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ナイルとファラオの夢の跡          

     感動のエジプト紀行 8日間 
                         2010.1.22～29 

 

 1月 22日午前 8.00"、名古屋駅からバスで関西国際空港まで移動してエジ

プトへ旅立った。今回は現職時代にお世話になった神谷さん夫妻と一緒で、

何十年ぶりに夫婦でご一緒する。阪急交通社のツアーに参加して、歴代ファ

ラオの夢の跡に対面する。 

  

1 利用されない関空と がら空きのエジプト航空 
  

 名古屋から 15名、福岡からの 4名が加わり 19名の参加者は、6組の夫婦

と一人参加者が 7 名(男 4名、女 3名)という構成。添乗員は女性の佐溝友美

さんと珍しい名前、聞けば岐阜県の出身という。 

 関西国際空港はこれまで利用したことはなく初めてである、2本目の滑走

路も完成し国内では羽田に次ぐ規模と能力を備えながら、伊丹空港との競争

で利用者数はのびず大阪府知事橋下さんの「伊丹空港廃止論」が話題になっ

ている。まったくで、国の航空行政はなっとらん、セントレアもそぅだった

が、関空を造るときには、伊丹空港は廃止するはずだったのにそればかりか、

神戸空港まで造っている。 

当然のように税金が投入されている、この無神経さ、バカさかげんにはあい

た口がふさがらない。伊丹空港が近くて使いやすいから客が多い、では何故

関空を造ろうとしたのか!! 他にも空港建設では話題に事欠かない、開港し

たばかりの茨城空港では定期便は韓国のアシアナ航空の一便だけ。こんなと

ころに何故大金を使うのか、もちろん茨城県民の税金だけで造るというなら

まだましだが.....。 

 

   
搭乗ゲートまでの足ウイングシャトル    人気の尐ない待合コーナー 
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 関空に 11.00"到着、新しいだけになかなか立派なものだ、でもセキュリ

ティーを出た所などは尐し狭いと感じた。関西のハブ空港として機能させる

のに、ちょっとばかし不安を感じさせる。搭乗ゲートへは距離があるので無

人のウイングシャトルで移動する、搭乗ゲートにより中間駅と終点駅で乗り

場が分けられている。ターミナルは立派だが人が尐ない、周りの搭乗ゲート

を見ても人は尐なくちょっと寂しい、これでは年々赤字額が増すのみだろう。

早く関空に一本化するための手を打つべきだ。 

 そして、14.10"のエジプト航空 MS-0963 便は定刻に飛び立った。飛行機は

エアーバス A340-200 で私たちの席は 30Hと 30Kで、2.4.2 席の配置の窓際

席と通路際席。この飛行機の席は AB DEFG HK の呼び方になっている、今回

も添乗員に聞いてみたが Cと Iが抜けている理由は分からなかった。それよ

りも、席はがら空きでこんな具合ではエジプト航空も近いうちに撤退して、

成田一本にするのではないか。でもそのおかげで 4席を独り占めして横にな

って行くことができ、14時間の飛行の苦痛を和らげてくれたことは間違い

ない。ラッキー!! 

  

   
出発前の MS－０９６３便          エジプトへの飛行経路 

  

２ エジプトは遠いがノンストップで 
  

 飛行機は離陸すると瀬戸内海上空で大きく右へ旋回して、朝鮮半島を横切

り天津、北京、ゴビ砂漠からウルムチ、タシケントへ、そしてイラクを避け

てカスピ海沿いからダマスカス、アンマン付近からシナイ半島の先端をかす

めてナイル川沿いの街ルクソールへ 9500KM を 14時間かけて一っ飛びする。 

22.05"到着、意外と多くの灯りが見えたという印象、タラップを降りてバス

でターミナルまで移動するが、数機の小型機が広い場所に駐機しているだけ

の田舎の空港だ。ターミナルでは男性職員のみで女性の姿はなく色気がない、

荷物を受け取りバスでホテルへ向かう。暗くなった街中で数人の男性を見か

けたが、まるで日本の真冬に着るようなジャンバー姿なのに驚いた。朝夕は

冷えると聞いてきたが、こんな光景を見るとは思わなかったのだ。 
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 ここで現地ガイドの「ムスタファー」さんと初顔合わせ、今回は彼がスル

ーで案内してくれるという。とても流暢な日本語で安心した、そして、彼の

初仕事は早速必要になるエジプトポンドへの両替。何しろトイレでは１ポン

ド必要なので必ず小銭が必要になるのだ。私も 1.000円を５０ポンドに両替

してもらう、いただいた１ポンド紙幣はよれよれの、これがお金かと思うよ

うな代物だった。この両替はガイドのムスタファーがやるのではなく、それ

だけのために助手がいた。 

そしてソフィテルカルナックホテルへ到着、暗くなっていて周りの様子はよ

く分からない、2階建ての建物で私たちは 1階の 1319号室に落ち着いた。  

 

3 エジプトはどんな国か 
  

エジプトについてはピラミット、スフインクス、大神殿にナイル川、スエ

ズ運河といったことと、ナセル、サダト、ムバラク大統領の名前を知ってい

るくらい。すばらしい歴史を持つ国だがどんな国かというと.........。 

  

今のエジプト 

国名   エジプト．アラブ共和国 

人口   8.300万人 

大統領  ホスニー．ムバラク 

議会   一院制 任期は５年 

公用語  アラビア語 

宗教   イスラム教 85％ キリスト教他 15％ 

首都   カイロ 

通貨   エジプトポンド(約 20円) 

平均所得 約 55万円／一人当たり 

独立   イギリスから 1922年 2月 28日 

  

歴史 

「エジプトはナイルの賜物」という古代ギリシアの歴史家ヘロドトスの言葉

で有名なように、エジプトは豊かなナイル川のデルタに支えられて世界四大

文明の一つである古代エジプト文明を発展させてきた。 

紀元前３０００年頃  ナルメル王がエジプト統一、暦ができてヒエログリ

フが確立する、首都はメンフィス 

紀元前２６００年～２５００年頃 

           サッカラのピラミッド、ギザのピラミッド建設 

紀元前１５００年頃  王家の谷に墓を造営、首都はテーベ(ルクソール) 

           アジア、ヌビアに軍事遠征領土が最大に 

紀元前７００年頃   ヌビア人ピアンキ王位に  
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紀元前５２５年    ペルシァに征服されてペルシァ帝国 

紀元前４００年頃   ヘロドトスが「歴史」を著す、紅海とナイルを結ぶ

運河完成 

紀元前３０年     ローマ帝国の属州となる、首都はアレキサンドリア 

６３９年       イスラム帝国によって制服される 

９６９年       チュニジアのファーティマ朝に制服される。その後

イスラム王朝が５００年以上続く。 

１７８９年      ナポレオンのエジプト遠征後近代国家形成の時代

を迎える 

１８６９年      スエズ運河を開通させるが、財政負担は経済自立に

決定的な打撃を与え、イギリスの進出を招いた。 

１８８２年      イギリスの保護国となる 

１９２２年      エジプト王国が成立 

１９２３年      独立 

１９５３年      エジプト共和国 

１９５８年      アラブ連合共和国(シリアと連合) 

１９７１年      エジプト．アラブ共和国 

  
ナイル川沿いに分布する遺跡 
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文化 

世界遺産としてピラミッド地帯、古代都市テーベ、アブシンベル近辺のヌ

ビア遺跡、カイロ歴史地区、アブ．メナー、聖カトリーナ修道院地域、ワデ

ィ．アル．ヒタンがある。神殿には紀元前３０００年頃に誕生したといわれ

る絵文字「ヒエログリフ」が刻まれている。よく知られているのが、ヒエロ

グリフで書かれたファラオの名前を強調するために、ロープで作られた楕円

形の枞が「カルトゥーシュ」である。このカルトゥーシュにヒエログラフで

自分の名前を、Tシャツなどに刺繍したお土産は人気がある。 

  

地理と気候 

アフリカ北東隅に位置し、国土の 90％は砂漠で、西にはサハラ砂漠の一

部であるリビア砂漠、東方には紅海とスエズ湾に接するアラビア砂漠がある。

リビア砂漠には海抜 0m以下という地域が多く、カッターラ低地は海面より

133mも低く、アフリカ大陸で最も低い地点とされている。シナイ半島の北

部は砂漠、南部は山地になっており、エジプト最高峰のカテリーナ山(2637m)

や、旧約聖書でモーゼが十戒をさずかったといわれるシナイ山がある。 

ナイル川はエジプト国内を 1545kmにもわたって北上し、河口で広大なデル

タを形成して地中海にそそぐ。デルタ地域は国内で最も肥沃な土地だったが、

アスワン．ハイダムによってナイル川の水量が減り、地中海から逆に塩水が

入り込むようになった。砂漠気候で住民はナイル川沿い及びデルタ地帯、ス

エズ運河付近に集中し、国土の大半はサハラ砂漠。 

経済 

スエズ運河収入と観光収入に依存するところが大きい。代表的な農業製品

は綿製品だが、価格競争において後塵を拝している。他にはサトウキビの生

産が多い。８０年代になると石油産業従事者の増大に伴い、農業において労

働力不足が顕著になってきた。資源に乏しく食料も輸入に頼っているため、

２００４年物価上昇率が 10％に達するなど構造的問題を抱えている。その

ため国営企業の民営化及び税制改革に取り組んでいる。 

  

二日目 晴れ 

今日は午前中王家の谷などルクソール西岸の観光、午後はカルナック神殿

など東岸を観光する。 

  

1 バルーンが浮かぶ朝のナイル川 

  
 朝食は中央に古代の舟がでんと置かれたレストランで、ルームナンバーを

伝えるとボーイがテーブルを指定する。それからゆっくり料理を取りに行く

のだが、ここにも女性の姿はない。特別な料理があるわけでもないのでスク
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ランブルエッグ、豆、ヨーグルト、ゆで卵とティーを軽くいただいた。添乗

員の佐溝さんの、生野菜やカット果物は避けたほうが良いという忠告は素直

に守った。そのあと庭に出てすこし散策する、寒くはないがといった気温で

安心する。広いプールがあって周りには背の高いヤシの木が立ちならび異国

情緒たっぷりだ、そんなプールに一人の女性が泳いでいたのにはびっくりし

た。でもその女性もすぐにプールから上がって尐し寒そうな様子で去って行

った。そのプールの向こうにはナイル川が流れ、岸にはヨットも見える。そ

して対岸にはバルーンが三台禿山をバックに浮かんでいるのが見えた。 

 

   
            ホテル正面とプール 

 

このあとホテルの正面に回ってみる、赤いブーゲンビリアがとても鮮やか

に咲いていて、こちらも背の高いヤシの木が目を引く。さらに黄色の鮮やか

な花も咲いていて美しい、その横に観光バスが数台止まっていた。そこへホ

テルの従業員らしき男性が数人通勤してきた、半分くらいの人は地面にすれ

るほど丈の長い民族衣装をまとっている。「モーニング」とか「おはよう」

と声をかけると、いかつい風貌に似合わず笑顔で挨拶がかえってきたのは嬉

しかった。 

  

2 ナイル川西岸「王家の谷」へ 

  
 8.30"ホテルをでてナイル西岸へ向かう、ルクソールの街は東岸にあり西

岸へ行くのには、街から 13km離れたクソールに一つしかない橋まで行き川

を渡る。ここルクソールでは東岸は「生者の都」、それに対して夕陽が沈む

西岸は、再生、復活を意味する「死者の都」ネクロポリス．テーベと呼ばれ、

墓所として利用されてきた。 

途中はサトウキビ畑と牧草の緑の畑がひろがる景色が広がり、道路の端や川

べりには紙くずなどのゴミが散乱している。まるで片付けることはしないよ

うだ。畑にはキャベツ、玉ねぎなども尐し見られるが野菜はそんなに見られ

ない。それにバナナ園は多くみかん園も見られる。 
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ガイドの説明 

。エジプトに信号はないと言ってよい、カイロでさえ数箇所あるのみ 

。エジプト人は花や木に興味がない、でも石には興味がある 

。この辺りはサトウキビが为産品で、年２回収穫できる 

。雤が降らないので民家は日干し煉瓦で造る 

。エジプト人は不用品は捨てずに屋根の上に置く 

。トイレのチップは 1ポンド(２０円)、スフィクスの所だけは２ポンド 

 

     
    駐車場から見た王家の谷 

 

見学料金は世界標準か 

  

 45"程走ると王家の谷の入り口になる、周りは砂しかない砂漠の中に日本の

早稲田大学の調査隊が宿泊した建物が砂漠の小高い丘の上にある、でもそれ

以外は何もない。あんな所で水道はあるのかと気になった、駐車場に着くと

すでに観光バスが数台止まっている、われわれも早速カートに乗って墓の入

り口近くまで移動する。 

ここは写真撮影がすべて禁止されていることと、説明用のパンフレットは何

もない。入場料は１００ポンド(2.000 円)、でもツタンカーメンとラムセス

６世を除く三つの墳墓しか見学できない。そのため、さらに８０ポンド

(1.600円)のチケットを購入してツタンカーメンとラムセス６世の墓を見

学することになる。見学前にガイドのムスタファーが一通り説明してくれて

から最初にツタンカーメンの墓に入った。ツタンカーメンは黄金のマスクが

あまりにも有名だが、この王家の谷には６３の墓があるもののほとんどが盗

掘されていた。しかし、ツタンカーメンの墓だけは荒らされていなかったの

で多くの貴重な埋葬品が発掘されたという。というのも、ツタンカーメンの
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墓の上にラムセス６世の墓が造られたことで、ツタンカーメンの墓は覆い隠

されてしまい盗掘を免れたという。 

 

                                         
ツタンカーメン黄金のマスクと一般入場券 

 

レリーフが鮮やかな王の墓 

  

 それが１９２２年１１月、英国人ハワード．カーターにより発見され、奇

跡的にも盗掘を免れた品々が発見されて世界中を驚かせた。中でも王の顔を

覆っていた黄金のマスクはツタンカーメンの代名詞にもなった。でもこの墓

は王様の墓としては規模は小さなものだという。今これを書いていても他の

遺跡と混同してはっきりした記憶がなく、写真もない為に小さな部屋だった

ということくらいしか思い出せないが、ガイドブックで確認すると....カー

ターが最初に発見したのは１６段の石段だった。その先に前室があり、右手

の玄室に１年３ヵ月後にたどり着きやっと棺の蓋をあけることができた。部

屋一杯に置かれた木製金張りの厨子の中には木製の人型棺、さらに黄金の人

型棺など８重の覆いがあり、最後に黄金のマスクをかぶった王のミイラが現

われたという。このツタンカーメンは９歳で即位した、この時カリスマ性を

もつ義父アメンヘテプ４世が亡くなり国は混乱をきたしていた。そんな中で

ツタンカーメンはアメン神信仰への復帰、都をメンフィスに再遷都するなど

実務をこなした。が１８歳のとき突然死亡、その理由は解明されていない。 

★ところが帰国してこの原稿を書いた後の 2月 17日にインターネット上

にニュースが流れた、「ツタンカーメンはきょうだい婚の子 死因は骨折と

マラリア」と判明。2年がかりの DNA鑑定とコンピューター断層撮影装置の

調査で分かったという。父親は唯一神信仰をもたらした異端の王アクエンア

テンとされ、アメンホテプ 3世やスメンカーラ王が父との説を否定した。 
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ツタンカーメンは歩くのに杖を突いていた虚弱な王だった、転倒して足を

骨折し、マラリアが命取りになったという。 

でも私はツタンカーメンといえば、友からいただいたえんどう豆の「ツタン

カーメン」を栽培している。曰く、ツタンカーメンの墓から発見された豆の

子孫なのだが、でもそれを証明できるものはないが自慢の一つである...。 

 

       
ツタンカーメンの墓(今はミイラはなく石棺のみ)  ラムセス 1世の墓壁画(絵葉書より) 

 

 ６３有る墓の内ツタンカーメンが NO62 で、このあと NO11 のラムセス三世

と NO16のラムセス一世の墓を見学した。ラムセス三世の墓は生活用品を埋

葬した小部屋がたくさんあって、それぞれ壁の象形文字のレリーフがとても

美しかった。その意味ではツタンカーメンの墓はとても地味な造りといえる。

さらにラムセス一世の墓は急な階段を降りていく造りで、象形文字のレリー

フは尐しで規模も小さかったが色鮮やかであった。 

すばらしいレリーフは色も鮮やかに残っていて、3.000年ほども昔の作品と

は思えない美しさだ。この象形文字は王様の遺体を守る呪文と考えられてい

るそうだ。11.20"王家の谷を後にしてハトシェプスト女王の葬祭殿に向かう。 

  

3 岩肌を背にしたハトシェプスト女王葬祭殿 

  
 王家の谷から１０分程でハトシェプスト女王葬祭殿に着く、ここは大自然

の切り立った岩山を背にして造られている。駐車場から神殿まではトラムに

乗って移動するほど建物前のテラスは広い。エジプトで初めての女王ハトシ

ェプストがアメン神、父トトメス一世、そして自らのために造営した葬祭殿。 

女王の側近で建築家でもあったセンムトが設計を担当、褐色の切り立った崖

を背景に扇形に広がる地形を利用して造られている。巨大なテラスが三段あ 
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ることが特徴で、後にコプトの教会として使用されたことから北の修道院と

も呼ばれている。 

 

   
ハトシェプスト女王葬祭殿 

 

たくさんの柱が並ぶ２階から３階ほどの高さまで、傾斜道が設けられてい

るのが特長だ。ここから振り返ると建物前のテラスの広さが壮観で、観光客

が豆粒のように見えるのだ。大きな柱が何本も建ち並ぶ様もすごい、どうや

ってこの柱を立てたのだろう?今立てるのも大変と思われるのに、考えたら

夜も寝られなくなってしまいそうだ。 12.25"見学を終わりランチタイムだ

が、その途中にメムノンの巨像を見学する。周りはサトウキビ畑の中に忽然

と二つの巨像が現われた。アメンヘテプ三世の像で、座像の後ろには葬祭殿

が控えていた。昔は王冠を載せていたため高さは 22mあったが、今は 2.3m

の台座に 15.6mの座像がのっている。その近くでは今も遺跡の発掘調査が行

われていた。 

 

4 ランチは極めて不評 
  

 12.45"から１時間弱かけてランチタイムだ、スダレ架けが並んだようなち

ょっと趣のある野外レストランだ。バイキングだったがこれといった物もな

いので、スパゲティーをたくさんとポテト、マカロニサラダとケーキを皿に

とった。どうといった味でもなく食べていると、同じくスパゲティーをとっ

てきた面々が「まずい」を連発している。聞けばまだ半生状態だという、見

ていてもきちんと炒めておらずいい加減だというのだ。焼肉やアイスクリー

ムもあったが手を出すのはためらわれた、それやこれやでエジプト最初のラ

ンチは、レストランの雰囲気は良かったものの味は最悪だった。 

ビールは現地のステラビールをいただいたが、味はビール独特の苦味の尐な

いものだった。お値段は６ドル(３０ポンド)と高かった。 

13.50"ランチを終えてつぎはお買い物タイムで、２０分ほど走って香水瓶の

お店に案内されたが、とんと関心がないので売り場から離れたイスで休憩し 



 １１ 

た。15.00"にここをでて午後からの見学はルクソール東岸へ向かう。 

 

   
メムノンの巨像              雰囲気は良かったレストラン 

 

5 エジプト最大のカルナック神殿 
  

 最初はカルナック神殿を見学する。昔、王様が神であった時代、アメン神

はテーベという地方都市の神だった。それが太陽神ラーと結合してアメン．

ラー神となって国家最高の存在となった。その最高神の庇護に置かれた歴代

の王がつぎつぎとカルナック神殿に造営したことから、カルナック神殿はエ

ジプトで最大規模を誇る神殿となった。アメン大神殿、を中心にムート神殿、

メンチュ神殿などから構成されている。 

 

古代の神々(灼熱の太陽、命の水ナイル川と荒涼たる砂漠、厳しい自然こそ

神だった) 

アメン  .... テーベの市神、ラーと合体して国家最高の地位となる 

ラー   .... ハヤブサの姿をした太陽神 

アヌビス .... ジャッカルの頭を持つ死後の世界の神、ミイラ作りの神 

オシリス .... 冥界の支配者ホルス神の父、穀物の神 

メンチュ .... 太陽円盤を載せたハヤブサの頭をした戦いの神 

ホルス  .... ハヤブサの姿をした天空の神、現世の王はホルスの化身と

考えられた 

トト   .... トキの頭をした知恵と月の神、文字の発明者 

セベク  .... 水の神、ワニの頭が特徴 

ハピ   .... ナイル川の神、豊穣の象徴     .......... etc 

 

300t もの石柱をどのように運び、且つ立てたのか!! 

  

 15.10"到着、背の高いヤシの木が立ち並ぶ大広場の向こうに、高さ 43m、

幅 113mのエジプト最大規模の第一塔門が存在感を示している。この塔門と 
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いうのは神殿の入り口にある構造物で、中央上部が凹んでいるものが多いと

いう。この凹んだ部分はアケトと呼ばれ過去と未来、あるいはこの世とあの

世の境目という。神殿の塔門は東向きに造られており、毎朝このアケトを通

って太陽が昇ってくる、すなわち太陽神ラーが、夜＝死の世界から甦ってく

ることを意味しているのだという。 

  

   
第一塔門                  大列柱 
  

この塔門まで導くのが左右に並ぶ山羊の頭を持つ４０体のスフインクス、そ

の手前にはナイル川と結ばれていた運河の荷揚げ場跡も石組みが残ってい

る。第一塔門．第二塔門をくぐるとそこは大列柱室で、その合計は１３４本。

中央二列の１２本が最も高く 21m、他は 15mでその差を利用して太陽の光が

差し込むようになっていた。円柱の上部は１２本がハスの花が開き、他はつ

ぼんだデザインになっている。2.000 年～4.000年前に造られたというが、

どのようにして加工して、どのようにして垂直に狂いもなく立てることがで

きたのか!! 不思議なことばかり。 

さらに第三塔門と第五塔門にかけて 2塔のオベリスクが立っている、トト

メス一世が建造した高さ 19.5m、重さ 130tのオベリスク。そしてハトシェ

プスト女王が建造した高さ 29.56m、重さ 323tのオベリスクだ。この鉛筆の

ような形をした塔をどのようにして立てたか、ガイドの説明によるとオベリ

スクが入るような箱を造り、その中に砂を入れておく。次にその箱の上部ま

で続く斜面を造成し、オベリスクを引き上げて底の方から箱に入れる。そし

て砂を徐々に抜いていくことでオベリスクを立てたという。方法としては理

解できるが、オベリスクの底部が砂をかんでしまい垂直にするためにどうす

るのか? 私にはそのやり方が分からない........。 

 

歴史を解明したのは「ヒエログリフ」の解読 

  

 王様の墓、神殿の建造者などが解ったのは、古代エジプトの歴史と文化を 
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伝える象形文字ヒエログリフの解読に成功したからだ。392 年にローマ教皇

が異教崇拝を禁じたことで神殿への迫害と破壊が行われ、3.500年にわたる

エジプト文明もろとも、ヒエログリフは忘れ去られてしまった。 

  

   
ハトシェプスト女王のオベリスク      ヒエログリフ 
  

それから 1.000年以上の時が流れヒエログリフは、それが装飾なのか文字な

のか、シンボルなのか謎のままだった。しかし、1799年ナポレオン軍によ

るロゼッタストーン(ロゼッタで発見された 3種類の文字が刻まれた石碑)

の発見と、フランスの考古学者シャンポリオンの登場により数世紀に及ぶ謎

が氷解し始める。彼はロゼッタストーンの 3種類の文字が、同一内容を表し

たものと考え、プトレマイオス 5世の名前を発見。1,822 年にはフィラエ島

のオベリスクの碑文からクレオパトラの名前を見出し、ヒエログリフの基本

原理を解明したという。 

  

6 ラムセス二世座像とルクソール神殿 
  

 次は 2km程離れたルクソール神殿の見学をする、正面には威風堂々とした

第一塔門とラムセス二世座像が並ぶ。そして、左の座像の横には天を指差す

かのように 25mのオベリスクが一本建っている。現在のビルなら 6階建てに

も相当する高さだ、実は右にもオベリスクはあったのだが、エジプトがフラ

ンスから時計台を贈られた際に、そのお礼として 1833年フランスに贈られ
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今はパリのコンコルド広場に建っている。パリで見たときはフランスが戦利

品として持ち帰った物かと思ったがそうではなかった。 

 

    
    ルクソール神殿全景(写真集より) 

 

オペト大祭の壁画が残る 

  

ここルクソール神殿はアメン大神殿の付属神殿として建立された、アメン

神殿とは 2km程の参道でつながっていた。そして、年一回この参道を通って

アメン神がルクソール神殿を訪れるという「オペトの大祭」のために造られ

たもの。帰国後にこの参道を復活させる計画が決まったというニュースがあ

った、ぜひ実現してほしいものだ。 

 塔門を入るとラムセス二世の中庭があり、次の塔門をくぐるとここも高さ

19mの巨大な開花式パピルス柱が 2列 14本続く。この柱には神々が描かれ

壁面にはヒエログリフで書かれた、ファラオの名前を強調するためにロープ

で作られた楕円形の枞のカルトゥーシュが描かれている。ここで見逃せない

のは東西の壁に描かれたオペト祭の行列、西側の壁にはカルナック神殿を出

発するアメンの聖舟の神輿が、東側の壁には神官にかつがれた神輿がカルナ

ック神殿に戻る様子が描かれている。 

 続く中庭はアメンヘテプ三世の中庭で、ここにも 64本の大列柱が周囲を

囲むように建っている。その次にはアレキサンダー大王の間にでる、ここは

オペト祭において最も重要な聖舟の神輿を安置した場所。オペト祭はナイル

川反乱期の二ヶ月目の第 19日目、すなわち 8月末から二週間あまり盛大に 



 １５ 

行われたという。こんなことが解き明かされたのも、ヒエログリフを解読す

ることができたからだ。 

17.30"頃だろうか神殿がライトアップされて、薄暗くなった中に浮かびあが

る様はとても幻想的なものだった。 

  

   
ラムセス二世座像とオベリスクのある第一塔門  ライトアップされた姿 
  

 すばらしい夜景を見てから 17.50"見学を終り夕食に向かう。川べりのレ

ストランに１０分程で到着、メニューはムサカ料理。茄子とひき肉がトマト

味で煮込んであるもので、これならおいしいかと思ったが油濃くて食べづら

かった。珍しかったのがパンは三種類のタレをつけて食べるというのだが、

ゴマ味と何か香辛料の物と、もう一つ種類があった。中でゴマ味はなかなか

いけた。ここでもステラビールは６ドルだった。19.10"食事を終りホテルに

戻り、エジプト初日の観光が終り 20.00"過ぎには早々に寝た。 

 

三日目 晴れ 

 今日はルクソールからアスワンに向かい、途中エドフのホルス神殿コムオ

ンボでコムオンボ神殿を見学する。そしてアスワンでは切りかけのオベリス

クとアスワンハイダムを見学する予定。 

  

1 よく分からないイスラムの教え 

  
 朝は人々に礼拝を知らせる「アザーン」の祈りで目を覚ました、確か 5.00"

頃でイスラム教では礼拝をサラートといい夜明け、正午、午後、日没、夜半

の１日５回メッカのカーバ神殿の方角に向かって祈りをささげる。礼拝は目

に見えないアラーとのつながりを常に意識するための重要な手段で、パイロ

ットなどの人命を預かる仕事をしている時や、旅行中などは前か後にまとめ

てすることが許されているという。イスラムは実践する宗教といわれ、その 

特徴はアラーの定めた運命の 6つを信じ、次の 5つの信仰の柱を実践するこ 
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とにあるという。 

①シャハーダ(信仰告白) 

 「アラーのほかに神なし、ムハンマドはその使徒である」と唱えること 

②サラート(礼拝) 

  夜明け、正午、午後、日没、夜半の１日５回祈りをささげること 

③ザカート(喜捨)   

  財産や商品に課せられる一種の公共福祉税。孤児や寡婦への救済、貧者

への喜捨 

④ラマダーン(断食) 

  イスラム暦の第 9月の１ヶ月間、日中の一切の飲食を断つこと。子供や

病人、旅行中の人は免除される 

⑤ハッジ(巡礼) 

  メッカへの巡礼を指す、健康で財力のある人は一生に一度は果たすべき

とされる 

この五つの中で④の断食は何の為に行うのか意味がよく分からない、 そし

て、生活習慣でよく知られているのは豚肉と飲酒の禁止。男性が髭をはやし

ているのはムハンマドが髭をはやしていたことと関係があるとか。女性のベ

ールについてはイスラム発祥以前からあり、コーランの「夫以外の男性に肌

を見せてはならない」ということから、敬虔な信者がベールを着用するよう

になった。しかし、今回の旅で見た女性の姿はといえば様々であった。ほん

とに目だけしかだしていないベールの女性はほんのわずかしか見なかった。

大半の女性が顔はすべて見えるベール姿で、カイロのような都会では洋服姿

の女性もかなりいた。欧米との違いは一夫多妻制であること、男性は４人の

妻を持つことが出来る。でも実際は２人までという、この場合２人の妻にた

いしてはすべて平等でなくてはいけない。つまり、お金も愛情も.....。 

  

2 安全になったバス運行、でも一部では...... 

  
 7.25"ホテルを出発する、直に朝日に輝くカルナック神殿を横に見る。街

中にはミニバスが多く走っているが、トヨタのハイエースがとても多かった。

それと街角にはあちこちにポリスボックスがあり、銃を持った警官が手持ち

無沙汰にしていた。暇なことは結構なことだが、こんなに警官がいなくては

いけないのか、そんなに治安が悪いのか心配になる。しかし、これは観光の

ほかにたいした産業もないので、政府の雇用対策の一つではないかと思われ

る。そして、市街地を離れるようになるとロバの多いこと。荷車を引いてい

るロバだけでなく、人が乗ってとことこ移動しているのだ。 

のんびりした風景とミニバスやトラックが走りまわる姿が混在している、１ 
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時間も走ると周りは完全な田園地帯になる。背の高いヤシの木が立ち、日干

し煉瓦の家が建ち並ぶ、屋根にはヤシの葉が乗せられていて見た目を悪くし

ている。でもしばらくすると荒涼とした砂山が続きそこに集落が点々とある。 

 

   
田園風景と街の風景 

 

集落には車が通るような道路は見当たらず、迷路のような小道だけだ。砂漠

の端に集落があるわけだが水道は完備されているのかな。でも屋根には衛星

放送のパラボラアンテナがたくさん見られる。そんな田舎だが鉄道はカイロ

からアスワンまでを結んでいる、非電化だが複線だったのは以外な感じがし

た、そんなに輸送量があるとは思えないのだ。鉄道と並行して走った 1.5

時間ほどの間に列車は２回しか見なかった、塗装はくすんだような色でホコ

リまみれだった。２時間弱でエドフの街へ到着するが、この間には何箇所も

の警察のチェックポイントがあった。そして、ここにも必要以上に多くの警

察官が詰めている。ガイドの説明によると昔は「コンボイ」という仕組みが

あった、それはルクソールからアスワンへ行くバスは勝手に行くことはでき

ず、バスダイヤが組まれて何台ものバスをまとめて警察が護衛して移動した

という。安全確保のための処置だったわけで、今でもアスワンからアブシン

ベルへ行くバスはコンボイによって運行されているそうだ。 

そんな話を聞くと以前王家の谷であった、機関銃による乱射事件が思い出さ

れちょっと身震いする。 

  

3 保存状態が最も良い「ホルス神殿」 

  
 9.20"エドフの街に到着しホルス神殿を見学する、ハヤブサの形をしたホ

ルス神に捧げた神殿で、エジプトで最も保存状態の良い遺跡の一つといわれ

る。巨大な塔門はカルナック神殿に次ぐ規模で幅 79m、高さ 36m、そこには

王がホルス神とハトホル女神に生贄を捧げている様子が彫られている。入り

口の両側には黒い花崗岩でできたハヤブサのホルス神像が立っている。  

ガイドのムスタファーの説明では、デンデラ神殿との間に２回/年祭りが行 
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巨大な塔門                 ハヤブサのホルス神像 
  

われる、これは幸せな結婚の祭りとか。それとこの神殿はプトレマイオス朝

時代のもので、紀元前２３７年から約 2世紀かけて完成した。当時は王様が

頻繁に変っていたのでカルトーシュの中に王様の名前が刻まれていないと

いう。塔門をくぐると３２本の列柱に囲まれた広い中庭があり、次の第一列

柱室の入り口にもハヤブサの形をしたホルス神像が立ち、上下エジプト統一

を象徴する二重王冠をかぶっている。ホルスは王の守護者として「偉大な神、

二つの国の領为」の称号でたたえられた。列柱室には１８本の柱が立つ部屋

と、１２本の柱が立つ二つの部屋がありいずれの柱にもすばらしい神々のレ

リーフなどが刻まれている。このような作業をして柱を完成させるには、ど

れだけの時間を費やすことか計り知れず、２世紀かけて完成したというのも

うなづける。さらにその奥に至聖所があり復元された聖なる舟(本物はパリ

のルーブル博物館に)が置かれている。でもここの天井はキリスト教徒が火

を焚いたことで、すすで黒くなっていた。この建物の外、階段を降りたとこ

ろにナイル川の水位を確認するためのナイロメーターが有る。ナイル川の氾

濫は脅威であり、常に川の水位を把握していたものだ。１時間程の見学を終

えて 10.25"次はコム．オンボへ向かう。 

  

4 ポリスは多いが肝心な所にいない 
  

 エドフの街中を走ると観光用の馬車も見られたが、やはり野菜など荷物を

運ぶのはロバで白い民族衣装を着た男が乗っていた。そんな風景に見とれて

いるとバスが止まった、何かと見れば羊の親子が道路をのんびり横切ってい

る。そして道路のロータリーにはエジプトらしくオベリスクが建っていた。

街中でも信号はないし、交差点などに歩道橋もない。じきに橋を渡る、ここ

から東岸に戻りコム．オンボさらにアスワンへと向かう。橋から見ると川沿

いにのみ緑があって、すぐ向こうは砂漠が広がる景色の中、ゆっくりと観光

船が行くのが見えた。ナイルと砂漠は常にセットになっていることがよく分

かる。橋を渡るとラクダを数頭乗せたトラックとすれ違った、ここから１時
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間弱走ると大渋滞にぶつかった。サトウキビを満載したトラクターが工場に

入るため、列を作っていたのだ。片側一車線しかない道路に大きなトラクタ

ーが、列をなして並んだので空いた一車線に双方から車が突っ込んで、身動

きがとれなくなっていた。今まではたくさんの警察官を見たが、ここには一

人もおらず成り行き任せだった。それでも何とか脱出して 11.40"コム．オ

ンボに到着した。 

 

   
コム．オンボ神殿全景と柱 

 

5 ポリスに守られたコム．オンボ神殿 

  
 コム．オンボとはアラビア語でオンボスの丘という意味で、現在はサトウ

キビの生産や工業の盛んな街として活気に満ちている。アスワンハイダム建

設によりナセル湖に家が水没した、ヌビア人１０万人が移住してきた場所で

ある。街から 4km程離れた丘の上にあるコム．オンボ神殿はトトメス３世が

造った建造物の跡地にプトレマイオス６世が建てた神殿。この神殿の特徴は

珍しい二重構造になっており、二組６神を祀っている。正面から見ると左右

対称で、向かって左がハヤブサの神ホルスに、向かって右はワニの神セベク

に捧げられている。塔門はほとんど崩れ、列柱は下の部分しか残っていない

が非常に美しいレリーフが見られる。われわれは見なかったがワニのミイラ

も安置されている。そして、ここにも建物の外の広い庭に井戸のようなナイ

ロメーターがあった。その尐し先からは雄大なナイルが眺められる、川べり

には船着場があり赤いブーゲンビリアが咲き誇り、土産物屋と涼しげな造り

の野外レストランもある。丁度そこへ観光船が到着した、そんな川べりには

何箇所もポリスボックスがあり、ここでも銃を持った警官が暇をもてあまし

ていた。 

  

6 アスワンハイダムの完成は自然を変えた  
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 12.30"コム．オンボ神殿をあとにしてまずはランチだ、13.00"から川べり

のレストランで１時間かけての食事はスープとマカロニグラタンで、スーブ

はおいしかったがグラタンのお味はまずまずといったところ。ビールは

550mlが５ドルでちょっとお値打ちだった、この量だと食事前に飲むには妻

と二人で丁度良い。ナイル川にはファルーカという白い帄掛け舟が浮かび、

砂漠を背景に尐しの緑とナイルの青が美しく、中には小舟で釣りをしている

人も見える。とても優雅な食事になるところだが、お味はちょっと日本人好

みとはいかないのが難点か。食事を終えて 14.00"出発してナイル川沿いに

30”程でアスワンハイダムに到着する、このダムは当時のソビエト連邦の協

力を得て建設され現時点で世界第２位の規模を誇る。 

 

   
アスワンハイダムからの眺めとダムの放水 

 

もともとはアスワンダムが１９０２年に完成したが、予想をはるかに超える

勢いで人口が増えて当初の目的を果たすことができなくなった。そのため１

９６４年に長さ３６００m、高さ１１１m、容積はクフ王のピラミッドの９２

倍にもなるダムが建設された。１９７２年にはダムによってできたナセル湖

の貯水も完了し、十分な農業用水と電力が確保されるようになった。しかし、

毎年起こっていた洪水がなくなり下流域に養分を含んだ土が運ばれず、土地

がやせたりナセル湖の蒸発によって生じた雲から雤が降り、遺跡を削り取っ

てしまうといった問題も起きているそうだ。ダムの堰堤に降り立つと、周り

は砂漠地帯でそこに忽然と大きな湖が現われて、また砂漠の中にナイルは流

れていくのだ。丁度ダムの放水が行われており、ものすごい量の水が放出さ

れる様は圧巻である。遠くにハイダム記念塔が見えるが、それ以外はナセル

湖と砂漠しか見当たらない。ダムは軍事的機密になっているようで、ここに

もポリスが常駐していた。 

  

7 オベリスクの秘密 
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 アスワンハイダムの次は 15.10"切りかけのオベリスクを見学する。アス

ワン周辺はピラミッドや神殿を造るのに用いた花崗岩の産地である。ここで

切り出された石はナイル川を舟で各地に運ばれた。郊外にある石切り場には

今でもハトシェプスト女王時代の切りかけのオベリスクが残っている。どん

な状態なのだろうと訪れ、その巨大さにただただビックリした。その長さは

41.75m、重さ 1168t と推定され、完成していれば現存するオベリスクの中で

は最大のものになるという。 

 

    
切りかけのオベリスク 

 

しかし、製作中にヒビが入ってしまったため、そのまま放置されたと考えら

れている。オベリスクは一つの岩から切り出して造る、まず切り出すサイズ

に溝を作り、そこに木製のクサビを打ち込み、水をかけて木材が膨張する力

で亀裂を生じさせたと推測されている。それにしてもどのようにして持ち上

げたのか?  

  

ファラオだけに許された建造物 

オベリスクはピラミッドと同様に頭頂部が四角錐になっており、ヘリオポ

リスにあった太陽神殿の御神体、ベンベン石に由来する。これらは太陽神ラ

ーの力を表現したもので、雲間から差す光線を模したとされる。ラーはアメ

ンとともに最高神として崇められ、ファラオだけがオベリスクを建てること

を許された。王が死後に太陽神となりその力が永遠に注がれるよう、より高

く、より太陽の近くに建てられたものらしい。 
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8 ファルーカの陽気なヌビア人 
  

 15.40"見学を終えてホテルへ向かう、その前にファルーカに乗ってナイル

クルージングを味わう。といってもホテルはエレファンティネ島にある、エ

レファンティネアイランドリゾートモーベンピックと長たらしい名前のホ

テルなので、舟に乗らざるを得ないのだ。 

ファルーカにはヌビア人の船頭 4人が乗り組んでいて、帄の上げ下げや舵を

とる人と役割がある。見た目よりも大きな帄を手際よく張っていくのに感心

した、出航して帄走が始まるとリーダーらしき人がダンスを始める。とても

陽気なリズムでそのうちにわれわれのメンバーを一人また一人と立たせて、

踊りの輪に組み込んでいきとうとう全員踊りの輪に入り手拍子を合わせた。

そして、最後には幸せなら手をたたこうを全員で歌い踊り、とても楽しい気

分になれた。 

 

   
私たちが乗ったファルーカと宿泊したホテル 

 

踊りが終ると商売の時間で、中央の台に手製の民芸品がたくさん並べられた。

ネックレスのたぐいからショールのたぐいが多かったが、その中でラクダの

骨で作ったペーパーナイフが気に入ったのでお土産に４個買い求めた。 

そして 16.30"ホテルに到着部屋は３２９号室、ナイルを見渡すことが出来

る部屋で絶好のロケーションだった。聞けばこのホテルはスーペリアクラス

で、今回の旅の中では最高ランクのホテルで添乗員の佐溝さんも初めてとい

う。 18.15"夕食は隣の島でターゲンという魚の入ったグラタンのような料

理、でもやはりいまいちなのだ。ここアスワンはアルコールなしのため、名

物といわれる「ヌビアジュース」を注文した。イチゴ．マンゴー、グァバー

が三段になった生ジュースでとてもおいしかった。お値段も２５ポンド(５

００円)と安くはない。 

 

四日目 晴れ 
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 今日はアスワンから飛行機でアブシンベル向かい、今回の旅の目玉の一つ

であるアブ.シンベル神殿を見学する。その後、飛行機でカイロへ移動する。 

 

    
ホテルの部屋から見たナイルの景色 正面の砂山は貴族の墳墓 

 

1 アブ．シンベル神殿移築に最も多い資金負担をした日本 
  

 朝 7.45"ホテルを出発する、ガイドのムスタファーは開口一番「アッサラ

ム.アレイコン」とアラビア語教室で始まった。彼の説明ではおはようとか、

こんにちはの「あいさつ」の言葉だという。エジプト人が言うので間違いな

いだろうが、いただいたガイドブックでは「こんにちは」で、おはようは「サ

バーハ．ルヘイル」と記されていた。ちなみにこんばんはは「ミサー．ルヘ

イル」とあったが、とても覚えにくい言葉なので覚えられたのはありがとう

の「シュクラン」だけだ。 

 

ガイドの説明 

。エジプト人は 8.30"～14.00"まで働き、15.30"まで休憩する。夜は喫茶店

へ行き 帰ってから夕食を食べる。さらに紅茶を飲むが、多くの人はたっ

ぷり砂糖を入れ る。そしてすぐ寝るので太る。 

。家の中は日本と違い靴を履いたまま 

。ガソリンはを原油を産出するので安くて４５円／リットル 

。カローラは２８０万円する 
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。アスワンからアブ.シンベル 300kmは砂漠の道を行く、バスはコンボイそ

の時間は AM4.00"、AM4.30" AM11.00"と決まっている。 

 

   
アスワン空港ターミナルと出発する MS-132 

 

こんな話を聞いているうちに 8.15"空港に到着した、が、いきなりトラブル

発生でアブ.シンベル行き 9.30"の MS-132は４５分遅れるという。でも結局

10.30"に出発して 11.00"にアブ.シンベル空港に着陸した。ここから１０分

ほどで神殿に到着する。 

 スーダンとの国境まで 50km、砂漠の太陽に照らされ突如として出現する

巨大な岩窟神殿、紀元前１２５０年頃にラムセス２世が建造したアブ.シン

ベル神殿。太陽の王と讃えられたラムセス２世は、太陽に輝くヌビアの地に

ファラオの力が永遠のものになるよう、巨大神殿を造り上げた。 

その神殿も砂に埋もれてしまったが、１９世紀にブルクハルトにより発見さ

れ、再びその勇姿を現した。しかし、１９６０年にはアスワンハイダムの完

成により水没の危機にさらされる。 

  

世界が協力したユネスコ遺跡救済事業 

 

ユネスコの事務総長がヌビアを視察、本格的な遺跡救済計画が打ち出され

た。１４の神殿と 3つの聖堂、１つの墳墓が救われた。アブ.シンベル神殿

は、これが契機となって世界的な観光地となった。アブ．シンベル神殿の移

築工事は限りなく同じ環境に置くため、移築先は元の場所から北へ 64m、西

へ 110mの地点に定められた。移築は世界中から提案された方法を協議した

結果、遺跡を１０３６のブロックに解体し、マーキングしてクレーンで吊り

上げ運搬、再建するというスウェーデン案(ムスタファーはイタリア案と言

った)が採用された。 

１９６３年から始まった工事には各国の技術者を含む 3.000 人が動員さ

れ、５年の歳月をかけて現在の場所に移された。 ここでムスタファーから

聞いた言葉に一瞬耳を疑った、それは、この時日本が最も多い資金負担をし
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たという。そのお礼としてエジプトは、ツタンカーメンの黄金のマスクの日

本展示を認めたというのだ。でも日本でそのような報道がされたとは記憶し

ていない。事実なら日本政府に言いたい、こんな立派なことにお金を使った

のなら国民にきちんと知らせろ!! われわれは税金がどのように使われた

か知る権利がある、というよりも、なんと説明べたなのか。立派なことをや

っていても国民に理解されないではないか。 

  

    
アブ.シンベル大神殿 

  

2 すばらしい仕掛けもある大神殿 
  

 神殿の正面には高さ 21mのラムセス２世像が４体並んでいる。神殿の入り

口横、ラムセス２世の巨像の足下にはレリーフが刻まれその絵は、上下エジ

プトを統一するファラオであることを示している。幅 2mほどしかない狭い

入り口を入ると、オシリス神の姿をしたラムセス２世像が４体ずつ中央に向

かい合って並んでいる。冥界の王であるオシリスの姿をとることは、永遠の

命を得ることと考えられていたのだ。 

神殿の一番奥にある至聖所には、向かって右から太陽神ラー、神格化された

ラムセス２世、王の守護神アメン．ラー、宇宙の創造神ブタハの４体の神像

がある。そして、年２回、２月２２日と１０月２２日に地平線から昇った朝

日は至聖所まで一直線に差し込み、神々の像を浮かび上がらせる。すばらし

い仕掛けが施されていた、この日はラムセス２世の誕生日と王座に就いた日

だという。この神殿内部も写真撮影は出来ない、でも入り口からなら OKと

いって撮らせてくれた。 
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アブ.シンベル大神殿内部と小神殿 

 

そして尐し離れた北側には小神殿がある、これはラムセス２世が第一王妃ネ

フェルタリのために築いたもの。入り口を中心に高さ 10m 程の２体のネフェ

ルタリ像と４体のラムセス２世像が交互に立つ。壁には、「この神殿を王妃

ネフェルタリとハトホル女神に捧げる」とヒエログリフで刻まれている。 

 周りはナセル湖と砂しかない砂漠と、雲ひとつない青い空が広がっている。

雄大な景色を眺めていると、湖面を渡る風が心地よく感じられた。 

  

ラムセス２世とは 

 

古代エジプトの歴代ファラオの中でも大王の称号を与えられる人物。２２

歳で即位しその後６７年の永きにわたり国を治めた。８９歳の生涯のうち７

人の王妃と数十人の愛人との間に、２００人もの子供をもうけた超人的なフ

ァラオといわれている。異国の脅威をはねのけ、エジプトの繁栄と平和を守

るのがファラオの使命で、この使命を最も全うしたのがラムセス２世であり、

彼がファラオの中のファラオ、神々に祝福された「太陽の王、光の王子」と

いわれる所以である。 

現存するラムセス２世に関する建造物は、ファラオの中で最も多くてタニス、

カイロ、サッカラ、メンフィス、アビドス、ルクソール、アスワン、アブ．

シンベルなどで見られる。 

 13.00"に見学を終り空港に戻る、バスに乗る際大きな袋の弁当が渡される。

空港に着いてすぐに弁当を広げた、お水にジュース、パンはホットドック、

魚料理とすごいボリュームでとても食べきれない。ホットドックを食べて他

は袋ごと掃除のおばちゃんに渡してきた、荷物が邪魔になるのだ。 

MS-0135は午前の遅れそのままに 14.00"に離陸して、アスワン経由でカイロ

に 16.40"到着した。 

  

3 カイロの第一印象は「暗い」 
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 17.15"空港を出てカイロの街へ向かう、驚いたことに市街地に近づくと高

速道路というが、人が横断している。とても危険だが、こうした光景をあち

こちで見かけることになる。ビルが建ち並ぶ市街地に入りなんとなく暗い感

じがする、よく見ると建物の窓に灯りがほとんど見られないのだ。さらに見

ていて分かったのはほとんどが集合住宅のようで、商業ビルは尐ないような

のだ。ガイドの話では、今日はエジプトとカメルーンのサッカーの試合があ

るので、観戦に行っているのかな。 

それに、高速道路の高架下を走っている時には、柱から柱の周囲は土砂が積

み上げられている。何かと思えば高架下に水路があって、そこの土砂を掘り

出したものだった。首都のカイロなのですぐに片付けないのか不思議に思っ

たが、これまではエジプトの田舎を見てきてゴミの多いのに驚かされたよう

に、都会も同じらしい。 

 

    
お土産のパピルス          ラムセスヒルトンホテル 

 

4 パピルスで紙を作る 

  
 18.00"パピルスのお土産店に寄る、最初にムスタファーが日本語の出来る

店員を紹介する。彼はもっと日本語を勉強して、ムスタファーのようにガイ

ドをめざしているという。ムスタファー自身もここで働いていたそうで、ガ

イドを養成して日本人の観光客をたくさん誘致したい作戦のようだ。 

 店員はパピルスがどのような物か客に見せてくれる、それは一辺が 15mm

位の三角形の断面を持つ葦だ。ちなみにパピルスというのはペルシァ語で、

茎の長さは 2mから 5mになるという。次に 30cm程の長さに切って皮をむく、

むいた皮を引っ張ってみろというので私が力一杯引っ張るも、びくともしな

かった。皮をむいた中味をスライスして、次にそれらを縦横に組み合わせて

並べ、簡単な機械で押さえつけて紙を作る。こうして作られたパピルスに対
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して、市場などで安く売っているものはバショウの葉で作ったものという。

このあと店内を見て回るがすばらしい作品ばかりで、いずれも数万円から数

十万円の代物。とても手が出ない、その中で一つお安くて気に入った物があ

ったので買い求めた。 

帰ってから調べて分かったが、それはツタンカーメンの玉座(背もたれ)に描

かれたもの。ファラオと香油を塗る王妃の頭上には太陽円盤が......ツタン

カーメンとアンケセナーメンのロイヤルカップルを描いている。 

  

5 夕食後ピラミッドのライトアップに感動 
  

 19.00"からレストランで夕食、ケバブ、コフタという料理らしいがチキン．

ソーセージみたいな焼肉．チャーハン? それにパンではなくてナンがでた。

味はまずまずだったのだが、スープがなくて食べにくかった。やはりエジプ

トの料理はわれわれ日本人むきではない。それよりピラミッドのライトアッ

プが見られるというので、食事後にビルの屋上へ案内してくれるという。そ

れならと真っ先に２階から５階まで上って屋上に行くと、暗闇の中にピラミ

ッドが赤や青い色に照らされて浮かびあがっており、とても幻想的なシーン

に感動した。エジプトにきたらピラミッドを見なくては来たとはいえない、

そんな存在がピラミッドであり、予定表にはなかったのでとても嬉しかった。

他の皆も口々にすばらしいを連発しており、現地ガイドの機転に感謝したい。 

 20.00"に食事を終わりホテルへ向かう、街中の繁華街にひときわ高くそび

えているのがラムセス.ヒルトンホテル。遠くからでもすぐ分かる存在だ、

20.40"ホテル着。部屋は１１階の１１０２号室、都会の騒音は届かず静かで

よい。テレビは NHK 海外放送が見られるというので早速スイッチを入れる、

でも ONしない。ここで佐溝さんの話を思い出す、テレビはチャンネルボタ

ンを押さないと ON しないのだ。NHKはチャンネル 36久しぶりに日本語の放

送を見ることが出来た、しかし、ニュース放送がなかったので見ることはや

めた。 

 

五日目 曇り 

今日はギザ地区のピラミッド、サッカラの階段ピラミッド、メンフィスの 

ラムセス２世の巨像、ダハシュールの屈折ピラミッド.赤のピラミッドなど

を見学して、夜はナイル川ディナークルーズで締める。 

  

1 ついにギザの三大ピラミッドと対面 

  
 7.30"ホテルを出て待望のピラミッド見学に向かう、これまでは青空の広

がる快晴であったが、ここカイロの空はどんよりと曇っていた。 
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エジプトのピラミッドは世界最大の石造建築物、なかでもギザの三大ピラミ

ッドは４５００年以上経った今でもほとんど崩れていない。歴史家ヘロドト

スやナポレオンも体験したピラミッドを見ることができる。 

  

        
        ギザのピラミッド分布図 

 

ピラミッドの謎 
ピラミッドは何のために造られたのか、こんな基本的なことさえはっきり

とはしていない。昔からの説と、最近特に注目されている説は...... 

①ピラミッドはファラオの墓 

 現在最も知られている説だが、その根拠はヘロドトスの「歴史」という本

の中に「地元の人が王の墓だと言っていた」と書いてあったことからきてい

る。しかし、今見つかっている 115基近くのピラミッドから、ファラオのミ

イラが発見されたことはない。本来きらびやかな装飾が施されているはずの

王の玄室も、石がむきだしになった閑散とした部屋にすぎない。特にクフ王

の玄室には蓋のない石棺がポツンと置いてあるだけ。さらに、一人のファラ

オが複数のピラミッドを建設しているのは、墓とするにはおかしいと、この

説を否定する見方もでてきている。 

②ピラミッドは公共事業だった 

 20世紀に入ってからでた説、ピラミッドは建設すること自体が目的だっ

たというもの。年に一回あるナイル川の氾濫のとき、仕事ができなくなった
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農民たちを呼び集めてピラミッドを造らせ、かわりに衣食住を保証していた

という。できあがったピラミッドは、ファラオの威厳を国内外に示す格好の

モニュメントになる。そのうえ国を挙げて一つの事業を行うことで、国民の

心がまとまるという一石二鳥の効果があったと考えられている。 

 

2 一日 300人がクフ王のピラミッドに入れる 

  
 ギザのピラミッドはクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、メン

カウラー王の三つのピラミッドが並んでいる。これらは一つの遺跡として保

存している、われわれは 8.20"クフ王のビラミッド側から入場した。街並を

外れたらそこはもう砂漠で、砂だけが広がる世界になる。そこに忽然と現わ

れるピラミッドはすばらしいとしか言いようがない、近くによるとその大き

さに圧倒されてしまう。それゆえ写真も遠くに離れないとその姿を写すこと

ができない。一番でかいクフ王のピラミッドは基礎部分の一辺は 230.3m、 

 

  
   神谷さん夫妻と一緒に 

 

傾斜角度は 51.5°、高さは頂上部分が 9mほど崩壊しているが、建設当時は

146.6mあった。この大ピラミッドがクフ王のものだといわれる由縁は、「重

力軽減の間」と名づけられた部屋の壁に、クフ王のカルトゥーシュが見つか

ったことによる。エリアに入るとピラミッドが大迫力でせまってくる、早速

クフ王のピラミッドの中へ入る、写真撮影は禁止なのでカメラを添乗員に預

けて、人の背丈ほどもある大きな石を数段上ったところに入り口がある。 
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でもこれはほんとの入り口ではなくて、9世紀に盗掘に入ったスルタン、ア

ル．マムーンが開けたものをそのまま使っているそうだ。ほんとの入り口は

ここより尐し上にあるが今は封鎖されている。 

ピラミッドの見学はこのエリアに入るとまず５０ポンド、中に入るには３０

０人の制限があってさらに１００ポンド必要で、合計１５０ポンド。つまり

３０００円とかなりの金額なのだ。ツアー料金に入っていて都度支払いをし

ないから感じないがとても安いとはいえない。狭い入り口から中へ入ると、

すぐに斜め上に上って行く。 

そして、テレビなどで報道される大回廊だ、幅は狭いがとても高い天井

(8.7m)に圧迫感はない。天井に近づくほど空間が狭くなっているのが特徴的。

すごいなと思いながら進むと、今度は立って歩けない低い天井で斜め上に上

って行く。ここはまったくの中腰で進まなくてはならず、なかなかきつい。

それに通路は一人しか歩けない幅なので、先の客が降りてくると待機してや

り過ごすしかないので大変。一部には階段で次の通路へつながっていて、最

後はこれも急で天井の低い通路をくぐると王の玄室にたどり着く。そこは石

棺が一つぽつんと置かれた狭い部屋だった、王の部屋とは思えない殺風景な

ものだ。薄暗い広くもない、且つ何の装飾もないここが王の部屋とは以外だ

った...... 

 

  
ピラミッド断面図と大回廊 

 

3 パノラマポイントからピラミッド 3 基を見る 
  

 クフ王のピラミッド内見学の次は、三つのピラミッドが一望できるポイン

トへ移動する。メンカウラー王のピラミッドの先にあるポイントは、すでに

観光バスなどが並んでいる。バスを降りると砂しかない砂漠のかなたに、三

つのピラミッドが浮かんでいるかのように見える。その手前を車が走って行

く、早速カメラを構えあちこちで記念撮影が始まる。まごまごしていると人
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が多いので、こちらが撮りたい構図の中に余分な人たちが入り込んでしまう

のだ。それでも一二枚撮れば人はそれぞれ散っていく、それからゆっくり撮

ればよいのだが。落ち着いて三つ並んだピラミッドを眺めると、一番右のメ

ンカウラー王のピラミッドの横に一段と小さなピラミッドがあるのに気が

ついた。これは王妃たちのピラミッドで三つある、でも崩れかけているもの

もある。ガイドブックを見ても特別な説明はなかった。広場には屋台の出店

も多くあるし、ラクダ乗りの体験もできる。われわれのメンバーも何人かは

体験していた。写真を撮ろうと思ったが、ラクダにカメラを向けるとモデル

料を請求されるというので、遠くからズームアップして撮った。バスに戻る

とハイエースのミニバスが 2台並んでいた、やはりハイエースの人気は高い

ようだ。このあと再度バスに乗りスフィンクスの場所に移動する。 

 

   
パノラマポイントからのピラミッド    スフィンクスとピラミッド 

  

4 ピラミッドと並ぶシンボル「スフィンクス」 

  
 全長 57m、高さ 20m、ここギザのスフィンクスが最大で最古のもの。胴体

はライオン顔はカフラー王という説と、クフ王時代に造られスフィンクス自

体が太陽神としての信仰の対象だったという説もある。胴体はもともとあっ

た岩山を彫ったものでそのあと石灰岩で作った頭部を乗せたとも考えられ

ている。あごひげはイギリスの大英博物館に展示されている。砂に埋まって

いたスフィンクスを掘り出したのは、トトメス 4世で、彼がまだ王子だった

頃、夢にスフィンクスが現われて「砂からだしてくれたら王にしてやろう」

といわれたと伝わっている。スフィンクスの前足部分には、その物語を記し

た碑文が残されている。 

スフィンクスはピラミッドを守っているもの、だからピラミッドごとに一つ

スフィンクスがあるのかと思ったがそうではない。一つしかなく、そのはる

か背後にピラミッドが並んでいる。そのスフィンクスの前には神殿跡が二つ

ある、一つはスフィンクス神殿と呼ばれもう一つは河岸神殿と呼ばれている。
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いずれもスフィンクスとほぼ同じ年代に造られたと考えられている、しかし、

その目的も含めてスフィンクスと同様さまざまな説があって特定されてい

ない。その中で河岸神殿は中に入って見学が出来る、大きな石が実に見事に

積み重ねられている。石と石のすき間はまるで紙一枚も入らないほどにきれ

いに密着している。その上、角は二つの石を付き合わせるのではなく、一つ

の石で角を構成している。ガイドのムスタファーは、ここで王様の遺体から

内臓を取り出してミイラを作り、葬祭殿のスフィンクス神殿へ運び、最後に

ピラミッドへ納めたと話してくれた。なるほどそうかもしれない........ 

 見学を終わりバスに戻ってくると、例によって物売りのおじさんたちがう

ろうろしている、出店もたくさん並んでいる。その中でガラス製品のピラミ

ッド３個セットが気に入って交渉するも、１０００円から値引きしてくれな

い。まっいいかと OKして買った、ところがすぐ後であちらでは５００円だ

ったよと聞かされてがっかり。 

そんな結末でピラミッドエリアの見学を 10.30"に終わった。 

 

     
河岸神殿の内部          ラクダに乗る人 

  

5 ランチは中華の「おかゆ」が旨かった 
  

 ピラミッドエリアの見学を終えてすぐ近くの金製品のお店に寄る、とても

手が出ないので見るだけ。11.15"尐し早めのランチとなる、今日のお昼は中

華料理なので飲み物はジャスミン茶を頼んだ。お値段も４ドルと値打ちなこ

とと、おかわり自由なのが決めてだった。料理は始めにおかゆがでた、この

とき添乗員の佐溝さんが「ふりかけをかけるとおいしい」といって皆にサー

ビスしてくれた。言われたようにふりかけて食べると、ほんとにいい味でと

てもおいしかった。 
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エジプトに来て初めておいしいと思う物が食べられた、皆さん同じで口々に

おいしいと言いながら食べた。直に料理が次々と運ばれてきたが、すべて一

人参加の女性３人の前に置かれた。彼女たちは運ばれてきた料理三品をそれ

ぞれが取り合い、なかなかテーブルを回してくれない。早く食べたくて皆待

っているのだが、気にもかける様子はない。とても図々しくあきれるよりも

腹が立ってくる、やっと私の前に来たので「三つとも揃えていては皆が取れ

ないから３箇所に離して置けばよい」とかたまっていた皿をばらすと、そう

だよねと言う声が聞こえた。その後も見ていると遠慮ということを知らない

女だとよく分かった。おかげであまり良い気分にはなれなかったが、茄子の

炒めものなどいい味で旨かった。12.10"食事を終わり次のピラミッド見学の

ためダハシュールに向かう。 

 

6 エジプトあれこれ 

  
 カイロを離れていくつかのピラミッドを見に行く、まずはメンフィス、サ

ッカラの街を通り過ぎてダハシュールまで行く。街中を走っている時は、車

が並べるだけ並んで走っている状態。信号のない交差点などよくこれで事故

がおきないものと感心するが、あれよあれよと言っているうちに通り過ぎる。

そんな道路状況でも人が車の間をすり抜けて行くのにはビックリだ、そんな

状態で並走しているミニバスに女子学生たちを乗せたスクールバスがあっ

た。学生たちは顔をほとんどだしており、とても可愛い娘さんたちで美人ぞ

ろい。見ていると手を振ってくれた、こちらも手を振るとニコニコして話を

している様子。そのバスは三菱のローザで周りのポンコツ車と違いピカピカ

だった。こちらの人は彫りの深い顔立ちで、女性は美人が多い、それに反し

て男性はちょっとイカツイ感じがする。 

 郊外に出て川に沿って走ると、川はゴミだらけでびっくり、見るものすべ

てがほこりぽっくて木の葉もほこりで白くなっている。それにレンガ造りの

家はすべてが屋根の上に鉄筋が 1m位出ている。 

 

ガイドの説明 

①増築できるように鉄筋を屋根の上に出しておくと、この家はまだ完成して

いないとみなされ税金がかからないという。しかし、さすがにエジプト政

府もこれではいけないと法改正の準備中とか 

②テレビの BS放送のチャンネルはとても多くて 600もあるという 

③教育は６.３.３.４制で日本と同じ、大学の授業料は５０万円／年くらい 

④給料は学校の先生が３万円/月、カイロの先生はサイドビジネスに精を出

しているとか。ガイドは３０００円/日、私は一月４万円くらいと言って

いた 
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道路沿いに広がるナツメヤシ園       ロバが運ぶのはガスボンベ 

 

7 あちらにもこちらにもピラミッドや遺跡 
  

 ５０分ほど走ってダハシュールに到着する、道路の沿線は背の高いナツメ

ヤシしかない。このナツメヤシは大きく成長するのに１５年ほどかかる。高

い木は 15m程もあり実の収穫は１１月頃で、そんな高い木に登って採る。 

エジプトの人々はラマダンの時、夕方食事の前にナツメヤシの実を食べるそ

うだ。ナツメヤシの木の葉は家の屋根に敷くなど、エジプトではなくてはな

らない物のようだ。景色が緑から茶色に変り、砂漠に入って行き赤ピラミッ

ドが見えてくる。ビラミッドの横を通り過ぎて尐し先の駐車場でバスを降り

る、すると前方に角度が途中で変化している屈折ピラミッドが、砂漠の中に

ぽつんとたたずむのが見える。振り返れば赤ピラミッド(化粧板が剥れたら

赤い石だった)がそびえている。そんな景色はまさにエジプトを感じさせる、

でも砂しかない景色は見るだけなら良いが生活するには大変だろう。写真を

撮ると１０分程でバスに乗り込み砂漠を後にする。 

２０分も走るとメンフィスの街に到着する、ここは古代エジプト最初の首都。

でも今は神殿跡が残るだけの静かな農村だ、昔の上下エジプトの境界線上に

位置し初期王朝から古王国時代にかけて国の中心となり、周辺のサッカラと

ギザにはピラミッドが数多く建設された。万物創造の神であり、新しく王位

を更新する時に行われる「セド祭り」の神でもあるプタハ神、またメンフィ

スの土地を守る神でもあったため、この地に大神殿が建設された。しかし、

今では風化によって基礎部分が残るのみになってしまった。その中でラムセ

ス２世の巨像.立像と大理石のスフィンクスが見られる。 
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             赤ピラミッドと屈折ピラミッド 
  

ラムセス２世の巨像 

ラムセス２世がプタハ神殿の前に建てた巨大な像、足首から下が破損して

しまったため建物の中に横たわっている。１階と２階から見学できるがその

大きさに驚く、こんなにでかい物をどのようにして立てたのか? 頭には上

下エジプトの二重冠をかぶり、ベルトの中央には短剣をさしている。その表

情はファラオの威厳が感じ取れるような堂々としたもの。もともとは２体あ

ったが１体は修理中という。 

ラムセス２世の立像は高さ 7mで、左足を一歩前に出して立つ姿は古代エジ

プトの様式美に基づいている。 

 

アラバスターのスフィンクス 

アラバスターという大理石の一種で造られているのでこの名で呼ばれて

いる。サイズは全長 8m、高さ 4.25mとそれほど大きくはないが、それでも

重さは 80tもある。顎鬚や口に笑みを浮かべた優しい表情がはっきりと分か

るのが特徴だ。３０分ほどで見学を終わり、次はサッカラへ向かう。 

 

   
ラムセス 2世像              アラバスターのスフィンクス 
  

8 最も古いピラミッドの「階段ピラミッド」 
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 メンフィスのネクロポリス(死者の町)として、数多くのマスタバ墳(台形

をした墳墓)が造られたのがサッカラ。世界最古のビラミッドであるジェセ

ル王のビラミッド.コンプレックス(複合体)としての造りが明確に残ってい

る。敷地内を高さ 10mの壁で囲み、北に階段ピラミッドと葬祭殿、セルタブ

(小部屋)があり、東に「セド祭(王位更新祭)」を行ったヘブ．セド祭殿があ

る。このセド祭は即位して３０年経ったファラオが、若さと権威を回復させ

る為に行った儀式。 

見学するには南側の、柱廊という立派な柱の壁を通って中庭へ出る。すると

遺跡の向こうに階段ビラミッドが現われる。このピラミッドを設計したのは

ジェセル王の宰相イムホテプといわれ、彼の考えたのは箱型のマスタバ墳

(台形をした墳墓)を積み上げて階段状にしたもので、これがピラミッドの原

案となった。尐し破損もしているようだが４７００年も昔に造られた最古の

ビラミッドで、６段に積み上げられたビラミッドの下には埋葬室がある。ま

た一角に深さ 26m の井戸が二つあり、王の内臓を壷に入れて埋められている

という。ピラミッドの近くまではいけなかったが、遺跡の高い所からは遠く

南に屈折ビラミッド.赤ビラミッドが見える、そして北にはギザのピラミッ

ドがはるかにかすんでいるのが見える。 

 サッカラはジュウタンの産地としても有名で、３０分ほどの見学後にジュ

ウタン工場に立ち寄り見学する。といっても相手は商売、説明の後は見てく

ださい.買ってくださいになる。説明では学校と言っていたが、８歳～１８ 

歳までの子供たちが実地教育を受けている。本来の学校はどぅなっているの

か? 素材はウール、コットン、そしてシルクがベストという。いずれにし

ろとても買える値段ではないので見るだけ。 

 

   
階段ピラミッドと未修理の壁 

 

9 ナイル川ディナークルーズ 
  

 15.35"サッカラを出てホテルへ帰る、途中カイロの街では大渋滞。一方通

行の道路に車が並ぶだけ並んでちっとも動かない。こんな渋滞を毎日繰り返
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していたらどんな気分なのか、車をやめて自転車にするとかしないのだろう

か? 地下鉄工事も進められているようだが、地下鉄がすべてを解決しては

くれない。国民所得が上がればさらに車は増えるだろうし、名案はないもの

か。ホテルにやっと 17.30"到着した、ここで食事までの間小休憩。 

 18.30"ホテルを出発しクルーズ船に向かう、名前は立派だがあまり広くも

ないフロァーにたくさんテーブルを詰め込んで、バイキングでちょっとした

料理があるだけ。佐溝さんがもういいよと合図をくれたので料理をとりに行

く、ここでは自分で料理を取るのではなくてボーイが皿にのせてくれる。が、

客が一度に押し寄せるのでてんやわんや、そのうえ旨いものなしときていて

がっかり。何を食べたのかさっばり覚えていない、要はその程度のものでし

かなかったということだ。そのうちに中央の狭いフロァーでショーが始まる、

始めは男性歌手の歌だが意味がわからないので面白くない。なかなか終らず

に 20分も続いた、次がベリーダンスで若い女性なので注目を集める。「ベ

リー」とは英語で腹部のこと、腰を激しく降りながら踊るのでこの名前がつ

いたが、アラブでは「ラクス．シャルキー(オリエンタル．ダンス)」という。

トルコから伝わったもので、１９世紀前後のイスラム社会では性的でいかが

わしい踊りとみなされ一時衰退した。現在は観光客の人気も手伝って復活し

た。狭いフロァーで踊りまくるも、腰のくねくね度はさほどでもなかった。 

次はスカートを何枚もはいた衣装の男性が登場する、スカートを傘のように

くるくる回して踊るスーフィー.ダンスだ。回りっぱなしで回転を止めるこ

とはしない、よくあんなに回り続けても平気でいられるものと感心する。こ

のスーフィーとはイスラムの一派「スーフィーズム」の信者のこと。彼らは

アラーとの一体化をめざすため、さまざまな修行を行う。この踊りではぐる

ぐる旋回し続けることで、より神に近づけると考えたのだった。ただこうし

たショーでで見られるダンスはステージ化されたもの。今回のショーも「タ

ンヌーラ．ダンス」といわれる。すばらしい演技に魅せられたが、客の傍へ

行っては写真を撮りその販売に忙しいのが実態で、いささかげんなりした。

でもそのあとベリーダンスのダンサーも入り、客と一緒に踊ったが、その客

の女性は細身の美人で踊りも上手だった。さすが欧米人は社交上手と感心し

た。こちとらにはまねが出来ない。 

こんな状態で船がどこを走ったのか分かるわけもなく、クルーズの意味があ

るのかこれも不思議だった。終ってホテルに戻ったのは 22.05"幸いバスタ

ブはでかい、お湯をたっぷり入れて早々にお風呂に入り休んだ。 
 

六日目 晴れ 
 

今日はアレキサンドリアまで列車の旅、国立博物館、ポンペイの柱、カタ

コンペの見学をしてカイロへ戻る。 
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1 エジプトで初めて 列車の旅 
  

 １１階の部屋の窓から外を眺めると、ビルもたくさん建ち並ぶでかい街だ、

でも近くのビルの屋上は明らかに不用品が散乱している。近くにバスターミ

ナルがあり、すでに多くの人々が動き始めている。 

ホテルを 7.30"に出て駅へ向かう、相変わらずの混雑振りである。カイロ市

内は地下鉄がフランスの支援を受けて建設されている、Ⅹ字型に延びる路線

とその中央を横切る形の路線がある、しかしこちらはまだ建設途中だ。面白

いのは駅名で路線の交わる乗換駅はすべて大統領の名前がついている、ナセ

ル駅．サダト駅．ムバラク駅なのだ。これって国民が大統領をとても尊敬し

ている証? なのだろうか、いくら何でもちと度が過ぎるのではと思う。そう

こうしているうちに駅に着く、でもロータリーはなくてバスは道路端に停ま

る。駅構内への道は工事中とはいえ足元の悪いこと、首都の駅なのにちょっ

とビックリ。そしてエジプト国鉄のカイロの駅はラムセス中央駅という、駅

構内は天井が高くなかなか広い。始発駅なので線路がここから始まるタイプ。

そのホームの端にはキオスクのような売店がある、でも切符を買う窓口とか、

ダイヤ表はどこにあるのか見あたらない。 

  

  
                駅構内とホーム 
  

周りを見ているうちに切符を渡された、10cm程の正方形に近いもので裏に

3/6とメモガキがある。佐溝さんが「この数字は３号車の６番の席」と教え

てくれる、それでこの切符のアラビア文字以外、数字の欄の 8.15"、１月２

７日、３号車－６番だけは読み取ることが出来た。それに一箇所英語の

PRICEがあり 41.00 とあるので、運賃は 41ポンド(８２０円)のようだ。３

時間乗る距離で１０００円しないのだから安いと思うが......。切符を渡さ

れるとそのままホームに出て行く、日本のように切符をきるとかチェックは

ない。列車は洗練された明るい色ではなく暗い緑のような黒のような、それ
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もほこりだらけときている。水が大切な国だからむやみやたらに洗車はでき

ないのだろうが、それにしても......１０両くらいの編成でわれわれが乗 

る３号車までが１等車のようだ。席は横に１席と２席の肘掛つき３列でゆっ

たりしたリクライニングシートだ、でも窓枞を触ったらほこりだらけ、あわ

ててテッシュで肘掛や窓付近をふく始末。 

  

2 エジプト人はマナーが良い  

  
 ほぼ定刻に出発した列車から外の景色を眺めながら、３時間の旅が始まる。

おしゃべりをしながら景色を見ていると、線路沿いは紙くずなどが散乱して

いる。よくこんなにゴミだらけになっているものと、半ばあきれてしまうほ

ど。川があれば川沿いもゴミだらけになっているのだ、そんな車窓に間もな

くするとオレンジ畑が現われ救われた気分。各駅停車ではないので急行列車

か快速列車で、最初の停車駅はバンハ、ここでは何事もなく次のタンタでは

物売りが車内に乗り込んで売り歩く。でもどんなものを売っているのか分か

らない、列車が動き出しても物売りはのんびりと車内を歩いている。大丈夫

かと見ていると、ディーゼル機関車が牽引する列車はゆっくりゆっくりと動

き出すので、売り子は慣れた動作でホームに降り立つ。 

 

  
向かい合わせの席で 3 時間の旅 

 

それにわれわれの乗っている車両をかなりの人が行き来する、そこで感心し

たのはみなドアをきちんと閉めていく。中には開けっ放しの人もいるだろう

と注目していたが、エジプト人はきちんと閉めていく。たまに開けっ放しで

行く人は欧米人だった、そんな時は緑の制服を着た人がデッキにいてドアを

閉めている。こんなにマナーの良いエジプト人が、何故ゴミを散らかしても

平気なのか理解できない。そのうちに煙突がたくさん建ち並ぶ街を通るが、

工場は離れていて何の工場なのか分からなかった。そして、10.00"頃車窓に

は緑の田園が広がり、赤レンガの家が建ち並び、その色合いはまるでヨーロ
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ッパみたい。でもよく見れば赤レンガの家の屋根には、ヤシの葉とガラクタ

がのっているのだ。 

カフルエルザヤット、シディガベルと停車して 11.15"アレキサンドリア

に到着した。列車から降りてホームを歩いていてまず驚いた、大きな時計が

ホームに二つと駅舎の計三箇所にあった、でもそのいずれも時間は完全に狂

っていたのだ。日本なら鉄道駅の時計がこれでは信用問題になるところだが、

そのおおらかさがエジプトの良さなのだろうか!! 

  

３ アレキサンダー大王が建設した街 
  

 アレキサンドリアはマケドニア王国のアレキサンダー大王によって紀元

前３２３年に建設された。彼はアリストテレスに師事し、ホメロスの詩を読

み戦術や考え方を学んだと言う。後にはペルシアを征服し１０年間でギリシ

ア、エジプトから西アジアまでの大帝国を建設した。３２歳で病死するが学

問と芸術の街として栄えたアレキサンドリアを築き、地中海の要衝地とした

功績は大きい。彼の死後は部下のプトレマイオスが即位して、クレオパトラ

７世がが死去するまで古代エジプト王朝が続いた。「地中海の真珠「」と呼

ばれるアレキサンドリアは、燦燦と降り注ぐ太陽と紺碧の地中海に沿って海

岸線が延びるエジプトらしからぬ街だ。 

早速バスで移動するが、街の雰囲気がこれまでの街と違いどことなく明るい、

道沿いのお店にしても日よけのテントからしてカラフルだ。並んでいる果物

も色とりどりだしタクシーも黄色の塗装がされている。大きな建物は白色が

目立つしベージュ色も、郵便ポストは緑色で、街中を走る路面電車はイエロ

ーとブルーにホワイトのツートンカラーの２種類あり、行き先によって色分

けされているとか。これまでのエジプトとはまるで色彩感覚が違うのを感じ

た、そして、ロータリーにはアレキサンダー大王が馬に乗った像が、尐しだ

け高い台の上から街を見下ろしていた。 

 

   
果物が並ぶ店先              アレキサンダー大王の像 
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4 カタコンペとポンペイの柱見学  
  

 11.45"最初の見学はカタコンペ、１００年前に発見された一般の人のお墓

だ。1～２世紀ごろに造られたもので、ラセン階段を降りるとひんやりとし

た空気に包まれている。大きな井戸があってその井戸を使って棺を地下に降

ろした、棺の前にはメドーサ(守り神)がある。ガイドの説明では一つの家族

のために造られたもので、カラカラの戦で死んだ馬の骨が発見されたとか。

そんなことが分かるのかな?  

 12.05"次はポンペイの柱へ移動する、狭い道でバスが曲がるのは大変だ。

でもさすがプロドライバーでたくみにハンドルを操る。12.10"青空の下に広

がる遺跡に１本の塔がそびえるポンペイの柱に到着する。あれでよく倒れな

いものだと思えるように、１本だけポツンと立っている。 

この柱は３世紀ごろローマのディオクレティアヌス帝が建てたとも、３９１

年にキリスト教徒によって破壊された、セラピス神殿にあった４００本のコ

リント式円柱の１本ともいわれている。アスワン産の花崗岩を使用した高さ

27mの柱。手前には二つのスフィンクスが構えている。抜けるような青空の

下で１本の柱だけがそびえる景色は、エジプトのイメージではなくまさにロ

ーマである。他の遺跡はまだ調査が行われている様子である、遺跡付近の建

物も白色が多くエジプトではなく、地中海の雰囲気そのものである。 

 

   
             ポンペイの柱と周りの建物 
  

5 グレコ．ローマン博物館を見学してランチ 
  

 12.35"次はグレコ．ローマン博物館へ向かう。快晴のお天気なのに街の人

はセーターを着ていた、暑くないのかな? 果物屋さんの店先はバナナとオレ

ンジが圧倒的に多かった。また、面白いのは自動車部品の店では事故車のパ

ーツだけでなく、ボデーを 1/3に切断した物まで並んでいた。 
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12.55"博物館に到着、カイロのエジプト考古学博物館に並ぶ代表的な博物館

だ。元は別荘だったという白壁の建物で、約４０００点の収蔵物はグレコ.

ローマン時代の物が中心。アレキサンドリアをはじめ、デルタ地帯などから

発見されたものだ。 

地中海に沈んでいた金貨や、壷の種類が多く展示されている。他には人の像

も、ここでは写真撮影 OKだったが、やはり説明パンフレットがなくてよく

分からない。横文字の単語がたまに分かる程度では展示品を理解するのは難

しい。そのときは「ふうむ、なるほど」と思っていても、よく理解できてい

ないのでメモもとらないからさっぱり記憶に残っていないのだ。 

 約１時間の見学を終えてバスは地中海に面した道路に出た、バスを降りる

と紺碧の地中海がまぶしいくらいで、その先にはカイトベイ要塞がかすんで

見える。今までは砂漠しかない世界を見てきて、青い海のすばらしさに感動

する。14.00"に遅いランチはシーフードとなっていたが、イカフライ、魚の

フライ、ポテト.人参にカレー風のチャーハンみたいなライスが大皿にのり、

ポタージュスープがついている。味はこれまでの料理とは違って極ふつうで、

まずまずのものだった。デザートはこれがまた変っていてエジプト版の「う

いろ」がでた、あっさり味でこれもなかなかいけた。 

 

   
グレコ．ローマン博物館          アレキサンドリア駅 
  

6 行きと帰りの料金が違う?エジプト国鉄 
  

 アレキサンドリアの観光をあわただしく終えて、15.30"の列車でカイロに

戻る。帰りも３号車で席は 29.30、この時は気がつかずにいたが帰ってから

切符を見ると、料金が行きと帰りで違っている。行きは 41 ポンドで帰りは

35ポンドなのだ。旅日記を書くためにガイドブックで調べたところ....... 

エジプト国鉄 

カイロのラムセス中央駅が基点、観光客の場合は車内にツーリスト．ポリス

がが常駐している列車しか利用できない。ということは緑の制服を着た人は
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ツーリスト．ポリスなのかな。アスワンへ行く上エジプト方面は 1日に 2

本運行している急行と、寝台列車のみが利用可能と書かれている、が、違う

箇所には外国人旅行者は寝台列車以外は禁止されているとも書かれている。

いずれにしても自由には乗れないということだ。 

一方アレキサンドリア行きの下エジプト方面の列車は 1日 12本以上が運行

されている。チケットの種類は 1等、2等、3等、寝台の 4種類。但し、外

国人は 3等は利用できない。料金は車両のタイプによって違う、ちなみにカ

イロ～アレキサンドリアは F車両の 1 等で 35ポンド(2等は 20ポンド)、S

車両で 46ポンド(2 等は 20ポンド)と記されていた。行きと帰りの料金に６

ポンドの差があるほど車両に違いは認められなかったが、これもよく分から

ない。でもわれわれの切符は 41ポンドの印字がはっきりとある、ガイドブ

ックのミスかな? 

 とエジプト国鉄について尐しは分かったが、日本との違いはまだあって乗

車する時に切符のチェックはない、車内で検札があるのだ。そして、何のト

ラブルもなかったのに列車は定刻より 40分も遅れて 19.10"カイロ駅に着い

た。夕食は 19.50"から韓国料理でチヂミ、ビビンバにライスと野菜のみ。

普通に食べられるも味がない。21.20"ホテル着お風呂で足腰をしっかり温め

た、昨日のピラミッドの中を中腰で歩いた影響でももが張っている。 
 

七日目 晴れ 

 1月 28日エジプト最後の滞在日となった、今日はエジプト考古学博物館

とオールドカイロの街を見学する。 

  

1 朝の聖セルギウス教会へ 
  

 7.30"にホテル出てカイロ発祥の地でもあるオールドカイロの、聖セルギ

ウス教会(アブ．サルガ)を見学した。コプトの教会と修道院、コプト博物館

などの建物は、すべてローマ時代のバビロン要塞を利用した壁の中にある。

これはコプトたちがさまざまな迫害から逃れようとしてこの地を選んだも

のだ。 

コプトとは 

コプトとはエジプトにおけるキリスト教の一派。ギリシア語の「エジプト」

からきた言葉だ。彼らはあくまでキリスト教を信じている、原始のキリスト

文化を守る人たちといわれる。元々エジプトにキリスト教を伝えたのは聖マ

ルコと言われている、ネロ皇帝がローマ帝国を治めていた頃、アレキサンド

リアは信者を増やしキリスト教の中心地となった。しかし、その後は人とし

てのイエスではなく、神聖だけを認める考え方は異端とされ度重なる迫害を

受ける。7世紀半ばにイスラム勢力がエジプトに侵攻して、イスラムへの改

宗が進み現在は国民全体の 10～15％にまで減尐してしまった。しかし、キ
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リストの教えはエジプトにしっかり根付き、オールドカイロの教会にローソ

クの明かりは絶えることがない。コプトだけの信仰の場だった教会は、今で

は人気の観光スポットになっている。 

 

   
オールド．カイロの石畳          アブ．サルガ教会の看板 
 

 7.50" 狭い石畳の路地では壁に絵や写真を並べて商売をしている、目立た

ない外観に造られた教会があり、その不思議な街並が観光客の人気になって

いるという。バスを降りると以外にも掃除をしているおばちゃんがいた、エ

ジプトに来て掃除をしている人を初めて見た。その先路地の石畳から数段降

りた半地下式のアブ．サルガ教会を見学した、何か香の漂う中お祈りが行わ

れていた。ここも写真は撮れず記憶も曖昧だが、部屋は四角の造りでとても

古い物だとは分かった。祭壇に向かって左手奥に地下道がある、聖家族がエ

ジプトに逃れてきた際、幼いキリストと聖母マリアが身を隠した場所と言わ

れているのだ。20 分程の見学を終えて表に出ると両側に壁がそそり立つ路

地が続き、不思議な街並がとても印象的だった。 

  

2 偉大なファラオの遺産が 12万点以上 

  
 8.50"から考古学博物館の見学をする、ベージユ色の 2階建ての建物はな

かなか落ち着いた造りだ。フランス人考古学者マリエットによって創立され

たもので、正面にはエジプトを象徴する植物「パピルス」と「ロータス」が

植えられている。古代エジプトを語るなら、ここを訪れないと始まらないと

まで言われるように、巨大なファラオの像から小さな土器のかけらまで、館

内にあるすべてものに古代エジプトの栄光と様々な思いが詰まっている。ま

るで 5,000年前の世界にタイムスリップしたような不思議な空間だ、この展

示品の中で唯一つ本物でないものがある。それはロゼッタ．ストーンで、本

物はイギリスの大英博物館にある。 
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考古学博物館 

 

ここもカメラは禁止なのでガイドの説明をしっかり聞いて、できるだけメモ

をとるがたくさんの展示品を見ていると、頭の整理はとてもおぼつかない。

メインのツタンカーメンの説明を聞くと後はフリータイムで自由に見学し

た。わずかな記憶とガイドブックを見て整理すると........ 

  

★2 階ツタンカーメン関係 

黄金のマスク... 尐年王のミイラが被っていた重さ 11kgの純金製。目の部

には水晶と黒曜石が使われ、額の上のヘビとコンドルは上

下エジプトを表す 

黄金の棺....... 内棺は 3重の人型棺の内 1番内側にあった棺、純金製で重

さ 110.4kg 胴体にはやはりヘビとコンドルが描かれてい

る、外棺は人型棺の木製 

カノポス櫃..... ミイラを作るとき取り出した内臓を入れる容器、金箔が張

られている その大きさから墓の中で組み立てられたもの

という 

黄金の玉座..... 背もたれにはツタンカーメンと王妃アンケセナーメンが

描かれている  肘掛には王のカルトゥーシュを守る翼を

広げたコプラが見られる 

カーの立像..... ツタンカーメン王の等身大の立像、カーとは守護霊を意味

する、左足を 1歩前に踏み出す姿は、甦りを意味する 

他にはパピルスの皮で作られたベッド、神輿に乗った山犬、太陽の舟などの

展示、それと矢車草の種もツタンカーメンの墓から見つかっているという。 
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★1 階の为な展示品 

ジョセル王..... 4800年前のもので、この博物館最古の展示品 

書記座像....... 書記は当時エリートであった、パピルスの巻物を膝にのせ

ている 

ハトシェプスト女王の像... 古代エジプト史上では異例の女性のファラオ、 

像は男性の姿で女王ではなく王として振舞った姿を現し 

ている 

クフ王座像..... わずか 7.5cmのクフ王像、クフ王の像は世界でこれ一つし

かない  

ラヘテプと妻ネフェルトの像... 男性の肌は褐色、女性の肌は白に美しく彩 

色された傑作 

アクエンアテン像... 長い顔、突き出たお腹のファラオの像が並ぶ 

メンカウラー王像... ギザの三大ピラミッドの一つを建てた王、ハトホル女

神と地方神とともに並ぶ像 

  

★2 階特別展示室の「ミイラ室」 

見学には別途 100 ポンド(2000円)必要、決してお安くはない。この部屋

はデリケートなミイラを保存する為温度、湿度、照明に細心の注意が払われ

ている。エジプトでは多くのミイラが作られているが、それは死後、魂は肉

体から離れた後、再び戻ってきて永遠に生きると信じられていたからなのだ。

ガイドが説明してくれたミイラの作り方はこうだ...... 

①遺体から内臓を取り出す、但し心臓は残す→死んでも再生復活があると考

えた為 

②防腐処理として炭酸ソーダに 40日間つける 

③脱水した後包帯でぐるぐる巻きにした 

このようにしてミイラを作り葬式を行った、葬式は 30日もかけて行われた

ので死後 70日後にお墓に入る。 

ファラオのミイラが出来ると、アヌビス神の仮面をかぶった神官が祝福をし

て、豪華な副葬品も飾られた。なお内臓はカノポス容器に収めて一緒に埋葬

された。 

 ここにはアブ．シンベル神殿などを建設した功績から、数多くのファラオ

の中でも特に有名なラムセス 2世のミイラ、トトメス 1世～4世までのミイ

ラ、ハトシェプスト女王のミイラなどがある。小さな横文字の説明文で、名

前を読み取ることが出来るのもこれくらい。その中でラムセス 2世のミイラ

は頭に髪の毛が残っており、３１００年も昔の人とは考えられず不思議な感

じがした。11.15"見学を終わりエジプト最後のランチに向かう。 

  

3 ランチはエジプトの家庭料理 
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 11.30"川べりのレストランに到着、かなり広い会場で結婚式も出来るよう

な会場になっていた。そこでガイドに聞いたのだが、エジプトの結婚につい

ては........ 

。結婚年齢は男３０歳、女２５歳...都会   

      男２３歳、女２０歳...田舎 

。結婚式費用は３０万円～５０万円が普通、お金持ちは２００万円かける 

。所帯については男がすべて準備する、女は台所関係のみ.....とか 

  

今日の料理は家庭料理とあったが、出されたのはマカロニとスパゲティーが

一緒に炒めてあり、それに揚げ物が３個大皿にのっていた。マカロニのほう

は特に味がなくてちょっと物足りない感じ、揚げ物は極普通の揚げ物だった。

ということで食べられるのだが、おいしいとかまずいという特徴のないもの

だった。ステラビールは初めて瓶ビールが出された、やはり瓶ビールのほう

が旨いような気がした。これでエジプトにおける食事はすべて終った、使わ

れている材料からすればいくらでも食べられるはず、でも箸が進まない。油

濃くて食べにくいのだ。いつも食べている日本料理にかなうものはないとい

うことだろう。12.15"食事を終って店を出る、入り口にはツタンカーメン王

のカーの立像があった。せっかくなのでカーの立像と記念写真を撮った。 

  

   
家庭料理のランチ             カーと一緒に記念撮影 
  

4 ハン．ハリーリの探索 

  
 12.40"ハン．ハリーリバザールに到着、現地では「カーン．エル．カリー

リ」と呼ばれる。ハンとは隊商宿のことで、かつてこの一帯に隊商宿が数多

くあった。１４世紀後半の改装工事に続き、数回の修復を経て現在の姿にな

った。たくさんの店が並び迷路のような細い通路に人がひしめいている。 

ここで１時間のフリータイムとなる、広場から細い通路に足を踏み入れると

まるで景色が変ってしまう。高さ 4m程までエジプト綿と思われる布製品が

びっしり並んでいるその前は身動きできないほどの人の波が続いており、そ
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れだけで圧倒されてしまう。われわれも探索を開始する、迷路のような通路

に入るとまったく方向感覚がなくなる、これでは間違いなく迷子になってし

まう。そこで左へ左へと曲がって行くことにして進むが、行けどもいけども

店があり、かつ枝道があるのだ。もちろん地元の人は通路がどのようになっ

ているのか頭に入っているのだろうが.......。 

あちこちからの呼び込み振り切りながらお目当ての品物がある一軒に入

った、ツタンカーメンの小さな置物だ。一個８ドルというので「ノー５ドル」

と言い返す、が全然引かない、そこで今度は「ツゥー１２ドル」と返すと「オ

ゥー、アリババ」ときた。何とそれでは盗賊だと言うのだ、何度もこれを繰

り返すもディスカントには忚じてくれず、結局こちらが折れてしまった。２

個１５ドルの買い物をして店を出ると、目の前にパピルスなどの小物を扱う

店がありそこへ入る。ここの店为は物静かな尐しお年寄りで、無理に押し付

けない。とても感じが良かったのでパピルスの絵と栞、それにポンドの小銭

分だけツタンカーメンやクレオパトラを描いた丸型のマグネットを孫用に

買った。とりあえずの買い物は出来たので、左へ左へ回って元の場所へもど

った。すると佐溝さんたちが「チャイ」というお茶(ハーブティー)を飲んで

いた、そこでわれわれも飲んでみようと席に着いた。緑の葉っぱにお湯を注

ぎ砂糖やミルクを入れて飲む。味は良かったが熱くてなかなか飲めないのが

難点だ、それに３ドルという値段は明らかに観光客向けだ、現地のお茶がそ

んな高い値段とは思えない。でもエジプトの雰囲気を堪能することはできた、

13.40"市場を後に空港へ向かう。 

 

   
市場前の広場               市場のひとこま 
  

5 子供のいたずらに悩まされる 
  

 14.25"空港着、すべての予定を終了した。何のトラブルもなく帰国できそ

うなのでヤレヤレ。エジプト航空 MS-0962は予定通り 18.00"大阪関西空港

に向け離陸した、くる時と同じように機内はがらがらだ。飛び立って１時間



 ５０ 

後くらいに機内食が出る、食事が終ると皆疲れているのだろう静かになる。

そのころにエジプト人の３人姉妹の子供が通路を走り回って遊んでいた。横

になっていたがうるさいので、尐しはなれた後ろの席に移動した。そのうち

尐し静かになったので元の席に戻った、ところがまた走り回っている。今度

はライトを点灯されて飛び起きたが、その辺りにはいない。しゃくにさわっ

たのでしばらく監視していると、一番小さい子がライトのスイッチを押して 

回っているのだ。近くに来た時に「ノー」と怖い顔してどなりつけたが、き

ょとんとしている。言葉が分からないからだが、再度来た時にもう一度大き

な声でしかりつけたが、スイッチのある肘掛から手を離そうとはせず、顔が

こわばっていた。その前から客室乗務員の呼び出しスイッチは押しているの

だが来てくれない、そのとき隣の通路を乗務員が通りかかったので呼び止め

た。事情を説明して子供たちを親の席へ引き取ってもらうことができやれや

れ。乗務員ももう尐し機内の様子に気を配ってほしいものだ。 

 そして無事に 12.25"関西国際空港に着陸してエジプトの旅は終った、こ

こからバスで名古屋まで戻り 16.15"名古屋駅に到着して解散となった。 
 

 


