
『丁場紀行』　No．6 　

今回で『丁場紀行』6回目の発信です。前回は『トルコ丁場紀行　前編』を案内しましたが、楽しく読んで頂けましたで

しょうか？　今回は予告していたように『トルコ丁場紀行　後編』をご案内致します。　

前編に引続き、トルコ産石種紹介とトルコ料理紹介、観光地紹介、ウンチク紹介など盛りだくさん書いてみました。

ごゆっくりとお楽しみください。皆様からの感想が私の励みなので感想を聞かせて頂ければ幸いです。

前編でトルコ大理石は2000年少し前からイタリア業者によってトルコ材開発が始まったと説明しましたが、その当時は

丁場主による直接輸出は少なく、大部分がイタリア業者経由で世界に販売されていました。地区的には、MARMARA島、

BURSA地区、AFYON地区、IZUMIR地区、ELAZIG地区の大理石が主流でした。

その後、DENIZLI地区、ANTALYA地区、DIYARBAKIR地区、BILECIK地区、MUGLA地区、ISPARTA地区の開発が進み、

更にその後、AZDAVAY地区、MALATYA地区、MERSIN地区の開発が進んだ印象です。

2001年から2004年までは、トルコ材の世界的な人気は低かったので、我々が訪問したら親日家のトルコ業者は熱烈歓迎で

まずはチャイ（写真参照）でようこそ。検品は好きなように選ばせてくれてました。丁場主も案内者も田舎のおっちゃん、

田舎の兄ちゃんって感じで、昼には丁場メシをご馳走になり、夜は地元民が集まる食堂でワイワイ、ガヤガヤしながら

味だけは美味しい地元料理をご馳走になり（当時は半々位で支払っていましたが・・・）ホント平和な時代でした。

2005年頃から中国国内需要が高まり、中国業者が当時は比較的安価なトルコ大理石に目を付けて、爆買いが始まりました。

中国業者同士の買い付け争奪戦の開始です。訪問丁場の原石には、ことごとく中国業者にマーキングされてあり、人気石種

に於いては、中国人検品者が丁場近くに宿泊し、朝に丁場に来て検品するのですが、品質を見るのでなく、原石にサイン

だけをしに来るという状態でした。

このように採掘すれば売れる（お金になる）状態が続いたら、丁場の機械設備投資（ワイヤーソー増、丁場重機増）が進み

採掘量を増やして対応していました。更には新丁場開発合戦になり、2017年に懇意のトルコ業者に丁場数を聞いた時には、

『複数の丁場を所有している丁場主も多いので、600～800丁場位では？』と実態が分からないほど丁場が存在し、更に売れ筋

の丁場の近くで採掘開始し、多少色柄が代われば『新石種』となり、何がなんやら分からないほどの石種名が存在する事になり、

まるで、キノコのように多くの丁場が生まれ、前後して多くの丁場が閉鎖し、開発、閉鎖、開発、閉鎖の繰り返しの時代でした。

いずれにしても、トルコ業者の多くが、中国依存であり、それを物語るには、世界最大のストーンフェアーのアモイフェアー

の2017～2019年のデータでは、展示社　大小合わせて約2,000社（50～60か国）出店で、海外業者は約500社、その内の

約200社がトルコ業者であった。それだけトルコ業者はアモイストーンフェアーに出展し、中国業者向けに販売していました。

最近では、中国国内需要低下でトルコ大理石爆買いは低下し、設備投資し過ぎたトルコ業者は淘汰されていると聞きます。

参考に書いておきますが、当社は中国業者よりも早くトルコ材を買い付けていたので、中国業者間の原石争奪戦真っ最中でも

トルコの友人達は第一優先で良材を選ばせてくれていました。たぶん購入量が『良材を数個』だったからでしょう。友人達曰く

『三木さん達は古くからの友人であり我々の石を理解している、中国業者は商売だけの付合い。金儲けは中国業者からする。』

との嬉しいお言葉でした。

◆堅苦しくなったので……チャイの話で休憩します。

　・トルコのチャイは濃いストレートティーです。トルコ人達は沢山の砂糖を入れて飲みます。（角砂糖2個が多い）

　　朝食後に2杯、車移動休憩時に1杯、丁場到着時に2杯、視察後に2杯、・・・勧められるままに午前中だけで7～10杯。

　　昼食後に2杯、またまた丁場で2～3杯、丁場訪問の度にチャイの繰り返し。そんでもって夕食後に2杯。多い日で1日に20杯。

　　写真のように小さいコップですが、トルコのチャイを飲み過ぎたらどうなるか？　私の経験では便秘になるんです。

        レストランのチャイ（皿とコップが豪華） 石屋事務所のチャイ。 　たまにトルココーヒーを飲みます

＊欠けグラスが多いので注意 　ギリシャ式と同じで粉が下に沈殿します。

2022年4月1日

矢橋大理石㈱　三木



◆トルコ丁場紀行前編に引続き、産地を地区別に分けて下記の地図に記載し、『石種』を紹介していきます。

★今回は、⑩～⑲の石種（黒太文字石種）を紹介します。

★①～⑨の石種（紫文字石種）は、前回（トルコ丁場紀行　全編）で紹介済み。

MARMARA島 BURSA地区 　AZDAVAY地区

①ストリアートオリンピコ ⑩マロンライト 　　⑧グリーフォッシル / グリーンフォッシルダーク

BILECIK地区 　　⑨グリジオマリナーチェ AFYON地区

⑪クレマヌオーヴァ ⑫ムーングレー

IZUMIR地区 ISPARTA地区 MALATYA地区 DIYARBAKIR地区

⑬ノーブルベージュ ⑰ツンドラグレー ⑦アナトリアベージュ 　③タイガーベージュ

　④オーシャンベージュ

MUGLA地区 ANTALYA地区 　⑤サンドウェーブ

⑭アラベスカートアルジェント ⑱バイサベージュ MERSIN地区 　⑥ピンクローザ

⑮ライラック（別名ニューヨーク） ⑲ジュピターブラウン

DENIZLI地区 ELAZIG地区

⑯パルラックトラヴァーチン ②ロッソレーヴァント　トゥルコ

◆BURSA地区

⑩マロンライト ：　2002年位に最初の丁場がオープンし、最盛期には30丁場以上で採掘され、大部分が中国に

　　輸出されていた。中国では本家スペインのエンペラドールライトの代替で人気爆発でしたが

　　最近は人気も少し落ち着いたように思います。当社ではマロンライトと称していますが、

　　別名ではトルコ　エンペラドールライトとかニューエンペラドールライトとも称される。

　　HP公開画像 　当時の良材産出丁場（A社） 良材の壁（Y社） 　　　　整形後に洗っている（A社）



◆BILECIK地区

⑪クレマヌオーヴァ ：　丁場は、イスタンブールから約220ｋｍに位置する。トルコ材の中では比較的早くイタリア

　　業者が買い付けたので、イタリア語名となっている。直訳すると『新しいクリーム色』

　　よって建値はユーロなんです。　石質は硬く艶乗りが良い。現在は良材確保困難です。

　　HP公開画像 　T社の丁場 T社の丁場 O社の丁場

◆AFYON地区

⑫ムーングレー ：　丁場はアフィオン空港から約130ｋｍに位置する。2015年3月頃から採掘開始の若い丁場。

　　アモイストーンフェアーで展示されていて『青味のあるライトグレー』なので興味を持ち

　　他石種検品出張時に丁場に訪問した。層、ピットで色柄が異なり、ライトグレーtype

　　ダークグレーtype、更紗模様type、流れ柄typeがあり、柄が大人しいライトグレーtypeを

　　トライアル発注することにしたが、その後2回訪問しても良材に当たらなかったので、

　　最終的にオーダーをキャンセルし、良材確保困難で取扱を中止しました。

　　HP公開画像 　上のピット 流れ柄typeの壁 丁場から下界を写す

◆IZUMIR地区

⑬ノーブルベージュ ：　2014年から採掘開始のライトベージュに控えめな網柄が広がります。石質は硬く艶乗りは良い。

　　写真のようになだらかな小山の頂上で採掘しています。採掘量は多く、大型工事にも対応可能

　　なライトベージュ系の石種です。

　　HP公開画像 丁場全景 丁場全景 H＝10ｍで採掘

◆MUGLA地区 ：　丁場はイズミールから東南に約220ｋｍに位置する。透明感のある少しグレーがかった白に

⑭アラベスカートアルジェント 　　ダークグレーの模様が全体的に入る白大理石です。

　　丁場は節理キズが多いですが、その節理と節理の間には良質の石が眠っています。

　　HP公開画像 丁場　左側 丁場　中央付近

　私（左）と弟分のウムツさん（右） イズミール市街 　　　街角のラフランス販売店



⑮ライラック ：　丁場はMUGLA市内から約40ｋｍに位置する。2017年11月の訪問当時は3社が採掘でした。

　　白地に紫柄が入る世界的に珍しい石種です。地色が白く、紫柄が均一に入るのが良いと

　　されるが全体の5％以下程度。更にライラックの中で地色が白く、紫柄が少ないタイプを

　　最高級品質の『ニューヨーク』と称されますが、これは全体の1％以下です。

　　丁場はキズが多く、原石毎にサイズが違い、大きいサイズは少なく、原石毎で紫柄が変化。

　　一つの丁場でニューヨーク、ゼブラ、ライラックライト、ライラックミディアム、

　　ライラックダークの5タイプに区分しているそうだが基準判断が難しい。

　　HP公開画像 E社の丁場 E社丁場に採掘中の壁 良材。でも小サイズ

DENIZLI地区

⑯パルラックトラヴァーチン ：　丁場はデニズリー空港から約40ｋｍに位置する。同じエリアに約30丁場が採掘しています。

　　その中で、ライトタイプ丁場は5丁場です。2014年の訪問丁場は7層で採掘していたが、

　　1～3層はスカスカ、4～7層が締まっており、7層目が最良であった。

　　丁場は温泉地に近く、世界遺産のパムッカレもその温泉地の近くにあります。

　　HP公開画像 丁場全景 採掘中の7層目

　★トラヴァーチンのウンチク紹介　

　　トラヴァーチン（Travertine）は、温泉、鉱泉、地下水中から生じた緻密、多孔質など多様な構造を持つ石灰質化学沈殿岩です。

　　一言で言えば、トラヴァーチンは温泉沈殿物の一種で温泉に溶け込んでいるカルシウム分が沈殿しできた軟弱で多孔質な物を

　　トゥファ（tufa）と呼び、そのトゥファが継続的な熱作用、圧力作用で硬質になった岩石です。縞模様は季節によって沈殿の

　　速さが異なり層状の縞模様になったと考えられます。また更に緻密で硬質な岩石となったのがオニックス（ONYX）なのです。

　　トラヴァーチンの穴は、熱水泉（冷泉）で形成される過程で水生植物、藻類、コケ類が表面に生えて、その上に石灰質が沈殿し、

　　また生えて、また沈殿の連続で特徴的な多孔質（穴）となった。オニックスは熱水泉の温度が高温過ぎて植物が成長出来ず、

　　多孔質でない緻密な岩石となってオニックスとなった。トラヴァーチンとオニックスは温泉から生まれた兄弟みたいな関係です。

　　世界各国のトラヴァーチンの丁場は温泉地近郊（or　古くは近郊であった）であり、オニックス化した層があったりします。

　　反対にオニックスの丁場にはオニックスになりきっていないトラヴァーチンが部分的に存在するのです。

　　また、トラヴァーチンは岩石の表面に直接堆積することがあり、それを石灰華段と称し、その代表が1985年にマイルドセブンの

　　CMで有名になった世界遺産のパムッカレです。後ほど観光地案内で紹介します。

　　＊参考にイタリアのトラヴェルチーノロマーノはローマ近郊の温泉地であるティヴォリ（Tivoli）から産出されています。

　　＊トラヴァーチンの語源は、現在でこそ、色々な国で産出されているが、古くはイタリア　ローマ近郊のティヴォリ産だけであった。

　　　ティブルは古代ローマ時代にティヴォリ付近に存在した都市国家の名前で、その時代にはトラヴァーチンは『LAPIS　TIBURTINUS

　　　（ラピス　ティブルティヌス）』と呼ばれ、（LAPIS＝ラテン語で石or鉱石、意味はティブルの石）それが変化してイタリア語で

　　　トラヴェルチーノ（TRAVERTINE）となり、英語読みでトラヴァーチンとなったとの事です。



＊オニックス混入

オニックス化

トラヴァーチン

　　　丁場紀行　No．2で紹介したカニの化石 DENIZLI地区のトラヴァーチン 完全にオニックス

　　　DENIZLI地区のトラヴァーチンから発見 にオニックス混入

＊オニックスの層

　　イラン　レッドトラヴァーチン 　　左のオニックス層の原石 この部分の色合い（ライトグリーン）

　　一層目にオニックスの層があります

◆ISPARTA地区

⑰ツンドラグレー ：　丁場はISPARTA市から約80ｋｍに位置する。この地区一帯ではグレー系大理石が多く　

　　採掘されており、採掘各社独自名を持っているがツンドラグレー名が一早く広まったので

　　この地区で採掘されるグレー系はツンドラグレーと呼ばれる場合が多い。

　　またどの丁場でも採掘ピットで色柄が若干異なり、異なった色柄での名称が存在する。

　　よって市場に出回るツンドラグレーの色柄は非常に多い。

　　HP公開画像 当社購入の丁場全景 水を掛けながら色柄確認 色柄確認中

◆ANTALYA地区

⑱バイサベージュ ：　丁場はANTALYA空港から車で南西に海岸沿いを約1時間走り、FINIKE市から南に山を

　　上がった地区に数ヶ所の丁場が点在する。各丁場で地色、目合いが異なる。

　　採掘当初の名称は単なる『ライムストーン』だったので購入側が独自に名称を付けました。

　　よって色々な名称で呼ばれています。残念ながら現在は良材確保困難です。

　　当初の購入丁場のオーナーの実兄は、アンタルヤ地区の裏社会のボスでした。一度食事に

　　参加されたのですが、暑いのに真っ黒なスーツ姿でボディーガードも一緒。周りの者は

　　ピリピリ状況。おまけに私は隣の席に指名されて、何とも言えない食事会でした。

　　HP公開画像 当社購入の丁場 これが私です。 　　　　検品中、ちなみに右が私

完全に馴染んでいます 　　　　まるで丁場作業員ですね。



◆MERSIN地区

⑲ジュピターブラウン ：　丁場はADANA空港から約70ｋｍに位置する。2013年から採掘開始の若い丁場。

　　2017年にアモイストーンフェアーで展示していたので興味を持ち、同年11月に丁場訪問。

　　地色は濃い茶色、全体的に小さな巣穴があり、部分的にオニックスが混ざる珍しい石種。

　　私的には、トラヴァーチンとオニックスの中間的な石種と思っている。しかし層状の縞模様が

　　存在しないのが不思議なんです。

　　HP公開画像 　山頂が丁場、前の車がスリップ 　　　メインピット 原石検品中

トルコ石種紹介はこれで終了です。

石ばかりでは飽きてきますよね。さすがに私も飽き飽きしてきたのでトルコ料理と観光地紹介に進みます。

その前に・・・・・笑い話を一つ紹介します。

トルコ出張はイスタンブールに入国し、翌朝から丁場廻り（日本一周みたいな感じ）が始まります。地方から地方への

航路がないので、車で移動か一旦空路でイスタンブールに戻り、翌朝に空路で地方空港へ移動、到着後に車で丁場へ移動。

夜明けにホテル出発し、夜遅くホテルに戻る繰り返し。本当に疲労との戦いですが、イスタンブールでは案内する業者の

近くのアジア側の小さなホテルを定宿にしていました。何年前か忘れましたが、ある朝に朝食を食べていたら、後頭部に

血の滲んた大きいガーゼを貼っている若者が数人現れて、私を見て笑顔で親指立てて『おはよう。グッドラック。』

って言うので、一緒に居た業者は大爆笑。『何が面白いのか？彼らは私に何を言いたいのか？』って尋ねたら真相が分かり

ました。業者の説明では『トルコ人は若ハゲが多く、イスタンブールで自毛植毛施術のクリニックが多くなり、最近になり

このホテルが植毛治療クリニックの指定ホテルになった、ガーゼを貼った若者は三木さんが日本からの植毛治療患者と思い

仲間意識が生まれたのだろう。どう？次回は検品と治療に来たら？』と言いうので『俺はこのままで良い。』と反論。

後日調べるとイスタンブールには植毛施術を行うクリニックが300ヶ所以上あり植毛先進国だそうで、コロナ流行前には

海外から毎月5,000人以上が植毛治療にトルコ訪問しているそうです。相場は植毛範囲によりますが約50万円だそうです。

私は手遅れですが興味のある方は御自身で調べて下さい。3月に『いしだ壱成』がトルコでこの植毛手術を受けたようです。

◆トルコ料理　：　フランス料理、中華料理と並び、世界三大料理の一つである『トルコ料理』ですが、何故トルコ料理が

　　　　　　　　　世界三大料理なんやろ？　と思う方が大多数だと思います。もちろん私もその一人です。現地料理を

　　　　　　　　　さんざん食べている私が一番不思議に思ったかもしれません。

　　　　　　　　　私なりに調べました。一時的に料理研究家になった気持ちで解説してみます。

まず初めに、世界三大料理＝世界で最も人気のある３つの料理、というわけではありません。

諸説ありますが、フランス料理・中華料理・トルコ料理の３つが世界三大料理とされている理由には、歴史が深く

関わっています。3つの料理の共通点は、広大な領土を持つ大帝国の宮廷料理として食されてきた料理です。

それぞれの国は、交易の中心地や通り道となっており、そのために各国から色々な素材（食材）、香辛料、料理法等が

伝わりやすい利点が多くありました。食通の皇帝や王侯貴族が領土内の各地域・各民族の料理法を融合し、珍しい食材

を集め、召し抱えた料理人達に腕を競わせた結果、多彩で豪華な料理文化が発展し、そうして発展した料理は、いつしか

他の国々に広まり。他国の礎となったとも言われています。

この『世界三大料理』はかなり昔に、主に欧州の料理研究家などによって定義されたと言われています。

その選定基準は・・・・

❶宮廷料理として発展した。　❷王朝や帝国の長い歴史がある。　❸多種多様なスパイスを使用。

❹国土が広く食材が豊富だった。　❺貿易が盛んで、他国からも食材を入手しやすかった。

❻文化の中心地で、他国への影響力も大きかった。　❼食に対しての関心が高かった。

現在の世界的な知名度や評価、私たちの感覚とは必ずしも一致しないところがあるのも事実ですね。



肝心の『トルコ料理』についてですが、トルコには14世紀頃、オスマン帝国という巨大な帝国がありました。

オスマン帝国はあまりにも強力で、一時期は東ヨーロッパ、アラビア、北アフリカなど広大な領地を支配していた。

トルコは西側に地中海、北側には黒海、南側は北アフリカ、東側は中東やアジア圏に繋がっています。陸路でも

海路でも東西を行き来するにはトルコを経由するため、古くから東西の珍しい食材が沢山集まった場所であり、

特にシルクロードは東洋と西洋を繋ぐ中央アジアを横断する交易路です。一般的には中国の長安（現在の西安）

からローマ周辺までと言われています。コンスタンティノープル（現在のイスタンブール）は、シルクロード交易

の通過地点であったため、中国の豊富な食材や香辛料が運ばれました。これもトルコ料理が世界三大料理になった

ことのきかっけになっています。

フランス料理、中華料理との大きな違いは、宗教上（イスラム教）の理由で、豚肉を使った料理はありません。

解説はこれまでとして、トルコ料理を写真で紹介します。なかには料理名不明の写真もありますがご了承願います。

　チェパンサラタス（サラダ） 　一膳飯屋にて料理をチョイス 選んだ料理（頼み過ぎ）

　もつ煮込みスープ　 ドネルウケバプ ドネルケバブ盛り付け 　　　　イスケルデルケバブ

　キョフテ（ミニハンバーグ風） 　牛ハム盛り合わせ シシケバブ（串焼き） 　　　辛いユッケを焼いた感じの肉料理

　焼き物盛り合わせ① 焼き物盛り合わせ② 　　　　サバサンド（微妙な味） 　　　一般的なパン（素朴で美味）

　ビデ（トルコピザ） 　家庭料理（芋、豆、羊肉） 小魚のフライ＋生野菜 　　　朝食　卵と辛ソーセージ焼き



◆トルコ観光　：　親愛なるトルコの観光地を観光大使に任命された気持ちで気合を入れて御案内します。

　　　　　　　　　19回もトルコ出張していますが、目的は丁場視察なのでカッパドキア、トロイの木馬等の有名な観光地は

　　　　　　　　　近くを車で通ったが寄ることは叶いませんでした。次回に、次回にと繰り返しているうちに行けずじまいです。

　　　　　　　　　今は『チャンスがあった時には寄るべき。次回のチャンスはないと思え！！』とつくづく後悔しています。

　　　　　　　　　ただ、数年前にお客さんを丁場に案内した時の予備日が空いたのでお客さんの要望でイスタンブール地区を

　　　　　　　　　観光したことがあり、それが今回に役立つとは思いませんでした。

　ネットでトルコ観光地を検索すると『ベスト20』を紹介していました。　

　①トプカプ宮殿　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物　：　視察した

　②ブルーモスク（スルタンアフメト・ジャーミィ）　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物　：　視察した

　③アヤソフィア大聖堂　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物　：　視察した

　④地下宮殿（イェレバタン・サライ）　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物　：　視察した

　⑤グランドバザール　：　世界で一番大きく、最も古い市場（バザール）　：　視察した

　⑥カッパドキア　：　世界遺産　自然遺産と文化遺産を兼ね備ている　：　近くを通りましたが、残念ながら行けていません

　⑦エフェソス遺跡　：　世界遺産　：　行けていません

　⑧トロイの木馬　：　トロイの木馬を含めたトロイ遺跡が世界遺産　：　近くを通りましたが、残念ながら行けていません

　⑨パムッカレの石灰棚とヒエラポリス遺跡群　：　世界遺産　：　丁場に近くだったので寄れました

　⑩コンヤの町　：　視察×　：　コンヤ市内のホテルで寝ただけの滞在でした

　⑪ボスボラス海峡クルーズ　：　聞こえは良いですが乗合船で2時間程のクルーズです。お勧めです。：　乗りました

　⑫スレイマニ・モスク　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物　：　視察した

　⑬ドルマバフチェ宮殿　：　視察した

　⑭イスタンブール考古学博物館　：　行けていません

　⑮ベルガモン遺跡・ベルガマ　：　行けていません

　⑯ハットゥシャ遺跡　：　行けていません

　⑰サフランボル市街　：　世界遺産　：　この地区のホテルで宿泊しました。

　⑱アンカラ　：　トルコの首都　：　32年前の初めてのトルコ訪問時に1泊だけ宿泊し、ハマム（トルコ風呂）に入りました

　⑲イズミール　：　エーゲ海最大の港町　：　視察は宿泊時に散歩程度です。

　⑳アンタルヤ　：　地中海地方最大のリゾート町　：　バイサベージュ検品時に宿泊しただけです。

◆視察した観光地を順次簡略に案内しますが、観光ガイド用の写真は殆ど無いので、詳しくは御自身で調べて下さい。

　

　まずは、石屋の観点からですが、イスタンブールの歴史的建造物の外壁は、ヨーロッパ側のイスタンブールから産出する

　『KUFEKI　キュフェキ』というライムストーンとマルマラ島から産出されるストリアートオリンピコ（前編で紹介）が

　使用されている場合が多いです。キュフェキは不思議なライムストーンで産出時、加工時は柔らかいのですが、外気に

　さらされるとセメントのように硬くなる性質があり、

　何百年も前の建築物の外壁も現存しています。

　ストリアートオリンピコも同様で、外部　壁/床、

　内部　壁/床に使用されていますが風化していません。

　尚，両石種とも現在も採掘しています。

　行った先では石屋の本能で『石』ばかり見てました。 　　キュフェキ 　　　　ストリアートオリンピコ

　①トプカプ宮殿　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　1465～1478年にかけてメフメット2世によって居城として建造されました。1856年に居住をドルマバフチェ宮殿に移るまで

　　の約370年間、歴代スルタン（君主）の居城、オスマントルコ帝国の中心地として、広く帝国の威光を示し続けてきました。

　　名前の由来は、大砲（トプ）門（カプ）のある宮殿。1924年以降は博物館として、当時のスルタンの権力の誇示する宝物が

　　数多く展示しています。　石材の加工が凝っています。約560年前は手加工と思うが・・・必見の価値あり。

　正門はキュフェキ使用。 別の門。枠はストリアートオリンピコ モザイクタイルと石 ストリアートオリンピコの塀



　②ブルーモスク（スルタンアフメト・ジャーミィ） 　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　アヤソフィアに対峙するように建つ巨大なイスラム教モスク。1609～1616年にかけてスルタン・アフメット1世によって

　　建造された。優雅なドームと半ドーム、それに6本のミナレット（尖塔）が美しい調和を見せている。6本のミナレットを持つ

　　モスクは世界で唯一。外壁はキュフェキ、内部はストリアートオリンピコの柄無しタイプと美しい青色のイズミックタイルで

　　飾られている。ブルーモスクを呼ばれるようになった理由でもある。内部床は一面に美しいカーペットが敷かれている。

　　内部の巨大な石柱を触りながら加工方法などを思い巡らしていたら、警備員から『触るな！』と注意されました。

　全景（60年ぶりの大雪に遭遇） 　ブルーのイズミックタイル 素晴らしい装飾 　　　カーペット、窓はステンドグラス

　③アヤソフィア大聖堂　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　トプカプ宮殿前にそびえる巨大な大聖堂。2つの宗教（ギリシャ正教とイスラム教）のはざまで揺れ動いたイスタンブールを

　　象徴する建造物です。最初の聖堂は360年　ローマ帝国のコンスタンティヌス2世によって建造されたが、404年の暴動で焼失。

　　その後　415年にテォドシウス帝によって再興された寺院も532年のニカの暴動で破壊され、現在の寺院はビサンチン帝国の

　　全盛期を現出したユスティニアヌス1世が威信にかけて再建し、537年12月27日に盛大な献堂式が執り行われ、約900年間は

　　ギリシャ正教の総本山であったが、1453年　ビサンチン帝国がオスマントルコに征服され、首都のコンスタンティノープルが

　　イスタンブールへと改名されると同時にアヤソフィアもイスラム教のモスクへ生まれ変わることになった。

　　外部は赤レンガとキュフェキ。内部床はストリアートオリンピコ、内部壁は様々な国（不明確）の大理石を使用されており、　　

　　石屋としての驚きの連続は『巨大な石割と、この時代に完璧なブックマッチ（展開模様合わせ）してる！！』でした。

　全景 イスラム　　ギリシャ正教なごり 　天井も素晴らしい装飾 祭壇　大理石と金属

　凝っているデザイン床　 最大石割4000×1200　1枚物 展開模様合わせの腰 　　　　巾木、腰、ボーダーも展開

　④地下宮殿（イェレバタン・サライ）　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　ビサンチン帝国時代に造られたイスタンブール最大の貯水池。レンガ造りのアーチとドーム、整然と並ぶ円柱がまるで宮殿

　　のようだったことから地下宮殿と呼ばれるようになった。527～565年にかけて水の安定供給にためにユスティニアヌス帝に

　　よって建造された。巾70ｍ×奥行140ｍ×高さ８ｍ＝約80,000ｍ３の貯水力があったと言われている。

　　一番奥の2本の柱の下には、大理石（トルコ産と思うが石種不明です。）のメドゥーサの首が1つは逆さ向き、もう1つは

　　顔を横たえている。　柱は石（白、緑等で石種不明）が多かったが、柱頭は装飾的な加工がされており、貯水池には立派

　　過ぎる印象だった。

　入口　階段降りた所 ドームはレンガ、柱は石材 メドゥ―サ　逆さ顔（石種不明） メドゥ―サ　横顔（石種不明）



　⑤グランドバザール　：　世界で一番大きく、最も古い市場（バザール）

　　イスタンブール旧市街中心にある巨大な市場（バザール）。約3万ｍ２にもおよぶ敷地全体がいくつものドームで覆われて、

　　4,000とも5,000とも言われる店舗があり、貴金属、皮革製品、象嵌細工、彩色陶器、食料品、布地、絨毯、日用雑貨、

　　お土産などなど所狭しと並べられている。バザールという言葉からどの商品も安い印象を受けるが、実際はそれほど安く

　　なく、特に観光客が詰めかけるようになった近年は高くなったそうです。懇意のトルコ人からは『あそこは高いから、

　　あそこで買い物したらダメよ。』と釘さされた。特に中国人の観光客が増えてからは、東洋人を見掛ると『ニーハオ』。

　　2012年に行った当時は日本人観光客が多く、東洋人を見ると『こんにちは』だったのに現金なもんです。

　　中国人は値切りまくるから値切られ分を上乗せしてるので、初めの価格は高く設定しているのだろう。

　　入口の門は20ヶ所ほどあり、全て見ていないが殆どがキュフェキを使用している。

　　大きい門　 　他の大きい門 小さい門 貴金属通り

　⑨パムッカレの石灰棚とヒエラポリス遺跡群　：　トラヴァーチンのウンチクで紹介しているパムッカレです。

　　パムッカレとはトルコ語で『綿の宮殿』という意味。『綿』とあるのは昔からこの辺りが綿花の一大生産地である事による。

　　解説は二酸化炭素を含む弱酸性の雨水が大地を作っている石灰岩中に浸透し、炭酸カルシウムを溶かした地下水となる。

　　その地下水が地熱で温められて地表に湧き出て温泉となり、その温泉水から炭酸カルシウムが沈殿して、純白の石灰華段

　　となった。遠くから見ると純白ですが、近づくとと薄汚れている部分が多いです。東京支店　西澤副支店長との出張時の

　　トラヴァーチン原石検品後に業者が『私もパムッカレを歩いた事がない。まだ間に合うから行くぞ～～。』と誘われました。

　　私と西澤さんは検品後なので揃いの作業服姿、靴はビニール袋、足元は裸足、どう見てもゴミ拾いのオジサン2人でした。

　麓から見た全景 これぞ石灰華段 ゴミ拾い1号の私 　　　　ゴミ拾い2号の西澤さん

　　ヒエラポリス遺跡は、パムッカレがある丘の一番上にある遺跡。ローマ帝国の温泉保養地として栄えた。ローマ帝国時代

　　にも地震で破壊されたが、その後復興。しかし1354年の大地震で完全に廃墟となった。ローマ劇場は原型を留めている。

　　地元のトラヴァーチンと白大理石を使用。近郊のMUGLAの白大理石と思います。

　　

　ヒエラポリス遺跡の案内看板 　ローマ劇場 何の遺跡か不明 何の遺跡か不明

　　

　　本家パムッカレの近くに、殆ど知られていない洞窟内にあるミニパムッカレがあります。2000年発見のカクルック洞窟です。

　　こじんまりしていますが神秘的な空間でした。

　洞窟への入り口 水は透き通って青く見え、冷たかった ミニですが、石灰華段になっています。



　⑪ボスボラス海峡クルーズ　：　聞こえは良いですが乗合船で2時間程のクルーズです。お勧めです。

　　ボスポラス海峡とはイスタンブールの街を東西（アジア側とヨーロッパ側）に分断している海峡で、北側の黒海から南側の

　　マルマラ海、その先のエーゲ海に船で出るには、この海峡以外に通り道がないため、海上交通の要衝として歴史的にも

　　トルコ経済（通行料収入）にも重要な意味を持っています。

　　帰国前の時間つぶしをしていると、この海峡クルーズを見つけました。2時間程度で約500円程度だったので、時間つぶしには

　　もってこい。どうもショートコース（エミノニュ港を出発してメフット大橋の下で折り返すコース）だったようです。

　　写真のような船でデッキに座り、チャイを飲みながら潮風にあたってボ～～～～っとして、時々ウトウトしていました。

　こんな感じの船です 　海峡からのブルーモスク 海峡からのドルマバフチェ宮殿 　　俳優さん？？

　⑫スレイマニ・モスク　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　旧市街の高台にある巨大なモスク。オスマン帝国の最盛期の最も偉大なスルタンといわれるスレイマン1世の命により

　　1550～1557年の建造されたオスマン帝国繁栄の象徴ともいえる建造物です。それだけに外構の塀、外構床、建物の外壁、

　　内壁、巨大な柱とあらゆる部分に石材（基本はキュフェキとストリアートオリンピコ）が使用されています。特に中庭の

　　丸柱には、白大理石（ストリアートオリンピコ）、赤御影石（エジプト　アスワン産　オベリスクに使用例が多い）、

　　グレー御影石（産地不明）、赤斑岩（産地不明）、緑大理石（たぶんギリシャ産）など色とりどりの石が使用されています。

　　約470年前の建造ですが、その材料は征服時に持ってきたのか？　どのように加工したのか？　どのように施工したのか？　

全景 外構塀（キュフェキ） 　それぞれに入口枠はストリアートオリンピコ、壁はキュフェキ

　内部 中庭の丸柱（赤斑岩） 丸柱　ストリアートオリンピコ アスワン産　赤御影石

　⑬ドルマバフチェ宮殿　：　世界遺産　イスタンブール歴史地区を構成する建築物

　　トプカプ宮殿を建造したメフット2世によって造成された庭園に、アブデュルメジト1世の命で1845年着工～1856年に完成した

　　豪華絢爛な宮殿。1922年に最後の皇帝メフメット6世が退去するまで、トプカプ宮殿にかわってオスマン帝国の王宮であった。

　　皇帝が退去したのちは政府の迎賓館として使われ、現在は観光客の見学に開放されている。

　　外壁はキュフェキで凄い彫刻が圧巻。内部は凄く豪華で金ピカだらけと巨大シャンデリアに圧倒されたが撮影禁止で写真なし。

　宮殿への入り口門 メイン宮殿　正面 宮殿裏側（海峡側）の一部 約170年前の彫り物

今回も長くなりましたが『トルコ丁場紀行　後編』を終了します。この紀行時期はコロナもなく、世界が平和でしたが、

現在は暗い世の中になっています。早く世界中の人々が笑顔になるように祈りましょう。

次回は『中国丁場視察出張で一番過酷だった丁場紀行』をお届けします。　　　ありがとうございました。


