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2021 年 4 月 10 日 第 1.1 版 

英 隆行 

サハラ先史岩面画画像アーカイブガイド 

 

 

目的 

 

サハラ砂漠各地に遺る先史岩面画の画像アーカイブは、美術史・考古学・民族誌などの研究とその発表

や将来の研究者の育成に資することなどを目的として制作されたもので、大学、研究機関、博物館等ある

いは研究者個人に対して無償提供する。日本での先史岩面画研究は故木村重信先生によって切り拓かれ

たものの、残念ながら現在の日本ではサハラ先史岩面画を研究対象としている研究者はいない。本アー

カイブが将来の先史岩面画研究や研究者育成のための素材として活用していただければと願っている。 

 

 

サハラ先史岩面画とは 

 

サハラ先史岩面画は、約 1 万年前頃からの終末期旧石器時代（中石器時代）、6-7,000 年前頃からの新

石器時代、紀元前 500 年ころからの鉄器時代のものまである（年代については諸説あり）。 

ラスコーやアルタミラなどヨーロッパ後期旧石器時代の洞窟壁画では写実的な動物画がほとんどで、

人物が描かれることがあっても単純化された図形が多い。これに対してサハラ岩面画は、動物ばかりで

なく人間の様々な姿が描かれており、主題は日々の営みから精神世界まで幅広い。サハラ岩面画は、人間

とアートの発展過程での重要な進化を示していると言える。後期旧石器時代に隆盛を極めたヨーロッパ

洞窟壁画も新石器時代には廃れてしまった。サハラ以外にも新石器時代の岩面画は世界各地にあるが、

その質、量、多様性でサハラに比肩するものはない。 

本アーカイブには過去に日本人が撮影していない地域の岩面画が数多く含まれている。また、現在では

入境できない地域が多い。撮影地は、アルジェリア、チャド、エジプト、スーダン、モーリタニア、モロ

ッコ、西サハラの 7 か国に跨る。 
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対象地域 

 
 

・ アルジェリア 

 タッシリ・ナジェール Tassili n’Ajjer 

 ウエド・ジェラット  Oued Djerat 

 タドラール Tadrard 

 アハガル Hoggar 

 サウス・オラン South Oran 

 ジェルファ Djelfa 

・ モロッコ 

 ハイ・アトラス High Atlas 

・ 西サハラ 

・ モーリタニア 

 アドラル Adrar 

 ティリス・ゼムール Tiris Zemmour 

・ チャド 

 エネディ Ennedi 

 ティベスティ  Tibesti 

 ボルクー Borkou 

・ スーダン 

 ウェイナット  Uweinat 
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・ エジプト  

 ギルフ・ケビール Gilf Kebir 

 

画像アーカイブ本体概要と利用条件 

岩面画写真       2,948 点 

DSTRETCH 画像     1,207 点 （鮮明化画像ソフト DSTRETCH で処理した画像及び元画像） 

MNHN 模写画像  1,248 点 （MNHN=フランス国立自然史博物館画像アーカイブより） 

風景写真         126 点 

遺物写真         142 点 

動物写真          63 点 

合計          ５,734 点 データ容量 128GB 

 

画像アーカイブの管理を Adobe Lightroom CC で行うことを前提に Lightroom Catalogue として提

供する。使用にあたっては Adobe 社とサブスクリプション契約が必要となる。元データのファイルフォ

ーマットは Canon RAW CR2 または JPG。アーカイブ寄贈に際しては、著作権及び使用許諾に関して

以下の点の受け入れを条件とする： 

 

フランス国立自然史博物館所蔵の模写画像は、同館の規定に従って利用する： 

 著作権は仏国立自然史博物館 Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (France) に帰

属する 

 クリエイティブ・コモンズ CC BY4.0 ライセンス規定に従う： 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja 

 模写写真使用時には例に倣ってクレジット表記をする 

例： https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/hp/item/57-1 

 

フランス国立自然史博物館所蔵模写画像以外の画像の取り扱いについては次の通りとする：  

 アーカイブ写真の著作権は英隆行に帰属する 

 クリエイティブ・コモンズ CC BY4.0 ライセンス規定に従う： 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja 

 本アーカイブの写真使用に際しては写真下部に©Takayuki Hanafusa と明示する 

 

上記を条件に、アーカイブ写真のコピー、配布、改変、営利使用を認める 
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付帯物概要 

 

1. サハラ先史岩面画アーカイブガイド 

Guide4SaharanRockArtVer1.pdf 

本ガイド。アーカイブの仕様・構成・利用方法。 

 

2. 撮影地旅行ルートの GPS ログデータ（2013-2019 年） 

2015 年以降の写真には GPS による座標データが Exif に記載されているが、2013－2014 の写真

については GPS ログデータと写真のタイムスタンプにより場所を特定することが可能。また、

GoogleEarth などでルートを表示させることができる。 

 

3. パノラマ画像 

大型岩面画を分割撮影したものをパノラマ合成したもの 43 点（データ容量 63.5GB） 

Web で公開中のものと同じ内容： http://hanafusa.info/project/saharan-rock-art/ 

・ 単独ファイル (PSD/PSB：Photoshop 必要) 

・ HTML5 ファイル Web 同様に拡大縮小・スクロール可 （PC/Mac 版 Safari 必要） 

 

4. 論文・記事(PDF/Word コピー) 269 点 

著作権は著者または発行者に帰属する 

リスト PapersSaharanRockArt.xlsx は 5_PapersSaharanRockArt ホルダー内にある。  

 

5. 書籍（現物のみ、今回は付帯物に含まない） 32 点 

リスト（Excel)： LibrarySaharanRockArt.xlsx 

サハラでの撮影旅行の区切りがついた後に、アーカイブ寄贈先の中から選んで寄贈したい。 

 

6. パノラマ写真プリント（現物のみ、今回は付帯物に含まない） 

2022 年予定の写真展「サハラに眠る先史岩壁画」に展示したものを写真展開催後に寄贈する。幅

100-110cm のロール紙にインクジェット印刷したもの。 

写真展図録： http://hanafusa.info/docs/CatalogSaharanRockArt2021.pdf 
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画像アーカイブ本体の仕様 

 

画像格納ホルダー 

PhotoArchiveSaharanRockArt 

    1_SaharanRockArt 

       DSTRETCH（鮮明化画像処理したものの元画像及び処理後画像） 

  国名 

   地方名 

  地名 

    EOS （元画像） 

  撮影年 

      撮影年月日 撮影地 

    G_BAILLOUD  MNHN 模写 （エネディ） 

       H_LHOTE_S   MNHN 模写（タッシリ・ナジェール） 
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写真の分類方法（Lightroom コレクション） 

 場所別 全画像 

 題材別 代表的なもののみを分類 

 DSTRETCH-場所別 （鮮明化画像処理したもの＋原画 JPG） 

 フランス自然史博物館模写 場所別 

 

1．題材別分類  

牛や人物像など数の多いものは、代表的な写真のみ分類 

1_Domestic animals 家畜 

 Cattle 牛  

 Dog 犬 

 Donkey ロバ 

 Dromedary ヒトコブラクダ 

 Goat ヤギ 

 Horse 馬 

 Sheep 羊 

2_Wild animals 野生動物 

 Antelope  羚羊 

  Antelope 羚羊 

  Gazelle ガゼル 

  Hartebeest ハーティビースト 

  Kudu クーズー 

  Oryx オリックス 

  Roan Antelope ローンアンテロープ 

 Bird 鳥 

  Bird 鳥 

  Ostrich ダチョウ 

 Cats ネコ科動物 

  Leopard ヒョウ 

Lion ライオン   

 Aardvark ツチブタ 

 Barbary Sheep バーバリーシープ 

    Elephant 象 

 Fish 魚  

 Giraffe キリン 

 Hare 野ウサギ 

 Hippopotamus カバ 
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 Hyena ハイエナ 

 Long-Horned African Buffalo ロングホーンアフリカ水牛 

 Monkey サル 

 Mouflon ムフロン 

 Rhinoceros サイ 

 Turtle カメ 

 Un-identified animal 不明動物 

3_People 人々 

 Amazones アマゾネス（女性狩人、女性戦士） 

Archer 射手 

 Camp キャンプ 

 Combat/battle 戦い 

 Dance 踊り 

 Family 家族 

  Footprint 足跡 

 Handprint 手形 

 Herder 牧童 

Hut/tent 小屋/テント 

 Hunting 狩り 

Loin cloth 腰蓑 

 Musician 演奏家 

 People 人々 

Portrait ポートレート 

Procession 行列・行進 

Runner 走者 

 Scarification/tattoo/painting 瘢痕文身/入れ墨/ペインティング 

 Sexual scene 性的場面 

Skirt スカート 

Swimmer 泳ぐ人 

Walking 歩く人 

Warrior 戦士 

 Woman on a cow 牛に乗る女性 

4_Rock Art Style 様式 

 Archaic style アルカイック様式 （エネディ） 

 Iheren style イヘーレン様式 （タッシリ） 

 Roundhead style 円頭人様式 （タッシリ） 

 

5_Others その他分類 
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Back basket 背負い篭 

Boat 舟 

Boomerang ブーメラン 

Chariot 戦車 

Distorted cattle horn 変形された牛の角 

Enigma/mystery 謎/不思議 

Geometric pattern 幾何学模様 

Giant 巨人 

Inscription 碑文 

Jar/pot 壺 

Knife 短剣 

Mask 仮面 

Master piece 傑作 

Preservation test 保護実験 

Spear 槍 

Therianthropy 半獣半人 

Tifinag ティフィナグ文字 

Vandalism バンダリズム(破壊行為) 

Well 井戸 

 

6_Remains 遺跡遺物 (参考写真) 

 Accessories 装身具 

 Bone tool 骨角器 

 Foundry 製錬跡（鉄・青銅） 

 Hand Axe 石斧 

 Ironware 鉄器 

 Metate and Ground stone (石皿と擦り石) 

 Monument モニュメント（人工構造物） 

 Pottery 土器 

 Stone pipe 石パイプ 

 Tombs/Tumulus 墓/古墳 

 Z_fossil 化石 

 Z_Others その他 

  Z_Recent remains 近の遺物 

 

サハラ砂漠では、湿潤期は表土が形成され塵が積もっていくが、乾燥期では表土が剥がされて地表面が

下がっていく。軽い土や砂は風で飛ばされるが、風で飛ばない石器や土器などは地表面に残される。遺物

は発掘しなくても簡単に見つかるが、地層による年代特定はできない。遺跡・遺物のアーカイブの写真
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は、遺物取集を目的とした調査ではなく岩面画調査の途上で見かけたもので、このようなものもあると

いう参考レベル程度のもの。 

 

2．場所別分類 

全画像を国・地域・場所別に分類した。また、代表的な風景写真と動物を加えた。 

 

3．DSTRETCH 画像 

岩面画鮮明化画像処理ソフト DSTRETCH で処理した画像及び元画像。地域場所別に分類した。

DSTRETCH については後述する。 

 

4. フランス自然史博物館所蔵の模写 

Henri Lhote 調査隊（1956-70）によるタッシリ・ナジェール（アルジェリア）の先史岩面画模写 1,066

点 

Gerard Bailloud による個人調査（1956-57）によるエネディ（チャド）の先史岩面画模写 183 点 

いずれも以下のフランス自然史博物館ウェブサイトで公開され、再配布が認められているもの： 

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/hp/item/search/form 

Collection: Lhote, Henri 及び Bailloud, Gerard 

 

模写に一致する写真にはグリーンのカラーラベルが付けられている。これらの写真の「タイトル」には模

写番号、「説明」には説明文を記載している。Lhote の説明文は調査隊の仏文メモ、Bailloud の説明文は

Bailloud 著作から英文キャプション。ライブラリ画面にてグリーンでフィルターを掛けると、模写と一

致する写真のみが選ばれる。 

 

アーカイブ本体の起動 

アーカイブの起動は、Lightroom CC がインストールされた Mac/PC から以下のフォルダーにある

SaharanRockArt.lrcat をダブルクリックする： 

PhotoArchiveSaharanRockArt 

  1_SaharanRockArt 

    SaharanRockArt.lrcat 

 

本システムを別のメディアにコピーした時、写真の並び順がデフォルトの撮影日時に戻る場合がある。

通常の壁画写真の場合は撮影日時順のままでよいが、DSTRETCH 画像及び模写画像についてはファイ

ル名順でないと使いにくい。並び替えの方法は、ライブラリー画面で、コレクション（DSTRETCH な

ど）を選び、グリッド表示（G または表アイコン）、並び替え：ファイル名。 
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付帯物について 

1. 撮影地旅行ルートの GPS ログデータ（2013-2019 年） 

2_GPS_KMZ 

ルート全体及び日別データ。KMZ ファイルは GoogleEarth 等で開く。2013-14 年の写真には GPS デ

ータが付随していないが、フリーソフト Wadachiv424 により、時間と位置を割り出しておおよその場

所が特定できる。 

 

2. 大型パノラマ写真 

3_PanoramaOriginals 

大型の岩面画を実物大で展示する目的で制作したパノラマ合成写真が 43 点。 

ウェブで公開しているものと同じ内容： http://hanafusa.info/project/saharan-rock-art/ 

多いもので 150 枚の写真を合成して、細部まで明瞭に見られるようにした。合成ソフトは定評のある

PTGui を使用した。https://www.ptgui.com/ 

 

Photoshop PSD では扱えない大サイズ・大容量のものは PSB フォーマットとした。取り扱いには

Photoshop が必要。実物の岩面画と同じ大きさでプリントできるようにしてあり、解像度は 80dpi 以

上を確保している。ロール紙に印刷する場合は、データを短冊状に分割する必要がある。 

 

4_PanoramaSaharanRockArt-OfflineSafari 

大型パノラマ写真をインターネット上で閲覧できるように、Pano2VR を使って VR 版を制作した：

http://hanafusa.info/project/saharan-rock-art/ 

無段階での拡大縮小やスクロールが可能となっている。一部の岩面画には 360 度パノラマも用意した。

壁画サイトを 360 度見渡すことができるのでどのような場所に描かれたかを詳しく見ることができる。 

 

これをオフラインで閲覧するためのファイルを付帯物として含めた。HTML5 による VR 機能をオフラ

インで使用するため、閲覧ソフトは Safari (Mac/PC)に限定される。Chrome/Edge/Firefox などは、

現 時 点 で は オ フ ラ イ ン に 対 応 し て お ら ず 使 用 で き な い 。 閲 覧 は Safari で

PanoramaSaharanRockArt.html を開く。 

 

3. 論文・記事（PDF/Word ファイル） 

5_PapersSaharanRockArt 

リスト PapersSaharanRockArt.xlsx を開き、ハイパーリンクで PDF/Word を開く 

著作権は作者または発行者に帰属する。 
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サハラ先史岩面画写真の画像処理について（参考資料） 

彩色画については次のような事情から鮮明な画像が得られにくい 

・ 茶色系の岩に濃い茶色（オーカー）などで描かれることが多い 

・ 外気に晒された岩陰に描かれているため、雨風による損傷や退色、埃などの被膜が発生 

 

不鮮明な画像を救う手段として、次のような画像処理が行われる 

① Lightroom や Photoshop などの画像処理ソフトで、明瞭度、かすみ除去、コントラスト、輪郭強

調、トーンカーブ調整などのレタッチ処理により鮮明化を行う 

② 岩面画専用の鮮明化ソフト DSTRETCH を使う 

DSTRETCH で処理する場合は、ノイズの乗った写真を嫌うので Lightroom/Photoshop でレタッチ処

理されていない元画像が望ましい。 

 

DSTRETCH は岩面画探訪を趣味とする画像処理技術者 J.HARMAN 氏が開発したもので、先史岩面画

の鮮明化ソフトとして業界標準となっている。不鮮明な岩面画については、かつては水で濡らしたりし

て浮かび上がらせて撮影やトレースを行っていた時代もあるが、現在では許されない手法なので顔料の

痕跡を強調する DSTRETCH が利用されている。US$50 のシェアウェアでオンライン入手できる： 

https://www.dstretch.com/ 

このソフトはフリーの画像処理ソフト ImageJ のプラグインとして機能するので ImageJ をインストー

ルしておく必要がある： 

https://imagej.nih.gov/ij/index.html 

日本語の説明： https://seesaawiki.jp/w/imagej/ 

DSTRETCH のみを使うのであれば、ImageJ でファイルを開いて DSTRETCH を実行するのみなので

使用方法を学ぶ必要はない。 

DSTRETCH の使用方法やテクニックについては、ホームページの Tutorial 及び PDF 論文集の中にあ

る次の論文が参考となる： 

Jean-Loïc Le Quellec,  Frédérique Duquesnoy, Claudia Defrasne 

2015 - Digital image enhancement with DStretch: Is complexity always necessary for 

efficiency ? 
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レタッチの例 

 元画像                      Lightroom レタッチ（現像） 

  

 

Photoshop レタッチ（自動トーン調整）        DSTRETCH(LDS) 

 

Lightroom でのレタッチで も有効な方法に次の手法がある： 

 明瞭度が も有効。通常 100%近くまで上げても問題は少ない 

 かすみの除去も有効であるが強くかけると暗部が黒くくすんで汚くなるので、30%程度までに抑え

た方が良い 

 コントラスト、トーンカーブ、アンシャープマスクなど 

 

Photoshop 

 カメラ RAW フィルターを使って明瞭度、かすみの除去。Lightroom と同様 

 レベル補正 

 コントラスト、トーンカーブ、アンシャープマスクなど 

 自動トーン補正も効果が大きいが色が変わってしまう傾向がある 
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従来の岩面画研究では不鮮明な岩面画には模写を作成した。かつては、水で湿らせて絵を浮かび上がら

せ、トレーシングペーパーを押し当てて模写を作成した時代もあったが、現在では当然のことながら許

されない。また、模写には作成者の解釈が含まれるリスクもある。現在では模写は DSTRETCH 画像に

置き換えられることが多い。しかし、DSTRETCH で処理された画像は、本来の色とは異なる偽色が発生

する。このため DSTRETCH で得られた着色部を元の色に近い色で置き換えることも行われる。 

 

 元画像                      DSTRETCH(CRG)で処理 

  

 

白黒化＋二値化したものを近似色に変換            元画像に合成 

  

 


