
   

 



今回のサハラ沙漠旅行の目的は、アハガル山

地（Ahaggar/Hoggar）のテズイヤグ山(Tezuiyag)
の夕日を見るのと、イヘーレン（Iheren）の岩

壁画探訪にある。 

テズイヤグ山は、北海岸にある首都アルジェ

から南に2,000kmの地点にあるタマンラセット

の 北 80km に あ り、ア セ ク レ ム 高 原

（Assekrem）から眺めるテズイヤグはアハガル

を代表する景観となっている。沙漠を専門分野

とする写真家のAlain Sebe、野町和嘉、藤田一

咲の写真集には、夕日を浴びて怪しげな色に染

まる奇怪な岩山が写し出されている。こんな景

色が世の中にあるのか、自分の目で見て写真に

撮ってみたい。これがひとつめの動機。 

イヘーレンは、タマンラセットから北東

600kmのジャネット(Djanet)から北西に200kmほ

どの地点にあり、タッシリ・ナジェール(Tassili 
n’Ajjer)台地の北端にある。岩壁画は、ジャ

ネットの近くのセファールやジャバレンが有名

であるが、イヘーレンもその地続きにある。イ

ヘーレンの岩壁画は、現代画家に勝るとも劣ら

ないデッサン力で、遊牧民の生活とサバンナの

動物たちを描いている。それが4000~5000年も

昔のものだということに驚くと同時に、その絵

を描いたのが同時期に岩壁画を描いていた黒人

ではなく、地中海人系の白人だという点が興味

を惹く。「今までサハラで発見された中で も

秀逸な岩壁画であり、自然派岩壁画の代表傑作 
(Henri Lhote)」を見てみたい、そしてこの時代

の異人種間の接触を感じてみたい。これがふた

つ目の動機。 
 
ここでは「砂漠」を「沙漠」と表記する。元

来中国語と同じく「沙漠」と表記されていたも

のが、当用漢字の採用時に「沙」がないことか

ら戦後「砂」の文字が当てられた。沙漠とは、

「水が少なく、動植物の生息が困難な地域」を

意味する点からも「沙漠」のイメージの方が相

応しい。しかし、語源的には、「沙」も「砂」

を意味しており、「水が少ない」の直接的な意

味はない。 

沙漠は砂丘のイメージが強いが、砂沙漠は全

体の1/4以下で、岩沙漠、礫沙漠、土沙漠など

の比率の方が高い。また、今回訪れれた山岳地

帯や台地などもある。サハラとは、アラビア語

で「荒れた土地」、すなわち「沙漠」そのもの

を意味する。サハラ沙漠とは、沙漠を代表する

沙漠と言える。 

沙漠では同じ景色が延々と続くように思って

いる人が多いようであるが、実際に歩いてみる

と変化に富んでいることに気がつく。また、沙

漠では、オアシス以外では動植物が生息できな

いと思っている人も多いかも知れないが、沙漠

に適応した動植物に沢山出会える。その多様性

には驚くばかりである。 
 
今回の旅行では、フランスの沙漠専門の旅行

会社デゼール(Deserts=沙漠)社のツアーに参加

した。日本の旅行社では、アセクレム高原に行

くツアーはあってもイヘーレンに行くツアーが

ないことと、費用も高くなるのでフランスのツ

アーに参加することとした。イヘーレンは地域

的に少し外れにあるためかフランスの旅行社で

も少ない。唯一見つかったのがデゼール社のも

のであったが、ツアー催行が3週間前まで決ま

らないのでやきもきした。 

フランスやイタリアなどでは、サハラツアー

はポピュラーなものになっており、シーズンの

週末には150－200人乗りの飛行機が4，5便ほど

タマンラセットやジャネットに乗り入れてい

る。殆どがフランスやイタリアなど欧州の旅行

客で、それも年金生活者らしい年配者が7割以

上の印象。サハラ旅行も今や冒険旅行ではな

く、万人向けの旅行になっている。運転手付き

四駆旅行、自分で運転する四駆旅行、集団バイ

ク旅行、駱駝に乗って移動する旅行、駱駝に荷

物を乗せて自分は歩く旅行、ロバに荷物を乗せ

て歩く旅行、四駆に荷物を乗せて歩く旅行など

様々な旅行形態がある。私がアハガル旅行に選

んだのは 後の四駆で荷物を運んで人は徒歩で

歩く旅で、当然ながらこれが一番安上がりで、

かつ楽しい。イヘーレンでは車ではアクセスで

きないこともあって、駱駝に荷物を乗せて歩く

旅行となったが、いかにも沙漠の旅らしい情緒

溢れたものであった。 

2 



3  

 

アハガルの旅 (2009/11/7-15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アハガル格安の旅！と謳うデゼール社の7泊8
日の旅行は、€1,100の料金にパリ発着の往復旅

費と毎日3食の食事が含まれている。旅費込み1
日2万円程度と考えるととても安い。沙漠の中

では他にお金を使うこともない。 

 飛行機はアルジェリア航空で、往きはタマン

ラセット直行便で4時間、帰りはジャネット経

由の6時間となる。アルジェ経由便と比べると

ずっと快適であるが、夜間飛行で現地の着発が

深夜となるのがつらい。サハラ地域への飛行機

は、現在は全て夜間飛行となっている。軍事的

な理由で機内から写真を撮られるのを避けるた

めなのか、理由は現地の人に聞いてもよく分か

らない。ガイド達も深夜の送迎でとても辛いと

こぼしていた。 

 GPSと双眼鏡が持ち込み禁止で、入国時の

チェックも非常に厳しく行われる。軍事的にも

あまり意味のある規制とも思えないが、致し方

ない。アルジェリアにはトレッキングなどに使

える地図もなく、左の写真のような100万分の1
の地図しか手に入らない。GPSがあればGoogle 
Earthの航空写真で行程地図を作製できるのだ

が、これも致し方ない。 

 土曜発の週末便は150人乗りで満席であっ

た。深夜一時半に空港到着後、タマンラセット

の北30kmまで四駆で移動して3時間ほど仮眠。     

 ここからトレッキングの旅が始まる。同行者

は、フランス人旅行者4人、ガイド、運転手、

料理人、それに私の総勢8人。毎日の行動は殆

ど同じリズムで進む。 

 

6時半 起床。 

7時   日の出とともに朝食。カフェ・オレ、

  笑う牛チーズ、ジャムなど。 

8時半  出発。午前中1回の休憩を挟んで3‐4
  時間歩く。 

12時頃  休憩地到着。昼食の準備がされてい

  る。昼食はボリュームのあるサラダ。

  デザートはダーツ（なつめ椰子の 

  実）。干し柿のような味。 

  食事の後ゆっくりと3杯のお茶、午睡1
  時間と読書。 

14時半 出発。午後は2－3時間歩く。 

16-17時 野営地到着。紅茶にビスケット。 

  テント設営。 

17:時半 日没。 

18時 焚火を囲んで夕食。青麦のスープ。 

  青麦はアハガル特有の麦で、これを荒

  引きしたもの。メインはトマトベース

  のシチュウ（ラグー）。これを、日替

  りでパスタ、米、クスクスなどにかけ

  て食べる。1日歩いたおかげでもある

  が、とても美味しく感じる。アルコー

  ルがないのが少し淋しいが、それも慣

  れてくる。デザートはここでもダー

  ツ。夕食後は、時間をかけて3杯のお

  茶を味わう。 

20時 星空観賞、読書、就寝 

 

今回のトレッキングコースは万人向けで、歩

く距離も一日15－20ｋｍ程度に抑えられてい

る。出発地点の標高は1700m程度で、アセクレ

ム高原まで1100m程度の標高差を登ることにな

るが、急坂はまったくない。距離は正確には分

からないが、片道50km程度を3日間かけて進

む。道は川床と駱駝道などで、歩きにくいとこ

ろは少ない。昼間の気温は、20度前後で歩くに

は 適だ。 

野営地は、砂地の川床とすることが多い。地

面が柔らかく、風もよけやすいので快適だが、

雨が降れば鉄砲水の危険もある。フランス人た

ちは支給されたマットレスに寝袋だけで野営し

ているが、私はテントを持参した。山岳地域で

もあり、夜は冷え込むことが多く、二日ほど零

下となった。テントの中も気温自体はそれほど

変わらないが、風がない分寒さを感じにくい。

また、メモ書き、読書、カメラの手入れなどテ

ントなしでは難しい。 

しかし、星空の鑑賞にはテントを出てマット

レスを敷いて寝た方が楽しい。街の光がなく、

空気も澄み渡っているので星の数に圧倒され

る。天の川が川だと言うのが実感される。流れ

星も多く、すぐに十個を数えることができる。 
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 タマンラセット空港から1時間半ほど揺られてトレッキング開始点に到着。海抜は1700ｍ程度。3時間ほど仮眠を取る。気温は10度を下回る程度であるが、風

が吹くと顔にひどく寒さを感じる。朝日とともに起き、道中の無事を祈る。遠くに見えるのはアカラカ山。 
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 アセクレム高原までは標高

差1100ｍ程度を登ることとな

るが、比較的歩きやすい川床

を上流に向かうルートが中心

となる。 

 川床は干上がってはいる

が、アカシア、灌木、草など

様々な植物に出会う。僅かな

雨の機会に水分を取りこみ、

地下の湿り気にも適応するよ

うになっているのだろう。 

 初日は自動車道から離れて

進むため、昼食用のサンド

ウィッチを持って20ｋｍほど

歩く。 
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野営地ティルト・キンにて川床にテントを張る。夜半に出てくる月は半月だが、日本で見る満月以上に明るい。朝夕は雲も出て、風も少し吹くが、日中と深夜

は満天の空となる。水蒸気もなく澄み渡っているため、空気の透明度は非常に高い。 
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ティルト・キンの朝焼け 
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アフィラルの泉。涸れ川を登っていくと、水を湛えた川に至る。涸れ川の途中から流れ出し、暫く流れた後に再び地中に消えていく。日照りが続いても、ここ

では水が絶えることはないと言う。水辺では、様々な植物が生い茂っている。 
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水辺のハッカの群生。その花に蝶が群れている。沙漠の一角とはとても思えない。沙漠の楽園とはこのようなところに違いない。 
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 水の中にはたくさんの魚がいる。大きいもので

20cm程度で、鱗もくっきりとしており、ハヤに似

ている。 

 サハラ沙漠の真中で、隔絶した泉にこのような

魚がいることに驚かされる。サハラの沙漠化が進

み出したのは3000年前頃からで、沙漠化以前には

ニジェール河に繋がっていた。その頃の魚が営々

と生命を繋いできたものと思われる。 

 サハラは、地球の歴史の中ではごく 近に、大

きな気候変動を経験している。僅か数千年の歴史

の中で、人間を含めた生物は、その大きな環境変

化に適応してきている。サハラ沙漠は、そんなこ

とを実感できるところだ。 
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アフィラルの泉は、泉というよりは川である。実際に数キロに亘って水が流れている。すでに海抜2000mほどの高地であり、ここより高いアタコール山塊から

の水脈が源泉と推測されるが、僅かしか降らない雨にもかかわらず水が涸れることがないのが不思議だ。 
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アハガル川の川床で迎える朝。左側にはテズイヤグ山の三峰が間近に見える。この朝は一番の冷え込みで、料理用の鍋には氷ができていた。フランス人たち

もさすがに堪えたようで、テントを羨ましがられた。 
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日が昇ると暖かくなるのは早く、半袖でも丁度よい。テズイヤグを目指すのだが、大きく迂回して進むため中々近づけない。 
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 線刻画の遺跡を訪れる。キリンや牛の姿が刻まれているが、稚拙な

もので年代的にはそれほど古くなさそうだ。紀元前1000年以降のもの

と思われる。 

 車輪だけが判別できる線刻画があるが、リビアやタッシリナジェー

ルでも見られる戦闘用馬車と推測される。時代は紀元前1000年前後の

馬の時代にあたる。この地は、リビアの地中海側からタッシリ・ナ

ジェール、アハガルを通って、西サハラの海岸に抜ける戦車の道の通

過点にあたるようだ。 

 アハガル山地では線刻画が僅かにみられる程度で岩壁画はない。東

方のアハガル台地には岩壁画も多くあると言う。 

 

 線刻画のちかくに古い墓があった。小山になった集合墓は、イスラ

ム以前のもので線刻画の時代のものかも知れない。隣にある個別の墓

はイスラムのものでツアレグの遊牧民のもののようだ。 
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テズイヤグ山を間近で仰ぎ見る。玄武岩の柱状節理が山そのものとなっている。200万年前頃の火山活動で噴き出した溶岩が冷えて形成されたとのことである

が、その流れが途中で方向を変えて弓状に反っているところがこの山の景観を際立たせている。 
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テズイヤグの麓は海抜2400m程度。遮られる山も殆どないため携帯の電波が受信できる。残念ながらDocomoのローミングでは受信できず、タマンラセット近

辺に限定された。 
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アセクレム高原から望むアタコール山塊 
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 アセクレム高原の入り口には駐車場とカフェがあり、ここから標高差130mほどを登るとド・

フーコー神父が隠居用に建てた修道院がある。フランス語でエルミタージュ(隠居所)と呼ばれ

る。標高2,780m。ここからはテズイヤグ山などアタコール山塊の山々が一望できる。また、少し

進むと、西方向にアルジェリア 高峰のタハト山2,908m（出典によっては3,003m）が望める。 

ド・フーコー神父がなぜこんな人里離れたところで隠居しようと思ったのか不思議に思っていた

が、この眺望をみてその疑問が吹き飛んだ。地上の教会は、天国に近づくよう天井を高くしてい

るが、ここではそのような必要は無く、まさに天国に近いという感覚が持てる。そして何よりこ

の眺めが素晴らしい。夕日を見に来た観光客も多く、100人程度はいるだろうか。 

 修道院には二人の神父が常駐しており、その一人エデゥアール神父の話しを聞く。ド・フー

コー神父は元々フランス軍の士官で、サハラ地域で従軍していたが、神職につく決意をする。ツ

アレグ族の話すタマシェク語にも通じるようになり、大族長アメノカルとも話ができるように

なった。大族長の許しを得てタマンラセットに修道院を開く。当時のタマンラセットは僅か42人
の人口（現在は10万人とも言われる）で、ツアレグ族の奴隷でハラティンと呼ばれる黒人がツア

レグ族向けの野菜などを栽培していた。ド・フーコー神父はタマンラセットで布教活動をすると

ともにタマシェク語－フランス語の辞書を作った。その後、隠居所としてアセクレム高原に小さ

な修道院を建てた。しかし、ド・フーコー神父がここに住んだのは僅か6ヶ月で、タマンラセッ

トの街に戻った時、自分が世話をしていたツアレグの少年に殺されてしまう。1916年、58歳。 

 エルミタージュを守り続けているエデゥアール神父にも驚く。35歳でアルジェリアに赴任して

50年。この35年はエルミタージュとその隣にある測候所を守り続けている。 
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アセクレム高原から望むテズイヤグ三峰。右手前の指山の麓で野営。 
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夕日に染まるテズイヤグ 



26  

 夜明け前のテズイヤグ 
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野営地の指山に射す朝日 
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タマンラセットを目指して帰路に就く。 
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 ツアレグ族の話すタマシェク語は、ベルベル人固有のティフィナグ文字で

表される。子音のみで構成されており、上下、左右どの方向でも記述できる

便利な文字である。どちらの方向に読むかは、弓状の文字の方向で判断され

る。 

 母音がなくても言葉になるのが不思議ではあるが、タマシェク語自体母音

が少ないようにも感じられる。日本語の発音は、母音または子音＋母音で成

り立っており、子音のみで成り立つ発音はない。タマシェク語は、子音が連

なっているようにも聞こえて、日本人にはとても聞き取りにくい。 

 巻末に動植物の写真でタマシェク語の図鑑を作ってみたが、発音は日本人

の聞こえる音で表記したもので、原語はこのように母音がはっきりしている

訳ではない。 

 駱駝などの線刻画とともに古代ティフィナグ文字の線刻が多く残ってい

る。現代のツアレグでも発音はできるが、意味は殆ど分からないとのこと。 
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 涸れ川の川床を掘ると水が出てくるところもあ

る。ツアレグにとっては貴重な水場で、水を汲み

に来ている少年に出会った。野営地まで水を運ぶ

のが仕事と言う。 

 駱駝もうまそうに水を飲んでいる。駱駝は、沙

漠の船と呼ばれているが、水の補給なしで2週間の

旅ができる。 

 われわれの旅行中の水は、タマンラセットの水

道水をポリタンクに入れて車で運んできた。これ

を飲む時は殺菌剤が欠かせない。日本から粉末の

殺菌剤を持参していたが、あまりに水がまずくな

るので、使うのを止めたところすぐに下痢になっ

てしまった。フランス人が使っていたMicropurは
錠剤で使用法も簡単で、水の味も変わらない優れ

物だ。フランスでは薬局、スポーツ用品店で買え

るが、日本で手に入らないのが残念。 
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焚火を囲んでの夕食、お茶と団欒。生活の中では焚火というものを忘れてしまっていたが、焚火がこれほど人を癒してくれるものだということに改めて気付かさ

れた。 
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アカラカー山の夕焼け、朝焼け、曙光。 
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アカラカー山 
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遊牧民たちの居住地を抜ける。タマンラセットまで40km。 
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ワールドカップ 終予選。アルジェリア対エジプト戦の当日。 

 0－1で敗れても24年ぶりの出場が決まる。沙漠の街は、試合前から勝ったも同然

の大騒ぎである。カイロでの試合の前、アルジェリア代表チームが襲われて選手が

怪我をするなどで両国の間はヒートアップしている。選手2名が頭に包帯をして出

場。 

 危険なのでホテルのテレビで観戦した。試合は、エジプトが開始早々1点を入れ

るが、アルジェリアが堅守で追加点を許さない展開。0－1のままロスタイムを迎

え、アルジェリアが守り切るかと思った終了1分前にエジプトのゴール！これで勝

ち点、得失点、直接対決のすべてで同一となった。しかし、アルジェリアチームは

打ちひしがれ、エジプトチームは歓喜に震えている。どうやらアウェイで得点した

エジプトの勝ちとなるらしい。 

 この後沙漠の街で何が起きたかは分からないが、アルジェリア移民の多いフラン

スではボートや車の焼き打ちなどの暴動が起きた。 

 FIFAはすぐにスーダンでの再試合を決めて、両国の戦争は回避された。スーダン

での試合はアルジェリアが1－0で勝ち、ワールドカップ出場を決めた。しかし、出

稼ぎのエジプト人が帰国を余儀なくされるなど、両国間の傷跡は大きく残る。 

  

 タマンラセットの街は人口10万人とも言われているが、ベールをしたツアレグは

1割程度であろうか。住民の多くが、北から入植してきたアラブ系アルジェリア人

のようだ。民族の地図が塗り替えられるのは歴史の宿命だろうか。 
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イヘーレン旅行 (2009/11/21-28) 
 
今回のサハラ旅行の最大の目的はイヘーレン

の岩壁画探訪にあり、1年前のタッシリ・ナ

ジェール旅行以来望んでいたものだ。イヘーレ

ン行きのツアーを探したが中々見つからず、漸

く見つけたのがデゼール社のツアーであった。

料金は€1,400とアハガルツアーより少し高い

が、岩壁画の専門家が同行する旅で、現地で解

説が聞ける理想的なものだった。 

8月に申し込んだが、なかなか催行が決まら

ずやきもきさせられた。何度問い合わせても

「もうすぐ催行決定する予定」と繰り返し言わ

れたが、催行が決まったのは1カ月前で、アハ

ガル旅行に出発する2週間前であった。それも

「4人しか集まらなかったので、フランス人の

専門家の同行はできないので現地のガイドだけ

にして、料金は同じ。」催行されるだけでもあ

りがたいと、受け入れることにした。 

今回の飛行機はフランスのAigle Azur社のパ

リ―ジャネット直行便で、200人乗りが満席で

あった。機中で日本人女性旅行者二人に出会っ

た。個人旅行で、セファールの「白い巨人」を

見に来たとのこと。日本の旅行会社のツアーで

は、セファールからジャバレンに抜けるツアー

がないので、アフリカ専門の旅行社道祖神に二

人だけの個人ツアーを組んでもらったとのこ

と。彼女たちからジャネットに住み着いている

日本人女性のアリサさんの話を聞く。ツアレグ

の運転手にあとで聞いたところでは、タマシェ

ク語を話すと言う。日本女性恐るべし。個人旅

行の女性たちにも驚いたが、日本女性の適応力

は、男たちをはるかに超えている。 

ジャネットに着くと、同行者はデゼール社を

スポンサーにしたフランス人の旅行記者一人だ

けであった。岩壁画専門家が同行できなくなっ

たためキャンセルが出たようだ。しかし、二人

だけでも催行してもらえたのは何ともありがた

い。二人の旅行者に、ガイド二人、駱駝引き、

料理人の4人のアテンドと言う贅沢な旅になっ

た。それ以上に、写真撮影に好きなだけ時間を

かけられたのが最高の贅沢であった。同行の旅

行記者グレゴリーは、写真もプロで旅行会社の

広告用などに写真も売っている。同じカメラを

持ってきたこともあって、道中は写真談議と旅

行談議で盛り上がった。 
 
目的地のイヘーレンのあるタジェラヒン

(Tadjelahine/Tadjelamine)台地は、タッシリ・ナ

ジェール(Tassili n’Ajjer)台地の一部で、その北

部を占めている。タッシリ・ナジェールとはタ

マシェク語で「川の流れる台地」を意味する

が、全長約500kmにわたる広大な台地である。

海抜1400－1600mほどの高さで、周縁部以外は

起伏が少なく、平坦な土地である。台地は砂岩

から成っており、砂岩が露出しているところ

と、土や砂が積り、その上に岩や礫が敷きつめ

られたようになっているところがある。砂岩は

主に砂が固まってできた堆積岩であるが、その

起源は5億年前程度とされている。砂岩が露出

しているところでは、数億年の浸食で基底部が

大きく抉られて、岩の回廊のようになったとこ

ろが随所に見られる。こうした岩の壁に新石器

時代の壁画が描かれている。 

タッシ・リナジェール台地の西側には、全長

400km、幅30kmのアドメール大砂丘(Erg Admer)
が横たわっている。タジェラヒン台地までは、

ジャネットから北西の方向に200kmほどアド

メール大砂丘を四駆で移動しなければならな

い。イリジ(Illizi)までのちょうど中間点にあた

り、オアシスのイヘリール(Iherir)への分岐点が

ある。国道2号線の分岐点には首都アルジェま

で1,800kmの標識がある。 

ここから駱駝との徒歩旅行が始まる。フラン

ス語が話せるジャネットのガイドとタマシェク

語しか話せないが岩壁画サイトに詳しい現地の

ガイドの二人が付く。一日のスケジュールは、

アハガル旅行と同じようなもので、午前中2－3
時間歩き、昼食と午睡に2－3時間、午後2－3時
間歩く。歩いている時間は5時間程度だが、

ゆっくりと岩壁画を見ながら歩くので、歩行距

離は1日10－15km程度と短い。 

今年タッシリ・ナジェールでは例年より雨が

多かったとのことだ。2週間前にも雨が降った

ところだった。川は既に干上がっているが、随

所にアゲルマム（アラビア語でゲルタ）と呼ば

れる水たまりが残っている。その周囲は緑に溢

れている。雨が降ると一気に芽を吹き、川の跡

がグリーンベルトのようになる。水溜まりは

1－2か月で干上がるが、そこにはカブトエビや

小さな魚まで泳いでいる。過酷な環境では種存

続の本能が強く働くのか、乾燥地への適応が進

んでいるようだ。 

近年ではサハラの雨量が増えてきているとの

事実もある。地球温暖化との関連を指摘する研

究者もおり、北極の氷の厚さとサハラの雨量が

相関しているとの説もある。太平洋には沈みか

かっている島もあるが、沙漠の民にとっては恵

みの雨である。遊牧地では豊かな牧草が得られ

るようになった。 

しかし、雨は多くの場合激しく、洪水を引き

起こすこともある。川床に野営していたところ

に、川上で降った雨による鉄砲水でテントが流

されて亡くなった旅行者もいると聞く。 
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初の野営地までアドメール大砂丘を車で向かう。途中アラソーと呼ばれる灌木の枯れ根を集める。今晩からの焚火に使うためである。煙も出ず良く燃える。 

正面はタッシリ・ナジェール台地。 
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アドメール大砂丘では、風が吹くと砂が舞う。冬のこの時期は比較的少ないが、初夏には砂嵐も多くなり、地中海を越えてヨーロッパなどに至るシロッコと呼

ばれる砂を含んだ熱風ともなる。 
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台地の上は平坦なところが殆どだ。雨が降って川になった跡がグリーンベルトとなっている。その向こうには浸食された砂岩が露出しているが、このようなと

ころに新石器時代人の遺跡がある。その近くには、それほど古くない遊牧民のキャンプ跡も多く混在している。 
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 昼食は、アハガルと同

様のサラダであるが、ス

パゲッティなど暖かいも

のを用意してくれるとき

もある。デザートには

ダーツだけでなく、オレ

ンジやチーズなど。  

  野営地の台所。駱駝で運べるようコンパクトにまとめられ

ている。プロパンガスで煮炊きしているが、シチューには圧

力鍋を使う。翌日の昼用の野菜なども茹でておかなければな

らず、非常に手際よく料理している。 

 ガレット（パン）は、小麦粉をこねて丸めた

あと、焚火の下の砂の中に入れて、再び砂と火

の残った炭をかぶせ、30分ほどでできあがる。

焼きあがったガレットは、手でちぎってスープ

に入れて食べる。 

 お茶は、朝昼晩の3回、毎回3杯まで飲

まないと終わらない。急須と別の容器で

何度も移し替えながら泡立てる。一番

茶、二番茶、三番茶と徐々に砂糖を増や

して甘くする。 

 夕 食 は ス ー プ と シ

チューだが、このツアー

では羊肉がたっぷりと

入っていて豪華だ。現代

のツアレグが通常食べて

いるシチューだが、伝統

料理という訳ではない。 
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 車の入れない台地の上は駱駝が荷物を運ぶ。急坂

な峠を越えなければならない場合はロバを使うが、

緩やかな坂しかないタジェラヒン台地では駱駝を使

う。一頭の駱駝には100－150キロの荷物が載せられ

る。道中の水、食糧、炊事道具、我々の荷物など、

500キロ程度の荷駄を4頭の駱駝で運ぶことになる。  

 駱駝への荷積みは時間を要する作業だ。荷造りを

をした後、駱駝を跪かせて荷物をバランスを取りな

がら載せる。大人しい駱駝もいるが、必死に抵抗す

る駱駝もいて大変だ。 

 駱駝は、一旦歩きだすと野営地まで休むことなく

歩き続ける。先頭の駱駝は駱駝引きが手綱を持つ

が、2番手からは前の駱駝に手綱が引かれる。台地

の上は足元も良くないので時速4km程度のゆっくり

とした速度で進むが、砂地の上のキャラバンでは時

速6km程度で進むと言う。大きなキャラバンではを

止めるの大変な手間がかかるので、歩行中の食事や

お茶は歩きながらとなる。ボーイが走りながら食事

やお茶を給仕する。 

 我々の駱駝隊では、駱駝引きと料理人が野営地に

直行して、昼食や夕食の準備をしてくれる。野営地

は涸れ川の川床の場合が殆どで、周囲にはアカシア

や草が多いところに設営される。駱駝はロープで足

枷をされているので遠くには行けないが、自由に草

を食べられる。 
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イヘーレンの夜明け。台地上に砂岩の丘が連なっている。 
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曙光が射すイヘーレンの岩壁。 岩壁画は、中央の岩壁にある。北向きのため太陽が射しこむことがなく、サハラの乾燥化と相まって今日まで消えずに遺され

てきた。 
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台地上には様々な奇岩が見られる。基底部が浸食でアーチ状になるまで削られ、鳥か恐竜のように二本の足でバランスを取って立っている。 
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野営地アフン・タバラカット（タマリスクのある場所） タマリスクは和名ギョリュウ。南仏などでも見られる。葉は檜に似て針葉樹のように見えるが落葉樹。 
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 野営地タマラスーシには大きなアゲルマム（水た

まり）があり、緑はとても豊かだ。テスイエと呼ば

れる可憐な花が群生している。水辺特有のナツメヤ

シ、夾竹桃、イグサなども多い。 

 池の中には、白っぽく半透明の小さな魚が沢山泳

いでいる。ゲンゴロウのような水生昆虫も見られ

る。恵みの雨は、一気に植物や生き物を生まれさせ

ているようだ。 

 池の周りはのどかに見えるが、川が氾濫した跡も

残っている。根こそぎ倒されたアカシアや灌木が散

乱している。また、地上から1m程度のところには水

が流れた跡もある。沙漠の雨の恐ろしさを感じさせ

る。 

  



52  

 

タヒラヒ 

干上がりかかった一時的な水溜りに沢山の生き物が見られ

た。ボウフラ、白くて半透明の小さな魚、カブトエビ。カブ

トエビは日本の田んぼで見られるものと変わらない。 

カブトエビや小魚は、砂の中に産みつけられた卵が、乾燥期

を生き抜いて、雨によって孵化したものだろう。 

 

カブトエビの生態（スローライフより） 

カブトエビは中国では砂漠の生きもので、つかの間の雨期の

水たまりで孵化し、急激に成長し、水たまりが干上がるころ

には、産卵が終わり、次の年の雨まで、卵は乾燥にたえて、

生きる。卵は２～４日で幼生態で孵化する。その後一両日中

に脱皮を数回くりかえし、急速に成長し、成体になる。そし

て１０日もたてば底泥の中に産卵し始める。産卵を始めた後

からでも、次々に脱皮し成長する。 
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 台地の上は、岩場は少なく平らなところが殆どで、アハガルなどに比べて歩きやすい。フランスの植民地時代のメハリ部隊（駱駝部隊）が整備した道（左

上）がもあるが、この道を外れても歩きにくくはない。 
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タヒラヒ（Tahilahi)の岩壁画。浸食で大きく抉られて、真珠貝の内側のように岩の天井が覆っている。その一面に様々なモチーフの絵がびっしりと描かれてい

る。 
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 タヒラヒの野営。珍しく夜空が薄雲で覆われ、月の

周りに暈（かさ）が見られた。月暈（げつうん、つきがさ）

またはハロと呼ばれる現象で、雲を形成する氷晶がプ

リズムとして働き、月の光が氷晶を通過するときに光

を屈折させることで発生する。 

 日が落ちると急に寒くなるが、焚火を囲んでの夕食

と談笑が大きな楽しみ。食後はゆっくりと三杯のお茶

を味わう。一杯目は人生のように苦く、二杯目は一日

の疲れを癒し、三杯目は恋のように甘い。 
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台地を降りてオアシスの村イヘリールに向かう。台地の上が海抜1500m程度、村は1200m程度のところにある。 
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オアシスの村イヘリールは台地の谷間にある。谷間には細くゆっくりと川が流れている。その川は西の端で消えているが、川の水がなくなることはない。 
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東の端の水源。台地の上の水脈が、イヘリールの谷で地上に出ている。ここには30ｃｍ程度の魚もいる。水が豊富なこの村では、ナツメヤシや野菜の栽培が行

われている。 
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イヘリールの民家 

 

 ガイドのアムートの自宅。現在の住いは都市部と同じレンガ積みの建物

になっているが、庭の一角に昔ながらの小屋を残している。村には同じよ

うな小屋が数多く残っているが、現在では住いとしてではなく集まりなど

に使われているようだ。 

 石垣を円形に積み上げて、内側から土を塗って固めた壁の上に、ヤシの

葉を円錐状に束ねた屋根を載せている。内部の柱にもヤシの幹が使われて

いる。床はなく、砂地の上に絨毯を敷いて座る。焚火でお茶を沸かした

り、ガレットを焼いたりできる。 

イヘリールの住民は、すべてツアレグ族で、もともとは殆どが遊牧民で

あったようだ。オアシスの中でナツメヤシや野菜などを育てている人たち

もいるが、今でも遊牧を行っている人も多い。台地で牧草が得られる間は

遊牧生活を行い、乾季の拠点としてイヘリールに家を持っている。 
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ディデール高原での遊牧 

 

 イヘリールから30ｋｍほどの地点でアムートの家族が山羊の

遊牧をおこなっている。家族全員がテントで暮らしているが、

夫人と子供たちは週末だけテントで過ごして、週明けにはイヘ

リールに戻って子供たちを学校に通わせる。 

 現代のノマドは、四駆を2台持ち、オアシスには家を持ち、

半遊牧半定住の優雅な暮らしを送っている。 

 ディデール高原では、あちらこちらで遊牧が見られる。山羊

のほかに、駱駝やロバの遊牧も見られた。 
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ツアレグの子供たち 

   

イヘリールの子供たち。カメラを向けると大騒ぎで逃げまわるが、興味があるらしく恐る恐る近づいてくる。撮影したモニターの写真を見せると、大声で笑う。

今度は、撮れ撮れと大騒ぎ。なんともにぎやかで楽しい写真撮影だ。次回は子供たちをじっくり撮ってみたい。 
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ティン・ワイタテリン ジャネットの手前50km程度。アドメール砂丘とタッシリ・ナジェール台地が入り組んで美しい景観となっている。 
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砂は砂岩から生じ、砂岩は石英結晶からなり、石英結晶はさらに古い花崗岩に由来する。すべてはひそかに、とどまることなく変化し、今なお変化しつつあ

る。 － テオドール・モノ 「西アフリカとの出会い」 
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ティン・ワイタテリンからの帰路はフランス語でピスト（轍跡）と呼ばれるオフロードを走る。 
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ジャネットの街は人口1万5000人程度。アラブ人の商人なども入ってきているが、ベールをしたツアレグ族が多い。30年前、丘には椰子の葉で編んだ小屋と土壁

の粗末な家がひしめいていたが、レンガ積みのこぎれいな家並みに変わっている。 
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タッシリ・ナジェール岩壁画の時代区分 

アンリ・ロート以降の研究者の時代区分も、大

枠ではロートのものと大きくは変わらない。

ロートの時代区分をベースに区分すると次のよ

うになる。 

 

円頭時代（狩猟民時代） 

BC6,000年～BC4,000年程度。年代検証がで

きているもっとも古い絵はBC6,000年前

後。BC8,000年ごろからとする説もある。

岩絵に表れるお面や瘢痕状の刺青などから

ネグロイド人種の黒人が住み着いていたも

のと考えられている。 

円頭が特徴の絵が多く、内容的にも宗教・

祭祀に関わるようなものが多い。面や面を

被った人物の絵も見られる。また、巨人像

や巨大な動物の絵も多い。 

初期の絵は絵画的には稚拙なものが多い

が、後期のものでは洗練された絵も見られ

る。 

 

牛牧時代 

BC5,500年～BC1,500年程度。 

円頭時代とは異なる別の黒人系の人種と考

えられており、ほっそりとした体形からナ

イル上部地域から来た白人との混血民族と

の説もある。 

牛、狩、戦争など生活を描いた自然主義的

な絵が殆ど。緻密で躍動感に溢れた絵が多

い。後期のものでは、エジプトやギリシャ

の影響を窺わせるものもあり、美しい絵が

ある。 

 

馬の時代 

BC1,500年～紀元程度。 

乾燥化が進み、牛牧人は南に移動した可能

性が高い。代わって地中海地域から騎乗民

族が進出してきた。絵の内容は、騎乗の兵

士、馬車、戦争などで、稚拙な絵が殆ど。 

 

駱駝の時代 

紀元以降。サハラが砂漠化したため移動手

段は駱駝となる。絵は、稚拙なものが多

く、駱駝と家などが描かれ、古代ティフィ

ナグ文字が書かれている 。 

 

イヘーレンの岩壁画の発見 

この地域の岩壁画は1960年代後半にアンリ・

ロートらによって発見され、ロートによって詳

細な調査が行われたのは70年代にはいってから

である。イヘーレンやタヒラヒの壁画は、牛牧

人の時代には属するが、絵の作者が地中海人系

の白人である点が他の牛牧時代のものと異な

る。タッシリ・ナジェール中央部のセファール

やジャバレンなどに牛牧時代の岩壁画が多く

残っているが、その殆どが黒人系の民族による

ものである。 

絵から窺える人々の風貌や生活様式も大きく

異なる。黒人系の絵では人間が褐色のベタ塗り

で描かれているが、白人系の絵では細い輪郭線

と薄い黄土色の肌で描かれている。どちらも牛

の牧畜をしているが、白人系は山羊や羊の牧畜

もしている。武器も黒人系が弓矢を主体として

いるのに対して、白人系は投げ槍やブーメラン

状の投擲武器を使っている。また、白人系は女

性の衣装などから見ても、文化レベルはより進

んでいるように見受けられる。 

イヘーレン遺跡の放射性炭素C14による年代

測定では、BC2900+/-110の結果が出ている。岩

壁画自体の年代測定ではないが、岩壁画もこの

時代に近い可能性がある。この時代は、エジプ

ト古代王朝の初代の時期に相当する。 

新石器時代の民族の移動 

Neolithique  (http://pagesperso-orange.fr/

atil/atil/)によれば、イヘーレン地域での民

族移動は図に示すように推移している。 

BC5500年ごろまでは狩猟民族(Ounanien)が占有

していたが、BC5500～3600には黒人系牛牧民族

(Abaniora）が住民となり、BC3600～1500には

北 か ら 来 た 地 中 海 人 系 白 人 の カ プ サ 人

(69 ページに続く) 
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(Capsien)に入れ替っている。 

しかし、この図が示しているように明確に民

族が入れ替わっているのではないとする意見も

ある。リビアのアカクスの円頭人の岩壁画で、

絵具の年代測定を行った結果BC3000-4000の牛

牧民時代のものであることが確認されている。

現代のアフリカでも、同じ地域に狩猟民族と農

耕民族が共存しているケースもある。イヘーレ

ンから徒歩で2時間の距離にあるティン・アバ

ニエールの黒人系牛牧民の岩壁画には、弓矢以

外に白人系牛牧民が使っているブーメラン状の

武器も見られる。ふたつの民族が同じ時期に隣

り合い、影響しあったものと想像する。 

黒人系牛牧人は、サハラの乾燥化により南下

して、サヘル地域（サハラ周縁部）に住むフル

ベ族（フラニ、プールとも呼ばれる）と考えら

れている。岩壁画に描かれた風貌や生活内容が

現代のフルベ族と同じであると言う。白人系牛

牧人は、地中海のカプサ人が牛や羊とともに南

下してきたものとされているが、BC2000ごろに

は南のアイ―ル山地まで南下した。その後黒人

と混血して、現在のナイジェリア北部に住むハ

ウサ族がその子孫だとの説もある。カプサ人

は、現在のツアレグ族などベルベル人の祖先で

あるが、牛牧民として南下した一派と現在のツ

アレグ族は同じ民族ではあるが異なるグループ

と考えられている。 

サハラ地域は、現在のサヘル地域のように、

様々な民族が集まって共存していたものが、乾

燥化とともに南に移動し、沙漠化後に進出した

ツアレグ族の遊牧民のみが暮すところとなった

のではないか。 

 

イヘーレンの岩壁画の特徴は前述の通りだ

が、何より驚かせられるのは繊細な筆致による

絵の美しさだ。2.5mｘ7m程度の大きな壁面に

びっしりと細かい絵が

描かれている点にも驚

く。しかし、絵の線が

細く、年月とともに薄

れていることもあっ

て、近づかないとよく

見えない。また、消え

ている部分も多く、全

体図がどのようなもの

であるかは、ロート調

査隊の画家コロンベル

による模写を見ると良

く分かる。 

模写による全体図を

次のページに示すが、

遊牧民の生活が余すと

ころなく描かれてい

る。絵 に 登 場 す る の

は、人 物 120 人、家 畜

281頭、野生動物47頭、その他物体66個を数え

る大作で絵巻のような構成を取っている。絵は

右側から左側に向かって進んでいる。右下の場

面では、荷造りが行われ、女が牛に乗って出発

しているようだ。牛の群れから少し離れたとこ

ろには、キリン、ダチョウなどの野生動物の群

れがいる。右上を移動する一団は、牧童が牛の

群れを率い、女たちが牛に乗って移動してい

る。その左では、どうやら新しいキャンプ地に

着いたようで、男たちが荷を降ろし、女たちが

テントの設営をしている。木に登って木の実を

採っている男たちもいる。水場では、牛や羊た

ちが水を飲んでいる。キャンプ地では、いくつ

もの家族が生活をしている。そこにライオンが

闖入して羊を襲った。男たちは投げ槍を持って

ライオン退治に向かっている。 

遊牧民の生活シーンが多く描かれているが、

黒人系牛牧人の絵に多い戦争の場面は見られな

い。他の地域の絵にも戦争画は見当たらない。

実際に部族間、異民族間の争いがなかったとは

考えにくいが、研究者のA.C. Hollはイヘーレ

ンの壁画は若者の教育目的で描かれたものでは

ないかと推測している。生活の様々なシーンで

どのように行動すべきかを示しているとの説

だ。また、乾季に入って水の少なくなった低地

のキャンプ地から高地のキャンプ地に移動して

いるところだとも分析している。 

Hollの言うように道徳的、教育的な目的も

あったかもしれないが、美しいものを表現する

芸術的な側面もあったのではないだろうか。で

なければここまで美しい壁画にはならなかった

ように思えてならない。 
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イヘーレン岩壁画全体図  P. Colombelの模写より 
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 白人の遊牧民  

黒人の牛牧人の風貌とは明らかに異なる。痩せて背が高く、髭が目立つ。左手には槍と鉤状の狩りの道具を持つ。右側の人物も槍を持ち、羊を引いている。顔の

部分が見えにくいが、羊の皮を被っており、ライオンを誘い出そうとしている。 

白人系牛牧人の岩壁画  １ イヘーレン 
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 ライオン狩（前ページの右側の絵） 

左下に、羊を襲って前足で押さえ込んだライオンが槍を持った狩人の方を振り向いている。 
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キャラバンがキャンプ地に到着し、左側の女性二人はテントの設営をしている。女性は長いスカートをはいている。弓状の棒は、テントの骨組みとなる。右側

は若い男性。髪を頭の上でちょん髷のように縛っているのが若い男性の特徴とされている。また、羽飾りらしきものも付けている。 
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水場の牛。岩の割れ目を水場に見立てて描いている。左下には、羽飾りを付けて髪を縛った少年が手に何かを持って立っている。その前には2頭の羊がいる。 



76  

 キャンプ地に到着するキャラバン。 先頭の牛は首の上に荷物を持たされている。その後ろには女性を乗せた2頭の牛が続いている。女性たちは、長いスカート

をはき、肩からショール状のものを羽織っている。牛に乗った先頭の女性の手前では、女性がテントの設営をしている。テントの設営は女性の仕事のようだ。 
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 キリンの群れ。キャンプ地の外にはたくさんの野生動物がいる。キリンの向こう側にはダチョウの群れがいる。 
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イヘーレン地域の別の岩に描かれた絵 
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イヘーレン地域。 体の斑点はペインティングか、刺青か。手にしているのはブーメラン状の武器で狩りの絵によく見られる。この絵は争いというより踊り

のようにも見える。白人系牛牧人の絵には戦争や人間同士の争いの絵は見られない。 
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イヘーレンから10－15km程度。技法や目の特徴がイヘーレンの岩壁画と酷似しており、同一人物が描いた可能性もある。 

白人系牛牧人の岩壁画  ２ ティマラスーシ 
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髭を生やした人物はイヘーレンの

白人の絵に近い。右側の絵は蛇で

あろうか。 
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白人系牛牧人の岩壁画  ３ タヒラヒ 

浸食で大きく抉られた岩の内部は直射日光が遮られて岩壁画の保存状態が極めて良い。内部はドーム状で、壁全面に細かい絵がびっしりと描かれている。イ

ヘーレンの岩壁画のように、それぞれのテーマが整然と統一性を持って描かれているようには見えず、あちらこちらに様々な絵がちりばめられている。 
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 特徴的なヘアスタイル。イヘーレンの若い男性のヘアスタイルにも近いが、顔にマスクをしている、あるいはギリシャ戦士の兜ようなものを被っているように

も見える。象の絵は、人物の絵より少し古いものとされている。 
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三人の男と山羊 
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 水場の羊と山羊 

イヘーレンの絵と同じように岩の割れ目を水場に見立てている。左下には、家畜の面倒を見る男性が描かれている。 



87  

 

白人系牛牧人の岩壁画  ４ タムリット 

前回2008年に訪れたタムリットの岩壁画。写真では分かりにくいが、アンリ・ロートの模写図では山羊か羊と白人系の顔をした男性であることが分かる。イ

ヘーレンとは200ｋｍほど離れているが、同じ系統の絵がセファールなどタッシリ・ナジェール中央部にもあるようだ（A. Muzzolini)。 
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黒人系牛牧人の岩壁画  １ ティン・アバニエール 

ティン・アバニエールはイヘーレンから徒歩で2時間の近距離にある。人物像は褐色のベタ塗りで描かれており、体形も白人系と比べて腰回りと太腿が丸みを

帯びているが、体形は瘠せ形でがっしりした体格のネグロイド系の黒人とは異なる。ヘアスタイルは丸みを帯びており、白人系のように長髪ではないようだ。 

しかし、左上の人物は右手にブーメラン状のものを持っており、近隣の白人系との類似性も見られる。 
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 黒人系の牛牧人の絵では、部族間の争いの絵が多く見られる。ここでは弓とともにブーメラン状の武器も使われているが、セファールやジャバレンなどでは弓

だけで争われている。 一方の白人系牛牧人は、槍とブーメラン状の武器を持っているが、ライオン狩りで使われても人間同士の争いの絵は見られない。 
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 キリンの群れ 
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 魚の絵とされている。尾が弧を描いているが鯉の一種であろうか。 
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黒人系牛牧人の岩壁画  ２ タドラスト 

この絵には非常に異質なものを感じる。他の絵ではアバニオラの特徴を示すスリムな人物像ばかりであるが、がっしりしたネグロイド系の体格。しかし、肌の

色は褐色より薄い色で描かれている。笑っているものと思われるが、このように感情を表した人物像はタッシリで見た絵の中では初めてである。いったい彼ら

は何者なのだろか。それにしても楽しそうだ。 
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踊りの絵であるが、この踊りに似た絵がジャバレンにある。 
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頭に被っているのはマスクであろ

うか。腰回りが異様に大きい。 
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男女の図であろうか。 

優美な曲線を描いている。 



100  

 

黒人系牛牧人の岩壁画  ３ イサラーメン 
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黒人系牛牧人の線刻画  ティン・タギール 

ティン・タギールの線刻画は、ディデール高原の西端にあり、大きな一枚の岩の上に様々な動物や人間が刻まれている。唐草模様を配した巨大な牛の絵はデ

ザイン的にも優れている。削られた溝は滑らかな線を描いているが、ジャネット近郊の「泣き牛」の鋭いカッティングラインとは異なる。 
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 ガゼルの線刻画は1000ディナール札のデザインに使われている。ダチョウ、人物などが描かれている。 
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馬の時代   

 馬の時代は、紀元前1500年～紀元程度とされている。リビア

のガラマンテス人がサハラを南西方向に横切って西サハラの大

西洋岸まで到達したと言われている。実際にこのような戦車が

通ったかどうかは分からない。 

 紀元前5世紀の歴史家ヘロドトスの「歴史」によれば、「リ

ビア奥地に住む勇猛なガラマンテス人が四頭立ての馬車に乗っ

て穴居エチオピア人狩りをする」とある。これがガラマンテス

人説の根拠となっている。 

 サハラで見られる馬の絵は、一様に両足を伸ばして飛びなが

ら走っている姿を描いている。サハラ各地で馬車の絵を発見し

たアンリ・ロートは、紀元前1200年ごろ栄えたミケーネ美術と

の類似性から、海洋民族がリビア人と混血して南下したとする

説を取っている。 

 今回見た戦車の絵と彫刻は、イヘーレンからアハガルまで

タドラスト 

イヘーレン 
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イニティネン 

アハガル 

800km離れている。馬に牽かれた戦車の絵は、2000km以上にわ

たって分布している。 

 ガラマンテス人は、ベルベル人の系統であるが、イヘーレンの

白人、現代のツアレグと同じ祖先を持つが、別のグループであろ

うと推測されている。 
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駱駝の時代   

駱駝の時代は紀元前後からとされている。稚拙な絵が多

く、あまり見るべきものはない。右の絵のようにティ

フィナグ文字が書かれている岩も多い。 

イヘーレン 

タヒラヒ 
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性的シーン   

タヒラヒ 

タドラスト 

タドラスト  出産 
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アプサン 

アカシア 棘だらけだが、駱駝や山羊は

ムシャムシャ食べる。 

 

ミモザ 2-3月に甘い香りの花が咲く 

アカシアとの違いが全く分からない 

タッギャルト（アハガル） 

これもアカシアとの区別は黄色い花 

だけ。葉と棘はアカシアと同一。 

タバラカット 

ギョリュウ。Tamaris  檜系の針葉樹

のようにも見えるが、落葉樹。 

アサワ 

タバラカットの仲間 

タルー 

タッシリナジェール中央部に147本の

み生き残る糸杉。樹齢2000年以上も 

タザイトゥ 

なつめ椰子。実はダーツと呼ばれ沙

漠では貴重な食物。 

タッギャルト（タッシリ） 

タッシリではこれがタッギャルト。

棘はあるが、葉が異なる。 

タマシェク語植物図鑑  木本編 
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アラソー 

枯根は焚火用に最適。煙も出ずよく燃

える。 

アカットカットゥ タハネットネット 

木本化していないものも多い。 

セルルーフ 

葉は高血圧の薬となる。アムートが

母親のために葉を摘む。 

タフェルテスト 

梅の花のような可憐な花が咲く。 

タホナック 

赤い実がなる。 

トルザ 

葉に毒を含むため、葉に触れてはい

けない。 

エレル 

夾竹桃 水辺には必ず生えている。 
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アーギャルギャル 

豆のような実は食べることができる。 

アクメズ 

お茶に入れて飲む、あるいはお茶代

わりとなる。 

アゼジャジャ アフタズン 

アホヤ 

食べると笑いが止まらなくなる。危

険。 

アマヨ 

風邪薬として用いられる。 

アララシュム 

葉の水分を目に垂らすと風邪薬とな

る。また、茶に入れて飲む。 

アルカ 

タマシェク語植物図鑑  草本編 
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アルカット 

ロバの西瓜。人間には食べられな

い。 

イレガ 

日本のイグサと変わらない。 

エジャヤ エズイヤン 

ギャザイフック 

葉は常に太陽の方角を向いている。 

タイナスト タサ 

花弁が魚の鱗のように光る。赤み、黄み

を帯びたものもある。 

タッタイト 

ウイキョウの香り。腎臓薬として用

いられる。そのまま噛んでもよい。 
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タナカット タニャルト 

ハッカ。水辺に群生している。 

タネスミン 

サラダ菜として食べらることができ

る。 

タハト 

タフェルトナバギ タマディ（アハガル） 

アルワット（タッシリ） タルタック 

ティベレント 

根をお茶に入れる。リュウマチ薬と

もなる。 
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ティムカルケーズ テクムズーティン テスイエ テムザール 

葉に毒を持つ。要注意。 

テルートゥ ブルコー 

香りが妊婦に良いとされ、ベッド脇

に置く 

ホイヤ ササフ 

花の中の黒い実が、目にゴミが入っ

た時の洗浄に使われる 
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アミス 

駱駝。野生化したものに時々出会う。 

イヘダン 

ロバ。飼い主から逃げて野生化するロバも多い。 

ウーデットゥ 

ムフロン タッシリでは時々見かけることがある

という。（画像借用） 

アジュンカ 

ガゼル（画像借用） 

エバギ 

ジャッカル。夜に犬のような遠吠えが聞こえる。

（画像借用） 

フォルヒ 

フェネックきつね 休憩地の灌木から素早く走り

去った。夜行性。 （画像借用） 

   

   

   

タマシェク語動物図鑑   
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アコーティ 

トビネズミ。巣穴はいたるところにあるが、夜行

性で昼間は出てこない。（画像借用） 

モラモラ 

シロガシラクロサバクヒタキ。来客を告げる鳥で

ツアレグはお茶の準備を始める。 

 

 

サバクヒタキ 

 イムタルタル 

トカゲ 
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スカラベ 

雄と雌では色が少し異なる 

 

バッタのようにも見えるが、土の中にいる 

 

何者か？ 砂地のものと礫地のもの。保護色で色

を変えている。 

 

ハンミョウの仲間？ 

 

バッタ 

10ｃｍ近い大型のもの。あまり多くは見かけない 

 

こおろぎの仲間？ 
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蟻と蟻塚 

 

蜂 

ティムタイタイト 

とんぼも同じ呼び名のようだ 

テイムタイタイト 

赤とんぼ。とんぼに相当する言葉がなくて蝶を示

す言葉を使っているのかも知れない。 

テイムタイタイト 

かげろう 

 

げんごろうに似ている。ものすごい速さで水の上

を走り回っている。 
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イソールマイ 

魚  

アヘネル 

小さな魚 

 

カブトエビ 

アマーンヌ 

水 

エラハル 

川 

アゲルマム 

水たまり。ゲルタはアラビア語 

 

   

   

   

タマシェク語動物+自然図鑑  
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アドラール 

山 

テネリ 

沙漠 

イブラデン 

岩 

アモダール 

砂 

イムーハ 

ツアレグは外部の人間からの呼び名で、自分たち

のことはイムーハと呼ぶ。 

   

   

   64歳のガイドのモハメッドは、片言のフラ

ンス語しか話さないので込み入った話はできな

いが、若いころ遊牧生活で600km離れたアガデ

スまでのキャラバンをした話や自分の属する部

族の話など聞かせてくれた。 

また、植物や山川のタマシェク語の名前を

しつこいくらいに教えてくれる。植物について

は人間や家畜に食べられるかどうか、薬草かど

うかの知識を持つこと、山や川については遊牧

のため土地の隅々まで知り尽くすことは、遊牧

民には不可欠な知識なのであろう。 

あまりに一生懸命に草の名前を教えてくれ

るので、タマシェク語の植物・動物図鑑を作っ

てみることにした。タッシリ・ナジェールのガ

イド、カジェールとアムートにもお世話になっ

た。 
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サハラ沙漠図書館 － 古いものも古本で入手可 

映画(DVD) 
サハラ戦車隊     1943  ゾルタン・コルダ 

アラビアのロレンス    1962   デビッド・リーン 

シェルタリングスカイ   1990  B. ベルトリッチ 

イングリッシュペイシェント  1997  A.ミンゲラ 

スターウォーズ エピソード1 1999  ジョージ・ルーカス 

サハラに舞う羽根    2002 シェカール・カブール 

 

写真集 
Tassili n’Ajjer     1977  Jean-Dominique Lajoux   CHENE 
サハラ－空と砂の間で   1977  野町和嘉   平凡社 

サハラ20年     1996  野町和嘉  講談社 
Sahara         2001 Alain & Berny SEBE HACHETTE 
サバク      2002   藤田一咲  光村推古書院 
Sahara      2007 C. GRUAULT   Michel-LAFON 
 

小説 

星の王子様     1995 サン＝テグジュペリ 岩波文庫   

人間の土地     1995 サン＝テグジュペリ 新潮文庫    

砂漠       1983 ル・クレジオ 河出書房新社 

アルケミスト     1997 パウロ・コエーリョ 角川文庫 

 

旅行記/探検記 

青い種族     1958 ジョン・スコール 新潮社 

大サハラ       1969 西岡香織   産経新聞 

サハラ幻想行     1971/02 森本哲郎   五月書房 

サハラに死す     1975/87 上温湯隆   講談社文庫 

サハラ縦走     1977/93 野町和嘉    岩波書店 

サハラ横断      1979 飯田望    時事通信 

永遠のサハラ     1982 西村滋人   立風書房 

サハラ砂漠縦断記   1993 ジェフリー・ハワード 図書出版 

遊牧民になろう    1999 石上和浩   星雲社 

砂漠を旅する     2006 加藤智津子  八坂書房 

リビア物語     2007 滝口鉄夫  論創社 

美術史家地球を行く   2008 木村重信  ランダムハウス 

Nomades    2006 Philippe FREY Robert Laffont 
Campements Tuaregs 2008 Odette BERNEZAT Clenat 
 

地誌 

未踏の大自然サハラ 1976 ジェレミー・スウィフト タイムライフ 

サハラをゆく  1983 日本テレビ 
L’Algerie Civilisation ancienne du Sahara   2005 Abdelaziz Ferrah 
 

岩壁画関連文献（一部重複） 
A la decouverte des fresques du Tassili  1958  Henri Lhote  ARTHAUD 
Vers d’autre Tassili     1976 Henri Lhote 
Tassili n’Ajjer     1977  Jean-DominiqueLajoux CHENE 
Le groupe europoide d’Iheren-Tahilahi 1981  Alfred Muzzolini  
Saharan Rock Art     2004 Augustin F.C. Holl  
L’art mysterieux des TETES RONDES au Sahara 2007 Francois Soleilhavoup 
 

タッシリの遺跡    1960 Henri Lhote   毎日新聞社 

未踏の大自然サハラ 1976 ジェレミー・スウィフト タイムライフ 

サハラをゆく    1983 日本テレビ 

永遠のサハラ     1982 西村滋人   立風書房 

リビア物語     2007 滝口鉄夫  論創社 

 

Webサイト 
Nelithique     http://pagesperso-orange.fr/atil/atil/ 
Sahara Neolithique     http://ennedi.free.fr/ 
 
 
 
 

 

 

  

初出年/再版年  
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アハガル旅行、イヘーレン旅行の仲間たち 

 

アハガル旅行 

左からアブドラ、ドミニック、シルヴィ、モハメッ

ド、カトリーヌ、著者、ジュリアン、カンナ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イヘーレン旅行 

カジェール、モハメッド、バシェール、グレゴリー、

アムート、著者、駱駝4頭 
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2010年1月 

英 隆行 
hana52@osaka.email.ne.jp 




