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未来へつな ぐ)1 1 一一間われる文化の創造と継承
日本と?フリ力.自然に育まれる同時代の生命刀

第 2部 千曲川とナイル一一文化の創造と継承

ナイルがはぐくんだエジプト文明

屋形禎亮

Qはじめに

ご紹介にいただきました屋形と申します。私は，

もう絶滅寸前の化石人類と申しますか，パソコン

が全然tl!えませんのでレジメがございません。

今日のテーマ， 千向川のほとりでナイノレの話を

させていただきます。 エジプ トというのは，ギリ

シャの紀元前 5世紀のJ罷史家へロドトスが『雁史』

で， rエジプ トはナイノレの賜物J と言う言葉を1!?き

記しております。 これはへロドトスが披初に言っ

たのではないというのはほぼ融実なのですが，文

字として残っているものではこれは最初であろう

かと思われます。まさしくエジプトという国はナ

イル川によって作られた，ナイノレ川によって育ま

れたのであります。

ロナイル川

ナイノレ川はご承知のように全長 6700 キロ，ち

ょっと正確に言うと欠けるのですが，文字どおり

今のところ世界最長の川ということになっており

ます。私の予想では中国の長江が糠流をきちんと

把握できれば並ぶのではないかと思いますが，少

なくとも今のところ世界紋長です。千rlh川という

日本放長の併設川がちなみに 367 キロですから ，

それの 20 佑-の長さということになります。

先ほど，ここの市長が触れられたと思し、ますが，

ナイノレ川は実は二つの大きな川|が合体しておりま

す。 6700 キロというのは赤道直下のビクトリア糊

に流れ込むカゲラ川の源流からの長さです。 ビク

トリア潟lから白ナイルという川になって流れます。

3700 キロぐらい源流から下がったと ころで，今度

はエチオピアの高原から流れてくる背ナイノレ川と

合流するわけです。 背ナイノレ川はこの合流地点ま

でに約 1600 キロ流れています。この地点が現在の
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エジプトの南のスーダン共和国の首都ハノレツーム

で，そこで両方の川が合流するわけです。それか

らがナイノレ川となります。 ナイノレ川になって 3000

キロ，途中スーダンで一度大きく蛇行しますが，

だいたいアフ リカ大陸の東側を通って地中海に注

ぎます。 その 3000 キロの聞というのは， 周りはほ

とんど砂投.地帯となります。

エジプトで重要なのは青ナイノレ)11 と本流です。

背ナイノレ) 1 1を遡るとエチオヒ。アの北I!Sのタナ糊と

いう糊があります。背ナイノレ川は， 椋悶 1829 メー

トノレのタナr~1から南米へ流れ出します。そして，

それから阿へ向きを変えましてエチオピアとスー

ダンの国境に達します。 そこから今度は北西に向

きを変えて白ナイノレ) 1 1 とハルツームで合流するわ

けです。

そのタナ湖の北凶にもう 一つ高い山脈がある

んですが， そこに源流を持つアトパラ川が背ナイ

ノレ川と白ナイノレ川の合流点、から 300 キロほど下流

にいったと ころでナイル川に合流するわけです。

これが， ナイノレ川に注ぎ込む最後の支流になりま

す。 つま り，それから 2700 キロというのは，ナイ

ノレ川はもはや水を供給するものを持たないわけで

す。 そして， アフリカ大陸の砂漠の巾をゆったり

と流れて地中海へ進みます。

ロナイルの賜物

このアトパラ) 1 1の合流点のあたりから，ナイノレ

川は六つの急流地帯を持っております。英語では

calaract と言いますが，滝と言うより はむしろ早

瀬と言える，急流地:twが 6 カ所あります。これは

ド流から第 1 ， 第 2 ，第 3 ，第 4 ，第 5 ，第 6 と

言っておりますが， この下流から 2番闘の湯布，

急激地帯と言いますが，第 2襟毛布から現在のエジ
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プト・アラブ共和国の国境になります。それから

300 キロドった， 河口からは 1 200 キロの所に第 1

1暴布がありまして，そのすぐ F流にアスワンとい

う街があります。 このアスワンから北 1200 キロが

古代エジプトを育んだ地域となります。

へロドトスが 「エジプトはナイルの賜物J とし、

った理由が何かと言いますと，これはエジプ トの

人間の住める七地はナイル川によって造られたも

のだということです。ナイノレ川は砂漠を下って何

回か侵食が行なわれていますが，第 1 爆布の北，

いわゆるエジプトのところからやや川幅が広くな

るんです。 両側に沙漠の崖がありまして，その中

に川が刻んだ谷ができております。 その中をナイ

ル川が流れ込んでいきます。そこにナイノレ川が哀

の増水邦lに運んできた土，肥沃な土が堆積してい

ってできた上地，それがいわば砂漠の中で人間の

住める土地となっているわけです。

ロ雨の降らないエジプト

エジプトそれ自体は，現在でもわれわれが問地.

にする紀元前の 7000 年，今から 9000 年から l 万

年前になりますが，そのあたりからほぼ変わって

なく，雨が非常に少ないというかほとんど降らな

いのです。 地中海性気候というか雨雲が北の地中

海に発生しますが，河口に近づくほどエジプトは

平坦な土地になり ますから，雨雲が山にぶつかっ

て上昇気流を起こして雨を降らせるとしづ条件が

ほとんどないんですね。後でお話しますが，デノレ

タの北西にアレキサンドリアという街があります。

紀元前 330 年にギリシャのアレクサンドロス大王

がエジプトを占領したときにつくった街ですから，

エジプトの照史から見ると非常に新しい街ですが，

それでも 2000 年以上の庇:史を持っています。そこ

が，統計上ではエジプトで一番雨が降るところで

した。これの年間降水量がほぼ 200 ミリと言われ

ます。

地中海性気候は冬に雨が|峰ります。これが現在

のエジプトの首都であるカイロにいきますと，放

近多少増えているようですがだいたい 1 0 ミリ で，

ほとんど雨は降りません。雨らしい雨は 40 年前の

経験ですが，年 2 回， 20 分くらいのどしゃ降りの

雨が降った程度でした。そのカイロから上流に行

くと雨はほとんどゼロに近い。 11寺々砂浪に雨が|経

って洪水が起こりますが， 統計上は 1 ミリか 2 ミ

リの降水が何十年単位で起こる程度で，雨が降ら

ないところです。

Qエチオピア高原の雨

ところが，源流というか，青ナイノレ) 11，エチオ

ピアの高原では亙ーに雨が降ります。背ナイノレ川，

それからアトパラ川，その周辺というのは互に集

中的に雨が降ります。 かなり古い理科年表を見る

と，年間降水母は 1300 ミリで，これですとほぼ日

本並なんですが，その 1300 ミリの雨のほとんどは

7 月， 8 月， 9 月の且:に集中的に降ります。 この

水が背ナイノレ) 1 1 とアドパラ川を通じてナイノレ) 1 1 に

流れる。 それがエジプトに集まるわけです。 だい

たい 6 月の夏至あたり，春の訪れではないんです

がナイノレ川にせせらぎの音が響く。それが徐々に

増水し始め，これが 9 月の中ごろくらいにピーク

に達します。

現在はダムの影響でこういう増水はほとんど

起こ らなくなっていますが，かつての状況ですと

水量が，起こる前に比べると 10 倍以上，水位に し

て 7 ， 8 メートル上昇します。 上昇します と) 1 1岸

は当然ですが自然堤防で，それを越して水は両側

にあふれでナイノレ川|のl隔が普段の何倍にも広がっ

てまいります。 両1JltJは砂棋の崖ですのである程度

いくと水はストップします。 水位は徐々に上がっ

てきて 9月の中頃くらいには最高に達して，それ

が 1 カ月くらい続くわけです。そして， 10 月の終

わりになると水が急激に減っていって， 1 1 月にな

れば大体自然の堤防の巾の元の流れに戻るわけで

す。

エジプ トでは雨が全然降らない瓦にこの青ナ

イル川の水源，エチオ ピアの高原の雨のおかげで

ナイノレ川が地水するのです。 ところがこの水は両

側にあふれて緩やかに流れるわけです。 紋下流の

ナイノレ川の流れは非常に緩やかです。 アスワンの

椋高は 87 メ ー トノレで，河口から 1200 キロです。

その辺りからあふれた水は非常に緩やかな流れで‘

す。

地水は雨水ですので，たくさんの泥を含んでる

わけです。 9 月頃，宵ナイノレ川と 白ナイ ノレ川の合

流点のハノレツームから，さ らにその上流に行くと

背ナイノレ川の水がはっきりと濁っております。い

わゆる雨が降った後の川の水ですね。 泥水です。

泥を含んだ水がゆっくりとエジプ トに人ってきて，
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川の両側にあふれでいる聞に泥が堆積するわけで

す。かつては 1 年間で 1 ミリの泥が堆積したと言

われています。

ロエジプトの原風景

古代エジプト人は，自分たちの住んでいる土地

をケネトと呼びました。「ケネト」というのは黒い

ものという意味なんですね。つまりナイル川が運

んできて水が引いた後に残した泥は要するに黒っ

ぽい土です。これに対して，砂漠の土地は「ベシ

ョレットJ と言います。これは赤いもの，赤茶け

たと言う意味です。

ちなみにエジプトの風景の特徴を申しますと，

水平線に三つの横線が走っていると思えばいいわ

けです。つまり，一番下はナイル川の水の青色，

その横を見ると薄い緑の線が入っています。これ

がいわばナイルが運んできた黒い土があるところ

で植物も生えますし，そこで農業が行なわれます。

その上に今度は砂漠の赤い土が山に見えます。も

う一つその上が真っ青な青空。これがまあエジプ

トの原風景なんですね。つまり，エジプトでは山は

緑ではないんです。高いところは緑ではないんで

す。日本人の常識ですと山は緑に見えるのですが，

そんなことをエジプトで言うとおかしいという具

合になります。

この泥水のおかげで，エジプトの農業ができる。

人間の住める環境がつくられる。土地そのものが

つくられる。これがへロドトスが書いている「エ

ジプトはナイルの賜物」という意味合いなんです。

人間，動物，植物といった生き物に必要不可欠な

水を絶えず供給してくれるのがナイル川です。ま

ず雨は期待できませんから，ナイル川が上流から

運んでくるものによって支えられているわけです。

ロ巧みな古代エジプトの濯滋

古代エジプト人はこのナイル川の増水，これは

夏に起こるわけですが，これを巧みに利用して自

分たちの農業というのを行なう工夫をいたしまし

た。これを英語で base irrigation と言いますが，日

本語では難しいのですが，貯留式もしくは潜水と

いっております。つまり，畑に水を貯めておく濯

瓶方式なんです。

ナイル川に水門を設けて上流から下流に，砂漠

へ向かって一本の幹線水路を掘ります。そしてそ
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こからいくつか水路を張り廻らして，それぞれの

畑に水がいくように，そういう水路を造るわけで

すね。最高の水位に達した 9月の中頃に，ナイル

川の水門を開けて水を水路から畑に導きいれます。

入れた水を大体 1 メートル以上畑に貯めておきま

す。1.25 メートルから1.5 メートノレぐらいの水が

貯まったら，それぞれ畑の水門を閉めてしまいま

す。流れが最高水位に達したところを見計らって

畑に入れて，留めておくわけです。そして 10 月の

1 カ月間そのままにしておいて， 10 月の終わりに

水が引いた段階で水門を開けて貯まった水を一気

に流します。そしてちょうどその頃に主要作物で

ある麦を植えるということをやっているわけです。

そうしますと冬の間表は成長し，水を多少必要と

する場合もありますが，そんなに水をやらなくて

もこれで十分な収穫は確保できます。

エジプトのように雨が少ない，これはメソポタ

ミアでもそうなんですが，乾燥地の農業の最大の

問題は何かと言いますと，排水なんですね。給水

だけでなく排水を考えておかなければなりません。

畑に水をやります。そのまま放っておくと乾燥し

て日射も強いですから水が蒸発していくわけです。

しかし，蒸発させてはいけないのです。いけない

というかそうしますと土に水が入った段階で土の

中の鹿分が溶けて，蒸発時に塩気の物が表面に残

ってしまう。水だけが蒸発しますから。つまり，

土壌が塩化するわけです。塩化しますと当然です

が，作物の収穫量は落ちてしまいます。特に麦は

塩化に非常に弱い作物ですから，収穫高が急激に

落ちていくわけです。

ところがこの貯留式濯瓶ではそういう心配が

ほとんどありません。つまりたっぷり水が 1 メー

トル以上ありますから，ちょっとやそっとでは蒸

発しません。ただし，水は温められて，土壌の中

の息分が水の中に溶け出していくわけです。それ

を一気に排水するわけですが，肥えた土は流れま

せんからそのまま畑に残ります。この貯留式潜瓶

では土壌の塩化が起こらないわけです。同じとこ

ろで何年作り続けてもそのままで，収穫高が落ち

ない。これはナイル川の自然のサイクルと主要作

物である麦の生育サイクルというのが理想的に組

み合わさった自然と人間の共生の非常に優れた例

といえます。ただこれは非常に恵まれている例で，

まさしくエジプトはナイルの恵みなのです。恵み



日本ナイル・ヱチオピア学会第14国学術大会。公開講潰会干九日

締へつなぐ111哨われる文化側此糊/日本己防1)か酬明まれる同時代め生命力↓

によって育まれているわけです。

ロ姿を消した貯留式濯溜

ただ，この貯留式潜慨は近代になると徐々に消

えていきます。 19 世紀の初めから，つまりナポレ

オンがエジプトに遠征した後から，ムハンマド=

アリ一朝が近代政策に乗り出しました。反の聞は

農閑期で畑が痩せるエジプトでは，やはり土地の

有効利用をまず考えたわけです。そしてダムを造

って必要なときに増水をコントロールして，一年

中いつでも水をやれるという方式に段々転換して

いったわけです。私がエジプトに初めて行ったの

は 1966 年ですが，アスワンハイダムがアスワンの

南の第 1 爆布のもう少し南で， 70 年に完成する寸

前でしたが，その段階でこの貯留式湛淑はエジプ

トのあちこちで姿を消しました。

今エジプトの観光の目宝であるテーベの西岸

の地域にわずかに貯留式灘瓶が残っておりまして，

それを見ますと一つの畑の広さは大体1.5 ヘクタ

ールから 2ヘクタール，日本で言うと 1 丁半から

2 丁ぐらいの広さです。そこに満々と水が張られ

てます。それを飛行機から見ますとちょうど田植

え前の日本の水田の景観と非常によく似ています。

違う点は一つの畑が大きいのと，張られている水

の量が半端じゃないことです。 1 メートル以上の

水位ですから，水田とは比べものになりません。

けれども稲作というのは， 日本は乾燥地ではあ

りませんが，水を貯めておく方式というのは土壌

の塩化を防ぐには非常に効率的なやり方だと思う

んです。日本の場合，雨が少ない乾燥地ほどでは

ないが閉じような感じだなと思うのです。エジプ

トの文明は，このようにナイル川に造られた土地，

ナイル川がもたらしてくれる水を人間の力で抑え

ようというよりは，水を巧みに，より効果的に利

用することで農耕を営み，そのうえにつくられて

いるのです。

ロ古代エジプトの統一国家

エジプトの文明というのはこのナイル川に全

面的に依存してますから，いろいろな意味でナイ

ル川に文明の生活が規定されるわけです。

まず，エジプトでは非常に早い段階で統一・国家

ができ上がります。紀元前 3000 年ですね。そして

それが長く続きます。古代エジプトの暦史はアレ

クサンドロス大王に征服されるまでの 2700 年間

ですが，基本的に統一国家の時期は長い。メソポ

タミアの方は統一国家ができるのが 600 年遅れて

紀元前 2400 年くらいです。このメソポタミアに比

べ，エジプトの統一国家は長く続き，分裂しない

で非常に安定している。なぜかと申しますと，つ

まり最南端のアスワンでさえわずか標高 87 メー

トルで平坦な土地がナイル川沿いにずっと北まで

続いている。これは長いですよ。 1200 キロですか

ら。日本で例えますと新幹線の東京から博多まで，

1160 キロの距離で，博多にアスワンがあるとすれ

ば，そこから東京湾に注ぐ，そういう長さですね。

そして，エジプトは上エジプトと下エジプトに分

かれて， ドエジプトは大体現在のカイロあたり，

これは河口から 240 キロです。私は今，静岡県の

掛川に住んでいますが，掛川は東京から 229 キロ

ですから，掛J 11 と浜松の聞にカイロがあって，そ

こから東京方面が広大なデルタ地帯になるという

わけです。

このカイロからアスワンの聞の川原は平均す

ると幅 14 キロぐらいになるわけですねoJ 11原とい

うのは人聞が住める黒い土地で，広がったり狭く

なったりしますが，平均 14 キロぐらいの幅です。

真ん中にナイル川が流れますと 6 キロから 7 キロ

ぐらいの非常に細長い両岸の幅しかない。河口に

は広大なデルタが広がっています。これは 2 万

2000 平方キロといいますから，長野県と岐阜県を

併せたよりもう少し狭いぐらいです。長野県を 1

万 3000 平方キロ，岐阜県を 1 万平方キロとします

と 2 万 3000 平方キロになりますから，そのくらい

の広大なデルタが広がっています。

しかし，川に沿って 1200 キロですから統一国

家をつくるのは難しい。なんせ周りは砂漠ですか

ら，砂漠の海の中に浮かんでいる平坦な島と例え

ればいいのではなし、かと思います。だから，ここ

に統一国家ができますと，それを覆す勢力がなか

なか育ちにくし、から統一国家が長続きするのです。

しかも，エジプトの王ファラオは強大な権力をふ

るったと認められ，いわば神とみなせるような条

件を備えています。

日大事なナイルの増水

エジプトにとって大事なのはナイル川の増水

で，この増水がいつ起こってどのくらいの規模か
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がエジプトにとって一番大事な自然の条件なんで

す。ことに未発達な古代エジプトではなくてはな

らない条件でした。

青ナイル川はエチオピアのタナ湖からスーダ

ンとの国境地帯まで非常に急流です。水源のタナ

湖が標高 1829 メートルで，国境に達する大体 869

キロの聞に 1300 メートル下りてしまうんです。大

体 500 メートルの標高差です。だから青ナイル川

は，エチオピアは私は行ったことありませんが，

非常に深い谷を造っています。ところがスーダン

に入ってからハルツームまでが大体 740 キロ，ハ

ルツームからカイロまでは 1800 キロですから，一

転して 350 キロあまりで緩やかになります。その

ために水源地帯の雨の降り方は平均化されてしま

いまして，ほぽ毎年 6 月の夏至の前後に増水とな

り，大体その増水も最大 7 メートル半で平均上下

2割ぐらいの聞に大体おさまってしまいます。と

いうのは大事なのは自然をコントロールできると

いうことで，これが，主は神と主張してもそれが

違和感なく，王の下での統一国家が長く続く理由

です。

エジプトも何回か王権の弱い時期があります

が，その時期はどんな中央集権でも何百年と続け

ば自然に分かれると思います。貯留式灘瓶は地域

地域で一本の潜水水路とそれにつながる自然水路

で運営されるものでして，中央権力がなくても運

営できる。古代エジプトは 40 の地方の行政単位が

あり，それが一つの濯概の単位となり，そういう
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ものに分かれるといえるのではないかと考えてま

す。

最近の気候学によりますと，この王権の表えた

時期は増水が期待されたほどあまり高くない時期

と対応するのではないか，と言われています。こ

うなるとますますナイル川|に依存していたのだろ

うと言えます。

ロ保守的・楽天的なエジプト人

エジプト人は基本的に保守的で楽天的です。あ

の世を信じます。ピラミッドを造ったりしてあの

世のための準備をします。これは，この世を何と

かして死んだ後も，この世が楽園だからあの世へ

持っていきたいという表れなのです。自然と言う

ものはエジプトでは気まぐれと言う要素が少なく，

予測がある程度可能です。メソポタミアでは占い

が発達しました。これは現在でも日本の朝のテレ

ビに出てくる星占いですが，これは元をたどると

メソポタミアで起こったものです。チグリス・ユ

ーフラテス川がしょっちゅう洪水を起こす，そう

いうところでは，神様の意思を指導として占いが

発達しますが，エジプトはそういう点では発達し

ませんでした。非常に楽観的，いわば自然との共

生がかなり理想的にいったと考えられます。

どうも前置きの話が長くなって文明の性格や

成立までいきませんでしたが，時間ですので私の

話はこれで終わりにします。

(やかた・ていすけ/信州大学人文学部元教授)


