
                           2011.4.18～25 

神秘の国トルコ ハイライト 8 日間 

  

4 年ほど前に一度計画しながら、坐骨神経痛のためキャンセルしたトルコ

への旅が実現した。友夫婦と 4 月 18 日～25 日のトルコは、満開のチュウリ

ップが迎えてくれて思い出多き旅となった。 

 

列車で関西空港へ 

 今回の旅は阪急交通社のツアーで、スーツケースは事前に宅配便で送り手

ぶらで新幹線と関空特急はるかを乗り継いで、20.30 までに関西空港に集合

するもの。17.00 尐し前の新幹線に乗り、新大阪では乗り換えでホームにお

りたら入線してきた関空特急のはるかに飛び乗る。予定していた一本前のは

るかに乗ることができた。ところがこの特急まるで走る気配が感じられない 

 

   



いつまでもちんたらちんたらと走る。いくら大阪の街中でもこんなノロノロ

ではないはずでいったい何があったのか、でも何のアナウンスもない。 

結局富木駅を過ぎた 40 分くらいした後に普通の走行になり、この時初めて

前の列車で急病人がでて遅れましたとアナウンスがあった。もっと早く案内

できなかったのだろうか、JR のそれも国際空港への特急列車なのだから。 

天王寺、和泉府中、日根野と停車して関西空港に到着し、さっそくスーツケ

ースを受け取りに行く。受付のきれいなお姉さんが｢阪急さんなら後で運ん

で置きます｣と言ってくれた、ならば軽く夕食をたべようと 2 階の食堂街へ

行く。料理見本を見て回り結局ラーメンにした、餃子もいただき久しぶりの

ラーメンはおいしかった。 

 そのあと受付にいくと思いがけずオプション費用を頂戴しますと言われ

た。全額支払ったつもりなので、請求書に基づき支払ったことを伝えると、

確認しますが関西ではこちらでいただくことになっていますという……そ

うだったかな! 関西集客と名古屋集客でツアーが組まれているようだ。結局

旅行中にツアーの前に集金があったのだが、他にも私たちと同じことを言っ

ているグループがいた。添乗員は松本さん、総勢 33 名のグループだった。 

 

昨年日本とトルコは友好 120 周年 

 

 私のトルコ観は、トルコの人は日本人以上に恩義を大切にする国民だと思

っている。それは 1985 年イラン・イラク戦争のときにテヘランに取り残さ

れた 250 名の日本人の救出のため、日本政府が有効な手立てが何もできない

ときに、ぎりぎりのタイミングで飛行機を飛ばし無事救出してくれたことだ。

自国民のためならいざ知らず、危険を顧みず他国の人たちを救うために決断

をしてくれた。この時日本のマスコミはトルコに感謝の報道をするとともに、

121 年も昔におきたトルコ軍艦が熊野灘沖で遭難した時のことも伝えた。 

そもそもことの発端は何かということだが…..1887 年日本の皇族がオスマン

帝国皇帝に謁見し、その答礼として、1889 年 650 名の使節団を乗せた軍艦

エルトゥールル号を日本へ派遣しました。使節団は 1890 年横浜に到着し、

明治天皇に謁見して同年 9 月にトルコへの帰路につきましたが、おりしも日

本は台風の季節。和歌山県沖で強風と高波に襲われ沈没。587 名が死亡する



大惨事となった一方で、近くの村人たちが総出で救出に当たり、69 名の命が

救われました。 

 トルコの人たちはこのことを忘れずにいて、テヘランの日本人救出を決断

し実行してくれました。日本人以上に義理と人情の心を持つ人たち、まさに

日本人の鑑とも言える行動に感激したことを今も鮮明に覚えています。 

 

トルコは東西文明の十字路 

 

 地理的に三方を黒海、エーゲ海、地中海に囲まれたトルコ共和国は、古く

から｢東西文明の十字路｣として栄え、ヒッタイト帝国、古代ギリシャ・ロー

マ、ビザンチン帝国、セルジューク朝、オスマン帝国などが興亡した場所で

す。国土は日本の約 2 倍、人口は約 7.300 万人、ヨーロッパとアジアを結ぶ

国で、中東、アフリカに近接している地理的特性から、トルコ人は目や髪の

色など実に多様性に富んでいます。 

 またトルコは世界有数の農業国でもあり、ヘーゼルナッツ、いちぢく、ア

ンズ、さくらんぼの生産量は世界一を誇っています。さらに小麦、砂糖、イ

モ、豆類など多くの農水産物は世界的にも有数の生産量です。また、トルコ 

が積極的に西欧の文化や価値観を受け入れる一方で、信仰心と国家の発展と

の狭間で社会的な葛藤があるのも事実。イスラム社会では通常、コーランの

教えに従い、食生活から文化・習慣まで厳しい戒律のもとで暮らします。 

でも政教分離のトルコではこの戒律がとても緩やかなものです。例えば、女

性は夫以外の男性に肌を見せないようにするため、スカーフで頭や顔を覆わ

なければなりませんが、トルコの大学など公の場でこれを着用することは禁

止されています。ビール等飲酒も禁止されていますが、比較的自由に売買す

ることができます。 

 このようなトルコが国際社会の中で注目されているのが、EU への加盟を

めぐる問題です。トルコはイスラム社会の中で唯一 NATO に加盟しており欧

米諸国との同盟関係を重視しています。しかし、具体的な加盟の見通しは立

っていないのが現状です。 

 



トルコの未来を決めた｢トルコ革命｣ 

 

トルコが近代国家として誕生したのは 1923 年のことです、第一次世界大

戦の敗戦後、連合国による分割占領に抵抗した末、ローザンヌ条約によりト

ルコ共和国が成立したのです。この時、後に初代大統領に就任した建国の父

ケマル・アタテュルクの｢トルコ革命｣によって、トルコはほかのイスラム世

界とは一線を画す独自の国家路線を歩み始めます。アタテュルクは、宗教と

政治を分離しなければトルコの発展はないと考え、国家の根幹となる原理と

して政教分離(世俗主義)を断行。憲法からイスラム教を国教とする条文を削

除し、トルコ語にはアラビア文字に変わって、アルファベットを当てました。

また、一夫多妻制を禁止し、1934 年には女性の参政権を実現させました。日

本の明治維新にも通じるこうした改革は、古くからヨーロッパの一部として

の歴史も受け継ぐトルコだからこそ、可能だったと考えられています。 

オスマン帝国を打倒して、新たにトルコ共和国を樹立する過程で行われた一

連の運動がトルコ革命といわれるもので、1919～1922 に渡り祖国解放戦争

ともいわれる。 

※ローザンヌ条約はトルコ（アンカラ政府)と英、仏、伊、ギリシャ、ルーマ

ニア、ユーゴスラビアと、なんと日本の間で調印されている。知らなかった

こととはいえこんな形で日本がかかわってきたことは驚きだ。 

 

  

初めての休憩 ドライブインでトルココーヒーを飲む 

 

二日目曇り一時雤 



初めてのトルココーヒーは旨かった 

 

 朝も早い 5.50 イスタンブール空港を出発する、ガイドはカッパドキア出身

の｢オヌルさん｣、流暢な日本語である。彼から最初に教わったのは｢リュー

ナイドン｣おはよう、と｢メルハバ｣こんにちは。 

まずはアジア大陸へ渡るために、ダーダネル海峡を渡るフェリーに乗るゲル

ボルの街へ向かう。アジアとヨーロッパを隔てる海峡は、黒海側がボスポラ

ス海峡でエーゲ海側はダーダネル海峡と呼ばれる。でも学校では普通ボスポ

ラス海峡と教わる。この二つの海峡の間はマルマラ海と呼ぶトルコの海であ

る、ボスポラス海峡は狭い所で 700m 広い所で 1500m あり橋が二つ架かっ

ている。ひとつはヨーロッパ企業が、ひとつは日本企業が建設した。そして、

現在 2 年後の開通を目指して、3 本目は橋ではなくて海底トンネルの建設が

進んでいる。これは日本の大成建設グループが請け負っている。 

 イスタンブールの街を抜けてマルマラ海を左に見ながら走る、白い壁とオ

レンジの屋根が美しい家並が続く。右手は小麦の緑が続く美しい景色、朝の

高速道路はトレーラーも多く行きかう。7.40 テキリダーのドライブインで休

憩、男たちがチャイを飲んでいた。オヌルさんの話ではこの地方には｢ラク｣

という伝統的なお酒もあるそうで、アルコールは４５度もあるとか。 

でも私はトルココーヒーを頼んだ、オーダーしたがすぐにはでてこない。 

 

  
ゲルボルの街とフェリー乗り場 

 

あとからチャイを頼んだ人たちは受け取っていく、そこで｢トルココーヒー｣



と催促したら｢○○○｣と言いながら指をさした。その先には何か器具があり

抽出しているのだ、インスタントコーヒーに慣れているのですぐにでもでて

くると思ったのが間違いのようだ。３リラ払い受け取ったカップはとても小

さなもので、武骨な手では持ちにくいほどだ。トルココーヒーはうわずみを

飲むもので、とてもコクの深い濃いあじわいが癖になりそうなほど旨かった。

ちなみにチャイは２リラだった、１リラ=約６０円である。 

 

幾層にも重なったトロイ遺跡 

 

 朝が早かったことと行程の都合で 10.00 にランチとなった、ゲルボルの港

町に着くとレストランに直行。メニューは魚料理としてあったが、出された

のは鯖の塩焼きではないが蒸し焼きでもないような….とにかく鯖は間違い

なかった。それにスープとデザートだが、特に旨いとかまずいということは

ない。５０分で食事を済ませ雤が尐し降る中、店からフェリー乗り場へ急ぎ

足で移動。11.07 のフェリーに乗り 11.40 にはアジア側のラクセキに到着し

た。バスが走りだして直にモモ畑が点在し、あちこち濃いピンクに染めてい

るのが印象的で、ヨーロッパ側とアジア側で風景が変わったと感じられた。 

  

  

トロイの木馬と遺跡群 

 

ここから 1 時間程走り 12.45 トロイの遺跡に到着した、トロイと言えばト

ロイの木馬を思い出す。ホメロスの抒情詩｢イーリアス｣に登場する｢トロイ



戦争｣の舞台として有名。伝説の中では木製の巨大な馬｢トロイの木馬｣が、

10 年にも及ぶギリシァ軍とトロイ軍の戦争を終結させる要因となった。 

紀元前3000年～紀元400年もの間、繁栄と衰退を繰り返してきたトロイ。

古代エーゲ海交易の中心地であった、それを今に伝える遺跡は 9 層にもなっ

ている。入口には巨大な木馬が再現され、城壁の内部にはアレキサンダー大

王ゆかりのアテネ宮殿などがある。緑の草原の中あちこちに石積みの構築が

残されている。見てすぐにそれと分かる井戸の跡、神殿のあとなどが点在す

る。一方、日干しレンガで造られた建物の一部は当時のレンガがそのまま残

り、その上は現在のレンガで修復されていた。最も高い場所からは遠くにエ

ーゲ海を望むことができる。 

 雤には降られなかったものの草原の中の遺跡巡りは底冷えのするお天気

で、体が冷えてしまった。そんな場所なのに猫をよく見かけたのと、大きな

いちぢくの木が小さな実をつけていたのが印象的であった。 

 

どこを見てもオリーブ、オリーブ、オリーブ !! 

 

 13.35 トロイを出発して今夜の宿泊地アイワルクへ向かう。出発してしば

らくするとちょっとした峠を越えるが、これまではすべて片側 2 車線だった

道路もここでは 1 車線でくねくねと曲がりながら進む。 

 

   

山肌の木はすべてオリーブ         峠を下った街並み 

 

峠を越えるとエーゲ海がはっきりと見えてくる、そしてすぐ近くに大きな



島がみえるがこれがトルコ領ではなくギリシャ領という。目の前の島が外国

領とは意外な感じがするが、それよりも何よりも山の斜面から峠を下った平

地もオリーブの木で埋め尽くされている。まるでオリーブの海である、この

オリーブは驚くことに 700 年もの間収穫ができるという。ほんまかいな!! そ

れとオリーブの葉の形とサイズは 2 枚と同じものはないという。海岸に出る

と道路は片側 3 車線あり、山側に向かって家が立ち並んでいる。いずれも集

合住宅と思われるが白やベージュ色で明るく、その周りにもオリーブの木ば

かり。一つ気がついたことがある、それは集落があると必ずミナレットが立

っているのだが、集合住宅街には立っていないことだ。 

 15.10 ドライブインで休憩、店はオリーブの製品ばかりが並ぶ。せっけん

は 1 個 600 円くらいだった。安くはない値段であり何も買わなかった。この

あと 30 分ほどでエーゲ海沿いのホテルに到着した。さっそく海辺に出てみ

たが、残念ながら雲が多く時間の関係でエーゲ海に沈む夕日をはっきりと見

ることはできなかった。でもそれらしい景色は見ることができた。 

 

  

 エーゲ海に沈む夕日?           エーゲ海を背にツーショット 

 

三日目 曇り  

きょうはエフェソスの遺跡を見学して、パムッカレへ向かう。移動時間が

ながいので途中で革製品の店にたち寄ることになる。 

 

トルコのいろいろ 



 朝食は定番のものしかなくパン、ゆで卵、スクランブルエッグ、トマト、

ヨーグルトをいただく。もちろん家ではこんなにごちそうはないのだが、何

か今一つ満足しきれない。部屋に戻りベランダに出てみると、お隣の女性二

人組が記念撮影中だった。どちらからですか? と声をかけると｢米子の近く境

港方面です｣という。ここでちょっとおしゃべりをしたのだが、二人は病院

勤務で一人は栄養士、もう一人は事務員。背の高いほうはバレーボールのア

タッカーという明るいおばちゃん?たち。とても独身とは見えないのでダンナ

は置いてきたということになる。 

 7.30 ホテルを出発すると、広い平野にオリーブ畑が広がりその向こうには

同じような形の家が並ぶ団地があり、さらにどこまでもオリーブ畑が続く。 

 

  

ミナレットが 2 本も            珍しく?人とトラクターを見かける 

 

その中を片側 2 車線の道路がまっすぐに延びている、そんななかを 30 分も

走ると平地の続く畑の中に、風力発電機が 11 本ゆっくり羽根を回している。

広い国土にゆったりとした時間が流れているような雰囲気だ。 

それとこれまでバスで走っていてもほとんど人影を見ない、どこに人がいる

のだろうと思うほどで要は集落のあるところ以外では家もなければ人もい

ない。ここでガイドのオヌルさんが、トルコのあれこれを話してくれる… 

☆アラビア人はいろいろな文化を生みだしたが、それらを他に紹介しなかっ

た。でもトルコはどんどん新しいものを取り入れヨーロッパを見習ってきた。 

☆トルコの美田地区はイズミール～パムッカレの間、東の方は土地がやせて

いる。エーゲ海地方はピスタチオとスイカはとれる。黒海沿岸はヘーゼルナ

ッツ、トウモロコシそれに漁業が盛ん。 



☆東アナトリアのバン湖のほとり、ワンと言う街では雪が深く半年も電話が

不通になることも、それとここには青と黄色の目をした猫がいる。でもこの

猫は場所を変えると生きられない 

☆メソポタミアは 2 本の川の間と言う意味で、半分はトルコで半分はシリア 

☆ノアの箱舟がたどり着いたと言われるアラレット山がある 

☆トルコはイスタンブール周辺、エーゲ海沿岸、地中海沿岸、黒海沿岸と中

央アナトリア、東アナトリア、南東アナトリア地方に区分されるが、アナト

リアとはアジアの意味 

☆コンヤはトルコの穀物倉庫と言われる、塩の 75％を生産するトューズ湖と

いう塩湖が中央アナトリアにある 

☆地中海地方の中心アンタルヤにはロシア、ドイツなどから 300 万人もの観

光客が来る。五つ星ホテルも 200 軒弱

ある 

☆トルコではフィアットとルノーが

安いので多く、黄色のタクシーはほと

んどがフィアットとルノーという、で

もヒュンダイも多く見た。カローラは

１ランク上の車で、日本車ではトヨタ

とホンダだという…………etc 

 左は丘の上のセルジック城  

 

セルジックの町で革製品の店へ立ち寄る 

 

そうこうしているうちにイズミールの街に入る、昔はシミリナと呼ばれた

所でイスタンブール、アンカラに次ぐトルコ第三番目の都市である。山の中

腹まで高層ビルが立ち並び、これまでの景色と一変する。でもこの辺りには

｢ゲジェコンド｣と呼ばれる一晩で建てた家、つまりバラックが多くのこって

いる。これらの家では電気は勝手に配線して盗んでいるそうだ、でも今では

高層マンションが増えている。都市周辺の高速道路は片側３車線で、車の量

も尐なくとてもゆったりしている。最近東名や名神を走っても渋滞が日常的

になっている日本とはまるで違い、うらやましい限りだ。 



9.40 に小休憩して 30 分程走るとセルジックの街に入る、白いミナレット

や青いミナレットが立っている。町の外れの丘の上には石造りのセルジック

城が見える、10.25 郊外の革製品の店に到着した。ここではファッションシ

ョーもあり、客の視覚に訴える工夫をしていた。それに客の飛び入りによる

ファッションショーも行い、サイフの紐を緩めさせようと熱心な演出である。

でもこちらはトイレと言って外に出た、庭はよく手入れがされておりクラッ

シクカーが展示されたカフェコーナーがあり、クジャクがいた。さっそくカ

プチーノを頼んだが、2 リラでなかなか良い味だった。後で聞くと数人はお

買い上げになったとか、ウン万円以上する代物ばかりなのでお店にとっても

旅行社にとっても良かったようだ。 

 

ポンペイよりでかいエフェソスの遺跡 

  

エフェソスはシルクロードの最終地点、ここからは船でローマへ向かったと

いう。11.20 エーゲ海から 1.2km 離れたエフェソスの遺跡に到着した、小ア

ジア最大の古代都市遺跡群だ。ギリシァ時代には小アジアの最大の都市国家

として君臨した。イタリアのポンペイより大きな規模だという、遺跡に入る

と石造りの連続したアーチが残るローマ風呂の前に、赤いアネモネのような

花がきれいに咲いていたのが印象的だった。 

 

  

ローマ風呂と赤い花            建ちならぶ列柱 

 



1 時間 40 分かけて見学したポイントは次のようなものだ……緑の草原に覆 

われた広いエリアに、石の柱や石の構造物が点在している。所々にいちぢく

の木があることがトルコらしさだ、だが何といっても誰もが一番関心を示す

のは円形大劇場だ。山の斜面に沿って造られており 24.000 人を収容できた

と言う。直径 154m 高さ 38m の半円形で階段の一部には当時の大理石が残

っている。他の人たちがいなくなったときにかなりの広さがある舞台に立っ

てみたが、石造りの席が迫ってくるみたいで圧倒されてしまう。声を出すと

大きく反響するのが分かる。 

 

 

 

 

 円形大劇場                  音楽堂 

 

この大劇場からセルシュスの図書館に続く坂道は大理石の道で、ギリシャ

神話における狩猟の女神｢アルテミス」が祀られているアルテミス神殿へ続

く神聖な道で、イエス．キリストの 12 使徒のひとりヨハネは聖母マリアを

伴いここに住んだとされている。それが今回は見学しなかったが聖母マリア

の家である。その通りの下は下水路になっていた、その証として下水路の点 

検口があって金具が残されている。また三角の屋根が特徴であるトレヤヌス

の水場であふれた水は、その先のトイレに使用されて下水に流れていたとい

うから、今日となんら変わらないのに驚く。 

さらに小さな円形劇場を思わせる音楽堂や、ヘラクレスの彫刻を施した左

右対称の門。このヘラクレスの左手はライオンの足をつかんでいる、その先

には勝利の女神ニケのレリーフがある。このレリーフはヘラクレスの門のア

ーチとして飾られていたものと言う。また、ここにはクレオパトラの妹の墓



があるという。そして、一般の人たちの家は山の斜面に造られており、その

前の通りはモザイクタイルが敶き詰められている。単に舗装するのではなく

こんなところにも芸術文化の高さが分かる。でもポンペイにも同じようなも

のがあったが、娼婦の館もありそのマークは人の足が描かれていて、この足

より小さい足の人は利用できなかったとか。 

坂道を下り最後に見学したのはセルシュスの図書館、坂を下って来るとひ

ときわ目立つ建物で、これはローマ帝国のアジア州執政官だったセルシュス 

の死後、彼の息子が父の墓室の上に建てたという。世界で三番目の規模とい

われ、2 階建ての建物は下がコンポジット式の柱頭、上がコリント式の柱頭

になった大理石の円柱。内部は平屋で 12.000 巻の書物があったとされてい

る。またその隣には商業地アゴラへ続くマゼウスとミトリダテスの門がある。

この門は皇帝アウグストウスの奴隷解放に対し、マゼウスとミトリダテスが

感謝をこめて建てたものという。 

 一般的な見学からすればかなりじっくりと見学したが、アルテミスの神殿 

はここから 3km ほど、聖母マリアの家は 7km ほど離れており見学できなか

ったのは残念。世界の 7 不思議は①ギザの大ビラミッド②バビロンの空中庭

園③エフェソスのアルテミス神殿④オリンピアのゼウス像⑤ハリカルナッ

クスのマウソロス霊廟⑥ロードス島の巨像⑦アレクサンドリアの大灯台と 

 

  

トレヤヌスの泉              セルシュスの図書館 

 

いわれており、その一つを見学したかったのだが…..。 

遺跡を出てバスの駐車場に向かうと、石畳みで舗装されたまっすぐに延びた

道路には、りっぱな松並木が続いておりまるで日本の風景みたいだった。 



売店の売り子は日本人女性 

 

 このあとランチは 13.10 から｢チョプシン｣という肉料理、シンというのは

串と言う意味でトルコの炭火焼であり、串から抜いてうす焼きパンに包んで

食べるそうだ。でもわれわれは普通のパンでスープとデザートはプリンだっ

た。トルコの肉料理の代表はケバブで、豚肉は食べないので羊肉か鶏肉がほ

とんどという。でもこの肉は牛肉だったが、さほどおいしい味付けでもなか

った。食後に売店を見て回ると日本人女性のかわいい売り子さんがイチヂク

を売っていた、5個買うと1個サービスするというのですぐ買ってしまった。

きれいなお姉さんに弱いのは何も私だけではあるまい、値段は 6 個で 45 リ

ラは 1 個 7.5 リラだから先の 7 リラよりも高かったわけだ。出身はどこか聞 

いてみると東京近郊とか、東日本大震災のことを気にしていた。他にもキー

ホルダーをはじめとする小物や立派な陶器などが並んでいた。 

 

パムッカレへ向かう 

 

 食事を終えて 14.10 出発する、しばらくして鉄道に並行して走っていると

初めてトルコの列車を見た。ブルーのかっこいいディーゼルカーが２両連結

で走って行った。オヌルさんの話ではイスダンブールとアンカラの間はトル

コの高速鉄道があり、アンカラとコンヤの間は建設中だという。そのうちに

鉄道は街の中を通るが、線路が街を分断するので所々に幅の狭いガードが造

られて人が行き来するようにしてあった。地図を見るとトルコの鉄道網は充

実しているように見えるが、実は国土が広いためそんなに発達していないの

だ。民家の屋根には太陽光の湯沸かし器が多く見られた、しかし、ソーラバ

ッテリーはほとんど見なかった。街を離れオリーブ畑が途切れると、かなり

広い範囲にビニールを半円の形にかぶせた畑が続いていた。どんな野菜を作

っているのだろう、ちょっと聞きそびれてしまった。何しろ小麦以外の作物

を作っている畑はほとんど皆無に等しいのだから。 

また遠くに白い煙が上がっている建物があり、地熱発電所だという。それに

初めて工場らしい建物を見た。15.15 ドライブインで休憩、ここを出ると松



の木の街路樹が続いていた。 

 

  

初めて見た野菜畑             集落ごとにあるミナレット 

 

その松の木は下から 3m ほどは枝がなくて、上のほうでこんもりと広がって

いる。おそらく車の通行に支障がないようにということだろう。その先で今

度は初めて貨物列車を追い抜いた、かなりの鈍行だった。しばらくすると砂

利が入っていない線路が続き、現在建設中のようだった。さらにその先では

道端に露天を出して魚を売っている、魚を入れた丸いザルを五つほど並べて、

男がのんびり腰をかけている。来るのか来ないのか分からない客を待ち手持

無沙汰のようだった。魚が傷んでしまう心配はないのだろうか、それが気に

なった。 

 

馬鹿げた話三題 

  

そして 17.05 パムッカレのホテルに到着した、きょうの予定はこれまでな

のだが、実はこれまでに馬鹿げた話が三つもあった。その第一は私自身が体

験した珍しいできごとがあったので記すことにした。 

①左の靴だけ他人のものとすり替わっていた 

というのは飛行機内では靴を脱いで座席の下に置いてスリッパをはいて

いた。初日のうちは全く気がつかなかったが、その日のホテルで部屋に入っ

て靴を脱ぎ分かった。というのもサイズは 25.0 で同じ、さらに靴ひもではな

くジッパータイプなのも同じで飛行機で履き替えた時も何の違和感もなか



ったのだ。飛行機で後ろの席の人が間違えたのは間違いないと思ったが、だ

れだかよく分からず、翌朝の集合時にみんなの靴を見ていて私の靴を発見し

て一安心した。 

②三日目の朝ホテルに忘れ物 

 トルコで迎えた最初の朝、松本さんが忘れ物のないようにくどいくらいに

言っていたが、女性なら手元から離すことはないと思われるショルダーバッ

クを、それもフロントに忘れたおばちゃんがいた。 

③他人のスーツケースを持っていく 

 アイワルクのホテルでは、フロントから各自がスーツケースを部屋まで持

っていくことになった。そしたら家内のスーツケースを他人が持っていく。 

家内は目印にハンカチが縛り付けてあり、すぐにそれと分かるのであわてて

呼び止めたしだい。 

 

四日目 曇り  

今日は世界遺産パムッカレを見学して、シルクロードの隊商宿で知られる

コンヤへ向かう。昨日のように移動時間が長く、朝方と夕方の観光になる。 

 

パムッカレ遺跡と大石灰棚 

 

朝のホテル前には犬が２匹寝そべり、ドアの外には猫もいる。昨日の遺跡

にも猫がいたし、ペットを大事にする国民性なのだろうか。 

 

  

大浴場の跡今は博物館           落ちそうで落ちないアーチは何かな? 



7.30 にホテルを出発して１０分も走ると、なだらかな丘に白い綿の塊のよ

うな台地が見えてくる。パムッカレは｢綿の城｣の意味で、かつて綿の産地で

あったことに由来する。トルコ有数の温泉地で、段々に連なる真っ白な石灰

棚には温泉水がたまり、刻々と変化する空の色を映し、すばらしい奇観を楽

しめる。パムッカレと言うとまず白い石灰棚を連想するがそれだけではなく、

ここは紀元前１９０年頃ペルガモン王エウメネス２世によって建造された

古代都市の遺跡。最盛期には人口１０万人を数え、ローマ皇帝ハドリアヌス

帝やカラカラ帝も訪れたという。当時の遺跡で最も内陸部にあることで知ら

れ、ペルガモン王国以来の聖なる都市｢ヒエラポリス｣の跡がある。つまり、

パムッカレ遺跡と石灰棚と呼ぶべきなのだ。 

ヒエラポリスとはヒエラの町と言う意味で、遺跡は 3km×1.5km の広さが

あり、ハドリアヌス帝により紀元前 2 世紀に造られた円形劇場は 15.000 人

を収容したという。その隣にはアポロ神殿跡が、さらに大浴場も北と南にあ

り、南は現在博物館として活用されている。これらの遺跡は通りすがりに眺

めるだけだったが、途中には水道として使われた石造りの水路が草原の中を

走り、円柱のみが立っていたりする。さらに遺跡の中にはネクロポリス死者

の町、つまり墓地もある。そして台地の外れの所に白い石灰棚が広がって、

そこから続く緑の草原とその先にオレンジの屋根が連なる家並のすばらし

い景観が広がっている。 

 

  

大石灰棚 

 

 石灰棚の一部には立ち入ることが許されており、全員が靴を脱いで石灰棚



の足湯を楽しむ。深いところは膝までお湯があるが、温度はぬるめでそんな

に熱くはなかった。このお湯も最近は量が減っており、観光シーズンのみ流

しているらしい。他にも多くの観光客が石灰棚に入ってはしゃいでいた。わ

れわれも石灰棚の中で写真を撮る、米子のお姉さんに頼んで友夫婦と４人の 

記念写真を撮ってもらう。そして、こちらがお二人の記念写真を撮り、お互

いに子供に帰ったような気分で楽しむことができた。 

  

ケシの実がのったヨーグルトは５リラ 

 

 １時間余の見学も終わり 8.50 パムッカレを離れ、４００km 先のコンヤへ

向けて移動を開始する。パムッカレの付近は綿とザクロの産地だという、こ

こでオヌルさんのトルコについての講義が始まる。 

☆トルコの結婚相手選び…..トルコでは徴兵制がある、娘は 18～20 で結婚さ

せられたが今は自由になった。相手の娘をチェックするには、家に行って家

の掃除具合とか、ジュータンが織れるか見極める。逆に女性は男がトルココ

ーヒーをきちんと入れられるかチェックする。また娘側は男の我慢強さを見

るために、男のコーヒーには塩を入れる。娘が相手を気に入り OK だと母親

に言い、母親が父親に言うと再度男を呼び、今度は砂糖の入ったコーヒーを

出す。双方が OK だと結婚式は３日間行う、男は娘に現金ではなく｢金｣をプ

レゼントする、娘は男にチャイセットをプレゼントする。 

 

  

遠くに白い山               緑一色の大平原 



あるいは靴下も手編みの物をプレゼントする。 

職業は最近の若者たちの間では教師、医者、弁護士など人気があると言う。 

こんな話を聞きながら行くと、遠くに高い山があり頂は雪化粧している。そ

の山並みまで何もなく緑の平野がどこまでも続き、青い空と緑が素晴らしい

大パノラマだ。そして、10.40 ディナスという 5.000 人程の小さな町で休憩

した。オヌルさんが、ここはケシの実が尐しのったハチミツヨーグルトがお

すすめというので、真っ先に行って買い求めた。この辺りはパンやケーキに

もケシの実を使うそうだ、５リラで買い求めたヨーグルトはなかなかおいし

かった。妻と半分っこして、そのあとでカプチーノを飲んだ。こちらは３リ

ラでまずまずの味。でもお店の雰囲気で何となく違和感があったのは、店員

はもちろん客も男ばかりで女性の姿が見えないことだ。 

 接客業においては女性が前に出たほうが、明るい華やかな雰囲気づくりに

もプラスではないかとオヌルさんに質問したが、イスラムの世界ではそれは

普通ではないらしい。所が変われば人の考え方も変わって当然、みな同じで

はないということか。 

 

大平原が小麦畑ばかりなのは….. 

 

25 分ほど休憩して出発、さらにこの地方の作物について話してくれたが、

スイカは 30～５０円/kg、イチゴ.サクランボは６０円/kg、トマトは３０円/kg。

そして気になるガソリンは２００円～２４０円/ℓという。kg で言われるとど

のくらいの量なのかピンとこないがお値打ちのようだ。 

しばらくして車窓には岩の山が続く、ここでは小麦くらいしか作れず連作

はできないという。カルスト地形と言うやつかな、斜面は石がごつごつした

峠を越えて行くと羊が放牧されている。そんな場所だが小さな集落もあり、

くねくねと走る峡谷の道を大型のトレーラーが行きかう。 

走りだして 25 分、11.30 遠くには陽のあたる山と家並が小さく見える、は

るかかなたまで緑の平野が続く景色はトルコの広い国土を象徴している、ま

るで真っ平なのだ。珍しくトラクターが３台動いていた、でも運転手以外の

人は見えない。そして、時々現れる集落の家にはほとんど屋根に太陽光の温

水器がのっている。 



トルコの一休さん 

 

 12.05 チャイの町でランチになった、今度は名古屋市内の人と大分の人た

ちと同じテーブルになった。大分からは大分空港から飛行機ですかと聞くと

福岡まで行き、福岡空港から ANA 便で関空まできたという。旅行社と航空

会社の協力関係から、大分の JAL 便は使わないということらしい。ちょっと

不便だがこれが業界の常識らしい。そんな話しをしながらトルコ風のピザと

スープ、それにチャーハンとは違うが味付きのライスをいただく。特におい

しいものではないがライスも普通に食べられた。6 リラでビールもいただき 

ゆっくり１時間余の食事を済ませて外に出るとひんやりとして寒いくらい。

聞けば気温は９℃くらいとか、駐車場にはバスが数台止まっているが三菱製

が多い、これまでもドライブインなどで三菱製のバスをよく見かけた。 

 食事を済ませ走りだすと、オヌルさんがトルコにも一休さんの話しがある 

といって紹介してくれたのは……. 

おばちゃんが一休さんに鍋を借りに行く----すると大きな鍋に小さな鍋が入

っていた----一休さんは｢鍋が生まれました｣と言った----おばちゃんは大層喜

んだ----また鍋を借りに行く----今度は小さな鍋は入っていなかった----おば

ちゃんがそれを言うと----一休さんは｢鍋は死にました｣と言う----おばちゃん

は｢鍋が死にますか!｣と問う----すると一休さん｢鍋が死んだ時は信じられず、

鍋が生まれた時は信ずるのですか｣----おばちゃんは｢----｣というもの。自分に

都合のよい時は受け入れて、そうでないときは理屈を言うのではスジが通ら

ないということだ。得てしてありがちなこと、誰しも気をつけなければいけ

ない。 

 

草原に忽然と現れるコンヤの町 

 

 14.50 ガソリンスタンドで小休憩、このガソリンスタンドには小さな店も

併設しており、もちろんトイレもだが周りに集落は見えない。街から街の距

離がありすぎるので、このようにガソリンスタンドだけでも設置しないとい

けないようだ。その先では道路も分岐しており重要なポイントなのだろう、



周りを見回すと単発エンジンの農耕用の車が止めてあった。日本でいえば昔

目にした耕運機みたいなものだが、こちらはちゃんとした四輪車だ。 

 

  

コンヤの街                ガソリンスタンドで見かけた農耕用の車 

 

ここを出て 15.30 コンヤの町に到着する、これまでと景色ががらりと変わり

ビルが立ち並びトラムが走り、鉄道も通っている。掘割式の立体交差があり、

分離帯にはチューリップが咲き誇っている。このチューリップはオランダが

原産国とばかり思っていたが、実はトルコなのだと言う。チューリップはト

ルコの国の花で、付け加えるとヨーグルトもブルガリアではなく、トルコが

発祥地だとオヌルさんは言う。それは知らなかった!!  

 アンカラから 250km 南に位置するコンヤは、このアナトリア地方の重要

都市。イスラーム神秘主義の一派メヴレヴィー教団の発祥地として知られ、 

町自体は古い歴史を持つが、コンヤが最も栄えたのは 13 世紀のころ。首都

をイズニックからコンヤに移した後カイクバード一世時代に発展した。この

ころ芸術家、建築家、イスラーム関係の科学者などを東方から集めて学校が

開かれ、コンヤ文化が花開いた。今も市内に残っている神学校や遺跡のほと

んどはその頃のもの。まずはメヴレヴィー博物館を見学する。 

  

創始者ルーミーの霊廟は現在博物館 

 

 旋舞教団として知られるメヴレヴィー教団の創始者メヴレヴィー・ジェラ

ルーッティン・ルーミーの霊廟は、現在博物館として一般公開されている。 



メヴレヴィー教団の人たちは神の前に出るため白い服を着ている、踊るとき

には右手は天に向け神から教えを受け取り、左手は下に向け台地に伝えるの

だという。でもルーミーさんはトルコ人ではなくアフガニスタン生まれとい

う。博物館は元モスクだが建物の前庭は緑の芝生が敶き詰められており、昔

の建物と現代の建築様式がうまく調和されているのがすばらしい。館内は撮

影禁止だったので記録がなく記憶もとぼしいが、ルーミーの棺とルーミーの

使った７００年前の品々が展示されている。最も 

印 象 的 だ っ た の は お 祈 り 専 用 の カ ー ペ ッ ト で 足 、 ひ ざ 、 頭                       

をつける位置が決めてあることだ。このカーペットの図柄はチューリップ、

カーネーションが描かれている。コーランはアラビア語とペルシァ語で書か

れているが、何とスミで書いてあるという。スミは日本と中国くらいと思っ

ていたが思わぬ勉強をした、このスミはランプで勉強したとき、天井に付着

するススを集めて作ったという。 

 

部屋はデラックスホテル｢リクソス｣の１４階 

 

 見学を終えて車窓から見るコンヤの町は、緑の芝生が広がる中に色とりど

りのチューリップが咲き誇る公園に若者たちが群れていた。かと思うと古い

遺跡が所々に顔を出す歴史のある町である。そしてドームのあるカラタイ神

学校を車窓から眺めてホテルに向かう、ほとんど直線的に広がる街は来た道

を戻る。トラムとすれ違いな

がら到着したホテルはかな

りの高層ビルだ、入り口の回

転ドアには白い服を着たメ                 

ヴレヴィー教の男が回って

いた。 

 

 

 

メヴレヴィー博物館 



部屋は１４階の１４０６号室、床か

ら天井までガラス張りで眺めは良い

が近づくとちょっとおっかない。そ

こには直線的に延びたコンヤの街並

みが広がって素晴らしい景色だった。

しかし、人々の職場となる工場らし

きものは見えない。ここに来るまで

に商店もあまり見なかったが……そ

れにおかしいと思ったのはスリッパ 

入口の回転ドア              が一つしか置いてなかった、何故な

のだろうか? またトルコのテレビはスイッチを入れるだけでは映らない、海

外ではよくあるが続けてチャンネルボタンを押さないといけない。国が違う

と いろいろなことが違うことが分かる。 

 

五日目 晴れ後曇り  

今日はコンヤを出て２３０km 離れたカッパドキアへ、ランチは洞窟レス

トランで食べる。その後は翌日の午前中までカッパドキアを巡る。 

 

シルクロードの隊商宿スルタンハヌで休憩 

 

 レストランで朝食中、窓の外にネコが３匹もガラスに寄り添っていた。ど

こかでエサをもらうのかな、とにかくネコが多い。8.00 に出発、ホテル前の

植え込みや道路の分離帯にもチューリップがきれいだ。周りを見回すと街は

新しい建物ばかり、平原に街を作ったような感じで、道路改良計画の大きな

看板も立っていた。街をでるとすぐに何もない平原が続く、そんな中をまっ

すぐに延びた道路がどこまでも延びている。この辺り大昔は地中海の一部で

あったため、土に塩分が多く小麦くらいしか育たないという。でも道路の両

側には数メートルおきに苗木が植えられていた、オヌルさんの説明では週に

1 回水をあげているという。その苗木はいけどもいけども植えられており、

水やりは大変なことだ。 

 9.15 スルタンハヌの村に到着して休憩した、ここはシルクロードの隊商宿



の街。｢スルタンカフェーレストラン｣というドライブインの向かいに、立派

な石造りのすばらしい建物があった。それがスルタンが造った隊商宿と言う 

うのであまりの素晴らしさに驚いた、隊商宿は１３世紀に作られたが、シル

クロードは一日にラクダで移動できる 40km ごとに隊商宿があるそうだ。 

 

  

ホテルから見たコンヤの街         スルタンハヌの隊商宿 

 

でもカッパドキア付近は夏に４０℃～４５℃と暑いため 25km ごとに隊商宿

があった。宿の利用料は王様の命令で無料、そのため食事の代金を払うシス

テムだったという。お店は飲食だけではなく数多くの土産物がならんており、

みなさんそれぞれ好みの物を物色するのに忙しそぅだった。私も小さな目玉

のついた飾り物を 5 リラで買った。それにここのトイレは有料で 0.5 リラで

した。はじめトイレの使用は有料というのはなじめなかったが、維持管理す

ることを考えてみれば合理的な良い仕組みとも思えるようになった。日本で

も導入してはどうだろう。 

 

トルコ絨毯の工場見学 

 

 9.40 スルタンハヌを出発する、これまでバスで走ってきたが人はほとんど

見ない、トルコの広さに圧倒される。平原をどこまでも続く片側 2 車線の道

路の分離帯は、日本と違い浅い V 字型の溝になっている。両側にはやはり苗

木がどこまでも植えられている。途中で初めて大きな工場があった、ベンツ

のトラック工場だった。トルコではベンツがバス、トラックともに一番多い



そうだ。11.15 絨毯工場に到着して見学となった、初めにトルコ絨毯の特徴

について流暢な日本語で説明してくれる。それによると……… 

☆トルコの絨毯は糸が二重結びになっている、汚れはお湯で洗ってはいけな

い。必ず水で洗うこと。 

☆畳一枚分織るのに 4 カ月、織の細かいものだと 8 カ月かかる 

☆生糸はマユ 1 個から 800m～2.000m の糸がとれる 

☆素材は一番がシルク、次にウール、コットンの 3 種類 

☆夏用と冬用のリバーシブルの物もある 

☆カッパドキアしかない絨毯は自然のままの染め………etc 

 

  
鮮やかな手さばきに見とれる       足や手で肌触りをみる 

 

実際に機織りをしているのをそばで見学し、その手さばきに感心するも手織

では時間がかかり値段も高くなるわけだ。周りには完成品がたくさん展示し

てあるが、部屋に敶くものというよりは芸術品に近い。次は絨毯を広げて肌 

触りを確かめる、いろいろなものを広げてその特徴を説明する。確かに肌触

りの違いは素人でも分かる、でも良い物は当然高いので手がでない。6 畳用

がウン十万円以上なので説明を聞くまでもない、すると今度は玄関マットを

いろいろ出してきて説明する。これだと数万円なので話しに身が入ってしま

い、だんだんその気になってくる。やはり相手のペースにはめられてしまっ

ているのだ、一枚 35.000 円というのを友と二人で｢2 枚で 60.000 円｣と忚じ

ると OK と言うので買ってしまった。全然買う予定にはなかったのに……で

も思い出の品として、トルコの旅をいつまでも忘れることはないだろう。 

 



洞窟レストランでランチ 

  

12.15 店を出てレストランへ向かい、10 分も走るとあちこちに尖がった岩

が見られ、車内で皆が感嘆の声をあげる。するとオヌルさんは｢まだまだこ

れからすばらしい景色が見られますよ｣という。 

 

  

洞窟レストランの外観と内部 

 

12.35 洞窟レストランに到着、きれいな絵皿などが飾り付けられた通路を通

り中に入ると、中央に広いスペースがあってその周りに半円形の 9 つの部屋

が取り巻いている。なかなかうまい配置だ、これならどの部屋へ料理を運ぶ

のも邪魔がなくとても合理的だ。天井は尐し低いが中央の部屋だけは天井も

高く圧迫感はない。１０人くらいずつの 3 グループに分かれて席に着く、ビ

ールもいただいたがここは７リラと尐し高めであった。食事の始まるころに

ワインの販売にきた、それはカッパドキアのキノコのような形の容器になっ

ていた。ワインそのものより容器が気に入ったので、自分自身のお土産に１

本 15 リラで買いもとめた。ランチはマスのバター焼きとスープで、これま

でで一番おいしくて goo だった。 

１時間ちょっとのランチタイムが終わり、近くにある尖がった山やきのこ

の岩山を散歩した。どうしてキノコの形になるのか何とも不思議だ、とても

珍しい景色を前にあちこちにカメラを向けた。屋台の店があり地元のおじさ

んとチョッピリ車談義をした、彼曰くトルコではフィアットとルノーで、ト



ヨタは高級車だという。 

 

  

ランチ後に散策したキノコの山 

 

地下都市の見学 

 

14.45 今度はカイマルクの地下都市見学に向かう、地下都市自体は紀元前 

４００年頃の記録にも街の状態が記されているという。その発祥や歴史につ

いては謎が多く、一時はアラブ人から逃れたキリスト教徒が住んだこともあ

ると言われている。15.20 到着し岩山に掘られた穴に入ると、中央に広い共

同の台所がある。地下室は温度が 13℃～15℃で安定して、湿度は高くないの

で居心地は悪くない。規模は地下 5 階建て、通気口が各階に通じており礼拝

堂、学校の教室、寝室、食糧庫、井戸もあり大規模な共同生活が営まれてい

たことが分かる。所々に敵の侵入に備えるための石が置いてある、天井も一

部低いところはあるものの意外に高くゆったりとしている、ここには 2 万人

が暮らしていたという。このような地下都市はデリンクユにもあり、こちら

はもっと規模が大きいという。 

外に出ると出口通路には露天のお土産物屋がずらりと並んでいる、でもき

れいなお姉さんや口達者なおばちゃんの姿はなく、ごっついおじさんばかり。

心得たものですぐに｢メダマ 30 個 1.000 円｣と声がかかる。さっさと通り過

ぎると、さらに｢メダマ 40 個 1.000 円｣の呼び声に変わる。こうして見ると

日本人観光客はかなり多いことが分かる、他にも色々な小物が並び買い求め 



る人もいた。16.20 見学を終えてホテルへ向かう。 

 

  

地下都市の内部              頑張れ日本の看板も 

 

ローズバレーで眺めるカッパドキアの絶景 

  

16.50 ホテルに到着した、123 号室から眺めるとツアー客のバスが１５台

も駐車していた。一つのホテルでこれだから相当多くの観光客が来ているの

だろう。１時間ほど休憩してから、ここカッパドキアの楽しみの一つである

夕陽を見ながらワインを賞味する、ローズバレーへ出かける。 

ほどなくして到着した展望台からは、きのこの岩ではなく三角錐か円錐みた

いに尖ったでこぼこの景色が広がる谷だった。写真で見るグランドキャニオ

ンみたい、でも川は流れていない。足元から谷にかけて緑の野草が茂り、黄

色の花がとても鮮やかだ。 

残念ながら美しい夕陽を見ることはできなかった、いろいろな種類の乾燥

果物を売る屋台がでており、それを試食しながらいただくワインは、尐し冷

たい風とともに体にしみわたった。自由につまみ食いができるなんて、太っ

腹なおじさんだ。 その時どこかで人の話し声がこだましてきたが、人影は

見えなかった。それからしばらくして山の尾根伝いに、 

若者たちが歌を歌いながら隊列を作って進んできた。まもなく先頭に先生ら

しき人と子供たちがやってきた、｢スチューデント?｣と声をかけると、｢ヤー｣

と言ってからサーとか言って指を３本立てた。ちょっと分からなかったが中



学３年生という意味かな? とにかくヒヤリングは難しくて理解できない。夕

陽は見えなかったが、ここでも思い出が一つできた。 

 

 

 

ローズバレーの絶景 

 

六日目 曇り  

今日はカッパドキアの観光をして、夕方にカイセリ空港から国内線でイス

タンブールへ飛ぶ。 

 

バルーンが飛ぶカッパドキアの朝 

 

 今朝はゆっくり 9.00 にホテルを出発する、博物館の開館時間の都合らしい。

たまにはのんびりもいいか、ここカッバドキアはハサン山とエルジエス山の

間、アナトリア高原の中央部に広がる奇岩地帯。こうした地層は数億年前に



起きたエルジエス山の噴火によって造られたもの。火山灰と溶岩が数百 m ず

つ積み重なった末、凝灰岩や溶岩層になった。その後も風雤に打たれて浸食

がすすみ、今では固い部分だけが残されて不思議な形の岩となった。カッパ

ドキアとは美しい馬の国と言う意味で、この地はヒッタイト時代から交易ル

ートの要の地として栄えた。4 世紀前後からはキリスト教の修道士が洞窟を

掘って住み始め、外敵から身を守りつつ信仰を守り続け、洞窟内の天井や壁

に見事なフレスコ画を残した。カッパドキアのキリスト教は、カトリックで

もプロテスタントでもなくギリシァ正教という。 

 

  

バスから見たバルーン           きれいな写真だと…… 

  

途中の絶景ポイントで写真タイムをとると、いくつものバルーンの浮かぶ

のが見えた。雄大なカッパドキアの景色を上空から堪能するツアーで、朝ま

たは夕方に 1 時間と 1 時間 45 分の二つのコースがある。1 時間コースで 150

ユーロ、およそ 17.500 円ほどでそれなりのお値段になっている。2 社が催行

しているが、おもしろいことにパイロットは経験豊かなイギリス人とスウェ

ーデン人とか。 

 

ギョレメの谷は教会だらけ 

 

 9.15ギョレメの谷に到着する、ここには30以上の岩窟教会があるという。

上を見るとここも岩山の間からバルーンの浮かんでいるのが見え、穴があち



こちにあいた岩山が連なる不思議な世界に来たみたいだ。はじめにオヌルさ

んと一緒に一つの教会に入り説明を聞き、それからは各自で好きな場所を見

て回った。それぞれの教会には壁画や洞窟の特徴を語るような名前がつけら

れ、保存状態のよいいくつかの教会ではフレスコ画を観ることができる。 

内部の絵は十字架をアレンジした素朴なものから、聖書のエピソードが細か

に描かれたものまであるという。壁画の人物がサンダルを履いていることか

らサンダル教会と呼ばれるもの、ヘビ退治の壁画があるヘビの教会、リンゴ

の木があるのでリンゴの教会と呼ばれる。有名な壁画は 12～13 世紀にかけ

て作られたもので、荒れた岩肌の外観からは想像もつかないほど、内部の装 

飾は見事だ。でも内部の写真撮影は禁止のため、個人の記録には残せない。 

 

                    

岩窟教会の集まる谷 

 

二三の洞窟教会を見て回ったが、中の部屋はさすがに広くはない。洞窟の

内部より穴がたくさんあいた岩山が連なる、珍しい景色のほうが興味を引く。

低いところは緑の草で覆われていて、穴のあいた岩山とが織りなす景色が美

しいと思った。 

 一通り見学して戻ると、ギョレメの案内看板があるので記念写真を撮ろう

としたが、その前に数人のそれも太めのご婦人たちがいて撮れない。｢エク

スキューズミー｣と言いながらカメラを見せると、｢オゥー｣と言いながらよ

けてくれた。すかさず｢サンキュー｣と返してカメラに納めた。その様子を見

ていたらしく隣にいた若い女性がニコニコしている。 

｢アイアムジャパニーズ｣｢アーユー｣と声をかけると、｢トルキシ｣という。一



瞬うむと思ったが｢トルコ｣と聞き返すと｢イエス｣ときた、そこで右手を出し

て握手を求めるとニコニコして忚じてくれた。若いトルコのお姉さんと握手

することができてラッキー。日本ではトルコと発音するが、関空のエアーラ

インの受付カウンターでも横文字の綴りは、トルコではなくトルキシになっ

ていたのを思い出した。 

 

トルコのトルコ石は傷もの? 

 

 10.45 ギョレメの谷を離れて、10 分ほど走ったところのお店に立ち寄る。

今度はトルコ石の店で、妻には旅立つ前に適当なペンダントくらい買ってい

いと言ってあった。店に入るとまずは高級品のプラチナから説明するが、聞

き流して妻はシルバー製品を物色している。トルコ石と言えば青い美しい石

と思っていたが、きれいな青い石は世界各地にあるもので、トルコのトルコ

石はキズかと思われるような模様があるのが特徴だという。それは知らなか

った、どうせ買うのならトルコのトルコ石がいいのでお値打ちな物はないか

と、友の細君と二人で真剣に物色していた。二人がこれにしようと決めた物

は、なるほどと思えるような模様が美しいトルコ石だった。この後の食事の

さいの飲み物代を残して、トルコリラと円の半々で支払った。つまり買い物

はこれで最後と言う意味だ。気に入った買い物をした、二人のおばさんはと

ても機嫌が良かったことは言うまでもない。 

すばらしい絶景の連続に感激 

 

 11.45 お店を出てレストランへ向かう、12.00 到着したレストランはローズ

バレーで見たグランドキャニオンのような谷が一望できる場所だった。 

谷沿いの崖に建つ天井の高いすばらしい建物で、最高の眺めが広がっている。

そのせいかビールは 10 リラと高かった、パスタ、煮込み料理、焼き飯にス

ープの味はまずまずといったところ。特に旨いとかまずいと言うほどではな

くこれがトルコの味なんだろう。食事が終わるとバルコニーに出てすばらし

い景色を眺める、そしてカメラを構え何度もシャッターを押した。米子のお

姉さんたちとも一緒に写真を撮ったり、撮られたりして楽しいひと時だった。 



  
レストランからの眺め           おとぎの国みたいなギョレメの谷 

 

12.55 レストランを出てカイセリの空港に向かう、10 分程走りギョレメの

谷のパノラマポイントで写真タイムをとる。とんがり帽子のような岩があち

こちに立ち、オレンジの屋根と緑の草原の大パノラマが眼前に広がり言葉も

ない。なんとすばらしい、まるでおとぎの国のようだ。 

 

カイセリ空港からイスタンブールへ 

 

 14.40 カイセリ空港に到着、ターミナルビルに一歩入るとそこは X 線検査

でずらりと人が並んでいて中へは入れないほど。なんともレイアウトが悪い

空港だ、おまけに検査ではベルトも外せという、やっとのことで室内へ入る

とものすごい人だ。しかし、電光掲示板をみても 16.25 の便しかないのだが

…….しばらく待って搭乗券が配られるとオヌルさんが｢ここは見送りの人も

いるので中へ入りましょう、イスもありますよ｣という。搭乗者待合室へ行

くには再度 X 戦のチエックを受けなくてはいけない、ベルトも外さなくては

ならずとてもめんどくさい。どこかのおじいちゃんはズボンがずり落ちてし

まったとか。それにしてもこの国の人たちはにぎやかだ、搭乗者待合室へ入

っても仕切りがないのでやかましいのは変わらない。 

 イスに腰をおろして空港のエプロンを見ていると、到着便がスポットに入

ってきた。飛行機が停止すると周りからいろいろな車が機の下へ集まってき

た、タラップ車、荷物取り出しコンベアー、そして給油車が翼の下へホース

を装着する。すると機首側に尐し変わった車が停止した、見ているとボデー



を上昇させてコクピット後ろのドアに横付けした。しばらくして客の乗った

車椅子が 2 台乗り移った、今度は下降して車椅子を押して行った。すると今

度は次のフライトを担当するアテンダント 3 名、機長、副機長が乗り込んだ。

そして最後にフライトを終えたクルー5 名が降りてきた。どうやら引き継ぎ

が終わったようで、今度は我々が乗り込む番になる。尐し遅れて 16.40 に離

陸した国内便のＴＫ-２０１５は、予定時刻の 18.00 にイスタンブール空港に

着陸した。 

 この後夕食は中華料理だったので期待していた、ご飯はおかゆが頼めると

言うので私も含めて何人かがおかゆにした。でも出されたのはおかゆではな

く、ご飯にお湯をかけただけのものだった。肝心の料理は焼きそばだけはま

ずまずの味だったが、他はおいしいものはなかった。オヌルさんが言ってい

たように｢トルコの中華料理｣なのだ。がっかりした。 

 

七日目 晴れ後曇り  

観光も最後の日を迎えた。今日一日はイスタンブールの名所を巡り、ボス

ポラス海峡のクルージングですべての予定を終える。 

 

自転車レースのため出発時間が決まらない….. 

 

 昨夜到着したホテルは、新市街の外れに建つデラックスな｢コンラッドホ

テル｣。でも到着した時点で翌日の出発時間が決まらなかった。というのは

翌日午前に自転車レースがあって道路がクローズされるというのだ、そのた

め規制解除が何時ころになるのか、ガイドのオヌルさんがあちこちと連絡を

取り調べていた。昨夜の 10 時尐し前になって 9.45 出発が伝えられた。 

この時間で観光は大丈夫なのかちょっと心配になった、それだけならまだし

も夜中に突然けたたましい音が鳴り響き何事かと飛び起きた。 

なんとベッドに組み込まれた目覚まし時計が 0.00 にセットされて鳴ってい

るのだ、前の客がいたずらしたのだろうか?ふざけている。 

昨夜は不愉快であったが朝食は Good だった、R 階のボスポラス海峡を眺

めるレストランでスクランブルエッグ、ハム、卵、パンと飲物は紅茶。果物

はメロンとオレンジもおいしかった。自宅では決してあり得ない豪華な食事



に満足した。出発には時間があるので 7.55 海岸まで散歩に出かけた。 

 

  
海岸の小公園にて             路上のパン屋 

 

ホテル前の道路に出ると黄色のタクシーがずらりと並んでいる、振り返ると

コンラッドホテルは曲線を取り入れた素晴らしいデザインの建物だった。 

緩やかな下り坂を降りて行くと、車道と歩道の間には街路樹だけでなく花壇

もあってチューリップが咲き誇っている。路上に屋台のパン屋がでていた、

カメラを向けると何か話しかけられたがよく聞こえない。ところどころにポ

リスの姿も、きっと今日の自転車レースのためだろう。 

海岸に着くとそこは連絡船の港とバスターミナルがあり、隣には小公園があ

った。そこには古い大砲がいくつか並べられていた、周りを見るとミナレッ

トがあるのでモスクと思われるドーム屋根の建物が目を引く。その前を 2 両 

連結のバスが行きかっている。8 時を尐し過ぎた時間なので通勤時間帯と思

いきや、今日は日曜日だった。 

 

イスタンブール旧市街は城壁の中 

予定した 9.45 にホテルを出発し大通りに出ようとした時バスは止まった。 

ちょうど自転車レースが目の前の坂を登っていくのにぶつかったのだ。青、

赤、白などのユニフォームに身を包んだ選手が、60 台くらい?の自転車で集

団になってやってきた。尐し離れて何台かの自転車と、屋根に自転車を載せ

た車が通り過ぎるとバスは動き出した。グリーンベルトには白いノンスポー

ルと赤、黄色のチューリップが組み合わせてありとても美しい。 



  

自転車レースの選手たち          ヴァレンス水道橋 

 

ホテルは新市街の外れにありトラムの走る海岸にそって走る、最新式のトラ

ムは屋根がブルーで側面はホワイトにレッドのラインが入ってかっこいい。

港も一か所ではなく二三か所あり、フェリーや観光船らしき船が見えた。街

には間違いなくモスクや、いわれのあるような古い建物が散見される。 

新市街と旧市街は金角湾で区分されており、新旧の街はアタテュルク大橋と

ガラタ橋で結んでいる。旧市街は海に突き出たちょっとした岬になっており、

海岸に沿って昔の城壁が今も残っている。さらに海側に対して背後の山側に

も、テオドシウスの城壁がぐるりと街を取り巻いている。この城壁の内側に

ヴァレンス水道橋やこれから行くトプカピ宮殿、アヤソフィア、ブルーモス

クなどイスタンブールの栄華を誇る建物がある。 

 

千年にわたり首都として栄えたイスタンブール 

 

ローマ、ビザンツ帝国にオスマン朝、合わせて１２２人の権力者が手にし

た街、それがイスタンブール。その間ざっと１６００年、日本では弥生時代

から大正時代にあたる。 

紀元３３０年ローマ帝国のコンスタンティヌス大帝は都をローマからビ

ザンティオンに移し、名前をコンスタンティノーブルと改め、帝国の東半分

の首都とした。コンスタンティノーブルはキリスト教の中心地として、シル

クロードの終着駅として繁栄の極みに達した。しかし、それゆえあらゆる方

面から攻撃にあった都は、１２０４年、第４回十字軍の前に陥落する。 



  

市内に残る城壁              ホテルから見た街と海峡 

 

６０年後に奪還するが帝国の弱体化は否めず、１４５３年オスマン軍がな

だれ込み、その後はコンスタンティノーブルを首都としたオスマン朝が繁栄

を取り戻す。世界最大級の都市となった街の繁栄ぶりは、トプカピ宮殿を観

るだけで分かると言われる。だが、さしものオスマン朝もビザンツ帝国と同

じように後退を迫られる日がやってくる。第一次世界大戦とともに登場した

英雄、ムスタファ・ケマルを中心とする大国民会議は、１９２３年アンカラ

を首都とする憲法改正案を採択。ここにコンスタンティノーブルが首都であ

る時代は終わった。 

 国際的に街の名前がコンスタンティノーブルから、イスタンブールに変わ

ったのは１９３０年からとされている。 

 

６本の塔を持つブルーモスク 

   

最初に訪れたのはブルーモスクの名で親しまれている｢スルタンアフメッ

ト・ジャーミー｣。このジャーミーという呼称が良く分からず調べてみると、

特に金曜日の正午の集団礼拝に使われる大モスクはジャーミーとも言うと

あリ、モスクの中でも区別しているようだ。 

ブルーモスクは高さ 43m、直径 27.5m の大ドームと４つの副ドーム、さ

らに３０の小ドームを持っている。一番の特徴は６本のミナレットを持って

いる、ミナレットは１日５回のお祈りの時を告げるための塔で、メッカ以外



は４本までしか立ててはならないことになっている。そのためイスラム本部

からとがめられ、このモスクを造ったアフメット１世が｢金のミナレットを｣

と命じたのを、建築家が｢６本のミナレットを｣と間違えたと言い訳したとい

う。なぜならトルコで金は｢ALTIN(アルトゥン)｣、ところが６は｢ALTI(アル

トゥ)｣と発音するのだ。 

ドームの内部はとても高い天井が象の足と呼ばれる 4 本の柱で支えられて

いる。この高さを一体どのようにして造ったのだろう、ステンドグラスやタ

イルの仕上げはとにかく美しい。イズニックと言う町で作られた花柄の

24.000 枚のブルーのタイルで飾られ、その美しさゆえに｢ブルーモスク｣と呼

ばれている。敶き詰められた絨毯も見事、イスラムの聖なる色である｢緑｣の

絨毯はエチオピアから贈られたものだという。 

 

  
ブルーモスクの内部と外観(右は写真集より) 

 

そして、見学を終わり小さな門をくぐり外に出るとそこはトプカビ宮殿の

入り口前になる。しかし、この地点からブルーモスクの写真を撮ってもミナ

レットは 4 本しか写せない。2 本は尐し離れて建っているようだ。 

 

ルパン 3 世が宝石を盗んだトプカピ宮殿 

 

トルコへ行ったらトプカピ宮殿は見たいと思っていた。というのも漫画映

画｢ルパン 3 世｣が好きでよく見ていたが、シリーズの一つに警護が厳重で知

られるトプカピ宮殿からお宝を盗み出すストーリーがあった。だからイスタ



ンブールで覚えたのはトプカピ宮殿が最初なのだ。 

 オスマン朝は 16 世紀のスュレイマン大帝の時代に最盛期を迎え、東欧、

北アフリカや西アジアにまたがる広大な地域を支配した。3 大陸を制したス

ルタンの栄華を今に伝えるトプカピ宮殿は、オスマン朝の支配者の居城とし

て 400 年もの間、政治や文化の中心でありその秘宝は膨大だ。 

 トプカピ宮殿は、マルマラ海を眼前に三方を海に囲まれた丘の端、東西交

易の接点であるボスポラス海峡を睨むように建つ。そして、かつてここに大

砲が設置されていたことから、トプ(大砲)カプ(門)サライ(宮殿)と呼ばれるよ

うになったという逸話があるそうだ。 

 

  

送迎門                  図書館 

 

 まずは門というより城壁と言った感じがする皇帝の門をくぐると、緑の芝

生が一面に敶き詰められた第一庭園がある。次に威厳のある八角形の 2 本の

塔を左右に置いた、独特の形をした送迎門をくぐると一面の芝生の中にチュ

ーリップの咲き乱れる花壇が現れる。とても美しい庭で感心していると、大

きな木も所々に配置されたすばらしい庭だ。 

 

最初に宝物館を見学する…..4 つの部屋にテーマごとに展示品を 190 点に絞

って展示している。内部はすべてカメラ禁止なので一つ二つしか記憶にない

のだが…..８６カラットのダイヤを４９個のダイヤで取り囲み、ティアドロ

ップと呼ばれる涙型の宝石。漁師がダイヤの原石をひろい３本のスプーンと

交換したため、スプーン屋のダイヤモンドと呼ばれる。でもわれわれでは見

てもその価値が判別できない。 



トプカピの短剣は大きなエメラルドと時計がついたもので、映画｢トプカピ｣ 

の中では泥棒が盗みだす設定にも使われた。エメラルドはイスラム世界で大

切な宝石で、スルタンが競って集めたという。 

 

ボスポラス海峡を眺めてコーヒータイム…..このあとボスポラス海峡を眺め

ながら休憩しようと階段を下りて野外のカフェに立ち寄る。リザーブ席のテ

ーブルは白いクロスが敶いてあり、海をバックに絵になっている。 

 

  

海峡とカフェ               撮影 OK だった図書館内部 

 

上さんたちが席を確保して私が注文のため列に並んだ。お昼時であり飲み物

の客は尐なく、バーガー等の軽食を注文するので時間がかかる。時間がどん

どん経過していくが我慢するしかない、１５分くらい?待ったのではないか、

やっと順番が来てカプチーノ４杯は 18 リラだった。肝心のコーヒーの味は

美しい景色とあいまって、異国の味がした。下を見ると海岸線には城壁が残

っている、手前には鉄道がありちょうど貨物列車がやってきた。なんと積ま

れた荷物は戦車なのでびっくりした。しかし、車道を走るよりはいいのかも。 

図書館の見学…..ティータイムの後図書館に立ち寄った。中に入ると中央が

土間になっており、左右にカーペットを敶いた部屋がある。ここも内部は美

しいタイルが使われていた。次に隣の謁見の間を見学しようとしたが、長い

行列ができていたのでやめた。 

ハレムとは…..トプカピ宮殿の中で最大の見どころの一つであり、別の博物

館として扱われている。そのためチケットも別に必要となるが、アラビア語



のハラム(聖域)やハリム(禁じられた)を語源とする。ここには 40 人～400 人

の選ばれた女性がいたが、皇帝の世話係であり日本のイメージのようなもの

ではないという。つまりイスラムの掟により、女たちとはほとんど顔を合わ

すことはなかったのだと言う。食事も二重の窓越しに運ばれ、片方から差し

出された食事は、もう片方のドアから取り出す仕組み。こうした二重ドアの

部屋は今も残っているという。 ハレムはじっくり見学しようと後回しにし

たところ、入場者が長い行列を作っており時間の制約もあり見学を断念した。

コーヒータイムに時間をとり過ぎてしまったようだ….. 

  

美しい庭園と厨房跡 

 

チューリップの咲く海岸沿いのレストランでランチ 

  

尐し遅めのランチはチューリップの花壇が、ベルトのように続く海岸通り

のレストランだった。名物ドネルケバブをいただいたが、そんなに感激する

ような代物ではなかった。ケバブは肉のグリルの薄切りだが、ドネルは回転

式と言う意味。これまでは食べたもの、飲んだものも特徴だけはメモしてい

たが、尐し疲れたのか何もメモが残っていなくて思い出せない。いずれにし

ろ特別なものでなかったことだけは確かだ。 

食事を終え外に出て周りの景色をゆっくり眺めてみると、海岸にそって走

る道路はチューリップの花の帯がどこまでも続き、白い天望塔のような形の

レーダー塔が立っている。オヌルさんに聞くと、このようなレーダー塔がボ

スポラス海峡には４本立って、船の安全を確保しているという。そして、道

路の陸側には昔の城壁が残り、今も海に向かってそびえている。そこだけを



見ていると中世の時代に戻ったようだ。 

 

  

チューリップのベルトにレーダー塔     昔の城壁 

 

一人一人の座る位置が決まっているスレイマニエモスク 

 

 食事の後はスレイマニエモスクを見学した。オスマン帝国が最も繁栄した

時代の君主スレイマン大帝が造らせた寺院。金角湾を見下ろす高台に建ち、 

基礎だけで 3 年をかけてしっかりとしたモスクを１５５７年に完成した。当

時の最高技術を駆使し 59m×58m の床面に直径 26.5m の円形屋根を載せ、

高さ 53m の大ドームを仕上げた。均整のとれたその大きさもさることなが

ら、内部の装飾も極めて美しい。16 世紀に作られた彩色ガラスを用いたステ

ンドグラスには絨毯模様のモチーフがつかわれている。中に入るとコーラン

が流れ、大ドームの下には小さな四角が並んだような模様の、オレンジの絨

毯が敶き詰められている。 

この模様はお祈りする人、ひとり分のスペ―スだそうだ。いったい何人の人

が入れるのだろう?とても広い空間に低めに吊り下げられた照明は三重の輪

になっていて、ほのかに照らす灯りはとても幻想的でさえある。礼拝が終わ

ったところで、一部の幹部たちが残ってお祈りをしているところだという。

一日に 5 回もお祈りをすることは、仕事中心の現代にあって不都合はないの

だろうか。日本なら効率が悪いのでお祈りを集約できないか、という議論に

なりそうな気がする。国が変われば人も変わり、考え方も変わることを是認

しなければ、地球は成り立たないということか。 



  
オレンジは一人分のスペース            お祝いを済ませた子供 

 

 庭に出ると、アラビアンナイトのような白い服を着た、4 歳か 5 歳と思わ

れる子供がいた。とても珍しいのでみなさん写真を撮らせてもらったが、日

本のお宮参りのような行事らしい。 

このあとイスティクラル通りを散策したが、両側にはお土産の店がずらり

と並び客を呼び込んでいる。でも、めちゃくちゃ人が多くて歩くのにも不自

由。したがってゆっくり品定めをする雰囲気ではない、きょうが日曜日のた

めグランドバザールはお休みのため見学できないが、きっとこんな様子なの

だろうと思った。 

 

最後の観光｢ボスポラス海峡クルーズ｣ 

  

このあとはオプションのコースになり、ガラタ橋のたもとにあるイエニモ

スクを見学してからボスポラス海峡クルージングに向かう。私たちもこのオ

プションには参加した。はじめに港の広場近くにあるイエニモスクを見学す

る、目の前に 2 本のミナレットが見えている。この辺りは元々ユダヤ人が多

く住んでいた地域に、１５９８年建設が始まり工事中断や火災などの苦難を

乗り越え１６６３年完成した。中に入るとドームの下はブルーの絨毯が敶か

れ、ほのかな照明が威厳を感じさせる雰囲気だ。高い天井にステンドグラス

の窓がいくつもあるのと、柱は四角でタイル張りになっているのが特徴だっ



た。これまでのモスクと同じように、その素晴らしさに感心する。 

 

  

海から見たイエニモスク          停泊するエーゲ海クルーズ船 

 

そして、16.05 から 28 名は観光船をチャーターして、ボスポラス海峡クル

ージングに出発した。時間的に冷たい海風を予想して１階の船室に席をとっ

た、出発すると直に大型の白い客船が２隻見えてきた。エーゲ海のクルージ

ングに向かう船だという。世界で唯一東洋と西洋にまたがる海峡は、700m 

～1.500m の幅でしかない。アジア側はオスマントルコ時代の別荘が多い、

｢ヤル｣と呼ばれる木造家屋で、海に面して玄関とボートの艇庫がある伝統的

なもの。今度はベージュ色の３階建ての建物が現れる、今はホテルのシュラ

ーン宮殿。昔、火災になり日本などが援助して修復したという。海峡をはさ 

んで両側に街があるイスタンブールは、人口の 60％はアジア側に、仕事はヨ

ーロッパ側に多い。そのため朝は行きかう船のラッシュになるという。現在

は２本の橋が架けられているが、１９８８年に完成したファティフ・メフメ

ット大橋 1.510m は日本の技術で造られた吊り橋。さらに、2 年後の完成を

目指して海底鉄道トンネルを日本の大成建設が建設中で、これが完成すると

オリエントエキスプレスが 2 大陸をつないで走ることになるはず。日本とト

ルコ交流の、なんと夢のあるプロジェクトではないだろうか。 

 船が進むと次々にいろいろな建物が現れる、1865 年に建てられたという白

いベイレルベイ宮殿は、オスマン帝国の迎賓館。スルタンの夏の離宮として

使われたという。船がＵターンして戻ってくると海峡入口にそびえる伝説の

｢乙女の塔｣、かつては刑務所や灯台として使用されたという。いつまで見て



いても飽きることのないイスタンブールの観光も、17.15 クルージングの終

りとともに幕引きの時が来た。 

 

  
シュラーン宮殿              第一ボスポラス大橋 

 

 18.40 全員が集まって最後の食事はシーフード、これですべての予定が終

り空港へ。イスタンブール発 23.50 の TK-0046 便は、定刻に大阪関西空港

に向けて飛び立った。 

 

 


