挙げられている。これらの関係者と上記の論文のタイトルとを考慮に入れると，モンゴル語で書

かれた以下の論文のタイトル（雑誌名は不明，モンゴル国立大学の紀要の類か）が見出せたが，

これを入手する機会は得られなかった。  

Тумэн, Д., Эрдэнэ, М., Хатанбаатар, Д. (2008) Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Цагаан чулуутад 

ажилласан археологийн хээрийн шинжилгээний ангийн тайлан, Монгол Улсын Их Сургууль.（ト

ゥメン，D.，エルデネ，M.，ハタンバータル，D. (2008) 「ウムヌゴビ県ノムゴン村のツァガ

ーン・チョロートで行った考古学の調査実習報告」モンゴル国立大学 .） 
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と首の骨の周りには赤い色の形を整えた石の装飾品が 4 つ，中心に穴があり滴のような形を

した細長い石の装飾品が 2 つ，タカラガイが 2 つ，中心に穴のある円形の白いネックレスの

玉が 1 つ見つかった。  

   人の胸部の左隣で，左腕の辺りに長い取っ手の付いた銅鏡が，取っ手を墓の足の方向に向

けて，墓穴の左壁に沿って隣に，端がよりかかる形で置いてあった  [図 12]。また人の左足

の脛骨の左隣に木の取っ手の付いた，かなり錆びついた鉄のナイフの断片がそれぞれ見つか

った。 

   イフ・ウヴグンの墳墓に死体を埋葬する時，何の囲いも用いていなかった。しかし，遺体

の下の墓穴の床の上の全体に厚いフェルトを敷いた跡がはっきりわかった。対の腓骨を除い

て，人の骨は極めてよく残っており，外見はモンゴロイドで 18～25 歳ぐらいの若い女性であ

った。 

 

帽子の残部 

人の頭蓋骨の下にあった。長い布の襟巻きが付いており，その襟巻きで遺体の首を右回り

に覆って顔に被せていたのだろう。襟巻きの外側は赤，内側は黄色の絹でできており，その

間を縫ったところはかなり襞ができていて乾いていた。この帽子の残部を見るに，顎の下で

結んで被っていたと考えられる。片側の紐の付け根は，あご紐が切れているのに対して完全

に残っていた [図 13]。 

 

デール 

地下で年月を経たことでかなり傷んでいた。デールの外掛けの襟，内側の襟の一部，右袖

の断片及び前裾の一部のみが綺麗に採取できた。蚕の唾液を用いて編んでおり，黄色がかっ

た色で，縫い目は絹で縫い，左側に向かって掛ける左巻きの襟の付いた，被せて着るタイプ

であり，襞が多く，裾が長いデールである。隙間にはいかなる加熱も施しておらず，赤色の

薄い布で中を縫っていることから，暖かい時期の薄手のテルレグ（夏用の薄い生地のデール）  

であったと考えられる。 

外掛けの襟に沿って 2 本の並行線をなして衣服の縁を縫っており，外側の囲みをこげ茶色

の薄い布で 4.2～5cm 幅で縫い，その内側の囲みには金糸を含んだ糸で植物の文様の刺繍を施

した錦を 3.2cm 幅で縫っている。デールの外掛けの襟の残存部分の寸法は長さ 42cm，幅 32cm

で，袖口の部分に 3 つの後付けの縫い目が確認できる [図 14]。 

内側の襟もこれと同様の造りである。残存部分の寸法は長さ 44cm，幅 10～23cm であ 

る。 

右袖には継ぎ目が 1 つあり，残存部分の寸法は長さ 48cm である。この袖の襞の内側には

絹の金糸付きの文様の残部があるが，土に埋もれていた他の部分の絹の文様は磨り減って劣

化し完全に見えなくなっていた。袖についても，赤色の薄い布で中を縫っていた。  

デールの裾を見ると，その両端に薄ぼけたダーツが出ており，多くの襞を出して縫ってい

る。残存部分の寸法は長さ 42cm，幅平均 2～3cm である。裾の部分を一回り見ると，多くの

襞をデールの内側で，腰周りには葉の文様を付け，緑色の絹を横に押さえて縫ったことがわ

かる。これと同時に裾の両端に出ている薄ぼけたダーツは急な角度で折り込み，前述のもの

と同様の絹で，デールの内側に横に押さえて縫ったこともわかる。この横の押さえは 3～4cm

幅のこげ茶色の布で囲んで縫ったと見られる。またデールの中の襞の上側は押して縫う前に

樹脂のようなものを塗って貼り付けていた形跡が見える。  

 

水晶のイヤリング 
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2つ見つかった。鋳造した真鍮の針金で作った疑問符のような形の丸い輪が付いている  [図 

15]。白い真珠の下がりが付いている。1 つ目のイヤリングは長さ 1.7cm，幅 1.2cm，厚さ 0.7cm

で，白い貝から採った真珠の下がりが付いている。貝で作ったこの下がりに沿った面は，中

心を貫いて穴が開いており，そこにイヤリングの通し糸の大部分になる直径 0.1cm の鋳造の

針金を通し，ネックレスの 1 つの玉を押し込めて補強しており，針金の片側の先端を上に引

っ張り，通し糸の根本に合わせて 3回巻いて補強した造りである。イヤリングの全長は 3.5cm，

通し糸の部分は長さ 1.8cm，留め金の形をした丸い部分は 1.5cm×1.2cm である。もう片方の

イヤリングはこれと全く同様の造りであるが，寸法では若干大きい。貝で作った下がりは長

さ 1.7cm，幅 1.3cm，厚さ 0.7cm である。イヤリングの全長は 3.9cm，このうち通し糸は長さ

2.2cm，留め金の形をした部分は 1.6cm×1.4cm であり，それは発掘の過程で 3 つに割れて折れ

たのである。 

 

十字架のお守り 

白い貝の薄い骨を整えて作ったもので，全ての面が対称で長さ 0.5cm，幅 0.3cm，花弁のよ

うな形の 4 つの取っ手が付いている。十字架の面の上端には紐を括りつける小さい輪が出て

いたことから，すでに壊れていたと考えられる。寸法は長さ 1.7cm，幅 1.7cm，厚さ 0.35cm

である。輪の穴の跡を見るに，紐を括りつける穴は直径 0.1cm であった [図 15]。 

 

タカラガイの装飾品 

2 つ見つかった。1 つは長さ 1.6cm，幅 1.6cm，厚さ 0.6cm である。もう 1 つは長さ 1.4cm，

幅 1cm，厚さ 0.4cm である [図 16]。 

 

石の装飾品 

2 つ見つかった。水滴のような形にして整えている。赤味がかった瑪瑙の一種の石で作っ

ており，2 つの面に文様のように見える白い筋がある。1 つの装飾品は長さ 1.7cm，幅 0.5～

1.2cm，厚さ 0.2～0.4cm である。平面の細く整えた形の先端の上端に，横に開けた紐を括り

つける穴があるが，それは直径 0.1cm である。もう片方は長さ 1.6cm，幅 0.4～1.2cm，厚さ

0.2～0.4cm である。また平面の上端に，横に開けた直径 0.1cm の紐を通す小さな穴がある [図 

16]。 

 

ネックレス 

表面には小さく黒い斑点が泡状になっており，人口の材料で作ったものである。楕円形の

形をしている。白色である。直径 1.2cm，厚さ 0.9cm である。平面からネックレスの中心を

貫いた紐を通す穴があるが，それは直径 0.3cm である [図 16]。 

 

赤瑪瑙の装飾品 

   4 つ見つかった。赤いもの，こげ茶色のものがある。瑪瑙の一種の石で作っている。多面

体で壮麗な形をなし，輝くまで色を付けて整えている。全てに紐を通すのに開けた穴が付い

ている。1つ目の装飾品は細長い形をしている。七面体に整えている。長さ 2cm，幅 0.6～1.3cm，

穴の直径は 0.3cm である。2 つ目の装飾品は細長い形をしている。六面体に整えている。長

さ 1.9cm，厚さ 0.5～0.8cm である。穴の直径は 0.2cm である。3 つ目の装飾品は細長い形を

している。七面体に整えている。長さ 1.6cm，厚さ 0.4～0.9cm である。穴の直径は 0.2cm で

ある。4 つ目の装飾品はサイコロのように四面であり，結晶の形をなして整えている。長さ

0.8cm，幅 0.8cm，厚さ 0.8cm である。四角形の結晶の全ての面の四角形の中心に穴を三角形
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の形をなして開けている。紐を入れる通し穴の直径は 0.2cm である [図 16]。 

 

銅鏡 

細長い取っ手と共に銅で鋳造して形作った円形の枠による鏡は，直径 9.5cm，厚さ 0.5cm，

表の面は幅 0.4cm の枠をなして，この枠の中には自然を題材にした絵が描かれている。枠の

上部及び左側の部分を占めて描かれた葉や花は花の咲いている木であり，木の近くには髪が

頭の上に多く生えており，袖を封で閉じた，長い裾のデールを着た人物がいるように見える

か。人と木の枝とはちょうど重なったところであって，この部分は鏡の他の部分よりも一層

突起しており，またその突起の表面は錆びていることにより実際に正しく木の形であるのか，

それとも近くには人物もいるのか，はっきり判別するのは困難である。木の反対側，すなわ

ち鏡の表の面の丸い枠の右下の部分では，岩石が真ん中から出て急流をなして落ちていく滝

の様子を表現している。鏡の全長は 18.3cm，取っ手の部分が長さ 8.5cm，幅 2cm，厚さ 0.3cm

である。取っ手の端に沿って幅 0.2cm は浮彫の文様で囲まれておらず，文字や文様は 1 つも

ない。この鏡の造りや大きさ，描かれたものの特徴から見るに，ジュシェン人王朝の金代に

属すると考えられる [図 17]。 

 

鉄のナイフ 

かなり錆びついて劣化している。残存部分の大きさは長さ 18cm である。取っ手の先端は

三角形の形をし，両面に刃がある。長さ 10cm，幅 3.7cm，厚さ 1.2cm である。ナイフの取っ

手には補強用の鉄が長さ 8cm，幅 1.2cm，厚さ 0.8cm である。木の取っ手が付いていた跡が

はっきりわかる。 

 

以上がモンゴル国ウムヌゴビ県ノムゴン村にあるイフ・ウヴグンで出土した，キリスト教徒の

墳墓の事例を紹介した本書の記述である。この内容を踏まえつつ，ここからどのような議論に展

開し得るか，またこの事例がどのような意義を持つのかについて検討してみたい。  

まずは発掘物をどれほどキリスト教に関連付けるかについて。著者は基本的にキリスト教の象

徴である十字架を象った発掘物の出土によって，それをキリスト教徒のものであったとしている。

したがって，第 6 章や第 8 章の事例のように，キリスト教に関連する発掘物を見出せないものは，

キリスト教との繋がりはないと考える。もちろんもとより繋がりの見出せないものは証明の手立

てがないが，しかしこうしたキリスト教に関連するか否かだけでの分析では，現地でキリスト教

徒が存在していたか否かは明らかになるものの，キリスト教がどのようにして現地の慣習や思想

と混交していったのかについては明らかにすることはできない。  

この点について，文献学の方面ではハラホト出土の宗教文献のテクスト分析を行った（武藤  

2014）がある。当該研究はハラホト出土のシリア語文書のテクストを分析し，そこから読み取れ

るキリスト教の思想の特徴について考察を行ったものである。それは現代キリスト教のものとは

大きく異なり，そして一方で前近代のメソポタミアのシリア文学には見られない要素もあるとい

い，そうした相違が生じた要因としてメソポタミアから中国に伝わる過程でのペルシア，ソグド，

テュルクの影響の可能性を示唆している（武藤  2014: 19）。このようにキリスト教がモンゴルま

で伝わったとき，そこにはある程度の受け入れる側の要素との混淆があったことが想定されよう。 

そこで考古学の発掘物から慣習や思想の混交，またキリスト教を受け入れたモンゴル側の要素

を考察するにあたって，イフ・ウヴグンの発掘物のうちキリスト教というよりも，モンゴルやそ

の周辺に一般的に見られる要素について以下の 3 点を指摘しておきたい。  

1 点目は銅鏡について。銅鏡そのものは中国では斉家文化期から清朝期に至るまで出土例があ

り，試みにそれらを拓本による図版付きで集成した（孔  1992）を見ると，遼，金，元にかけての
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物語上の人物の故事をモチーフにした図柄30の中に，本書に紹介されているような，上部に木の

枝が伸びておりその下に人物が描かれたものが散見される（孔  1992: 798-897）。 

また，モンゴル国内の別の墳墓からも同様の銅鏡が出土している事例がある。それについて著

者が自身の博士論文の中で，モンゴル国の古代モンゴル人の墳墓から出土した鏡についてまとめ

ており (Erdenebat 2009a: 92-95) ，とりわけヘンティー (Хэнтий) 県デルゲルハーン (Дэлгэрхаан) 

村31ハナン (Ханан) 第 4 墳墓から出土した銅鏡 (Erdenebat 2009a: 93, Erdenebat 2009b: 139) は，

本書で紹介されているイフ・ウヴグンでの事例によく似た形状で，また文様についても木の枝が

上部に描かれている点において類似している。  

2 点目は疑問符型のイヤリングについて。これについても，モンゴル国内の墳墓で多くの出土

事例がある。 (Erdenebat 2009a, Erdenebat 2009b) で取り上げられている 229 の墳墓の発掘事例の

うち，イヤリングが出土したのは 33 例あり (Erdenebat 2009a: 64-67) ，その形状も図版に取り上

げられているものだけ見ると，やはり疑問符の型をなしている。また，ロシアのバイカル湖北東

岸沿いのバルグジン渓谷に位置するテリャトニコヴォ  (Телятниково) 墳墓でも同様の事例が見

える。これは沿バイカル地方のその他の墳墓にも認められ，それはモンゴル諸部族の分布と結び

付くという（ハリンスキー 2001: 12-13, Дашибалов 1995: 121-122）32。 

3 点目はタカラガイの首飾りについて。これについては（Erdenebat 2009a, Erdenebat 2009b）で

取り上げられる全 229 の発掘事例のうちわずか 6 例である（Erdenebat 2009b: 58, 135-136, 141, 197, 

206, 252, 255, 257）。こうした状況から，本書での事例はモンゴル国の墳墓の中でも珍しい事例で

あると言えよう。 

ところでタカラガイと言えば，モンゴル帝国期には雲南でタカラガイによる貨幣経済が成立し

ていた（安木 2012）。本書の発掘事例から，同時代にモンゴル高原にもタカラガイによる貨幣経

済が浸透していたことまでは言えないが，少なくとも何らかの威信財の役割を果たしていたこと

は窺えよう。 

このタカラガイはどこからどのようなルートを通じてモンゴル高原に到達したか。上田信はタ

カラガイ輸送のルートについて，雲南からチベット高原の東縁を通って中原を通り，さらにモン

ゴル高原に至るルートを想定し，それは新石器時代から青銅器時代にかけてタカラガイを輸送し

ていたと考えられるルートに重なるという（上田  2016: 115-116）。一方でダシバロフは，根拠を

示していないものの，バイカル地域から出土したタカラガイの事例について中央アジア由来だと

している (Дашибалов 1995: 147) 。タカラガイがモンゴル高原の南から運ばれたか，あるいは西

から運ばれたかは，いずれもより実証的に検証していく必要があるだろう。  

いずれにしても，モンゴル高原でわずかながらもタカラガイが出土する事例の 1 つとして大変

興味深いものである。タカラガイ自体は前述のように，これまでも発掘例はあったものの，事例

の数は決して多くない。こうしたタカラガイの埋葬が慣習として広く定着したものではなかった

のか，それともタカラガイの流通量自体が少なかったのか，今後の検討課題となろう。  

以上指摘したことは，キリスト教との関連というよりも，むしろ発掘場所の地域性という点に

関わるものと思われる。イフ・ウヴグンはゴビ地域に位置しているが，ゴビ地域は中華文化圏と

遊牧文化圏との境界に位置し，両者のせめぎ合いの中で，独特な文化的特徴を形成した土地であ

る（白石 2013: 203）。また境界であるだけでなく，その両者を繋ぐ交通網が存在していた点も見

                                                   
30

 例えば柳毅伝や許由と巣父との故事をモチーフにしたものがある（孔  1992: 840-847） 
31

 中心地の位置は北緯 47° 10’ 25’’，東経 109° 12’ 8’’。 
32

 （ハリンスキー 2001）を翻訳した枡本哲はその訳者解説の中で，とりわけオリホン島やバイ

カル湖西岸地域で遼代から元代にかけての青銅鏡といった東アジア系遺物が出土していることを

指摘している（ハリンスキー 2001: 18）。 
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逃してはならない。ゴビ地域を経由して帝都カラコルムと陰山山脈とを結んだ「モリン道」と呼

ばれる公道は，前述のケレイトが初め掌握しており，13 世紀初頭にチンギス・カンがケレイトの

君主オン・カンを破ると，やはり東方キリスト教を信奉していたとされる集団であるオングトと

組んで，「モリン道」を掌握したという（村岡 2015: 55-66）。この地域でキリスト教を信奉する人々

が活動していたことは容易に想定できる33。またそのような公道を通して南の中国から物資が盛

んに輸送されていたことも想定できよう。  

また，この地域をシベリアに連なる北アジア，東北アジアの一部に結び付けることも可能であ

ろう。既に述べたように，ロシアのバイカル湖周辺の墳墓でも銅鏡や疑問符型のイヤリングとい

った，第 7 章で紹介された事例と類似する発掘物が見つかっている。南は中華地域に接し，北は

シベリアに接するという，2 つの大規模な文化圏に挟まれたモンゴル地域の特殊性を考慮するな

らば，北アジア，東北アジアの一部という視点も必要になろう。  

 以上，いくつかの点について私見を述べてきたが，いずれにしてもモンゴル帝国期に現在の

モンゴル国にあたる地域でキリスト教徒の活動があったことを，文献史料のみならず文物史料を

も通して紹介した本書の意義は大きい。それは一方では一般向けの概説書という性格を有し，広

い読者層に自国の歴史に関する研究の成果を発信することができる。また一方では専門書という

性格をも有し，これまでの個別の研究を整理して，かついくつかの発掘事例を詳細に紹介してい

る。特に後者については，モンゴル国の考古学者による発掘調査が紹介されることの少ない我が

国にとっても，貴重な情報を提供していると言えよう。  

実際にモンゴル国での発掘が我が国に紹介されることによって，考古学以外の分野の研究者が

そこに携わる機会が与えられることもある。例えば  (Osawa et al. 2015) は，モンゴル国ホブド県

西部ムンフハイルハン (Мөнххайрхан) 村34のオラーン・トルゴイ (Улаан Толгой) の碑文につい

て，本書の第 5 章でも言及されている (Баяр 1990)
35

 の段階では明らかになっていなかったシリ

ア語碑文の内容の解読を行い，その内容が旧約聖書の『詩編』に関するものであることを明らか

にした。そしてそれが書かれた背景が，13 世紀末頃その付近に陣営を構えていたオングト王ゲワ

ルギス (Gewargis, d. 1298/99) の軍隊，あるいは付近にそびえ立つムンフハイルハン山への崇拝に

関係している可能性を提示した。このように，現地の研究情報が他分野の研究者に共有されるこ

とによって共同研究が可能になるケースは往々にしてあり得る。発掘物に対する分析が，考古学

や歴史学のみならず宗教学や文学，文化人類学などの諸学問からも行われることによって，その

発掘の意義もより深められることになろう。とりわけキリスト教そのものに関する研究は，本書

で引用されている研究の多くが欧米のものであり，モンゴル国内で必ずしもキリスト教研究が進

んでいるとは言いがたい。キリスト教が現地でどのように受容されていったかについては，日本

のものも含めたキリスト教研究からの視点も求められよう。発掘物の多方面からの考察は必要不

可欠であり，その意味でもモンゴル国での考古学調査の情報が広い分野の研究者の間で共有され

れば，本書の持つ意義もより一層深まるであろう。  

                                                   
33

 本書でもイフ・ウヴグンの発掘事例に関連して，ウムヌゴビ県のハホール  (Хахуул) 川付近（位

置は北緯 41° 43’ 19’’，東経 104° 59’ 17’’）にある様々な年代に描かれた壁画群の中に，十字架の

描かれた岩壁画が発見され [図 18]，著者はキリスト教徒の存在があったことを想定している。

これについては，本書には明記されていないものの  

Эрдэнэбат, У. (2008) “Хахуулын голын хадны зураг”, Studia Archaeologica Tomus (VI) XXVI. Fasc. 3. 

（エルデネバト，U. (2008) 「ハホール川の岩壁画」『Studia Archaeologica (6)』 Tomus (6) 26 (3).） 

という論文があり，ここにまとめられていると思われる。ただし評者は未入手。  
34

 中心地の位置は北緯 47° 2’ 50’’，東経 91° 50’ 31’’。 
35

 評者は直接参照できていないが，書誌情報は以下の通り。  

Баяр, Д. (1990) “Баруун Монголд шинээр илэрсэн эртний бичгийн дурсгалуу”, Шинжлэх ухаан, 

амьдрал 6: 37-40. （バヤル，D. (1990) 「西モンゴル新発現の古代碑文」『科学と生活』6: 37-40） 
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[追記] 本書評における図版の版権は全て著者のエルデネバト氏に帰属する。読者の理解に資する

ことを目的として図版の掲載を許可して頂いたエルデネバト氏のご厚意に対し，謹んで感謝の意

を表する。 
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図版 

 

[図 1] モンゴル国科学アカデミー考古学科（所蔵）(Эрдэнэбат 2009: 87) 

 

[図 2] スフバータル県ダリガンガ村出土銅製十字架  (Эрдэнэбат 2009: 91， Лувсанноров 2006: 28) 

 

[図 3] バヤンウルギー県サグサイ村にあるダヤン・バータルの像  (Эрдэнэбат 2009: 83) 
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[図 4] カラコルム。都市の北部。東の建造物の発掘（正面より撮影）。  

―モンゴル・ドイツ共同チームによる発掘調査― (Эрдэнэбат 2009: 130) 

 

[図 5] カラコルム。都市の北部。東の建造物より出土した文字の書かれた壁の石膏の残存。  

―モンゴル・ドイツ共同チームによる発掘調査― (Эрдэнэбат 2009: 130) 

 

[図 6] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。  

発掘して出土した壁画の跡 (Эрдэнэбат 2009: 101) 
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[図 7] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。  

建造物の天井の装飾の一部（サル）(Эрдэнэбат 2009: 105) 

 

[図 8] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。 

建造物の天井の装飾の一部（龍）(Эрдэнэбат 2009: 106) 

 

[図 9] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。  

建造物の天井の装飾の一部（ゾウ）(Эрдэнэбат 2009: 103) 
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[図 10] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。  

蓮華座の一部 (Эрдэнэбат 2009: 101) 

 

[図 11] トーラ・トゥルゲニー両河合流地点の古代城址の中心建造物。  

ミラレーパの彫刻の残存 (Эрдэнэбат 2009: 104) 

 

[図 12] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。遺体の首から先を帽子の首に向かっ

て垂らす飾りで包み，体には逆方向の襟付きのデール (民族衣装) を着せており， 

その左手の隣には銅鏡が置いてあった  (Эрдэнэбат 2009: 111)。 
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[図 13] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。帽子の残存 (Эрдэнэбат 2009: 112) 

 

[図 14] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。 

デールの襟の一部 (Эрдэнэбат 2009: 114) 

 

[図 15] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。一対のイヤリング  

(Эрдэнэбат 2009: 118) 
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[図 16] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。女性のアクセサリー（貝殻，加工さ

れた石製の装飾品）や小さな貝殻を加工して作った十字架のお守り  (Эрдэнэбат 2009: 118) 
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[図 17] ウムヌゴビ県ノムゴン村イフ・ウヴグン第 17 墳墓。鏡の型 (Эрдэнэбат 2009: 120) 

 

[図 18] ウムヌゴビ県ノムゴン村ハホール川出土壁画に見える十字架紋章付きの冠の石刻

(Эрдэнэбат 2009: 86) 

（いとう たかひろ 大阪大学大学院文学研究科）  

 

 




