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シリア紛争と文化遺産

The Cultural Heritage under the Syrian Conflict

安倍 雅史*
Masashi Abe

Abstract

 In March 2011, large scale anti-government movements occurred in Syria. These 
movements rapidly developed into the Syrian conflict that has already lasted over 
6 years. Approximately a half million people have been killed and over 5 million 
citizens have fled the country as refugees under the conflict. 
 Under the Syrian conflict, the valuable cultural heritage in Syria has also been 
heavily damaged. This paper aims to report the current situation of the cultural 
heritage under the Syrian conflict. The paper also discusses the significance of 
the protection of the cultural heritage for the post-war reconstruction in Syria and 
introduce several activities to protect the Syrian cultural heritage undertaken in 
Japan and other countries.

Ⅰ．はじめに

シリアは、東地中海沿岸にある日本の半分ほどの大きさの国である（図1）。人口は2240万人
程度で、アラブ人が90%を占め、そのほかにもクルド人やアルメニア人が居住している。宗教
はイスラーム・スンニ派が大半をしめ、そのほかにもアラウィー派やドルーズ派といったイス
ラム諸派またキリスト教などが信仰されている。

2011年の3月に、シリア南西部にあるダラアとい
う小さな町で事件が起きた。「アラブの春」の影響
を受け、子供たちが壁に「人々は政権の打倒を望む。」
という落書きをしたのだ。しかし、この事件は、子
供の悪戯として許されることはなく、治安当局は子
供たちを逮捕、拷問した（青山2017、国枝2012）。
この事件がきっかけとなり、シリア各地で、大規
模な抗議活動が行われるようになる。やがて、抗議
活動を弾圧するシリア政府に対し、反体制派の人間
も武器をもって戦うようになり、政府軍対反政府軍
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図1　本論考で言及するシリアの文化遺産と主要都市
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という泥沼の紛争へと突入していく。さらに、ヌスラ戦線や IS（自称「イスラム国」）などのイ
スラム過激派組織も台頭し、シリア紛争は混迷を極めていった（青山2017、国枝2012）。
現在、ダラアの事件から6年半もの月日が経過しているが、シリア国内での死者は50万人に
達し、500万人ものシリア国民が国外へと逃れている。
このシリア内戦では多くの人命が損なわれているだけではなく、その被害はシリア国内の貴
重な文化遺産にもおよんでいる（安倍・間舎2015、西藤・安倍・間舎2017、山内・安倍・間舎
2014）。本稿では、まず、シリア内戦下における文化遺産の被災の現状に関して報告する。その
後、シリア内戦下で文化遺産を護っていく意義、またシリア内戦終結後に文化遺産を復興する
意義に関して、私見を述べる。最後に、シリアの文化遺産を護るため国内外で行われている様々
な活動を紹介する。

II．人類史のなかのシリア

シリアは決して大きな国ではないが、この地域は、人類史のなかできわめて重要な役割を担っ
てきた。まず、シリアは、世界で最初に農耕・牧畜が開始された肥沃な三日月地帯の一部である。
現在、シリアのユーフラテス河中流域で最も古いコムギ栽培の証拠が見つかっている。この地
域で始まったムギ作、ヒツジ・ヤギ飼育は、その後、世界中に広がり、現代社会を支える礎となっ
ている（常木2017）。
また、シリアは隣国イラクと並び、世界最古の文明メソポタミア文明が誕生した土地でもある。
従来、世界で文明が最初に誕生したのは、前4千年紀後半、イラク南部（南メソポタミア）であっ
たと主張されてきたが、近年の研究では、シリア北東部（北メソポタミア）は、それよりも早
い前5千年紀末に文明段階に達していたと指摘されている（常木2017）。
またシリアは、キリスト教揺籃の地でもある。首都ダマスカスには、キリスト教をユダヤ人
以外にも布教し、キリスト教が世界宗教になるきっかけをつくった聖パウロに関連する史跡が
数多く残されている。
また初期イスラムの歴史を語るうえでもシリアは重要である。スペイン、北アフリカから西
北インド、中央アジア南部までの広大な領域を支配したウマイヤ朝（661年～750年）の都が置
かれたのが、現在のシリアの首都ダマスカスであった。スペインはのちにキリスト教徒に奪還
されたものの、ウマイヤ朝が支配した領域は、現在でもイスラムの中心的地域となっている。
シリアでは、内戦がはじまる直前、合計117隊もの考古学調査団が活動していたことが知らて

いるが、それは、このようにシリアが人類史のなかで重要な役割を担ってきたからにほかなら
ない（常木2017）。

III．被災する文化遺産

シリアは決して大きい国ではないが、古都ダマスカスやアレッポ、隊商都市パルミラ
（Palmyra）、マリ（Mari）やエブラ（Ebla）に代表される青銅器時代の都市国家の遺跡など、魅
力的な文化遺産を多く抱える国である。内戦が勃発する以前は、海外から多くの観光客がシリ
アを訪れていた。とくにパルミラ遺跡の人気は高く、どの観光ガイドブックにも、中東を旅行
する際には必ず訪れるべき遺跡だと記述されていた。
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しかし、2011年に始まったシリア紛争の被害は、これらの貴重な文化遺産にもおよんでいる。
シリアの文化遺産の被害は、大きく1）史跡の軍事的利用による破壊、2）遺跡の盗掘と文化財の
不法輸出入、3）難民化に伴う無形文化の消失、そして4）ISによる新たな脅威、の4種類に分類
できる。以下、順を追って説明したい。

1．史跡の軍事的利用による破壊
シリア内戦下において、史跡の多くが軍事的に利用され、大きな被害が生じている（安倍・間
舎2015、西藤・安倍・間舎2017、山内・安倍・間舎 2014）。
シリア国内には中世の城砦が点在しているが、これらの城砦は交通の要所や渡河点など戦略的
要衝に立地していることが一般的で、また現代の戦闘にも耐えうる堅固さを誇るものが多い。そ
のため、城砦の多くが、シリア紛争下で軍事的な拠点として利用されている。
シリア西部にあるクラック・デ・シュヴァリエ（Krak des Chevaliers）は、12世紀に築城され
た中東を代表する十字軍の城で、アラビ
アのロレンスがオックスフォード大学時
代にこの城をテーマに卒業論文を書いた
ことでも有名である（図2）。この城は
その美しさが認められ、2006年にユネ
スコの世界文化遺産に登録されている。
しかし、この城は、シリア内陸から地中
海へと抜けるルートを見下ろす丘の上と
いう戦略的要衝に立地していたため、シ
リア内戦が始まると、反政府軍がこの城
に立てこもり軍事的な拠点として利用し
た。これに対し、政府軍は繰り返し空爆
を行い、城の一部が損壊するなど大きな
被害が生じた。
同じように世界文化遺産であるアレッポも軍事的に利用され大きな被害が出ている。シリア第

2の都市アレッポは、中世の街並みを残す風光明媚な都市であった。しかし、アレッポでも、中
心部にあるアレッポ城に政府軍が籠城し、旧市街を舞台に政府軍と反政府軍が戦闘を繰り返した
（図3）。アレッポ城に被害が生じただけではなく、旧市街の建物も崩れ落ち、かつて賑わいをみ
せた伝統的な市場も戦闘の舞台となり炎
上し廃墟と化した。またアレッポ最古の
モスクであるウマイヤド・モスクも、ミ
ナレットが倒壊し、モスクに納められて
いた古文書類が盗み出されるなど大きな
被害が出ている。反政府軍は2016年12

月にアレッポから撤退し、現在、国際社
会はアレッポの伝統的街並みの復興に向
けた準備を進めている。
また、中東の遺跡は、アラビア語でテ
ル（遺丘）と呼ばれるものが多い。テル
とは、人々が何百年、何千年と、同じ場

図2　紛争前のクラック・デ・シュヴァリエ

図3　紛争前のアレッポ城
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所に、日干しレンガなどで住居を建て続け、それが積み重なって形成された人工の丘である。大
きなものは、大きさが数十ヘクタール、高さが数十メートルに達する。また、集落を防御するため、
土塁で囲まれたテルも多い。そのため、とくに大型のテルは、中世の城砦と同様、シリア内戦下で、
軍事的な拠点として利用されている。
テル・マルディーフ（Tell Mardikh）は、アレッポの南60キロにある前3千年紀から前2千年

紀に年代付けられる巨大なテル型の遺跡である。テルの大きさは60ヘクタールに達し、遺跡全
体が巨大な土塁によって囲まれている（図4）。1964年からイタリア隊が発掘調査を実施し、エ
ブラと呼ばれた王国がかつてこの地に栄えたことが明らかになった。イタリア隊の発掘によっ
て、前3千年紀後半の王宮址が発掘され、1万5千点を超える貴重な粘土板文書が出土した。テル・
マルディーフは、シリアの青銅器時代を代表する遺跡の1つであり、1999年には、ユネスコ世界
文化遺産の暫定リストにも記載されている。
このテル・マルディーフは、2012年以降、政府軍によって軍事的な拠点として利用されている。
遺跡全体を囲む全長3キロの土塁が今でも残り、防御に適していたためと思われる。図4は、テル・
マルディーフを写したグーグル・アース（Google Earth）の画像であるが、遺跡の上に矩形の軍
事キャンプが複数設営され、格納庫をつくるために土塁の一部が削平されているのがわかる。

図4　テル・マルディーフ（エブラ）の現状（Google Earthより引用）

2．遺跡の盗掘と文化財の不法輸出入
遺跡の盗掘と文化財の不法輸出入の問題も、深刻な問題である。ドゥラ・ユーロポス（Dura 

Europos）遺跡は、セレウコス朝シリアを創始したセレウコス1世（Seleucus I）によってユーフ
ラテス河右岸に建設された都市遺跡であり、ローマ時代には、ローマ東部国境の軍事拠点とし
て繁栄したことで知られる。図5は、ドゥラ・ユーロポス遺跡を上空から撮影したグーグル・アー
スの画像だが、遺跡全体を覆うように無数の穴が開いている。これは盗掘坑であり、重機など
を用いて繰り返し盗掘が行われた結果である。これらの盗掘行為は、紛争勃発以降に行われた
ものであり、紛争により遺跡から警備員や警察が姿を消したのがその遠因である。
このような盗掘は、ドゥラ・ユーロポス遺跡だけではなく、シリア全土で問題になっている。
内戦勃発以降、シリア全土の遺跡の約2割にあたる約3000もの遺跡で、盗掘が横行していると
報告されている（山藤2017）。
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残念なことに、こうした盗掘には、地域の住民も関与している。筆者は、かつてシリアで発掘
調査に参加していたが、普通の農夫が農具を片手に、青銅器時代の墓地を盗掘する現場を何度か
目撃している。
遺跡で盗掘された遺物は仲買人によって国外に持ち出されることもあれば、コインなどの小さ
く目立たない遺物に関しては、難民がポケットや手荷物、財布などに忍ばせ、国外に持ち出すこ
ともあると報道されている。
しかし、より深刻なのは、武装しブルドーザーなどを用いて組織的に盗掘を行っている専門集
団が存在することである。内戦のドサクサに紛れ、トルコなどの国外からシリアに侵入し盗掘を
行っている武装盗掘専門集団もいると報道されている。
また遺跡だけではなく、博物館や美術館も略奪の対象となっている。シリア中部の街ハマの国
立博物館は、内戦がはじまった直後の2011年7月に、武装集団の襲撃を受け、国宝級とも称され
た青銅製バール（Baal）神像が盗難されている。この神像は、インターポールが作成した「もっ
とも重要な盗難美術品リスト」にも掲載されているが、現在でも行方はわかっていない。
シリア北西部の街イドリブにあるイドリブ国立博物館には、テル・マルディーフから出土した

1万5千点を超える粘土板文書が収蔵されていた。2015年にイドリブの街が反政府軍によって占
拠される直前、博物館のスタッフは粘土板文書を含む収蔵品を博物館地下の頑丈な倉庫に移し、
倉庫を封印したという。その後、反政府軍によって占拠されたイドリブの街に対し、政府軍は空
爆を行っている。爆弾は博物館にも落下し、地下倉庫の天井にぽっかりと穴が開いたという。そ
の後、地下倉庫の収蔵品は反政府軍によって略奪されたという噂が住民の間に流れた。現在、テ
ル・マルディーフ出土の貴重な粘土板文書は、行方不明となっている。
遺跡や博物館から盗み出された文化財は、シリアの隣国を経由して欧米諸国や湾岸諸国へと
流出している。実際に、ロンドンの骨董市場や世界最大のオークション・サイトであるeBayで、
シリアから流出した文化財が販売されていたことが確認されている。

3．難民化に伴う無形文化の消失
シリアでは、2割以上の国民が、国外へと逃れている。そして、難民化に伴う無形文化の消失

も深刻な問題となっている。かつてダマスカスは螺鈿細工で有名であったが、職人の多くが国外

図5　ドゥラ・ユーロポス遺跡の現状（Google Earthより引用）
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へと流出し、旧市街にある工房のほとんどが閉鎖に追い込まれている（山藤2017）。
また、アレッポは、オリーブ石鹸で有名であったが、紛争が長引く中、工場などの設備は破壊
され、石鹸作りの職人も難民となり流出した。ダマスカスの螺鈿細工同様に、アレッポのオリー
ブ石鹸作りも消滅が危惧されていた。しかし、現在、石鹸作りの職人たちは、シリアのラタキア
やトルコに移り住む、苦労の末、新たに工場を設立し石鹸作りを再開している。これらの活動を
支援するため、日本でも、株式会社「アレッポの石鹸」などが、新たな工場で作られた石鹸の輸
入を始めている。
また、伝統工芸だけではなく、貴重な少数言語も失われようとしている。ダマスカス近郊マア
ルーラ（Maaloula）は、ユネスコ世界文化遺産の暫定リストにも記載されているギリシア正教徒
とギリシア・カトリック教徒が暮らす伝統的村落である。このマアルーラでは、イエス・キリス
トが話したとされる古代のアラム語が現在でも使用されている。しかし、内戦によって、教会が
被災し、住民が離散するなか、この言語は失われようとしている。

4．ISによる新たな脅威
そしてここ数年、ISによる意図的な文化遺産の破壊が大きく報じられている。2014年の5月に、
インターネット上に一枚の写真が拡散した。その写真には、ISの兵士がラッカ周辺で盗掘された
アッシリア時代の彫像を広場に引きずり出し、観衆の前でその彫像を破壊する光景が映し出され
ていた。
その後、彼らの行動はエスカレートしていく。次に、ISは、彼らがイスラム的でないと判断し
たシーア派の聖者廟やキリスト教の教会や修道院を次々に破壊してまわった。2014年7月には、
ISは、ユダヤ教徒、キリスト教徒、イスラム教徒にとって共通の聖地であるイラク北部モスル近
郊にある預言者ヨナ（Jonah）の聖廟を爆破した。預言者ムハンマド以外に対する聖者信仰が、
イスラム的でないというのが理由であった。

2015年以降の ISの行動には、目を見張るものがある。2015年2月に、ISはイラクのモスル博
物館に侵入し、博物館に収蔵されていたアッシリア時代の彫像などをハンマーで破壊した。ISは、
その様子を録画し、You Tubeなどを通じて世界中に配信した。また、モスルで破壊されたのは、
博物館のコレクションだけではない。ISは、焚書も行っている。ISの兵士は、モスルの大学や図
書館にも侵入し、自分たちの思想に合わない書物に灯油をかけ燃やしている。

2015年3月には、ISは、モスル南東のアッシリアの王都ニムルド（Nimrud）遺跡に侵入し、
遺跡に残されていた彫像をハンマーで打ち砕き、古代の神殿跡にダイナマイトを仕掛け爆破して
いる。同様の破壊行為は、パルティア時代の都市遺跡ハトラ（Hatra）でも行われた
そして2015年の5月に、ISは世界文化遺産であるシリアのパルミラ遺跡を制圧する（図6）。

パルミラ遺跡は、シリア沙漠に立地する前1世紀から後3世紀にかけて繁栄した隊商都市の遺跡
である。ISは、このパルミラ遺跡の主だったモニュメントを一つずつ破壊した。まず、2015年
の8月にパルミラ遺跡の主神殿であるバール・シャミン（Baal Shamin）神殿とベル（Bel）神殿
を爆破した。続く9月には古代パルミラ人の遺体を納めた塔墓を、10月にはパルミラ遺跡の象徴
であった記念門を破壊した。

ISは、2016年3月にパルミラから撤退している。しかし、2016年12月に ISは再び南下し、パ
ルミラ遺跡を再占領している。そして、ISは、遺跡の破壊を継続した。2017年1月には、ISが遺
跡に残されていたローマ劇場と四面門を破壊したというニュースが、世界中を駆け巡った。
しかし、この ISによる破壊行為は、イスラームの教義に従ったものなのであろうか？例えば、

パルミラ最大の神殿であるベル神殿は、150年前まではモスクとして利用されていた。メソポタ
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ミアの神ベルを祀っていた神殿は、ビザンツ時代にキリスト教会へと転用され、12世紀以降は、
モスクとして利用され続けた。つまり、彼らは、モスクを爆破したことになる（ロバート・ズコ
ウスキー 2017）。
また、破壊された記念門は、信仰の場所ではなくただの門にすぎない（図7）。記念門には人物
の姿なども彫りこまれておらず、この記念門を破壊する宗教的な理由は存在しない（ロバート・
ズコウスキー 2017）。
また、塔墓の破壊に関しては、ISは、墓の中にあった彫像をブラック・マーケットに流すため
に略奪し、その証拠を消すために塔墓そのものを爆破した可能性があると海外の専門家が指摘し
ている（ロバート・ズコウスキー 2017）。

2015年11月に、NPO法人南アジア文化遺産センターの主催で、東京の代々木で「文化遺産を
めぐる対話」というワークショップが開催された。その場で、パキスタンから来日していたイス
ラム宗教指導者に、「ISによる文化遺
産の破壊をどう思うか？」という質
問がなされた。それに対する彼の答
えは、「彼らはイスラムを理解してい
ない。」、「本当のイスラムは他宗教、
他文化に寛容であり、他文化の遺産
をも保護するのがイスラムだ。」とい
うものであった。
また、同様に、イスラム教スンニ
派の最高学府であるアル・アズハル
大学の総長も、ISに対し、遺跡の破
壊を止めるよう繰り返し声明を出し
ている。ISは、組織を宣伝するため、

図6　紛争前のパルミラ遺跡

図7　紛争前のパルミラ遺跡
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示威行為のために遺跡を破壊しているに過ぎない。
また、ISは文化遺産の意図的な破壊をしているだけではない。2014年6月にイギリスの主要メ
ディアが、遺跡の盗掘や文化遺産の不法輸出が、石油と並んで ISの重要な資金源になっていると
報道し、注目を集めた。ISは、盗掘や文化遺産の不法輸出を管轄する古物省と呼ばれる省庁を設
立し、地域住民や盗掘専門集団にライセンスを発行し、重機を貸し与え、遺跡の盗掘を推奨し、
利益の一部を税金として還元させていると報告されている。

IV．シリア紛争下の文化遺産を護る意義、内戦終結後に文化遺産を復興する
意義

次に、シリア紛争下で文化遺産を護る意義、またシリア紛争終結後に文化遺産を復興する意義
に関して、私見を述べたい。
筆者は、現在、文化遺産保護の活動にも携わっているが、シンポジウムなどの会場において、「文
化遺産よりも人命が大切ではないか？」、「文化遺産の復興よりも、ガスや水道、病院や教育の復
興が優先ではないか？」とよく質問される。しかし、筆者は、文化遺産の復興もシリアの復興に
欠かせない要素だと考えている。

1．地域と人々をつなぐ文化遺産
上述したように、ISは、古代の遺跡だけではなく、シーア派の聖者廟、キリスト教の教会や修

道院など、現役の宗教施設も破壊している。例えば、ホムス近郊にあった聖エリアン修道院は、
3世紀の殉教者聖エリアン（Saint Elian）の埋葬地として知られ、シリアのキリスト教徒が多く
参拝に訪れる場所であった。しかし、2015年の8月、ISは修道院の地下に眠る聖エリアンの遺体
を掘り起こし、修道院をブルドーザーで破壊するという暴挙に出た。
こうした地域社会に根差した「生きた文化遺産」の破壊は、将来的に何をもたらすのであろう
か？ここでは、ボスニア内戦の事例を紹介したい。

1990年代のヨーロッパで起きたボスニア内戦は、ボスニア人（ムスリム）とセルビア人（セ
ルビア正教徒）、クロアチア人（カトリック）が三つ巴で民族浄化を行った人類史上最も凄惨な
内戦である。この内戦では、民族浄化に加え、敵対する民族のコミュニティを破壊することを目
的に、敵対する勢力のモスクや教会といった宗教施設また先祖が眠る墓地までもが徹底して破壊
された。モスクだけでも、ボスニア全土で1200棟を超える規模で破壊されたと報道されている。
また、モスクに関しては、破壊したモスクの跡地にイスラムで不浄とされる豚を飼い、その土地
を意図的に穢し、その場所に宗教施設が二度と再建できないようにしたと報道されている（原本
2015）。
シリア紛争と同様、ボスニア内戦でも、200万人以上の難民が国内外に避難した。しかし、彼

らの多くは、内戦が終了したのちも故郷に戻ることはなかった。モスクや教会、先祖の眠る墓地
は、先祖から受け継がれた歴史、遺産であり、地域社会の核として、土地と人々とを結びつける
存在であった。こうした遺産が破壊され失われると同時に、人々と土地との繋がりが途切れ、人々
は故郷への愛着を失ってしまったのだ（原本2015）。
シリア紛争では、現在、500万人以上の国民が国外へ逃れている。難民問題は、日本でも頻繁
に報道されている。しかし、近隣のヨルダンやレバノンまたヨーロッパへと逃れたシリア難民は、
紛争が終結したのち、故郷へ帰還するのであろうか？シリアに関しても、ボスニアと同様に、多
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くの難民が故郷に帰還しない可能性がある。
筆者は、難民が帰還し、地域社会が復興する鍵の1つが、文化遺産であると考えている。例え
ば、日本でも、2011年に起きた東日本大震災以降、被災地からの人口流出が社会的な問題になっ
ている。しかし、神社で行われる祭事の日には、一時的ではあるものの、避難した人間が、故郷
に帰還する事例が数多く報告されている。日本でも、文化遺産は、故郷と人々をつなぐ核として、
注目されている。
今後、シリア難民が帰還し、シリア社会が復興していくためにも、破壊された現役の宗教施設
を復興し、そこを舞台にした伝統的祭事を復活させることは欠かせないと筆者は考えている。

2．復興のシンボルとしての文化遺産
また、筆者は文化遺産の復興は、地域復興のシンボルになりえると考えている。日本では、

2016年4月に起きた熊本地震によって、日本3大名城の1つ熊本城に深刻な被害が生じた。
しかし、震災直後から、熊本城の倒壊防止工事が始まり、現在、熊本市は、総額600億円超の
莫大な予算を投じ2037年までの熊本城の完全復興を目指している。
しかし、熊本城の復興工事に対し、熊本市民から「税金の無駄使い」という批判の声があがる
ことは稀である。それどころか、熊本市が熊本城の復興のために寄付金を呼び掛けると、たった
半月で1万人以上から2億円近くもの寄付金が集まっている。
これは、熊本市民が、熊本城を熊本復興のシンボルとして捉え、熊本城の復興なしに熊本の真
の復興はありえないと考えているからに他ならない。シリアでも、このように文化遺産の復興は、
地域復興のシンボルとなりえる。

3．観光開発・雇用創出のための文化遺産の復興
内戦終結後、観光業を発展させ、雇用を創出していくためにも文化遺産の復興は不可欠である。
ここでは、世界文化遺産パルミラ遺跡近郊の街タドモルを例に挙げたい。
タドモルは、パルミラ近郊にある現代の街である。1950年代には、この街は、たった数千人

の人口しか有していなかったが、わずか60年の間に、人口は10倍以上に膨れ上がり、シリア紛
争が勃発する直前の2010年には、7万人もの人口を有する街へと成長を遂げていた（ロバート・
ズコウスキー 2017）。
この街の急激な発展を支えたのが、パルミラ遺跡を中心とした観光業であった。街の住民の多
くが、ホテルや土産物屋、レストラン、観光ガイドなど、観光に携わる仕事に従事していた。現
在、このタドモルは、ほぼ廃墟と化しているが、タドモルの街の復興には、パルミラ遺跡の復興
そして観光業の復活が不可欠である。
このことは、シリア全体にもあてはまる。紛争勃発以前、シリアでは観光業がGDPの12%を占め、
労働人口の11%が観光業に従事していた。観光立国であったシリアが復興を遂げる為に、文化遺
産の復興が欠かせないことは明らかである。

V．シリアの文化遺産を護るための様々な活動

最後に、シリアの文化遺産を護るため国内外で行われている様々な活動を紹介したい。
シリアには、日本の文化庁に相当する古物博物館総局という組織が存在する。この古物博物館
総局のスタッフは、危険なシリア国内に留まり、文化遺産を護る活動を精力的に継続している。
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例えば、古物館博物館総局は、紛争が激化する以前に、博物館が略奪の対象になりえることを予
測し、シリア各地の35の博物館から30万点近いコレクションを国内の安全な場所へと避難させ
ている。
また、パルミラでは、遺跡だけではなく、パルミラ博物館の収蔵品も被災したことが知られて
いる。ISの兵士が、モスル博物館と同様に、パルミラ博物館に収蔵されていた古代パルミラ人の
彫像をハンマーで破壊したのだ。
シリア政府軍は、2016年3月に ISからパルミラを奪還している。その直後、シリア古物博物館
総局のスタッフは、ポーランド人の保存修復家とともに、危険をかえりみず、パルミラ入りして
いる。彼らが、パルミラ博物館に到着した際、博物館の前の道路には無数の地雷が埋まり、博物
館の床には巨大な不発弾が突き刺さっていたという。しかし、彼らは、破壊された彫像を将来的
に修復することを目指し、博物館の床に散乱していた彫像の破片をすべて拾い集め、ダマスカス
まで緊急移送している。その後、ISは、再び南下し、2016年12月にパルミラを再占拠している。
もし、古物博物館総局の活動がなければ、被害はより深刻なものになっていたと思われる（西藤・
安倍・間舎2017）。
また、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）も、シリアの文化遺産を護るために、さまざま
な活動を行っている。例えば、史跡の軍事的利用が問題になると、ユネスコ事務局長であるイリー
ナ・ボコバ（Irina Bokova）氏は、繰り返し声明を出し、シリア政府軍、反政府軍を強く非難し、
史跡から軍隊を即時撤退するよう要求している。また、大規模な軍事作戦が始まる前には、必ず
作戦に従事する関連諸国に書簡を送り、戦闘区域にある貴重な文化遺産の位置を通達し、戦闘に
巻き込まないよう求めている（ナーダ・アル＝ハッサン2017）。
遺跡の盗掘と文化財の不法輸出入に関しても、ユネスコは、インターポールや世界税関機関な
どと連携して対応を進めている。また、シリアからの文化財の不法輸出入を国境で食い止めるた
め、シリアや隣国の警察や税関職員を対象に、文化財の不法輸出入対策に関して研修を行ってい
る。さらには、オークション会社にも協力をもとめ、不法な文化財を取引しないよう求めている
（ナーダ・アル＝ハッサン2017）。
また、ISによる組織的な盗掘、文化財の不法輸出に対しても、ユネスコは対策を講じている。
ユネスコの呼びかけに応じた国連安全保障理事会は、2015年2月に国連安全保障理事会決議2199

号を採択している。この決議では、組織的な盗掘と文化財の不法輸出が ISなどのテロリストの資
金源になっていることを認め、シリアとイラクから不法に持ち出された文化財を取り引きしない
よう国連加盟国に求めている（ナーダ・アル＝ハッサン2017）。
さらに、ユネスコは、2014年3月からシリアの文化遺産を護るために新しいプロジェクト「シ
リア文化遺産緊急保護プロジェクト」を開始している。このプロジェクトの資金に関しては、
EU（ヨーロッパ連合）が中心となり、250万ユーロの資金を拠出している。
このプロジェクトでは、まず、シリア紛争下における文化遺産の被災状況に関して情報収集を
行っている。また、将来的な修復作業に役立てるため、被災した文化遺産に関する既存のドキュ
メンテーション（写真や図面、発掘報告書、学術論文など）を収集している。
また、ユネスコは、このプロジェクトの一環として、シリアの文化遺産の重要性を訴える啓蒙
キャンペーンも行っている。ビデオ映像やドキュメンタリーを制作し、子供や学校関係者を対象
に教育活動を実施している。
また、シリア人専門家を対象に、文化財の不法輸出入対策や紛争下においてどのように博物館
を護るかなど、さまざまな研修を実施している。（ナーダ・アル＝ハッサン2017）。
日本国内でも、さまざまな活動が行われている。たとえば筆者が所属する東京文化財研究所文
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化遺産国際協力センターは、シリア紛争下の被災文化遺産をテーマに、2013年以来、定期的に
シンポジウムを開催している（山内・安倍・間舎2014；西藤・安倍・間舎2017）。また、研究員
をユネスコなどが主催する国際会議に派遣し、シリア紛争下における文化遺産の被災状況に関し
て、継続して情報を収集している。
また、日本国内で最も精力的に活動を行っている団体として、「日本西アジア考古学会」をあ
げることができる。日本西アジア考古学会は、250名ほどの学会員を持つ学会である。日本西ア
ジア考古学会は、シリアの文化遺産を救済するために寄付金を集め、博物館から収蔵品を緊急避
難する際に必要となる梱包材などをシリア古物博物館総局に寄贈している。また、2015年12月
には、レバノンのベイルートにて「シリア考古学文化遺産国際会議」を主催し、シリアや海外の
専門家とともに、今後、どのようにシリアの文化遺産を護っていくか協議を行っている。
さらに、この国際会議が下地となり、今年から、日本政府がUNDP（国際連合開発計画）に資
金を拠出し、シリアの文化遺産保護に協力していくことが決定した。UNDPのもと、文化遺産保
護に必要な機材をシリア古物博物館総局に供与するだけではなく、今後、奈良県立橿原考古学研
究所を中心に、さまざまな大学や学術機関が連帯し、保存修復分野において、シリア人専門家を
対象に研修を実施していくことが決定している。2017年の7月には、このプロジェクトのキック
オフ・ミーティングとして、国際会議「シリア世界遺産の次世代への継承を目指して－パルミ
ラ　奈良からのメッセージ」が開催された（西藤2017）。

おわりに

なお、本論考は、2017年2月28日に成蹊大学で開催された成蹊大学アジア太平洋研究センター
『イスラームと文化財』書評会で発表した内容を書き起こし、大幅に修正・加筆したものである（野
口・安倍2015）。
この場を借り、書評会を企画くださった成蹊大学の佐々木紳准教授を始めとする成蹊大学アジ
ア太平洋研究センターのスタッフの方々に御礼申し上げたい。
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