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古代エジプト第 25 王朝におけるアムン神崇拝の受容と 
ピラミッド建造の復活 

The Acculturation of Amun Worship and the Revival of  
the Pyramids in 25th Dynasty

大城　道則　　　　 
Michinori OHSHIRO

はじめに
　ナイル河を共有していたエジプトとヌビアが最も密接な接点を持ったのは、古代エジ
プト史上において、第 25 王朝（前 800 年～前 657 年）と呼ばれている時期であった。
当時ナイル河第 4 急湍手前の都市ナパタを拠点として繁栄していたクシュ王国（＝ヌビ
ア王国）1 の王ピイがナイル河を下り、複数の地方領主たちによって小国に分裂していた
エジプトを再統一し、自ら古代エジプト王＝ファラオを名乗ったのである。このヌビア
人のピイ王を始祖とする後の第 25 王朝によるエジプト征服とその後の支配はなぜ起こ
ったのか、そしてそれにともない遥か上流にナイル河を遡ったヌビアの地でなぜエジプ
トの神であったアムン神が崇拝され、古代エジプト文化の象徴ともいえるピラミッドが
建設されたのであろうか。本論は異なる文化集団間における文化の伝播と定着について、
特に北方のナイル世界 2 と南方のヌビアとを繋ぐ時期である第 25 王朝期に文化的観点
から注目した試論である。
　以下、第 1 章において、ナイル世界とは異なる自然地理環境に暮らすヌビア人たちと
彼らの文化の伝播の可能性について比較民俗学的視点から指摘する。第 2 章では古来ナ
イル河を通じて接点を持つヌビア人とエジプト人との違いを歴史背景から紹介し、その
ことを踏まえて第 3 章においては、その時間的に長大なる相互関係のなかから生まれ、
定着したヌビアにおける古代エジプト文化の影響について確認し、続く第 4 章と第 5 章
において、それぞれ第 25 王朝期における伝統的なエジプト神であったアムン神に対す
る崇拝の受容と同時期にヌビアにおいて始まったピラミッド建造とを採り上げる。
　以上のことから、ナイル世界の枠外にありながら、常にその影響をエジプトに与え続
け、そしてエジプトから常に文化的影響を享受していたヌビアについて考え、その存在
意義を明確にし、重要性を指摘することを試みる。

第 1章：比較民俗学的視点からみたヌビア文化の伝播
　古代世界におけるヌビアの北と南の国境は、ほぼ現在のエジプトのアスワン（第 1 急
湍付近）とスーダンのハルトゥーム近辺（第 6 急湍から白ナイル河と青ナイル河の合流
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地点）に相当する。その地域は古代エジプト人たちによって、「ヌビア人の土地」を意
味する「タァ・ネヘシ（Tɜ-Nhsy）」、あるいは「弓の国」という意味の「タァ・セティ

（Tɜ-Sti）」と呼ばれていた。さらに古代エジプト人たちは、ヌビアを北の下ヌビア（ワ
ワト）と南の上ヌビア（クシュ）というふたつの部分に大きく分けた。そのふたつの間
の境界線は、おおよそ現在のエジプトとスーダン国境と一致する（しかしながら、その
呼称の区分は、当時のエジプト人たちによるものであり、ヌビア人によるものではない。
そのため本稿ではヌビアをエジプト王国に対抗する一塊の巨大勢力と位置づけることと
する）。ただしエジプト側寄りの下ヌビアは、その文化的中核部が 1971 年に完成したア
スワン・ハイダムによって水没してしまった。最終的には、第 1 急湍と第 2 急湍との間
のヌビアのほとんどは、ナセル湖を造り上げたナイル河の水の下に沈み失われることと
なったのである。そのため古代エジプトと南方のアフリカ世界とを結びつける最も重要
な研究フィールドのひとつは永遠に失われてしまった。つまり、新たな発掘による新し
い情報収集なしに、我々は当時の歴史を復元するという厳しい状況に立たされているの
である 3。
　そのようななか、当時の歴史について考察するひとつの手段として比較民俗学的手法
がある。今日のヌビアは、おおよそ民族的にも文化的にも古代ヌビアと同じ領域に位置
する地域であることから、現代のヌビア人を比較対象とすることが可能であろうと考え
るのだ。彼らはエジプト人と地中海世界に暮らす人々から受け継いだ習慣と伝統を持っ
ていたため、サハラ砂漠以南のアフリカ地域に暮らす人々よりも文化的複雑性を備えて
いたが、同時にアフリカ内陸部における文化と共通点が多いことでも知られている。ダ
ムの完成後、確かにその過去から現代に亘る居住区は失われてしまったが、その地域に
暮らしていたヌビア人たちは、北のエジプトと南ヌビア地域、あるいはエジプト西方砂
漠のオアシス地域、さらにはその先の西アフリカへと移住したため、彼らの長年保持し
てきた文化自体が完全に消滅したわけではない。そこに彼らの祖先の文化を知る一縷の
望みがある。
　さらに言えば、ダムの完成以前の古代や中世においても、ナイル河流域を離れ他の地
域に移住した人々がいた点を考慮に入れておくべきであろう。そしてそれらの人々が土
器を中心とする日用品や口承神話などを移住先において受け継いでいる可能性があるの
である。かつて古代エジプト文化の近代アフリカへの継承の一例として、エジプト学者
M・ホフマン Hoffman によって紹介された現在のナイジェリア西部にあたる地域に暮
らしているヨルバ族 4 の王とその王と謁見するイギリス人を描いたモチーフ（図 1 参照）
と、古代エジプトを最初に統一した王として知られるナルメル王のメイス・ヘッド（棍
棒頭）（図 2 参照）とに描かれた図像の類似性もまた文化の伝播の一例であるのかもし
れない 5。それらふたつの図像の具体的な類似点としては、以下のものが挙げられるで
あろう。
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　①王が玉座に座っている。
　②王が冠を被っている。
　③王の背後に付け人がいる。
　④王の正面に重要人物が居る。
　⑤王の正面の人物は輿に乗っている。
　⑥対面する二人の左右の配置が同じである。

　多様な彫像からも知られるように、芸術的才覚に富んでいるとされるヨルバ族は、現
在西アフリカのナイジェリアを中心に暮らすスーダン系の人々であり、1700 柱の神を
崇める多神教と死後の生活の存在を信じ、死者が埋葬される際には魂が旅をするために
船や杖が一緒に埋葬されることが知られている。このことからヨルバ族が古代エジプト
人と同様に多神教で来世信仰を持っていることがわかるのである。さらに「最初、世界
はじめじめとした、海でも陸でもない沼地のようなカオスであった。」6 という言葉で始
まるヨルバ族の創世神話は、古代エジプトの創世神話の「混沌の海ヌン」を彷彿とさせ
る。もちろんヨルバ族の宗教の起源を古代エジプトに求めることに批判的な立場をとる
山口昌男のような研究者もいる 7。確かに数少ない資料を基に安易にエジプトからヌビ

図１：ヨルバ族の王と謁見するイギリス人

図２：ナルメル王のメイス・ヘッド上のモチーフ
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アへともたらされた来世信仰やそれに伴う再生復活の観念が後に西アフリカにまでもた
らされたと主張することは現時点において注意が必要ではあるが、ヨルバ族は王妃や王
族が交易に直接従事するほど長距離交易を重視していた点 8 やナイル河とほぼ並行に北
から南へと延びている古代からの幹線道路ダルブ・アル＝アルバイーン（四十日路）は、
スーダンのダルフールを越えてニジェール河にまで繋がっていたこともまた知られてい
るのである 9。その他にもローマ軍とガラマンテス人との争いの舞台となった北アフリ
カの通商ルート 10、あるいは後の時代に塩の長距離交易に使用されたスーダンからチャ
ド湖を経由して、ニジェール河にたどり着くルートも古代から知られていた可能性が高
い。また 10 世紀に活躍したイスラームの知識人を代表する地理学者マスウーディは、
自著『黄金の牧場と宝玉の鉱山』のなかで、過去にあったナイル河流域から西方世界へ
の移住について示唆している。

　「ノアの子孫たちが地上に四散したとき、カナーンの息子たるクシュの息子たちは、
西に旅して、ナイル河を渡った。そこで彼らは分かれ、その一部のヌビア人とベジャ人
とザンジ人は、右向きをして東と西の間に向かったが、他の非常に多くのものは、太陽
の沈む方向に進んだ。」11 

　イブン・ハルドゥーンが「歴史家の基本書」とまで褒めたたえたこのマスウーディの
書の内容が正確に歴史的事実を反映しているかどうかはさておき、少なくとも当時ナイ
ル河流域を越えて、「太陽の沈む方向」＝西方に向かった人々がいたのだと考える人々
が存在したことは確かである。
　古代エジプト文化のような強い影響力を備えた存在に対しては、その文化的感染力を
過小評価することは危険である。例えばヨルバ族の伝説的王であり、嵐の神・雷神・精
霊的部族神でもあったシャンゴは、ヒツジを聖なるものとし、エジプトのアムン神同様
巨大な角を持つ雄羊の仮面（顔）でもって表されるという事実 12 を簡単に切って捨て
てしまうことは大いに問題である 13。また民俗学者 L. フロベニウス Frobenius は、シ
ャンゴは太陽であるとも指摘している 14。アムン神もまた二つの角の間に日輪を戴くヒ
ツジで表現された太陽神であった。ヨルバ族の文化は様々な意味で、これまで考えてき
た古代エジプトのそれと対応する可能性を持つことから、彼らの移住活動の中間に位置
するヌビアを文化伝播のステップ・ストーンとみなすことができるかもしれない。少な
くとも鉄の冶金術はアナトリアから「アフリカのバーミンガム」と呼ばれるヌビアのメ
ロエを経由し、西アフリカへと伝わったという指摘がこれまでにも度々なされてきたこ
とから考えても、情報としての文化の伝播システムは我々が想定する以上の成果を各地
にもたらしたのであろう。
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第 2章：外国人たちのみたヌビア人のイメージ
　エジプトで描かれたヌビア人たちは、明らかに外見的にエジプト人たちとは異なって
図像表現されていた。数千年の間、多くの人々が北の地中海沿岸地域から、南のアフリ
カ内部にかけて続くナイル河に沿って暮らしてきた。現代においても北から南へと移動
するに連れて、これらナイル河流域に暮らす人々の身体的特徴が徐々に変化することに
我々は気づくであろう。古代世界においても同じ状況が存在した。その変化は、ひとつ
の村から隣の村にかけては大きな違いはなくほとんど気づくことはないが、長距離を経
過するに連れて、肌の色、顔の特徴、そして身長の違いが現れ、言語にも幾つかの異な
った点を聞きとることができるのである。
　ヌビアの人々は、基本的に土着のアフリカ住民である。彼らは少なくとも数万年にわ
たりナイル河谷の中央部に暮らしてきた。ギリシア人とローマ人は、エジプトの南の地
域を「焼けた顔の土地」という意味のギリシア名である「エチオピア」と呼んだ。この
ことはこげ茶色や黒い色の皮膚を持つ人々を素直に描写したものであった。スーダンと
いうその名称ですら、「黒人（の国）」を意味するギリシア名のアラビア語訳である。近
年においては、現代のヌビア人はおそらく古代ヌビア人の直接の子孫であろうと考えら
れることが多い。
　古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、ヌビア（エチオピア）人について以下のように
紹介している。

　「南が西に傾いている方角では、エチオピアが人の住む世界の果てになる。この国は
大量の黄金、巨大な象、そして様々な野生の樹木に黒檀を産出する。この国の人々は世
界中で最も身体が大きく、容姿は最も美しく、そして寿命は最も長いのである。」（ヘロ
ドトス『歴史』第 3 巻第 114 節）15 

　ギリシア人たちはまたヌビアのクシュ王国の首都メロエでは、人々は甘い香りのする
泉で入浴し、水晶の棺で死者を埋葬し、黄金の鎖で捕虜を繋ぎ、そしてしばしば 120 歳
までも生きたとも記述している 16。これらの記述は伝説の域を出ないが、ギリシア人や
ローマ人たちが古代ヌビア人に対して感じていた神秘と賞賛を反映している。金をはじ
めとした富に満ち、美しくて長寿の人々が暮らす国として、古代ギリシア世界において
ヌビアは「憧れの国」、「夢の国」であったのである。実際に古代ギリシアのテオプラス
トスは、外出の際エチオピア人を供とすることが当時の金持ちの流行であったと紹介し
ている 17。では古代エジプト人たちは、ヌビア人をどのように捉えていたのだろうか。
　古代エジプトの壁画などに描かれたヌビア人は、エジプト人とまったく異なった外見
をしている。ヌビア人とエジプト人双方とも土着のアフリカ人であるが、古代エジプト
人は、自身と彼らをその美術の中で明確に区別して表現したのである。エジプトの壁画
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職人たちは、エジプト人男性の肌の色には赤茶色絵の具を、エジプト人女性には薄い黄
色を、そして男女関係なくすべてのヌビア人に対してはこげ茶色あるいは黒色を使った。
例えばメンチュヘテプ 2 世の王妃の墓室からの壁画は、彼女がヌビア人あるいはヌビア
人の子孫であったことを示すために、意識的に黒色の肌でもって表されている 18。
　特徴的な外見は、古代エジプト美術のなかでヌビア人を際立たせる。例えば古代エジ
プト人にとっての外国人、つまり異民族を語る上で最も重要な資料として知られている
彩色が施されたタイル（図 3 参照）19 上において、異民族たちは、顔・髪型・肌の色・
服装などがそれぞれ明確に区別されているが、そのなかでもヌビア人の外見は最も我々
の目を引く。
　ちなみに向かって左から右へリビア人、ヌビア人、シリア人、シリア人の遊牧民ベド
ウィン、ヒッタイト人となる。このなかでもヌビア人は黒い肌を持ち、丈が長くて数珠
文様のあるヌビア特有の帯、そしてエジプト人の髪型とは異なる短くてちじれた髪型で
表現された。このような彩色タイルと性格を同じくしているものに壁画に描かれたヌビ
ア人がある。例えばトゥトアンクアムン（ツタンカーメン）治世のクシュ総督フイの墓
に描かれたヌビアの王子の壁画からは、明らかに肌の色が異なるという特徴を持つヌビ
ア人たちが描かれていることがわかる（図 4 参照）20 。他にもヌビア人男性の中には、
髪の毛を赤に染めたり、ダチョウの羽で髪を飾る人もいた。
　ヌビア人は彼らの初期の歴史の間、独自の美術的表現というものを用いたり、彫刻し
たりすることはほとんどなかった。その結果、ヌビア人の墓から出土する人骨や遺物と
共にエジプト人が描いたヌビア人の描写は、紀元前 1000 年頃以前のヌビア人がどのよ
うな顔つきであったのかという最良の証拠なのである。しかしながら、紀元前 720 年以
降、つまり第 25 王朝以降、ヌビア人は彼ら自身の王家の人々の壮麗な石像を次々と作

図３：異民族を描いた彩色タイル
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り始めた。巨大なヌビア人王の彫像からは、どのように彼らが彼ら自身をみており、そ
してどのように記憶されることを望んだのかということがわかる。例えばナタカマニ王
の彫像は、力強く立ち、大きく左足を前に踏み出している巨人の様に表されている（図
5-a 参照）21。またアンラマニ王は、額の上に第 25 王朝特有の二匹のコブラのついた王
冠を載せ、アムン神を思わせる高さがあって羽を持つヌビア王家の頭飾りを被っている

（図 5-b 参照）22。明らかにこの時期、これまでとは異なるエジプトとの関係のなか、

図４：フイの墓に描かれたヌビアの王子とその一行

図 5-a：ナタカマニ王の石像 図 5-b：アンラマニ王の石像
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ヌビア人たちに精神的な変革が起こったのである。

第 3章：古代エジプト史のなかのヌビア
　では長期間ナイル河を共有していたにもかかわらず、古代エジプト人によって外国人
のひとつとして区別されてきたヌビア人たちは、歴史的にエジプトといかなる接点を持
ってきたのであろうか。ヌビア文明は、世界で最も古い文明のひとつである。そのため
古代ヌビアの歴史について我々が知っていることのほとんどは考古学の成果からであ
る。ヌビアとエジプトの歴史は、常に征服と被征服のなかで相互作用を及ぼし合ってき
た。一方の国が弱くなったとき、シーソーが傾くかのごとくもう一方の国が両者の国境
地帯を支配したのである。しかしながら、歴史を通じてヌビアの文化は、エジプト文化
に屈することなく、例えば彼らの王権の象徴、美術、服装、装飾品、髪型、土器、住居、
埋葬様式、そして神々などのなかに彼ら自身の独特の特徴を保持し続けた。
　少なくとも紀元前 8000 年頃から確認されているヌビア人たちの考古遺物は、現在ス
ーダンの首都であるハルトゥーム近郊で多数発見されている。それらは北アフリカや中
央アフリカという枠組みを越えて広がった他の古代文化との密接な関係を示唆してい
る。彼らは人類が農耕を開始する以前から定住生活を行ない、日本の縄紋土器のような
文様を持つ土器を生産していたことが知られているのである。新石器時代には、急激な
文化的発展を遂げ、人間の小像、化粧用の顔料を擂り潰すためのスレート製パレット、
そして黒頂土器の製作が始まった。
　エジプトとヌビアとが文化的交流を始めた最初の明確な痕跡は、ヌビア A グループ
と名づけられた下ヌビアに存在していた文化集団の出現であった 23。ヌビア A グルー
プの王たちの墓は、同時期のエジプト王たちのものと遜色ないほどの規模のものもあり、
副葬品に関しても彼らに匹敵するような金の装飾品、美しい土器、そして石製容器を含
んでいた 24。これら奢侈品の多くには、ファラオニック・イコノグラフィーとも呼ばれ
るエジプトからの王権に関係する図像借用がみられることから、ヌビア A グループの
王族とエジプト王族との接触の証拠となっている 25。
　一方、ヌビア A グループがエジプトに与えた影響に関して明確な証拠は発見されて
いない。その理由として、ヌビアの特産品であった黄金をはじめとする金属は、溶かさ
れて再利用されたと推測することが可能であるし、また単純労働としてのマンパワーも
証拠としては残り難いことがあげられる。以上のようなこれまで考えられてきた稀少金
属と単純労働力以外にも、少なくとも中王国時代には知られるようになる弓兵としてヌ
ビア人たちが、当時エジプト国内で雇用されていたと考えられる。弓を得意としていた
ヌビア人たちは傭兵としてエジプト王国のために活躍したのであろう。
　やがてエジプト王国とヌビア王国とは敵対し、古王国時代のエジプト王たちはしばし
ばヌビアに軍事目的で侵入した。エジプト人はヌビア A グループを征服し、植民地と
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して「弓の国」を支配したのである。しかしながら、第 3 急湍の南方、エジプトの影響
力を越えたところで、ヌビア人は独立を保ち強大化を続けた。その彼らを中心として成
立したのが、ヌビア C グループと呼ばれるようになる人々であった。ヌビア C グルー
プは、紀元前 2000 年から紀元前 1500 年頃に下ヌビアに存在した。ナイル河の両岸の僅
かではあるが豊かな地域で農地を耕し、家畜を飼育し、エジプト人と交易を行い、そし
て複雑な構造の住居に暮らしながら、高度に鍛えられた芸術的な土器を生産したのであ
る 26。
　エジプトは徐々に力を増すヌビアをおそれ、紀元前 1900 年頃、中王国時代第 12 王朝
のセンウセレト 1 世が下ヌビアの第 2 急湍付近において、ナイル河に沿った巨大な要塞
群を造ることを開始した（図 6 参照）27。その重厚な砦は、跳ね橋を伴う門で防御され
た周壁によって取り囲まれた洗練された建築構造であった。多数の兵士が宿泊するため
の兵舎と貯蔵庫を持っているものもあった。それらの要塞は、交易の拠点、そして同時
にヌビア砂漠の金鉱山からもたらされる金の収集地として機能したため、経済的役割を
も果たすこととなったのである。また要塞は下ヌビアの交易を監視するためだけではな
く、南にある強力なヌビアの王国からエジプトを軍事的に守るためにも使用することが
できた。当時のエジプトの碑文は、この南の王国の古代の地方名が「クシュ」であった
ことを我々に教えてくれる。
　しかしながら、紀元前 1700 年頃（中王国時代後半から第 2 中間期）に、対外的なエ
ジプトの力が衰え始めると、ナイル河の豊かで肥沃な曲がり目にある第 3 急湍の南に力
を集中していたヌビア C グループを核としたクシュの巨大なヌビア人の王国は、その
影響力を周辺地域へと拡大し始めた。このヌビア人の集団は、その首都の遺構が現在は
ケルマの現代スーダン人の町のなかにあるために、特にケルマ王国として知られている。
ケルマ王国の王たちは、南部エジプト地域と北部スーダンのほとんどの地域を支配した。

図６：第 12王朝期におけるブヘンの要塞復元図
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その結果、ケルマ王国は、ヌビアの歴史上最も強大な国家のひとつとなった。そのケル
マ王国の富は、彼らの王たちの巨大な塚状の埋葬墓とそこから出土した副葬品に反映さ
れている。塚の中心にある墓室には、ミイラ化されていない王の遺体が黄金、象牙、宝
飾品と共に金箔で覆われたベッドの上に置かれていた。だがこの王国も紀元前 1500 年
頃、エジプトによって崩壊した。首都であったケルマは破壊され、エジプト人は、第 4
急湍の南までのヌビア全土の支配権を得たのである。新たに得たその地域を支配するた
め、エジプト人たちは彼らの軍隊を進出させ、ヌビアにあった第 2 急湍の要塞を再占拠
した。そしてエジプト人たちは、彼らの行政官と神官たちをヌビアへと連れて行き、そ
こにエジプトの神々のための神殿を建設したのである。ヌビア人たちは、土着の神々と
共にエジプトの神々を崇拝し始めた。そして 400 年以上にも渡り、エジプトはこの方法
でヌビアを軍事的のみならず精神的にも支配したのである。
　数世紀後、エジプトは再び弱体化し、それに反比例してヌビアは強力となった。紀元
前 724 年頃、ピアンキ（「生きているもの」“Living One”）という名前でも知られてい
るヌビア人の王ピイが軍を北に進めエジプトを征服し、彼自身がエジプト全土とヌビア
のファラオであると宣言した。ピイはエジプト侵攻後、首都をテーベという偉大なエジ
プトの伝統的都市へと遷都した。この遷都をもってヌビアの王たちによるエジプト支配
期、つまり第 25 王朝の始まりとする。ヌビア人のエジプト王たちは、その後約 60 年間
エジプトを支配した。そしてその時期、数多くの新しい記念建造物を建設し、エジプト
の文学や美術双方の復興を支援した。このことにより、彼ら自身がエジプトの伝統を踏
襲した正統なファラオであることを人々に印象づけたのである。
　彼らがエジプトに残した強烈な印象は、後の時代に見事に反映されることになる。例
えば『旧約聖書』は、モーゼの妻がクシュ人であったとし、シバの女王がクシュの王の
子孫であったと伝えている。またトロイ戦争では、メムノンという名前の黒い肌を持つ
エチオピア（クシュ）王家の英雄がギリシアに敵対するトロイの王プリアム側について
戦ったこと、あるギリシアの寓話は、変装して旅行していたアレクサンドロス大王がメ
ロエの宮廷を訪れ、その神々しい美しい女王と恋に落ちたと記述している 28。真偽はど
うであれ、第 25 王朝のヌビア人エジプト王たちとその末裔たちがエジプトのみならず、
後のギリシア・ローマ世界にまで与えた影響は計り知れないものがある。ではヌビアが
エジプトから得た影響とはいかなるものであったのかを次章以降で考えてみたい。

第 4章：ヌビアにおける古代エジプト文化の影響―アムン神崇拝の場合―
　E. ラスマン Russmann は以前、「どのようにして紀元前 8 世紀に古代エジプト文化が
ヌビアに伝わったのかについてはまったく情報がない。」とし、情報不足と研究の遅れ
に対して不満をもらしたことがある 29。しかしながら、それはエジプトからの影響がヌ
ビアにまったくもたらされなかったということではない。W. Y. アダムズ Adams が述
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べているように、ヌビアはしばしば「アフリカへの回廊」と称されている。それはヌビ
アが同時に「エジプトへの回廊」でもあり、さらにその先に開かれた「地中海世界への
回廊」でもあったことを意味する。少なくとも紀元前 9 世紀から紀元後 4 世紀には、地
中海世界とヌビアとは交易ルートで密接に繋がっており、新しいヌビア様式の丸彫り彫
像の創出が両地域の文化融合の結果生み出されたのだという指摘もあるほどだ 30。
　情報は決して一方方向にのみ流れることはないのである。過去数千年の間、そして今
日でさえも、ヌビアを通るナイル河やエジプト西方砂漠を走るダルブ・アル＝アルバイ
ーンは、アフリカの巨大なサハラ砂漠という自然の障害を通り抜けて、南のヌビアから
北の地中海へと向かう比較的安全で信頼できるルートとして機能している。そのナイル
世界と南方のヌビアとを繋ぐ流通路であったダルブ・アル＝アルバイーンの有効性は、
1698 年から 1710 年にかけて行なわれたイエズス会による布教活動の際にこのルートが
使用されたことからも明らかである 31。時代を問わず、そのルートを通じ異国の動物の
皮革製品、ダチョウの卵と羽根、象牙、黒檀、そして最も重要な黄金がヌビアとその奥
地のアフリカ各地よりエジプトへともたらされたのである。
　古王国時代に第 6 王朝四代目の王メルエンラーと次王ペピ 2 世に仕えた高官ハルクフ
は四度の南方遠征を行ない、彼の地から王のために珍しい戦利品を持ち帰った。以下が
その戦利品の様子を記述したものである。

　「私は香料、黒檀、歓喜の油、小麦、ヒョウ皮、象牙、投げ棒、そしてあらゆる良き
品を 300 頭のロバの背に乗せて帰還した。」 32

　特に古王国時代からエジプトに搾取され続けてきたヌビアの黄金が新王国時代後の混
乱期におけるエジプトによる搾取システムの崩壊により、ヌビア内で蓄積されたことが
第 25 王朝のエジプト征服に至るまでの歴史背景に存在している 33。新王国時代の第 19
王朝期には「アムンの黄金の国」と称され、第 20 王朝期にはアムン大司祭をも兼任し
たヌビア総督が直接支配したこの地域は、ようやくエジプトの支配から脱却した 34。エ
ジプトの影響力が薄れたヌビアにおいて採掘された黄金は、これまでのようにエジプト
へもたらされることなく、本来あるべきヌビアのものとなったのである。古代世界にお
いては黄金の保有率が国力のバロメーターとなることがある。この黄金が第 25 王朝を
生みだすきっかけとなったのである。このようにエジプトの搾取から逃れたヌビアであ
ったが、エジプトの文化を否定したわけではなかった。ヌビア人たちはエジプトから多
大な文化的影響を受けていたのである。その最大の例がアムン神信仰とピラミッド建設
であった。
　太陽円盤とふたつのたて長の羽根を持ち装飾された王冠を持つ人物、あるいは立派な
角を持つ雄羊として図像表現されたアムン神に対する信仰は、エジプトとヌビアという
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ふたつの文化を結びつける重要な要素であった 35。エジプト人たちにとってアムン神は
世界の創造者であり、すべての神々の王でもあったのである。エジプトの王たちは、彼
らがヌビアを支配した時代（前 1550 年 - 前 1000 年）の間に彼の地に巨大なアムン神殿
を 11 基建築し、第 25 王朝以降のヌビア人の王たちもまた第 1 急湍近辺のダボドから第
6 急湍を越えた青ナイル河沿いのソバ東にかけて、30 基を超える数のアムン神殿を建設
し続けたのである 36。
　初期に建造された最も良く知られているふたつの巨大なアムン神殿のうちのひとつ
は、アブシンベルにある紀元前 1250 年頃に建てられたラメセス 2 世の神殿であり、も
うひとつがヌビアの聖なる岩山ジェベル・バルカルの麓にあるアムン神殿であった。ジ
ェベル・バルカルのアムン神殿は、紀元前 1450 年頃にトトメス 3 世によってエジプト
の辺境の最南端を明確にするためにナパタの町に建てられた。規模と重要性において、
それはエジプトのテーベに建てられたカルナクのアムン神殿に匹敵した。ラメセス 2 世
治世にエジプト人が去った後も、ヌビア人たちはこの神殿のあるジェベル・バルカルを
聖地として維持し続けたことから、時の経過とともに、それはヌビアにおいて最も重要
な宗教の中心地となった。
　この聖なる岩山には、アムン神が暮らしているとヌビアでは信じられており、岩山と
頂上をある角度からみたとき、ヌビア人たちはその崖から鎌首をもたげているコブラ＝
聖蛇ウラエウスを伴う王冠のシルエットに神々の王アムン神の出現を体感したのであ
る。このジェベル・バルカルにおいてみられる王の象徴であったウラエウスの存在のた
めに、アムン神はジェベル・バルカルとナパタの町をエジプトとヌビアの王権の中心と
して選んだのだと信じられていた。その結果、ナパタに拠点をおいていたヌビアの王た
ちは、彼ら自身がアムン神の実の息子であり、エジプトのファラオの正当な後継者であ
ると信じたのである。王たちはジェベル・バルカル神殿で即位し、国の政や戦争の指揮
について、神官たちを通してアムン神の神託を訊いた。アムン神信仰への傾倒は、第
25 王朝の創始者ピイの言動からも明らかである。ピイはエジプトの都メンフィスを攻
略する際に次のように述べたのである。

　「そのとき陛下（ピイ）は城壁に向かってヒョウのように猛り狂っていた。彼は言っ
た「アムンの命に従い、我は誓おう。我を愛するラーのごとく、我が父アムンが我を賛
美するようにその町に襲い掛かるであろう」と。」37 

　ピイにとってアムン神は父であり、絶対的賛美の対象であったのである。またアムン
神信仰は、ヌビアの王位継承にも大きな影響力を持っていたことが知られている。ヌビ
アの王たちが王位を受け継ぐのは、王家の女性たちを通してがほとんどであった。その
ためすべての王と女王たちは、通常は習慣として王位を女兄弟の子供へと譲った 38。つ
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まり王権を得るには、王の姉妹が親でなければならなかったのである。このことから他
の古代文明と比較すると、ヌビアのクシュ文化のなかにおいて、女性たちが非常に高い
地位を持っていたことがわかる 39。イエスと同時代の人物であったアマニトレ女王のピ
ラミッドもまたメロエの王たちや女王たちと並んで巨大な王家の共同墓地に位置してい
る。ヌビアの女王たちは、その権力を象徴するかのようにレリーフ等に通常大柄で体格
の良い力強い女性たちとして表された。彼女らは宝飾品で覆われ、凝った紋様と留め金
で飾られたローブを着用している。宝飾品は、富と権力と豊かさという彼らの生活の象
徴であった。そしてそれ以上に彼女たちの（今日の我々から見て体格が良すぎるが）体
型は、美の理想的な形であると考えられていたのである（図 7 参照）40。
　この例のようにヌビア人特有ともいえる文化的な差異は少なからず存在するが、ヌビ
アの地においてアムン神崇拝が行なわれた事実に揺らぎはない。彼女らの父親もまた王
と同様にエジプトの神アムンであると信じられていた。女性たちは、自身も支配者たち
になることができ、例えばアマニシャビドやシャナクドアケトなど実際数多くの女王た
ちがクシュ王国を支配したのである 41。しかしながら、それを手続き上実行できたのは
唯一アムン神と直接接触ができると考えられていたアムン神官たちであった。古代エジ
プトの神アムンは、ヌビアの王権にも多大な影響を与えていたのである 42。

第 5章：ヌビアにおける古代エジプト文化の影響―ピラミッドの場合―
　第 25 王朝期、ヌビア人たちは古代エジプトの書物を写し保存し、そして芸術・文化

図７：アマニシャケト女王の石碑
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の再興を援助したことでも知られている。その最大の成果が古代エジプトの王たちが彼
らよりも 1000 年以上前に建造したピラミッドのリバイバルであった（図 8 参照）43。
この時期にヌビアのエル＝クッルにあった王家のネクロポリスに久方ぶりにピラミッド
が造られ始めるのである。
　エル＝クッルは、第 4 急湍下流のナイル河西岸に位置しており、もともと第 25 王朝
以前のクシュ王国の祖先たちの居住地でもあったと考えられている。その居住地を近郊
に控えたこの巨大な王家のネクロポリスは、ピイ王の先王カシュタをはじめとするクシ
ュ王たちと王妃たちの人身御供をともなう墳丘墓、そして 24 頭のウマの埋葬をともな
う第 25 王朝の支配者であるピイ（四頭）、シャバカ（八頭）、シャバタカ（八頭）、そし
てタヌタマニ（四頭）のピラミッド複合体から成っていた。ヌビアの支配者たちは、ピ
ラミッドとその東側に隣接した礼拝堂（小規模な葬祭神殿）というエジプトの埋葬習慣
を採用したのである。それぞれのピラミッドは、入口から伸びる長い階段とその先にあ
る地下の玄室と装飾を持たない葬礼用の礼拝堂を備えていた。第 25 王朝の始祖ピイ王
の玄室の中に石棺はなく、石製のベンチ上に置かれたベッドがあった。ウシャブティや
カノポス壷の破片も発見されていることから、ピイ王は伝統的なクシュの埋葬様式にエ
ジプト式のものを新たに導入する埋葬方法を望んだのであろう。ただしピラミッド自体
は小規模で、上述した四人の王たちのピラミッドの底辺は、10 メートル四方程度に過
ぎなかった。しかしながら、ヌビア全体としては大型のピラミッドも建設されており、
最大のものは、タハルカ王（ヌリに埋葬された最初の王）のピラミッド（図 9 参照）で
底辺が約 52m で高さが約 50m あった。このピラミッドは、ギザの三大ピラミッド最後
のメンカウラー王のものと高さなどはそれほど変わらない規模であった。ピイ王の息子
でシャバタカ王の次王タハルカ王のピラミッドは、紀元前 7 世紀半ばにエル＝クッルに
取って代わって主要な王墓地となったヌリに建造されたのである。
　ジェベル・バルカルの聖域を含むヌリは、当時クシュ王国の首都であったナパタの北
東数キロメートル、上ヌビアにある第 4 急湍のナイル河東岸の左寄りに位置していた。

図８：ヌリのピラミッド群 図９：タハルカ王のピラミッド
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その地はエル＝クッルの放棄の後、紀元前 7 世紀半ばから、紀元前 3 世紀初期までクシ
ュの支配者たちのネクロポリスであった。そこは、タハルカ王と彼の後継者たちであっ
た第 25 王朝の王たちのピラミッドを含む少なくとも 19 基のピラミッドで構成されてい
た。王妃たちと王子たちのピラミッドも王墓地に造られた。入口は東側にあり、そこか
ら階段を下りて玄室へと向かった。玄室には黄金製品とともに王のミイラが石棺や木棺
に納められていた。アンラマニ王とアスペルタ王のミイラには、それぞれ巨大な花崗岩
製の石棺が用いられていた。それらの石棺の蓋の裏側には、古代エジプトの宗教文書で
あるピラミッド・テキストや「死者の書」の一節が彫り込まれていた。さらに玄室の壁
面にも「死者の書」が記されているものもあった。これは古王国時代のピラミッドに彫
られたピラミッド・テキストの名残であろう。埋葬のあらゆる過程において、エジプト
の埋葬様式の影響が多分に見られることがわかる。ヌリのピラミッド（図 8 参照）は、
エル＝クッルのものと比較するとかなり大きく、平均して高さが 20 メートル以上あっ
た。最終的に首都はメロエによって取って代わられたが、その後何世紀もの間重要な拠
点として残った。そしてメロエは、紀元前 3 世紀半ばにクシュの王族の主たる王墓地を
ヌリから引き継いだのであった。
　メロエは上ヌビアのブタナ地方にある。第 5 急湍と第 6 急湍との間のナイル河東岸に
位置し、紀元前 5 世紀におけるナパタの消滅の後、約 600 年間、クシュ王国の首都であ
り続けた。そのためこの時期のことをメロエ時代と呼ぶこともある。「メロエの島」と
ギリシア・ローマの叙述家が表現したように、メロエは地勢的特徴を持っていた。ナイ
ル河本流、青ナイル河、そしてアトバラ河の三つの大河に取り囲まれており、外敵から
の攻撃を防御するのに最高の立地であったのである。実際にエジプト軍もローマ軍もこ
こまで軍を進めることができなかったことからもそのことは明らかである。タハルカ王
の治世であった紀元前 7 世紀には、メロエにはすでにイシス神殿とアムン神殿が建造さ
れていた。簡素な墓からクシュ王家のピラミッド複合体に至るまでの墓が並ぶメロエに
は、紀元前 3 世紀半ばにヌビアのライオンの神アペデマクのための神殿が建造された
44。同じ頃、アルカマニコ王がメロエ最初のピラミッドを建造している。メロエの王宮、
工房、そして鉄精練場をともなう居住地は、共同墓地に付随していた。クシュ王国は、
紀元後 350 年に終わりを迎え、メロエは 5 世紀には完全に人々に放棄された。エジプト
で最後の王のピラミッドが建造されて約 800 年後にヌビアのエル＝クッルにピイ王の墓
として再び建造されたピラミッドは、その後、中心をエル＝クッルからヌリへ、そして
メロエへと移動しながら、約 1000 年間ヌビアの地で造られ続けたのである。
　なぜヌビアにピラミッドが造られるようになったのかという根本的問題は、エジプト
の歴史に関わるものである。紀元前 8 世紀頃のエジプトには複数の王が乱立し、戦国時
代の様相を呈していた。それはエジプト史の中で第三中間期と呼ばれる混沌の時代であ
った。その当時、ヌビアで繁栄していたナパタ王国の王であったピイ王が混乱したエジ
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プト国内の状況の間隙を突いてエジプトを征服するという出来事が起こる。その結果、
彼と彼の後継者であるシャバカ王によって打ち立たてられたのがエジプトの歴史で第
25 王朝と呼ばれているものであった。異民族のヌビア人がファラオを名乗り、伝統の
あるエジプト王になったのである。そして彼らは当時エジプトにあったピラミッドをみ
てそれを本国ヌビアで真似たのだと考えられている。現在もギザのピラミッドは健在で
あることを考えると、紀元前 8 世紀には当然今以上に保存状態が良かったはずである。
ヌビアのピラミッドはいずれも新王国時代の影響を受けていることがみて取れる。ヌビ
ア人たちがピラミッドを建造した時期には、まだかなりデイル・エル＝メディーナの小
型ピラミッドを伴う私人墓は残っていたはずである。エジプトからヌビアへのピラミッ
ド建設の変遷は、文化伝播の好例と言って良いであろう。このヌビアに起こった王国が
紀元後 350 年頃に崩壊すると、ピラミッドを建造する習慣は姿を消すのである。
　ここで今一度指摘しておくべきことがある。それはナイル河流域におけるピラミッド
建造の最終段階として、ヌリやメロエに出現したエジプトのピラミッドの末裔であるヌ
ビアのピラミッドが明らかに「墓」であったということだ。ピラミッドの玄室からは、
石製のベンチの上に安置された木製ベッドや木棺、あるいは巨大な石棺のなかから何体
もの王族の遺体とその周辺に死者の内臓を入れるカノポス壷やカノポス壷箱の残骸が見
つかっており、その上、黄金製品をはじめとする副葬品が一緒に埋葬されていた。エジ
プトの初期王朝時代の王墓のように殉葬の痕跡のみられるものもあった。つまりこれら
のピラミッドは、明確に墓としての機能を持っていたのである。このことから少なくと
も第 25 王朝と呼ばれる紀元前 8 世紀のヌビア出身のエジプト王たちと女王たちは、ピ
ラミッドを「墓」として認識していたことは確かである。特にメロエにおいて、1834
年に J. フェルリーニによって、紀元前 1 世紀末のアマニシャケト王妃のピラミッドで
発見されたいわゆる「フェルリーニの遺宝」にみられる豪華な黄金の副葬品の存在は、
埋葬に豪華な副葬品が不可欠であったことを証明している（図 10 参照）45。王の遺体

図 10：フェルリーニの遺宝
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とカノポス壷、そして被葬者に相応しい豪華な副葬品は、ヌビアのピラミッドの持つ最
大の機能が墓以外にはありえないということを示しているのである。
　数多くの副葬品と被葬者の用いたベッドや石棺の存在から、彼らはピラミッドを明ら
かに墓として用いていた。例えばアッシリア王の強力な軍隊がエジプトに侵入し、そし
て紀元前 667 年に第 25 王朝の軍が敗れた際のヌビア人エジプト王タハルカの巨大なピ
ラミッド（図 9 参照）46 は、ヌビアの王墓地のひとつであったヌリに建設された。1917
年にこのタハルカ王の墓はボストン美術館の調査隊によって発掘された。すでに盗掘を
受けていたが、その王の所有物である 1000 体以上の石製のウシャブティ（葬儀用の小像）
と純金製の大きな指輪などが発見されている。またタハルカの孫であったアスペルタ王
のものである王墓地ヌリのピラミッドからは、金銀製品を含む豪華な副葬品が発見され
ている 47。ヌリのピラミッドの多くとは異なり、アスペルタのものは、完全には略奪さ
れてはいなかったのである。12 トンもの王の花崗岩製の石棺もまたその王墓から発見
されている。これらの遺物は、アスペルタが権力と財産のある強力な支配者であったこ
とを示している。

おわりに
　ナイル世界のような特定の「空間」に、ひとたび新たな情報が持ち込まれると、その
情報の分だけ世界は変化する。新しくもたらされた情報を人々はコントロールしようと
したり、自らの文化の枠内で消化しようと試みる。あるいは場合によっては両者を置換
するからである。そのようなコントロールや消化する力の無い文化・文明は早い段階で
滅びる運命にある。古代エジプトには 3000 年にもわたりその「力」があった。ヌビア
にも同様の「力」があったのである。その目にみえる証拠がジェベル・バルカルのアム
ン神殿に代表されるアムン神信仰の拠点とヌリ、エル＝クッル、メロエに築かれたピラ
ミッド群なのである。
　ヌビアの王と女王たちがヌビアに建設したピラミッドは、エジプトのナイル河谷に造
られた数を遥かに凌駕していた。小型のピラミッドがほとんどであるが、タハルカ王の
ピラミッドのように、サッカラにある第 3 王朝のネチェリケト王の階段ピラミッドに匹
敵する程の規模を持つものもある。つまりピラミッドに付随する王権という観点からも、
ヌビアは古来エジプトと接点・接触を持ち続け、第 25 王朝の時期にそれは頂点に達し
たのだ。そしてエジプト文化の強烈な影響の下、ヌビアはその文化的末裔として、エジ
プト王国が滅びた後も数百年間生き延びるのである。その間、彼らは国家神のごとくア
ムン神信仰を保持し、王の墓としてピラミッドを造り続けた。つまり、ヌビアにはエジ
プト文化の継承の地として、現在のエジプトよりも古代エジプト文化のオリジナルな部
分が残存している可能性があるのである。古代エジプト文化を理解する際に、今後さら
にヌビアにおけるアムン神信仰の導入の持つ意味、あるいはヌビアにおけるピラミッド
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の持つ機能を考えることが有効なのではないかと考えている。その意味でもヌビア人が
エジプト王になったという大きな転換期である第 25 王朝を古代エジプト史の中で軽視
することはできないのである。

（付記）
　本稿は、2013 年度文部科学省科学研究費助成金基盤研究（C）課題番号（25370838）
の成果の一部である。
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