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バクー市はカスピ海西岸
にある丘の坂に、カスピ
嵐からよく保護されたア
ブシェロン半島入り江に

建てられた。町出現の歴
史が不明であるが、周期
的に科学者はこの丘に太
古から人が住んでいたと

いう意見を述べている。
有名なイギリス人のエジ
プト学者フリンダーズ・
ピートリーさえ紀元前3千

イチェリ・シェヘル（旧市街）はアゼルバイジャン共和国の首都バクー市の歴史
的なコアである。現在の基準面積と比べて小さい領土（21.5ヘクタール）にもか
かわらず、近東・中東の多くの都市と同様に内城と外城の城塞からなっていた旧
バクー市は完全な構造を持つ中世の町であった。城壁に囲まれているイチェリ・
シェヘル（内城）は数世紀にわたる発達の道を歩んだのである。

建築術

旧バクーの建築術 バクーはアル・ハザ
ール海の岸に石造りの街である。アブ
ドゥル·ラシド·アルバクビー、15世紀
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Baku, Caspian, from a sketch by artist W.Simpson, 
The illustrated London News,  21 November 1885
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年紀の終わりに古代エジ
プトの神話的な『死者の
書』に会う「バクハウ」
という名前とバクーの地
名の違いを比べて見た。
中世初期（5-7世紀）著
者らはカフカス・アルバ
ニア王国の領土に「アト
リ」それとも「アトリ・
バガワン」、すなわち火
のバガワンと呼ばれる住
民地点があったと言及し
ている。
アブシェロン半島は、そ
の土地と海から出る不減
衰の天然ガスで太古から
人々を誘い出したが、す
でに古代の時バクーはゾ

ロアスター教の中心地の
一つひとつであった。ゾ
ロアスター教を国教にし
たササン朝時代（3-7世
紀）バクーの精神的な影

響力がかなりずいぶん高
めた。そういうことは都
市建設で新しいステージ
の始まりの意味をした。
この時代に関係されるの
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は都市の壮大な建築の記
念碑である 「乙女の塔」
、ここに隣接する城壁と
塔の残骸、および乙女の
塔の周りに発掘の時発見
された建物の残骸など。
この対象のすべてをもと
にしてその時バクーがサ
サン朝の宗教中心だけで
はなく、彼らが帝国の北
部国境に作られた巨大な
要塞システムの重要な班

だと見做されたと結論を
出せる。
旧バクーには7-10世紀に
関する地上の記念碑が保
存されていない。しかし
考古学的な調査によって
この時代に関連される丸
人口の密な地区と建築物
の残骸が発見された。乙
女の塔の入り口の近く土
壌層の下に約10世紀に建
てられた小さいモスクが

発見された。
中世盛期中バクーの発達
の最初重要なステージは
セルジューク時代（11-
13世紀）に当たる。その
時代、この時期に経済的
な価値と共に政治的な中
心としてもバクーの役割
が強くなる。古代の精神
的な中心、カスピ海の最
大の港、当時の著者らが
指摘した通り「白・緑・
黒色の石油と塩」で有名
なバクーは何よりも城塞
として発展している。シ
ルバン・シャーのマヌー
チェフル3世（1120-1160
年）の命令によりバクー
は城壁がめぐらされ、乙
女の塔で修復や補強工事
が行われた。バクー湾の
小さな島に今「バイール
要塞」（1234年）と知
られる要塞港が建てられ
た。その時代にとってバ
クーは最も先進的な要塞
システムを持っていた。
セルジューク朝の時代バ
クーにかなり多くの発展
を宗教建築ももらったの
である。当時の宗教建築
術のレベルにつぃて「ジ
ュマ・モスク」、「シニ
ーグ・ガラ」と「ベザ
ーズ」という3つの概念
を与えた。同時期、にバ
クーの要塞都市やシルバ
ン・シャーの居城になる
に関連して宮殿の複合体

建築術
Baku, the khan mosque
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が構築された。少数の考
古学的な研究と偶然の発
掘のおかげで11-12世紀
においてバクーには給水
の発達したカナートシス
テムの存在が明らかにな
って、城壁の外に外城の
発生につき報知した。13
世紀前半バクーには建設
構造と構成の結び目の主
要な部分がすでに形成し
ていた。乙女の塔と城塞
が優位を占めた要塞シス
テム・表情に富む解決
空間を持っていた宗教中
心地・湾にて海上貿易を
受け持った個別の要塞・
宮殿のアンサンブルは都
市の今後の発展典型の
必要条件となったわけ。
当該時期において最も古
代で、そしてもしかして
最初のシニーグ・ガラ
（1078年）というバク
ーミナレットが建設され
た。
イルハン朝の時代（13-
14世紀）においてバクー
はまだシルヴァンの最も
重要であった政治的·経
済の中心地の中に入って
いた。イルハン国にとっ
てバクー地方はまた冬ご
もり所であって、オルジ
ェイトゥ・ハン（1304-
13 1 6年）の命令の下に
バクーの住民がしばらく
して非課税となったわけ
だ。彼の時代にまた1309

年都会のジュマ・モスク
が再建された。「ヒデラ
ー」（1301年）、「ギレ
イリ」（1308年）、「ミ
ルザ・アフメド」（1345
年）、「ジン」（1375
年）というバクー要塞の
地区モスク、およびシル
バン・シャーの宮殿アン
サンブルにあるケークバ
ダモスクは14世紀の建築
遺産のことである。イル

ハン朝の時における地区
モスクの多くの建設は同
時にバクーの都市建設や
建築術で速い発展を明ら
かに立証している。
シルヴァンの政治・経済
的な中心地として発展し
続けながら、15世紀に
おいてバクーは都市建設
や建築術進化の頂点に達
した。シルバン・シャー
のシャイフイブラヒム

Baku. 19th century photo. One can see the 
inner and outer rows of fortress walls

Baku. An engraving of 1861
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（1427‐1447年）は2世紀
前に礎が築かれた宮殿ア
ンサンブルの建設を続け
て、首都の地位に対応す
る外見を与えるように頑
張った。彼の治世にジュ
マ・モスクが再建され、

シャイフ・イブラヒムの
モスク（1415年）が建て
られた。バクーの港価値
は海港に向かって3城門の
構成に現れた。同世紀に
おいて海岸と平行して伸
びる市内の主な商店通り

にいくつかの主要な建造
が建設された。それらの
中に今日まで保存された
のはブハルとムルタン隊
商宿とハジ・ガイブの風
呂である。描写される時
期中（1437年）前述の海
岸通りに位置しているジ
ュマ・モスクのミナレッ
トが建てられた。したが
って、市内の宗教中心地
は構成的に完成したとい
うことだ。　
大規模な建設工事によっ
て15世紀はバクーの空間
構造と機能分化の形成の
決定的な段階となった。2
つ壮大な塔（乙女の塔や
アルセナーリナ塔）と共
に外面から深い塹壕で回

建築術
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られた2列の城壁はその時
代にとって印象的な要塞
システムを組成した。市
内の最高地点に位置して
いる政治・行政中心はシ
ルバン・シャーの広大な
宮殿アンサンブルとして
知られた。このアンサン
ブルは自分の完璧なスタ
イルと優雅な建築術を通
じてバクーの首都外観を
定義し、要塞町の厳しい
外貌にあった例のない美
的な洗練をもたらした。
都市の下部に伸びた商売
のウォーターフロントが
その先進の構造とにぎや
かなショッピングセンタ
ーになった。このような
機能分化は都市の機能目
的（首都、要塞、港）お

よび地形に完全に相当し
ていた。
バクーの政治的な地位の
成長と海上貿易での立場
の強化にしたがって住宅
建物の建設でもかなり多
くの定量的・定性的な変
更が起きたのである。15
世紀においてこそ中世バ
クーの街路網や幅広い構
造が大体のところ形成さ
れたと自信を持って言え
るわけである。
残念なことに、この成
長の後バクーの建築術
に持続的な減量が従っ
た。1501年においてサ
ファヴィー軍による都市
の占領の結果として城壁
と塔の一部だけではなく
て、シルバン・シャーの

宮殿建物でも損傷を受け
たこと。シルヴァンがサ
ファヴィー国の中に入っ
た後バクーは首都地位を
失って、さて34村から成
る「シルヴァンのバドク
ベ国」と呼ばれた小領域
の中心地として公文書に
記載されていた。政治・
行政的な地位のせいで市
内に建設工事の規模が急
激に減少して、つまり16
－17世紀の間バクーには
目立つ建築作品が一軒も
現れなかったわけ。
保存された記念碑と旅行
者の証言によると当期間
中相対的都市の下の貿易
部分は活発に発展した。
この時期において乙女の
塔の近くにあるアーチの

建築術
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列柱で囲まれた市場広場
の周囲にサファヴィー朝
時代らしい都市中心が形
成された。17世紀におい
て市場広場と乙女の塔の
間に小さなモスクだけれ
ど、ちょっと南西方にモ
スク学校（1646年）が
建てられた。あるいは主
な商売のウォーターフロ
ントに同時に建てられた
（1598年）マドラス（イ
スラム中等学校）の断片
が保存された。
１６０８年シルヴァンの
ベグラーベク（支配者）
ズーフガル・ハンはバク
ー要塞の壁を修繕した
り、築城したり、デルベ
ントやシャマフと呼ば
れる北門を再建したり
した。サファヴィー朝は
バクーの近くにあったビ
ビ・エイバットという宗
教・記念複合体の改善に
真剣な注意を払った。我
々が管理している建設表
示板によると16－17世紀に
わたってここに建設工事
が行われたそうだ。その
結果は同上の複合体が拡
大したということである。
ハン国の時バクーは激し
い危機を孕んで、小さい
田舎町となってしまっ
た。行政中心はシャマフ
門の近く海岸に隣接して
要塞の北東部に位置して
いた。18世紀に形成し

たこの地方は主に貴族の
家、または、モスク、風
呂、オブダン（地下貯水
池）、庭園などから成っ
ていた。碑文によるとこ
の中心の優位に立つ建物
は1750年、バクーのミル
ザムハンマド·ハンの治世
（1747-1768年）に建てら

れたそうである。
1806-1920年にわたってイ
チェリ・シェヘルの建築
術、特に住宅街が著しい
変更に耐えても、全体計
画構造図がほぼ保存され
た。都市を占領したロシ
ア軍は乙女の塔からシャ
マフ門にかけてすべての
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地区に宿営しながら、こ
こで自分の要求に適応す
るためにかなりの再建を
していた。計画・空間構
造や19－20世紀初頭に建
てられた住宅建築の建築
様式がもっとヨーロッパ
の好みに合っているけれ
ども、それらにバクーと
アブシェロンの古代建築
の伝統も保存された。
1859年ロシア皇帝アレク
サンドル2世の法令によ
るとバクーには県庁所
在地の地位が与えられた
が、1867年バクー要塞が
軍事施設として排除され
た。1883年において城壁
の第２列が壊し取られ、

それとともにズーフガー
ル・ハンの門がシャマフ
門に（シャー·アッバス
により）移された末に「
ゴシャ・ガラ」（要塞の
2重門）が現れた。その
他に、今のアズネフト広
場からナタワン広場まで
広がった内壁も壊された
のである。それでは、19
世紀の終わりまでイチェ
リ・シェヘルはすっかり
外壁と内壁のほぼ半分を
失った。
19－20世紀初頭の間イ
チェリ・シェヘルのモス
クの多数が再建され、宗
教用の新しい建物が建設
された。19世紀後半ギレ

イ・モスクは広げられ、
ハジ・バヌモスクには
補修工事が行われた。古
代のジュマ・モスクが破
壊されたが、その場所で
1899－1901年新しいモス
クが建てられた。あるい
は、シルバン・シャー宮
殿の東門に面してベイレ
ール・モスク（1895年）
、今のミルザ・マンスル
通りにあるハジ・ガイブ
モスク（1898年）及びハ
ンラー・モスクが建設さ
れた。
ソ連ソビエト政権の時代
都市が城壁外に速やかな
発展のため、イチェリ・
シェヘルにて重要な建築

建築術
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がなかった。それでもな
お、この時期に建てられ
た少数の建物はそのサイ
ズで小さいバクー要塞の
調和を破った。残念なこ
とに、独立年間にこのよ
うな違反の規模が度々増
大し、何世紀も形成され
たイチェリ・シェヘルの
体積・空間構造が重大な
被害を受けてしまった。
イチェリ・シェヘルは自
分の地勢により豊かな
都市建築遺産を持ってい
る都市タイプの一つであ
る。その計画構造、空間
構成と建築外観が非常に
貴重である。イチェリ・
シェヘルには成熟した中
世イスラム都市の基本的
なパラメータであるアン
サンブルや高性能建築の
複合体、または重大な建
築と都市建設の価値を持
つ普通の建物が保存され
た。ここにある大多数の
記念碑の中に特に高い建
築術と芸術的な資質で異
なっているのは乙女の塔
とシルバン・シャーの宮
殿である。それ故に国家
建築遺産の中でユネスコ
の世界遺産リストに最初
入ったのは「乙女の塔を
含めてイチェリ・シェヘ
ルとバクーにあるシルバ
ン・シャーの宮殿」であ
る。
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