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イスラエル

• イスラエル国、通称イスラエルは、中東のレバントに位置する共和
制国家。地球上でユダヤ人が多数派の唯一の国で、地中海の東岸に
位置し、北はレバノン、東はシリア、ヨルダン、南はエジプトのア
ラブ諸国によって取り囲まれている。

• ガザ地区とヨルダン川西岸地区を支配するパレスチナ自治政府（パ
レスチナ国）とは南西および東で接する。地中海および紅海にも面
している。

• イスラエルはエルサレムを首都と主張しているが、多くの国や国際
連合（国連）はテルアビブを首都とみなしている。

• 面積は2万2072平方キロメートル（イスラエルが併合を宣言した東エ
ルサレム、ゴラン高原を含む）で四国とほぼ同じ。

• 人口は737万4000（2008）人。現在約920万人。





• 1967年の第三次中東戦争の際に、イスラエルは東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区

をヨルダンから奪い、さらにゴラン高原をシリアから、ガザ地区とシナイ半島をエジプ

トから奪った。

• その後エジプトとの平和条約に従って1982年にシナイ半島の返還を完了した。

• しかし、聖地として歴史的に重要な旧市街を含む東エルサレムと、シリアから奪ったゴ

ラン高原の併合を宣言している。国際社会はこれを認めていない。

• イスラエルという名称は、元来イスラエルの部族同盟の名称であったものが、のちに

ヤーウェ信仰に立脚した民族集団すなわちイスラエル民族の名称となったもので、「神

（エール）が支配する」という意味をもち、神政政治の理念を示している。

• 「神が勝つ」「神と競う」「神に固執する」などの意味をもつとする解釈もある。その

後、イスラエル（人）という名は全民族に対する国民的な名称として用いられるように

なった。



イスラエルは、新型コロナワクチン接種世界一

• 新型コロナウイルスをめぐり、人口あたりのワクチン接種が世界一のイスラエルで、そ

の効果を示す研究結果が次々と報告されている。「ワクチン後の世界」を占うデータは

信用できるのか。

• 人口約920万人のイスラエルでは、すでに4割を超える約440万人が1回の接種を終え、2回

接種済みの人も300万人を超えた。高齢者優先で始まった接種は、16歳以上の全住民に対

象が拡大された。日本でも接種が始まった米製薬大手ファイザーとドイツのバイオ企業

ビオンテックが開発したワクチンが使われている。

• 国内で接種を担う保健機構「クラリット」はワクチン接種による発症の予防効果を報告

した。接種済みと未接種の60万人ずつの集団を比べ、接種済みの集団はウイルス感染に

よる発症が94%少なかった。重症化するケースも92%低下した。こうした効果は、70歳以

上の高齢者も含め、年齢に関わらず確認できたという。



イスラエルの魅力



イスラエルの名所

•エルサレム
• 聖墳墓協会、嘆きの壁、悲しみの道、鶏鳴教会

• 神殿の丘、アルアクサモスク

•テリアビブ
• 白い街並み

•マサダ要塞

•死海

•バハーイ廟

•ガリラヤ湖





悲しみの道

鶏鳴教会



-2020كنيسة المهد شتاء  Google マップ ベツレヘムの降臨教会 キリストの生まれたところ

https://www.google.com/maps/@31.7045301,35.2074524,3a,75y,103.31h,89.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPxKI4sGBhS_jgBZsJ1QhggEd8yCI2175ghSrY!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPxKI4sGBhS_jgBZsJ1QhggEd8yCI2175ghSrY%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya338.84738-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


降誕教会 - Google マップ
ベツレヘムはエルサレムから南へ
10kmほど行ったところにある小
さな町です。マリアはこの町でイ
エスを生んだと『新約聖書』で伝
えられています。イエスが生まれ
てから3世紀ほど経た339年に、
イエスが生まれたとされる場所に
建てられたのが「ベツレヘムの聖
誕教会」です。

現在建っている教会は6世紀に建
て直されたものですが、床モザイ
クや外壁の基壇の一部は創建当時
のものと考えられており、現存す
る世界最古級の教会です。

この聖誕教会のほか鐘楼、庭園、
巡礼路などが『イエス生誕の地：
ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路』
として世界遺産に登録されていま
す。

https://www.google.com/maps/@31.7043034,35.2075288,3a,75y,354.14h,85.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMb1LO4Q72TcWCTV7diPuBp1DCz_6-_T2SAdKeb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMb1LO4Q72TcWCTV7diPuBp1DCz_6-_T2SAdKeb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya139.8186-ro-0-fo100!7i5660!8i2830


降誕教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7043999,35.2068108,3a,75y,109.67h,92.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPMo-HT1DebkWwvVZOel1RtL2sme-CMwAwX1EJF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPMo-HT1DebkWwvVZOel1RtL2sme-CMwAwX1EJF%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya186.26917-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


聖墳墓教会

Yaniv Yusob - Google マップ

聖墳墓教会（せいふんぼきょうかい）

は、エルサレム旧市街（東エルサレ

ム）にあるキリストの墓とされる場所

に建つ教会。ゴルゴタの丘はこの場所

にあったとされる。

正教会では復活教会とも称されている。

ギリシャ正教系の正教会、アルメニア

使徒教会等においてはエルサレム総主

教座聖堂であり、中東地域の教会行政

の中心でもある。

https://www.google.com/maps/@31.7784309,35.2296028,3a,75y,352.34h,94.83t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMDSf2uHEOKpN2pPnzAN3b_zctdY9X8VB-rwI2t!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMDSf2uHEOKpN2pPnzAN3b_zctdY9X8VB-rwI2t%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya91.37914-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


聖墳墓教会
• 聖墳墓教会は、イエスキリストが埋葬され復活した場所に建設されたとされています。

• 聖書の「使徒行伝」で初代教会とされるエルサレム教会に連なるキリスト教最古の歴史を持つ教会です。

• 聖墳墓教会は、325年にローマ帝国皇帝コンスタンティヌスの命によりゴルゴタの丘に建設されました。

• しかし、エルサレムは、2度のローマ帝国との戦争で破壊されてしまいゴルゴタの丘も不明確でした。

• コンスタンティヌスの母ヘレナの助言により、ヴィーナス神殿を取り壊し聖墳墓教会を建設したとされていま
す。

• 1009年にファティマ朝に破壊され更に1033年に大地震で崩壊しますが、再建され1042年にコンスタンティヌス9
世により改修されています。1099年に十字軍により絢爛豪華な教会に改修されて現在の姿になっています。

• 見どころ

• 聖墳墓教会の入口正面には、処刑後にイエスキリスト安置した石があり、常時香油が垂らされています。

• 入口左手の礼拝堂の中央にある厳かな聖堂の中にイエスキリストの墓があり、ヴィア・ドロローサの終点です。

• イエスキリストが十字架に架けられている煌びやかな像の下の祭壇の床には、十字架がたてられた場所があり
ます。

• イエスキリストのイコンの前に装飾された穴があります。キリスト教徒や見学者が潜り込む様に入って口づけ
を捧げています。



アル＝アクサー・モスク - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7777538,35.2355844,3a,75y,184.96h,92.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMQCh-lx6uLsSWwJx5LTiMQr7CyP75s-z8PjL1Q!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMQCh-lx6uLsSWwJx5LTiMQr7CyP75s-z8PjL1Q%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya332.78616-ro-0-fo100!7i5472!8i2736


エルサレムは、ユダヤ教、キリ
スト教、イスラム教と複数の宗
教の聖地として崇められる地と
して古くから知られています。

神殿の丘には、イスラム教のモ
スク「岩のドーム」があり、そ
のすぐ側にユダヤ教徒が祈りを
ささげる「嘆きの壁」が立って
いたり、近くのトンネルを抜け
ればキリスト教徒たちが十字架
を背負ってイエスと同じ道をた
どる姿が見られる「ビアドロ
ローサ(悲しみの道)」につなが
るなど、それぞれの宗教が共存
しています。



聖墳墓教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7044417,35.206555,3a,42.4y,193.78h,76.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM4eW8l4C8IXyVaRwGCxeic-LBYiGkNZHMf7Y5t!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM4eW8l4C8IXyVaRwGCxeic-LBYiGkNZHMf7Y5t%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya41.89116-ro0-fo100!7i7680!8i3840


嘆きの壁 - Google マップ

神殿の西側に当たるので別名「西の
壁」とも呼ばれています。この壁はヘ
ロデ王が建てたユダヤの神殿の外壁の
一部で現在のユダヤ人にとって最も神
聖な場所となっています。1948年のイ
スラエル独立戦争で嘆きの壁はヨルダ
ン領となり19年間にわたりユダヤ人が
この壁に近づくことが禁じられました。
1967年にイスラエル軍の手でこの壁が
再びユダヤ人のものとなりました。以
来この壁にはどの宗教の信徒も自由に
訪れることができます。現在壁の高さ
は約18m、長さ60m、地中にはまだ19層
の石段が約21m隠れています。嘆きの壁
は右側が女性用、左側が男性用の祈り
場です。男性の場合、頭を覆うものが
必要です（無料の貸し出しもございま
す）。注意点としては土曜日（安息
日）やユダヤ教の祭日には壁の前で写
真撮影や喫煙、携帯電話を使用するこ
とが禁じられています。またよく見る
と壁の石と石の間には、たくさんの願
いごとの書かれた紙が挟まれています。

https://www.google.com/maps/@31.7767211,35.2341641,3a,58.6y,66.99h,105.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMCjCxC2GF7v2ZZzPnDUFGzKYB2SwRKdQv6rmjU!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMCjCxC2GF7v2ZZzPnDUFGzKYB2SwRKdQv6rmjU%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya337.393-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


ドーミション・アビー ドーミション・アビー - Google マップ

エルサレムにある教会
内でも最大の教会です。
地下聖堂に降りると桜
の木と象牙で作られた
永眠するマリア像が横
たわっています。

マリア永眠教会
（CHURCH OF THE 
DORMITION）

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%BC/@31.7710828,35.2301919,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNuGvATzpWrU5PX6Di53rO8HbyS-_k9m-KCIdA-!2e10!3e12!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-b9DYl_f9eyQ%2FXaCJgXAvPTI%2FAAAAAAAAKNM%2F5FyBW3it2FEx_yB8BuKqpyrQlkzZh0hmACLIBGAYYCw%2Fw397-h298-k-no%2F!7i4618!8i3464!4m7!3m6!1s0x150329ccdbb180e1:0x6e13acdea1f1cd74!8m2!3d31.771667!4d35.229044!14m1!1BCgIgAQ


桜の木と象牙で作られた
永眠するマリア像

ドーミション・アビー - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7717266,35.2290478,3a,75y,129.09h,90.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipONx6TLOxM8PKWpueEPAjsfgUuYAtVtMXYudEgS!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipONx6TLOxM8PKWpueEPAjsfgUuYAtVtMXYudEgS%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya49.444748-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


最後の晩餐の部屋 - Google マップ
イエスがユダヤ教の指導者た

ちによってとらえられる前夜

に、イスカリオテのユダを含

む弟子たちとともに食事をし、

ユダの裏切りを予言した場所

です。

中は非常に殺風景で、レオナ

ルド・ダヴィンチの作品とは

似ても似つかない雰囲気があ

ります。

https://www.google.com/maps/@31.7719787,35.2291086,3a,75y,335.74h,93.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM0w42oEDPYYVMuy1qUTw9LbiJHch9bQlL1z6Jh!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM0w42oEDPYYVMuy1qUTw9LbiJHch9bQlL1z6Jh%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya107.38937-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


鶏鳴教会（ST.PETER IN GALLICANTU 
CHURCH）鶏鳴教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7712153,35.2320984,3a,75y,96.42h,91.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOK3HfPI7Vm21HX8lPaYx016boDKkRC5JOsYfM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOK3HfPI7Vm21HX8lPaYx016boDKkRC5JOsYfM%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya125.718185-ro0-fo100!7i8704!8i4352


ドーミション・アビー - Google マップ

ゲッセマネで捕らえられたイエスが石

段を通ってここに連行され地下の牢獄

に留置されながら最後の一晩を過ごし

た場所です。

教会の地下に牢獄があります。悲しい

歴史を持つ教会ですが、それとは対照

的にモダンで明るい場所です。

ここから岩のドーム、オリーブ山、ケ

デロンの谷、ダビデの町と旧市街の南

部が一望できます。

https://www.google.com/maps/@31.7717645,35.2293868,3a,75y,137.39h,87.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPUlx33FbQkygUxvD4CMyyxe4qCYD5tAcMjbzjW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPUlx33FbQkygUxvD4CMyyxe4qCYD5tAcMjbzjW%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya0.5040886-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


神殿の丘（TEMPLE MOUNT） 丘の上にはイスラム教のモスク「岩の
ドーム」が建っています。

そのすぐ側にユダヤ教徒が祈りを捧げ
る「嘆きの壁」が立っていたり、近く
のトンネルを抜ければキリスト教徒た
ちが十字架を背負ってイエスと同じ道
をたどる姿が見られる「ビアドロロー
サ（悲しみの道）」につながるなど、
イスラム教・ユダヤ教・キリスト教、
それぞれの宗教が共存しています。

古くはソロモンの神殿があった場所と
され、ダビデが神の契約の箱を置いた
場所とも言われています。

新約聖書によるとイエスが十字架上で
絶命したときに、神殿の至聖所の幕が
真二つに切り裂かれたという話が残っ
ています。

「岩のドーム」

Jean-Paul Skoczylas - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7788219,35.2351743,3a,75y,188.02h,93.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMPn6fDLtWILP7yaT_C_iRIvbudRcLGl3_6F7-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMPn6fDLtWILP7yaT_C_iRIvbudRcLGl3_6F7-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya202.21567-ro0-fo100!7i2508!8i1254




オールド・シティ - Google マップ

「悲しみの道」を意味するビアドロローサは、

イエスがローマ総督であったピラト邸（第1

留）で死刑判決を受け、ゴルゴダの丘（聖墳墓

教会内/第14留）に至るまでを十字架を背負っ

て歩いた全長約1kmの悲しみの道です。

観光をしていると、キリスト教団体がイエスが

したことと同じように大きな十字架を背負い、

同じ道をたどって巡礼している姿がよく見られ、

エルサレムを聖地とするキリスト教徒にとって

重要な場所であるとわかります。

ビアドロローサ「悲しみの道」

https://www.google.com/maps/@31.7800648,35.2320259,3a,75y,233.63h,96.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1sm8e5StaQ9WPI9SxWgkuuxA!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Dm8e5StaQ9WPI9SxWgkuuxA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D10.355447%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656


第1留：ピラトの官邸
ビアドロローサはここからスタートします。イエス
が総督ピラトに裁かれた場所です。現在のアラブ教
徒たちのオマリーエ学校というところの校庭にあた
ります。
第2留：鞭打ちの教会
ここでイエスはいばらの冠をかぶせられ、十字架を
背負わされたといわれています。
第3留：イエスが最初につまずいた場所
拷問により衰弱したイエスが十字架を背負ったまま
倒れこんだ場所です。アルメニアの使徒教会のチャ
ペルが立つところにあります。
第4留：マリアの教会
マリアがイエスを見た場所です。多くの巡礼者が祈
りを捧げる場所でもあります。
第5留：シモンがイエスに代わり十字架を背負った場
所
十字架を背負って歩けなくなったイエスの代わりに、
近くにいたシモンがその十字架を背負った場所です。
エルワド通りから右に入り再び左に向かったところ
にあります。

第6留：ベロニカの教会
現在、ギリシア正教のペロニカ教会となっています。
十字架を背負って歩くイエスに、ベロニカが汗を拭く
ようにとヴェールを差し出して、受け取って汗を拭い
た後に返してもらうと、そこにイエスの顔がうつると
いう奇跡を起こした場所です。
第7留：イエスが2度目に倒れた場所
ゴルゴダ丘に向かう途中にあります。イエスが2度目
に倒れた場所として知られています。
第8留：聖ハラランボス・ギリシア正教会
こちらもゴルゴダ丘に向かう途中にあります。民衆と、
嘆き悲しむ婦人たちを見て、イエスが「私のために泣
くな、自分と自分の子供たちのために泣け」と説いた
ところです。
第9留：聖墳墓コプト教教会
コプト教会の入口です。イエスが3度目に倒れたとい
われておりますが、聖書にはその記述はありません。
第10留～第14留：聖墳墓教会内
すべて聖墳墓教会内にあります。教会入口の小聖堂で
イエスが衣服をはぎ取られ、チャペル内に十字架が建
てられ、その十字架の上でイエスが息を引き取りまし
た。その後、イエスは十字架から降ろされ、マリアが
その亡骸をうけとります。最後、礼拝堂の奥の小さな
部屋でイエスが墓に納められたといわれています。

ビアドロローサ （嘆きの道）



聖書に書かれている多くの
逸話の中で最も印象的なの
はペテロの三度の否認で
しょう。

イエスの死後キリスト教団
の指導者となったペテロが、
イエスが捕らえられた際、
イエスを否認する物語は劇
的で私たちの胸を打ちます。

この場所はエルサレムのシ
オンの丘の大祭司の屋敷で、
現在は外観も内部も素晴ら
しい「鶏鳴教会（聖ペテロ
教会）」が建っています。

鶏鳴教会（聖ペテロ教会）

聖書逸話の舞台！ペテロが三度否認したエルサレム
「鶏鳴教会」 | イスラエル | LINEトラベルjp旅行ガイド
(travel.co.jp)

https://www.travel.co.jp/guide/article/8009/
https://www.travel.co.jp/guide/article/8009/


ゲッセマネで捕らえられたイエスが石

段を通ってここに連行され地下の牢獄

に留置されながら最後の一晩を過ごし

た場所です。

教会の地下に牢獄があります。悲しい

歴史を持つ教会ですが、それとは対照

的にモダンで明るい場所です。

ここから岩のドーム、オリーブ山、ケ

デロンの谷、ダビデの町と旧市街の南

部が一望できます。

鶏鳴教会 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7712153,35.2320984,3a,75y,156.81h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOK3HfPI7Vm21HX8lPaYx016boDKkRC5JOsYfM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOK3HfPI7Vm21HX8lPaYx016boDKkRC5JOsYfM%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya125.718185-ro0-fo100!7i8704!8i4352


イエスは最後の晩餐の後、「弟子たちは
皆、私につまずくであろう」と予言しま
した。

ペテロに対しては「あなたこそ今日、今
夜、にわとりが鳴く前に、三度私を知ら
ないと言うだろう」と伝えます。

これに対しペテロは「たとえあなたと一
緒に死なねばならぬとしても、あなたを
知らないなどとは、決して申しません」
と断言します。

現在の、鶏鳴教会の上階裏入口の門扉の
レリーフには、このイエスが伝えたペテ
ロの三度の否認の予告が描かれています
。写真のように、イエスが三本の指を立
てて、ペテロを指し示しています。



人々はイエスを捕らえ、引いて
行き、大祭司の家に連れて入っ
た。ペトロは遠く離れて従った。
人々が屋敷の中庭の中央に火を
たいて、一緒に座っていたので、
ペトロも中に混じって腰を下ろ
した。するとある女中が、ペト
ロがたき火に照らされて座って
いるのを目にして、じっと見つ
め、「この人も一緒にいまし
た」と言った。





死海



マサダ要塞マサダ山頂上遺跡群 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9E%E3%82%B5%E3%83%80%E5%B1%B1+%E9%A0%82%E4%B8%8A%E9%81%BA%E8%B7%A1%E7%BE%A4/@31.3144353,35.3550371,1558m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x150305b61af03ce3:0xb36be08ba2295ed5!8m2!3d31.3114167!4d35.3626955


マサダ

• 「マサダ」は死海を望む孤立峰の頂上にあります。頂上へ行くロープウェイの窓からは、
遠くの死海まで広がる草木ひとつない荒々しい景観が望め、なんという大きな景色だろ
うと胸が高まります。

• マサダは、四方を絶壁に囲まれた難攻不落の要塞でした。

• ここは、ユダヤ王家により紀元前120年頃から造られはじめ、『マタイの福音書』に救世
主キリストの誕生を恐れて二歳以下の幼児を虐殺したと書かれているヘロデ大王が、離
宮兼要塞として大規模改修を行った場所です。

• 紀元70年、ユダヤ戦争でイエスが予言したとおりエルサレムが陥落し崩壊した後、ここ
に約1000人のユダヤ人集団が3年半にわたり籠城し、最後は集団自決しました。

• イエス・キリストの十字架刑から約40年後のことです。

• ここは、我々に聖書の大地を実感させてくれます。

聖書の大地を実感！イスラエル・天空の巨大要塞遺跡マサダ！ | イスラエル
| LINEトラベルjp旅行ガイド (travel.co.jp)

https://www.travel.co.jp/guide/article/7877/#photo3


• 「マサダ」とはヘブライ語で「要塞」という意味です。遺跡の上部に立つと、巨大要塞としての遺構が見
渡せます。高度感があるので、これこそ2000年前に実在した本物の「天空の城」であることが判ります。

• ここに約1000人のユダヤ人が立てこもり、3年半に渡って生活していたのです。

• 住居跡はもちろんのこと、ユダヤ教のシナゴーグ跡やサウナ風の大浴場跡などがあります。

• なにより驚くのは、1000人の人間が生きるための地下貯水池跡です。

• 実は、この雨の降らない荒野では、はるか西のエルサレム高地方面で降った雨が地下伏流水となり、海面
下400mほどの非常に低いユダ荒野の砂漠地帯で一挙に地上に出て、鉄砲水となり死海に注ぎます。

• マサダは、この一時的な鉄砲水を、上手く設計された水路で導き、要塞内部の巨大な貯水施設に注ぎ込む
のです。なんとこのマサダ内部に12の巨大貯水槽があり、4トンもの水を貯めることができたそうです。

• マサダが最後に集団自決した際、生き残ったのは、この地下貯水施設に水汲みに行っていた2人の女性と5
人の子供だけでした。

• マサダ遺跡を歩くと、2000年前の人々の知恵と工夫とそれを実現する努力に頭が下がります。

• この遺跡は、2001年にユネスコの世界遺産に登録されました。



• マサダは、ユダ荒野に佇立する孤立峰で四方は絶壁です。北に突き出した「ヘロデの北
宮殿」の壮絶な風景は、見ごたえがあります。切り立った絶壁がユダ荒野に向かって落
ちており、そこに見張り場所が突き出しています。

• 東側も壮大な景色で、下界には、スケールの大きい草木の無い砂漠地帯が広がっており、
そのはるか先には青く光る死海が遠望できます。どこまでも広い感動の景色です。

• 西側（死海側と反対の山側）の景観も素晴らしいです。

• マサダに立てこもったユダヤ人に対し、攻める1万5千人のローマ軍は、マサダを取囲み、
3年がかりで急峻な西側斜面に土を盛り、なんとか攻撃用の斜路を造成しました。その斜
路跡やローマ軍の駐屯地跡は、現在もマサダの西側に残っています。

• こうして、ようやくマサダへと侵入したローマ軍が目にしたのは、960人のヨダヤ人の自
決遺体だけだったのです！

• マサダの悲劇は、イスラエルのユダヤ人のアイデンティティーの象徴です。ユダヤ人に
とって、まさにここは聖地なのです。

• 「マサダは二度と落とさせない」というユダヤ人の決意と強迫観念・被害者意識は「マ
サダ・コンプレックス」と呼ばれています。

• 男女徴兵制のイスラエル国防軍の入隊宣誓式がここで行なわれるとともに、成人の式で
も、学校の卒業旅行でもここに来るそうです。



マサダ要塞マサダ山頂上遺跡群 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.3117189,35.3621323,3a,90y,183.17h,87.78t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN84xwEKsSJjOCJ1W0XVfq3iwYtF4SGFzxMcv12!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN84xwEKsSJjOCJ1W0XVfq3iwYtF4SGFzxMcv12%3Dw203-h100-k-no-pi-1.2453487-ya217.51515-ro1.3339294-fo100!7i2508!8i1254


マサダ山頂上遺跡群 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.3114167,35.3626955,3a,75y,89.36h,89.62t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNRUM28n-xAiAgUj0OoexdY-v0KftkDpouNWfhc!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNRUM28n-xAiAgUj0OoexdY-v0KftkDpouNWfhc%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya81.66424-ro-0-fo100!7i7168!8i3584


Masada West Campsite - Google マップ

「マサダ要塞遺跡」

古戦場であり古代遺跡であるマサダには、

日本では見ることのできないスケールの大

きな荒涼とした絶景が広がっています。

世界遺産に登録されており、約2000年前の

歴史の証人として、訪れる人に感動を与え

る必見の観光スポットです。

https://www.google.com/maps/@31.3186076,35.34833,3a,75y,207.12h,84.6t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO1LCY-tnOm4IQWq238tp46sV-b375EqCtG9lbF!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1LCY-tnOm4IQWq238tp46sV-b375EqCtG9lbF%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya156.43034-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


free tours masada - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.3102833,35.3642083,3a,75y,0.5h,89t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZAWRTJupYZVcXKqV2Gc370SitW9bxyofoxM-5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPZAWRTJupYZVcXKqV2Gc370SitW9bxyofoxM-5%3Dw203-h100-k-no-pi1.5177883-ya36.117905-ro1.739813-fo100!7i5376!8i2688


ヨルダンとイスラエルの国
境を流れるヨルダン川の行
き着く、地球上で最も低い
地点。

暖かい気候と高い塩分濃度、
ミネラル豊富な肥沃な土な
どに含まれる病気に対する
治癒力効果は名高い。

死海



Tamás Matolcsi - Google マップ

死海を訪れる際は、海岸沿いに立ち並ぶリゾートホテル
への宿泊も魅力的ですが、日帰りで楽しむ事も可能です。

エイン・ボケックのホテル周辺には、一般の観光客が無
料で泳げるエリアがあるので、自分でタオルやビーチサ
ンダルを持ち込めばすぐに楽しめます。
無料で使える水道水の流れるシャワー、脱衣所、日蔭で
一休み出来るウッドデッキもあり、とても快適です。

死海の水は、３０％以上の塩分濃度を持っているため、
少しでも切り傷などがあると沁みる場合があります。目
に入ると大変危険ですので、顔は絶対につけないように
予め十分注意して下さい。
また塩分のせいで足元が滑りやすくなっているため、入
水の際に転ばないように手すりも用意されています。

誰かに水中から押されていると感じる程の浮力は、まさ
に新感覚！
新聞を読みながら写真撮影、なんていう魔法のような写
真も撮れます。

https://www.google.com/maps/@31.4495218,35.3971943,3a,90y,2.1h,63.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO23f27WlmV0tfVdLcg0Y3p7I-y5T5XUVCNO8F_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO23f27WlmV0tfVdLcg0Y3p7I-y5T5XUVCNO8F_%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya255.37973-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


死海の水の底をすうと、それは粒の粗い塩！

土や泥よりも、塩がすくえるのは塩湖ならでは
です。
水中に入ると、肌が少しぬるっとする程、死海
の塩分の濃さを感じられます。

付近には水着姿で全身真っ黒の観光客をよく見
かけますが、それは死海の泥を全身に塗り、そ
のあと死海の水中で洗い流せばベビー肌のよう
にもちもちの美肌を期待できる事からです。

泥は水泳エリアにあるものを利用出来ますが、
衛生面など気になる方は事前にお店で売られた
泥パックを購入して利用しても良いでしょう。
水泳エリアのすぐそばにあるショッピングセン
ターには沢山の死海コスメショップが軒を連ね
ており、価格は日本で買うよりお安く、種類も
とても豊富です。
死海の塩や泥から作られるミネラルたっぷりの
化粧品は世界中でとても人気があり、イスラエ
ルの他の都市でも「死海の塩」や「死海のミネ
ラル」を謳うコスメショップを多々見かけるこ
とが出来ます。



死海を訪れる手段としては、ヨルダン側からと、イ
スラエル側からとありますが、イスラエルには死海
だけでなく、三大宗教の聖地であるエルサレム、リ
トルニューヨークとも呼ばれる地中海に面する首都
テルアビブ、遺跡、砂漠、と魅力満載です。

また冒頭でもご説明したように、ヘブライ語に続い
て英語も公用語なのも、観光客には有難いですね。

スリなども少なく治安も良好ですが、海外旅行では
気は抜けませんし、パレスチナ自治区との戦争の状
況など、外務省の渡航情報は事前に必ずチェックさ
れる事をお勧めします。

また日本同様に四季があり、夏は３０℃を越える猛
暑日が続き、冬はある程度寒くなるため水温が懸念
されます。確実に泳ぎたい方は、春頃か秋頃がベス
トシーズンと言えます。

日帰りでも楽しめますので短い旅行日程でも大丈夫
です。是非イスラエルから絶景と新感覚の浮力を楽
しみに死海を訪れてはいかがでしょうか？



遠くに見えるのは死海



Kibbutz En Gedi Intersection - Google マップ 死海の沿岸

https://www.google.com/maps/@31.4373,35.3985001,3a,55.4y,145.56h,74.35t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPcuz6aYXwyOHq385W0Wvm-NQ9ov9WCq3dQBi5E!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPcuz6aYXwyOHq385W0Wvm-NQ9ov9WCq3dQBi5E%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya200-ro0-fo100!7i14126!8i7063


Bruno Mehech - Google マップ 死海のほとり

https://www.google.com/maps/@31.4211875,35.392616,3a,65.9y,339.66h,94.87t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipONUALxR0QUwUtzcASqGqkQI7YuQEVvoAfh_40c!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipONUALxR0QUwUtzcASqGqkQI7YuQEVvoAfh_40c%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya285-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Dodim Cave - Google マップ デビドの滝

https://www.google.com/maps/@31.4709297,35.3891403,3a,75y,327.62h,80.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPSk7YFMsB91eO91Kh8DcZ2J-eWY393dhg8nzw7!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPSk7YFMsB91eO91Kh8DcZ2J-eWY393dhg8nzw7%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya112.38215-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


Slopes Drghout - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.589442,35.3941776,3a,75y,112.62h,96.12t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNFv6Kmo_WexhBtxNumAOW7nvQw9zci1unwB-35!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNFv6Kmo_WexhBtxNumAOW7nvQw9zci1unwB-35%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya209-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


DCIM¥PANORAMA¥100_0193¥PAN - Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.4506717,35.3952283,3a,73.2y,43.93h,77.17t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOESABxmNg3E1RlWb8ljfOpDAcsCaQHXhg2CFIO!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOESABxmNg3E1RlWb8ljfOpDAcsCaQHXhg2CFIO%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya0-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


-ביאנקיני כפר נופש צפון ים המלח  Google マップ

死海
-ביאנקיני כפר נופש צפון ים המלח  Google マップ

https://www.google.com/maps/@31.7581588,35.5040333,3a,57.9y,79.18h,88.35t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNpO9ZNgoslKASlGpzrZpPrZCDG18ThWsK3ahEe!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNpO9ZNgoslKASlGpzrZpPrZCDG18ThWsK3ahEe%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya17.23168-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@31.7581588,35.5040333,3a,75y,311.11h,94.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNpO9ZNgoslKASlGpzrZpPrZCDG18ThWsK3ahEe!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNpO9ZNgoslKASlGpzrZpPrZCDG18ThWsK3ahEe%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya174.77957-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


The Dead Sea, Israel - Google マップ

ミネラルビーチ

https://www.google.com/maps/@31.5501278,35.4028919,3a,90y,115.07h,90.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP1A3Nrjy0Fz7bXyje7jQWsp7RnX0KfjJeMCwk1!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP1A3Nrjy0Fz7bXyje7jQWsp7RnX0KfjJeMCwk1%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya107.335815-ro-0-fo100!7i4222!8i1761


テルアビブの白い街並み84 シュロモ HaMelekhストリート - Google マップ

https://www.google.com/maps/@32.084138,34.7786176,3a,75y,343.4h,91.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1so3R62IXaQGu9zGAxm9zblg!2e0!7i13312!8i6656


バハイ廟





バハーイ廟
• 19世紀のイランで発祥したイスラム教系新宗教バハーイー教の聖地群であり、同宗教の前身にあた

るバーブ教の開祖バーブの廟や、彼の後を継いでバハーイー教を説いたバハーウッラーの廟など26

の建造物が、教団の本部があるハイファとバハーウッラーが過ごしたアッコ周辺に点在している。

• バハーイー教徒にとって重要な巡礼地である。敷地内には教団本部があるほか、庭園や記念碑が配

されている。

• 2008年に世界遺産に登録された。

• イスラエル北部のカルメル山にあるバーブの廟は、山の斜面を利用して階段状に整備された庭園に

隣接する。幾何学的に構成された庭園には、バハイ教のシンボルマークである九芒星をかたどった

装飾が目を引く。

• 西ガリラヤ地方のアッコ市にはバハオラの廟がある。創始者であるバハオラは、オスマン政府に

よって流刑となり、この地で没したため、後に聖地となった。

• このほか近代建築である教団本部棟や住居、墓地、記念碑などが、新宗教の建造物としては初めて

世界遺産に登録された。



Bahá'í Gardens Haifa - Balcony - Google マップ バハイ庭園のバルコニー

https://www.google.com/maps/@32.8121553,34.9856484,3a,75y,30.54h,79.83t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPwFXU7YNE5nKdSYKuE8FwVeu3jIeL3PUJ8bPe9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPwFXU7YNE5nKdSYKuE8FwVeu3jIeL3PUJ8bPe9%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya326.83218-ro-0-fo100!7i6912!8i3456


Bahá'í Gardens Haifa - Balcony - Google マップ

https://www.google.com/maps/@32.8139102,34.9867414,3a,75y,33.71h,82.47t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNDFYNW18QHl9zEnQ0S-0zTp2XVyhbMnnyQq21x!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDFYNW18QHl9zEnQ0S-0zTp2XVyhbMnnyQq21x%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya164.60716-ro-0-fo100!7i6912!8i3456


default - Google マップ

https://www.google.com/maps/@32.8155533,34.9877217,3a,75y,2h,65.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM2tj8eXjUiTcEb7S36oHPELlqQl47BSQN4XNbt!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM2tj8eXjUiTcEb7S36oHPELlqQl47BSQN4XNbt%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya306.975-ro0-fo100!7i8192!8i4096


ガリラヤ湖

• ガリラヤ湖の水は地下水とヨルダン川によって得られている。

• ガリラヤ湖はアフリカとアラビアのプレートの境界であるヨルダン

大峡谷帯という谷の中にあり、大地溝帯のほぼ最北端に位置する。

• このような地質学的特質から湖一帯は長きにわたって地震と火山活

動の影響を受けてきた。この事実は周辺にみられる多くの火成岩や

玄武岩からもわかる。

• ガリラヤ湖は谷底にあり、東西を高地に挟まれた形になっているた

め、しばしば強烈な風が湖に吹きつけてくる。

• 福音書で、ガリラヤ湖に出たイエスが嵐をしずめる場面があるのは

そのような理由による。

• また、ガリラヤ湖では多くの魚がとれるが、特にティラピアという

魚がよく取れる。この魚は、使徒ペトロがガリラヤ湖の漁師であっ

たという福音書の記述にちなんで「聖ペトロの魚」とも呼ばれる。



-ספינות הלידו  Google マップ ガラリヤ湖

https://www.google.com/maps/@32.79022,35.54384,3a,75y,113.17h,80.27t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVuHe2UU1eM7vIOikHHMZl48txIcroX0ZQ7F-v!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNVuHe2UU1eM7vIOikHHMZl48txIcroX0ZQ7F-v%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya80-ro0-fo100!7i8192!8i4096


default - Google マップ

ラリヤ湖

ガラリヤ湖

https://www.google.com/maps/@32.8431553,35.52632,3a,75y,340.94h,76.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipN8VQN6apIqresM86ZideapXGLLAnOn3oq3cN70!2e10!7i8192!8i4096


-סטאי כנרת  The Setai, Sea of Galilee - Google マップ ガラリヤ湖

https://www.google.com/maps/@32.833572,35.6404533,3a,67.9y,28.59h,80.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOCPWy6K0o1cjxApKe8U1vdD535TPJxugRY6U8o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOCPWy6K0o1cjxApKe8U1vdD535TPJxugRY6U8o%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya40-ro0-fo100!7i8192!8i4096


-על הכנרת -רימונים דריה  Google マップ ガラリヤ湖

https://www.google.com/maps/@32.7240273,35.6192216,3a,75y,21.73h,84.43t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPStZuUy03rjw1VpzChExD3WFseuKZARoSgXl4X!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPStZuUy03rjw1VpzChExD3WFseuKZARoSgXl4X%3Dw203-h100-k-no-pi-20-ya73-ro-0-fo100!7i9600!8i4800


-כפר הנופש מעגן עדן  Google マップ ガラリヤ湖

https://www.google.com/maps/@32.7073702,35.5960444,3a,75y,234.64h,44.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipP28ks1_ctISy9GYthaVNfoMtBmbxnXK28Sdv5Q!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP28ks1_ctISy9GYthaVNfoMtBmbxnXK28Sdv5Q%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya351.24374-ro-0-fo100!7i13975!8i6988


イスラエルの巻

終わり

吉岡 芳夫

２０２１/２/２６（金）
インターネット世界旅行
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