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スーダンの歴史の概要を掴むには、地図から始めるのが良いだろう。
地理がその国の歴史を実にうまく説明することがあるが、広大な砂漠の中を細いナイル川が S 字状に流れ、６つ
の急湍のうち５つがスーダンに位置する（第１急湍はエジプト）スーダンは、とくに良く当てはまる。博物館入口
のスペースに、南スーダンが分離独立する以前の巨大なスーダンの地図が展示されている（2013 年現在）。2011
年の南スーダンの独立により、スーダンは南北に別れたが、考古学的には北部スーダンが主な対象となる。
エジプト国境とハルツームの間、そして青ナイル川沿いで遺跡が発見されているが、それよりも南の地域となる
と、あまり多くはない。なぜなら南部では、土壌や気候が遺物や建造物の保存に向いていないのである。木材など
腐りやすい素材を用いた建造物は、熱帯雨林の酸性土壌では保存できないのである。一方、例えば北部のメロエで
は、砂に埋もれた石材やレンガを用いた建造物が千年以上保存され、それはエジプト学者が研究対象としやすい素
材だったのである。
エジプトとスーダンの国境は世界最古のものの一つで、現在は第２急湍の少し北にあり、約 5000 年前から続い
ている。双方から何度も侵攻があったのにもかかわらず、その国境はほとんど動いていない。博物館の庭には、国
境の対立を見守った最古の建造物がある（ゲベル・シェイク・スレイマンのレリーフ）。対立は、エジプトとスー
ダンの間で起きたのだが、両文明は、時にお互いに尊敬し、そして時に敵対するという関係を数千年にわたって繰
り返してきた。歴史時代の始まり約 3100 年頃にエジプトは統一され、二つの王国は「ファラオ」と呼ばれること
になる一人の男のリーダーシップの下で統治された。
エジプト王国の出現には、主に気候の変化が影響している。そして同じ現象は、500 年後のスーダンでも起きた。
いわゆるサハラ砂漠化で、それが同じ政治的な結果を引きおこし、巨大な王国が出現したのである。紀元前 8000
年ごろの気候は非常に湿潤であった。サハラ砂漠は緑に覆われ、ナイル川の川幅も広かった（この期間を「ワイル
ド・ナイル期」という）
。ハルツームの流域や上ヌビアは沼に覆われ、蚊が大量に発生していた。そして、川岸は
壊滅的な洪水で何度も浸水した。河岸はあまりに危険であったので、人々はナイル川から離れた場所への定住を好
んだのである。
それに対し、ナイルの支流沿いは生活しやすい環境であった。例えば、現在はほぼ干上がっているが、チャドの
エネディからエッ・デッバでナイルに流れ込むワディ・ホワールなどがある。それゆえ、アフリカで牛の家畜化が
始まった紀元前 8000 ～ 7000 年にかけて、サハラには数多くの牧畜民がいたのである。マシュー・ホネガー率い
るスイス隊が、ケルマ遺跡の調査で在来種の牛を確認した。紀元前 5000 年頃、この地域にシナイ半島を経由して
中近東からヤギと羊が導入された。それら動物は水や牧草地を牛ほど必要とはせず、また乾燥した気候にも牛より
順応しやすかったと考えられる。
今日知られているようにサハラの砂漠化は、紀元前 4000 年頃のエジプトで、そして紀元前 3000 年頃のスーダ
ンではじまった。その地域に住んでいた人々はナイルに近づくようになり、湿気が少なくなると、ナイル川流域で
の生活は以前より快適なものへと変化した。エジプトでは、オアシスからナイル川流域に住み始めた様々な集団が
統合して王国を形成した。スーダンでも、緯度が異なるため、500 年後にあたる紀元前 2500 年に同様のことが起
きた。最初に作られたのはケルマ王国である。最初の首都であるケルマは、すでに千年も前からナイルから 4 キ
ロほど離れた場所に「プレケルマ」と呼ばれる巨大な村として存在していた。そしてその場所は、ケルマ期に共同
墓地となった。
住民は、より低くて危険の少ないナイル川の近くへと移動した。しかし、彼らは以前の居住地を墓地として再
利用しており、そのことからプレケルマ文化とケルマ文化が連続していることがわかる。そして同じ頃、スーダン
北部には C グループという集団が定住していた。彼らはプレケルマの村をケルマ王国に変えた人々（プレメロエ）
と遺伝子的に近かった可能性が高い。C グループとプレメロエ、さらにダルフールとコルドファンから複数回にわ
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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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遺跡位置図

たってやってきた人々は、おそらく関連する言語を話していたと考えられる。C グループは、ケルマ王国の支配下
に置かれることはなく、牧畜を行いながら、市場を運営する都市生活も行うという生業形態を維持した。しかし、
最終的にはケルマの影響を受け、王国に完全に統一されたのである。
完全に砂漠化が進んだ紀元前 2540 年頃にケルマ王国は興った。王国は、豊富な農業資源（現在、椰子の木で覆
われている数キロ幅に及ぶ巨大な緑地）のおかげで領土を拡大していった。農業生産が盛んだったため、王国は第
5 急湍まで領土を拡大することが出来た。北部では、すでに C グループの文化圏、特にサイ島まで支配を拡げてい
た。強敵である中王国期のエジプトから激しい抵抗にあうまで、彼らは休むことなく領土を広げた。一方、中王国
期のエジプトは、急速に発展を遂げる強国となったスーダンに対して危機感を覚え、国境付近でその侵攻を食い止
めようと考えた。
紀元前 19 世紀の始め、中王国期のエジプトは、第 2 急湍に大きな分離線を設けた。それは泥レンガ造りの 10
件にわたる巨大要塞 ( セムナ・クンマ・ウロナルティ・ブヘン・シェルファック・ミルギッサ ) で、その駐屯地周
辺にはエジプトの植民地を形成した。この防衛線はその役割を果たすことはできず、最終的にはケルマ王国が、紀
元前 1700 年に全域を攻略した。
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その当時、エジプトは重大な困難を抱えていた。彼らはカナン人の子孫であり、ヘブライ人の古い従兄弟である
ヒクソスに、テーベ周辺の上エジプト以外を制圧されていたのである。この第 17 王朝を支配していたファラオは
とても貧しく、シカモア（セイヨウカジカエデ）の棺に小さなレンガのピラミッドがかろうじて残るというありさ
まで、北側にヒクソス、南側にケルマという２つの巨大な勢力に挟まれた状況で生き残る道を探していた。
消滅しかけたテーベの王国を攻略するため、同盟関係を築こうと試みるヒクソスの王から、ケルマの王に宛てた
手紙の写しがある。テーベ近くのエル・カブ遺跡で 2003 年に発見された記録から、エジプトを侵略しようとする
ケルマの襲来が、非常に危険なものであったことが明らかになった。なぜなら近隣の民族と同盟を結んでいたから
である。
その同盟国のひとつには、
現在のエリトリア付近にあったと考えられるあの有名なプントも含まれていた。
最終的に王妃たちの助力で、エジプトはその危機を切り抜けることができた。戦をする王にかわって、王妃達が
国内の問題に対応したのだ。第 17 王朝と第 18 王朝の間の王妃（女王）達は自身で兵を率いた可能性もある。そ
の中の一人は、第 18 王朝創始者であるアモシス（以下、アハモセ）王の母、アハホテプである。彼女の墓からは
勇敢さを称える、金製のハエ形ネックレスが発見されている。
紀元前 1550 年頃、アハモセはヒクソスと戦うことを決めた。同様の戦いを試みたのは彼が最初ではない。彼の
父は戦場で亡くなっており、兄弟もまたヒクソスと戦っていた。そしてついにアハモセは、侵略者をエジプトから
追い出すことに成功し、下エジプトにおける持続的な権力体制を構築するためにパレスチナまで進軍した。
北側の問題が解決した後、次にエジプトは南側のケルマとの問題に目を向けた。これには時間を要した。最近ま
で、それには１人または２人の王の治世を要したと考えられていたが、現在では数人の王の治世を要したことがわ
かっている。支配はしたものの、その後には反乱が続き、その地域を平和にするのに、つまりファラオの権力下に
置くまでに、150 年近くを要した。
その後、ケルマは崩壊し、近くに 2003 年に「ブラックファラオ」の像が出土したことで有名な新しい町が造
られた。エジプト人はケルマ王国全土を支配下におさめた。すでにケルマ王国が境界と定めていた第 5 急湍下流
にあるクルグスの岩には、トトメス 1 世、そしてトトメス 3 世の名も刻まれている。このようにして領土全体が、
北はワワト（下ヌビア）
、南はクシュ（上ヌビアと中央スーダン）という 2 つの地域に分けられたのである。
エジプト第 18 王朝、紀元前 1500 年頃のスーダンの状況に戻ろう。
紀元前 900 年まで、エジプトは植民地として搾取を行った。例えば、黒檀（エジプトでは良質の木材が見つか
らなかった）
、奴隷、金（ワワト地域で大量の金が採れた）、またアフリカからは豹の毛皮、ダチョウの卵など、日
用品ではないが文化的な文脈で使用される物、また貢納品としてファラオから近東の支配者に送るための物が集め
られた。まず、彼らはスーダンに王子を置いた。「クシュの王子」は、後に高官を表すに過ぎないものとなったが、
彼らは最初にアニバ（現在のエジプトヌビア）に住み、その後、第 3 急湍近くのトンボスに定住した。スーダン
内にいたエジプト人高官は彼ら自身のためにピラミッドを建設した。この埋葬方法は、ファラオらが採用しなくなっ
て久しかったが、新王国のエリートの間では引き続き用いられていた。 それらは、材料費や人件費を節約するため、
他の王のピラミッドより尖っていた。 後にメロエのピラミッドも影響を受けることとなった。
紀元前 900 年頃、ナイル川流域のいくつかの都市を侵略したリビア人が、小さな独立王国を興したため、エジ
プト人は北部地域へ警戒の目を向けなければならなかった。そのため、彼らはスーダンを離れたが、エジプト文化
の影響を強く受けた地元のエリートが残った。現在、ゲベル・バルカルと呼ばれる壮大な山の周囲にエジプト人は
小さな町を造っていた。その山の南側にはコブラの形をした岩があるため、アメン神の家とみなされていた。この
町はナパタ（現在はカリマ）と呼ばれ、新しい地方勢力の首都となった。ナパタ人はその地域での重要な地位を占
めるようになり、特に軍事的な能力でその地位を確立した。彼らはエジプトの最も効率的な社会制度、つまりファ
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ラオによる行政、宗教、社会、そして王家に基づく価値体系を模倣した。早くも紀元前 9 世紀、ナパタには「ア
メンの息子」と自称する王がいた。彼らはエジプトから借りたその神を、ケルマ時代に雄羊の姿をしていた彼らの
神と融合させ、彼らの神殿の上に設置した。このようにして雄羊の神アメンはナパタの守護神となった。
当時エジプト人は、ナイル川流域でいくつかの地域に分裂し弱体化していたため、彼らはその機会を利用して下
ヌビアを取り戻し、エジプトの領土へと拡大を始めた。紀元前 760 年頃、彼らの最初の偉大な王であるカシュタ
王の治世に、ついにテーベと上エジプトを支配下におさめた。王は自分の娘を「アメンの神妻」として指名した。
それは女教皇的な存在であった。その後、エジプト王の代理を上エジプトにいる彼らの娘たちが務めることになっ
た。
「アメンの神妻」たちは処女であり、アメン神の妻とみなされ、神政国家の長とされた。王朝交代時には、半
ば強制的ではあったが養子縁組での継承を行った。
カシュタ王の息子であるピアンキ王は、最終的に全エジプトを、かつての境界であったパレスチナ付近まで支配
した。しかし、彼はその後、首都ナパタに退却するという失態を犯してしまった。ピアンキ王がスーダンへ戻るや
いないや、2000 キロ離れた場所に彼が居ることを知ったナイル川流域の弱小な王達は自身の独立を取り戻した。
結果として、ピアンキ王の兄弟であるシャバコ王は、彼の治世に再度制圧を行わなければならなくなった。制圧後、
彼はエジプトのメンフィスに定住した。そのため、エジプト年代記の編者は、彼を真のファラオとみなした。エジ
プト第 25 王朝が、シャバコ王の治世から始まるのはこのためである。これがエチオピアとして知られる王朝で、
私たちがクシュ王朝と呼んでいる王朝である。一般的には「ブラックファラオ」として知られている。
クシュの支配は、カシュタの治世、紀元前 760 年頃から 664 年まで続いた。つまり、スーダンのエジプト支配
は事実上 100 年もの間、続いたのである。これら支配者はその敬虔さでよく知られていた。当時のエジプトでは
イシスやオシリスのような救済の神が好まれていたが、彼らはエジプトで廃れつつあったアメン神のような神を崇
拝した。彼らは神殿を修復し、新しい建物を建て、古い伝統を回復させ、過去の時代の芸術をとりこんだ。そして
それは後の王朝でも使用される様式となった。クシュのファラオは、エルサレムからハルツームまでの地域を束ね
る連合王国の長だったのである。その領域は非常に大きく、端から端まで軍隊を移動させるには、数ヶ月を要する
ほどであった。南部や西部スーダンの部族からも徴兵されたアフリカの兵士が、アッシリアに対抗するためにパレ
スチナまで送られたこともある。それらの兵隊によってカバーされていた距離を想像してみよう。戦車は将校のた
めの乗り物であったし、またナイル川の航行も急湍で制約を受けていた。つまり、ほとんど歩いて移動していたの
である。
近東では、クシュはアッシリアというその時代の強大な略奪者に直面しなくてはならなった。アッシリアの軍事
力をもってしても、
クシュを倒すのは容易ではなかった。しかし、最終的にアッシリア王のアッシュールバニパルは、
スーダンのファラオを 2 度撤退させることに成功した。 ブラックファラオの 2 度目の敗戦は、紀元前 664 年のタ
ンウェタマニの治世であった。彼がエジプトを支配下においた期間はたったの 9 ヶ月であった。1500 年以上、一
度も制圧されたことがなかったテーベで、アッシリアが略奪を行ったことは未曽有の惨事となった。それまで、敵
が侵入し、財宝を全て奪って行くようなことはなかったからである。
アッシリアはテーベから南下しなかった。彼らはバビロニアによって一掃され、完全に消滅亡した。最終的に
クシュの領土は、北は第 2 急湍、南はハルツーム地域という範囲でエジプトは除外されることとなった。しかし、
その後もクシュ

歴代の支配者は「上エジプトと下エジプトの王、アメンの息子、ファラオ」と自称し続けた。紀

元前 664 年からローマ帝国の終わりまで、2 人のファラオが併存することになった。一人は北部におり、そこは
主にペルシャ人、ギリシャ人、そしてローマ人といった外国人が王位についた。そして、南部ではスーダン人が王
位についた。クレオパトラの時代、スーダンにもクシュを支配する女王がおり、彼女はエジプトの女王と同じ肩書
を持っていた。
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スーダンにおけるこの新しい時代はナパタ時代と呼ばれ、宗教都市ナパタに由来している。都市の周囲には王が
埋葬された３つの埋葬地（エル・クッル、ヌリ、バルカル）があった。彼らはピラミッドを建設したが、その形は
「クシュの王国の息子たち」であるエジプト植民地の総督により、ワワト地域に作られたものに影響を受けていた。
何世代かは、問題なく過ぎていった。エジプトから退くことにはなったが、それでもナパタの王は依然として強
力であった。しかしながら、アンラマニ王の死後、彼の後継者争いが起きたようである。アスペルタが王位継承者
であったはずだが、当時、母親がまだ子どもであった彼を強引に玉座に据えたことが反発を招いたようだ。
アッシリアの監視から解放された第 26 王朝期のエジプト人は、これを好機と捉え、依然として強大で危険な王
国に対し防衛戦を行った。紀元前 591 年、プサムテク II 世の治世下で、ギリシャ人傭兵が加わることで強化した
エジプト軍は、ナパタまで（おそらくダンジルまで）進軍し、神殿を含め全てを破壊し、燃やし略奪した。そして
「ブラックファラオ」とナパタの後継者たちの像を全て壊した。しかし、彼らにはスーダンに駐在する意志はなく、
軍事力を誇示し終わると再びエジプトへと戻っていった。
これにより王国は荒廃した。全てを再建しなければならなかった。神官たちは残った像をジャバル・バルカル
の 2 つの土坑に埋めた。そして、それらは 20 世紀初頭の発掘で発見されることとなった。その中には第 25 王朝、
最後から 2 番目の王、タハルカの美しい像もあった。現在、博物館の入口に展示されているのがその像である。
ケルマで検出されたほかの土坑から、2003 年にスイス人考古学者シャルル・ボネが、7 体の巨像を発掘した。
このエジプトの襲撃は、クシュ人に強い危機感を抱かせることになった。スーダン最初の首都ケルマはあまりに
もエジプトに近く、そしてナパタもまた近すぎると考えるようになった。紀元前 591 年、プサムテク II 世による
アスペルタ王への攻撃の後、更に 350km 南西に位置するメロエが行政の首都として選ばれた。しかし、王はヌリ
にあるナパタ期の墓地に埋葬され続け、その後バルカルへと移った。その後、メロエに在地の王朝が興ったのが、
紀元前 300 年頃のことである。在地一族の王女たちと婚姻が繰り返され、王達はナパタよりもメロエに親近感を
覚えるようになった。 いわゆるメロエ王国は紀元前 300 年頃に始まったが、その根拠は、王墓がバルカルからメ
ロエに移っただけにすぎない。ナパタは宗教的な中心地として存在し続けたが、時の移り変わりとともに大半の王
がメロエに埋葬されるようになり、かつてのような政治的な求心力は無くなっていった。
紀元前 350 年頃まで、メロエ王国はエジプトからの強い影響を受けていたが、それでもナパタ時代に比べると
はるかに弱くなっていた。メロエ王国はエジプトから遠ざかってゆき、さらにエジプト自体が別の国々の支配下に
置かれたため、
もはや規範としての機能を失ってしまっていた。その結果、メロエの人々は彼らの神殿に地元の神々
を取り込み始めた。それらの神々は地域の住民によって崇拝されてはいたが、それまで王室からは無視され続けて
いたものであった。ナカとムサッワラートで崇拝されているアプデマクという名のライオンの頭を持つ神は、スー
ダン固有の神である。
紀元前 200 年頃、メロエ人は何千年も話してきたメロエの言葉を古代エジプトの文字を使って書き表すように
なった。メロエ王国はナパタ王国から続く王国であったが、エジプトの影響が弱まるにつれ、在地色が強まっていっ
たのである。一方、ギリシャとローマからの影響を受け、最終的にギリシャ人たちに「エチオピア人の王国」と称
賛されるまでに成長したのである。ホメロスは彼らについて、また彼らの数百頭の雄牛を生贄にする儀式などに関
して何度も言及している。
それは模範とすべき敬虔さであり、年に一度の正餐にはゼウスやオリンピアの全ての神々
が訪れるほどであった。
西暦 350 年頃、メロエ人は新しい敵に出くわしたが、エジプトのように北側からではなく、南側からやってきた。
手強い敵は２つ。その１つは、非常によく組織化された初期エチオピアの王国であり、キリスト教徒エザナを王と
する「アクスム王国」である。そしてもう一つの敵は、メロエ人から「奴隷」を意味する「ヌバ」と呼ばれていた
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スーダン西部の遊牧民族である。
サハラの砂漠化が最終段階を迎えたため、ヌバは家畜と共にナイル川流域へと徐々
に集まってきていた。彼らは何度も押し返されたが、何度も侵入を試み、それはまるでローマ帝国でのゲルマン民
族侵略のようであった。このコルドファンから来たヌバ族とアクスム双方の侵入で、メロエ王国は滅亡した。そし
て、ナイル川へ近づこうと千年間待ち続けたヌビア人は、ついにナイル川流域へと押し寄せ、メロエ王国の遺構の
上に 3 つの王国を築いたのである。
メロエ王国の後に興った３つの王国とは、ファラスに首都を持つノバディア（この単語はギリシャ語であり、ヌ
バに由来する）
、オールド・ドンゴラが首都のマクリア、そしてハルツーム南西郊外のソバに首都があったアロディ
アである。支配者層が変わったことを文化的背景が示している。メロエ語は衰退し、書き言葉はギリシャ語に、そ
して話し言葉は古ヌビア語に取って代わった。宗教に関しては、メロエ王国での信仰が残っていた。例えば、王国
北部のバッラーナ墓地では、君主はコブラとアモン神を表す雄羊の装飾がある冠とともに発見されている。鞍頭に
は翼を広げたイシスが描かれていた。
しかし、200 年後の 550 年頃には、その宗教は消えていった。既に宮廷には、キリスト教徒が何人かいたが、
ビザンチウムの皇帝であるユスティニアヌスは、ヌビア人のみがいまだに巡礼を行っていたエジプト最後の異教神
殿であるフィラエ神殿の閉鎖命令を下すと同時に、ヌビア王国をキリスト教に改宗させるための使節を送った。
ユスティニアヌス帝はテオドラと結婚した。彼女は美しかったが頑なな一面もあり、帰依していた単性説を採る
コプト教の棄教を拒んだ。単性説と両性説（メルキテス／皇帝派）の論争は、東方教会内対立の主要因であり続け
た。しかし、その違いは小さいものである。単性説では、イエス・キリストは神性と人性の２つの本性を同時に持
つと信じ、両性説では神性と人性の２つの本性からなると信じているのである。ちなみに現在のエチオピア教会と
コプト（エジプト）教会は単性説を採っている。
ユスティニアヌス王妃であるテオドラの話に戻ろう。彼女は、自分が信仰する単性説にヌビア人を改宗させるた
め、自ら使節を送った。そして主に単性説を信じている上エジプトの当局に、夫が送った使節の到着を遅らせるよ
うに書簡を送った。その後、ノバディア王国全体がテオドラの単性説に改宗したため、この策略は効果的だったと
言える。このことは、彼らが帰依したのはアレクサンドリア総主教であり、コンスタンティノープル総主教ではな
かったことを意味している。
一方、ナイル川中流域にあるマクリア王国は、ユスティニアヌスの使節が訪れた直後に両性説に改宗したようで
ある。しかし、半世紀か一世紀後には、最終的にマクリアも単性説を受け入れた。南のアロディア王国も、ノバディ
ア最初の主教であるロンギヌスによって 570 年頃に単性説へと改宗した。
これらの出来事の直後、北部の王国であるノバディアは、南の隣国に支配されることとなった。それゆえに、
651 年頃にアラブ人がエジプトにやってきたとき、ヌビアにはノバディア地方を含むマクリア王国と、アロディ
ア王国という２つの王国が存在した。アラブ軍が、スーダンを支配下に置くため侵入をしようとしたとき、先に述
べた出来事が起きた。アラブ軍がオールド・ドンゴラを陥落させようとしたとき、ヌビアの射手による激しい反抗
にあった。すぐに、イスラーム側の攻撃は停止され、「バケト」と呼ばれる条約を結ぶことになった。
ヌビアはイスラームの友人にも敵にもならなかったのだ。同条約では、交易をおこなうことが許された。エジプ
トは織物と小麦、スーダンは金と 365 人の健康な奴隷を提供することになった。近年発見された上エジプト知事
の手紙には、直近で送られてきた奴隷たちの質の低さに対する苦情が述べられていた。この交易は 1270 年にドン
ゴラのキリスト教徒であった王が、紅海のアイザーブ港を奪おうとするまで続いた。これに対し、エジプトはすぐ
に反撃し、エジプトのスルターンであるバイバルスは軍隊を派遣、最終的に鎮圧に成功した。マクリア王国はイス
ラームへと改宗することになり、ドンゴラの玉座の間はスーダン最初のモスクへと変えられた。
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一方、南のアロディア王国は 1504 年までイスラームに改宗しなかった。ハルツーム周辺では、イスラーム化し
てから 500 年も経つと、ヌビア語の話者はいなくなってしまった。エチオピア国境からやって来たと考えられる
イスラーム化したフンジは、1504 年にアロディア王国を滅ぼし、首都のｔソバは焼き払われた。フンジのスルター
ンは青ナイルに王国を建設し、その首都をセンナールとした。王国は 1822 年まで存続した。
1820 年、エジプト総督であったムハンマド・アリーは、独自の植民地を持つことにした（この時のエジプトは
オスマン帝国からほぼ独立状態にあった）
。それだけでなく、ナポレオン・ボナパルトによってカイロが陥落した後、
スーダンに避難したマムルークを追う必要もあったのだ。ムハンマド・アリーの 5 番目の息子がその遠征を率いた。
トルコ・エジプト軍は、フランスのナント出身の鉱物学者であり、後にスーダンの古代建造物を最初に記録するこ
とになるフレデリック・カイヨーと一緒にセンナール王国を目指して行進した。彼は製図家であり海軍士官候補生
であるレトルゼクと一緒に行動した。なお、彼の名前はメロエのいくつかの礼拝所に刻まれている。1826 年に彼
らは「メロエへの旅」という本を出版した。シャンポリオンがヒエログリフを解読し、この国の古代文明について
の一次記録を直接読むことが出来るようになった 4 年後にようやく、西洋科学はスーダンに価値を見出したので
ある。
（スーダン歴史クルーズ掲載日）
Vol.48：2020 年 11 月 25 日、Vol.49：2020 年 12 月４日、Vol.50：2020 年 12 月 13 日、Vol.51：2020 年 12
月 20 日、Vol.52：2020 年 12 月 24 日

★「２

展示解説編」へ続く★
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