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遺跡の宝庫を訪ねて 中東3カ国巡り 
 

Dr. Andrews Cross 

                          

 

 第 81 回アカデミー賞(映画芸術科学アカデミ

ー)の授賞式が 2 月 22 日(日本時間 23 日)，ロ

サンゼルスのコッダクシアターで行われ「おく

りびと」が外国語映画賞を受賞しました。1957

年に同賞が設けられて以来，日本映画の受賞は

初めて。日本作品初快挙！ 

 今や映画ブームとはいえ，シネコンの全盛で

大型スクリーンの単館映画館は激減してしまい

ました。そんな中，名匠デヴィッド・リーン生

誕 100 年記念として正月に国内最大級のスクリ

ーンで完全版・ニュープリントバージョンの

「アラビアのロレンス」がロードショー公開さ

れたので，スクリーンで見ることが出来る最後

の超大作を鑑賞しました。完成から 50 年近く

経つ今も，巨大なスケールの映像スペクタクル，

ドラマティックで奥深いストーリー，監督の名

演出とキャストの熱演，忘れられないテーマ音

楽，こんな作品は 2 度と作られることはないで

しょう。遥か遠い場所から水道を引いて砂漠の

真ん中に町を建設し，1 年 6 ヶ月かけて撮影し

た「アラビアのロレンス」は，第 35 回アカデ

ミー賞にて最優秀作品賞を始め 7 部門を獲得し

ました。この度は映画史上最大の遺産がスクリ

ーンに甦ったことより，古代オリエント文明の

華が咲き，多くの隊商たちが往きかい，そして

アラビアのロレンスを一躍有名にしたシリア，

ヨルダンおよびレバノンの探訪記としました。

この旅では，三大遺跡/バールベック・パルミ

ラ・ペトラ，新石器時代からの都市遺跡/ビブロ

ス，東西交易の中継地の繁栄/アレッポ旧市街，

“オリエントの真珠”/ダマスカス旧市街，要塞化

されたローマの円形劇場が残る/ボスラと，7 つ 

 

中東 3 カ国の地図 

 

世界遺産を訪ねました。 

 

 どこまでも続く砂漠(ヨルダンでは国土の50%，

シリアでは40%が砂漠)，古代文明を育み中世を

流れ現代も灌漑に水力発電に活躍している悠久

の流れユーフラテス，世界最低地にある湖・死

海など，大自然の変化に富んだヨルダンとシリ

アを 1995 年 8 月に旅しました。 

 古くは旧約聖書にも登場する首都アンマン，

紅海に面したリゾート地のアカバ，月の砂漠と

呼ばれるワディラム，死海など様々な観光が魅 
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生物が住めない海「死海」 

 

力の国，ヨルダン。中でも群を抜いて圧倒され

るのがペトラ遺跡です。 

 ペトラは死海の南約 80km に位置し，紀元前 

2 世紀頃アラビア半島の遊牧民族ナバテア人に

よって造られた盆地の町。最盛期の人口は約 3

万人。隊商都市として栄えたペトラはその後，

紀元 106 年にローマ帝国に占領されました。ペ

トラ観光は，メインゲートから約 1.2km 歩いて

岩と岩の狭間にできたペトラ遺跡への秘密の入

口シクからスタート。午前中はシクの岩肌が陽

に照らされ薔薇色に輝くので，薔薇色のペトラ

といわれる所以。シクの崖は高い所で約 100m

あり，頭上には突き抜けるような青空が。赤い

シクと空の青とのコントラストが最高に綺麗で

した。シクをゆっくり歩いて抜けていくと道の

向こう側に何かが見えてきて，胸を踊らせなが

ら更に進んでいくと，目の前に広がるのは「エ

ル・カズネ」。シクの間から「エル・カズネ」

が見えた瞬間，息を呑み，全容が現われた時に

はその素晴らしさに溜息が漏れました。圧倒的

な存在感，それがペトラ遺跡の「エル・カズ

ネ」です。あまりにも現実離れした風景に，ま

るで映画のセットの中を歩いているような感覚

になりました。実際，この場所は大ヒットした

映画「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」のロ

ケ地としても知られています。 

 

 

 

両脇から押しつぶさんばかりに迫る間を進む正面に 

聳える「エル・カズネ」 
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インディ・ジョーンズの世界「エル・カズネ」 

 

 この「エル・カズネ」はアラビア語で「宝物

殿」を意味し，紀元前 25 年にナバテア王アレ

タス 4 世により建造されました。「宝物殿」で 

は様々な建築美術，文化の影響を見ることがで

きます。ナバテア，ギリシア，エジプト，アッ

シリアの神々，伝説の生き物，建築技術がモザ

イクのように取り入れられています。彫刻され

ている神々の像が「死」を象徴することから，

葬祭に使われたとする説や重要な客人を迎える

ための迎賓館など諸説は様々ですが，その神秘

的な建築物は何のために造られたのか，はっき

りわかっていません。 

 収容人数約 6,000 人のローマ劇場，列柱道路，

大神殿を抜けると，登り道が始まります。途中，

ライオンの墓を見て，800 段ほどの階段を登り

「エル・カズネ」より大きな「エド・ディル」

へと。これはペトラで最大の建築物で，ナバテ

ア人の神殿の跡です。正面の広場に面した壁に

穿たれた十字の印のために「エド・ディル」

(修道院)と呼ばれています。その大きさ，荘厳

さではペトラ随一。これを見ずしてペトラは語

れません。最奥部の「エド・ディル」まで訪ね

てこそ，ペトラなのです。 

 一日中自分の足で歩くペトラ遺跡。ホテルに

到着すると，得もいえぬ心地よい疲れが体を包

み，満足感で心も満たされました。 

 

 

ペトラの最も奥まったところにある「エド・ディル」 



  －機器・試薬 32(2)，2009－ 

  －304－ 

 

アラビアのロレンスになりきる筆者 

 ヨルダンではペトラのほか，死海，ビザンチ

ン時代のパレスチナ地図のモザイクが残るマバ

ダの聖ゲオルグ教会，預言者モーゼ終焉の地ネ

ボ山，紅海に面したアカバ，砂漠ワディ・ラム

などに立ち寄りました。ワディ・ラムはヌビア

砂漠の東にあるラム山(1,754m)を中心に赤い土

と流砂の大地が続きます。第一次世界大戦前後

に「アラビアのロレンス」が活躍した舞台のひ

とつで，映画では多くのシーンがこの地で撮影

されました。 

 国境を越えてシリアに入り，ほぼ往時の姿を

残すローマ劇場などボスラの観光後，首都ダマ

スカスへと。 

 

 

 

 

アラビアのロレンスの舞台「月の谷」といわれるワディ・ラム 

 

 

ローマ時代の都市遺跡ジェラシュ 
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 イスラム教初期のモスク「ウマイヤド・モスク」 

 

 ほぼ完全な姿のパルミラの円形劇場 

 

 ダマスカスは，イスラム教はおろかその源流

であるユダヤ教が生まれる以前よりその地理的

要因から重要な地でした。この地は地中海と現

在の中東地域を結ぶ交易の要衝であり，最初の

イスラム王朝ウマイヤ朝の都と定められました。 

 この時代のダマスカスには，イスラム教拡大

のため，早急なモスク建造が必要とされていま

した。時の 6 代目カリフ，ワリード 1 世は，キ

リスト教の聖ヨハネ聖堂を接収し，モスクの建

造を命じ，初期にはモスクとキリスト教の聖堂

が 1 つの建物に共存するような形態でした。現

在，「ウマイヤド・モスク」と呼ばれるこのモ

スクは，イスラム教初期の様相を垣間見ること

ができるだけでなく，内部に残る洗礼者ヨハネ

の墓やメッカの方向に向いていないモスクの建

物そのものの向きなど，キリスト教聖堂の頃の

名残も今なお残っています。 

 ダマスカスでは，招かざる客で結婚披露宴に

飛び入り参加やスルーガイドの家を訪問しまし

た。日常品から高価な金細工まで様々な物が売

られ，香辛料の独特な香りが漂うダマスカスの

スークを後にして，ダマスカスの北東約 200km

に位置するパルミラを目指し，シリア砂漠を北

上。 

 容赦なく降り注ぐ日差しを遮るものは何もな

く，道端の羊は暑そう。そんな大きなお世話を

感じつつも，地平線の彼方まで広がっている砂

漠の中をバスが進んでいくと，蜃気楼の中から 
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 鼈甲色から茜色に染まり行く遺跡群 

 

 シリア砂漠のほぼ中央にあるオアシスに 

造られた隊商都市パルミラ        

 

忽然と巨大な石柱が目の前に。「なぜ，こんな

砂漠のど真ん中に・・・。」誰もが驚く場所に，

遺跡は雄大に聳え立っていたのです。 

 パルミラは，北と西を囲むように聳える山脈

から地下水が流れ出ているため，古代よりオア

シスの町として栄えてきました。ローマ時代に

は，中国とヨーロッパを結ぶシルクロードの隊

商都市として栄え，現在見られる遺跡の主要な

ものは，ほとんどこのローマ時代に建設された

ものです。 

 パルミラの名は，ナツメヤシを意味する「パ

ルマ」というギリシア語から由来しています。

また，町はもともと「タドモル」と呼ばれてい

ましたが，これも古代セム後のナツメヤシ(タ

マル)からで，その名の通りここはナツメヤシ

の木が生い茂る，広さ  6,000㎡を超える一大オ

アシス都市。 

 パルミラのホテルに着いたのは，陽も大分傾

いた夕刻でした。ホテルの部屋に入って一服し

てから，バスで，風が心地よくなった遺跡へと

向かいました。目指すは遺構のはずれの小高い

丘の上に聳える「アラブの砦」。高さ 150m の

岩山に造られたこの城砦の一部は，12 世紀のア

イユーブ朝のもので，十字軍の攻撃に備えた場



－機器・試薬 32(2)，2009－   

－307－   

所でもありました。夕暮れにここに登れば，斜

陽の日差しが茜色に染め上げる遺跡群が見渡せ

るのです。眼下に眺める遺跡の，広漠としたシ

リア砂漠の中にぽつりとたたずむ姿は，一幅の

絵のような美しさ。現代の匂いを感じさせるも

のが何もない，いにしえの栄華の中に漂う遺跡

はパルミラならではの神々しさを輝かせていま

した。鼈甲色から茜色に染まり行く遺跡は，そ

の中を歩き廻るだけでは決して得ることのでき

ない感動を与えてくれます。見とれているうち

に列柱の影は茜色から，漆黒の闇の中に溶けて

いきました。 

 翌朝，辺りがまだ闇に抱かれた時間から起き

だして，遺跡の中へ朝日を見に行きました。列

柱道路に向かって左側がベストポイントで，列

柱の向こうに昇る朝日を拝みました。漆黒の闇

から飴色に変わるパルミラの黎明。夕日よりも

遥かに温もりいっぱいの日差しが遺跡群を照ら

し出します。何があっても絶対に見逃せない美

しさ。 

 パルミラの町のメインストリートである全長

1.5km の列柱道路は，繁栄当時 750 本の柱が並

ぶ壮大なもので，現在でもその一部をはっきり

と見ることができます。道路の中央には，4 つ

の石柱で構成されている四面門があります。エ

ジプト産の紅色の花崗岩に施された繊細な彫刻

が素晴らしいこの門や，パルミラ遺跡の中で最

大の偉容を誇るベル神殿などの壮大な遺跡群を

眺めていると，時間の感覚を飛び超え，繁栄し

ていた時代の活気が伝わってきました。 

 シリアではこのほか，ディレゾールでユーフ

ラテス川沿いの古代遺跡，デュラ・ヨウロボス

でギリシア植民都市時代の軍事都市遺跡，ラッ

カでモンゴルの襲来によって破壊された都市遺

跡，ラサファで 5 世紀に建てられた教会遺跡，

アレッポで自然の丘の上に建つアレッポ城など

を見学しました。 

 ヨルダンとシリアは，歴史だけでなく，美の

探求にも余念のない旅でした。 

 

 2005 年  5 月にトルコのイスタンブールで第 

23 回 WASPaLM がありました。いつもの寄り道

旅行で，海上の道が縦横に走り沿岸に多くの港

を擁する紺碧の海・地中海，3,000m を越す高峰

を持つレバノン山脈と変化に富み「中東のスイ

ス」とも呼ばれるレバノンの大自然や遺跡を満

喫してきました。ベイルート，ビブロス，バー

ルベックは，レバノン観光の 3B と称されてい

ます。 

 1975 年から 15 年間にわたる内戦によって，

ベイルートの半分が瓦礫と化しました。1989 年

にサウジアラビアのタイーフにおいて一応の終

結がなされ，1990 年に第 2 共和制が誕生してか

らは，戦後の復興と新しい都市造りに向けての 

 

 ベイルートの内戦の爪痕 
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 地中海に浮かぶ巨大な岩「鳩の岩」 

 

努力がなされています。訪問時は，町中が活気

に満ち溢れ，建設中のビルからも，クラクショ

ンが鳴り響く通りからも，新しい時代を造り出

すパワーがみなぎっていました。その一方，近

代的なビルが建ち並ぶ清潔感のある街には，過

去の過ちを戒めるために，内戦の爪痕を数ヶ所

保存してありました。 

 地中海側のレバノン山脈とシリア側のアン

チ・レバノン山脈に挟まれたベーカー平原の北

に位置する町バールベックは，フェニキアの土

着信仰「バール」の神々とローマの神とを融合

させ，歴代のローマ帝国が 200 年を超える歳月

をかけて建設したローマ帝国最大の聖地です。 

 入口から石段を登り，六角形の前庭に入って

いくと，6 つの面にはそれぞれ古代シリアの

神々が浮き彫りにされています。前庭を通り抜

けると広大な大庭があり，「ジュピター神殿」

に上がっていく壮大な石段があります。太陽神

ジュピターに捧げられた幅 50m，奥行き 89m の

巨大な神殿は，アテネの「パルテノン神殿」よ

りもはるかに大きいです。現在は 6 本の石柱が

残っているだけですが，その巨大な柱からこの

「ジュピター神殿」がいかに壮大であったかが

うかがい知れます。6 本の柱が支えている梁に

は，ライオンの頭などの彫刻が施されています。

レバノン内戦の激しい時，パレスチナ・ゲリラ

の射的訓練のために，この石柱が標的となった 

 

ジュピター神殿跡の残された世界最大の 6 本の大列柱 

 

といわれていますが，遠目にはその損傷など判

らないほど，この石柱は巨大でした。「ジュピ

ター神殿」の南にある華麗な神殿「バッカス神

殿」は，保存状態が大変よく，屋根以外は原形

を保っています。幅 36m，奥行き 68m の大きな

神殿を 42 本の円柱が取り巻いており，下から

見上げるとフェニックスや有翼の神のレリーフ
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などが飾られていました。「バッカス神殿」か

ら道を隔てた東側には「ビーナス神殿」の址が

ありますが，すでに破壊されつくし，ほとんど

原型をとどめていないのが残念です。 

 バールベックは，異文化が渾然一体となった

聖地でしたが，391 年にローマ帝国がキリスト

教を国教にすると神殿建設は中断。「ユビテル

神殿」の一部は破壊され，大中庭にはキリスト

教のバジリカが建設されました。その後もイス

ラム教徒による破壊や大地震による倒壊，20 世

紀後半の内戦などで大きな痛手を受けました。

古代の聖地は「破壊の歴史の博物館」とも呼ば

れますが，その中でも今なお壮大なこの遺構は，

往時の華やかさを十分に想像させてくれます。 

 レバノン北西部は，レバノンで最も美しい風

景を持つ地域です。レバノンの国旗となってい

るレバノン杉は，古くから土地の豊かさの象徴

でもありました。ビブロスは，約 7000 年前の

先史時代の住居跡から 11 世紀の十字軍の要塞

まで一堂に会しており，フェニキア人が生み出

したアルファベットのもとになった「フェニキ

ア文字」が考案された地としても有名です。 

 レバノンの旅行は，素晴らしい文化的遺産と

根強く残る民族の争いを身近に感じる感慨深い

旅でした。 

 

 最古の文明メソポタミアの中心地マリ，聖書

の世界から初期キリスト教の教会遺跡，十字軍

時代からアラブのモスクまで 5000 年の歴史を旅 

 

国旗に描かれた永遠と高潔さを表すレバノン杉 

 

しました。世界中には，様々な遺跡が存在しま

す。それらは時を超えて，私たちをロマンに溢

れる世界へと誘ってくれます。なかでも中東は，

旅人を魅了する遺跡の宝庫であり，一度は訪れ

てみてください。 

 
 


