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アンダルシアその３ グラナダアル

ハンブラ宮殿  

 

アランブラ宮殿を旅の目的とするな

らば、「ホテル・アランブラ・パラセ」

が最適である。駅や街中からなら、アラ

ンブラ・バスやタクシーで「オテル・ア

ランブラ・パラセ」と発音すれば必ず到

着する。またセビーリャからレンタカー

で来るならば、Ａ－２のクルーズでＡ９

２を降りて、モリール行きの高速道路に

乗り換える。「グラナダ」を目指すので

はなく、紫色の「アランブラ」という標

識を信じてどこまでも行けば、チケット

売り場山側の駐車所に着く。  

大きな町の中を横切るのにはいつも苦

労する。夕刻迫るグラナダ市街地を迷走

する不安を抱えていたが、今回は標識に

従って走行してみたら簡単に到着した。 

すでに５時を回っていたが、車を置いて、 

宮殿に向かった。３月１日で、観光客も

尐ない。深い緑の木々の中を行くと「ぴ

ーぃ、ぴゅー、ピュー、ぴーゆ」という

ナイチンゲールのさえずる声に包まれた。 

 

黄土色の城壁に沿った急な坂道を登ってい  

くと裁きの門が見えて来た。宮殿が尐しずつ  

近づき、期待が高まるこの瞬間がアランブラ  

宮殿巡りのクライマックスかもしれない。  

 

 すでに、王宮の門は閉され入ることができ

ない。葡萄の門をくぐると、高い塔が城壁と

なっている防衛施設アルカサバになる。しか

し、すでにこの部は廃墟となり果てている。  

瞬く間に陽が落ちはじめ、あたりは夕闇に包

まれていく。水が引くように人影もなくなる。  

大急ぎで夕方のアルカサバを撮り、「今日は

ここまで」とホテルに向かう。 
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宮殿のすぐ外にあるアルハンブラ・パラセは

パラセと冠するだけあり、超豪華ホテルであ

る。しかも、宮殿のすぐそばという地の利を考

えれば、王様部屋の１３０ユーロは高くない。    

空腹を覚えたが、「メインレストランでの貴族

たちに囲まれた一人ぽっちのディナー」を想

像すると気が進まない。  

ルームサービスを頼む。「アグア・シン・ガス  

とガスバチョとステーキ」とは典型的な田舎

注文だ。４０ユーロであったが、ステーキの大

きいこと！   

 

しかし、残すことは（平原で放し飼いにされ、

ある日突然都に引き出され、走りまわること

を強制され、挙句に刺された）牛に失礼と考

えて完食した。大柄で純白のバスローブを

身に纏い、裾を引きずりながら室内を闊歩し、

大きく開け放った窓から、刻々と夜の町に変

身していく眼下のグラナタを見ているうちに、

すっかり、ボアブディル王になったように感じ

た。しかも、そのうちに、細い月がシェラネバ

ダ山脈の上にかかる。部屋でのディナーが

すっかり気に入ってしまった。 
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アーヴィングには想像できない贅沢である。  

Ⅰ .）アルハンブラ宮殿  

アルバイシンの丘とダーロ川を挟んで

存在するアルハンブラ宮殿（スペイン語

ではｈは発音されないのでアランブラ

となる）は 「朱色の城」という意味で、九世

紀後半には築城が始まっていたとされる。  

 

背後に横たわる万年雪を抱いた山脈はシェ

ラネバダ山脈で「グラナダの王冠」と呼ばれ

ている。アンダルシア全域に君臨し、アンダ

ルシアのどんな最果ての地にいても望むこと

ができる。 

グラナダ東部の海抜７００ｍサビカの丘の

上に東向きに築かれた城塞は東西７２６メ

ートル、南北１８０メートルの舟の形状（別の

表現では「メタボの小ワニ姿」）をしている。  

北側はダーロ川によってアルバイシン

地区と隔てられ、西側の市街地からの攻

撃に備えてアルカサバという要塞部分

を向けている。  

翌朝、アーヴィングに従って宮殿へ向かう。

《グラナダで迎えた最初の朝、わたしたちの

目的はもちろん、何をおいてもまず、この名

高い歴史的建造物を訪ねることだった。（中

略）わたしたちは、深くて狭い山峡の中へと

入った。樹木があたり一面に美しく立ち並び、

急勾配の並木道が縫うようにつづく。並木

道沿いには、石のベンチに縁どられ、要所

要所に噴泉が美しく配された散策路が、幾

筋にも分かれて巡らされている。左手を振り

仰ぐと、アランブラの塔群が頭上に聳え立っ

ている。山峡と対面する位置にある岩だらけ

の高台には、アランブラ塔群と覇を競うかの

ように、古びた高塔群が威容を誇っている。

これが、「赤い塔」で、赤茶けた色合いから、

こう呼称されてきた。その起源は定かでなく、

時代はアランブラの城塞よりもずっと以前、ロ

ーマ人が築いたとも、地中海を漂泊していた

フェニキア人の入植者が築いたともいわれる

古塔である。鬱蒼と木々の繁る、急勾配の

道を上りつめると、一種の城門を形作る、モ

ーロ風の方形の巨塔の下に出た。この巨塔

が、アルハンブラの城塞への正面玄関とな

る。》 

わたしも彼について門をくぐった。  

Ⅰ）裁きの門 

１３４８年に建造されたこの「裁きの

間」が現在、宮殿への主門となっている。 
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イスラム教徒の統治時代には、ここの柱廊で

法廷が開かれ、民事訴訟では即決裁判が

行われていたためこの名が残っている。  

この門を入ると正面は防衛施設である

アルカサバである。市街地とは葡萄の門

によって結ばれている。  

Ⅱ）アルカサバ  

アルカサバとは「孤塁」を意味し、宮殿

の見張り用の要塞であった。 

敵の来襲にはここで警鐘が、平時にはグ

ラナダに時を告げる鐘が鳴らされた。  

この一帯は武器庫でもあり、兵士の宿営

地でもあった。 

 

掲げた１９世紀の絵と比較すれば、鐘楼の

位置はまったく違う。 

 

 

 

しかも、その鐘も落下した後はレプリカによっ

て置き換えられている。結局、原型を留めて

いるのは、建物の土台と一部の塔だけで、

多くは近年に観光用に作られた。 

見張りの任務の要塞アルカサバと市街

地は葡萄の門によって連絡されていた。 

Ⅲ）ナルス朝宮殿  

すべての来訪者が目指すのがこのナル
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ス宮殿で世界遺産の中枢部とされる。

 

(ナルス朝入り口 ) 

 

（黄色い部分のみ見学が許されている） 

１）《メスアールの間》  

アーヴィングの記述で欠けているのが

この「メスアールの間」であるが、この

部分も大理石を敶いてある。「コマレス

の間」とも呼ばれる。南翼にナザリ王朝

最盛期に製作されたタイルや石膏浮彫

が残る。今ある出口は現代になってつく

られたもの。南側にコマレス宮への入り

口があった。柱頭の色は１９９５年に彩

色されたもの。ヘラクレスの柱のタイル

の上部の漆喰製の王冠の飾りだけはも

とのまま。扉の上に残っている。 

続くのが黄金の間であるが、このあたり
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から奥の祈祷所にかけては１５９０年

の爆発事故による破壊が大きく元の姿

を正確にしることはできない。 

《メスアールの中庭》昔は「メスキータ

(モスク )の中庭」とも呼ばれていた。  

２）アラネヤスのパティオ  

メスアール宮から続く宮殿は２つの中

庭「アラネヤス（天人花）のパティオ」

と「ライオンのパティオ」を中心に造ら

れている。「アラネヤスのパティオ」で

は謁見や聴聞、公文書の作製など公式行

事が行われ、「ライオンのパティオ」の

一帯は王家の私的な場となっていた。  

「アラネヤスのパティオ」と呼ばれる  

巨大な水鏡には建物が蜃気楼のように

写しだされる。砂漠の民であるモーロ人

には衝撃的な風景であったろう。 

今日の姿は１９世紀半ばの修復後のも

ので、 1835 年の写真には両側の小塔が

なかった。 

「コマレス宮殿のパティオ」はナザリ王

朝建築の特徴を備えている。 

３）コマレスの塔  

明かり窓や銃眼などがみられ、ここが公

式行事の場だったことを物語る。 

このコマレス宮は宮殿の中心とされ、王

を訪れた者たちはアラヤネスの中庭の

青い池に度肝を抜かれた後にコマレス

宮の大使の間に導かれる。 

コマレスの塔のドームの屋根は危険な

ため、１７世紀に取り除かれ、今は保護

用の赤い平屋根に置き換わられている。 

広間のステンドグラスは 1590 年の爆発

事故によって吹き飛ばされた。 

 

下図の南柱廊はユースフ一世が造った

ときは外部へ開かれた広場（正面玄関）

があったとされている。後ろに無粋なカ

ルロス宮殿が見える。  

  

北柱廊の細工天井は１８９０年の火災

で焼失し、１９５４年に修復された。バ

ルカの間も１８９０年に消失した。 
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４）大使の間  

アルハンブラ宮殿最大の四角い部屋で、

一辺の長さが１１ｍ，高さは２０ｍ近い。 

ダーロ川まで続いているプラタナス並

木を見渡す３のバルコニーが付いてい

る。  

モ ザ イ ク

やアラベスク模様の漆喰、浮彫りによる

幾何学模様などで壁一面は被われてい

る。繰り返されているのは「神のみぞ勝

利者なり」である。  

大使の間の奥には王の玉座があり、アラ

ネヤスのパティオの反対側にはハーレ

ムがあったと信じられている。 

５）《ライオンの中庭》  

 

つぎの宮殿・ライオンの間はスルタンの

私的生活空間とされるが、ここもハーレ

ムの機能もあった 

細い柱は砂漠のオアシスの椰子をイメ

ージされている。 

ライオンが支える水盤の上に更に二層

目の水盤があったが、１９５４年に取り

除かれて、さらに花を植えた部分も１９

６６年に造られたものである。 

モーロ人の宮殿の中では「この中庭」だ

けが美しい庭園の構図を、往時のまま、

ほぼ完全にとどめている。 

ヤシの林のような細い大理石円柱が中

央の噴水を取り囲んでいる。円柱は１２

４本。背中で水盤を支えるライオンは１

２頭。ただし、ライオン自身は粗末なも

のであるし、中庭の床は後世に花壇とい

う悪趣味な模様に替えられている。 
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６）アベンセラーヘの間  

南側はアベンセラーヘの間とされ、名家

アベンセラーヘ家の人々が首をはねら

れた場所とされる。勇敢な騎士が王妃と

不義密通をしたとされ、この部屋に集め

られたアベンセラーヘ家の騎士たちは

一人ずつ中庭に連れ出され首を刎ねら

れたという伝えである。 

アーヴィングは、この虐殺事件は、最後

のボアブディル王の母アイシャ王妃に

ついたアベンセラーヘ家と第二王妃ソ

ライアについたペネガス家との間の積

年に亘る権力闘争の一場面に過ぎない

と記している。 

７）二姉妹の間  

北側はバロック様式の二姉妹の間と呼

ばれ、ムハメッド５世の治安末期の建物

で、ライオンのパティオの中で最古の部

分であることが判明した。１３６２年に

は二姉妹の間しか存在しなかった。 

《床には雪のように白い大理石が敶き

つめられ、天井は高く、実に風雅な造り

の広間だ》庭に面した一対のバルコニー

がある部屋でアラベスク模様の天井が

見られる。《明らかに、かっての後宮た

ちの部屋、つまりハレムの一部だったこ

の広間は、ここを彩ったモーロの美女た

ちを幻影のように纏わせている》《内窓

ごしに見える、向こうのバルコニーの部

屋の格子戸には全部鉄格子がはまって

いる。》《閉じ込められたハレムの黒い目

の麗人たちは、あの窓の鉄格子ごしに、

こっそりと、階下の広間で繰り広げられ

るサンプラとか、さまざまな舞踏や余興

を覗き見ていたのだ。》 

《二姉妹

の間には、両側にアルコープ（凹所）が

あって、柱によって部屋は他の空間から

区切られており、長椅子や寝椅子が据え

付けられるようになっている。段差があ

って、この空間が部屋として使われてい

たことを示す。アランブラ宮殿の色好み

の王侯たちがここに横たわり、オリエン

トの文人たちが語ってやまない、あの夢

幻の急速に時を忘れたのだろう。》 
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１５９０年までは二姉妹の間の天井の

鍾乳石飾りが色ガラス越しの光によっ

て照らされていた。しかし、ガイドが信

じさせようとするこれらのことを、単な

る壁を見て、想像するほうが、異常であ

る。  

アベンセラーヘ家の間も二姉妹の間

もすべて二階に部屋を持っている。 

８）諸王の間と王の浴室  

観光客は見ることができない。  

諸王の間は王とか王族のための空間と

されている。そこからライオンの間を見

れば、ナツメヤシが林立するオアシスと

見えるように設計されていた。  

王の浴室は重要な客人を「特殊な嗜好

（快楽神経刺激特殊浴場？）で接待す

る」ための浴場とも考えられている。二

階部分は楽師たちの回廊と呼ばれ、盲目

の楽師たちが坐わり、階下で繰り広げら

れられる愛欲の情景を淫らな視線でけ

がすことなく浴場を音楽で満たしてい

たという説もある。  

部屋の奥の引っ込んだ部屋は浴場護衛

官の詰め所があり、客の動向を一切見逃

さず、怪しい行動を起こせば、すぐに殺

した。 

この付近は度重なる災害を受けて破壊

が強く原型を保っていない。この寝台の

間の修復は１８４８年から１８年間か

けてされたが悪評高い。 

９）パティオ・デ・リンダラハ   

リンダラハの中庭を見下ろす「リンダラ

ハの出窓」の壁面は漆喰装飾で象牙の象

嵌のようで美しく、1526 年に造られた。

モザイクタイルの壁面は宮殿内で最高

傑作とされる。 

１０）ワシントン・アーヴィングの部屋  

深夜、リンダラハのバルコニーから見たアー

ヴィングの部屋で、カルロス５世の間の４

部屋を借りて滞在した。《総督は微笑み

ながら言った。「あなた方が、あそこを

それほどまでに理想的な住居だとお考

えでしたら、宮殿にある私の住居を提供

しましょう、自由にお使いになって結構

ですよ。行かれればすぐ分ることですが、

ただのがらんとした、家具の備えもない、
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雑駁な続きの間があるだけですがね」》  

ナルス宮殿はライオンの間で突然終

わり、外に放り出される。そこから東の

地帯は当時の市街区であったが、今は廃

墟となっている。 

 

Ⅳ）アランブラ宮殿の運命  

１２３２年  ムハンマド一世朱髯王ナルス

朝の王都をグラナダに定める。グラナダ王国

が建国されたのは１２３８年。相前後してイス

ラム教徒の本拠地だったコルドバとセビーリ

ャが陥落し、レコンキスタが完了しつつあると

いう、風雲急を告げる時代のことだった。ナ

ルス朝初代王アル・アフマール (１２３２～７３)

は、脆弱な国家の基盤を整えるため、仇敵

カスティーリャ王国に服属して外交を安定さ

せ、商工業の発展に力を注いだ。賢明な政

治によって経済が潤うと、王はアルハンブラ

城内に王宮を築城する。この城は９世紀

（わが国では平安時代）に建造されたア

ルカサバ・城塞が出発点である。  

 

王の没後も歴代の王によって建設が進めら

れ、７代王ユーフス王 (１３３３～５４年 )の世に

なって完成した。 

この時代のアルハンブラ宮殿内にはモーロ

人貴族を中心に２千人以上の人々が暮らし、

市場、モスク、住宅街が整備されていた。な

かでもナスル朝宮殿は、外見は無骨ながら、

一歩中に入れば幻想世界が展開する。そ

の後何百年もかけられて住宅、軍隊、モ

スク、学校などすべての機能を持った王

宮都市となっていった。最終的にこの城

塞はおよそ２キロ、３０余の塔で守られ

ていた。  

しかし、一見難攻不落の堅固な城塞とみえ

るが、四方を山岳に囲まれているために、そ

の力が衰え始めると、敵の侵入を阻止するこ

とが不可能に近かった。そのため、歴史を見

れば宮殿を巡っての死闘が途切れることは

なかった。 

１５世紀、ベネガス家とアベンセラーヘ家

との間の憎悪と確執がムレイ・アブールハッ

サンの二人の王妃の権力争いと絡んでグラ

ナダ王朝自身の破滅へと発展する。  

１４８３年ボアブディル小王、ルセーナ城塞

攻略戦に出陣して惨敗、ローハ城将アリ・ア

タル戦死、自らも捕虜となる。ムレイ・アブー
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ル・ハッサン老王、復帰。ボアブディル、夜

間に帰還、アルバイシン城塞に入る。対立

陣営内に内戦が起こる。ボアブディルは再

び、アルメリアに逃げ込む。 

「二人王」を戴くグラナダは内部抗争によっ

て混迷し、侵略・略奪を蒙り続け、ついに１４

９２年アランブラ宮殿は落城した。  

アーヴィングがグラナダを立ち去る時、

最後の王ボアブディル王が宮殿を追われて

辿った峠で彼は感じた。《峠の真向いが「モ

ーロ人の最後のため息」の名で有名な、あの

「涙の丘」だ。哀れなボアブディルが、立ち去

らねばならない楽園に最後の別れを告げ、

行く手に待ちうけている、険しい、草木の蔭

ひとつない旅路に対面した時の悲痛を》  

この王は総論で「幸運から見放された王」と

して、各論では「躊躇 と不決断 」ときには

「女々しい」と冷たい評価を後世に残す。  

 

しかし、アーヴィングは《その短命な、混乱に

満ちた、相次ぐ惨事が襲いかかった統治の

間、ボアブディル王は終始、温和な、優しい

人物》であったと弁護し《彼は一個人として

は、勇敢だったが、しかし、王の王たる精神

的勇気を欠いていた。多難な混乱の時代に

あって、彼は躊躇と不決断の人だった。この

脆弱さが、彼の没落をはやめるとともに、彼

から英雄的品格をも奪い去ってしまった―

―もしかして、彼の運命に壮烈さと威厳を付

与し、彼にモーロ人によるスペイン統治の終

焉を演じるふさわしい役柄を授けたかもしれ

ない、あの英雄的品格を。》  

 時と戦争と火事などで、城内建造物の

大半は廃墟と化し、何百年間も打ち棄て

られて、山賊の格好の住処となっていた。 

Ⅴ）観光客が見ているものはなにか  

１３世紀より増築され続けられた宮

殿そして城内は、延々と続いた戦乱、度

重なる地震、大火事、爆発事故、そして

敗者が撤退する際に行った破壊などで、

市内の建物は崩れ落ち一部の土台を残

すのみとなっている。自然は元の土に返

そうとして、青々とした草木を生やして

いる。 

破壊された貴婦人の塔と現在の姿 
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歴代のキリスト教徒王もここに住んだ

ことはない。城塞内は荒れ果てて、夜盗

山賊浮浪者の住処としてなってしまっ

た。アーヴィングが滞在したナポレオン

軍撤退後にあたる１９世紀始めには、王

宮も余白恐怖症と言われるほど壁一面

を埋めていたアラベスク、漆喰細工、ア

ラブ装飾書体も剥がれ落ち、剥き出しの

壁しか残らない廃墟であった。しかも、

歴代の城代たちは登城もしない王たち

のご機嫌を取るために、思い思いの「取

り潰し増改築」を繰り返していた。 

１８５３年からアランブラ宮殿にカメ

ラが持ち込まれ、カルロス５世の宮殿に

ある歴史館には、丸裸になった無残な宮

殿の写真が展示されている。しかし、武

装した警備員が撮影を決して許さない。

胸に掛けたカメラを仕舞わせる。 

 

下の写真は破壊された姿と近年修復さ

れた「メスアールの間」であるが、これ

らは街の古本屋さんで必死になって探

し、見つけた写真である。 
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時 間 と

金をかけて、世界中から引き寄せられた

観光客は数時間待機させられた後、大き

な期待を抱いて、メスアール宮の小さな

扉からアルカサール（王宮）に入って行

く。  

しかし、長くて３０分後には自分が既に

外に出ていることに気付く。 

ガイドブックに出ていた箇所は確かに

見たような気がする。「すごーい」と驚

いた。しかし、自分は何を見たのかにつ

いて頭が整理できない。 

すべてのガイドブックは「観光客がこの

宮殿は世界至宝であることを信じるよ

う」に強制している。これは一種の催眠

術である。例えばアベンセラーヘ家の間

の中央には小さな噴水がある。その大理

石表面に赤さびたシミが見られるが、

(大方の大理石に見られる ) 

ア ル ハ ン ブ ラ

宮殿で収入を得ているすべての者は「こ

れは、犠牲者が恨みを残して流した血痕

です」と述べる。つまり、二姉妹の間で

もそうであったが、シミを見て「洗って

も決して消えない、恨みの籠もった血

痕」そして、「不義密通、残虐な制裁」

まで想像しなければならないのだ。ここ

だけでなく、あらゆる場所で「ここでは

こんなことがあったのですよ」とガイド

は空間を指差し、われわれはそうした妄

想に近い想像を要求される。 

 

往年の裁きの門を見ても、観光客は小さ

く区切られた箱の中を歩いたに過ぎな
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い。それはディズニーランドのセットの

中と同じである。浦安で文句が出ないの

は「客が虚空間であることを知っていて、

それに巻き込まれる状況を楽しむ」から

である。ここには何もない。 

 

ここで味わう不燃焼感は「王宮だけでな

くアランブラ宮殿全体が廃墟とレプリ

カに過ぎないこと」を、体が感じるから

かもしれない。ディズニーほうが世界遺

産に登録される権利はありそうである。 

ＮＨＫは世界文化の至宝と誘導するが、本

当か？ 

どの時点の姿が世界遺産であるか？  

本当は、丸裸にされた廃墟が真の姿であり、

廃墟であることを隠そうとすることは、威圧的

警備員の姿に十二分に現れている。  

見れば判るように建物自体はどこにで

もある構造である。  

モーロ芸術の真髄が壁の細工とすれば、

その姿は、すでに、数百年前に破壊され

ている。今ある貼り付けられた模様は、

そのほとんどが近年の (修復の域を超え

た )細工である。 

このことを誰も口に出して言わない。

しかも、我々が見ることができるのは

図の黄色の範囲のみである。  

諸王の間、浴室、リンダラハ、アー

ヴィング、ハレムだけでなく、二階に

は立ち入ることが許されていない。 

「幽霊の正体見たり枯れススキ」と看

破したその深夜、３月からスタートしたイベ

ントである『１０時スタートの宮殿開放』に出

かけたが、凍てる夜に震えあがった。 

しかし、何十人ものマニヤックな人びとが詰

め掛けていた。 

 

上）深夜のコマレス  下）二姉妹の間  

 

星が輝く空の下を、無言の建造物群を歩

き回ると、二百年前にアーヴィングが感じた

ロマンを尐し理解できた。 

（つづく） 

 


