
群馬県立自然史博物館研究報告2 : 67-82, 1998 67

原著論文

群馬県立自然史博物館所蔵のエジプトミイラ標本について

森本岩太郎】 ・平田和明！ ・楢崎修一郎’

， 聖マリアソナ医科大学解剖学教室

2群馬県立自然史博物館学芸課

キーワード：エジブ｡ I､ミイラ，変形頭蓋

KeywordswEgyptiarlmummy,Deformedskull

ミイラ標本については，今すぐ包帯を解いたり，解剖し

たりできないので， この小論では， ミイラの外観的観察と

X線写真とから得:られた所見について述べる． ミイラ標本

をX線撮影してくださった聖マリアソナ医科大学解剖学教

室の藤田尚氏・高橋慎一氏に厚くお礼申し_|ﾆげたい． また

1～3号ミイラ標本につき放射性炭素年代測定をしてくだ

さったお茶の水女子大学生活科学部人間科学研究室の松浦

秀治氏・近藤悪氏に深謝いたします．

はじめに

群‘鴨県立自然史博物館が所蔵するエジプトミイラ標本は

合計6点である（図1）．そのうち， 1号ミイラは小児の，

2号ミイラは成人女性の，それぞれ包帯が巻かれたままの

頭頚部であり， 3号ミイラは包帯が解けて露出した成人女

性の頭頚部である． 4号ミイラは包帯の解けた成人女性の

右手であり， 5号ミイラも，あらかた包帯の解けた成人女

性の右足である． 6号ミイラは包帯に包まれたままの幼児

の両足の前半部である． 1号小児の頭蓋と6号幼児の両足

とは別個体である． しかし4号女性の右手と5号女性の右

足が， 2号女性の頭頚部と同一個体に属するか否かは不詳

である． これらの標本は博物館が所有者から寄贈をうけた

ものであり，その由来や出土状況などについては，残念な

がら一切不明である．

ミイラの放射性炭素年代測定結果

松浦秀治・近藤恵両氏による1～3号ミイラの放射性炭

素年代測定結果とコメソトの概略は，次の通りである．

（1） 1号ミイラの包帯=525BC(770～410BC). これ

はエジプトの末期王朝時代に当たる年代値である．測定資

料とした包帯にはタール様物質の付着が少なく，現ll寺点で

は比較的信頼性の高い年代推定値であると考えられる．

（2） 2号ミイラの包帯=5585BC(5600～5570BC)~ こ

れはエジプ|､の初期王朝時代をはるかに越える年代値であ

り，エジプ|､の先王朝期後期におけるリネソ(亜麻布)の生

産開始ll寺期(3600BC?)よりも古い．測定費料とした包帯

にはタール様物質(樅・松の樹脂)がかなり付蒜していたが，

これらがミイラ作成時における樅や松の樹脂ではなく，仮

に後世における補修等の際の石油製品使用に由来するター

ル様物質であったとすれば，古い炭素の汚染による年代値

であるという解釈も可能であろう．いずれにしても， さら

に検討するためには，人骨そのものを資料とした年代測定

を実施することも，今後の課題である．

（3） 3号ミイラの歯(歯根)=AD1175 (AD1040～1225) .

これは予想よりもかなり新しい年代値であるが，出自のはっ

きりしないミイラでもあり特有の包帯の巻かれていなかっ
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たことから， この年代値はあり得ると思われる． コラーゲ

ソの変質の可能性であるが，測定資料の象牙質サソプルを

見た限りでは，そのような所見は得られなかった．なお，

コラーゲソにおける618C値(-9.4%)は, 3号ミイラが生

前に食料としてヒエ等のC4植物に多く依存していた可能

性を示唆している．

§
ミイラ標本の所見

1号・2号・6号ミイラを包む包帯は，樹脂またはター

ル様物質などが染み込んだ，淡褐色を呈する平織りの亜麻

布であり，厚手・薄手の多少の相違はあるにせよ，ほぼ同

一種類に属する織物である．包帯用の亜麻布は， ところど

ころが不規則に黒ずんでいるが， これはミイラ作製時に用

いられたタール様物質などによる着色かと思われる． 6号

ミイラの包滞は，あちこち斑状に白色を呈するが， これが

顔料や粘土などによる着色か， カビなどによる変色かは，

分からない．

包帯に包まれた1号・2号・6号ミイラについては，包

帯を解かずに外部から観察し，包帯の内部（ミイラ自体）

の検査にはX線写真を用いた．包帯のおおむね解けている

3号・ 4号・ 5号ミイラについては，外観の肉眼的観察と

x線写真とを併ﾊ1した．以下，各ミイラ標本の所見につき

述べる．

1 ． 1号ミイラ[GMNH-HF101] (図2～3) .

幾重にも包帯で包まれた， 10歳前後の小児の頭頚部であ

る．頭蓋には4個の上位頚椎が付いている．大きさは22.2

(前後径)×15.4(機径)×17.6cln(高さ)で，重鐘が約1,200

gである．躯ねて巻いた包帯の厚みは均一でなく，剥げて

薄くなった部分がある・後頭骨の左側が約5×2cnl大に露

出している． ‐ﾄ顎骨のオトガイ部と第4頚椎下端との間は，

プロフィールがほぼ直線状を呈するように，包帯が巻かれ

ている．第4頚椎の下関には包帯がなく，無包帯部は約4

(前後径)×5cm(職僅)大の楕円形を呈する． この楕円形を

囲む部分の包帯は内外2層からなる．内屑の包帯は，無包

帯部の楕円形の縁部で折り返されているが， これは上位頚

椎が頭部とともに．一連の包帯で巻かれ，第5頚椎以下が別

の包帯で巻かれて，上下の包帯巻きの接合部がこの部分で

あったことを示す． したがって， この頭頚部はミイラ作製

期間中に，第4．5頚椎間において，すでに体幹から離れ

ていたものと推測される． 当然のことながら，後頚骨の項

平面は，上位頚椎といっしょに内層の包帯によって包まれ

ている‘

これに対し，外層の包帯は， 1～2層しか残っていない

が，その下縁はほぼ水平に走る不規則な断端をなしている．

すなわち，外層の包帯は，内層の包帯と異なり， もとは，

接合された頭頚部と-ﾄ位頚部とを一緒に巻いていたもので

あろう．何時のころか，恐らく墓泥棒によって，抵抗減弱

図2． 1号ミイラの右側面観

図3． 1号ミイラのX線写真（側方から）

部とも言うべき内層の包帯の上下の接合部からミイラの頭

頚部がむしり取られた時に，外層の包帯もその高さでちぎ

れ，現在見られるような水平に走る不規則な断端が生じた

ものと思われる．

第4頚椎下部の無包帯部は比較的軟質のコールタール・

ピッチで塞がれている． このピッチは乾燥し始めているが，

まだ弾力が残っており，かつ表面が黒色の光沢をもってい

るので，近年になってからの二次加工によるものであるこ

とが分かる．恐らく上位頚椎下端部の体裁を整えるために，

ミイラの旧所有者によって，頚部の無包帯部に意図的にピッ

チが流し込まれて，無包帯部を閉じたものと推測される．

X線写真で見ると， この頭蓋に連結して残っているのは，

比較的小さな第1～4頚椎である．第1～3頚椎の鰊突起

は残っているが，第4頚椎の鰊突起は欠損している．環椎

後頭関節および環軸関節（第1 ．2頚椎間の関節）は脱臼

し，それぞれの関節において，環椎およびﾘIII椎が前方に少

しずつ滑勤している．第4頚椎の下端も前方へ移動してい

るので，結局第4頚椎体下縁の前端と下顎骨のオI､ガイと
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て頚部を一本の柱に仕立て， 外胴の包帯で体裁を整えたも

のと思われる．頭頚部が， おそらく墓泥棒によってむしり

取られた時に，抵抗減弱部である内層の包帯の接合部から

頭頚部が外れ， 同時に外層の包帯がちぎれて現状を呈する

に至ったものと推測される．頭部が15度ほど右側へ側屈し

ているのも， ミイラ作成時に，すでに頭頚部が第4 ． 5頚

椎間で分離していたことに関係があると思われる．頚部は

細く，その卜端の大きさを包帯の表面で測ると，約6.5(前

後径)×8.5cm(横径)の太さしかない．

X線写真で見ると，頭蓋に付いている頚椎は第1～4頚

椎の4個である． 1号ミイラと|!1様にミイラ作製期間中に

頚部を後方から包柵で締め付けられたので，環椎後頭関節

が脱臼して，環帷の後弓が下がり，元来平行であるべき大

後頭孔と環椎とが，後方に附く約60度の角度を作っている．

第4頚椎の下端がliij方へ移動しているのも, 1号ミイラの

場合と同様で，第4頚帷休下縁の前端からド顎骨のオトガ

の間隔は， わずか6cm程度しか離れていない． これらの上

位頚椎の脱臼と前方への偏位は， ミイラ作りの最終段階で

巻かれた包帯の締め付けにより，頚部が後方から強い圧力

を受けたことに起因すると思われる．

X線写真で頭蓋を見ると，骨質が薄く，前頭結節が発達

して額が直立し， 眉間から鼻根部にかけてのプロフィール

がなだらかな曲線を拙き，下顎角が外反せず，外後頭隆起

が未発達なことなど，小児の頭蓋としての形態学的特徴を

備えている．前頭縫合も， ラムダ縫合も， まだ骨結合化が

始まっていない．第1大臼歯は完全に萌出しているが，犬

歯．第2大臼歯・第3大臼歯（智歯）は顎骨中に埋没して

形成途上にあり， まだ萌川していないので， この個体の年

齢は, 10歳前後と推定される. |'|ﾐ別は不詳である．萌出歯

には弱い咬耗が認められる．顔面も包附による圧迫を受け

て鼻尖が後退した結果， 鼻背のプロフィールが「くの字」

形に折れ|ⅡIがっている．

X線写真では，頭蓋腔内の頭頂部から項部にかけて， ｜|唱

約5mmの， ほぼ直線状に走る陰影が見られる． これは， ミ

イラ作りに|際し，外鼻孔経由で脳除去をした時に， まだ脳

の一部がおそらく頭蓋腔内に残っている間に，仰臥位で外

鼻孔から樹脂様物質が流入したため，それが後頭部に貯溜

して頭蓋腔内に水平線状の陰影を作ったためと推測される．

この頭蓋が，小さい割にやや重いのも，頭蓋腔内に貯溜し

た樹脂様物質の重量が加算されているためであろう．眼窩

内も鼻腔内も空虚で，異物は認められない．

X線写真上で計測すると（頭蓋そのものの実測ができな

いので)，頭蓋最大幅=165mm,頭蓋最大長=205mmで，頭

蓋長幅示数＝80.5を示すので， この頭蓋が短頭型の下限に

属することが分かる．

2． 2号ミイラ[GMNH-HF102] (図4～5)

包帯に包まれた壮年期前半の若い女性の頭頚部で，頭蓋

には4個の上位頚椎が付いている．大きさは19.5(前後径）

x14.2(横径)×23.4cm(高さ)で，重量が約1,3809である．

1号ミイラとは異なり， オトガイと頚椎下端との間にほぼ

直角の角度が生ずるように包帯が巻かれているので， 1号

ミイラよりも頚部の存在が目立つ．正面からみると，頭が

約15度右方へ傾いて（側屈して）いる．包帯がしっかり巻

かれているが，それほど厚くないので，包帯の外からでも，

ミイラの目鼻立ちがある程度わかる状態である．

第4頚椎の下端を取り巻く包帯が内外2層に分かれ， 内

層の包帯に折り返しがあるのは， 1号ミイラの場合と同じ

である。 しかし， 内層の包帯の下端が第4頚椎の下端より

約3cm下まで伸びており，それが内がわに折れ曲がって第

4頚椎を下から覆い隠している点が異なっている． これは，

ミイラ作製期間中に，すでにこの頭頚部が第5頚椎以下の

下位頚椎から分離していたことを示す．外層の包帯は， 内

層の包帯の下端より4～5cm上方でちぎれている． ミイラ

作製時には，事故により分離した第4 ． 5頚椎間を接合し

図4． 2号ミイラの右側面観

図5． 2号ミイラのX線写真（側方から）
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イまでの間隔は, X線写真上での計測で, 7cmほどしか離

れていない．第4頚椎より下方には3cmほど包帯を巻き足

して，頚部を長く見せかけている． この包帯の継ぎ足しの

ように見える部分には， もしかすると第5頚椎が存在し，

それが後に失われて現状を呈するようになったという疑い

も無きにしもあらずであるが， ド位頚椎そのものが残って

いないので，分からない

環椎後頭関節で脱臼して傾いた第1～4頚椎の縦刺Iと，

包帯で巻かれた見かけの頚部の縦軸とは，後方に開く約

140度の角度を生じている． これも， ミイラ作りの期間中

に，上位頚椎がすでに下位頚椎から分離していたことの証

明になる． しかし，分離した頚帷を連結するために，支柱

を差し込んだ形跡は認められない．

X線写真で頭蓋を見ると，額が直立し， 眉間は突出せず，

眉間から鼻根を経て＃1I背に至るプロフィールがなだらかな

曲線を描き，外後蚊隆起が小さく， 卜顎角が外反しないな

どの，女性頭蓋に典型的な形態学的特徴が認められる．頭

蓋冠の3主縫合はまだ閉鎖(骨結合化）していない．側面か

ら見ると，頭蓋腔内には頭頂部から後頭部にかけて小児手

拳大の3個の不規則な形の陰影のほか，数個の小さな不規

則形の陰影が見られる． これは， ミイラ作りに際して外鼻

孔から脳を除去した時に，仰臥位で外鼻孔から頭蓋腔内へ

樹脂様物質が流入し（または注入されて)， それが数個に

別れて固まったために生じた陰影であると思われる．頭部

が比較的に重く，振ってみるとカタカタと乾いた音がする

のは， このような頭蓋腔内に存在する複数の固形物が触れ

合うためであろう．

眼窩内に異物は認められない包帯により鼻尖がつぶれ，

鼻背が折れて「くの字」形を呈するのは， 1号ミイラの場

合に類似する．鼻前庭に弱い陰影が見られるが， これは，

外鼻孔から脳除去を行った後で，鼻前庭に亜麻布を詰めて，

栓をしたために生じたものと思われる． この鼻栓の陰影の

下端は，外鼻孔から少し外へはみ出している,軽度の歯槽

性突顎がある．年齢の割に全歯の咬耗が進んでいるが，病

的脱落歯は認められない．

X線写真上で計測してみると，頭蓋最大長=206mm,頭

蓋最大IIE=152mm,頭蓋長III日示数=73.8で，頭蓋は長頭型

に属する．

3 ． 3号ミイラ[GMNHHF103] (図6～11･21)

包帯の解けている壮年期前半の若い女性の頭頚部で，頭

蓋には第1～6頚椎が連結している．大きさは22.4(前後

径)×13.9(横径)×14.0cm(高さ)で，重量は約580gである．

右下顎角の内がわ付近からオトガイの背後付近まで，下顎

骨と脊柱下端との間に詰めた，樹脂の染み込んだ綿が残っ

ている．頭頂部と，後頭部から右側頭部を経て顔面下部ま

では，頭皮または皮I商が失われて頭蓋が露出しているが，

その他の部分には頭皮または皮|曹が残っている． ミイラ作

製期間中の包帯による頚部の締め付けによる圧迫を受けて，

図6． 3号ミイラの右側面観

図7． 3号ミイラの前面観
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図8． 3号ミイラ頭蓋冠の後上面観

ほぼ円形を呈する．
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6個の頚椎を結ぶ縦Imllが後傾し，第6頚帷が前進して口腔

底に達し，第6頚椎体下縁の前端から下顎骨のオトガイま

での間隔は約4cmしかない． そのため第6頚椎は，外後頭

隆起とオトガイとを結ぶ直線から，わずかに外方へ突出し

ているに過ぎない．

X線写真上で，頭蓋に付いている頚椎を見ると，環軸関

節は亜脱臼して環椎の後弓と軸椎の鰊突起との間が離れて

いる． したがって環椎～軸椎間は前に凹の湾曲を示す． し

かし第3頚椎以下の頚椎は固有の前弩が強調されて前に凸

の湾曲を示すので，頚椎全体としては, S字状の湾曲を示

している．

この頭蓋は， 眉間が突出せず，眉間から鼻根を経て鼻背

に至るプロフィールがなだらかな曲線を猫き，下顎角が内

反して顔面の輪郭が卵形を呈し，乳様突起ならびに外後頭

隆起が小さいなど，女性に特有な形態学的特徴をもってい

る．失状縫合やラムダ縫合が外板で骨結合化していないし，

第3大臼歯（智歯）が右側では上下とも'|ﾉj出しているのに，

左側では下顎の智歯が未萌出（ |糊は萌出度不|ﾘ1)なので，

年齢は壮年期前半と思われる．

この頭蓋はいわゆる変形頭蓋に属し，頭蓋冠が後12方へ

塔状に細長く伸び出している． 女性でありながら，前頭鱗

が直立せずに後傾し，前頭結節が発達せず，後頭骨の後頭

鱗と項平面の角度が開いて，下項線部における後頭骨の折

れ曲がりが目立たない． しかし，後傾した前頭鱗も後頭鱗

も平板状ではなく，前後方向にも横方向にもゆるやかな丸

み(膨隆)をもっている． また後上方へ伸び出した頭蓋冠を

先端部のほう （後上方）から見ると， ほぼ円形である．試

みにその円形を計測してみると，矢状径=142mm,横径＝

139mmで，長幅示数=97.9となる． このため，頭蓋冠全体

としては大きな卵の形を呈する． ちなみに， この頭蓋の頭

蓋最大長=153mm,頭蓋最大幅=139mm,頭蓋長1幅示数＝

90.8であり，超短頭型(ultrabrachycranic,90.0～x)に属

している．頭頂結節はよく発達し，左右の頭頂結節の間が

少し凹んで，矢状縫合に沿う浅くて短い溝を形成している．

この頭蓋はミイラの一部であり，軟部組織が残っている

ので，頭蓋計測は難しい． しかし，計測が全く不可能とい

う訳でもないので，可能な限り計測してみた．得られた主

要計測値および示数を表1に示す． この表によれば，頭蓋

長il'昌示数は，既述のように, 90,8を示して，超短頭型に属

する．顔示数(Kollmann)が86.7, 上顔示数(Kollmann)

が51.6を示し， いずれの示数によっても，顔面頭蓋は中顔

型に属する．眼窩の形は丸く， 眼窩示数(左)が82.5で， 中

眼窩型に属する．頭蓋の形態学的小変異についても，観察

可能な限り記載すると， 副オトガイ孔が左右とも欠如，頬

骨後裂・頭頂切痕骨は右側が欠如，左側が観察不能である．

イソカ骨は認められない

左右の眼瞼は萎縮して陥凹している．眼窩内に異物は認

められない．鼻軟骨は消失し，鼻腔内に詰め物は見られな

皇胃テ

図9． 3号ミイラの歯の高度の咬耗と歯石の付着を示す

鰯
~

蝋

＃i，

VI

Ｔ
ｒ
碑

図10． 3号ミイラ上顎右側の2個の歯根尖膿瘍（矢印）

表1 ． 3号ミイラ頭蓋の主要計測値および示数

数値(mm)項 目

長
幅
幅
幅
幅
高
高
麺
淘
幅
幅
高
麺
麺
数
叩
の
趣く

幅

高

槽

角

イ

厚

幅

示

数

数

数

く

く

大

大

頭

弓骨

窩

窩

錨

顎

肺

計

悔

卦

毎

坪

崎

最

最

前

耳

顔

蓋

蓋

小

頭

頭

最

両

頬

顔

上

眼

眼

上

下

オ

釣

最

頭

５

５

１

４

４

４

坐

戸

０

／

、

ａ

１

１

ノ

ノ

ノ

ノ

／

ノ

勺

Ｉ

上

〔

×

Ｕ

ハ

ｕ

Ｕ

『

Ｉ

上

Ｒ

Ｊ

７

－

（

又

Ｕ

『

１

４

９

合

罰

１

１

Ｐ

ｎ

Ｕ

（

ｕ

Ｕ

（

ｕ

Ｕ

く

１

１

／

／

ノ

旬

Ｊ

１

（

ｘ

Ｕ

ワ

と

ぐ

１

１

〃

八

玉

４

生

４

加

法

民

』

貝

』

向

ｈ

〉

ｎ

ｈ

Ｕ

ｎ

ｈ

Ｕ

ｎ

ｈ

Ｕ

ワ

ー

〈

ｘ

Ｕ

川

吐

４

４

《

貝

』

153

139

96

128

128

111

66

40

33

62

94

32

14

33

90．

86．

51.

82．

８

７

６

５

’
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い、 ミイラ作りに際し，外鼻孔からの脳除去は行われてい

ない． したがって，骨鼻中陥・中鼻甲介・下鼻l｢I介や，眼

窩の内側壁などが壊されずに残っており，鼻腔の天井を作

る箭板も破壊されていない

歯および歯槽の状況は次の通りである．

87654321 12345670

87654321 1234567（8）

ただし， アラビア数字は現存する永久歯， （ ）内は未萌出

歯，○印は歯槽開放を示す．上顎切歯の唇側面には包帯の

残欠片が付着し，右上顎第1小臼歯の唇側半が欠損してい

る（おそらく ミイラ作製時の事故であろう）．歯の咬合様

式は鉗子状咬合型で，軽度の歯椣性突糊がある．咬耗度は

全歯がBroca2度で，骨年齢の割に咬耗が進んでいる．

齪蝕は認められないが，右上顎の第1小臼歯と第1大臼歯

の歯根尖部に，それぞれ小さな|膿瘍痕が見られる． また，

ほとんど全歯の唇側・頬側に歯石の付着がある．右顎関節

で右下顎頭が脱臼し，側頭骨の関節納節の~ﾄまでliil進して

いる． この顎関節の脱'三|は， ミイラ作製期|川巾の包帯の締

め付けに起因するものと思われる．

X線写真によれば，後傾した前頭鱗も後頭骨も侃平化の

程度は少なく ， プロフィールにおいて， ゆるやかな膨隆

（丸み）を示している．頭蓋腔内は空虚であるが，萎縮し

た大脳鎌・小脳鎌・小脳テントが，頭頂部から後頭部まで

の内がわに張り付いて残っている．砿ll奥動脈勝の走行に乱

れは見られない．

X線写真上では，頭蓋変形のほかに， もうひとつの異常

所見としてトルコ雌の変形がある(図11)．側方から見ると，

トルコ鞍の前壁は， 普通は頭蓋の耳眼而とほぼ直角に立っ

ているか， または10度ほど前傾する筈であるのに， 3号ミ

’
図12． 4号ミイラ（右手） 図13

の手背面観．

4号ミイラのX線写
百
一■

イラの場合は前壁が40度も前傾し，耳眼面との|則に約50度

の角度を作っている． これに応ずるように鞁背も厚くなり

前傾しているので，下垂体窩が上方でなく ，前上方に向け

て開いているように見える． しかし鞁結節と視神経交叉牌

は認められる．下垂体窩を囲む骨壁は陰影が薄く ，骨壁に

骨吸収があると思われる． 3号ミイラのトルコ鞍の異常所

見が理解し易いように， 2号ミイラの正常所見と並べて図

21に示した．

4． 4号ミイラ[GMNHHF104] (図12～13)

ほとんど包帯の解けた成人女性の右手であり， これに千

切れた僥骨と尺骨の遠位端部が連結している．大きさは

20.0(長さ）×7.4(幅)×3.5cm(厚さ)で，重量が約120gで

ある．中指と薬指の基節には包帯の破片が少し残っている．

また示指の， 中手骨の遠位半と基節骨の大半とが，軟部を

失って露出している．

実物およびX線写真で手骨を見ると， 8個の手根骨と，

5本の中手骨は揃っているが，指骨が部分的に欠損してい

る．すなわち，母指は指骨が全て欠け，示指は中節骨と末

節骨が欠け， 中指と薬指は中節骨体の遠位半と末節骨が欠

け，小指は末節骨が欠けている．母指の中手骨は約90度内

旋して， 手掌に凹みを作っている．示指から小指までの4

本の指は，中手指節関節で軽く尺側に屈曲している．

手に付いている僥骨と尺骨の遠位端は，長さがそれぞれ

2cmほどの短いものである．その断端は，高さが揃ってお

り，墓泥棒により， もぎ取られた際に骨折したものとみえ

る．僥骨と尺骨の断端の掌側と背側からは，近位に向かっ

て数十本の細い植物性繊維が3cmほどの長さに突出してい

る． これは前腕骨がもぎ取られた時に，一緒にむしり取ら
図11． 3号ミイラのX線写真（側方から）
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いる． ii骨下側節および足根間関節部において，足は強く

底屈・ |｢II外・内転するために，足の長軸が，距踵舟関節で

|ﾉ1側に鈍角を作るように屈曲して(内転して)いる．第1～

5指の巾足折節関節は強く背屈している． また第2～4指

は'11関節においてl慨く外岻し，母指と第2指の間が約20度

開いている．

距骨洲車'二I(liの前縁には， いわゆる内側鱒踞面が認めら

れ，滑II(の|ﾉ1果面もljij方に延長して内側に凹の湾曲を示す．

いわゆる外側胸hﾘITImiは認められない．

X線写真で兄ると，足骨の骨端線は全て閉鎖している．

しかし，縦足弓|ﾉ1側部はアーチが深いだけであり，縦足弓

が折れIllIがった「へ」の字形の屈曲線を描かない．

6． 6号ミイラ[GMNHHF106] (図16～17)

一つの包'Ⅲ;に包まれた幼児の両足の前半部である． 大き

さは11.8(長さ）×11.2(IIH)×6.2cm(厚さ)であり，重量は

約220gである． 包帯の包みの横断面は, 1幅の広い板カマ

ポコの形に似ているので，足背と足底とが，容易に識別で

きる． 包帯の近位端部は横方向にちぎれ， ちぎれた包帯の

間には，右足については足根骨の入っていた空間が存在す

るが，左足については，足根骨のあるべき空間に包帯片が

詰まっている． したがって左の足根骨はミイラ作りの期間

れたものである． この繊維は，恐らく現地に自生するヤシ

科の植物(palmtree)であり， 当|]寺はミイラ作りに際し

て， しばしば身体の支持補強用ないし形成用材として利用

され， ミイラの皮ドや体内に埋め込まれたもので，太い材

は体幹および頚部川に，細い材は上・ ド肢用に，それぞれ

用いられた. X線写真で見ると，僥骨・尺骨のいずれにも，

骨端線は残っていない．

5 ． 5号ミイラ[GMNHHF105] (図14～15)

ほぼ包帯の解かれた成人女|ｿkの右足であるが， まだ深層

の包帯が群く残って、足を包んでいる．ただし，距骨の上

面は朧出している．大きさは17.8(長さ）×7.2(IIIH)×8.9cm

(高さ)で，重量は約310gである．

実物およびX線写真で見ると，足根骨・中足骨は揃って

存在する．全指の先端が欠損し，母指の基節骨の近位半部

と，第2～4指の基節'問'だけが残っている．

包帯の強い締め付けによって，足は縦足弓・横足弓とも

強調されている．縦足弓は内側部・外側部とも深くなって

阜溜

図14． 5号ミイラ（右足）の内側面観

！

＃

図16． 6号ミイラの足背面観

~~藻

隆麹 麹『

図17． 6号ミイラのX線写真（足背底方向）図15． 5号ミイラのX線写真（足背底方向）
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中に，すでに失われていた疑いがある．

x線写真で見ると， 包帯包みのほぼ中央部に，左右の足

の前半部，すなわち中足骨と指骨とが，足の内側縁を接す

るように並んでいる．両足とも，足根骨は全て失われてい

る．第2～5指は，基節骨．中節骨．末節骨が揃っている．

母指の中足骨底から指骨の末節骨頭までの長さは左足67mm,

右足70mmであり， 中足骨頭部における足の'i'畠は左足33mm,

右足35mmである．母指の中足骨底から指骨の末節骨頭まで

の長さが足長の約1/2を占めると仮定すれば， この幼児の

足長は，左足13.4cm,右足14.0cmとなり， ほぼ3～4歳の

幼児の足の大きさに扣当する．

足骨の骨化状況をみると，すでに二次骨化が第1中足骨

底・第2～5中足骨頭・第1～5指の基節骨底などに見ら

れる． したがって，骨化状況から推測される年齢は3～4

歳となり，足長からの推定年齢と一致する．

るのに， 2号ミイラの5585BCと, 3号ミイラのAD1155は，

その約3,000年の期間内から大きく前後にはみ出している

からである．年代測定者のコメソトによれば， 2号ミイラ

の，年代測定資料とした包帯にはタール様物質（樅・松の

樹脂？）がかなり付着していたが， これらがミイラ作製当

時に使川されていたと推定される樅や松の樹脂ではなく，

仮に後世における補修等の際の石油製品に由来するタール

様物質であったとすれば， 古い炭素による汚染による影響

で年代測定の結果が古く出過ぎても，おかしくはないとい

う．

しかし3号ミイラの場合は年代測定に用いられた材料が

歯根であり，歯根にはコラーゲンの変質がなく， また汚染

されていないようにみえるので， 測定値が実年代から大き

く外れるとは考えにくい． この3号ミイラは包帯がすでに

解かれているために， 包帯の巻き方については分からない

が，頚椎の前方への変位や右顎関節の脱臼は， ミイラ作製

時の包帯による圧ﾉ]なしには考えられないものであるから，

この頭頚部がミイラの身体の一部分であったという点は疑

いがない． 3号ミイラの歯が高度の咬耗を示すところも，

古代エジプトのミイラに共通の特徴である． このミイラは，

外鼻孔からの除脳術が行われていないので， ミイラ作製の

絶頂期(18～21王朝)のものであるとは考えにくいが， もし

これが12世紀のものであるとすると，年代があまりにも下

がり過ぎる． 7世紀にアラブの侵入があり， イスラム教が

エジプトをji'i'r巻した. 12世紀の後半は， ファティマ朝から

アイユーブ朝に移行する時期に当たり， エジプトでは最早

ミイラは作られていない筈であるからである． しかし， も

し3号ミイラが放射性炭素年代測定の結果通りに12世紀ご

ろに作られたものであるとすれば，それは当時のヨーロッ

パにおけるエジプトミイラの需要の増大に応じて作られた

輸出用の偽物の古代エジプトミイラと言えるであろう． 1

号・ 2号ミイラと異なり， 3号ミイラは外鼻孔経由の脳除

去術も施行されていないし， 包帯も解かれているので，偽

物である疑いは否定しきれない． あるいは， 3号ミイラは

変形頭蓋をもっているから，病的頭蓋の保持者に対する一

種の特別措置として，禁を犯して例外的に作られたミイラ

であると考えることもできなくもない． ほかにもさまざま

な可能性を想定する余地が残っていよう． したがって， 3

号ミイラの放射性炭素年代測定の結果の解釈については，

慎重な検討が必要であると思われる．

次に頭蓋の形質について考察する. X線写真上の計測値

ではあるが， 1号ミイラ (10歳前後の小児）の頭蓋長'隔示

数が80.5を示して短頭型の下限に属し， 2号ミイラ(壮年

期前半の女性)のそれが73.8を示して長頭型に属していた．

Comas(1960)によれば，古代エジプト人はハム族系に属

し，長頭型の頭蓋(頭蓋長幅示数＝73前後)であったという

から， 1号・ 2号ミイラの頭蓋長幅示数は，おおむねその

変異内にあると考えてよいであろう． 3号ミイラ(壮年期

考 察

上記6点の標本は，すべてエジプト人ミイラの断片であ

ると思われる．たぶん， いつの時代にか，墓泥棒により墓

地から盗み出されて， 国外へ流出したものであろう．単に

墓内の副葬品やミイラが身につけていた宝飾品が狙われた

だけでなく， ミイラそのものが盗み出されたのは， 中世ヨー

ロッパでミイラが秘薬として広く用いられていたからであ

ろう．深作(1977)によれば， ミイラを薬として用い始めた

のはアラビア人たちであり， それがヨーロッパで権威を持

ちだしたのは， 11～12世紀ごろからであるという． ヨーロッ

パではルネッサソス以降も薬として使用され, 17世紀ごろ

まで店頭で売られていたが，偽物も横行したらしい．今回

の標本6点のうち， 3点が頭頚部であるが, Putnam

(1993)によれば, 19世紀のヨーロッパではミイラの頭部

が骨董収集の対象でもあったという． 今回の標本は，偶然

に全てが女性と小児のミイラであったが，古代エジプトで

は， ミイラはほぼ男女同数が作られているようである．

Andrews (1984)によれば， 古代エジプトでミイラが作

らたのは， 古王国時代の第4王朝初期(ca. 2600BC)から

ローマ支配（コプト）時代(ca.AD400)までの約3,000年間

である．

Leca(1980)によれば， ミイラ作りの技術が頂点を極め

たのは新王国ll寺代から第1中間期の初期までで，おおむね

18～21王朝時代(ca. 1565-945BC)の約600年間であり，

死後ミイラが完成するまでには約70日の日数を要したとい

う． 3号ミイラを除く5個の標本については製作法が級密

で， ミイラ作りの技術が， ほぼ最盛期のレベルに達してい

るように見受けられる．

気掛かりなのは，放射性炭素年代測定の結果である． 1

号ミイラの525BCという年代は，上記のAndrewsによる

エジプトのミイラ作製期間内(2600BC～AD400)におさま
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前半の女性)は長l隔示数が90.8を示すが， これは変形頭蓋

であり， 問題は別なところにある．

1号・ 2号・ 3号ミイラで見たとおり， ミイラの頚部は

異常に細かった． これはミイラ作り最後の段階での包帯巻

きにより，頚部が強く締め付けられた結果であると思われ

る． 頚部のﾎIIIさは古代エジプトミイラの形態学的特徴の一

つであると言ってよい．頚部に堅く巻いた包帯は，後皿骨

の唄面をも榎い隠すから， 包帯に圧迫されて，環帷後蚊|腱1

節や頚椎間関節に脱臼が起きたり， 下位頚椎が前方へ変位

したりして，脊柱頚部が下顎骨に接近し，頚部がﾎlllく見え

るようになる．頚筋はミイラ化により萎縮しているから，

エジプトミイラでは，包帯を巻いた頚部の太さは，脊柱の

太さに喉頭や気管軟骨を加えた程度に細くなっていること

が多い． 1～3号ミイラの頚部が細く，頭部を屈曲させて

いるところは，大英博物館所蔵の8歳の小児ミイラ(no.

6723,Dawson&Gray, 1968)や, Morimoto g/ "/.

(1988)のクルナ村貴族の墓317号墓出土の女性ミイラ(no.

F-5)などによく似ている． このようなミイラの頚部の

#lllさは， ツタソカーメソのミイラ(Reeves,1990)も例外

ではなく ， ラムセスニ世のミイラ(Dunand &

Lichtenberg,1994)に至っては，頚が細いだけではなく ，

無理な外力を受けて頚椎には骨折さえ起きている．

1号ミイラも， 2号ミイラも，頭蓋に付いている頚椎は

上位の4個であった1 1号ミイラも2号ミイラも， ミイラ

作製の経過中に偶発的に頭頚部が体幹から離れてしまった

ので，分離した第4頚椎と第5頚椎の間を外居の包帯でつ

なぎl上め，身体，特に頚部の体裁を整えたものと思われる．

両ミイラとも墓泥棒により頭部をもぎり取られており，第

4頚椎までが頭蓋に付いて残っているが，経験的に言えば，

頚椎はこの高さで最も分離が起こり易い．一般に頭部が休

幹から離れるのは，生前に打ち首になった時か， あるいは

死後のミイラ作りの際の技術的未熟さや，心ない取り扱い

によって頭部が取れてしまった時か， のどちらかであり，

1号ミイラ・ 2号ミイラは後者の場合に相当するようであ

る．

一般に技術が未熟な場合， ミイラ作りが手荒く行われる

と，身体各所で骨折や脱臼や関節の解離が起こり得る． 1

号・ 2号ミイラの包帯巻きによる頚椎の脱臼や， 6号ミイ

ラに見られる左足根骨の喪失などがその好例である．包帯

で胸部を強く締め付けると，肋椎関節が脱臼したり，肋骨

が骨折したりする． また骨盤部を締め付けると，仙腸関節

が脱臼して，仙骨と尾骨が前方に変位しやすい． 1号ミイ

ラや2号ミイラの場合は， ミイラ作製中に第4 ． 5頚椎間

が分離して，頭部が体幹から取れてしまった失敗例である

と言える． ミイラ作りに際して分離した頚椎間を連結する

際には，太めのpalmtreeの棒を頚部に差し込んで支柱と

することがあるが, 1号ミイラ・ 2号ミイラの場合は支柱

を用いず，外層の包帯だけで頚部を繋いで，事故を隠蔽し

ていた・

1号・ 2号ミイラでは， ミイラ作りに際し，外鼻孔を経

由して脳除去術が行われているのに， 3号ミイラではそれ

が行われていなかった． 2号ミイラは，脳除去後に外鼻孔

に血麻布製の鼻栓が詰められている．一般に経鼻的脳除去

術はミイラ作りの最初に行われる操作であり,Morimoto

師α/. (1986)によれば，上記クルナ村貴族の墓の317号墓

では60例中55例(91.7%)が， また|'1178号墓では19例中5例

(26.3%)が， この除脳術を受けていた. 317号墓と178号墓

で脳除去の頻度に差があるのは，紀元liilのギリシャの大旅

行家Herodotus (Godley,1981)が記載したように， ミイ

ラ作りに関して上・中・下の3等級別が設けられていたこ

とと （上等級でないと脳除去は行わない),Leca(1980)や

Morimoto(1993)が指摘したように， ミイラ作りの技術が

世襲制により伝えられ， 中世ヨーロッパのギルド制におい

て親と子，師匠と弟子の間に見るようなのような秘伝的・

非公開的な，技術の特殊な伝承が， 古代エジプトでも行わ

れていたことによる． ミイラ作りの親方の職人に対する指

導法いかんにより， ミイラ作りの技法に大きな変異が生じ

易いのである．

脳除去後に，外鼻孔から頭蓋腔内に樹脂などを注入する

ことがある． エジプトでは，上等級のミイラ作りでは，神

による死後の審判に備えて心臓は体内に残すが，肺・肝臓・

冑・小腸などは左腹壁の切開創から取り出して4個のカノ

ポス壷に別々に納め，遺体とともに大切に保存された． し

かし頭蓋内から取り出した脳は， さして重要視されず，形

の崩れたままナイル川などに捨てられていたらしい内臓

を取り除いた体内には，形を整えたり，防腐の目的で， 布

を丸めて詰めるとか，樹脂やタール様物質を注ぐとかした．

脳を取り出した後の頭蓋腔内には， その必要はないのに，

恐らく内臓除去の場合に準じて，樹脂などを注入したので

はなかろうか．例えば, Dunand&Lichtenberg (1994)

の著耆93頁のX線断層写真に示された古代エジプトミイラ

の頭蓋が，その’例である． 2号ミイラの場合は頭蓋内の

樹脂の量が多いので注入したと言えるが, 1号ミイラの場

合は少量なので注入したというよりも，頭蓋腔内にまだ脳

組織や液体が残っている間に樹脂が自然に流れ込んだとい

う印象を受ける． しかし3号ミイラの場合は, 〈脳除去術が

行われていないので，頭蓋腔内に樹脂の貯溜は認められな

かった．

ミイラ作りに際し， 眼窩内に義眼を入れることがある．

Luca(1980)によれば，義眼は布製が多いが，石製・木製

などもあり，時には眼球の代用にタマネギを挿入すること

があったという. l～3号ミイラでは，眼窩|ﾉ1はいずれも

空虚であり、義眼は用いられず，包帯片も詰められていな

かった．

2号および3号ミイラでは，骨格から判断される年齢の

割に，全歯の咬耗が著しく進んでいる． これは主として，
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図18．アクエンアテン王の王女の頭部石像．

アマルナ出土，新王|11I|寺代・第18王朝(ca.1350

BC) , ベルリソ・エジプト博物館蔵．

Henschen(1966)から引用．

図19．図18に示した王女の頭部石像のプロフィール

Woldering(1962)から引用．

当時のエジプト人の食料の' | 1に，除去不可能な砂の微粒子

が混在していたことに因るものであり， 古代エジプト人に

普通に見られる特徴である．

特筆すべきは， 3号ミイラの頭蓋冠の変形である．頭蓋

冠が後上方にｲII1びて，額(前頭鱗)が後傾している．古代エ

ジプトでは， このような変形頭蓋の実物標本は少なく，わ

ずかに彫刻や壁画により，それと思われる少数例が知られ

ているに過ぎないHenschen (1966)によれば， ベルリ

ンのエジプト博物航にあるアマルナ出土のアクエソアテソ

王（アメソホテプⅣ世） とネフェルティティ王妃の王女の

頭部石像は， このような変形頭蓋であるという (I"18).

オラソダの医学史家Snorrasonが「この王女の頭蓋変形

は， アクエソアテソ王がクレタ烏やキプロス島の当時の王

族の風習にならって， ｜' |分の王女たちの頭蓋を人工的に変

形させた結果である」と説lﾘIしている， とHenschenは述

べている.Woldering(1962)は， この王女の石像のプロフィー

ルを提示している(図19)． いつぽうBunson(1991)によれ

ば， アマルナ出土の壁画にも， アクエソアテソ王とネフェ

ルティティ王妃の間に生まれた変形頭蓋をもつ二人の王女

が描かれているという（図20)． アテソ神を信仰して異端王

と言われたアクエソアテソ王はアマルナに新都を築いたが，

アクエソアテソ王はアマルナ時代の芸術において， 旧来の

エジプト芸術の伝統的技法にとらわれず，写実的な絵画や

彫刻を奨励したというから，王女たちのベルリンの石像も，

アマルナの壁画も，写実性が高いに違いない． アマルナの

壁画の王女たちには，変形頭蓋のほかに，異常な腹部膨隆

と上下肢の奇形（前腕の湾ll11など）が見られる．

ネフェルティティ王妃には6人の王女がいたが，有名な

のは，長女のメリターテソ （後のスメンカラー王妃)，次

図20．アクエンアテン王の2人の王女を描いたアマル

ナの壁画．

異常な身体（腹部l膨隆・頭蓋変形・四肢奇形）

が写実的に描かれている. Bunson (1991)か

ら引用．

女のマケターテン（9歳で死亡)，三女のアソケセパーテ

ン （後のヅタソカーメソ王妃）の3名である．壁画に残さ

れた変形頭蓋の2人の王女は， この中の長女と次女である

可能性が高い.Henschenによれば， ネフェルティティ王

妃自身の頭蓋も後上方へ伸びていたという．家族的に頻発

したことからWolderingは，王女たちの変形頭蓋はアクエ

ンアテソ王家の家系的な遺伝性疾患であると説明して，上
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記のSnorrasonの人工変形頭蓋説と鋭い対比を見せている．

壁画に描かれた王女たちの後上方に伸びる変形頭蓋が，

人工変形によるものか，それとも遺伝性疾患によるものか，

の判断は難しい． 人工変形の場合は，幼少時から特殊な器

具か，鉢巻などを用いて頭蓋を変形させるのが普通である．

3号ミイラの変形頭蓋には，平板で圧迫した時の平iII化が

認められないので， もし人工変形であるとすれば，鉢巻を

用いて頭蓋を緊迫した' 1｣能性のほうが高いと思われる．

Comas(1960)は，新大陸の人工変形頭蓋の場合，鉢巻に

よる変形頭蓋を輪状変形(orbiculardeformation)と呼ん

でいる． この輪状変形頭蓋は，後上方に伸び出した頭蓋冠

を頂上(後上方)から眺めると円形を呈するのが特徴である

という． 3号ミイラの変形頭蓋も，後上方から見ると円形

を呈し，頭蓋冠の矢状径に対する横径の百分比が97.9であ

る． したがって， これがもし人工変形ならば, Comasの

輪状変形型の頭蓋に相当することになるであろう．

3号ミイラが輪状変形型の人工変形頭蓋ならば，耳介の

直上で，前額部とイニオソ部とを締め付けるように鉢巻を

したと思われる． これに類する例には, Morimotoand

Hirata (1993)が報告した紀元前100年ごろのボリビアのﾘ）

性ミイラがある． このボリビアの変形頭蓋のプロフィール

は， 上記のWolderingによるアマルナの王女の石像の変形

頭蓋のプロフィールに似ているが， アマルナの王女はボリ

ビア男性に比べて頭蓋の後上方への伸び出しが少なく， ま

た鉢巻による頭蓋冠の締め付け部分にあたる前頭鱗がプロ

フィールにおいて緩い膨らみ(丸み)をもつから， ボリビア

の変形頭蓋の該当部が平板状を呈するのとは相違している．

3号ミイラの変形頭蓋については，遺伝性疾患である可

能|生も否定できない． その形態が， ベルリソの石像やアマ

ルナ壁画の王女たちの変形頭蓋に似ているからである．新

王国時代のエジプト王家では， 比較的濃厚に近親結婚が行

われていた． アマルナの壁画に描かれた王女たちの父親ア

クエソアテソ王は水頭症(脳水腫)に罹患していたと言われ，

後頭部が飛び出し，脂肪過多のために腰回りが大きく，大

腿部が膨らんでいる割に上肢が細く，一見して女性を思わ

せる体型であったという． また王の彫像を見ると，末端肥

大症的な顔貌をしているので，脳下垂体腺脈の疑いがもた

れる．王の肥満・性腺発育不全・低身長などはフレーリッ

ヒ(Fr6hlich)症候群だと考える学者もいる． また王のll@の

膨降はビルハルツ吸jill虫症(bilharziasis)による肝臓疾患

のためという解釈もある．王女たちの〃親ネフェルティティ

王妃も, l二記のように頭蓋が後上方に1'l'びていたといわれ

る．

Brothwell(1981)によれば， これに類する主要な先天性

奇形には軟骨形成不全症（小人症） ・水頭症（脳水腫） ・尖

頭症・小頭症などがあるという． 3号ミイラの変形頭蓋は

小さくて，球形を呈さず，頭蓋骨の非薄化も認められない

から， 水頭症とは異なる． また，上記のその他の先天性疾

患に特有な変形も認められない．

3号ミイラ頭蓋のX線写真では， トルコ職に下垂体窩の

前壁が前傾するような変形があり， ド垂体窩の骨壁に軽度

の骨吸収像が見られた（図21). したがって, 3号ミイラ

の頭蓋変形は，例えば脳卜垂休腫揚（腺肺） とか， フレー

リッヒ症候群とかに起|XIする病的変形である疑いがある．

3号ミイラの変形頭蓋に見られる下眠体窩の変化と頭蓋冠

の変形との間には何らかの因果関係が存在すると推測され

るが， 下垂体窩の変化が頭蓋変形の原因であるか結果であ

るかは不詳である．先に述べたように， 3号頭蓋の前頭鱗

には膨隆が見られ， この頭蓋はベルリンの彫像やアマルナ

の壁画に示された王女たちの変形頭蓋に似ている． ネフエ

ルティティ王妃には男児がなく，彼女の6人のI三女のうち，

長女と次女はいずれも若い年齢で没しており， この王女姉

妹の変形頭蓋は遺伝性疾患である疑いが濃厚である． どん

な些細なことでも記録する筈の古代エジプトの古文書に人

工変形頭蓋に関する記載がないし，実際にも,1,-代エジプト

人には人工変形頭蓋はほとんど報告されていない． また人

BA

図21. X線写真で右方から見たトルコ鞍下垂体窩のプロフィールの比較．

Aは2号女性ミイラの頭蓋（正常), Bは3号女性ミイラの頭蓋（異常）
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工変形頭蓋の地理的分布について記した小野(1939)も「ア

フリカではホッテソトットの側方圧迫のほか， コソゴーで

は後頭部の伸長を促すために頭部を緊縛する例がある」と

述べただけで， エジプトの人工変形頭蓋については触れて

いない． したがって， 3号ミイラの変形頭蓋は人工変形に

因るというより，家系的遺伝性疾患に基づく可能性のほう

が高いと言えよう． 3号ミイラも女性であり，おそらくア

マルナの王女-と|可類の遺伝的疾患による奇形であろうかと

思われる． そうであるとすれば， この3号ミイラの変形頭

蓋が古代エジプト人のものではなく，仮にもっと新しい時

代に属するものであったとしても， アマルナ芸術の写実性

を裏書きする一つの傍証としてのｲ111噸があり，貴重な標本

と言えるであろう．

4号ミイラの右手も， 5号ミイラの右足も，包帯の圧力

により変形しているが, I I IIj方とも比鮫的小さく，女性の手

足と思われる． したがって， これらは， 2号ミイラまたは

3号ミイラの頭部とII1一人物のものである可能性がある．

しかし右手と右足の作りをみると， どちらかと言えば， 3

号ミイラより2号ミイラのほうに近い．

5号ミイラの右足は， 包帯に緊迫されて縦足弓が高く深

いが，縦足弓は折線的というより曲線的である． 岡本

(1963)によれば，昔日の中国の纏足(てんそく）の場合は，

縦足弓が横足根関節で折れIMIがって， 中足骨や指骨の発達

が阻害されているという． またBrothwell(1981)によれば，

纒足では縦足弓が，距骨を頂点とする逆J字形を呈してい

るという．古代エジプトミイラの場合は， 5号ミイラの右

足に見られるように，縦足弓は深いが，縦足弓が折れ曲がっ

たり，逆J字形を呈することは， ほとんどないと言ってよ

い．

4号ミイラの右手も， 5号ミイラの右足も，指先が欠損

している．恐らく金の榊陥や各指先を飾る高価な指飾りを

狙った墓泥棒たちによって，手足の指先が宝飾品と一緒に

もぎ取られた結果であろうと思われる． 5号ミイラの右足

は，母指と第2指の|川が約20度に開いていた． これは恐ら

く， ミイラ作りの最後の段階で，鼻緒付きのサソダルを足

に履かせたためと推測される． ミイラ用のサンダルには鼻

緒のないものもあるし，簡略的には， サソダルを履かせな

いで， 包帯の表面にサンダルの絵を描いて済ます場合もあ

る． 4号ミイラの履いていた鼻緒付きサンダルも，足指の

宝飾品とともに，墓泥棒に持ち去られたと思われる．

6号ミイラは， 3～4歳の幼児の両足の前半部であり，

推測される足長は約14cmである． 人間工学人体計測編集委

員会(1970)によれば, 5歳の日本人の足長は男子=16.7cm,

女子=16.4cmである． 6号ミイラの足長はこれよりも小さ

いので，その年齢は4歳以下と推定される．第1中足骨底

の骨端の骨化も， 第2～5中足骨頭の骨化も， 3歳ごろに

始まるから， 6号ミイラの足は3～4歳のものと思われ，

足長から推定した年齢と一致する．

ま と め

群馬県立自然史博物館所蔵の6点の古代エジプト人のミ

イラ標本を調べた． 1号ミイラは10歳前後の小児の頭頚部，

2号および3号ミイラは壮年期前半の女性の頭頚部， 4号

ミイラは成人女性の右手， 5号ミイラは成人女性の右足，

6号ミイラは3～4歳の幼児の両足(前半部)である． 3号

ミイラ(頭頚部)は別として， これらのミイラの作り方は比

較的級密であり， いずれも新王|玉l時代に作られたミイラに

類似する．

これらのミイラは，おそらく墓泥棒により盗み出された

もので， ミイラが身につけていたと思われる装飾品・財宝

の類は全て失われている． ミイラの歯の咬耗度が進んでい

ること， 頚部の糸111いことなどは，古代エジプトミイラの特

徴であり， 1号・ 2号ミイラは， ミイラ作りに際して，外

鼻孔から脳が除去されている． 2号ミイラの頭頚部と， 4

号ミイラの右手と， 5号ミイラの右足とは， あるいは同一

個体に属するかもしれない．

3号ミイラについては， ローマ支配時代末期か， または

もしかすると， もっと新しい時代(12世紀ごろ)に属する可

能性が拭い切れない． 3号ミイラは変形頭蓋で，頭蓋冠が

後上方へ伸びだして大きなJl1形を呈し， ベルリソの石像や

アマルナの壁画のアクエソアテソ王とネフェルティティ王

妃の二人の王女の変形頭蓋に似ている． 3号頭蓋はトルコ

鞍の下垂体窩が変形しているので，人工変形頭蓋というよ

り，家系的遺伝性の内分泌系疾患に因る先天異常である可

能性が高い．
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Summary

EgyptianMummiesKeptatGunmaMuseumofNaturalHistory

IwataroMoRIMoTo｣,KazuakiHIRATA] andShuichiroNARAsAKI2
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cervical vertebraapproached thechin, all these

resultingfromaverytight bandagearound the

neck. Thecranial length-breadthindexcalculated

fromthemeasurementsupontheradiogramshowed

80.5ofbrachycranictype.

Specimenno.2． [GMNH-HF102] Thiswasa

wrappedpieceof theheadandneckofayoung

femalemummy, includingaskullwiththeupper

fourcervicalvertebrae. Theradiocarbondatingof

fragmentsof thebandagesuggestedthat itdated

backto5585BC(5600to5570BC) ． Theobservations

ontheneckbandage indicatedthat theheadhad

beensoseparatedfromthetrunkbyaccident inthe

embalmingprocessas seeninthespecimenno.1.

Thebrainhadbeenextractedthroughthenostrils

inthemummificationprOcess, andthenostrilshad

beenpluggedwithlinen. Severaldriedblocksof

resindrainedthroughthenostrilsduringthemumm

ifyingprocesswerefoundat theposteriorportionof

thecranial cavitV. Theposteriorarchof thefirst

cervicalvertebra (atlas)wasdislocateddownwardat

theatlanto-occipitalioints,andthefourthcervical

vertebracameuptothechin. Thecraniallength

-breadthindexobtainedfromtheradiogramshowed

73.8ofdolichocranictvDe.

Specimenno.3. [GMNH-HF103] Thiswasan

unwrappedpieceof theheadandneckofayoung

femalemummy, includingaskullwiththeupper

sixcervicalvertevrae. Fragmentsof thedental

rootsweredatedbvtheradiocarbonmethodtoAD

1175 (AD1040 tol225). Theskullvaulthada

remarkable,excessivelyelongatedshapethatgaveit

anappearanceofalargeegg. The inclinedfrontal

squamawasnot flatbut slightlyroundedinprofile,

andthesectionsat rightangles tothe longaxisof

theelongatedskull vaultwerealmostcircular in

SixspecimensofEgyptianmummiespreservedat

GunmaMuseumofNaturalHistory,Tomioka,were

examinedanddiscussed. Theoriginsandhistories

of thespecimenswereunknown, althoughthey

werepossiblyderivedfromthemummieswhich

werehackedbytombrobbersinformerdays. The

specimensno.1,no.2andno.6werewhollywrapped,

whereas theotherspecimenshadbeenunwrapped.

Consideringthat thespecimens ofno.1, no.2,

no.4, no.5andno.6weremummifiedafter600BC,

aroundthe timewhenHerodotusvisitedEgypt,

theyhavebeenremarkablywellembalmed,whereas

theartofembalming inthespecimenno.3was in

decline. Inthepresentstudy,thebandagesofthe

wrappedspecimenswere left intactas theywere.

All thesixspecimenswereradiographed,andthe

specimensno.1,n().2andno.3weredatedbythe

radiocarbonmethod. Bothmacroscopicandradiographic

findingsobtainedweregiven inthefollowing.

Specimenno.1. [GMNH-HF101] Thiswasa

wrappedpieceof theheadandneckof achild

mummyofaboutlOyearsofage,containingaskull

withtheupperfourcervicalvertebrae. Fragments

ofthebandageweredatedbytheradiocarbonmethod

to525BC(770to410BC). Theobservationson

thebandagearoundtheneckrevealedthat thehead

hadbeenseparatedfromthe trunkbetweenthe

fourthandfifthcervicalvertebraebvaccident inthe

mummificationporocess. Thebrainhadkenextracted

throughthenostrils inthemummifyingprocess,

andthe tracesof resin introduced throughthe

nostrilsduringtheremoval ofthebrainwerefound

at theoccipital areaofthecranial cavity. Thefirst

andsecondcervicalvertebrae (atlasandaxis)were

dislocatedforwardat theatlanto-occipital and

atlanto-axial joints respectively, andthefourth
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shape. Therewasnoevidenceforextractingthe

brainthroughthenostrils inthemummification

process,althoughthecranialcavitywasempty.

Theradiogramoftheskullshowedthatthehypophyseal

fossaofthesellaturcicawasdeformedandshallowed,

suggestingthat adiseasedhypophysis (pituitary

gland)mightbepresent inthefossa・ Theright

headofthemandiblewasdislocatedforwardat the

temporo-mandibularioint,andthesecondcervical

vertebra(axis)wasdislocatedforwardattheatlanto-

axial joints, andthesixthcervicalvertebrareached

thenoorofthemouth, all thesebeingcausedbya

tight bandagearoundtheneck. Theleftlower

thirdmolar (wisdomtooth) didnoteruptyet, but

all the teethwerecharacterizedbyanadvanced

degreeofwearnevertheless. Small,roundedchronic

abscesscavitieswerefoundat therootapicesofthe

rightupperfirstpremolarandrightupper first

molar,respectively. Thelength-breadthindexof

thiselongatedskullwas90.8ofbrachycranictype,

whiletheupperfacial index(ofKollmann) showed

51.6ofmesenetype.

Specimenno.4. [GMNH-HF104] Thiswas the

unwrappedrighthandofayoungfemalemummy,

accomPaniedwiththewrenchedlowerextremitiesof

theradiusandulna. All thefingerswereextended,

withthethumbadducted. Notonlythephalanges

of thethumb, but alsothedistal portionsof the

otherfourfingerswerelostbyforce. Itwasfound

that a lot offinerodsofpalmtrees, usingfor

restoringthenatural roundnessoftheupper limb,

were insertedfarintothehand.

Specimenno.5. [GMNH-HF105] Thiswas the

unwrappedright footofafemalemummy・ The

middleanddistal phalangesof thetoeswere lost

violently. Thelongitudinal andtransversearches

ofthefootwereexcessivelyhigh,causedbyatight

bandageinthemummificationpocess. Theso called

medialsquattingfacet,accompaniedwithaforward

extensionof themedialmalleolarsurfaceof the

trochlea,wasfoundontheneckofthetalus. The

great toewasslightlyabducted, suggestingthat the

footmightwearasandalwithathong.

Specimenno.6. [GMNHHF106] Thiswas a

pairofthefeetofachildmummyof3to4yearsof

age,whichwerewrappedtogether. Theposterior

halvesof thefeet,orthetarsalbones,werelost.

Theradiogramof thefeet showedthatsecondary

ossificationsoccurredat thebaseofthefirstmetatarsal,

at theheadsof thesecondtofifthmetatarsals, and

at thebasesof theproximal phalangesof thefirst

tofifthtoes・ Theestimated lengthsoftheright

andleft feetwerel4.0cmand13.4cm,respectively.

Noteworthypointsof theaboveobservations

obtainedfromthehackedEgyptianmummiescould

besummarizedas follows. First, threepiecesof

thespecimensno.2 (headandneck),no､4 (right

hand) andno.5 (right foot)mightbeofoneand

thesamefemalemummy. Second, thespecimens

no.1, no.2andno､3weredatedbvtheradiocarbon

methodto525BC,5585BCandAD1175,respectively.

InEgypt,accordingtoAndrews (1984),mummification

waspractisedfromat least theearly4thDynasty

(about 2600BC) andcontinued inuseuntil the

earlyCopticperiod, aspanofnearlythreethousand

years,althoughbytheenditwasapaleshadowof

what ithadbeenat itspeakduringthe21stDynasty

(1985-945BC).Thus,theresultsoftheradiocarbon

datingappliedto thespecimensno.2andno.3

shouldbereconsidered. Third,allof theforward

dislocationof therightmandibularhead inthe

specimenno.3, thoseof thecervicalvertebraein

thespecimensno.1,no､2andno.3,andtheextreme

higharchesoftheright foot inthespecimenno.5,

wereresultedfromtheirtightbandages.

Fourth, theheadsof thespecimensno.l and

no.2hadbeenseparatedfromthetrunkbyaccident

inthemummifyingprocess. Fifth,thebrainshad

"enextractedthroughthenostlils inthemummification

processinbothspecimenno.landspecimenno.2,

whereassucharemovalofthebrainwasnotpracticed

inthespecimanno.3. Sixth,thelossof thedistal

portionsofthefingersandtoes inthespecimens

no.5andno.6wascausedbytherobberswho

plunderedthemummiesof theirgoldringsand

finger-ortoe-stalls.

Seventh,themarkeddegreeofdentalwearinthe

specimensno.2andno.3wasmainlyduetochewing

theirdailyfoodwhichcontainedfinegranulesof

sand. Eighth, thereweresmallchronicabscess

cavitiesat therootsoftherightupperpremolarand

molarinthespecimenno.3.Ninth,itwassuggegsted

bysuchasquattingfacetonthe talusas seenin

thespecimenno.5 that theancientEgyptiansused

toassumeasquattingposture intheirdailylife.

Finally, theelongatedskull inthespecimenno.3,
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datingpossiblytoatimerangingfromthe6thto

12thcentur．y,wasverysimilartothedepictedor

sculpturedheadsof twodaughtersofAmenophisW

(Akhnaten,1353 1335BC) andhisqueen,Nefertiti,

inshape. Because theskull inquestionhada

deformedhypophysealfossa,itcouldbeconcluded

thattheelongationwasduetohormonaldisturbance

inassociationwithadiseasedpituitarygland.
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