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♦スーダン国立博物館ガイド

１．ヌビアの神殿を救済せよ

　1959 年、エジプトのナセル大統領は、ナイル川の氾濫防止と灌漑のためにアスワンに巨大ダムの建設を決定

し、1964 年に完成させた。1960 年にユネスコは遺跡の救済キャンペーンを開始し、考古学者達は４年で古代遺

跡の調査記録とエジプト・スーダンヌビアの建造物群を救済しなくてはならなかった。なぜなら、このダムは全長

500㎞に及ぶ巨大な湖を作り出したからである。そして、エジプト側はナセル湖、スーダン側はヌビア湖と呼ばれた。

エジプトでは多くの神殿が移動し、そのための膨大な作業が行われた。例えばアブ・シンベルの巨大神殿の移築は

フランス隊、カラブシャ神殿はドイツ隊が行った（写真①）。イシスの聖所でありメロエの多くの人々が訪れたフィ

ラエ神殿は、最後に水没した状態から、イタリア隊が移築した。スーダンでは、神殿が小さくかつ、近隣にそれを

保護できる機関もなかった。このため神殿をハルツームまで移動させることになった。3 つの神殿と数件の建造物

がその内訳である。

　ハルツームの降水量（年間平均 150mm）は、元々の遺跡があった北部地域（年間平均 2.5mm）に比べて多いため、

保護のために鉛の土台の上に移築され、さらには屋根も設けられた。現在、スーダン国立博物館の庭で見ることの

できる神殿は常に屋根で覆われている。当初の計画では、乾季に屋根をスライドさせる予定であったのが（写真②）、

糞害がひどいため、結果的に屋根は一年中閉じたままとなった（写真③）。

　

　現在、博物館のある場所はかつての動物園の横であり、そこをヌビアの神殿を保存する場所とした。かつて、遺

跡や遺物はハルツーム大学の別館に保管されていたが、ユネスコによるヌビア遺跡群救済キャンペーンが、新しい

国立博物館の建設のきっかけを作った。同館の建設は東ドイツの建築家フリードリヒ・ヒンケルの多大なる貢献に

よって進められた。彼のアイデアは、博物館の庭を掘ることで小さなナイル川を再現し（写真④）、もともとの神

殿があった場所に同じ向きでそれらを配置するというものであった。新博物館は 1971 年に開館し、ヒンケルはそ

の仕事が終了した後もスーダン考古局に残り、スポンサーの援助を得ながらメロエピラミッドの修復作業を行った。

写真①　カラブシャ神殿（提供：関広） 写真②　ブヘン神殿スライド式覆屋（提供：関広）

写真③　ブヘン神殿覆屋内部（提供：関広） 写真④　博物館庭のナイル川復元（提供：関広）
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　ヌビア遺跡群救済キャンペーンで、多くの新しい発掘調査隊がスーダンを訪れた。世界的にも最も古い文明の遺

跡を救うのに 4 年という期間はあまりにも短く、大勢の専門家が必要とされ、イギリス、アメリカ、ドイツ、ス

ペインに加え、インド、アルゼンチン、ガーナなど、およそ 21 ヶ国、30 の調査隊からの申し出があった。

　フランスはこのプロジェクトの最初から協力をしていた。スーダンは 1956 年に独立し、スーダン人はイギリス

人ではない考古学の代表を望み、スーダン人専門家が育成されるのを待つ一方で、その役割をフランス人に依頼

したのである。そのフランス人こそが、リール大学教授で、スーダン考古局の中にフランス考古学調査室 (SFDAS)

を創設した J. ベルクテールであった。その後もフランスは特別な位置づけにあり、国立博物館内に調査室を構え、

考古局との密接な連携をとり続けている。また、考古局の職員の多くは、リール第３大学で博士号を取得している。

　博物館の庭にある３つの神殿は、エジプト中王国期のファラオが、巨大な要塞内で建造したものである。さらに

紀元前 2000 年頃のケルマ王国から、それらを守ろうとしていた。エジプト人が神殿を建造したのは、ナイル川急

湍の神々をあがめるためであったのだが、その多くは羊頭のクヌム神と妻のサティス、そして娘のアヌキスに捧げ

られていた。ほかには、これらの要塞周辺にあった駐屯地で信仰されていた神々に捧げられた。

　当初、聖所は煉瓦で作られていたが、エジプト人がケルマ王国を侵略した時、それらの神殿を砂岩で建造しなお

した。そしてファラオは至聖所に「先人が建てた神殿よりも、巨大で堅牢な神殿を建設した」と記すのを好んだ。

ヌビアが、トトメス 2 世、彼の有名な妻であるハトシェプスト女王（ブヘン神殿がそのよい例）、そしてハトシェ

プスト女王の後継者であるトトメス 3 世の支配下のことである。

（スーダン歴史クルーズ Vol.1：2019 年 10 月２日掲載）

  ２．1 つの国でも名前は５つ！

　現在のスーダンという名称が使われるようなったのはごく最近で、それまでいろんな名称が使われていた。

★名称１「タ・セティ」

　古代エジプトでは最初、「弓の土地」（当時のエジプトの言葉でタ・セティ）と呼ばれていた。なぜならスーダン

の住民が常に熟達した弓の使い手だったからである。後の時代、アラブの歴史家が、最初のムスリムによるオール

ド・ドンゴラ襲撃について触れるとき、彼らのことを「瞳を射る人」と呼ぶのはこのためである。

★名称２「クシュ」

　 紀元前 2000 年頃から、古代スーダンがエジプトの文献では「クシュ」という名前で呼ばれるようになり、ヘ

ブライ語版の聖書でもそれが見られるようになっていった。クシュ人が自らをそのように呼んでいたとも考えられ

る。この名称はメロエ後期まで残り、そこでは「クシャ」（Qes と綴られる）という王国の名前で記された。

★名称３「エチオピア」　

　ギリシャ人が、彼らの存在に気付いたのは、紀元前 650 年以降に下エジプトのナウクラティスに住み始めてか

らである。ギリシャ人は、彼ら黒人のことを「焼けた顔」という意味の「エシオプス」と呼んだ。それが「エチ

オピア」の由来である。この名前は第 2 時世界大戦まで古代スーダンを示す名前として使われた。これは Jean 

Leclant の 1950 年代の論文「 Enquête sur les sacerdoces et les sanctuaires égyptiens à l’époque “éthiopienne”（ 「エ

チオピア」時代のエジプトの神権・神殿に関する調査）」に見ることができる。アビシニアがエチオピアと呼ばれ

るようになったのはずっと最近のことである。皇帝ハイレ・セラシエは、聖書内に使用されているエチオピアとい

う名前を、偉大なる過去との繋がりを求めて国名とした。
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★　名称４・５「スーダン」と「ヌビア」

　また「スーダン」という名前はアラビア語で「黒人の土地」という意味である。他に「ヌビア人」という単語か

ら派生した「ヌバ」という名称があり、中世以降、使用されるようになった。それはクシュ人の子孫であるメロエ

人が、最も敵対していた人々に対してつけた名前である。ヌビア人はダルフール地域やコルドファン地域からやっ

てきた人々であるが、彼らの言語や民族性は非常に近かった。それらの民族は彼ら自身を、「マグル」と呼んでい

たようであるが、メロエ人は彼らをメロエの言葉で「ヌバ」とよび、それが、「ヌビアン（ヌビア人）」という名称

になった。 これはエジプトの言葉で「金」をあらわす「ネブ」（コプト語では「ノブ」）とは関係がない。エジプ

トの人々は「ヌビア（ヌバ）」や「ヌビア人」という単語を使わなかった。しかし、エジプト学者は、古代スーダ

ンの人々を指すのにときどき「ヌビア人」という言葉を使った。

　1 つの国に「弓の土地」「クシュ」「エチオピア」「ヌビア（ヌバ）」そして「スーダン」という５つの名前がつけ

られたのである。

（スーダン歴史クルーズ Vol.2：2019 年 10 月 10 日掲載）

３．スーダン考古学のあけぼの

　フレデリック・カイヨーは、スーダンに初めて訪れた西洋の学者で、1820-1822 年に滞在した。エジプトでナ

ポレオンに学者チームが同伴していたように、カイヨーはムハンマド・アリーの息子であるイスマーイール・パシャ

に同行していた。アリーはナポレオンを崇拝し、植民支配の遠征に学術的な色を加えたいと望んでいた。そのた

め、彼はフランス人やイギリス人の学者、数人を彼の遠征隊に招待した。このアリーの意向で、カイヨーは 1820

‐1822 年にスーダンを訪れた。そして数年後、スーダンは彼が作ったイラスト付きの書物で、フランスとヨーロッ

パに知られることになったのである。

　さて、もしムサウワラートを訪れることがあれば、一番大きなテラスの裏手を見に行ってほしい。ふたりのフラ

ンス人の落書きがサバンナの中で消えゆくさまを目の当たりにするだろう。この落書きは、ひとつはカイヨーのも

ので、 もうひとつはウィリアム・バンクスの探検隊でやってきたリナン・ドゥ・ベルフォンのものである。ほぼ同

時に書かれた落書きは、ふたりが明らかにライバル関係であったことを示している。特に注目したいのは、カイヨー

はフランスに派遣されたと記し、 一方のベルフォンはイギリスによって派遣されたと記している点である。

　エジプトの植民地支配がアリーの下で進められている間の考古学的な調査記録は、ほとんどない。しかし、

1842 年にプロイセン国王が調査隊を結成した。そしてその調査隊長は、当時、最高のエジプト学者であり、シャ

ンポリオンの後継者でもあったドイツ人のカール・リヒャルト・レプシウスであった。それまで、レプシウスが訪

れていたのはエジプトのナイル渓谷あったが、調査隊を率いてさらに上流のスーダンの中心まで訪れることになっ

た。

　かのシャンポリオンは、フランス国王が調査隊を送るよりも 20 年前からエジプトに来ていたが、第２急湍から

上流に行くことはなかった。そこをレプシウスはメロエまで南下し、またさらに南下して遺物を収集したのである。

これがなぜ、スーダンの遺物に関してベルリン博物館が、ヨーロッパで一番豊富なコレクションを持っているかと

いう理由である。大量の遺物を積んだ船が、1845 年にハンブルグに戻ってきた。レプシウスが出版した「Denkmäler 

aus Aegypten und Nubien ( エジプトとヌビアの遺跡 )」（以下、デンクメーラー）は、多くの文章と図版からなり、

カイヨーのものよりも正確であったため、この地域への理解を広めるものとなった。

　カイヨーはエジプト語を知らなかったが、レプシウスは卓越したエジプト学者であったため、文字をうまく書き
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写していたのである。 このデンクメーラーは、少なくともスーダンにおける科学的な記録と位置付けられている。

その直後、フリーランスの探検家の時代がやってきた。その中の一人、イタリアの医者（ギュゼッペ・フェルリー

ニ）はメロエの財宝を発見しようとしていた。彼はもっとも美しいピラミッド群を火薬で単に吹き飛ばし、ついに

装飾品の入った容器を発見した。

　しかし、それらの売却は困難であった。なぜなら、これらの装飾品は、エジプト美術という観点からすると奇妙

であったからである。レプシウスは、それらが実際にメロエから発見されたものであり、粗悪な偽物ではないこと

を証明しなければならなかった。装飾品の半分はプロイセン国王が購入し、残りの半分はバタヴィア国王が購入し

た。そのため、それらは、現在、ベルリン博物館とミュンヘン博物館に保管されている。

　レプシウスとフェルリーニの活動後、スーダンではエジプトの植民地支配に対しマフディー運動が起こった。植

民地は西欧から援助を受けており、監理官の多くはキリスト教信者であった。スーダン人はこれに反発、マフディー

国家による支配を確立し、約 12 年間存続させた。同運動を指揮していたマフディーは 1885 年に亡くなったが、

彼の右腕であったアブドゥッラーが後継者となり、支配を引き継いだ。この間、当然ながら考古学調査は行われな

かった。

　1896-1898 年にかけ、イギリスはキッチナー指揮のもと、マフディー軍を征服し、新しい植民地政府を作った。

それがイギリス・エジプト領スーダン（英埃領スーダン）である。新政府樹立ののち、考古学者がスーダンに戻り

始めた。最初はイギリス人研究者が多かったが、その後ドイツ人が続いた。一方、フランス人はエジプトに魅せら

れていたため、彼らがスーダンに興味を示すまでには長い時間を要した。大英博物館とベルリン博物館と比べて、

フランスのルーブル美術館にスーダンの重要なコレクションが少ないのはこのためとされている。

（スーダン歴史クルーズ Vol.3：2019 年 10 月 15 日掲載）
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４．ファラス大聖堂の列柱

　ファラスは、中世スーダン最初の王国、ノバティアの首都であっ

た。ついで北部地域では、紀元前 7 世紀にキリスト教を国教とする、

マクリアが建国された。

　ファラスの大聖堂は、1960 年代にポーランド隊によって発見さ

れた。彼らは現在に至るまでスーダンのキリスト教期の遺跡を専門

に扱っている。

　アスワンハイダムの建設に伴い、ファラスが水没してしまったた

め、同隊は現在、マクリアの首都であったオールド・ドンゴラで発

掘作業を行っている。その大聖堂から運ばれたこれらの柱は、急湍

で採石した花崗岩から作られている。ヌビアの神殿は砂岩から作ら

れたが、急湍はその砂岩よりも頑丈な花崗岩を産出するスーダンで

唯一の場所なのである。

　ポーランド隊の活躍はこれだけではない。スーダン国立博物館２

階の常設展示である大聖堂の素晴らしいフレスコ画の保存も彼らが

実施したのである。

（スーダン歴史クルーズ Vol.4：2019 年 10 月 23 日掲載）

関連遺跡位置図

ファラス遺跡からの移築列柱（提供：関広）
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５．アクシャ神殿の壁画

　アクシャ神殿は紀元前 1250 年頃、ラムセス２世によって建設さ

れた。ナイル川の近くに建設され、移築当時すでに洪水の被害をか

なり受けていたため、神殿を完全に救うことは不可能であった。フ

ランス政府からの財政支援により、入口を構成していた塔門西側の

みをハルツームに移築することができた。一方、ブヘン神殿はアメ

リカとイギリスの支援で移築された。

　移築された塔門には、ファラオがエジプト王朝の神であるアメン

神を崇拝している姿が完全に保存されている（写真①）。アクシャ

神殿は、このアメン神とラムセス２世自身の彫像に捧げられ、「ヌ

ビアのラムセスの家」と呼ばれた。ラムセス２世は、自身を神格化

した王が、ヌビアに神殿を建設するという古い伝統を継承したので

ある。この習慣は、2 世紀前のソレブに造られたアメンホテプ 3 世

の大神殿に始まった。

　ソレブの神殿同様、壁には支配下の人々が、時に写実的に、また

時に象徴的に描かれている。それぞれ人々の身体的特徴も描かれた。腕は縛られ、盾（じつは、要塞都市をシンボ

ル化したもの）を胴で支えているかのように描かれた（写真②）。彼らは地理的な位置によって描かれる場所も異なっ

ている。リビア人は西に、アジア人や中近東の人々は北に、そしてヌビア人は南に描かれた。なお、ヌビア人は明

らかにアフリカ的特徴が強調されている。最初に描れるのは、300 年後にケルマの勇猛な弓使いたちがエジプト

に対抗するというような難局を回避した伝統的な言い回しである「哀れなクシュ」として知られる囚人である。　

　　（スーダン歴史クルーズ Vol.5：2019 年 10 月 29 日掲載）

関連遺跡位置図

写真②エジプトに征服された人々

写真①アメン神を崇拝するファラオ
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６．ハトシェプストのブヘン神殿

　この神殿は第２急湍の聖所の中で、最も保存状態が良いものの一

つであり、ブヘンにある一番巨大な要塞の近くにあった。この神殿

はホルス神に捧げられ、その入口にはハヤブサの記号と共に「ホル

ス、ブヘンの主」と描かれている。

　

　ブヘン神殿はトトメス 1 世の娘であるハトシェプストによって

建てられた。彼女は王位を引き継ぐとすぐに、敬愛する父のために、

トトメス１世のモニュメントを全て壊し、より美しく作り直すこと

を決意した。この、親孝行により、トトメス 1 世の治世の神殿は

殆ど残存していないのである。神殿の周囲に作られた列柱は、この

トトメス 1 世期からハトシェプスト期への遷移を示している（写

真①）。ペリスタイル（列柱郭）と呼ばれるこの様式は、後にギリシャ、

特にパルテノン、ヘレニズム期の主だった聖所すべてに用いられた。

　ハトシェプストは彼女の兄弟であるトトメス 2 世と結婚したが、

彼の治世は短いものであり、その後、未亡人となったハトシェプス

トは、子どもたちの摂政を行った。しかしトトメスと呼ばれた長男

は、彼女の息子ではなく、実は第 2 夫人の息子であった。彼は王

位を継承することになっていたが、ハトシェプストは権力の座に居

座り続け、間もなく彼女の摂政は完全な支配へとつながった。ハト

シェプストは彼女自身を筋骨たくましい王として描かせ、彼女自身

の手で敵を殺害している場面も描かせた。

　トトメスが成人してからも、ハトシェプストの支配は長く続いた。

トトメスが王位につき、彼の叔母と継母が亡くなった後に、ハトシェ

プストの記録を消し去ることにした。彼女の彫刻を壊すのではなく、

名前を消すように命じた。そのため、ハトシェプストの名前が残っ

ている神殿はどこにも見つけることができない。近くで見てみると、

ハトシェプストの名前の彫られたカルトゥーシュが削り取られ、そ

の上にトトメス 3 世の名が刻まれているのがわかる。おなじよう

なことが第 18 王朝にも何度か起き、そしてアクエンアテンの治世

でも起きた。アクエンアテンが唯一神の信仰を広めたとき、アメン

神の名前をあらゆる所から消したのだ。そして、それに続くツタン

カーメンの治世で、今度はアクエンアテンの名前が消されることと

なった。学者たちはこのことを「ダムナティオ・メモリアエ（ラテ

ン語で「記憶の破壊」）」と呼ぶ。そのため、エジプトの芸術や地政

学的影響力が頂点を極め、もっとも巨大で力溢れる時代と重なった

にもかかわらず、この第 18 王朝の記録はとても少ないのである。

　ブヘン神殿に入ってみよう。清められ、完全に体毛を剃り、白い

布をまとった神官のみが、このブヘン神殿の内部へと入ることがで

きた。ここにはかつて扉があり、扉の蝶番があったことを示す扉枠

関連遺跡位置図

写真①ブヘン神殿覆屋内部

【参考写真】壁面の一部（提供：関広）
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がある。柱の並ぶ広間と方形の部屋が直

線的に続く多くのエジプト神殿と比べ、

この聖所の建築はとても奇妙で、その平

面形は、ハトシェプスト女王の建築家で

あったセネンムトの設計の特徴である雷

文状を呈する。王家の谷に残るいたずら

書きによると、彼は他の建築家よりも女

王の近くにいたようである（写真②）。

　カルナック神殿にある女王のオベリスクには、アメン神がハトシェプストに

戴冠している場面が描かれている。女王がアメン神に対して背を向けているこ

とから、そのことがわかる。アメン神は、ファラオがかぶる二重冠をハトシェ

プストの首筋に付けている。彼女の向かいには、皇太子の守護神である、イン

ムテフの彫像がある。つまりそれは、トトメス 3 世を表していると考えられる。

彼は、彼の時代が来ることを待ちわびていたのだ！

　

　トト神を示すトキがどのようにカルトゥーシュに彫られているかに注目して

見ると、トトメスの名前の開始部分がハトシェプストの名前から置き換えられ

ていることがわかる（写真③）。

　ハトシェプスト治世下のエジプト芸術は、しばしば「女性らしい」また「柔

らかい」と形容される。それはここでも例外ではない。例えば聖所の中で一頭

の雌牛が産まれたての仔牛を舐めており、一方

その横ではアフリカ的な特徴をもつヌビア少年

が、巨大な牛の角から作られた竪琴を弾いてい

る（写真④）。

　今、われわれは、かつては神官のみが入るこ

との出来た至聖所にいる。そこでは毎朝、神官

が神の彫像から服を取り、それを洗い、聖油で

清め、新しい服と宝石を身につけさせた。聖所

から去るときには、後ろ向きに歩き自分の足跡

を消しながら下がった。ここには、この神殿の

主神であるホルスの彫像があった。一度も修復

はされていないのにもかかわらず、顔料がしっ

かりと残っているのは驚くべきことである。経

年変化で退色し青色は緑がかってしまったが、

それでも全体的に見れば、非常に素晴らしい状

態だと言える。

　ハトシェプストは常に王として描かれ、女性

としては描かれない。この描写ではホルス神に

向き合っている。テーブルには様々なパンと仔

牛の頭部を含む肉が置かれ、女王が大切そうに

神に壺を渡そうとしており、redi irep「ワイン

写真②ハトシェプスト女王即位の様子

写真③カルトゥーシュ

写真④竪琴を弾くヌビア少年

写真⑤ホルス神に壺を渡すハトシェプスト女王
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を与える」というヒエログリフも書かれている。ファラオから神々への主な捧げ物の一つにこの高価な飲み物があっ

た（写真⑤）。

　至聖所の背後にある部屋には、この神殿の主神であるホルス神が奥壁に唯一ほぼ完全な状態で保存されている。

しかしながら、ヒエログリフは下の部分のみが現存している（写真⑥）。奇妙なことに、向かい合っているファラ

オのカルトゥーシュはトトメス 3 世の名で置き換えられたハトシェプストのものではない。それはトトメス３世

の父であり、ハトシェプスト女王の夫であり兄弟でもあるトトメス２世 の即位名、アアケペルエンラーである。

　ホルスは全ファラオの神話上の先祖である。エジプト神話では、ホルスの父であり地球を支配したオシリスは砂

漠の神である彼の兄弟のセトに殺され、切り刻まれエジプト中にばら撒かれた。オシリスの妻であり姉妹でもあっ

た者は、遺体の全てを拾い集めた後に、包帯でくるんで最初のミイラを作り、魔術で復活させたのだ。彼女はオシ

リスが冥界に行く前に、彼の子供であるホルスを懐妊した。一方、オシリスはその後、冥界の王となった。このホ

ルスは、ブヘンのホルスとしては表されない。

　

　王に関する記載があったと考えられるヒエログリフの上半分は消えてしまっているが、パピルスの茂みを表す文

字の後に、街を意味する大きな２つの丸い記号が続いている。それらの記号は、「ケンミス」というナイルデルタ

　　　写真⑥ホルス神に向き合うトトメス２世
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の伝説上の町の名前の最後の部分を示してい

る。「ケンミス」は、オシリス神の死後、イ

シス神が彼らの息子であるホルス神をパピル

スの草むらの中で育てたため、セト神から見

つからずに済んだという伝説がある場所であ

る。ホルス神が成人した時、セト神と対決す

ることとなった。ホルス神はセト神を打ち負

かし、彼の父親の遺産であるエジプト王国を

取り戻した。

　顔料の保存状態の良さが際だつヒエログリ

フ（象形文字）には驚かざるを得ない。全て

のヒエログリフが、あたかも小さな絵画であ

るかのようだ。

★「〜のような」という前置詞（写真⑦）

　例えば、ここには「太陽の様に」（ミレ）と書かれている。ここで「〜のような」という前置詞である「ミ」は、

黄色を背景として赤色もしくはオレンジ色のかごに入っている小さな丸い容器として精密に描かれている。

★ 鷹（写真⑧）

　描かれた物が、文字以上の意味を持つ。このなんとも美しい頭部の

鷹を見てみよう。鷹の目の一部の顔料が剥がれ落ちたことで、下の顔

料が白い点のようになり、その目に生命力を与えた。驚くべき精密さ

である。また鷹の目の周辺には蝋のような箇所が見られる。それはハ

ヤブサの特徴である。

★蛇（写真⑨）

　これもまた、ただの文字というよりは、蛇そのものを写しているか

のようである。黒いうろこが文様となり、蛇の首と頭の美しさを引き

立てている。

★うずら（写真⑩）

　最後に小さなうずらを取り上げる。（音は「w」）羽毛が忠実に表現

されている。

★ ファラオが、アンクを握る神に敬意を示している様子（写真⑪）

　左側の壁には、左側にファラオがおり、右側にいるエジプトの神に

敬意を表している。残念ながら、現在その頭部は失われてしまってい

るが、われわれは神がどこに描かれているかがわかる。なぜなら、彼

は生命の象徴であるアンクを握っているからである。

　一般的にはアンクはキリスト教の十字架の先駆けだと考えられる事

が多い。しかし、実際はサンダルの紐をあらわす象形文字にすぎない。

輪の部分は足首の周りを囲み、二本の線は靴底につながっているのだ。

このサンダルの紐はエジプト語で「アンク」と発音され、同時にこの

言葉は「命」も意味した。なお、壁画に描かれている文章はエジプト

写真⑦前置詞を表すヒエログリフ 写真⑧鷹を表すヒエログリフ

写真⑨「dj」の音を表すヒエログリフ

写真⑩「w」の音を表すヒエログリフ
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の文字のルールに一致している。

　後に、ヌビア総督とエジプト植民地のエリート達は、共にブヘンのホルスを崇拝するようになり、第１列柱室に

奉納物を残したが、それは他の神殿とは完全に異なる様式である。

★ホルスと神官達（写真⑪）

　部屋を出るときに入口の左手にある最初の柱の上部に、ホルスの後ろで、３人の扇を持った神官と向き合うバク

ワーという神官が描かれている。これは他とは全く異なった彫り方であり、この神殿が建てられた第 18 王朝の構

図とも異なっている。これはラムセス期、つまり紀元前約 1100 年 ‐ 1200 年のものである。3 人の神官は、みな

大きさが異なり、姿勢も同じではなく、かなり不自然な構図である。ヒエログリフは高度に簡潔化され、力強く掘

りこまれている。この場面は活力に満ちていると同時に、神殿の表現と比べるとかなり大胆で躍動的な描写である。

そこには柔らかさはなく、ハトシェプスト期の古典的様式が少し残るだけである。

（スーダン歴史クルーズ Vol.6~8：2019 年 11 月 4・10・20 日掲載）

写真⑪右手に生命のシンボルを持つ神（右）を崇めるファラオ（左）

写真⑫左から右へ、神官バクワー・ホルス神・扇を持つ３人の神官
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７．ゲベル・シェイク・スレイマンのレリーフ

　正直なところ、これはエジプト芸術の傑作でもなければ、クシュ

のそれでもない。とてもぎこちないし、稚拙と言ってもいい。しか

し、これはまぎれもなく国立博物館の中で最も重要な歴史的証拠で

あるレリーフを紹介したい。

　このレリーフ（写真）は、ナイル川に面した崖沿いに位置するゲ

ベル・シェイク・スレイマンで発見されたものである。古代描写が

重要であるため、博物館で保存されることとなった。たしかに彫り

方は稚拙ではあるが、それはエジプトの技術も当初はこのようなレ

ベルだったことを示しているに過ぎない。描かれているのは紀元前

3000 年頃、つまり初期のファラオたちである。具体的には、第１

王朝第３代頃の王で、その名前がここに刻まれていたと考えられる。

残念ながら、その部分は壊されてしまっており、ホルスの翼と宮殿

正面の一部のみが残っている。

　具体的には、紀元前 3000 年頃の第１王朝のファラオ、ジェルを表していると考えられる。王のカルトーシュを

示すホルス神は、後ろ手をロープで縛った敵を捕まえている。斬首された死体はナイル川に投げられ、矢で射られ

ている者もいる。またレリーフの下側に目を移すと、柵で囲まれた 2 つの幹線道路（車輪ではない）からなる「町」

という意味のヒエログリフがある。さらにこのヒエログリフの上には、それぞれ小さなヒエログリフが刻まれてお

り、それがその町を表している。ただし、どの町なのか特定することはできない。

　注目するのは、エジプト人と彼らに一掃されたスーダンの人々とされるＡグループとの間の最初の戦争の様子

である。このレリーフは第 2 急湍から博物館へと運び込まれた。そこは世界最古の国境の一つと考えられており、

しかもそこで 5000 年前には衝突が始まっていたことが明らかとなった。この境界は今日でも変わらずに存在して

おり、スーダンの誠実さと勇敢さに対するエジプトからの敬意と、またエジプト文明の輝きに対するスーダンから

の敬意もあるが、エジプトとスーダンの敵対心はいまも残っている。

　話は変わるが、国立博物館の南側にあ

るエジプト大使館に面した通りは 「タハ

ルカ通り」、つまりエジプトとスーダン

を統治したスーダンのファラオの一人の

名がつけられている。

（スーダン歴史クルーズ Vol.9：2019 年

12 月 3 日掲載）

関連遺跡位置図
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８．バサのカエル像

　国立博物館の庭には、ナイル川を模した細長い池がある。その南

端に置かれているこのカエル像はメロエ期のものである。そして池

の北側にはもうひとつカエル像がある。これらの像は、博物館の展

示ホール入口横に並ぶライオン像と同様、メロエ東部のバサから運

ばれてきた。このカエル像はエジプトのカエルの女神で、女性と新

生児を守護するヘケト神を表している。ヘケト神は水の神であり、

羊水とも関係していた。

【訳註】

　バサという地名について、アラビア語の表記からすると、バサと

いうよりもバアサ（もしくはバウサ）の方が近いと考えられる。こ

こでは SFDAS の英語原文（BASA）にあわせてバサとした。［荒井］

（スーダン歴史クルーズ Vol.10：2019 年 12 月 9 日掲載）

関連遺跡位置図

（提供：関広）
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９．バサのライオン像

　国立博物館の入口に並ぶ黒い 6 頭のライオン像は、鉄分を含む

砂岩で作られている。これらライオン像はメロエの南東のバサで、

前項で取り上げたカエルの像と一緒に発見されたものである。それ

らは、エジプトから取り入れた主神であるアメン神と同じく、この

地域の主神であるライオン神アプデマクを表している。

　メロエの言葉で、アプデマクは創造の神という意味であり、たと

えばメロエにソルガムをもたらした。彼はまた戦争を好む神であり、

このライオンのように王の敵を食べることができ、人食いライオン

と呼ばれた。

　このライオン像はルーブル美術館で 2010 年に開催された『メロ

エ‐ナイルの帝国』で展示されたこともある。バサのライオン像は、

右側に並ぶ最初の像に彫られた２つのカルトゥーシュが、王である

アマナカバレ（彼は 3 回生きたという意味）を祝福していること

から、紀元前１世紀に始まるメロエ中期の資料であることがわかる。

（スーダン歴史クルーズ Vol.11：2020 年 1 月 9 日掲載）

関連遺跡位置図
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10．参道の復元 ‐ メロエ期の羊たち

　国立博物館敷地入口から展示室への通路は、アメン神殿の参道に

着想を受けたもので、両脇に素晴らしい像が並んでいる。それは、

メロエ期の 2 体の雄羊像からはじまり、とくに左側の像はスーダ

ンで最初に集められた考古資料の一部である。

　この像は、ソバの大聖堂跡で発見され、1880 年頃、ゴードンの

時代にハルツーム総督府の庭に運ばれたと考えられている（写真

①）。一体目にはメロエ文字による碑文が刻まれていた。そこには

メロエ王の不完全な名前があり、「（・・・）レクレム」と記されて

いる。ただし、羊像正面にあるカルトゥーシュの最初の部分は、破

壊されてしまっている。

　1999 年、メロエから 40㎞南にあるエル・ハッサで、ハルツー

ムにあるフランス考古学研究所の前所長ヴンサン・ロンド率いるフ

ランス隊が発掘を開始した。この調査で雄羊像が並ぶ参道のあるア

メン神殿が検出されたのである。古代スーダンでは、雄羊はアメン

神を表す。出土した羊像は 5 体分であった。

　これら羊像はソバから運ばれてきた雄羊像とよく似ており、「タバカのアメン」と記されていた。ちなみにタバ

カとは、メロエ語でエル・ハッサのこと。つまり、「エル・ハッサのアメン」という意味になる。そして、この名

前がソバの羊にも刻まれていることがわかっている。なんと、ソバの雄羊はエル・ハッサから運ばれてきたのだ。

まず、ナイル川でハルツームまで運ばれ、ハルツームからは青ナイルにてソバの神殿へと運ばれた。本来の場所か

ら、200㎞以上も南へ移されたことになる。

　こんな形でキリスト教時代に再利用されたときは、謎めいた子羊くらいの認識になってしまっていて、羊の前脚

の間に立つ王像の意味などはすっかり忘れられていた可能性がある。さらに、エル・ハッサで発見された雄羊には、

関連遺跡位置図

写真①ソバ発見の羊像

写真②右側の羊像に刻まれたエジプト語とメロエ語の碑文
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紀元前 90 年頃に統治していたアマナカレケム王の名前が刻まれている。

　2003 年、ベルリン博物館のドイツ隊はディートリヒ・ヴィルドゥング指揮のもと、ナガにある同じ王に捧げら

れた神殿を発掘した。この調査で、名前の半分しかわからなかった王が、じつはメロエ王国の偉大な建国者の一人

であったことが明らかになったのである。そして、1 千年以上離れ離れになっていた２頭の羊は、2003 年に国立

博物館で再会を果たした。像に刻まれている文字の一部は破損しているものの、同じ物である。

　また、２つの言語で書かれていることも特徴である。カルトゥーシュの隣には、エジプト語で「上エジプトと下

エジプトの王」、また「彼が永遠に生きますように」（写真②）と彫られていて、像の反対側にあるカルトゥーシュ

には、メロエ語で「タバカのアメンよ、アメンに愛された王、アマナカレケムに命を与えよ」と刻まれている。記

号そのものが単語となるエジプト語の複合的な文章と異なり、メロエ語の場合は単純に音を表すため、必然的にエ

ジプト語より文が長くなる。それから、エジプト文字とメロエ文字は違う方向で書かれている。エジプトの言葉で

は動物（ここでは蜂と蛇）と人の頭は文頭側に向く。一方、メロエの言葉では（たとえばフクロウ、人、雄羊、ガ

チョウ）は文末側、ここでは右に向いている。

（スーダン歴史クルーズ Vol.12：2020 年 1 月 23 日掲載）

11．カワの雄羊像

　アメン神に捧げられたメロエ期の神殿を飾るこの像は、エジプト

様式を模倣したものである。紀元前 1370 年頃、アメンホテプ３世

は、数頭の雄羊像をソレブ神殿入口に設置した。そしてクシュ王た

ちは、ソレブから雄羊像数体をゲベル・バルカルに移動させた。こ

れらは今でも見ることが出来る。

　博物館展示室への階段を飾るこの 2 体の像は、それらよりも後

の時代のものである。オールド・ドンゴラの近くに位置するカワ神

殿から運ばれてきたこれらの像は、砂に完全に埋もれた状態であっ

たため、非常に保存状態が良い。一晩でせっかく掘り出した像を埋

め戻してしまう砂が、初期のイギリス人考古学者達を悩ませた。

　紀元前 680 年頃のタハルカ王碑文には、スーダン人の王がエジ

プトを支配したブラックファラオ期（エジプト第 25 王朝）の時代

に起きたことが刻まれている　。ファラオがシャバタカとなったと

き、スーダンはエジプトのメンフィスまで統治を行った。彼の若い

従兄弟であるタハルカは、その王朝の発祥地であるナパタで育った。複雑な王位継承権の中で、タハルカは王の候

補となったがそれは確約されたものではなかった。タハルカが 20 歳になった時、王は彼を補佐役としてエジプト

に呼んだ。彼の勇敢さを見せるときが来た。新任の連隊長として、彼はナパタからメンフィスへの約 1200㎞にも

なる、長く危険な旅に出た。

　カワを過ぎようとすると、エジプト植民地下で建立されたアムン神殿が砂に埋もれ、屋根がところどころ草に覆

われている様子を目の当たりにして、彼は嘆き、そして願った。もし、神が彼を王位につかせてくれるなら、カワ

にアムン神殿を再建し、荘厳に飾ろうと。12 年後、彼の願いは叶えられ、従兄弟であった王からエジプトとヌビ

アの王位を継承した。そして、アムン神への誓い通り、彼は荘厳な神殿を建設するため、メンフィス最高の大工を

派遣した。

関連遺跡位置図
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　国立博物館で私たちが見る雄羊像（写真①）は、ある一点を除けば、純粋にエジプトの伝統様式を受け継いでいる。

雄羊像の前脚の間にタハルカが立っており（写真②）、その額に二匹のコブラが鎌首をもたげた装飾のある冠をか

ぶっている（写真③）。ただ一つの相違点。それこそがこのコブラ装飾である。エジプト王の王冠のコブラが一匹。

スーダン王の王冠コブラが二匹なのは、一匹はクシュへの支配力を表し、もう一匹はエジプトへの支配力を表して

いるからである。

　余談ではあるが、イギリスのオックスフォードに訪れることがあれば、ぜひアシュモレアン博物館を訪れてみて

ほしい。非常に保存状態の良いアメン神殿の一部が、カワから館内へ移築されている。

（スーダン歴史クルーズ Vol.13：2020 年 1 月 29 日掲載）

写真①展示室入口にある雄羊両像

写真②右側の羊像 写真③２つのコブラ付き王冠を被るタハルカ王
（左側の羊像拡大）
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12．タボの巨像

　博物館の展示室入口脇に２体の巨像が並んでいる。これらがタボ

の巨像である。１体目のギリシャ様式像は、エジプトの彫像でファ

ラオを表すのに使われたのと同じ「左足を前に出す」形である。巨

像は２体とも未完成のまま発見された。１体は現在も破損状況が明

らかで、もう１体は一度も立てられずに放置された。これらの像は、

ケルマの南に位置するアルゴ島にある、タボという場所から運ばれ

てきた。旅行者が訪れることは少ないが、かつてそこにはファラオ

（王）であるタハルカが建立した巨大神殿があった。神殿の至聖所は、

ナタカマニ王とアマニトレ女王（同王の母親であり、妻ではないと

される）のおかげで、メロエ期も存続していた。

　今でもナガに行けば、アプデマク神に捧げられた神殿で彼らに会

うことが出来る。アプデマク神殿の塔門片側には、ナタカマニ王が

剣で敵を殺害する姿が描かれており、その反対側では、同王の母で

ありカンダケ（女王）であるアマニトレが、柔らかく丸みを帯びた

体つきながら勇猛な女性としても描かれ、大勢の敵を片手でつかみ、

武器で追い詰めている場面を見ることができる。

　ナタカマニ王とアマニトレ女王はタボの神殿も建て替え、巨像も

その時期のものと考えられるが確証はない。なぜなら２体とも未完

成で、後背の支柱に王の名前を示すヒエログリフが刻まれていない

からである。両像を調査したハルツームにあるフランス考古学研究

所の元所長ヴァンサン・ロンドは、ローマエジプトの影響を受けて

いるという仮説をたてた。腰巻の結び目はローマ様式的ともヘレニ

ズム様式的とも言え、特に、上エジプトと下エジプトの統一を象徴

する伝統的な二重冠（プスケント）にも注目したい。

　左像の二重冠には月桂冠に加え、縁の高いところに星がひとつあ

る（写真①・②）。それはエジプトの様式とは完全に異なっている

点である。月桂冠は明らかにヘレニズムやローマのものである。こ

の冠と星は、エジプトのファイユームで出土し、蜜蝋で描かれたミ

イラ肖像画にあるヘレニズムとローマエジプト様式の描写と同じで

ある。この冠は、すべてのエジプト人とクシュ人が、死後に直面す

る困難を乗り越えることができることを表す勝利の象徴である。そ

して、死後に直面する困難とは、生前の潔白を証明するために心臓

の重さをはかることである。冠は死者をたたえるための印なのであ

る。

　

　この学説によると、左像は既に亡くなった父王を表し（写真①）、

右像はファラオ自身（おそらくナタカマニ王）で、子どものホルス

として表されたファラオが付き添っている（写真③・④）。子供の

ホルスは、エジプトではハルパケレド、ギリシャではハルポクラ

関連遺跡位置図

写真①左像
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テスと呼ばれ、いつも肩まで垂れたおさげ以外の髪を剃り、親指をしゃぶる姿のエジプト風の王子として表現され

る。ただ、残念なことに時期は特定できない。明らかにメロエ期のものではあるのだが、ローマ皇帝ネロと同じ西

暦 60 年頃のナタカマニ王の時代なのか、それよりも新しい時期なのかはまだわかっていない。

（スーダン歴史クルーズ Vol.14：2020 年 2 月 6 日掲載）

写真②左像の月桂装飾のある王冠

写真④右像の足元にいるファラオ

写真③右像
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13．ジェフティホテプ墓

　前項で紹介したタボの巨像の正面、博物館の中庭には奇妙な丘

がある（写真①）。丘の中は小部屋となっており、内部にはジェフ

ティホテプの墓から運ばれてきた壁の一部がはめ込まれている（写

真②）。この墓は、現在のスーダンとエジプトの国境から約 20㎞南、

ゲベル・ダバロサの崖からで発掘されたものだ。

　ジェフティホテプは、第２急湍の両岸に広がるテフケト（デベイ

ラの古代名）の支配者であった。彼はエジプトによる植民地支配の

ために配属された地方貴族であり、厳しい管理下で年貢を納める必

要があった。彼らはエジプト支配に順応して、エジプト式の名前を

持つようになり、彼らのような地方支配者の墓は、エジプトから来

たきた芸術家が造ったのであった。

　ジェフティホテプ墓のフレスコ画は、紀元

前 1460 年頃のエジプトの女王、ハトシェプ

ストの治世にまでさかのぼり、そこには果樹

園を訪れる様子や宴会に参加する姿など、エ

ジプトの貴族の日常が描かれている。どれも

テーベ（現在のエジプト、ルクソール市を中

心とした古代都市）での出来事のことであろ

う。

（スーダン歴史クルーズ Vol.15：2020 年 2

月 14 日掲載）

関連遺跡位置図

写真①復元されたジェフティホテプ墓にのぼる生徒たち（提供：関広）

写真②ジェフティホテプ墓内部（提供：関広）
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14．文字が刻まれた岩のナゾ

　中王国時代、第 2 急湍近くの要塞に住んでいたエジプトの貴族

達は、彼らの称号や自伝を岩に刻んだ。ヌビア遺跡救済キャンペー

ンの時に、この碑文は切り出され、復元された古代風の岩肌の中に

はめ込まれた（写真①）。

　第８項で解説した「バサのカエル像」（14 ページ）も置かれてい

る博物館中庭の疑似ナイルの端にあたるエリアは、近年まで整備さ

れていなかったが、スーダン有数の企業であるダル社の支援により

整えられ、上記の切り出された碑文もそこに設置されることとなっ

た。

　ここでは貴族の自伝に加え、洪水によるナイル川の水位の変化を

記録したナイロメーターを見ることができる。このナイロメーター

は、たどたどしいエジプト語で刻まれている（写真②）。

　中王国時代の女王であるネフェルソベク（またはソベクネフェル）

の名前の横には、上エジプトと下エジプトを示す葦と蜂のヒエログリフが記されている（写真１）。このエジプト

を支配した数少ない女性の一人である。彼女の治世は第 12 王朝に終わりを迎えたが、その詳細はほとんど知られ

ていない。　

（スーダン歴史クルーズ Vol.16：2020 年 2 月 18 日掲載）

関連遺跡位置図

写真①エジプト貴族の自伝

写真②ナイロメーター
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　新エジプト語のフランス人専門家であるフィリップ・コロムベールが、近年、その碑文について説得力のある新

説を提唱した。彼の説によると、セムナ神殿は 2 柱の神々に捧げられたものである。1 柱はデドウェン神であり、

珍しい神で、常に冠を被らない人の姿で描かれる。セムナ神殿とクンマ神殿では、デドウェン神は「弓の土地（つ

まりヌビアの地）を指揮する者」と記される。もう 1 柱の神は神格化されたセンウセルト３世である。センウセ

ルト３世は、有名な要塞の多くを建設し、ケルマ王国と何度も戦を交えた。そのため、エジプト人で初めて神格化

されたファラオとなった。そして皮肉にも、クシュ人はエジプトと戦った部族の子孫なのにもかかわらず、のちに

15．セムナ西神殿

　セムナ神殿の正面で注目すべきは、何世紀にもわたり刻まれたレ

リーフである（写真①） 。レリーフの場面が断片的なのには理由が

ある。ここにはなんと 600 年以上のヌビアの歴史が重なっている

のだ。

　この神殿は、紀元前 1450 年頃、トトメス３世の治世に造営され

た。同時期のレリーフとしては、上部にはクシュの副王セニの場面

があり、下部左側には別のシーンが刻まれていたが、上段のレリー

フに上書きされてしまっている。紀元前 1170 年頃のラムセス３世

の治世には、クシュ総督が下部右側に自分の像を描いた。

　一番新しい時期のレリーフは、紀元前 800 年頃、クシュ王国時

代の初め頃、前女王カリマラに捧げられたもので、それ以前のレリー

フの上に刻まれている。ヒエログリフはやや雑で、かつ脈絡の無い

歴史的要素を含み、不明瞭で、難解なうえ、哲学的だけども唐突な

表現が用いられている。例えば「善いことを行う者は悪い事を行う」

などである。 

関連遺跡位置図

写真①神殿ファサード 写真②センウセルト 3 世像 写真③トトメス 3 世を示すヒエログリフ
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センウセルト３世を崇拝することになった。センウセルト３世の像はいまも至聖所の細長い部屋に置かれている（写

真②）。

　壁には、船のナオス（祠堂）に王の彫像が置かれている様子が表されている（写真④ )。故王は上エジプトの高

い白冠を被り、祝祭用のマントにくるまれている。この情景は、センウセルト治世から 6 世紀後の新王国の芸術

家によって刻まれたのであるが、あえて第 12 王朝に用いられていた伝統的な表現を模倣した。

　至聖所の左側には、美しいヒエログリフで飾られたポルティコ（列柱として広がるポーチ）にいたる扉がある。

トトメス３世銘で上段に記された文には「彼はこの建造物を上エジプトと下エジプトの王である父、カーカウラー

（センウセルト３世の即位名）のために作ったので永遠の命が与えられるだろう」とある（写真③）。

　奇妙なことに、王室の称号は削られている。トトメスの即位名であるメンケペルラーの中にあり、ポルティコ脇

柱に彫られた完璧なスカラベ（フンコロガシ）を見てみよう（写真⑤）。フンコロガシ形の記号は、ケペルと読み「変

化」を意味する。この虫は、丸い糞に卵を生んで転がし、エジプト人を魅了した。彼らにとって、目には見えない

巨大スカラベであるケプリ神が、太陽を空に押し上げているイメージと重なったのである。

　（スーダン歴史クルーズ Vol.17：2020 年 3 月 1 日掲載）

写真④ナオスの中のセンウセルト３世像を運ぶ船

写真⑤楣石外側の碑文、中央には王の称号が刻まれている
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16．クンマ神殿

　スーダンの下ヌビア地域にあったこの神殿は、東岸にあった神殿

としては現存する唯一のものであり、急湍を守護し、創造の神でも

あるクヌム神に捧げられた。クヌム神を最も信仰していた地域は、

第 1 急湍にある、エレファンティネ島（訳者註 : 現在のエジプト南

部、ナイル川にある島）である。

　

　クンマ神殿の前庭は失われており、現在は石柱で支えられた部屋

から神殿に入る。入ってすぐに目に入るのはクヌム神で、ファラオ

を至聖所に受け入れる姿が彫られている。そしてクヌム神は、羊頭

で水平に広がる角を持つ古代様式で表されている。また、エジプト

に水を供給するため、水を示す記号である波を手に持っている （写

真①）。クヌム神は洪水がもたらす堆積土とも関係しており、最初

に人間を作った土器の神で、その名前には土器を表すヒエログリフ

が使われる。

　王にはデドウェン神いう別の神が付き添っている。デドウェン神

の姿はアクロバティックな状態で描かれている。というのも下半身はクヌム神のほうに向いているのに顔は王のほ

うを向き、生命を表すアンクを王に手渡そうとしているからである。

　このシーンの上にあるファサードのコーニス（装飾帯）には、訪問者の名前が刻まれている。1820-21 年にフ

レデリック・カイヨーに同伴したフランス人画家レトルゼックの名前がある（写真②）。　

　まぐさ石の外側にトトメス２世、内側に息子であるトトメス３世の名前が彫られた扉を通って次の部屋に入る。

そこには「イジェテヌ・ペジュウト（Ijtenou-Pedjout）のクヌムに愛されし者」とあり、クンマの古代名がイジェ

テヌ・ペジュウトであることがわかる。そして、ケルマの射手を意味する「弓を支配する者」と記されている。本

関連遺跡位置図

写真①左手に水を表すシンボルが描かれたクヌム神の前へ出る王とデドウェン神
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来、それは紀元前 1850 年頃にセンウセルト３世がこの場所に建てた要塞の名前であった。その扉は隣接する２部

屋に繋がっている（写真③）。

　右にある１室目の壁には、クヌム神の横に 2 人のファラオが座っている。そのうちの１人はトトメス３世である。 

彼は遠く離れた先祖であるセンウセルト３世から命の象徴であるアンクを受け取っている。センウセルト３世は、

トトメス３世から４００年前の支配者で、後にヌビアの守護聖人となり、クヌム神殿に勧請された（写真④）。

　左側の部屋の壁には、同じトトメス３世が大またでハトホル女神に走り寄る姿が描かれている。彼はエジプト人

を示すタゲリ（鳥の名前）を差し出し、勝利を表す首飾りを受け取っている（写真⑤）。

　左側の別の扉は、クヌム神の至聖所へのものである。2 つの副室では、儀式を執り行うファラオであるアメンフィ

ス２世の姿が彩色で描かれている。

写真②「レトロゼック」の文字

写真③楣石外部

写真④クヌム神のそばに座るトトメス３世とセンウセルト３世



27

展示解説編♦♦

　

　エジプトの信仰では、王だけが神の正式な僕であり、その神またはその代理として儀式を執り行うことができる。

部屋の左壁では、王がアムン神に服を着せている姿が描かれている。右壁では、クヌム神が沐浴する姿が描かれて

いる。これら２つの作業は神像に対し、毎朝行われていた儀式の一部である（写真⑥）。

　　（スーダン歴史クルーズ Vol.18：2020 年 3 月 10 日掲載）

写真⑤ハトホル女神に走りよるトトメス３世

写真⑥沐浴するクヌム神
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17．タハルカ王のポルティコと聖船台

　紀元前 700 年頃、クシュのファラオであったタハルカは、ハト

シェプストとトトメス３世の治世下に建設されたセムナ神殿の隣

に、 煉瓦と砂岩からなる神殿を創建した。しかし、残念ながら現存

するのは 2 つの部材のみである。

　１つめの長方形の石は、聖船を置く台として用いられた（写真①）。

この聖船にはナオスと呼ばれる祠堂があり、礼拝用の像が納められ

ていたため、この長方形の石もナオスと呼ばれるようになった。ち

なみにナオスとは、ギリシャ語で「聖域」という意味である。ここ

にはセンウセルト３世を称える言葉が彫られており、「永遠の命を

持つ上下エジプト王であるタハルカは、彼を愛する父であるカーカ

ウラー（センウセルト３世の即位名）のために建造物を建てた」と

ある。つまり、タハルカの神殿は彼の前任者であり神格化した王に

捧げられたのである。

　皮肉なことに、センウセルト３世は紀元前 20 世紀に第 2 急湍ま

関連遺跡位置図

写真①聖船台

でヌビアを支配したが、同王の碑文では、クシュ人のことを「無気力」で臆病者の戦士と位置付けている。それに

もかかわらず、センウセルト３世は、エジプトと戦った王の子孫から敬われていることになる。
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　しかし、クシュのファラオ達は、彼らはエジプトに名声をもたらした偉大な王の正当な継承者であるこという考

え（子孫ではなぜいけないだろう？）を受けいれていた。ナイル河谷全体を支配下に置くことを正当化する手段と

して、彼らはその考えを用いたのである。書記が少なかったということを考慮したとしても、タハルカ王の時代か

ら遠い昔のことを詳しく知る人はおらず、王自身が、神話がかった認識しか持てなかったと考えられる。

　似たような概念は、博物館庭の覆屋の下に設置されている神殿ポルティコ * 部分の王の描写にも見られる（写真

②）。このレリーフの完成度は高くないが、典型的な「ブラックファラオ」の姿である２つのコブラがある王冠を

被るタハルカ王の姿が表現されている（写真③）。コブラの一つは上エジプトを表す白冠、もう一つのコブラは下

エジプトを表す赤冠についていた。これは、タハルカ王期の「二国支配」を表している。２つのコブラがそれを象

徴していて、この場合２国とはエジプトとクシュのことを表している。

　残念ながら、この神殿の残りの部分と、同じ地域にあった煉瓦製建物、そして万里の長城にも匹敵する軍事施設

であるセムナの擁壁は救済することができず、ヌビア湖に沈んでしまった。

【訳註】

* ポルティコ：列柱として広がるポーチ

　　（スーダン歴史クルーズ Vol.19：2020 年 3 月 20 日掲載）

写真②神殿ポルティコの移築部分 写真③タハルカ
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18．タハルカの巨像

　博物館 1 階のテーマ展示を見る前にまずはカワを建設したタハ

ルカ王にご挨拶しよう（写真①）。1 階入口では、入館者を出迎え

るかのようにタハルカ王像が展示されていて、このフロアは時計回

りに観覧する。

　タハルカ王像は、考古学者 G. ライスナーがナパタで発見した。

ナパタの神官達が、紀元前 591 年にプサムテク 2 世のエジプト軍

の略奪を受けた後、ほかの像とともに土坑に埋めており、壊れた痕

跡があるのはそのためである。かつて４つの大きな羽で飾られてい

た冠は、破壊によって奇抜な形に変化してしまい、たとえば神々

から生命を受け取るための鼻をはじめ、大部分が意図的に破壊され

た。また、エジプト第 26 王朝のエジプト人は、70 年近くエジプ

トを支配していたブラックファラオの権力をまだ認めていなかった

ため、２匹のコブラのうち、エジプトを表す１匹は破壊された。タ

ハルカの名前は彼のベルトだけでなく、背中側の柱の裏にもある※。

　この像はナイル急湍の花崗岩からつくられた。身体は風化面が黒

化しており、点描で表現されたサンダル、腕輪、腰巻、冠そして瞳

には、漆喰が塗られ、金箔を押していた。黒色と金色で、高さ３ｍ

にもなるこの像は、視覚に強く訴える力を持っていたと考えられる。

この像を作ったのはカワの神殿を建造したのと同じエジプト人の工

人で、メンフィス出身であったと考えられる。

　エジプトの習わしに従って、王はエジプトの敵を表す９つの壊れ

た弓を踏みつけている（写真②）。皮肉なことにその弓の地とは、

優れた射手のいるスーダンを意味している。もともと、これらの弓

はエジプト人が、敵であるヌビア人に打ち勝っているという意味合

いを持っていた。

　しかし、第 25 王朝にこのヌビアの子孫がエジプトを支配すると

いう予期せぬ出来事が起こった。タハルカ王は、オシリス神がエジ

プト支配をファラオに委ねると記したパピルスが入った入れ物「メ

ケス」を持っていた。つまりタハルカ王は、その手にエジプト支配

を正当化できる証拠を握っていることになる。ナパタ期におけるタ

ハルカ王の後継者も同様の方法を用いており、これが、第 26 王朝

のエジプト人の怒りを買ったようである。ただ、幸運にも当時のエ

ジプト軍は主にギリシャ人の傭兵から構成されていたため、クシュ

の都市での略奪の後、北へと戻っていった。

　2003 年、スイス人考古学者である C. ボネが、ケルマ近郊のドッ

キ・ゲルにあるアムン神殿で土坑を検出し、そこから、ナパタの像

に似た 7 体の像が出土した。ナパタ同様、タハルカ王像が最も古く、

関連遺跡位置図

写真①タハルカ王像
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アスペルタ王像が最も新しい時期の像であった。なお、アスペルタ

王の治世にプサムテク 2 世の遠征は行われた。土坑から出土した

７体の像は現在、それら像の保管場所として設計されたケルマ博物

館の主要展示となっている。

【訳註】

※像の背中側の壁には鏡が設置されており、その反射でその文字を

見ることができる。

（スーダン歴史クルーズ Vol.20：2020 年 3 月 25 日掲載）

19．新石器時代

　新石器時代のスーダンは、我々の想像以上に栄えていた。特に紀

元前 5000-4000 年頃の土器製作技術は同時期のエジプトのものを

上回っていた。例えば写真①の土器は、線刻で幾何学文を表現し、

そこに白色顔料で着色するという素晴らしい技術を用いている。こ

れら小さな容器には、すでに多様な器形があり、想像力に満ちた文

様が表現されている。

　当時の土器工人の技術はすでに高かった。土器が、紀元前 9000

年紀頃には出現したことを考慮すると、スーダンは世界最初に土器

が用いられた場所のひとつといえる（マシュー・オネゲルが調査し

たケルマ近郊のバッシャーリーヤ遺跡では、紀元前 8300 年の土器

が出土した）。

　また、これら幾何学的模様の抽象性は、２体（写真②・③）の美

しい層理のある砂岩製女性像にも見られる。ここでは、工人の熟練

技術によって、暗い縞模様が像の模様として巧みに使用されている。

関連遺跡位置図

写真②弓を踏みつける王の足

写真①幾何学文土器 写真②石製女性像 写真③石製女性像
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また目と鼻は２本の線で表現されている。

　展示ケースにある土器は、ケルマ南部のカドゥルカ遺跡で、1990 年代にジャック・レイノルド博士が率いるフ

ランス隊が発見した資料である。

（スーダン歴史クルーズ Vol.21：2020 年 4 月 1 日掲載）

20．C グループ 

　新石器時代の後、歴史時代の初めには新たに２つの文化があらわ

れた。ひとつはＣグループと呼ばれるあまり一般には知られていな

い集団であり、もう一つはあの有名なケルマ王国である。Ｃグルー

プは、紀元前 2500 年頃のヌビア北部に出現後、ケルマ王国が北部

に拡大する中で吸収されていった。

　Ｃグループは牛をはじめとした牧畜を生業としていた。家畜の重

要性は、特に雄牛を中心とした人形土製品と一緒に埋葬されること

からわかる（写真）。雄羊像には、頭上に小さな穴の開いた球体を

のせた姿で現されたものもある。この穴にはダチョウの羽が挿し込

まれた。同様の習慣は南のケルマでも存在したが、そこでは葬送儀

礼に本物の雄羊を用いた。

　この羊にまつわる伝統は、「楕円体を頂く雄羊」という名で知ら

れ、タッシリあたりにまで及ぶサハラの岩壁画を思わせる。これら

の人々は乾燥していくコルドファンのサバンナからナイルへと移り

住んだため、古代サハラ文明と同じ特徴を持っていた。

　（スーダン歴史クルーズ Vol.22：2020 年 4 月 10 日掲載）

関連遺跡位置図
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21．ケルマ遺跡出土の葬儀用ベッド

　ケルマ王国は、紀元前 2500 年頃に現れたが、同国はそれよりも

約 9 世紀前に始まり、「プレ・ケルマ」として知られている大型村

落が発展したものであった。

　紀元前 3000 年頃にサハラの砂漠化が始まった後、西部砂漠に住

んでいた部族はヌビアで最も肥沃な土地であるケルマの平原へと避

難し、前ケルマの住民たちと同盟を結んだ。ケルマは、徐々に強力

な王国へと発展し、ナイル沿いの広大な領域を支配していったと考

えられる。その頃、王は墳丘墓の下に埋葬されていた。最終的にこ

の墳丘墓の一辺は 100 ｍにもなり、そして中央に「アパート」を

持つ構造となった。

　この「アパート」は巨大な煉瓦の建物で、複数の部屋や倉庫があっ

た。通路では、約 200 名の遺体が発見された。亡くなった主人に、

死後も仕えるため、生贄となったのである。このような「殉死」は、

たとえばシュメールなど、多くの古代文明でも知られている。エジ

プトにも初期王朝まで同じ習慣があった。

　写真は葬儀用ベッドである。ケルマの王は、ミイラとして棺の中に安置されているのではなく、雲母や象牙装飾

（22 項：34 ページ参照）のついた革の毛布でくるまれ、胎児の様な姿勢で横たえられていた。

（スーダン歴史クルーズ Vol.23：2020 年 4 月 16 日掲載）

関連遺跡位置図
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22．ケルマ遺跡出土の装飾品

　この項では、装飾品を紹介したい。これらはスーダンらしい要素

を含んでいる。たとえば小さなホロホロチョウ、真ん中にあるのは

ペリカン、また様式化されたドーム椰子の木である。

　またエジプト芸術を模倣した例として、戦いで功績のある士官に

送られた 2 匹のハエや、カバの頭をした女神であり出産を守護す

るトエリス神もある。

 （スーダン歴史クルーズ Vol.24：2020 年 4 月 19 日掲載）

関連遺跡位置図
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23．ケルマ期の土器

　土器づくりに関しては、新石器時代から美しい伝統が続いていた。

　独創的な土器の中には家の形を模し、さらに数色を使いアフリカ

の典型的な小屋を模した土器がある（写真①）。写真②は、カバの

頭の形をした注口が付いた水差しである。写真③は、ダチョウ形の

容器である。写真④は、チューリップのように口縁部が開く鉢形の

土器である。

　それらは何千年もの間続いた伝統で、高い焼成技術を得ていたこ

とも示している。赤色と黒色で光沢があるこれらの小型土器は、紀

元前 1600 年頃のもので、「クラッシックケルマ」と呼ばれている。

この様式の土器は、薄手でコップ形をした器形が主流で、小石を用

いて表面を磨いている。黒色は、植物の灰を土器焼成中に用いるこ

とで表現でき、顔料を使っているわけではない。

　まさに土器の世界史における傑作である。ケルマ遺跡では、これ

らの土器片が多数散乱していた。あまりにも素晴らしい土器なので、これまでの旅行者が持ち帰ってしまい、今と

なっては見つけることはできない。

 （スーダン歴史クルーズ Vol.25：2020 年 4 月 27 日掲載）

関連遺跡位置図

　写真①

　写真③

　写真②

　写真④
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24．ケルマ王国

　写真のスカラベはケルマで発見された物であり、ヒクソスの王の

名前が記されている。これは、北のヒクソス王国（第 26 王朝）と

ケルマ王国との強固な関係で、第 17 王朝期からテーベで続いてき

たエジプト勢力を包囲するための戦略的同盟を示している。

　これに関し、ちょっとしたエピソードがある。第 17 王朝最後の

王で、第 18 王朝最初の王アハモセの兄弟でもあるカモセ王の治世

における秘密の外交についてである。1954 年にカルナックで、石

碑が発見された。そこにはカモセ王の兵士たちが、エジプト領を避

けてケルマを目指していたヒクソス王の使者をナイル西側の砂漠に

あったオアシスにて捕まえたことが記されていた。使者は密書を携

えていた。なお、ヒクソスもケルマの人々も独自の文字を持ってい

なかったので、この密書はエジプト文字で記されていた。

　この密書には、ヒクソスの王と、王位継承したばかりの新しいケ

ルマ王の間で、エジプトを倒すため、北と南から挟み撃ちするため

の同盟が提案されていた。最終的にこの企みは失敗し、敵となった

両国を崩壊させたエジプト王国のみが残ったのである。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.26：2020 年 5 月 6 日掲載）

関連遺跡位置図
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25．ベビの葬送マスク

　何世紀もかけ、エジプト人はミイラの製作や装飾に関する技術を磨

いてきた。中王国期には、ミイラに小さいが型式的なマスクが被せら

れるようになった。そして中王国期末には、写実的なマスクが使われ

るようになった。

　このマスクの色は黒いが、ヌビア人ではなくエジプト人を表してい

る。そこにはエジプト語のヒエログリフで「罪なき建築家、ベビの魂」

と記されている。この「罪なき」という形容詞は、最後の審判にかけ

られる故人のためのものである。この緑がかった不思議な色合いは、

オシリスの肌の色と、肥沃な土地や生命に満ちたナイルの堆積土を示

している。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.27：2020 年 5 月 11 日掲載）

26．エジプトの支配

　これらの資料は、エジプト中王国期の要塞に駐屯していた兵士た

ちがもたらしたもので、どちらもエジプト産である。その要塞があっ

た場所とは、国立博物館の中庭で見ることのできる神殿（セムナ、

クンマ、ブヘン）をファラオ達が新王国期に建造した地域だ。

　多くの資料が、フランスのリール大学調査隊が発掘したミルギッ

サという要塞から出土したものである。これらは、方解石製（間違っ

て「アラバスター」と呼ばれているが）の容器をはじめとして、典

型的なエジプト製品である。

　原始時代から、エジプト人は、非常に硬い石から完璧な形の容器

を製作する技術を身につけていた。それは長時間を要する作業で

あった。一般的に、これらの容器は香油や軟膏を保存するためのも

のであった。これらエジプト植民地では、ミイラが作られていたた

め、香油や軟膏は重要な役割を果たしていたのである。

　第 2 急湍にあった駐屯地は、エジプトをヌビアの侵略から護ると同時に、ナイル川の支流である２本のワディ（ワ

ディ・ガブガバとワディ・アラキ）に挟まれた地域にあり、ナイルより東方の金の豊富な地域をも護っていた。ヌ

ビアが新王国期エジプトの完全な植民地下にあった時、エジプトで使われた金のほとんどはワワト地方（下ヌビア）

で産出した物だった。

　気温が高く、かつ井戸が少ない砂漠で鉱脈を追うのは非常に困難であった。まず金を含む石英を割りそれをロバ

に積んで、川まで運ぶ必要があった。貴重な金属を得るためにそれ川で洗う必要があったからである。

関連遺跡位置図



38

♦スーダン国立博物館ガイド

　中王国期には、金の重さを量る道具として、写真（下）にあるような彩色のある支柱と 2 枚の銅の皿からなる

天秤があった。規定の重量が刻まれた石がその横に置かれている。どちらにも金を表すネックレスのヒエログリフ

が彫られており、線はどれも単位を表している。一般的に、キテ（9g）とデベン（90g）が使用された。しかし、

この資料では、どのような単位を用いていたかを同定することはできなかった。右側の分銅が一番重く、いわゆる

インゴットである。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.28：2020 年 5 月 27 日掲載）
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である。たとえば、敵であるクシュついて「クシュの人々は臆病であり、戦が始まると同時に逃げ出す。尊敬でき

る人々ではなく、少しの勇気をも持ち合わせていない」と記している。

　しかしセムナ神殿の頁で説明したように、この 11 世紀後、タハルカを始めとするクシュのファラオ達は、彼ら

がかつてエジプトに侵略された者の子孫であることを忘れ、センウセルト 3 世の正式な後継者であると考えるよ

うになったのである。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.29：2020 年 6 月 4 日掲載）

27．センウセルト３世の石碑

　これはセンウセルト３世の有名な石碑である。彼は紀元前 1850

年頃、エジプト第 12 王朝の偉大なファラオであり、ヌビアとの戦

いの後に第 2 急湍に長大な国境を定め、また下ヌビアの要塞を完

成させた。

　良く似た２つの石碑が残されている。１つはウロナルティ島から

運ばれた物であり、それはスーダン国立博物館にある。もう１つは

ナイル川左岸のセムナ出土の石碑である。保存状態が良いセムナの

石碑は、現在ベルリンのエジプト博物館にある。それはプロイセン

国王がスポンサーとなって 1849 年から 1852 年にかけて実施した

探検の後、レプシウスがベルリンへと輸送したものである。

　センウセルト 3 世は、後にヌビアの「守護聖人」のような存在

となり、クンマ神殿やセムナ神殿の一部は彼に捧げられた。この碑

文には、同王の治世 16 年に関することが記されている。それは、

同王の偉業を賞賛したり、敵を貶めたりするようないわゆる宣伝戦

関連遺跡位置図
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28．ナパタ王国

　博物館奥は、ヌリのピラミッドに関する展示になっている。ヌリ

は、ナパタのほとんどの王が埋葬された場所である。クシュの支配

者たちが、エジプト古王国と新王国のエジプトの王の子孫だと主張

したのと同様に、彼らは古代王国の素晴らしい建築の修復も試みた。

　盗掘されてしまうため、エジプトのピラミッドはその 8 世紀前

に廃れてしまったが、紀元前 750 年頃、カシュタ王治世にナパタ

の下流にあるエル・クッルで、再びピラミッドが建設されるように

なった。紀元前 664 年頃、タハルカ王治世にはナパタの上流にあ

るヌリで、新しい王墓地が建設された。

　古来より、位階の高くない王族は小さなピラミッドを建てていた。

その後、この型式の墓は王国の全てのエリート層に広がり、セディ

ンガのような埋葬地には煉瓦で作られた数百のピラミッドができる

までになった。王族が使用していた資材とは異なるため、ほとんど

の場合、小規模なピラミッドであった。エジプト同様、これらの墓

関連遺跡位置図

の荘厳さは死者の名声を高めたが盗掘者も引き寄せてしまい、その結果として壊されることになってしまった。

　スーダン国立博物館にあるナパタの葬送関連遺物の多くはセディンガで発掘されたものだ。エジプト同様、死者

には供物台が与えられた。もともとはピラミッドの東側の礼拝堂内に置かれたが、後に礼拝堂入口におかれるよう

になった。供物には宴会の食物が表現され、墓を閉じた後にヒエログリフの持つ魔力で本物に変わると信じられて

いた。

　博物館に展示されている大きな供物台には、紀元前 5 世紀初頭のナパタ王、シャスピコの名が刻まれている。

王はそこで、白玉ねぎと丸いパン、そして水かビールの入った大きな瓶、ワイン瓶、家禽を受け取っている。

これらのヒエログリフは王の名前を除けば、純粋なエジプトの様式である。王の名前は、供物台の下部に刻まれた

カルトーシュのなかにメロエ語を音表記する形で記されている。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.30：2020 年 6 月 13 日掲載）
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29．「アスペルタ王」
 

　ナパタやドッキ・ゲル（ケルマに隣接）にある神殿の埋納遺構か

ら、壊れた状態で発見された第 25 王朝の最後の王やナパタ初代の

王像の中で、一番新しいのは若きアスペルタの王像である。彼は常

に子どもとして表現されるが、実際にはそれよりも年長であったと

考えられる。

　博物館の建物入口に置かれたタハルカ王の像と同じく、この像も

ナイル急湍の花崗岩から作られており、もともとは黒色に塗られ、

服と冠はさらに金箔で覆われていた。アスペルタ王は、エジプト王

プサムテク２世にとって有利な王位継承争いの最中にあり、この危

険な敵を迎え撃ったのが、ケルマ王国だったのである。

　ナパタの王像はクシュの彫刻師が製作した。第 25 王朝末期のタ

ハルカ王やタンウェタマニ王の治世のようにエジプトの工人が製作

したようなものではなく、在地の工人が製作を始めていたのである。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.31：2020 年 6 月 19 日掲載）

関連遺跡位置図
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30．アンラマニ王の石棺

　この素晴らしい石棺は花崗岩から作られており、レリーフと文字

が刻まれ、さらにこの中にナパタ王アンラマニの棺を納めていた。

アンラマニは、ブラックファラオの後継者の一人である。彼はまた

タハルカの孫でありアスペルタの先祖である可能性が高い。

　1914-1916 年にかけて、アメリカ人考古学ジョージ・ライスナー

がヌリで行った発掘作業で、アンラマニとアスペルタ王の良く似た

石棺が、ピラミッドの竪穴の下で発見された。当時適用された出土

品の共有方針に従って、アスペルタ王の石棺はアメリカに供与され、

ライスナー調査のメインスポンサーでもあったボストン美術館に収

蔵されている。

　アンラマニ王はスーダン全土を支配下に置いたが、エジプトが自

由を取り戻したことで、「上ヌビアと下ヌビアの王」で有り続ける

ことはできなかった。石棺にはエジプト語で葬祭文が彫られている

が、その大部分は同王の治世よりも約 2000 年前の古王国の王達に

捧げられた「ピラミッドテキスト」から借用されたものである。石

棺底部には、故人となったファラオが、新しいオシリス神として永

遠の命を得ることを歓迎する天空の女神ヌトが描かれている。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.32：2020 年 6 月 23 日掲載）

関連遺跡位置図
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31．ウシャブティ
　

　7 世紀間にも及んだエジプトによるスーダン支配の後、冥界に向

かう主人に付き添うために召使いを生贄にする習慣はなくなって

いった。とりわけ新たな王位の継承者は、父が雇っていた腕のいい

卓越した料理人をそばにおいておきたかったことだろう。

　エジプトに倣い、かつて生贄とされていた召使いはエジプトの言

葉で「答える者」という意味のウシャブティと呼ばれる像に取って

代わった。それらに刻まれていた呪文により、冥界で主人が必要と

した時、彼らがそれに応えられるようになっていた。呪文により、

これらの小像が、冥界で主人の本当の召使いとなった。ケルマより

は控えめではあったが、メロエ末期とポスト・メロエ期には王家で

の召使いを生贄とする習慣が復活した。

　これらの小像は無数にある。伝統的に 365 体が理想とされる。

エジプトで本来、この習慣は死後の世界でも実際の世界と同様に農

作業を行うため、故人の代わりにそれを行う召使いを提供するため

のものであった。だから、毎日の作業を代わりに行ってもらうため

関連遺跡位置図
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に、365 体必要だというのである。後期エジプトでは、ウシャブティには召使い以外の役割はなかった。

　一方、クシュの支配者は、365 体よりもはるかに多い数を副葬した。例えばアンラマニの父であるセンカマニ

スケン王は、1277 体のウシャブティと一緒に埋葬された。また、彼の先祖であるタハルカ王 は 1070 体と一緒に

埋葬されていた。多くの場合、青か緑色のファイアンスで作られたが、まれに石（方解石、花崗岩もしくは蛇紋石）

を彫ることもあった。

　これだけ、エジプトの葬送儀礼の影響を受けておきながら、スーダンではミイラが作られなかった。ヌリ遺跡に

ある墓跡から、貴重なオイルやエジプトで死者の臓物を保存したカノプス壺と呼ばれる容器が出土しているのにも

かかわらず作られなかったのである。この矛盾は、スーダン文化の主体に由来する。エジプトとの相違点は、スー

ダンでは支配者の相続を母方の家系が行った点である。これが、決して完全にエジプト化することのなかったスー

ダン文明の本質である。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.33：2020 年７月 3 日掲載）

32．ベセト女神

　この奇妙な姿の像は、高さが約１ｍもあるので展示ケースがいっぱいになってしまう。そこにあるのは醜い体と

顔で、しかも裸の女性像である。この像は、ベセト女神を表す珍しい例である。スーダンとエジプトでは、息子で

あるベス神も同じ様に歪んだ容姿をしている。ゲベル・バルカルの半岩窟神殿にも女神を彫刻した柱があった。母

親の足元にいるべス神は、ひげの生えた恐ろしい小人の姿をしており、その役割は妊婦と新生児から悪魔を遠ざけ

ることである。ベスのように、べセトも保護の役割を担っていた。女神の伸びた手には短剣が握られており、もう

片方の手には蛇がしっかりと握られている。

　約 12 年前に大英博物館のチームがで発見した（原著が発行された 2013 年現在）。この像はナパタ期のもので

あり、ベス信仰の人気ぶりを考慮すると不思議ではない。

　 （スーダン歴史クルーズ Vol.34：2020 年７月 8 日掲載）
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33．シャバコ王のカノプス壺

　第 25 王朝初頭について、この美しい方解石の小像から述べてみ

たい。エル・クッルには、初代ナパタ王の先祖が眠る墓地がある。

この墓地は、エジプト支配期のおわりに、クシュ王国の王子たちが

葬られるようになり、エジプトを支配した全てのブラックファラオ

を埋葬した場所である。

　しかし、ナパタ上流のヌリに埋葬されたタハルカ王は例外で、以

降、彼の後継者はヌリに埋葬されるようになった。残念ながら、ヌ

リとは異なり、エル・クッルの墓地は全てのピラミッドを失ってし

まった。ピラミッドに用いられていた石材は、主として、ナイル川

岸に中世キリスト教期の要塞を建てるのに再利用されてしまったの

である。

　シャバコ王は（紀元前 721-706 年）、兄弟であり前任者であるピ

アンキ王が成し遂げたクシュ王国によるエジプト支配を継続するた

め、メンフィスに住んだ最初のブラックファラオである。そしてそ

れゆえ、シャバコ王はエジプト第 25 王朝の最初の王とみなされている。彼の墓（第 16 号墓）は、幾度かの盗掘

にあい、現在では空となった墓室のみが残る。しかし、考古学者であるジョージ・ライスナーは、カノプス壺の蓋

を発見した。カノプス壺とは、エジプトでミイラを作った際に内臓を保管した容器のことである。

　ここにはホルス神の 4 人の子どもの頭部のついたカノプス壺が並ぶ。それぞれ、人間の頭部を持つイムセティ

には肝臓、ヒヒの頭を持つハピには肺、ジャッカルの頭のドゥアムテフには胃、そして鷹の頭を持つケベフセヌエ

フ内には腸が保管された。心臓はミイラ化させた後にスカラベのお守りとともに胸部に戻された。

　シャバコ王のカノプス壺は破損していたが蓋は無傷であった。そのカノプス壺には、本当に王の内蔵が保管され

ていたのだろうか？彼はエジプトで亡くなり、エル・クッルへ輸送されるまでにミイラにされたのであろうか？彼

の息子であるシャビトゥコ（第 18 号墓）もメンフィスで亡くなった後、エル・クッルへ埋葬され、そこでは彼の

頭蓋骨と偽のカノプス壺が発見された。

　これらの蓋は、第 25 王朝の最後の王で、スーダン

で亡くなったタンウェタマニ王の墓地で発見されたも

のとも非常に似通っている。シャバコ王の遺体がどう

なったのかは、今も謎のままである。

　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.35

：2020 年７月 14 日掲載）
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34．葬送用寝台の脚

　シャバコ（シャバカ）王とエル・クッルにある全ての墓と同様、クッ

ル遺跡第 72 号墓は荒らされていた。それは女性の墓であり、疑い

なくシャバタカ（シャビトゥコ）王の第 2 夫人の墓であるが、彼

女の名前は残されていない。

　ライスナーは、石のベンチに彫られた穴の中にガチョウの形をし

た葬送用寝台用の銅製の脚が２点、残っているのを発見した。「ア

ンガレーブ」と呼ばれるスーダンの伝統的な寝台にも似ている脚以

外の部分は失われてしまった。ガチョウはエジプトではアメン神と

関連付けられているが、スーダンでは雄羊がアメン神を表す。 し

かしながら、これら寝台の脚がスーダンで作られた可能性もある。

　類例として、詳細な出土場所は不明だが、明らかにナパタ期のも

のであり、木製でスフィンクスの形をしているものが、大英博物館

に収蔵されている。四角錘の上部を切り取った形の台座にはパピル

スが茂る様子が描かれている。

　方柱形の脚には、寝台の枠が差し込まれていたと考えられる孔が残る。当時の遺物共有協定に従い、１点はハル

ツームにあるスーダン国立博物館に収蔵され、もう１点はライスナーの調査団に与えられた。現在、それはボスト

ン美術館に収蔵されている。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.36：2020 年７月 14 日掲載）
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35．ナスタセン王の鏡
　

　ナスタセン王はヌリに埋葬された最後の王である。ナパタ王国末

期は紀元前４世紀末にあたる。彼の治世については、ベルリン美術

館に所蔵されている石碑に記されており、彼の即位式と軍事遠征が

記録されている。そしてそれは、古代スーダンで知られている最後

のエジプト語での長文である。

　彼のピラミッドの下にある墓室は、崩壊の危険があるために発掘

されていない。この墓からのもっとも美しい出土品は、王の名前を

刻んだこの巨大な鏡である。その銅の円盤の両面は磨かれており、

月の神の象徴である銀製の半円の枠で縁取られている。

　持ち手も同じく銀製であり、それはパピルス柱を表しており、側

面には４柱の神がいる。その神々とは、アムン神とその妻のムト、

そして彼らの息子であるコンスからなるテーベ三柱神を従え、角と

太陽円盤を頭上に備えたハトホル女神である。アムン神は二重の羽

飾りつきの王冠、ムト女神はエジプトの二重冠、コンス神はテーベ

で崇拝されている月の神で頭が鷹の姿をしている。

　

　おそらくこの鏡は、エル・クッルにあるシャバコ王の墓から出土し、現在はボストン美術館に収蔵されている鏡

を模倣したのではないかと考えられる。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.37：2020 年７月 31 日掲載）
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36．メロエ期の鉢形土器

　メロエ様式の土器は、卓越した技術と形式の多さという点におい

て、スーダンの伝統をしっかりと受け継ぎながら、外部からの影響

も受けていた。例えば、明らかにエジプトからはインスピレーショ

ンを受け続けていたし、マケドニアとローマ人に支配された時代に

は、ヘレニズム様式の器形と文様がクシュ様式に影響を与えた。 

地中海様式のアンフォラ（大型の両取っ手付きの壺）が模倣された

のもその一例である。

　葡萄唐草文や、ヤギの耳を持つファウヌス（ギリシャ神話のサテュ

ロスと同一視される半人半獣の怪物）は、ディオニュソス（バッカ

ス）信仰の伝統を表す図像である。このデザインから、ギリシャ神

話の酒と豊穣の神であるディオニュソス信仰もあったという説もあ

る。しかしそうではなく、ただ単にヘレニズムやローマ風の文様を

もとの宗教的な意味を理解することなく模倣したのであろう。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.38：2020 年８月５日掲載） 関連遺跡位置図
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　37．射手の王

　ケルマの真南に位置するアルゴ島内のタボは、タハルカ王治世の

創建で、その後何度も改修されたアムン神のための聖所がある。博

物館の入口をかざる巨像はこの神殿から発掘されたものである。

　この銅像（写真）は、1974 年にスイスの考古学チームが小さな

隠し場所から発見した。これはクシュ王国のものとして現存する中

で、唯一の大きな像である。本来この像は完全に金箔で覆われてい

たが、今では一部しか残っていない。

　カルトゥーシュが残っていないため、メロエ期のどの王を表した

像であるかは不明である。彼は 2 匹のコブラを額に飾るクシュの

伝統的な王冠と、羊頭飾りが両端につき、それが首の両側から垂れ

るスタイルのネックレスを身に着けている。繊細な顔立ちに少しと

がった小さい口、そして細い腰のわりに厚い胸板、これらの特徴は

ムサウワラートのライオン神殿の壁に掘られたメロエのアルネカマ

ニ王の特徴を思い起こさせる。様式から、神殿と同じ時代、つまり

紀元前 3 世紀の第 2 四半期のものと考えている。

　さらにタボの王は、ムサウワラート神殿外壁のライオン神の同

様、射手として表現されている。体の左側に持っていた武器は失わ

れている。しかし、右手の親指はいまも「弓用の指輪（サムリング）」

で守られている。

　そのような非常に厚い指輪は、メロエ期に多数類例がある。例え

ば、中央の展示ケースの一つにある自然にミイラ化した手の指には、

今も弓用の指輪（サムリング）がはまっている。これは通常、美し

くて硬い石を削って作る。この指輪のおかげで、弓の弦を引く際に

指を切らずに済み、そして発射後の弦の跳ね返りを避けることがで

きるのである。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.39：2020 年８月 13 日掲載）
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38．ナガの聖船台

　この聖船を置く台は、2000 年にディートリヒ・ ヴィルドゥング

とカーラ・クローパ率いるベルリン博物館チームが、ナガにあるア

ムン神殿至聖所で発見した。紀元 60 年頃のナタカマニ王とアマニ

トレ女王治世のスーダンにおいて、伝統的なエジプト様式がみられ

る最後の例の一つである。このような台はスーダンでたくさん出土

している。たとえば、セムナ、バルカル、メロエ、ワド・ベン・ナ

ガである。

　四方にレリーフが彫られているのは、伝統的なエジプト様式なの

だが、結果的にエジプトの支配者（おそらく当時のローマ皇帝ネロ）

を挑発してしまっている。

　それらの様式は、紀元前 3100 年頃の上下エジプト統一を表現し

ている。「2 つの土地の結合」という意味のセマ・タウィが最も重

要な儀式である。2 面には、トト神とホルス神が描かれており、残

りの 2 面にはハピ神が膝を付き、上下エジプトを表すトータスと

関連遺跡位置図

パピルスを、先端に共同統治を表す２つのカルトゥーシュのある棒にくくり付けている。この場面の上部横には、

別の伝統的儀式であるヘヌの踊りが彫られている。メレト女神に率いられた王と「《ペ》と《ネケン》の「魂」は

コサックダンスのようなリズムに乗って、膝を前方に伸ばした時に胸を代わる代わる叩く仕草をしている。これら
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39．セディンガのガラス容器

　本項のテーマはスーダンのヌビア地域にあるセディンガ遺跡の墓

地から出土したガラス容器である。現在は荒廃しているが、そこは

アメンホテプ ３世が、王妃ティイに捧げたエジプト式の神殿で知

られており、また約 40ha もの巨大なナパタ期からメロエ期にかけ

ての墓地もある。西側の小高い丘の上には、在地の王子たちの墓も

あり、繰り返し使用されてきた墓地がある。それらの墓には、多く

のガラス製品が副葬されていた。

　この地域は 1960 年代にフランス・イタリアチームによって発掘

された。なお、裕福なパトロンであり、そのチームを指揮したミケ

ラ・シフ・ジョルジーニは、残念ながら 1978 年に亡くなった。出

土ガラスの中で最も美しい例は、疑いなく、1970 年に WT 第 8 号

墓で発見された青色と金色を呈するガラス容器である。

　なお、ピサ大学博物館には、複製品が保管されている。発見時に

このグラスは 70 もの破片であったが、フランスの考古学者クレマ

関連遺跡位置図

ン・ロビションの忍耐強い作業により、美しい姿を取り戻す事ができた。

　中央部には、群青色を背景に神や人物が描かれている。死者は頭上に太陽円盤を載せている。 玉座には杖を手

にしたオシリスがおり、人々はそのオシリスに供え物を捧げている。表面の金箔により、緑色、黄土色、洋紅色、

白色へと変彩する。

ジャッカルの頭（ペの町を表す）と鷹の頭をした（ネケンの町を表す）「魂」は、ホルス神と、エジプト統一以前

の２つの王国を支配した最初の王との間の神話的上の先祖を表したしたものである。

　このナガの聖船台は、同じ共同統治時代のワド・ベン・ナガの例と同じく、エジプト語とメロエ語が併記されて

いる。その 2 つの言語はそれぞれの文字を使用しているため、知識がないと読解するのは困難である。また、こ

こで使用されているエジプト語には多数の間違いがある。例えば上述のトト神の例だと、トトが守護神であるヘル

モポリスは通常「８柱の神の支配者、神聖な言葉、生命を与えられた者」と記されるが、６柱（６本の線）で表現

されており、また「言葉」を表す文字として通常使われていた棒線が、ここでは右へたなびく旗となっている。二

人の支配者のカルトゥーシュは、エジプト語とメロエ語の交互で記されている。両側に、それぞれの王のメロエ語

での名前とエジプト語での即位名である「メリカレ／アマニトレとケペルカーラー／ナタカマニ」が記されている。

両側でメロエ語の名前は男女一対となっている。

　王と女王とが完全に対等に表現されるという様式は、スーダン（第 2 急湍南のアマラから第 6 急湍の北にある

ナガまで）に作られたすべての建造物の特徴である。ナガのアムン神殿塔門には王と女王が同じような姿で敵を攻

撃し、その抑えきれない感情が現れている。アマニトレ女王は「カンダケ」と呼ばれており、その称号は支配者と

しての女王を表すのに適切であった。しかし、それはギリシャの史料では「母なる女王」と訳されている。

　われわれは長くヨーロッパ中心主義的な見方で、この２人は夫婦であると信じていたが、そうではなく、母と息

子を表している可能性があることに注意しなくてはならない。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.40：2020 年８月 23 日掲載）
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40．メロエのヴィーナス

　メロエシティ（ピラミッドがある地区とは別の地区）の発掘は、1911 年にイギリスの考古学者 J. ガースタング

が始め、第一次世界大戦勃発で中断するまで続いた。メロエシティの約 4 分の 1 が発掘され、そこにはアムン大神殿、

そしていくつかの宮殿と多くの建物からなる「ロイヤルシティ」が含まれる。

　この像はそれらの宮殿の一つ（M295 建物）から、似たようないくつかの彫刻と一緒に発見された。砂岩製で赤

色顔料に覆われた等身大の女性裸像は片腕を上げているが、その意味は明らかになっていない。何かの踊りであろ

うか？これはギリシャの影響を受けており、メロエに典型的な大きさで、クシュの女王たちを思い起こさせるしっ

かりした太ももが特徴的である。目には漆喰とガラスがはめ込まれており、ナガのライオン神殿のレリーフにも見

　下部には花が装飾されている。 上部はギリシャ語の記述で「Pie zese(i)n,」（生

きるために飲む）とある。地中海にある他の有名な例として、3 世紀頃のロー

マ期エジプトの資料がある。おそらくアレクサンドリアで作られたものだろう。

　さて、セディンガで出土したこの搬入品は、墓域西側へ埋葬された在地の王

子たちの資金源は一体何だったのかという疑問をなげかける。セディンガは、

乾燥地域の中心にあるが西部砂漠の出口に位置するため、そこを通過するキャ

ラバンに高額な税を課し、利益を得ていた可能性がある。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.41：2020 年８月 27 日掲載）

　

関連遺跡位置図
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られる紀元 1 世紀のものである。

　メロエは他にも女性裸像がある。それらは通常、後期プトレマイオス期（紀元前 1 世紀頃）エジプトのヴィー

ナス像を模倣したものである。しかしながら、この像は宮殿から出土していることから、文化的な目的というより

装飾や目を楽しませるために作られたと考えられる。

　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.42：2020 年９月 6 日掲載）

41．聖アンナ
　

　ファラスはかつてエジプトとスーダンの国境にあり、ノバディア王国の首都であった。独立以前は、第 1 急湍

と第 3 急湍の間にあるこの場所には司教や総督の在所があり、この北部地域にあるドンゴラの支配者として表さ

れるヌビアの大司教がいた。

　アスワンダム建設による水没の危機にさらされ、そこにあった教会、1961-1964 年にポーランド調査隊が発掘

した。このころは、出土遺物を分割することが許されていたため、発見された６７枚のフレスコ画の半分はワルシャ

ワの博物館に収蔵されることとなった。それらは既に乾いた面の上に描かれており、「フレスコ画」よりも「壁画」

と呼ぶべきであろう。

　館内に展示されている小さく親しみのある聖アンナの肖像画は複製品であり、オリジナルは先に述べたように

ポーランドに保管されている。ギリシャ語で「聖アンナ、神を生んだ者の母」と書かれている。ここでイエスの祖

母である聖アンナは口に指を当て、静かに、という合図をしている。この静寂はキリストの受胎に関わる謎を意味

している。使用されている色はとても単純である。オフホワイト、非常に淡い黄色、そして紫と茶色の中間の色合

いであり、それらは 8 世紀から 9 世紀の間の絵画の特徴である。その後、10 世紀にフレスコ画は黒と白を基調と

した質素な色合いとなり、11 世紀には黄色と赤が多用されるようになった。そして、13 世紀には様々な色が使わ

れるようになっていた。

　　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.43：2020 年９月 11 日掲載）
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 42．アウグゥストゥスの胸像 

　アウグゥストゥスは、紀元前 30 年にクレオパトラとアントニウスが自殺をしたあと、エジプトを併合した。そ

して、ローマ軍は遠くヌビアまでナイル川を上った。ローマは、メロエ王国との間で、第 1 急湍と第 2 急湍の間

に緩衝地帯を設ける条約を結び、地元民を総督に任命した。しかし、ローマの属州となった人々への課税は重く、

紀元前 26 年には反乱が起きた。メロエ王家もこの反乱の後押しをし、軍隊を派遣した。

　メロエ軍は、現在のエジプト南部（フィラエ・エレファンティネ・アスワン）まで進み、一帯の住民をとらえて

奴隷とした。アウグゥストゥスの銅像もメロエに持ち去ってしまった。この侵略行為にエジプト新長官カイウス・

ペトロニウスは、激しく対抗した。彼はメロエへ攻め入り、女王アマニレナスと王子アキニダド率いるメロエ軍と

戦うことになった。ナパタまでたどり着いたペトロニウスであったが、メロエまでは進撃を続けなかった。両軍は、

王国の北部地域で 2 度衝突した。

　その後、女王アマニレナスと皇帝アウグゥストゥスの使者が、ギリシャ・サモス島で和平条約を結んだ。この条

約は、併合や課税なしというメロエ王国にとって優位な条件であった。つまりこの戦争が、ギリシャとローマの年

代記にある記述ほど、ローマにとって優勢なものでなかったことを示している。しかも、ペトロニウスが求めてい

たアウグゥストゥス像が、ローマへ返還されることはなった。

　

　1912 年、ガースタングがメロエで神殿を発掘した時、地表から２ｍの地点で出土したこの像は、アウグゥストゥ

ス治世初期の端正で、保存状態の良い作品例として知られている。現在、実物は大英博物館、精巧なレプリカはハ

ルツーム国立博物館で所蔵されている。

　　　　　 （スーダン歴史クルーズ Vol.44：2020 年９月 20 日掲載）
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 43．火が燃え盛る炉の中のヘブライ人 

　ダニエル書（旧約聖書）の中の話を描いたこの作品は、（41 項

53 ページ）で扱った聖アンナの作品に比べると非常に色彩豊かで

ある。これはファラスにある教会のナルテックス（拝廊）で発見さ

れたものであり、黄色と赤色を好んで用いた 11 世紀にさかのぼる。

鮮やかな赤はこの作品のテーマにあっている。

　

　この話は、アッシリア軍を全滅させた新バビロニア国王ネブカド

ネザルの治世のものである。かの有名なバビロン追放のとき、先祖

代々の土地からヘブライ人を追放したのも彼だ。バビロンの神より

も力があるとヘブライ人達が考えていた神々への信仰心をなくすた

めに、王は 3 人の若いヘブライ人を捕え、火が燃え盛る炉へと連

れて行かせた。ダニエル書によると、その炉は「運ぶ人が燃え上が

るほど」の熱さだったと書かれている。しかし、奇跡が起きた。ヘ

ブライ人達が神を讃えていると、彼らは焼けずに炉に入ることがで

き、空からは彼らの所に天使が舞い降りてきたのだ。

　正教会の伝統から、ダニエル書に登場するこの無名の天使は、ヌビアの教会で一般的な大天使ミカエルである。

冠をかぶり、青とオレンジの縞模様で飾られた白い長衣をまとった天使が、若いヘブライ人達を先端に十字架のつ

いた長い杖で守っている。彼の羽は、細かい目玉の模様のある孔雀の羽でできている。また、ヘブライ人は色白で、

カラフルな生地のズボンとマントからなるパルティア様式の服を着ている。この細部の装飾はおそらくビザンチン

の影響である。

　私たちは、ヌビア美術とエジプトのコプト美術には違いがないということや、そのコプトの人々は後期ローマ美

術をよりシンプルな形で模倣したということを意識しておかなくてはならない。この段階では、もっと後に現れる

エチオピア様式の影響は見られない。この絵の様式はビザンチンもしくは、少なくともその植民地であったレバン

トからの影響のように見える。　

 （スーダン歴史クルーズ Vol.45：2020 年 10 月 13 日掲載）
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44．ファラス大聖堂の発掘

　発掘時のこの写真から、その時のファラス大聖堂の様子が伺える。当時の写真に付けられたキャプションによる

と、掘られた小さな穴から偶然、最初に 天使の羽が見えたとのことである。

　壁画の取り上げ作業は非常に困難であった。特に昼夜の大きな温度差、また同一の壁に描かれた異なる漆喰の層

を分ける作業は、大変な苦労を伴った。そのため、この作業を行ったポーランド人は世界の新聞で称賛された。

長く忘れられていたこの芸術の再発見と、絵画の保存状況、それに加え作品自体の素晴らしさにより、スーダン当

局は新博物館のフロアの一つを全て使ってファラスのフレスコ画の展示をすることにした。

【訳註】

　2021 年現在、博物館展示室は改修中である。本項の記載は前展示に基づくもので、原典には写真が添えられて

いない。このため、SFDAS 所長の Dr. Maillot と相談の上、下記リンクを併記する。

Polish excavations in Faras. View of the Great Kom in Faras., T. Biniewski / Institute of Mediterranean and Oriental Cultures; 

Polish Academy of Sciences1962 参照。

https://g.co/arts/GNFPqwwkT5xjqFnNA

 （スーダン歴史クルーズ Vol.46：2020 年 10 月 25 日掲載）
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45．キリストの降誕  

　ファラス大聖堂身廊の東壁には、中世ヌビア芸術の傑作と言われ

るキリスト降誕図が描かれている。聖母マリアと幼児イエス・キリ

ストから少し離れたところに、降誕にまつわる伝統的な三人の王、

羊飼い、天使が描かれる。

　立派なソファーに堂々と横たわった聖母マリアは、非常に濃い青

紫のローブを身に着けており、両手には十字架の聖痕がある。それ

はキリスト誕生の日の受難について告げている。

彼女の右側は大天使のミカエルとガブリエルが、左側は聖ヨセフが

守っている。 塔、もしくは教会の形をした飼い葉桶の中には包ま

れた幼児が横たわり、その飼い葉桶の中にいる動物の息が幼児を温

められている。その動物とはゼブとロバであり、奇妙なことにロバ

には人間の足が生えている。

　左上には、馬に乗った東方の三博士（メルキオール、バルタザール、カスパール）がおり、中心には 2 人の小

さな羊飼い（アルニアスとレコテス）が黒い肌を持ったヌビア人として描かれている。 そして、この絵を奉納し、

願いごとを記したヌビア王が、この情景の一部始終を見つめている。

 （スーダン歴史クルーズ Vol.47：2020 年 11 月９日掲載）
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年表（横軸は地域を指し、紫とオレンジ色がスーダンを指す）　
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館外配置図（各項参照）
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　あとがき

　本書は Claude Rilly 氏執筆で 2013 年に SFDAS から刊行された「The Sudan National Museum-an illustrated 

guide for visitors」の翻訳本です。

　ある日、荒井繁さんから「こんな本があるから翻訳しましょう」というお誘いをいただきました。実は、本の

存在は知っていたのですが、それを翻訳することの意義がすぐに見いだせないまま作業を開始することにしまし

た。一つの項目につき、メールでやりとりすること平均数回。Facebook への投稿数が 52 回ですから、少なくと

も 200 回以上のやりとりをイギリス ‐ 日本間で行ったことになります。

　私たちが目指すのはただ一つ。「スーダンの歴史を知ってもらうことで、スーダンに親しみを持ってもらいたい」

ということ。最初は半信半疑だった作業も進めていくうち、自分自身にとっても「スーダン史を独立分野として見

てもらうために必要な事」に気づくためのトレーニングとなっていました。

　翻訳文としてはまだまだ改訂が必要なところもあると思います。2021 年現在、スーダン国立博物館は改修中で

あり、2022 年に再開館の予定です。収蔵品には変わりはありませんが再開館に伴い、適宜、改訂も行っていきた

いという意味で Version 1.0 としました。

　本書を通して、これからスーダンに渡航しようとしておられる方、また、渡航経験がある方や駐在しておられる

方々にとりましても、スーダンをより身近に感じていただけたら幸いです。

　　　　2021 年 10 月　　

　関広　尚世　　　　


