
『丁場紀行』　No．5　

今回で『丁場紀行』5回目の発信です。3回目と4回目は『インド丁場紀行　前編・後編』を案内しましたが、楽しく読んで

頂けましたでしょうか？　ご案内したお客様から『面白い。』『石の教科書だ。』『次回を楽しみにしている』などの

お言葉を頂き、ますますハードルが上がってしまいました。正直に申しますと、『手抜きが出来ない状況』に陥っております。

そんな中で、今回は訪問回数が19回で一番訪問回数が多い、『トルコ丁場紀行　前編』をご案内致します。

トルコ全土の丁場を訪問し、色々な料理を食べ、沢山のトルコ人と接し、色々な経験をし、またお客さんのお付き合いで

多少の観光もしたので話題満載です。トルコ丁場紀行は長編になるので、前編（2010年まで）と後編（2011年以降）に

分けて案内します。

まず、トルコを理解して頂くための基礎知識です。【詳しくはネットでWikipediaをご覧ください。】

・正式国名　：　トルコ共和国　（Republic　of　Turkey）　世界的にはターキーと呼びます。

・面積　：　約781万ｋｍ２　〔日本の約2倍〕

・人口　：　約8,360万人　　〔2020年〕

・首都　：　アンカラ　〔イスタンブールと思っている方が多いでしょうが、中央部に位置するアンカラなのです。〕

・民族　：　トルコ人　〔南東部を中心にクルド人、その他アルメニア人、ギリシャ人、ユダヤ人等〕

・言語　：　トルコ語（公用語）

・宗教　：　イスラム教（スンニ派、アレヴィー派）が大部分を占める。その他ギリシャ正教徒、アルメニア正教徒他

・通貨　：　トルコ・リラ　

・レート　：　1トルコリラ＝約13円　

　　　　　　　＊2005年1月にデノミ決行、1,000,000トルコリラが1トルコリラになった。（0が6個なくなった。）

　　　　　　　　デノミ前は1,000円買い物するのに約16,000,000トルコリラだっだので、何回も0を数えた記憶がある。

　　　　　　　　デノミ後の5月に訪問した際は、旧紙幣と新紙幣は混ざっていたので何がなんやら分からない状況でした。

・歴史　：　　　

　EU加盟交渉開始

　憲法改正国民投票　（実権型大統領制への移行に賛成多数）

　実権型大統領制開始　（エルドアン大統領）

・日本・トルコの二国間関係　：

　　　①日本・トルコ関係は、1890年のエルトゥールル号事件以降（1887年に小松宮彰仁親王

　　　　同妃両陛下が欧州訪問の帰路にオスマン帝国を公式訪問したことに対する答礼として、

　　　　アブデュル・ハミト2世は特使としてオスマン提督を日本に派遣した際、エルトゥールル号

　　　　が帰路、紀州・串本沖で沈没。乗組員581名は死亡したが、日本側官民あげての手厚い

　　　　救護により69名は救助され、日本の巡洋艦によりトルコに送還された事件）以降、歴史的友好関係にある。

　　　　＊この事件は、トルコの小学校の教科書で紹介されているので、トルコ人誰もが知っている。

　　　②1985年3月　イラク・イラン戦争の中、テヘランで孤立した邦人を救出するためにトルコ政府が自国民救援機を

　　　　2機増やし、215人の日本人はこれに分乗し、全員がトルコのアタチュルク空港経由で日本に無事帰国出来た。

　　　　＊日本では、この逸話は2002年FIFAワールドカップでサッカー　トルコ代表チームの活躍の機に、テレビや

　　　　　雑誌で取り上げられて、多くの国民が知ることになった。

　　　　★この①と②の話は、2015年12月公開の日本・トルコ合作で映画化『海難1890』を是非ご覧になって下さい。

　　　　　私は、実際にトルコ人の親切に触れていたので、恥ずかしながら感動の涙を流してしまいました。
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前置きはこれ位にして本題に入ります。

当社がトルコ産大理石の購入を始めたのが60年程前で石種はストリアートオリンピコです。何となくギリシャ風の名称

ですが、イタリア業者から紹介されたのが始まりです。後で紹介しますが現在も取扱っています。

その後はオニチアート アヴォリオ（アフィオンの方が知名度があります）、次にサロメです。

ストリアートオリンピコ、オニチアートアヴォリオ、サロメの3種は古くからのトルコ産銘石として世界的に知名度があります。

　◆参考見本画像

　　ストリアートオリンピコ 　オニチアートアヴォリオ 　　サロメ

私の初めてのトルコ訪問は、1989年秋頃（約32年前）にロッソレーヴァント トゥルコの丁場視察、原石検品です。当時の

イスタンブール空港は国際線も国内線も古く、国際線から国内線にガタガタの道を歩いて移動した記憶があります。

現在の空港はアジア、中東、アフリカ便を中心としたハブ空港になっており、四六時中　色々な人種でごった返しています。

近年は数回の空港テロがあったので、セキュリティーは非常に厳しく、空港内に入る時に荷物チェック、パソコンは偽パソコンで

爆弾テロがあったので電源入れて本物のパソコンか確認までし、イミグレーション通過後にも同様の手荷物チェックがあり、

その後に警察（軍隊風）の兄ちゃんにボディーチェック時にチケットと手荷物タグにチェック済のハンコがなければ通して

くれません。色々な空港を利用しましたが一番厳しいように思います。

1989年頃のイスタンブール空港 　　現在のイスタンブール空港（ハブ空港になっている）

訪問したエラジク市の村では、初めて来た日本人ということで、何故だか村長主催の夕食会を開催してくれて歓迎してくれました。

丁場の記憶は鮮明には覚えていないのですが、案内してくれたトルコ業者の人が、折角トルコに来たのだからと言って本場のハマム

（トルコ風呂）に案内してくれました。一般市民が使用する中級ハマムで、浴室全体が蒸し風呂のような感じでした。

石の上に寝転んでボ～～～っとしていたら、ターバンを巻いた大男（痩せたハクション大魔王のようなオジサン）がやって来て、

浴室で垢すりをしてから、別室に連れて行かれマッサージを受けました。マッサージというよりはプロレス技（サバ折固め）と

関節技を掛けられて呻いていた記憶を今でも覚えています。・・・・・　初トルコはそんなことだけが記憶に残っています。

　　中級ハマム（石はストリアートオリンピコ） 現在の高級ハマム（モザイク以外はストリアートオリンピコ無地）

その後、10年程訪問する機会がなかったのですが、トルコ自体がEU加盟候補国に決定し経済成長を歩み出すのとほぼ同時期の

2000年少し前からイタリア業者によるトルコ材開拓が始まりました。その背景にはイタリア産ベージュ系大理石（ボテチーノ他）

の品薄と高騰でスペイン材を開拓し、スペイン材が枯渇し、トルコ材の開拓に進んだイタリア人の意志と根強いベージュ嗜好が

が根本で、トルコ産ベージュ系大理石を世界に紹介し始めました。当時のイタリア業者の多くは、トルコ産という産地は表に出さ

ないで紹介していたのですが、スラブや製品を購入する場合は、イタリアの工場から出荷されるため産地に行く必要がないのですが

原石を購入する場合は丁場で検品するので産地を知らなければなりません。産地がトルコ産と分かれば、何もイタリア業者から

購入する必要がなく、懇意にしているトルコ業者の案内で丁場に行く事になり、それで2001年からの丁場訪問が始まりました。

上記のようにトルコ産大理石が見直され、新石種が紹介され始めたので2001年から訪問再開し、今まで合計19回も訪問しています。

訪問した石種は50丁場以上ですが、全てを紹介するのは書く方も読む方も大変なので、19石種に絞ってご紹介します。

今回（トルコ丁場紀行　前編）は、9石種をご紹介します。　〔後編に10石種を紹介します。）



ご紹介する19石種の産地を地区別に分けて、トルコ地図に記載したのが下記地図です。

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 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

★①～⑨の9石種（紫太文字石種）は、今回（トルコ丁場紀行　前編）で紹介します。

★⑩～⑲の10石種は、次回（トルコ丁場紀行　後編）で紹介します。

◆MARMARA島

①ストリアートオリンピコ ：　マルマラ海に浮かぶマルマラ島（このマルマラがマーブルの語源）で約1700年前から

　　採掘されている世界的な銘石。ビサンチン文化の代表石種は、このストリアートオリンピコ。

　　参考にギリシャ文化はペンテリコン、ローマ文化はトラヴェルチーノロマーノ、ルネッサンス

　　文化はビアンコカラーラです。当初はイタリア人がストリアートオリンピコ（ギリシャ産）

　　として世界に広めました。よって当社の登録名はストリアートオリンピコです。

　　反対にトルコではストリアートオリンピコでは通じず、一般名はマルマラホワイトです。

　　島の面積は約118ｋｍ２、採掘場所は島の南側のSARAYLAR村一帯で採掘。

　　マルマラ島内では30丁場が採掘しているが、均一なストレート柄（写真の柄）を安定して

　　産出しているのは3丁場程度で、他は線柄の少ないタイプ、太い線柄のタイプ、全体的に

　　グレー地のタイプなど色んなタイプがあります。写真のように側面に赤土を噛んでいる

　　節理キズは一定方向に入り、その節理を利用しワイヤーソーと併用して採掘し、その後に

　　整形しています。トルコ各地のみならずウクライナの古い建物、遺跡に多く使われています。

　　HP公開画像 　訪問丁場全景 　丁場の前で記念に メインピット



　　検品中（原石上が私） 左　私　、　右　矢橋晋太郎 一番右が私 訪問丁場から海を写す

　マルマラ島訪問で一番に思い出すのは、島に渡る前に置場での検品中に靴が泥に埋まり込み、黄色の長靴で3日間過ごした事です。

　その時の丁場視察と検品が上の写真ですが、それ以外にも現地人丸出しの写真がありました。（2016年1月　矢橋支店長同行）

　マルマラ島へのフェリー乗り場 　　左レストランオーナー 上の左　三木、右はオズガンさん トルコ国旗の横で兵士同士の

　　中は私、右は矢橋 下の左　矢橋、右はジェンキンス 真剣な打合せ

◆ELAZIG地区

②ロッソレーヴァント　トゥルコ ：　イタリアのロッソレーヴァントに類似している石種です。特徴はエンジ色の大きい玉柄の

　　集合体いう感じです。大きい壁や大きい床に使用するというよりは、アクセントのように

　　少量で印象をグレードアップするのに最適です。現在も丁場稼働しています。

　　HP公開画像 業者から入手した丁場画像 左に同じ 原石

DIYARBAKIR地区

③タイガーベージュ ：　当初イタリア業者から中東産のアンティークベージュAとして紹介されたと同時にトルコ業者

　　からもトルコ産として紹介され実際に丁場に訪問したら、同じ丁場写真、同じ色柄だったので、

　　丁場からイタリア業者に電話したら『丁場を確認されたのであれば白状します。同じ石種です。』

　　となった経緯がある石種です。直ぐに白状するとは、なんと可愛げのあるイタリア人でしょうか。

　　丁場は、イスタンブールから東に約1,000ｋｍのトルコ東部の都市ディヤルバキルから北に

　　約100ｋｍのハニ（HANI）近郊。この辺りは世界4大文明のメソポタミヤ文明を生み出した

　　２大河川の一つ、ティグリス（TIGRIS）川の源流にも近いことから、石種名はチグリス川に

　　因んで名付けらました。TIGRISはアラビア語源でも『虎』の意味で、これを英語名に転じて、

　　その色合いを表す言葉とともに。タイガーベージュ（TIGER　BEIGE）となったそうです。

　　この丁場には、トルコ材では一番多く訪問しているので紹介する話が沢山あります。

　　・2001年に訪問した時には、ディヤルバキル空港もド田舎の空港で、そこの人達も田舎人です。

　　　昔ながらの民族衣装の腰に小刀をぶら下げているオジサン達も居ました。そこからボロ車に

　　　乗って、田舎道を2時間半～3時間掛けて丁場に向かうのですが、到着するまでに軍による

　　　検問が2回あります。検問する軍人は親日の若い兄ちゃんで、パスポートを提示すると笑顔で

　　『ようこそトルコへ』とパスしますが、山の上では機関銃を持った軍人が我々を狙っています。

　　　そもそもハニ地区は昔から大理石が産出すると分かったいてもクルド人居住地区だったので

　　　手つかず地区でしたが、クルド人問題が解決するようになったので、採掘し始めたのです。



　　・その後、少し経って、クルド人問題が再燃し始めた時には、軍の検問が厳しくなり、事前の

　　　連絡が必要になり、検問所の横の小山からはバズーカ砲で狙われていました。また丁場には

　　　丁場主が雇った警備員が機関銃をぶら下げて警備していましたが、羊使いのようなオジサン

　　　なので、このオジサンが目がくらんで豹変したら『万事休す。』を覚悟して検品していました。

　　　時に上空ではトルコ軍の戦闘機演習で真上を低空飛行で飛び回っているような状況でした。

　　・2004年頃と記憶していますが、原石検品に行くためにイスタンブール到着時に『丁場で死亡

　　　事故発生したので、警察の現場検証があるので丁場に案内出来ない。』と連絡があったが、

　　　他石種の検品があったのでディアルバキルに向かった所、『どうにか現場検証が終了したので

　　　案内出来る。』と連絡あり丁場に向かいました。事故は作業員が原石の下敷きになっての死亡

　　　であった。その時に何処で？って聞いていなかったが、原石検品している時に『その原石の

　　　下敷きでペッチャンコになりました。』って聞かされました。ヘビースモーカーだったそう

　　　なので線香代わりにタバコを添えて合掌しました。もちろん、その原石は良材でしたが購入は

　　　見合わせましたが・・・・・。　残念ながら、現在は閉山しています。

　　HP公開画像 丁場（タイガーベージュ部分）全景 　良材のメインピット メインピット

④オーシャンベージュ ：　当初のイタリア業者名はアンティークベージュBで、当時はタイガーベージュと同じ丁場

　　から産出されていました。初期の丁場ではタイガーベージュBでしたが、間違いの元なので

　　別名にすべきとなり、調達先に考えてもらい、オーシャンベージュになりました。

　　　＊丁場に向かって、右側のピットからタイガーベージュ、左側からオーシャンベージュ、

　　　　中間部からはタイガーとオーシャンの中間風が産出だが中途半端なのでNGとしました。

　　一時は高評価でしたが、残念ながら現在は閉山しました。

　　HP公開画像 オーシャンベージュのピット 　　赤枠線部分のアップ

　◆少し疲れたので気分転換に癒しの画像を紹介します。

・ある時に丁場に向かう道で運転手が急ブレーキ。皆で降りて大騒ぎです。何かと思えば、20ｃｍ位の陸亀が交尾中。

　珍しいので皆で見学、周りを人間に囲まれてもオスは口を開けてアヘアヘと夢中で気付かずでしたが、数分後に　

　廻りの視線を感じたのかキョロキョロし大慌てで離れ草むらに逃げていきました。お邪魔してゴメンナサイ。

・トルコのカラスは小型でツートンカラー（黒＋グレー、黒＋ライトグレー、黒＋白っぽいグレー）で可愛いいカラス。

　日本名ではズキンガラスです。初めて見た時には『何じゃこれ？？』と思いましたが見慣れてしまいました。

・海外の田舎では家畜の移動で道が塞がれることがしばしばあります。その間は通過終了を待つしかないのです。

　アンタキヤギリシャリクガメ 　　グレー部分の色合いが個体によって異なります。 　　　道路を塞ぐヤギさん達と飼い主



・丁場主との合流待ちにイスパルタのバザールを見学しました。美味しい野菜やフルーツが農家直営で販売されています。

　店の前に立つたびに、ほぼ強引に試食させられました。何もかもが濃い味で、本来の味を体感出来ました。

　　イスパルタの街並み 　野菜屋さん 　果物屋さん 穀物屋さん

⑤サンドウェーブ ：　丁場は、タイガーベージュ＆オーシャンベージュ丁場から直線距離で約2～3ｋｍに位置する。

　　採掘開始時は、クリームベージュ、その後はイースタンクリーム、その後に丁場主がサンド

　　ウエーブと呼ぶようになった。タイガー、オーシャンより硬く艶乗りが良く、床に適していたが

　　残念ながら現在は閉山しています。

　　HP公開画像 最良時代のピット 　　　足元が悪いのでホイールローダーでピット付近へ これ私

⑥ピンクローザ ：　丁場はタイガーベージュ/オーシャンベージュ/サンドウエーブを産出するハニ地区から

　　約40ｋｍ離れた、小高い丘から産出される。

　　下の丁場ピット画像でも分かるように、柾目面でダーク～ミディアム～ライトの層があり、

　　ダーク～ミディアムをピンク手（当社はピンクローザで登録〕、ライトをベージュ手に

　　分けている。基本的には平目使用していました。残念ながら現在は閉山しています。

　　HP公開画像 ダーク～ミディアムの層 上ダーク、下ライト これ私 天場の色柄を確認中

◆MALATYA地区

⑦アナトリアベージュ ：　ディアルバキル市から北西に約200ｋｍのマラティア市近郊（車で山道を1～1.5時間）の

　　山岳地帯（標高は高くない）から産出されていた。

　　2004年3月にベージュ系新石種の丁場を開発するので意見を聞かせて欲しいということで

　　案内されましたが、まるでスターウオーズの撮影に使ってもよさそうな雰囲気な場所で、

　　4輪駆動車で行ける所まで走って、道路整備が出来ていない所からは大型トラクターの荷台に

　　揺られて採掘予定地に到着です。その後は大型ハンマーを担いで、周辺の山肌をカチ割って

　　地色を確認し、どの部分から採掘スタートするのかを討論しました。

　　丁場主は中国の大手石材業者と取引していたので、幸い順調に採掘スタートし、中国やインド

　　に大量に輸出しましたが、2018年に閉山しました。　

　　長らくの石屋稼業ですが、開発予定から携わったのはこの丁場が最初で最後です。

　　当社自体はこの石種の購入量は少ないですが、非常に良い経験となりました。



　　HP公開画像 2004年3月時点 2004年3月時点 　　　　2004年6月時点

　2005年5月時点 2006年11月時点 2007年8月時点 　　　2007年8月　検品中　これ私

◆AZDAVAY地区

⑧グリーフォッシル ：　丁場はイスタンブールから約450ｋｍに位置する。毎回車で向かうが丁場近郊に1994年に

　グリーンフォッシルダーク 　　世界遺産（文化遺産）に登録された『サフランボル市街』を通過します。一度宿泊した。

　　丁場は6ｍ程の層でグリーンフォッシル（現地名ルスティーク）とグリーンフォッシルダーク

　（現地名ターコイズ、約1ｍの層だけ）が産出される。基本は柾目使用、平目はJP可能。

　　HP写真のように化石が全体的に入る。この化石は新生代古第三紀新世（約5,000年前）

　　ヌムリテスという有孔虫の一種（日本名は貨幣石）です。有孔虫といっても虫でなく

殻を持ったアメーバといったイメージです。

　HP公開画像　ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｯｼﾙ HP公開画像　ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｯｼﾙﾀﾞｰｸ H＝9ｍの層 　　　　地色の濃い層をダーク指定

　　　　ダーク層はH＝1ｍ程度

⑨グリジオマリナーチェ ：　丁場はイスタンブールから約500ｋｍに位置する。グリーンフォッシル丁場から東南に約50ｋｍ。

　　2006年に採掘開始、当初はイタリア産　グリジオビリエミの代替品で市場に出回りました。

　　グレーブラウンの落ち着いた色調で人気があります。

　　HP公開画像 新丁場の全景 新丁場　中央付近 良材の壁　H＝約12ｍ

　グリーンフォッシル丁場訪問で思い出すのは、丁場小屋でご馳走になったスイカとチーズです。腹ペコ＆脱水状態だったので

　ありがたいもてなしでした。スイカの甘味とチーズ塩味がこんなに合うとは驚きです。生ハムとメロンの関係と同じなのでしょう。

　それと過酷な経験もしました。訪問が断食月（ラマダン）で、丁場を夕方に出発にイスタンブールに戻る道が超渋滞。何が

　原因といえば、ラマダン時の日没後に食べるイタフル料理の材料になる牛、鳥、羊など家畜を運送するトラックの行列です。

　動かないわ、臭いわ、腹ペコやわ、眠たいやわ、いつ到着するのやら？　明日はディアルバキル地区（タイガーベージュ他）に

　行くために、イスタンブールのホテル出発は早朝5時なので、最悪　直接イスタンブール空港に行く覚悟までしていたら、

　ホテルに4時に到着し、バタンキューで40分だけ寝て、予定通り5時にホテルを出発し、イスタンブール→ディアルバキルに

　向かいました。もちろん機内では疲労困憊で爆睡です。ディアルバキル空港にタイガーベージュ丁場主が出迎えに来ていて、

　疲労困憊の私達を見て、『疲労回復に抜群な朝食に招待する。』と張り切ってしまい、案内されたのが店先に羊の頭がズラ～と

　並んだ羊専門店。即注文して出てきた料理は羊の頭を煮込んだスープとパン。臭みを誤魔化すためにレモンを絞り、スープを



　飲んでいるとゴロンとしたのがあったので何かと思ったら羊の目ん玉でした。オエ～～と思いながらやっとの思いでスープを

　飲み終えたら、次に出てきたのが羊の脳ミソ姿煮。見た目でノックアウトでしたが無理やり食べさせられました。

　総合的には美味しいトルコ料理の中での『オヨヨ料理』でした。

　その羊専門レストランのイメージは、こんな感じでした。

　　店先に並んだ羊ちゃんの頭 　　　　羊頭スープ 頭蓋骨を取り除いた状態 脳ミソの姿煮

　　骨だけの頭蓋骨も並んでいた 　　　　身をほじくる この中から目ん玉が出現 クリーミーでした

◆丁場メシの紹介　： トルコ料理は次回案内するとして、今回は丁場現場事務所兼作業員宿泊施設でご馳走になる『丁場メシ』

を紹介します。丁場がある場所にはレストランはありません。よって昼食は丁場現場事務所の賄い料理を

食べることになります。賄い料理は作業者と一緒に来ているオジサンかお兄ちゃんが料理しています。

　　　　　　　　　　 雨でない限り、屋外の空の下にテーブルを並べ、季節の野菜（トマトが多い）、卵、チキン、パン、

ガーリックライスが多かったですが大自然の中での食事は何よりも美味しかったです。

ある時は、誰かの誕生日ということで手羽先バーベキューに参加しました。

①のMANEMANは私の大好きな卵＋トマト＋唐辛子＋塩の卵料理です。毎回リクエストしていました。

　　①MANEMAN 料理長が手羽先を焼いている トルコでは何故だか私の好物は手羽先になっている。

　アナトリアベージュ丁場にて 　タイガーベージュ丁場にて 羊肉とジャガイモの焼き物 左　MANEMAN

右　ガーリックライス

今回も長くなりましたが『トルコ丁場紀行　前編』をこの辺で終了します。次回は『トルコ丁場紀行　後編』をお届けします。

後編は、残りの石種紹介、レストランでのトルコ料理、観光地紹介、おもしろ話等になるのでお楽しみにして下さい。

ありがとうございました。


