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Ｉ．はじめに

エジプトと西アジアを中心とした古代東地中海世界の文化の研究は、交易モ

デルをもとに研究がなされてきた(周藤 2002, 40)。交易モデルは、当時の社会

を復元するために有効であると考えられていたからである。しかし、近年、発

掘調査が盛んに進められることによって、交易モデルをもとに古代東地中海世

界の社会を考える研究から、発掘された文書や遺物をもとに当時の社会を分析

するようなケーススタディへと移り変わってきている(周藤 2002, 40)。この

ような研究状況を踏まえて、本論ではアマルナ文書を用いることで、紀元前14

世紀における古代東地中海世界の文化交流について分析していく。

アマルナ文書は、エジプト中部の都市アマルナで発見された粘土板文書であ

る。紀元前14世紀中葉に年代づけられ、エジプトと西アジアの国々の間で交わ

されていた。総数382枚の文書は、350枚の外交書簡と贈答リスト、残り32枚の

書記学校で使用されたと考えられるスカラリータブレットに分けられる。外交

書簡は、エジプトと列強国であるバビロニア、ヒッタイト、ミタンニ、アッシ

リア、アラシヤ（現在のキプロス島）、アルザワとの国際書簡、そしてエジプト

とレバントの都市国家との臣下の書簡に区分される(前田徹他 2000 112-113)。

本論では、それらの文書に記載された工芸品の動きに焦点を当てる。まず、交

易モデルの研究からケーススタディへの移り変わりを述べ、アマルナ文書を用

いた研究について述べる。続いて、そこで登場する工芸品と図像学的資料を含

む考古学的資料とを整合することを試みたい。しかし、編年の問題も存在する
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ため、確実に全てが整合するとは限らない。そこで可能な限り、文書に書かれ

た工芸品の具体的な形態と実際の考古学的資料の形態の特徴が重なり合うよう

に注意して分析することを試みる。更には、文書が交わされた国以外での地域

における考古学的資料と物の類似性や、文書内で登場する贈答品がどのような

ものなのかについても考察していく。以上の事から、アマルナ文書にみる紀元

前14世紀における工芸品の移動を具体的に検討していき、当時の東西文化交流

の一端を明らかにしていきたい。

Ⅱ．交易モデルをもとにした研究からケーススタディへの移り変わり

アマルナ文書が書かれた時代を含む紀元前2千年紀の東西文化交流の研究に

おいて、その文書にみられるような贈り物交換と交易が結び付けられて考えら

れることが多かった。1924年に経済学者のM. ヴェーバーWeberは物の交換

から交易が成り立つとともに、メソポタミアの交易が、中世イスラムやジェノ

ヴァの交易とあまり違いが無いと主張している(Weber 1924, 60)。1966年に

は、経済人類学者の K.ポランニー Polanyが、バビロニアやエジプトの古代社

会の経済が、再配分・互酬・交換の3つの交換制度から成り立つと述べている(ポ

ランニー 1966, 215)。その中でも、贈り物交換は互酬に含まれるという。この

ように、両者とも、交換から交易が成り立つという点で、意見は一致していた。

しかし、アマルナ文書における贈り物交換は王家間で行われていたため、ヴェー

バーが述べた交易モデルや、ポランニーが主張した交換のモデルがそのまま当

てはまることを具体的に示すのは困難である。そのため、近年では交換モデル

から交易を考えるのではなく、当時の具体的な経済状況を個々に詳しく分析す

る傾向にある。常木晃氏によると1970年代から80年代にかけて隆盛を誇った交

換モデルに関する考古学的研究は激減し、資料の集積に基づいて個別的に物資

流通のモデルを論じることが現在では主流になっているという(常木 2001,

2)。

周藤芳幸氏は、紀元前2千年紀の東地中海の文化交流について、考古学的な証

拠に即して再考すべきだと述べる(周藤 2002, 34)。紀元前2千年期における東
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地中海世界の文化交流の研究意義は、オリエント世界とエーゲ海の関係の問題

がその時期に焦点になることにあると指摘する(周藤 2002, 33)。それは、当時

のミケーネ文明の社会において、しばしばその西アジア的な性格が強調されて

きたためである(周藤 2002, 34)。

大城道則氏によると、エジプトでは、ファラオが新王国時代になるまで外国

との商業活動を制限していたため、商人階級というものは存在しなかったと述

べる(大城 2003, 84)。他のオリエント地域から、出土が期待されるような商業

記録の公文書は、古代エジプトのどの地域においても存在していない。この点

において、エジプトと諸外国における王家間の贈り物交換について記されたア

マルナ文書を分析する意義はあるだろう。更には、いままで戦争によって覇権

争いを続けてきた古代オリエント世界において、短期間ではあるけれど、王家

間で平和的な外交が行われていた証拠としてとても価値が高い史料でもある

(大城 2012, 112-113)。このことからも、当時の外交に使用された物の形態を

分析することは、外政の一端を知る手がかりにもなるだろう。

Ⅲ．アマルナ文書を用いた東西文化交流の研究

アマルナ文書を用いた文化交流の研究は、ザッカニーニとモーレイによる交

易モデルに基づいた文化伝播の研究と、ケルダーやコハビレイニーによる物に

焦点を当てた研究に分かれる。

P. ザッカニーニ Zaccagniniは、1983年に古代オリエントにおける職人の技

術の伝播について研究し、神殿や宮殿の経済組織とそれが密接に関連すること

を示唆した (Zaccagnini 1983, 245)。彼は、中期青銅器時代は「再配分」、後期

青銅器時代は「交換」、鉄器時代・ペルシア時代は「商業的」というように職人

の移動パターンを時代別に分けた。アマルナ文書の贈り物交換には職人が含ま

れ、「交換」の移動のパターンに分けられるという (Zaccagnini 1983, 253)。し

かし、「再配分」の移動パターンが中期青銅器時代のみとは限らないし、後期青

銅器時代のみが「交換」の移動パターンを必ずしも取るわけではないと考えら

れる。
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P. R. S.モーレイMooreyは、2001年に王宮間における高級品の交換があっ

たことで、職人の技術を相互的に発展させたと述べている。そして、職人が贈

り物として贈られることで、技術が広がることを主張した (Moorey 2001,

1-14)。

J. M. ケルダー Kelderは、2009年に後期青銅器時代におけるミケーネとエ

ジプトの王家間における挨拶の贈り物としてのオリーブについて研究した

(Kelder 2009, 339)。 ケルダーは、アマルナ文書だけでなく、エジプトの王墓

の壁画や考古学的資料などの様々な資料を使うことで、王家間における贈り物

としてのオリーブの重要性について述べている。

そして、Z.コハビレイニー Cochavi-Raineyは、エジプトの書記が書いたア

マルナ文書にみられるエジプト語の影響について研究している (Cochavi-

Rainey 1990, 57-65)。また、アマルナ文書に書かれた物と当時の考古学遺物

との整合性について研究している。(Cochavi-Rainey 1999)。具体的には、

EA14、EA22、EA25の贈答リスト内における物の分類分けを行うとともに、そ

の他の文書に記された物も含めて、考古資料における類似物を取り上げている。

以上のように、ザッカニーニは、アマルナ文書の贈り物交換が「交換」とい

う枠に当てはまるという視点からアプローチを試みている。モーレイも、ザッ

カニーニと同様の視点からアプローチしている。ケルダーは、オリーブの重要

性に視点を置き、アマルナ文書を含む多種多様な資料から分析している。コハ

ビレイニーは、アマルナ文書の文体や、文献資料と考古学的資料を合わせ用い

ることにより、その文化影響を分析している。この研究の流れから、理論的な

アプローチから具体的なケーススタディへと移り変わっていることがわかる。

Ⅳ．コハビレイニーによるアプローチ

コハビレイニーは、主に贈答リストの EA14、22、25を贈答品とそれに使用さ

れたマテリアルという二つの枠に分類している。文書に記された物と実際の考

古学的資料の整合性を試みている。EA14では、贈答品の目録という枠で、個人

の装飾品、ケア用品、衣料品と布、家具、容器、小像、軍事と狩猟の備品の枠
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で物を分類している。そして、贈答品に使用されたマテリアルでは、ガラス、

金属、石、象牙（時折、木材も含む）、金属がはめ込まれた木材、布の枠で分け

ている。EA22では、個人の装飾品、ケア用品、家具、容器、道具、動物の像、

チャリオットと装具、軍事と狩猟の備品、不明の道具で分類している。マテリ

アルでは、金属、石、石と金、3つ以上の異なったマテリアルを使用した贈答品、

象牙、木、金が装飾された木材、なめし革（時折金属を含む）、布という枠で分

けている。EA25では、人々、個人の装飾品、衣料品と布、ケア用品、容器、家

具、小立像、用具、軍事と狩猟の備品、不明の道具という分類で分けている。

マテリアルでは、石、金属、木および象牙と角、織物、ガラス、2つのマテリア

ルを使用した物、多様なマテリアルというカテゴリーで分けている。EA5、7、

8、9、10、15、16、20、21、29、34、35、37、40、41については、登場する贈

答品の記載部分を引用している。このように、コハビレイニーは贈答品と実際

の考古資料の整合性は試みているが、これらの贈答品が文書内においてどのよ

うなものとして登場しているかについては述べていない。文書内でどのような

ものとして記されているかを明らかにすることによって、その物の価値が具体

的にわかるのではないだろうか。また、記された物と考古学的資料の整合性を

検討する際、文書のやり取りがなされた国以外の地域で、記された物に類似し

た資料があるかもしれない。そこから想定できることは、その地域でエジプト

もしくは西アジアの諸国の物を模倣してつくった可能性があることや、贈答品

に使用された物がその国にも伝わっていたことが考えられる。この点も含めて

本論では、①記載された物と考古学的資料に登場した物の整合性、②文書が交

わされた国以外での地域における考古学的資料と物との類似性、③文書内で登

場する贈答品がどのようなものなのかについての三点から分析していく。①に

関しては、コハビレイニーと同様の分析だが、コハビレイニーが取り上げてい

ない物の整合性も試みる。②、③に関しては、コハビレイニーは試みておらず、

本論において分析することである。工芸品に着目し、装飾品、立像、容器、布、

武具、家具を取り上げる。贈答品がどのようなものであったかについては、主

に物の名称に使用されている言語の意味からその特徴を具体的に述べていきた

い。また、アマルナ文書における物の名称は具体的なその数と形状を細かく示
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して記載されている物が多く、当時の物の交換を具体的に示す資料としては貴

重である。そこで、本論においてはコハビレイニーにならい記載された物と考

古学的資料の整合性を試みるとともに、文書が交わされた国以外での地域にお

ける考古学的資料と物との類似性、文書内で登場する贈答品の意味も分析する

ことや、工芸品という枠で物の分類をすること、１つ1つの物の形態を示すこと

により、紀元前14世紀における古代エジプトと西アジアにおける工芸品の文化

交流の一端を明らかにしていきたい。

Ⅴ．アマルナ文書にみる工芸品の動き

アマルナ文書には、金や銀といった貴金属、装飾品、家具や容器など様々な

物が贈り物として記載されている。それらの贈り物の中で、主に装飾品、立像、

容器、布、武具、家具の工芸品に焦点を当て、エジプトと西アジアを中心とし

た東地中海世界における工芸品の移動を分析する。

1. 装飾品

装飾品は、金や銀を用いて作成されていたことから、上層階級の人々が身に

つける高級品であった。そして、その装飾品は、9枚のアマルナ文書に記載され

ている。それらの文書は、エジプトからバビロニアへ書かれた贈答リスト

EA14、バビロニアからエジプトへ送られた書簡 EA10、ミタンニからエジプト

へ送られた贈答リスト EA22、25の2枚、ミタンニからエジプトへ書かれた書簡

EA17、19、21、27、29の5枚に分けられる。

エジプトからバビロニアへの装飾品の動きとして、指輪やブレスレット、ネッ

クレスと飾り板などがみられる。指輪については、3箇所に登場する。それら

は、金の大きな「指輪」（unqatu
(１)

）（EA14:I:72）、指のための金の「輪」（ins.apatu
(２)

）

19個（EA14:I:75）というように、アッカド語で指輪を意味する2種類の名詞が記

されている。指輪は、中王国時代のアンクレットに代わって新王国時代に流

行っていた。

腕輪（šemeru
(３)

）については、4箇所にみられる。puati
(４)

と表現された金の腕輪
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（EA14:I:74）、mah
ˇ

[d]a
(５)

と表現され、「石」（abnati
(６)

）がついた幅がある金の腕輪

（EA14:I:77）などである。また、腕輪に当たる部分の名詞が破損しているが、

puatiと表現された「太陽」（šamši
(７)

）の石のついた腕輪？（EA14:II:27）、puati

と表現された金の腕輪？（EA14:II:28）が挙げられる。

足輪（šemeru）については、石が付けられた金の足輪3個（EA14:I:78）のみで

ある。

飾り板(lē ’u)は、「何らかの石が付けられた金の飾り板」（lēh
ˇ

u ša tikki ša

h
ˇ

urās.i NA4AN.GUG.MI
(８)

）９枚(EA14:II:2)が挙げられる。コハビレイニーは、

この飾り板とレバノンのカミドエルロズ（Kâmid el-Lôz）から発見された金の

ペンダント(Cochavi-Rainey 1999, 176)が類似した物と指摘する。当時、カミ

ドエルロズは、古代エジプトの属国であるクミディという都市国家が存在し、

EA198においてエジプト王に対し手紙を送っている。エジプトとの関係が紀元

前14世紀において外交を通じて存在したことから、物の動きもあったことが考

えられる。このペンダントの様式は、エジプトとバビロニア、レバノンのカミ

ドエルロズにおいて共通していたことを想定できるとともに、お互いの国の工

芸品のデザインを取り入れあっていたのかもしれない。

「鏡」（nāmar）は、6箇所に登場する。石が付けられた銀の？鏡 1枚

（EA14:II:65）、銀と金でできた鏡1枚 (EA14:II:66)、青銅の鏡20枚(EA14:II:75)

などである。特に「金と銀でできた鏡」（nā[m]a[r pāni ša] kaspi h
ˇ

[urās.]i）

(EA14:II:66)は、図2のようなビブロスの墓から発見された鏡の形態をとってい

た可能性がある。この鏡の様式も、エジプトやバビロニア、ビブロスにおいて

広がっていたことが考えられる。

破損しているため、何の装飾品であるか断定しにくい物は、3箇所にみられる。

mašuyaと表現された金の首のための何らかの物（EA14:I:14）、石がいれられた

金の首のための何らかの物（EA14:I:16）、šuzuta
(９)

と表現された金で作られた手

のための何らかの物（EA14:I:38）である。

次に、ミタンニからエジプトへの装飾品の動きについてみていく。装飾品に

使われている金の量は、シェケル（shekel）という単位で表されているため、1

シェケル＝8,33g
(10)

に換算した量で以下に表していく。
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EA22では、maninnu
(11)

ネックレスが、2箇所に登場する。maninnuネックレス

は、アマルナ、アララハ、カトナの文書に登場することから、ミタンニやレバ

ントを中心とした地域で使用されたネックレスだと考えられる。金（366,52g

の重さ）にのせられた本物の h
ˇ

ulalu
(12)

石88粒が、数珠状に繋がれた馬のための

maninnuネックレス2つ (EA22:I:12-14)、35個のラピスラズリと、35個の h
ˇ

ili

ba
(13)

石が使われ、真中の赤みがかった金に h
ˇ

ulalu石が使われたmaninnuネック

レス1つ (EA22:II:6-8)である。h
ˇ

ulalui石や、h
ˇ

iliba石は、アマルナ文書内で

トゥシュラッタの手紙にのみ登場する高価な石であることから、ミタンニで作

製された高級なネックレスと考えられる。

腕輪（šemeru）は2箇所にみられる。具体的に、ラピスラズリが象眼され、

mesukku鳥
(14)

が描かれるとともに、金で装飾された（41,65gの金が使われた）鉄

の腕輪1個（EA22:II:3-4）が記されている。当時としては貴重な素材である鉄

が、使用されている腕輪である。

足輪（šemeru）は、41,65gの金が使われた金の足輪1個(EA22:II:5)のみ登場

する。

装飾品のセットは、3箇所にみられる。金（49, 98g使われている）にのせら

れた6個のラピスラズリのビーズが数珠つなぎにされた手のための装飾品の

セット1つ (EA22:II:9-10)、金（16,66g使用されている）の karatnannu
(15)

セット

1つ(EA22:II:11)などである。

他には、116,62g の重さのねじられた金の「頭飾り」（paskāru
(16)

）1つ

(EA22:II:12-13)、「有翼円盤」（ša s.almāni
(17)

）と「大洪水の怪物」（ša abubi
(18)

）が

描かれ、金で装飾された（249,9gの金が使われた）黒檀の四角形の「飾り板」

（gištuppu
(19)

）1枚(EA22:III:5)が挙げられる。先に取り上げた EA14の飾り板は木

製の飾り板であったが、EA22における飾り板は金、もしくは高価な石を使用し

た四角い飾り板であったようである。

ミタンニからエジプトへの贈答リスト EA25では、ネックレスやブレスレッ

ト、イヤリングなどの宝飾品が記されている。

maninnuネックレスについては、19箇所に登場する。EA25の装飾品の中で

最も多く登場することから、ミタンニの特産品の1つであったことが考えられ
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る。先に取り上げた EA14の maninnu ネックレスとは異なる素材でできた

ネックレスをみていくと、円筒形のラピスラズリ13個に金のキャップが両側に

付けられ、数珠状に繋がれたmaninnuネックレス（EA25:I:38）、円筒形のラピ

スラズリ13個に、金のキャップが両側に付けられ、円筒形の h
ˇ

ulalu石2個が使

われたmaninnuネックレス（EA25:I:39）が挙げられる。それらのネックレス

に類似した考古学的資料として、ニネヴェで発見されたネックレス (図3) があ

る。このネックレスは、金のキャップが付いたヘマタイトの印章が数珠状に繋

がれたものである。上記の maninnuネックレスに対し、使われている石の数

や、その石は異なるが、金のキャップが両側に付けられ、印章の形をした石が、

数珠状に繋がった形態は類似している。このことから、ミタンニやアッシリア、

エジプトにこの様式のネックレスが広がっていたことも考えられる。他には、

43個のラピスラズリ？と h
ˇ

iliba石が使われ、中央には金の上に sankallu
(20)

石が

乗せられたmaninnuネックレス1つ（EA25:I:47）、23個のラピスラズリと25個

のMarh
ˇ

aši
(21)

石、48枚の金の葉が使われ、中央には金にラピスラズリが乗せられ

たmaninnuネックレス1つ（EA25:I:52-53）、34個の黒曜石と33ピースの金、中

央には金にラピスラズリが乗せられたmaninnuネックレス1つ（EA25:I:54）が

挙げられる。

イヤリングのセットは、7箇所にみられる。特徴的な物は、金のイヤリングの

セット（それらのコーンは、ラピスラズリで、それらの kukkubuは、h
ˇ

ulalu石）

1つ（EA25:I:16、18-19、20-21）、持参金の女のための金のイヤリングのセット

（それらのコーンは、ラピスラズリ）30つ（EA25:III:65）である。

装飾品のセットは、9箇所に登場する。具体的には、ラピスラズリや、h
ˇ

ulalu

石、黒曜石、muššaru
(22)

石が使われ、中央のピースに、金にラピスラズリがのっ

ている大きな agarh
ˇ

uアクセサリー1セット（EA25:II:13-14）というように記さ

れている。

指輪は、7箇所に記される。h
ˇ

ulalu石の指輪3個（EA25:II:21）とラピスラズリ

の指輪2個（EA25:II:21-22）、鉄？の指輪3個（EA25:II:23）、堅い金の指輪5個

（EA25:II:23）というように、高級な石や貴金属で作成されている。

腕輪（šemeru）は、7箇所に登場する。堅い金の腕輪14個（EA25:II:24-25）、
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mesukku鳥が描かれ、ラピスラズリが象嵌された249,9gの重さの金の腕輪2個

（EA25:II:26-27）、249,9g の金が使われ、金で装飾された薄い鉄の腕輪10個

（EA25:II:28）、30人の男？のための金の腕輪30個（EA25:III:66）などが挙げられ

る。後者は、おそらく持参金としてエジプトへ連れていく男だと考えられる。

足輪（šemeru）は、5箇所にみられる。その中でも、女性のための銀の足輪

400個（EA25:III:64）は、持参金として送られる女性のための物である可能性が

高い。

鏡（nāmar）は、2箇所に登場する。象牙でできた女性の像のハンドルが付き、

14,5775gの銀が使われた鏡1枚(合計333,2gの重さ)（EA25:II:56-57）、黒檀で

できた女性の像のハンドルが付き、14,5775g の金が使われた鏡1枚（合計

333,2gの重さ）（EA25:II:58-59）である。前者の象牙でできた女性の像のハン

ドルは、図4のようなバーレーン？の象牙でできた女性の像の形態を取ってい

たかもしれない。バーレーンでは、クウェートや北東のサウジアラビアを含め

た地域でディルムン文明が栄えていた。ペルシア湾沿岸の諸地域や、インド洋

沿岸の地域で生産された物を、需要のあるメソポタミアへ中継する重要な場所

であった（クレンゲル 1983, 59）。ディルムンが楔形文字の文書に登場するの

は、紀元前３千年紀の初めのことであり、中期頃までにはメソポタミアの商人

が商売を目的に訪れる地だった（クレンゲル 1983, 60）。メソポタミアとの物

のやりとりは、後の紀元前18世紀において、外交の活動という側面が強かった

ようである(Eiden, J and HØjlund, F 1999, 447)。また、鏡の取っ手の女性の

像の細工は、古代エジプトでも一般的に見られる。紀元前14世紀以前からメソ

ポタミアとバーレーンの間で物の動きがあったことから、この細工の様式がエ

ジプト、ミタンニ、バーレーンのあるアラビア半島において広く普及していた

ことが考えられるだろう。

飾り板は、3箇所に記されている。しかし、全て飾り板に当たる名詞は破損し

ている。83, 3g の金と、銀が使われている kaziru
(23)

が描かれた飾り板？

（EA25:III:68）、299,88gの銀が使われ、金と銀が使われている kaziru像が描か

れた飾り板？（EA25:III:69）、金と銀が使われ、洪水の怪物が描かれた飾り板1

枚（EA25:III:4-5）である。
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EA17では、トゥシュラッタの父が、アメンホテプ3世と良い関係にあり、自

分の娘（トゥシュラッタの妹）をアメンホテプ3世へ与えたと述べている。また、

トゥシュラッタはアメンホテプ3世とケルヘバ（Kel-H
ˇ

eba）へ贈り物を送ると

する。ケルヘバへの贈り物として金の「イヤリング」（ans.abtu） (EA17:43)や

金の「腕輪(？)」（mašh
ˇ

u）
(24)

1つ(EA17:43)を送るとしている。

EA19には、トゥシュラッタの祖先が、アメンホテプ3世の祖先へ友愛を示し

ていたことが書かれている。そして、トゥシュラッタは、アメンホテプ3世に、

祖先より10倍友愛を示してほしいと伝える。また、トゥシュラッタは、テッシュ

プ神
(25)

とアムン神
(26)

が私たちの愛を広げることを祈る。彼が、ミタンニとエジプト

の神に祈りを捧げていることから、お互いの国の間の文化交流が見受けられる。

また、エジプトに埃のようにある金、花嫁料をミタンニへ送るようにと頼んで

いる。最後に、アメンホテプ3世へ、maninnuネックレスが2つ贈られている。

「つり合い重り」（kabbuttu
(27)

）と20ピースのラピスラズリ、19ピースの金から成

り立ち、それらの金の中にラピスラズリが入れられたmaninnuネックレス1つ

(EA19:81)、42個の h
ˇ

ulalu石と、シャウシュカの suh
ˇ

si
(28)

のような形をした40

ピースの金から成り立ち、それらの金の中に h
ˇ

ulalu石が入れられたmaninnu

ネックレス1つ(EA19:83)である。

EA21には、トゥシュラッタが、自分の娘をアメンホテプ3世へ送ったと述べ

る。そして、シミギ（Šimigi
(29)

）とシャウシュカ
(30)

に、アメンホテプ3世の願いどお

りの女性にしてもらうことを願い、彼らが神の祝福をアメンホテプ3世へ与え、

彼は永遠に生きるように祈る。最後に、アメンホテプ3世へ、ラピスラズリと金

でできた maninnuネックレス1つ (EA21:35-37)を贈っている。トゥシュラッ

タは、そのネックレスを10万年もの長い間アメンホテプ3世につけてもらいた

いと祈る。トゥシュラッタは、ネックレスにミタンニとエジプトとの外交関係

を長い間続けていきたい意を込めていたかもしれない。

EA27では、トゥシュラッタによると、アメンホテプ3世の使者が花嫁料を持っ

てきたと述べている。トゥシュラッタがアメンホテプ4世へ、金に乗せられた

h
ˇ

ulalu石の目5個が数珠状に繋げられた手のための何らかのもの（EA27:111）

を贈っている。
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EA29 では、トゥシュラッタがアメンホテプ4世の父と良い関係であったこ

とが書かれている。彼は、父よりアメンホテプ4世へ10倍愛を示していると述

べている。一方で、トゥシュラッタの祖父であるアルタタマ（Artatama）や、

父であるシュッタルナ（Šuttarna）の頃から、アメンホテプ3世は自分の娘をミ

タンニへ与えなかったと伝えている。そして、アメンホテプ4世へヘマタイト
(31)

が使われた手のための1組の何らかの物(EA29:183)、アメンホテプ4世の母ティ

イのためにヘマタイトが使われた手のための1組の何らかの物（EA29:186）と、

何らかの石が使われたイヤリング(EA29:186)、タドヘバへティイに贈られた物

と同様な物を送ることが言及されている。立像についても言及されているが、

2. 立像で述べる。

バビロニアからエジプトへの装飾品の動きとして、EA10では、ブルナブリア

シュ2世（Burna-Buriaš Ⅱ）の祖先に、アメンホテプ4世の祖先が常に使者を

送ってくれたことに対し、自分自身には3回しか使者を送らないとともに、贈り

物も送られてこないと不満を表している。そして、アメンホテプ4世の使者が

バビロニアに来た時、ブルナブリアシュ2世は10kgの金をもらったが、それを

窯でとかしたら、2,5kgの金しかとれなかったと再び不満を示す。立像につい

ても言及されているが、2. 立像で述べる。そして、アメンホテプ4世の娘マヤ

ティ（Mayati）のために「コオロギ」（timb[u]eti
(32)

）の形をしたラピスラズリの

ネックレス (EA10:45)をエジプトへ送る。

このように、装飾品は高級品であったことから王家間の贈り物として度々取

り上げられていた。そして、それらはファラオの妻や母といった女性のためだ

けでなく、ファラオに対してもメソポタミアから贈られていたことがわかる。

また、一部のネックレスや鏡が、似た様式で東地中海の国々で使用されていた

ことが考えられるため、アマルナ文書が記される以前から互いの国同士で文化

が伝わっていたことがわかる。

2. 立像

立像について言及された文書は、6枚ある。それらは、バビロニアからエジプ

トへ送られた書簡 EA10、そしてエジプトからバビロニアへ書かれた贈答リス
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ト EA14、更にはミタンニからエジプトへ送られた書簡 EA23、26、29の3枚、

ヒッタイトからエジプトへ送られた書簡 EA41に分けられる。

エジプトからバビロニアへの立像の動きとして、「壺を持った石の像」（amēlu

pissu ša abni kirridu ina [qā]tišu
(33)

）1体(EA14:III:60)が贈り物として登場する。

pissuは、おそらく書き写しの間違いから、家内安全を司るエジプトのベス神

Besを表していると捉えられている
(34)

。モランは、ベス神がこの時期にとても人

気があり、邪悪なものを寄せ付けない役目を担っていたため、pissuをベス神と

捉えることは妥当だと考えている
(35)

。大城氏によると、ベス神は中王国時代に出

現し、紀元前14世紀を含む新王国時代に人気になったようである(大城 2003,

164)。ベス神は、がに股で立ち、舌を出している小人の姿でしばしば描かれる。

コハビレイニーは、図5のような遺物である可能性を指摘する。しかしながら、

モランがベス神と捉えていることや、CADにおいて「がに股のベス神のガラ

スの像」と訳されていることから、実際にこの像が文書で言及されているよう

な像だと想定することは難しい。図5の像は、ベス神特有の特徴であるがに股

や、舌を出している特徴が見られず、ベス神と捉える要素が見られないからで

ある。また、銀で装飾された台座と「金で装飾された大きな王の立像」(s.almu

rabû ša h
ˇ

urâh
ˇ

u uh
ˇ

h
ˇ

uzu ša šarri
(36)

)1体（EA14:II:11）、「金で装飾された王の妻の立

像」（lamassu
(37)

h
ˇ

urâh
ˇ

u uh
ˇ

h
ˇ

uzu ša ašatti šarri）1体（EA14:II:13）、金で装飾された

王の娘の「立像」（lamassu）1体（EA14:II:14）、ひざの上に娘を乗せた銀の女性

の「猿」（pagutu
(38)

）1体 (EA14:II:48)、石の女性の「像」（lamassu）21体（EA14:III:59）

などが贈り物としてみられる。

バビロニアからエジプトへの立像の動きとして、先に1. 装飾品で取り上げ

た EA10をみると、熟練した大工に陸や海にいる本物のような動物の立像

(EA10:33-35)を作らせ、それを使者に持ってくるようアメンホテプ4世に頼ん

でいる。

ミタンニからエジプトへは、EA23に、シャウシュカが「エジプトへ行きたい。

私が愛する国、そして私は戻る
(39)

。」と述べている。トゥシュラッタは、そのシャ

ウシュカをエジプトへ送ると伝える。トゥシュラッタは、アメンホテプ3世が

シャウシュカを光栄に思うとともに、彼女がアメンホテプ3世と自分を10万年
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守り、大きな喜びを与えることを願っている。最後に、シャウシュカはトゥシュ

ラッタとアメンホテプ3世の神であることを言及している。

ミタンニからアメンホテプ3世の妻ティイへ送られた EA26では、トゥシュ

ラッタは、アメンホテプ3世に頼んだ金の像は送られず、アメンホテプ4世は金

メッキの木製の像を送ってきたと不満を表している。そのため、ティイに、息

子のアメンホテプ4世に金の像と使者を送らせるようにと頼み、ティイの使者

も要求している。代わりにトゥシュラッタの妻ユニ（Yuni）の使者をティイへ

送ると述べる。

EA29には、1. 装飾品で取り上げたが、トゥシュラッタは、アメンホテプ４

世の父に金像2体を頼んでいるのに、ファラオは金メッキの木製の像を送って

きたと不満を表している。

ヒッタイトのシュッピルリウマ（Suppiluliuma
(40)

）がエジプトへ送った書簡

EA41では、シュッピルリウマが、自分の父とファラオの父が良い関係であった

ように、自分とファラオも友好関係を築くべきだと述べる。また、エジプト王

に銀の女性像2体 (EA41:26-27)と金の贈り物を要求している。もし、それらを

ヒッタイトに送らなければ、h
ˇ

uzzi（リネンの衣服
(41)

）を乗せるチャリオットの準

備ができ次第、リネンをエジプト王に送り返すとしている。

以上のように、立像はシャウシュカのような神像から、金製の王の像まで様々

な物が贈り物として取り上げられていたようである。金の王の像は、EA14に、

エジプトからバビロニアへ金で装飾された立像が贈り物として書かれていた。

この像が、金メッキの像なのか、それとも全て金でできた像なのかはわからな

い。しかし、ミタンニのトゥシュラッタが金の像をエジプト王に欲しがってい

たように、西アジアの国々の王にとって自分自身のステータスを上げる物で

あったのかもしれない。

3. 容器

容器については、12枚のアマルナ文書にみられる。それらは、バビロニアか

らエジプトへの贈答リスト EA13、エジプトからバビロニアへの贈答リスト

EA14 、ミタンニからエジプトへ送られた贈答リスト EA22、25の2枚と、書簡
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の EA17、19、26、27の4枚、そしてエジプトからアルザワへ送られた書簡 EA31、

アラシヤからエジプトへ送られた書簡 EA34、35の2枚、おそらくウガリットか

らエジプトへ送られた書簡 EA48に分けられる。

バビロニアからエジプトへの容器の動きとして、水をふりかけるための銀の

「壺」（musalih
ˇ

atu
(42)

）(EA13:R:11)、銅の「火桶」（h
ˇ

uluppaqqu
(43)

）（EA13:R:15）、青

銅の tallu
(44)

容器（EA13:R:18,19）、銅の「釜」（ruqqu
(45)

）(EA13:R:20)などが贈り物

として登場する。talluは、ラスシャムラの文書にも登場することから、バビロ

ニアからウガリット、エジプトにおいて広く利用された容器かもしれない。

エジプトからバビロニアへは、様々な形の容器がみられる。kukkubu容器に

ついては、14箇所にみられる。kukkubuは、金属かガラス、もしくは土器で作

られた小さな容器である。主に香油を入れていたアラバストロンとして使われ

ていたか、もしくは酒を入れるために使用されていた。特徴的な容器をみてい

くと、namšaと表現されている甘い油(šamnu t.ābu
(46)

) がいっぱいに入った金の

kukkubu容器？（EA14:I:32）が挙げられる。ここでの namšaは、エジプトで作

製されたアラバストロンを意味する
(47)

。アラバストロンの原料となる方解石は、

古王国時代からローマ時代にかけて、中エジプトのハトヌブで主に採石されて

いた。kukkubu容器は、エジプトからバビロニア、アルザワ宛てに書かれた文

書に登場し、特に EA14に記された多様な容器の中で最も多く登場するため、

当時の古代東地中海世界においてエジプトの特産品であり、高級品でもあった

ことがわかる。他にも、特徴的な容器の形態は、風呂用の小さな金の kukkubu

容器（EA14:I:69）、金の噴出口が付いた銀の kukkubu容器1個(EA14:II:59)など

が挙げられる。また、maziqtaと表現された甘い油がいっぱいに入った石の

kukkubu 容器（EA14:III:40）が書かれている。maziqta は、エジプトの言葉

mdqtに当たり、アラバストロンを意味する
(48)

。そして、kuba-puwanah
ˇ

と表現さ

れた同様の形態の壺（EA14:III:42）、kuih
ˇ

ku と表現された同様の形態の壺

（EA14:III:43）がみられる。kuih
ˇ

ku
(49)

は、エジプト語のカヘルカ（k3h
ˇ

rk3）が由

来で、油のための容器を意味する。コイアク（Khoiakh）の祭りで使われた容

器だという。また、našša
(50)

という石の kukkubu容器（EA14:III:48）、su’ibtaとい

う kukkubu容器1個（EA14:III:61）がある。su’ibtaは、エジプト語で献酒のため
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の容器、ひしゃくを意味するが
(51)

、ここでは前者の意味を表すと思われる。そし

て、kubaと呼ばれ、象牙がはめ込まれた kukkubu容器3個（EA14:IV:13）が挙

げられる。

「バケツ」（nah
ˇ

bu）は、3箇所にみられる。これらのバケツは、主にビールの

準備のために使われた容器である
(52)

。ビールは、古代エジプト人の主要な飲み物

であった。金のバケツ？（EA14:I:41）や、銀のバケツ1個（EA14:II:44）、そして

石のバケツ（EA14:III:62）が挙げられる。

先に取り上げた EA13に登場した tallu容器は、2箇所にみられる。小さな金

の tallu容器（EA14:I:70）、火鉢のための小さな銀の tallu容器1個(EA14:II:46)

である。

きゅうりの形をした容器 qiššû
(53)

は、3箇所に登場する。油を入れるためのきゅ

うりの形をした金の容器（EA14:I:57）、甘い油がいっぱいに入ったきゅうりの

形をした石の容器（EA14:III:38）である。そして、象牙がはめ込まれたきゅう

りの形の油の容器29個（EA14:IV:5）がある。

ランプのための受け皿という意味を持つ h
ˇ

ubunnu容器
(54)

は、4箇所にみられる。

金の h
ˇ

ubunnu容器1個（EA14:I:58,60）、h
ˇ

ubunnu容器6個（EA14:II:51）、巨大な

銀の h
ˇ

ubunnu容器1個（EA14:II:51）である。

ゴブレットは、6箇所に登場する。h
ˇ

aragabaš
(55)

と呼ばれる金と銀でできたゴ

ブレット？（EA14:I:49）、h
ˇ

aragabašと呼ばれる金のゴブレット8個（EA14:I:63）

である。後者は、図6のようなウルブルンの金のゴブレットの形態に類似した

物であったかもしれない。他には、銀の？ゴブレット10個（EA14:II:39）、h
ˇ

ina
(56)

石でできた巨大なゴブレット2個（EA14:III:62）などがみられる。

mubalittu容器
(57)

は、4箇所に登場する。「山羊が壺の中央に横たわり、穴の開

いた薬草用の小さな金の容器」1 個（mubal[li]t[tu s.ih
ˇ

[ru] ša h
ˇ

urās.i 1 du[r]ah
ˇ

[u

in]a q[a]blat[u]ššu rabis.]（EA14:I:61）は、図7のようなテーベにおけるセベクホ

テプ（Sebekhotep）の63号墓の壁に描かれた壺に類似していた可能性がある。

他には、小さな銀の薬草用の容器？1個(EA14:II:69)、１頭の牛が乗り、象牙が

はめ込まれた小さな薬草用の容器1個（EA14:IV:16）などがある。

「箱」（tupninnu
(58)

）は、5箇所にみられる。端正に作られ、黒檀と象牙でできた
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箱9箱（EA14:III:75）、za
(59)

と表現された同様な箱2箱（EA14:III:76）である。ま

た、upt.aと表現された象牙がはめ込まれた箱13箱（EA14:IV:11）、石の空の箱

（EA14:III:47）、純銀の箱1箱（EA14:II:57）がみられる。

保存用の丸い底の「ボウル」（diqāru
(60)

）は、5箇所にみられる。具体的には、火

桶用の銀の楕円形のボウル1個（EA14:II:49）、火桶用の青銅の？巨大な長方形

のボウル3個（EA14:II:84）、青銅の高いボウル2個（EA14:II:85）、青銅のボウル

6個（EA14:III:2）などである。

「容器」（bītu
(61)

）は、9箇所に登場する。wadh
ˇ

a と
(62)

表現された油の容器1個

（EA14:III: 66）、wadh
ˇ

aと表現されている白い石の油の容器9個（EA14:III:71）、

象牙がはめ込まれた牛の形をした油の容器3個（EA14:IV:14）、象牙がはめ込ま

れ、鹿の形をした油の容器3個（EA14:IV:15）、zaと表現され、象牙がはめ込ま

れた油の容器375個（EA14:IV:8）、daba`uh
ˇ

iと呼ばれ、金の眼が描かれた容器1

個（EA14:I:71）、象牙がはめ込まれた kurumanu
(63)

と「リンゴ」（h
ˇ

ašh
ˇ

ur
(64)

）や「ザ

クロの実」（nurimtu）が描かれた油壺44個(EA14:IV:6)、金？でできた油の容器

15個（EA14:I:56）などである。

土製の「容器」（karpatu
(65)

）は、4箇所に記される。そして、azida
(66)

と表現され

た甘い油がいっぱいに入った石の容器1個 (EA14:III:34)、akunu
(67)

と表現された

甘い油がいっぱいに入った石の容器20個（EA14:III:36）、“巨大”と表現された

銀の容器？1個（EA14:II:38）が登場する。

他には、甘い油がいっぱい入った石の「容器」（unūtu
(68)

）6個(EA14:III:39)、銀

と金で装飾された sipparratu
(69)

化粧道具の箱？（EA14:II:60）、長さが高い石の

kanduru
(70)

容器1個(EA14:III:64)、石の agannu
(71)

ボウル2個（EA14:III:65）、石の

išqillatu
(72)

容器38個（EA14:III:65）、zillah
ˇ

ta
(73)

と表現された白い石のボウル1個

（EA14:III:70）、kubaと表現された甘い油がいっぱいに入った石の貯蔵用の「瓶」

（našpaku
(74)

）（EA14:III:41）、ašša
(75)

と表現された甘い油がいっぱい入った「容器」

（irridu）（EA14:III:44）、石の「容器」（giradu） 3個 (EA14:III:62)、銀の？「計

量容器」（namaddu
(76)

）（EA14:II:35）、洗浄用の銀の？「大甕」（nanzīdu
(77)

）3個

（EA14:II:36）、zilah
ˇ

da
(78)

と表現された銀の「ボウル」（s.ah
ˇ

h
ˇ

aru）11個（EA14:II:54）、

銀の縦長の「箱」（h
ˇ

anūnu
(79)

）1箱（EA14:II:52）などである。
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エジプトからアルザワへの容器の動きとして、EA31には、甘い油がいっぱい

入った巨大な kukkubu容器4個（EA31:36）、甘い油が入った kukkubu容器6個

（EA31:37）が贈り物として登場する。

ミタンニからエジプトへの容器の移動として、「ボウル」（pursitu
(80)

）が3箇所に

みられる。83，3gの金が使われたボウル1個、金のボウル10つ、83，3gの銀が

使われたボウル1個（EA22:III:13-15）である。

「水桶」（sussullu）は、2箇所にみられる。sussulluは、木や、まれに高価な

金属で作成された箱、細長い箱形のかいば水おけを意味する
(81)

。333，2gの銀が

使われた小さな水桶1つ（EA22:III:12）、83，3gの銀が使われたかいば水おけ1

つ（EA22:III:13-15）である。

石の「壺」（tapatu
(82)

）は、9箇所にみられる。ミルラの油が入った壺1個、

sikillu
(83)

の油が入った壺1個、iaruttiの油が入った壺1個、ギンバイカの油が入っ

た壺1個、kanaktu
(84)

の油が入った壺1個、elderの油が入った壺1個、styraxの油が

入った壺1個、peršantiの油が入った壺1個、様々な油が混ざった油が入れられ

た容器1個（EA22:III:29-35）である。

「ボトル」（lah
ˇ

annu
(85)

）は、2箇所に登場する。石のボトル1個（EA22:II:62）、

2499gの金のワシとラピスラズリがはめ込まれた amutu
(86)

金属の馬の形のボト

ル1個(EA22:I:55-57)である。

他には、16,66gの金と333,2gの銀を使い、有翼円盤が描かれた黒檀の「箱」

（altabibu
(87)

）1箱（E22:III:22-23）が挙げられる。また、甘い油がいっぱい入った

皮のような kirru「ポット」（kirātu
(88)

）(EA22:III:36)、青銅の「水差し」（narmaktu
(89)

）

1個（EA22:IV:17）、青銅の「容器」（dūdu
(90)

）1個（EA22:IV:18）、青銅の「容器」

（karpatu）10個（EA22:IV:19）、青銅の容器 ?10個（EA22:IV:24）、青銅の洗うた

めの「ボウル」（namsītu
(91)

）（EA22:IV:27）、青銅の火桶とともにある青銅の容器

?（EA22:IV:28）、青銅の容器と香りのための「ボウル」（[.....]birdušhe）1個

（EA22:IV:29）、青銅の容器 ?（EA22:IV:30,31）と青銅の「箱」（[....]ulušhe）

1個(EA22:IV:31)がみられる。

EA25では、aškirušh
ˇ

u容
(92)

器は、4箇所にみられる。aškirušh
ˇ

uは、女性の華美

な服装と装飾品の道具を意味する。おそらく、女性の装飾品や服を入れる容器
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だったと考えられる。aškirušh
ˇ

u 容器(EA25:II:1-2)、166,6g の金が使われた

aškirušh
ˇ

u容器？のセット25個(EA25:III:27-28)、aškirušh
ˇ

u容器？のセット25

個（EA25:III:29）、aškirušh
ˇ

u？容器（EA25:III:32）である。

「容器」（tapatu）は、8箇所に記される。ミルラの油が入った容器1個

(EA25:IV:51)、kanatku油が入った容器1個(EA25:IV:51)、sikil油が入った容器

2個（EA25:IV:52）、elder油が入った容器1個（EA25:IV:52）、ギンバイカの油が

入った容器2個（EA25:IV:53）、peršantu 油が入った容器1個（EA25:IV:53）、

elder 油が入った容器1個（EA25:IV:54）、ギンバイカの油が入った容器1個

（EA25:IV:54）である。

軟膏の「壺」（piššatu
(93)

）は、5箇所にみられる。金で装飾され、中央に2つのラ

ピスラズリが入れられた軟膏の容器（そのハンドルはアラバスター）1個

（EA25:II:45-46）、中央にラピスラズリ1つが入れられた軟膏の壺1個（そのハン

ドルは金で装飾された燕で、緑がかった abašmû
(94)

石が使用されている）

（EA25:II:47-48）、ラピスラズリとアラバスターが入れられ、金で装飾された豹

のハンドルのついた軟膏の容器 1個（そのハンドルは marh
ˇ

allu
(95)

石）

（EA25:II:49-50）、金で装飾され、洪水の怪物のハンドルがついた軟膏の容器1

個（金で装飾されたハンドル）（EA25:II:51）などが記載されている。「豹のハン

ドルが付いた金の軟膏の容器」1個（piššatu rettašu marh
ˇ

allu šakaršu [ni]mru

h
ˇ

urās.u uknû u parutu t[iš]ag[un] ）(EA25:II:49-50) は、トトメス3世の頃のレク

ミラ（Rekhmire）のテーベの墓の壁に描かれた容器(図8)に類似していたと考

えられる。

kuninnu
(96)

ボウルは、2箇所にみられる。具体的には、中と底が金で覆われ、そ

の中にラピスラズリが入れられた石の kuninnu ボウル1個（EA25:II:60-61）、

166,6gの金が使われた kuninnuボウル1個（EA25:II:62）である。

他には、124,95gの金が使われた tallu「容器」（karpatu）（EA25:IV:6）、箱、

黒檀の箱、金と銀で装飾された elammakku
(97)

木の箱 (EA25:IV:30)、青銅の広口

の「水差し」（narmaktu）1個（EA25:IV:56）、青銅の「容器」（dūdu）（EA25:IV:56）、

青銅の巨大な「容器」（namh
ˇ

ar？
(98)

）（EA25:IV:57）、小さな青銅の？「容器」

（namh
ˇ

ar）（EA25:IV:57）、「ポット」（karpatu）（EA25:IV:58）、青銅の「火桶」
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（[ š]a išāti
(99)

）10個（EA25:IV:61）、アルカリのための青銅の容器1個（EA25:IV:62）

甘い油がいっぱい入った kirru「ポット」（karpatu）10個（EA25:IV:55）、金のゴ

ブレット(EA25:III:76-77)である。

EA17には、ケルへバへの贈り物として甘い油がいっぱいに入った「容器」

（tapatu）（EA17:44）が記されている。

EA19には、ラピスラズリが入れられたハンドルを持つ金のゴブレット

（EA19:80）がアメンホテプ3世への贈り物として記される。

EA26では、アメンホテプ3世の妻であるティイへ甘い油がいっぱいに入った

「容器」（tapatu）（EA26:65）が贈り物として登場する。EA27には、トゥシュラッ

タが甘い油がいっぱいに入った容器1個（EA27:112）をティイへ送っている。

アラシヤからエジプトへの容器の動きとして、EA34では、甘い油が入った

h
ˇ

abannatu
(100)

容器17個（EA34:25）をファラオに要求している。そして、ファラオ

に甘い油が入った h
ˇ

abannatu容器（EA34:50）を送っている。

EA35においても、ファラオに甘い油が入った kukkubu容器2個（EA35:24）

を要求している。

ウガリットからエジプトへ、ホウセンカの香りのする薬草用の壷（EA48:8）

が贈り物として登場する。

以上のように、容器の形態や用途など、それぞれ異なった物が多い。実際に

考古学的資料として、アマルナ文書に記載された物と類似した容器もあった。

ほとんどの容器が、金や銀の貴金属と宝石を使用して作成されているため、日

常用の物ではなく、高級品として扱われていた物だと考えられる。

4. 布

布は、8枚のアマルナ文書に記される。それらは、エジプトからバビロニアへ

の贈答リスト EA14、ミタンニからエジプトへ送られた贈答リスト EA22、25の

2枚、書簡の EA27、29の2枚、エジプトからアルザワへの書簡 EA31、おそらく

ビブロスからエジプトへ送られた盗品リスト EA120、エジプトからゲゼルへ書

かれた書簡 EA369に分けられる。

エジプトからバビロニアへの布の動きとして、EA14には、「リネン」（kitû
(101)

）
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の布は、14箇所にみられる。リネンは、新石器時代からエジプトの土地に生え

ており(Lucas 1948, 166)、エジプトの特産物である。特徴的な物は、idru
(102)

質

で、上質のリネンの布3きれと上質のリネン6きれ(EA14:III:16)、ショールのた

めの大きな上質のリネンの布100きれ(EA14:III:19)、adah
ˇ

a質
(103)

の上質なリネン

の布150きれ(EA14:III:20)、ami 赤色の上質なリネンの布きれ(EA14:III:27)、

tabarru
(104)

赤色のリネンの布6きれ(EA14:III:30)、paqa質で、tabarru赤色のリネ

ンの ullu
(105)

布6枚とその半分（EA14:III:32-33）である。また、「祭の衣服用の2倍

の大きさの上質なリネンの布」（kitû lu[parudi/u/adi š]a 2 lamh
ˇ

ussu lubuldu

ša[rri]）1枚 (EA14:III:11) は、図9のようなハトシェプスト女王が活躍した時期

のリネンの布の形態を取っていたかもしれない。

「上着」（nah
ˇ

laptu
(106)

）は、4箇所にみられる。薄い上着35着 (EA14:III:15)、idru

質の薄い上着15着 (EA14:III:18)、adah
ˇ

a質の薄い上着250着(EA14:III:22)であ

る。

tunzu
(107)

布は、2箇所に記される。tunzu布120着(EA14:III:24)、王のベッドのた

めの大きな tunzu布5着(EA14:III:25)である。

他の布製品は、ローブの何らかのもの (EA14:III:27)が挙げられる。

エジプトからアルザワへの布の動きとして、EA31には、軽いリネンの衣服3

着（EA31:31）、軽いリネンのマント3着（EA31:31）、リネンの h
ˇ

uzzi 3枚

（EA31:32）、リネンの kušitti 8枚（EA31:32）、リネンの šawalga 100枚（EA31:33）、

リネンの h
ˇ

appa 100枚（EA31:33）、リネンのmutalliyšša 100枚（EA31:33）が贈

り物としてみられる。

エジプトからゲゼルへの布の動きとして、EA369には、ファラオは弓の射手

の監督と美しい女の酒の給仕係40人（その給仕係は1人当たり333,2gの銀と同

じ価値である）、金、銀、紅玉髄、リネンの「衣服」（kitû）(EA369:9)など全て

で14,56kgの価値になる
(108)

物を送っている。そして、ゲゼルに美しさにひいでた

酒の給仕係を要求している。

ミタンニからエジプトへの布の動きとして、EA22には、「上着」（nah
ˇ

laptu）

が、5箇所に記されている。フリの様式をとった1組の上着（EA22:II:36）、

tukriš
(109)

様式の上着1枚（EA22:II:37-38）、リネンのフリの様式の1組の上着、リネ
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ンの上着1枚（EA22:II:39-40）である。

「ローブ」（kusītu
(110)

）は、3箇所にみられる。ローブ10着（EA22:III:25）、リネ

ンのローブ1着（EA22:II:39-40）、ローブ1着（EA22:II:41-42）が贈り物として登

場する。

「ブランケット」（i’lu
(111)

）は、2箇所にみられる。大きなブランケット3枚

（EA22:IV:12）、頭のためのブランケット1枚と足のためのブランケット1枚

（EA22:IV:15）である。

「履物」（šēnu
(112)

）は、7箇所に登場する。33,32gの金が使われ、ボタンに h
ˇ

iliba

石がつけられ、真ん中にラピスラズリがつけられた青紫色の毛糸の靴1組と、足

のための粗毛の毛糸の「織物」（tah
ˇ

bātu
(113)

）1組（EA22:II:29-32）、iduzzarriがあ

り、色がついたリネンの靴1組と、粗毛の足のための織物1組（EA22:II:33-34）、

色がついたリネンの靴1組（EA22:II:35）などである。

「衣服」（s.ubātu
(114)

）は、4箇所に記される。青紫色の毛糸の衣服1着（EA22:II:36）、

aššianni様式のリネンの衣服1着（EA22:II:39-40）、ハツォルの様式の衣服1着

（EA22:II:41-42）輝く衣服10着（EA22:III:24-25）である。

「スプレッド」（s.ubātu）は、2箇所にみられる。ベッドのための長いスプレッ

ド1枚（EA22:IV:13）、「ベッドのための様々な色がついた短いスプレッド」1枚

（s.ubātu kurītu ša sunušu burrumu ša erši）(EA22:IV:14)である。後者の布は、

トトメス4世の墓で見つかったアメンホテプ2世の名が書かれた布（図10）に似

た形態を取っていたかもしれない。

「布」（šusuppu
(115)

）は、3箇所に記載されている。色の付いた布のリネンの

šusuppu布1枚（EA22:III:27）、色の付いた布の šusuppu布1枚（EA22:III:28）な

どである。

他にも、色の付いた腰布1枚（EA22:III:27）、様々な色をした「衣服」（saddinnu
(116)

）

2着（EA22:I:44）、赤い毛糸の飾り帯？1組（EA22:II:37-38）、青紫色の毛糸の帽

子 1 つ（EA22:II:41-42）、青 紫 色 の 毛 糸 で 多 彩 色 に さ れ た 短 剣 の 柄

（EA22:II:16-19）、赤い毛糸で飾られた手袋1組（EA22:I:46）が挙げられる。

EA25には、「ブランケット」（i’lu）が、2箇所にみられる。大きなブランケッ

ト30枚（EA25:IV:49）、足のためのブランケット4枚、頭のためのブランケット4
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枚（EA25:IV:50）である。

「スプレッド」（s.ubātu）は、2箇所にみられる。ベッドのための長いスプレッ

ド4枚（EA25:IV:49）、ベッドのための多彩な色がついた短い？スプレッド2枚

（EA25:IV:50）である。

他には、たくさんの色がついた布の「衣服」（s.ubātu）4着（EA25:IV:45）、た

くさんの色が付いた布の何らかのもの1つ（EA25:IV:46）、「ローブ」（s.ubātu）

41着と「織物」（s.ubātu）10枚（EA25:IV:48）、たくさんの色がついた tukriš様式

の「衣服」（s.ubātu）1着（EA25:IV:45）、たくさんの色がついた šušinnu
(117)

衣服10

着（EA25:IV:46）、女性のためのたくさんの色が付いた「衣服」（s.ubātu）40着

（EA25:IV:47）が挙げられる。

EA27では、トゥシュラッタはアメンホテプ４世へフリの様式の上着1枚

（EA27:110）、都市の上着1枚（EA27:111）、「ローブ」（kusītu）1着（EA27:111）

を送っている。

EA29 には、トゥシュラッタは「衣服」３着（s.ubātu）と都市の「上着」（s.ubātu）、

3組の衣服？(EA29:183)をアメンホテプ４世へ送っている。そして、アメンホ

テプ４世の母ティイへ「衣服」（s.ubātu）２着 (EA29:186)、トゥシュラッタの娘

タドゥヘバへ「衣服」（s.ubātu）４着 (EA29:188)を送っている。

アラシヤからエジプトへの布の動きとして、EA34では、アラシヤの王がファ

ラオへ、リネンの布2きれ(EA34:22)、リネンのショール50枚(EA34:23)、リネ

ンのローブ２着(EA34:23)を送っている。

おそらくビブロスからエジプトへ、EA120では、ブランケット15枚と

šabattu
(148)

衣服15着(EA120:21) が送られている。

以上のように、エジプトからリネンを中心とした布製品が送られていたよう

である。ミタンニは、織物を中心とした布製品を贈り物に取り上げていた。つ

まり、お互いの国の特産品を贈り物として交換し合っていたことが考えられる。

5. 武具

武具について言及しているアマルナ文書は、5枚である。エジプトからバビ

ロニアへ書かれた贈答リスト EA14、ミタンニからエジプトへ書かれた贈答リ
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スト EA22、書簡の EA29、おそらくビブロスからエジプトへ送られるはずだっ

た EA120
(119)

、ギンティキルミル（Gintikirmil）からエジプトへ書かれた書簡

EA266に分けられる。

エジプトからバビロニアへの武具の動きとして、トップにザクロの実がつい

た金の「ナイフ」（quppu
(120)

）6本（EA14:II:7）が挙げられる。

ミタンニからエジプトへの武具の動きとして、EA22では、zalleweナイフが、

2箇所に登場する。24，99g の金が使われた柄と青銅の zallewe ナイフ1本

（EA22:I:39-40）、青銅の zalleweナイフ10本（EA22:III:56）である。

「短剣」（patru
(121)

）は、4箇所に書かれている。49，98gの金が使われた鉄の刃

を持つ短剣1本（金で装飾されたガードと、金で装飾された子牛の像が描かれた

黒檀の柄）（EA22:I:32-35）、短剣（鉄の刃や、金で装飾された柄）1本

（EA22:II:16-19）、短剣（鉄の刃と、金のガード）1本（EA22:III:7-9）などが挙

げられる。

「弓」（qaštu
(122)

）は、2箇所にみられる。金で装飾された apisāmūš
(123)

の弓1張

（EA22:I:36-37）、apisāmūšの弓100張（EA22:III:45-46）である。

「弓」（qanû
(124)

）は、8箇所に登場する。鋭い弓1000張、弓2000張（EA22:III:47）、

弓3000張（EA22:III:48）、弓20張（EA22:III:51）、とげのある弓20張（EA22:III:52）、

šukūdu
(125)

の弓20張（EA22:III:53）、炎形の弓20張と弓20張（EA22:III:54）である。

「盾」（aritu
(126)

）は、3箇所に記される。83, 3gの銀が使われた盾1枚（銀で覆わ

れた urukmannu
(127)

）（EA22:III:42-43）、盾9枚（青銅の urukmannu）（EA22:III:44）

などである。

槍は、7箇所にみられる。16,66g の金が使われた pišaiš
(128)

の addu
(129)

の投げ槍

（EA22:I:41）、49,98gの金が使われた青銅の「槍」（šukurru
(130)

）1本（EA22:II:57-58）、

「投げ槍」（jakattu
(131)

）（槍の刃は鉄製）10本（EA22:III:49）、投げ槍（槍の刃は青

銅製）10本（EA22:III:50）、槍10本（EA22:III:55）、槍10本（EA22:III:60）、青銅

の槍10本（EA22:IV:21）が挙げられる。

他の武具としては、49,98g の金が使われた zamiri
(132)

の tilpānu
(133)

弓 1張

（EA22:I:42-43）、h
ˇ

ulalu石が使われ41, 65gの金が使われた pišaišの鞭（その

parattitinu
(134)

は h
ˇ

ulalu石）（EA22:I:4-6）、鋭い矢（EA22:I:31）、124,95gの金が使
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われた鉄製の槌鉾1個（EA22:I:38）、24,99gの銀が使われた青銅製のmakkasu

斧1丁（EA22:II:59-60）が挙げられる。また、「青銅の鎧のプレート」（ŠU

sariam
(135)

si[p]arru）1 セット(EA22:III:37) は、レバノンから発見されたプレート

の形態に類似した物（図11）だったと思われる。

1. 装飾品で取り上げた EA29 では、トゥシュラッタがアメンホテプ４世へ

h
ˇ

uppalû
(136)

の槌鉾1個（EA29:183）、金で装飾された「矢筒」（ruh
ˇ

tu）3個（EA29:183）、

銅の弓90張（EA29:183）を送っている。

ビブロスからエジプトへの武具の動きとして、「剣」（nams.ār）
(137)

100本

（EA120:6）、短剣 100本（EA120:6）、šububu
(138)

80個（EA120:6）、ハンマー1本

（EA120:11）が挙げられる。

ギンティキルミルからエジプトへ、EA266では、馬具や弓、矢筒、槍

(EA266:33)が贈り物として記されている。

このように、戦闘用に使われるための武具から、儀式用とされるような武器

まで贈り物として記載されていたことがわかった。

6. 家具

家具については、7枚のアマルナ文書において記載されている。それらは、エ

ジプトからバビロニアに書かれた贈答リスト EA14、エジプトからバビロニア

へ書かれた書簡 EA5、エジプトからアルザワへ書かれた書簡 EA31、エジプト

からゲゼルへ書かれた書簡 EA369、おそらくバビロニアからエジプトへ書かれ

た贈答リスト EA13、アラシヤからエジプトへ送られた書簡 EA34、おそらくビ

ブロスからエジプトへ書かれた盗品リスト EA120の7枚に分けられる。

バビロニアからエジプトへの家具の動きでは、kammuššakku ベッド

(EA13:R:1,3,5) が挙げられる。

エジプトからバビロニアへの EA14における家具の動きについて、「ベッド」

（eršu
(139)

）は、3箇所にみられる。女性の像が足につき、金で装飾されたベッド1台

(EA14:II:19)、金で装飾されたベッド1台 (EA14:II:20)、純銀のベッド？3台

(EA14:II:63)である。

「枕」（ša rēsu
(140)

）は、5箇所にみられる。金で装飾された枕1個(EA14:II:20)、
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純銀の枕 1個 (EA14:II:63)、石の枕 2個 (EA14:III:68)、dušû
(141)

石の枕 1個

(EA14:III:69)、象牙がはめ込まれた枕3個 (EA14:IV:12) である。

「玉座」（parakku
(142)

）は、3箇所に登場する。金で装飾された玉座 5台

(EA14:II:21)、金と šah
ˇ

puで
(143)

装飾された玉座1台(EA14:II:22)、銀と金で装飾さ

れた玉座？1台(EA14:II:64)である。

「椅子」（kussû
(144)

）は、2箇所に記されている。金で装飾された椅子2脚

(EA14:II:23)、椅子1脚(EA14:II:24)である。

EA5には、アメンホテプ３世が、カダシュマンエンリルが宮殿に新しい部屋

を作ったと聞いたので、家具を送っている。送った物として、ベッド4台と枕１

個、椅子10脚が挙げられる。具体的にみると、象牙
(145)

と金で装飾された黒檀のベッ

ド 1台（EA5:20）、金で装飾された黒檀のベッド 3台 (EA5:21) や、「枕」

（uru[u]šša
(146)

）1個(EA5:22)、大きな椅子1脚 (EA5:23)、椅子9脚 (EA5:24-25) で

ある。EA5でみられるような象牙がつけられた黒檀の椅子は、図12のような形

態を取っていた可能性がある。この椅子はエジプトにおけるディール・エル＝

メディーナ（Deir el-Medina）の職人に使われていた椅子である。

エジプトからゲゼルへの家具の動きとしては、4. 布で述べたように、黒檀の

椅子1脚 (EA369:10)が挙げられる。

エジプトからアルザワへ、贈り物として、黒檀の椅子3脚、象牙で装飾された

黒檀の椅子10脚 (EA31:36) がみられる。

ビブロスからエジプトへの家具の動きとして、椅子やベッド (EA120:17-18)

が挙げられる。

アラシヤからエジプトへは、黒檀のベッド1台 (EA34:20)を要求している。

家具は、主に黒檀や象牙を使って作成されていたことがわかった。また、主

にエジプトから西アジアの国々へ贈り物として送られていたようである。古代

エジプトの家具製作の技術は優れていたため、高級な贈り物に含まれたのだろ

う。椅子は、裕福な人々が利用するための物でもあった。
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Ⅵ.工芸品の西アジア地域における類似性と文書における意味

以上のように、①記載された物と考古学的資料に登場した物の整合性、②文

書が交わされた国以外での地域における考古学的資料と物との類似性、③文書

内で登場する贈答品がどのようなものであったかの三点から分析した。①に関

しては、コハビレイニーにならい、文書に記された物と考古学的資料との整合

性を試みた。本論においては、コハビレイニーが取り上げた物も扱うとともに、

新しく取り上げた物もあった。

②に関しては、「何らかの石が付けられた金の飾り板」（lēh
ˇ

u ša tikki ša h
ˇ

urās.i

NA4 AN.GUG.MI）9枚(EA14:II:2)がレバノンのカミドエルロズから発見され

た金のペンダントと類似していたことから、エジプトとバビロニア、レバノン

のカミドエルロズにおいてこのペンダントの様式が共通していたことが考えら

れた。

同様に複数の地域で工芸品の様式が共通していたことが考えられるのは、「金

と銀でできた鏡」（nā[m]a[r pāni ša] kaspi h
ˇ

[urās.]i） (EA14:II:66)である。エジ

プトやバビロニア、ビブロスにおいて広がっていたことが挙げられる。

また、物の言葉が使用された背景を検討することによって、maninnuネック

レスがアマルナ、アララハ、カトナの文書に登場することから、ミタンニやレ

バントを中心とした地域で使用されたことが考えられるとともに、EA25の装

飾品の中で最も多く登場することから、ミタンニでよく作られたネックレスの

一つであったことも考えられる。

円筒形のラピスラズリ13個に金のキャップが両側に付けられ、数珠状に繋が

れた maninnuネックレス（EA25:I:38）、円筒形のラピスラズリ13個に、金の

キャップが両側に付けられ、円筒形の h
ˇ

ulalu石2個が使われた maninnuネッ

クレス（EA25:I:39）は、ニネヴェで発見されたネックレス (図3) から、ミタン

ニやアッシリア、エジプトにこのネックレスの様式が伝わっていたことが考え

られる。

象牙でできた女性の像のハンドルが付き、14、5775gの銀が使われた鏡1枚(合

計333,2gの重さ)（EA25:II:56-57）は、象牙でできた女性の像のハンドルは、図

齊藤麻里江 紀元前14世紀における古代エジプトと西アジアを中心とした古代東地中海世界の文化交流―アマルナ文書に記された工芸品と考古学的資料を中心に―528



4のようなバーレーン？の象牙でできた女性の像の形態から、鏡の取っ手の女

性の像の細工は、古代エジプトでも一般的に見られることから、エジプト、ミ

タンニ、バーレーンのあるアラビア半島において広く普及していたことが想定

できる。

青銅の tallu容器（EA13:R:18,19）における talluは、ラスシャムラの文書に

も登場することから、バビロニアからウガリット、エジプトにおいて広く利用

された容器と思われる。このように、文書を交わした国以外の地域にも、登場

する工芸品の美術様式が共通していたことが想定できる。更には、エジプトや

メソポタミア、レバントの地域だけでなくアラビア半島も含めて、お互いの国

の工芸品のやりとりが交わされていたことが想定できた。このことから、紀元

前14世紀において外交上だけでなく、お互いの文化を取り入れていた背景が

あったことが考えられるだろう。

③については、金（366,52gの重さ）にのせられた本物の h
ˇ

ulalu石88粒が、

数珠状に繋がれた馬のためのmaninnuネックレス2つ (EA22:I:12-14)、35個の

ラピスラズリと、35個の h
ˇ

iliba石が使われ、真中の赤みがかった金に h
ˇ

ulalu石

が使われた maninnuネックレス1つ (EA22:II:6-8)は、h
ˇ

ulalui石や、h
ˇ

iliba石

は、アマルナ文書内でトゥシュラッタの手紙にのみ登場する高価な石であるこ

とから、ミタンニで作製された高級なネックレスであったことが考えられる。

アメンホテプ3世へ、ラピスラズリと金でできた maninnu ネックレス1つ

(EA21:35-37)を贈っている。トゥシュラッタは、そのネックレスを10万年もの

長い間アメンホテプ3世につけてもらいたいと祈る。トゥシュラッタは、ネッ

クレスにミタンニとエジプトとの外交関係を長い間続けていきたい意を込めて

いた。このことから、maninnuネックレスは外交において友好の意思を示す道

具として用いられるほど、ミタンニの装飾品を代表する物の一つであったと考

えられる。

kukkubu容器については、14箇所にみられる。kukkubuは、金属かガラス、

もしくは土器で作られた小さな容器である。主に香油を入れていたアラバスト

ロンとして使われていたか、もしくは酒を入れるために使用されていた。特徴

的な容器をみていくと、namšaと表現され、甘い油がいっぱいに入った金の
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kukkubu容器？（EA14:I:32）が挙げられる。ここでの namšaは、エジプトで作

製されたアラバストロンを意味する。アラバストロンの原料となる方解石は、

古王国時代からローマ時代にかけて、中エジプトのハトヌブで主に採石されて

いた。kukkubu容器は、エジプトからバビロニア、アルザワ宛てに書かれた文

書に登場し、特に EA14に記された多様な容器の中で最も多く登場するため、

当時の古代東地中海世界においてエジプトの特産品であり、高級品でもあった

ことが考えられる。maziqta と表現された甘い油がいっぱいに入った石の

kukkubu 容器（EA14:III:40）が書かれている。maziqta は、エジプトの言葉

mdqtに当たり、アラバストロンを意味する。そして、kuba-puwanah
ˇ

と表現さ

れた同様の形態の壺（EA14:III:42）、kuih
ˇ

ku と呼ばれる同様の形態の壺

（EA14:III:43）がみられる。kuih
ˇ

ku は、エジプト語のカヘルカ（k3h
ˇ

rk3）が由

来で、油のための容器を意味する。コイアク（Khoiakh）の祭りで使われた容器

だという。このように、文書の内容からだけでなく、言葉の意味からも、工芸

品がどのようなものであったかを想定することができる。

Ⅶ.おわりに

本論では、アマルナ文書をもとに、紀元前14世紀におけるエジプトと西アジ

アを中心とした古代東地中海世界の工芸品の移動についてみてきた。取り上げ

た工芸品は、全て高級品と捉えられる物であった。また、文書に記載された遺

物は、贈答リストにみられるように具体的にその形状が説明されている。その

ため、考古学的資料と類似した物がいくつかみられることもわかった。更に、

文書が交わされた国以外の地域における考古学的資料の類似性に関しても、装

飾品を中心にエジプト、メソポタミア、レバントなどの東地中海世界のみでな

く、アラビア半島までの広い地域の中で共通の様式を持った工芸品があったこ

とが想定できた。アマルナ文書に記された工芸品の形態が詳細に説明されてい

るからこそ、想定できることであろう。実際にそれらの工芸品の様式が伝わっ

たのは、アマルナ文書が交わされる紀元前14世紀以前から始まっていたのかも

しれない。また、文書内における工芸品がどのようなものであったのかについ
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ては、文書の内容と、言葉の意味から具体的に想定することができた。以上の

ように、紀元前14世紀における工芸品の移動は、その動きだけでなく、具体的

な考古学的資料との整合性があったことや、当時の古代東地中海世界、更には

アラビア半島も含めて共通の工芸品の様式が存在していた可能性を示唆してい

る。今後も、アマルナ文書において工芸品以外の金や銀などのマテリアルや人

の移動に焦点を当て、当時の東西文化交流の一端を明らかにしていきたい。

略称

[AHw] von Soden W, Akkadisches Handwörterbuch. vols. 1-3,Wiesbaden,

1965-81.

[CAD] The Assyrian dictionary of the Oriental Institute of the University of

Chicago. Chicago and Glückstadt.

[EA] El Amarna (アマルナ文書の番号に付く略称)

[JNES] Journal of the Near Eastern Studies
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図１ 紀元前14世紀における古代オリエントの地図

出典：日本オリエント学会（編）『古代オリエント事典』岩波書店, 2004.

(一部、方位と都市の名称を加筆)
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表１ 紀元前14世紀における古代オリエントの年表（古代エジプトの王の変遷

を軸に）

*…どの年代に起きた出来事かわかっていないこと

出 典：Cohen, R. Amarna Diplomacy: The Beginnings of International

Relations, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999, 14-15.

14 B. C. E.

1390‐1353 アメンホテプ3世即位（エジプト）

*シュッタルナ2世即位（ミタンニ）

*アメンホテプ3世は彼の娘ギルへパと結婚

*トシュラッタ即位（ミタンニ）

シュッピルリウマ1世即位（ヒッタイト）

*クリガルズ1世（バビロニア）即位

アメンホテプ3世は彼の娘と結婚

14 B. C. E.

の半ば

*アマルナ文書の始まり

*カデシュマンエンリル1世即位（バビロニア）

*アブディアシルタはアムルを併合

*ヒッタイトは北シリアに急襲

*アブディアシルタは殺される

*アメンホテプ3世はトシュラッタの娘と結婚

1375‐1347 ブルナブリアシュ2世即位（バビロニア）

1353‐1336 アメンホテプ4世即位（エジプト）

1349 アクエンアテンに改名し、エルアマルナはアテン

神崇拝の中心

*アジール（アブディアシルタの息子）と

他のアブディアシルタ（アムルの王）の息子は

彼らの父の王国再建

*シュッピルリウマ1世はシリアを侵略
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*アッシュルウバリト1世下のアッシリアはエジ

プトと外交関係

*ビブロスのリブハッダは追放される

1336‐1322 ネフェルネフェルアテン（アクエンアテンの娘）

とスメンクカーラーの支配

1332‐1322 トゥトゥアンクアムン即位（エジプト）

*アマルナ文書の終わり

*トゥシュラッタは暗殺される

強国としてのミタンニの終焉

図２ 鏡

ビブロス1900―1600 BC

出典：Jidejian, N. Byblos through the Ages, Lebanon: Editions Dar an-Nahar,

2000, 27.
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図３ ネックレス

ニネヴェ1900―1800 BC

出典：The British Museum. http://www. britishmuseum. org/ (accessed

October 25, 2011).

図４ 女性の像のハンドル

バーレーン？ 2000―1500 BC

出典：The British Museum. http://www. britishmuseum. org/ (accessed

October 25, 2011).
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図５ 立像

出典：Cochavi-Rainey. Royal Gifts in the Late Bronze Age Fourteenth to

Thirteenth Centuries B. C. E., Negev. Ben-Gurion University of the Negev

Press, 1999.

図６ ゴブレット

ウルブルン

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.
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図７ 容器

エジプト

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.

図８ 容器

エジプト

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.
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図９ リネンの布

エジプト

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.

図10 スプレッド

エジプト

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.
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図11 プレート

カミド・エル＝ロズ

出典：Cochavi-Rainey, Ibid., 1999.

図12 椅子

エジプト 1400―1300 BC

出 典：The British Museum. http://www.britishmuseum.org/ (accessed

October 25, 2011).
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註

(１) unquは、輪という意味を持つ。 AHw, 3, 1422参照。

(２) ans.abtuは、輪、イヤリングという意味を持つ。CAD, A/2, 144参照。

(３) šemeruは、腕輪や、足首の飾りを意味する。CAD, S, 219参照。

(４) p/buatiは、1つの輪（？）を意味する。AHw, 875参照。また、pwtと puwatiはウ

ガリットでみられる言葉である。Moran, The Amarna Letters, 35参照。

(５) mah
ˇ

daは、エジプト（？）の言葉で、ブレスレット（？）を意味する。CAD, M/1,

89参照。

(６) abnuは、石や高価な色がついた石、ガラスなど様々な意味を持つ。CAD, A/1,

54参照。

(７) šamšuは、太陽や、太陽の光、太陽円盤という意味を持つ。CAD, Š/1, 335参照。

(８) NA4AN.GUG.Miは、何らかの石を表すが、それ以上の意味はわからない。lēh
ˇ

u

は、lē’uというアッカド語で、木製の板や、文書、高価な金属のシート、インゴット

などの意味を持ち(CAD, L, 156.)、tikkuは、首回りにつけられた装飾品と宝石や

ネックレスを意味する。(CAD, T, 401.)

(９) šuzutaは、エジプトの言葉であるが、意味はわからない。CAD, Š /3, 420参照。

(10) 中田『ハンムラビ「法典」』, 10を参照。

(11) maninnuは、アッカド語でネックレスの一種を意味し、アマルナやアララハ、カ

トナの文書に記載されているという。CAD, M/1, 211.

(12) h
ˇ

ulāluは、準高価な石を意味する。アマルナ文書では、トゥシュラッタからの手

紙のみに記載される名詞である。CAD, H
ˇ

, 227参照。

(13) h
ˇ

ilibûは、高価な石を意味する。また、トゥシュラッタからの手紙に記載されてい

る名詞である。CAD, H
ˇ

, 186.

(14) mesukkuは、おそらくミタンニからエジプトへ送られた装飾品に描かれるはやぶ

さを意味している。CAD, M/2, 36参照。

(15) karatnannuは、宝石を意味する。AHw, 1, 448参照。

(16) paskāruは、頭飾りという意味を持つ。CAD, P, 221参照。

(17) s.almāniは像ではなく、神 s.almuを表している。Moran,The Amarna Letters, 59.

(18) abubuは、怪物として神話化された大洪水という意味を持つ。CAD, A/1, 79参

照。

(19) gištuppuは、金、もしくは高価な石を使用した四角形の飾り板を意味する。CAD,

G, 109参照。

(20) sagkalluは、何らかの石を表すが、意味はわからない。CAD, S, 25参照。

(21) marh
ˇ

ušu は、Marh
ˇ

aši という国の石、もしくは別の物を表す。Moran, The
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Amarna Letters, 81.

(22) muššaruは、準高価な石を意味している。CAD, M/2, 279参照。

(23) kazīruは、ふさ飾りと、植物を意味する。CAD,K, 310を参照。モランは、飾り板

を gištuppuが書かれていたとするならば、ふさ飾りが描かれることはほとんど無い

ため、植物として解釈するほうが良いと述べている。Moran, The Amarna Letters,

83.

(24) mašh
ˇ

uは、装飾品の１つのピースという意味を持ち、フリ系の名詞である。CAD,

M/1, 365参照。

(25) テッシュップ神は、フリ人の天候神である。雨・嵐・雷を司る。

日本オリエント学会（編）『古代オリエント事典』, 609.

(26) アムン神は、エジプト新王国時代で、国家神の役割を果たす。

日本オリエント学会（編）『古代オリエント事典』, 320.

(27) kabbuttuは、ネックレスのための高価な石のつり合いおもり(？) を意味する。ア

マルナ文書のみに記載されている。CAD, K, 20参照。

(28) suh
ˇ

siは、おそらく植物という意味を持つ。CAD, S, 350参照。

(29) シミギは、フリ語で太陽の神を意味する。

(30) シャウシュカは、フリ系の愛欲と戦争の女神である。日本オリエント学会（編）

『古代オリエント事典』, 515参照。

(31) šadânuは、ヘマタイトを意味する。CAD, š /1, 36参照。

(32) timbuttuは装飾品のピースの１つを意味し、おそらくコオロギを語源とする名詞

である。CAD, T, 417参照。

(33) abnuは、石やガラスという意味を持ち(CAD, A/1, 54.)、kirru容器を持ったガ

ラス製のがに股の像（すなわちベス神）と解釈されている。（CAD, K, 409.）

(34) CAD, K, 409を参照。

(35) Moran, The Amarna Letters, 37.

(36) s.almuは、立像という意味を持つ。CAD, s., 66参照。なお、モランは「王のため」

ša šarri（EA14:II:11）、「王の妻のため」ša aššati šarri（EA14:II:13）、「王の娘のため」

ša mārti šarri（EA14:II:13）のように、šaを「∼ために」と訳すことは意味をなさな

いと述べる。全ての立像が王のためであるならば、王の妻や娘のための小さな贈り

物は贈答リストの中に取り上げられないと彼は主張する。従って、モランは šaを

「∼の」という意味で訳している。本論においても、モランに従って後者の訳を使用

する。Moran, The Amarna Letters, 35.

(37) lamassuは、人の体の形で表されるものという意味を持つ。CAD, L, 66参照。

(38) pagutuは、猿を意味する。 CAD, P, 17参照。

(39) umma ištar ša nina belit matati gabbišinama ana mis.rī ina māti ša ara’amu
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lullikkume luzzahe’irme (EA23:13-16)というように、直接話法を導くマーカーとし

ての ummaがシャウシュカの話す言葉の前に書かれており、プレカティブの一人称

単数を指す lullikkume luzzahe’irmeが記載されている。

(40) シュッピルリウマは、ヒッタイト新王国時代の王である。日本オリエント学会

（編）『古代オリエント事典』, 525参照。

(41) CAD, H
ˇ

, 266を参照。

(42) musallih
ˇ

tuは、水をふりかけるための容器という意味を持っている。CAD, M/2,

231参照。

(43) h
ˇ

uluppaqquは、粘土、もしくは金属の小さな火桶を意味する。CAD,H
ˇ

, 232参照。

(44) talluは、アマルナ文書や、ラスシャムラの文書に記載されている。容器という意

味を持つ。CAD, T, 101参照。

(45) ゴードンは、Š]ENを ruqquと訳している。Moran,The Amarna Letters, 27参照。

ruqquは、やかんや鍋、大釜を意味する。CAD, R, 416を参照。

(46) 古バビロニア時代の甘い油は、上質なビールやデーツ、イチジクなどからできて

いた。 Moran , The Amarna Letters, 35.

(47) CAD,N/1, 246.

(48) CAD, M/1, 438.

(49) CAD, K, 497.

(50) エジプト語で容器を意味する。CAD, n/2, 79参照。

(51) CAD, Š/3, 211.

(52) nah
ˇ

buは、ビールの準備のために使われた容器を意味する。CAD, N, 135参照。

(53) qiššûは、メロンやヒョウタン、きゅうりの形を意味する。CAD, Q, 271参照。

(54) CAD, H
ˇ

, 219.

(55) アマルナ文書では、高価な金属の容器と訳される。CAD, H
ˇ

, 89参照。

(56) h
ˇ

inaは、エジプト語で石を意味する。CAD, H
ˇ

, 194参照。

(57) mubalittuは、薬草用の穴の空いた容器という意味を持つ。CAD, M/2, 157参照。

(58) tupninnuは、箱、容器を意味する。CAD, T, 474参照。

(59) zaは、エジプト語？だが、意味はわからない。CAD, Z, 1を参照。

(60) CAD, D, 157.

(61) bītuは、家や、容器という意味を持つ。CAD, B, 282参照。

(62) wadh
ˇ

aは、供物の容器という意味を持ち、エジプト語の wdh
ˇ

「注ぐ」と比較され

た。Cochavi-Rainey 1997, 103.

(63) kurumānuは、外国の言葉で、フルーツ？を意味する。CAD, K, 573参照。

(64) nurimduは、ザクロの実を意味し（CAD,N/2, 344参照）、hašh
ˇ

ūruは、りんごを

意味する。（CAD, H
ˇ

, 139参照）
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(65) karpatuは、土の容器や、ポットを意味する。CAD, K, 219参照。

(66) azidaは、エジプトの言葉で容器という意味を持つ。CAD, A/2, 527参照。

(67) akūnuは、エジプトの言葉でアンフォラを意味する。 CAD, A/1, 286参照。ま

た、コハビレイニーによると、この言葉はフェニキアかカナーンの言葉が元だと考

えられている。

Cochavi-Rainey 1997, 96.

(68) unūtuは、日用品である。AHw, 3, 1422参照。

(69) s.ipparātuは、化粧品である。CAD, S. , 202参照。

(70) kandurûは、小さな容器である。CAD, K, 149参照。

(71) agannûは、指示代名詞である。CAD, A/1, 143参照。

(72) išqillatuは、小石、石の容器を意味する。CAD, I-J, 260参照。

(73) zilah
ˇ

daは、西セム語で、容器という意味を持つ。CAD, Z, 118参照。

(74) našpakuは、サイロや貯蔵の瓶という意味を持つ。CAD, N/2, 66参照。

(75) aššaは、エジプト語でアラバストロンを指す。CAD, A, 460参照。

(76) namadduは、計量容器という意味を持つ。CAD, N/1, 206参照。

(77) namzītuは、発酵用の大桶である。CAD, N, 257参照。

(78) zilah
ˇ

daは、西セム語で容器という意味を持つ。CAD, Z, 118参照。

(79) h
ˇ

anūnuは、エジプト語だが、意味はわからない。CAD, H
ˇ

, 83参照。

(80) pursītuは、ボウルを意味する。CAD, P, 523参照。

(81) CAD, S, 417.

(82) taptuは、外国の言葉で、石の容器を意味する。CAD, T, 195参照。

(83) sikilluは、植物、石を意味する。CAD, S, 243参照。

(84) kanaktuは、木や、木から得たアロマの物を意味する。CAD, K, 135参照。

(85) lah
ˇ

annuは、ボトルを意味する。CAD, L, 39参照。

(86) amūtuは、貴重な金属を意味する。 CAD, A/2, 97参照。

(87) altapiquは、フリ系の言葉で、箱を意味する。CAD, A/1, 373参照。

(88) kirāduは、皮でできたような油の容器を意味する。CAD, K, 401参照。

(89) narmakuは、風呂用の容器である。 CAD, N/1, 361参照。

(90) dūduは、やかんである。CAD, D, 170参照。

(91) nemsētuは、洗面器である。CAD, N/2, 165参照。

(92) CAD, A/2, 444.

(93) piššatuは、軟膏の容器である。CAD, P, 430参照。

(94) abašmûは、緑がかった高価な石である。CAD, A/1, 39参照。

(95) marh
ˇ

alluは準高価な石である。CAD, M/1, 279参照。

(96) kuninnuは、石、金属のボウル、水かビール、礫青で塗られ、葦でつくられたかい
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ば水おけを意味する。 CAD, K, 539参照。

(97) elammakkuは、高価な木である。CAD, E, 75参照。

(98) namh
ˇ

aruは、醸造用の大桶、容器という意味を持つ。CAD, N/1, 227参照。

(99) išātiは、火という意味を持つ。CAD, I-J, 227参照。

(100) h
ˇ

abannatuは、容器である。CAD, H
ˇ

, 7参照。

(101) kitûは、リネンを意味する。CAD, K, 473参照。

(102) idruは、皮ひもや、帯を意味する。CAD, I-J, 10参照。

(103) adah
ˇ

aは、エジプト語で衣服を意味する。CAD, A/1, 94参照。

(104) tabarruは、赤く染められた毛糸である。CAD, T, 21参照。

(105) ulluは、AHw, 3, 1410参照。

(106) nah
ˇ

laptuは、ショール、上着（戦士の上着か、祭のための上着）を意味する。

CAD, N, 138参照。

(107) tunšuは、カバーやマット、優美なひだのある掛け布を意味する。CAD, T, 473

参照。

(108) 160ディバンと書かれており、1ディバン（エジプトの度量衡）＝約91gのため、

14、56kgになる。Moran, The Amarna Letters, 366.

(109) tukrišûは、tukrišの様式である。CAD,T, 459参照。tukrišは、ロレスターンの

言葉で、金属の物や衣服にその名称が付けられる。Moran,The Amarna Letters, 59.

(110) kusītuは、精巧な衣服という意味を持つ。CAD, K, 585参照。

(111) i'luは、衣服を意味する。CAD, I, 90参照。

(112) šēnuは、サンダルや靴を意味する。CAD, Š/2, 289参照。

(113) tah
ˇ

bātuは、織物を意味する。CAD, T, 48参照。

(114) s.ubātuは、衣服（男性や女性のための衣服で、毛糸から作られている物が多い。

注文仕立てではなく、ブランケットのような体を覆う服）を意味する。CAD, S. ,

221参照。

(115) šusuppuは、タオルである。CAD, Š/3, 376参照。元は、何かを拭くための布で

あり、後に腰回りに巻く下着の一種となった。Moran, The Amarna Letters, 59.

(116) saddinnuは、布や衣服を意味する。CAD, S, 17参照。

(117) šušinnuは、衣服である。CAD, Š/3, 382参照。

(118) šabattuは、衣服、織物を意味する。CAD, Š/1, 8参照。

(119) EA120は、盗まれた物のリストが書かれている。それらは、エジプト王へ贈られ

るはずだった物である。 Moran, The Amarna Letters,198-199.

(120) quppuは、ナイフである。 CAD, Q, 311参照。

(121) patruは、ナイフ、短剣、剣などの意味を持つ。CAD, P, 279参照。

(122) qaštuは、弓を意味する。CAD, Q, 147参照。
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(123) apisāmūšは、フリ語で、弓の一種である。CAD, A/2, 170参照。

(124) qanûは、葦、弓という意味を持つ。CAD, Q, 85参照。

(125) šukūduは、矢である。 CAD, Š/3, 228参照。

(126) arituは、盾を意味する。CAD, A/2, 269参照。

(127) urukmannuは、盾の一部である。AHw, 3, 1436参照。

(128) pišaišは、フリ語だが、意味はわからない。CAD, P, 427参照。

(129) adduは、投げ槍である。CAD, A, 111参照。

(130) šukurruは、槍、家庭の道具、金属の釘や鋲という意味を持つ。CAD, Š/3, 233

参照。

(131) jakītuは、外国語で、投げ槍という意味を持つ。CAD, I-J, 321参照。

(132) zamiruは、調度品？を意味する。AHw, 3, 1508参照。

(133) tilpānuは、射手である。CAD, T, 416参照。

(134) parattitinuは、外国の言葉で、道具の装飾の一部である。CAD, P, 180参照。

(135) siriamは、金属で強化された皮の衣服という意味を持つ。CAD, S, 313参照。

(136) h
ˇ

utpalûは、槌鉾である。CAD, H
ˇ

, 263参照。

(137) nams.aruは、剣である。CAD, N/1, 246参照。

(138) šububuは、武器や道具を意味する。CAD, Š/3, 187参照。

(139) eršuは、ベッドである。 CAD, E, 315参照。

(140) rēšuは、頭という意味を持つ。CAD, R, 277参照。

古代エジプトの枕は、ベッドや椅子と同様に、木材で作成されていたため、家具に

含む。

(141) dušûは、特徴的な色を持つ高価な石である。CAD, D, 200参照。

(142) parakkuは、台座や、神の玉座の部屋を意味する。CAD, P, 145参照。

(143) šah
ˇ

puは、装飾のために使われた物である。CAD, Š/1, 100参照。

(144) kussûは、椅子という意味を持つ。CAD, K, 587参照。

(145) 象牙は、プントや、クシュからエジプトへ取り入れられていた。Lucas, Ancient

Egyptian Materials, 45参照。

(146) uruššaは、木造という意味を持つ。 AHw, 3, 1437参照。
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