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のクルーズのみの個人募集で 2 人部屋

１人当たり500US＄前後だと思われる。

乗船した「アルカヒーラ（AL 

KAHILA）」

（１）船の概要

本船の主要目は、以下の通り。

長さ72.00m/ 幅 14.40m/ 喫水 1.50m/

主機490HP x3機 3軸 /AB船級準拠 /

2004年建造 / スイート船室（35㎡）4

部屋、スタンダード船室（22㎡）68室、

総定員144名

本航海は同一旅行社のツアー 3 組 110

名が乗船

　上流行のある時点で GPS で得られた

速力が 7.2 ノットであったので、船の速

力は 10ノットちょっと、というところか。

3 軸船であり、後述のように、ここのク

ルーズ船の中では早い部類で、他には

2軸船もありで色々だった。

デッキプランは別に示すが、船の構成

は以下の通り。

5階 /サンデッキ（プール（水温 22℃）、

ジャクジー（利用停止）、バーコーナ）

4 階 / 前部が操舵室とラウンジ（バー

コーナ有）、後部が船室

3階 /エントランス（レセプションエリア）

の吹き抜けと売店と船室

2階 /エントランス（レセプションエリア）

と船室、船員室等

1 階 / 前部が船室、後部がダイニング

／ギャレー／エンジンルーム

　政情不安にあったエジプトへの定期

便は 2013 年から休止されていたが、

ある程度の安定傾向にもあることから、

2016 年 11 月から2017 年 5月までエ

ジプト航空が週１便のチャーター直行

便を飛ばし始め、多くのツアーが組まれ

るようになった（ただし、一般的には中

近東での乗継を経由した行程が普通に

ある）。ただし、まだ全土に外務省の危

険情報が出されており、ほとんどのツ

アーの行き先は、かろうじてレベル 1（十

分注意）にあるカイロ市内のごく一部と

エジプト南部のルクソール～～アスワン

～アブシンベル間のナイル川沿岸に限

定されたものとなっている。元々、アガ

サ・クリスティの「ナイルに死す（映画

のナイル殺人事件）」で有名なとおり客

船クルーズの利用も多かったが、ここに

きて、セキュリティの面から、この地域

に入る日本人ツアーのほとんどがこのナ

イル川クルーズを利用している。（他に

は、アスワンハイダムでできたナセル湖

で同様のクルーズがあるはずであるが、

泊まっている船は見えたが最近の状況

は不明である。）

　この3月、筆者は長年の憧れだったこ

の地へのツアーに参加してきたので、ナ

イル川クルーズの現状を紹介してみたい。

ナイル川クルーズのクルーズ船は、質／

量の違い（スイート船室／スタンダード

船室、ラグジュアリー船／スタンダード

船等々）はむろんあるが、基本的には

外洋クルーズ船とほぼ同じ設備／サー

ビスが提供されていた。

私達が利用したのは、スタンダード船／

スタンダード船室である（ただし、旅行

会社のランクでは、デラックスレベル）。

ツアーなので実際のところはわからない

が、インターネットで調べると、3 泊4日

「ナイル川クルーズ」
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①アルカヒーラ (AL KAHILA) 遊覧用帆船ファルーカの船上から　

②操舵室。ライエスと呼ばれる民族衣装を着た専門家が操船　③飾りタオル「ワニ」

①

② ③

1.



日本クルーズ＆フェリー学会 

会員乗船記No.1 May.2017　2

風を入れることができた。ベッドの上に

は絵が掛けられ、液晶テレビも備わる

等、外洋クルーズ船の船室とほとんど遜

色無いものであった（試さなかったが、

有料WiFiも有り）。

　サンデッキ以外、本船には前方も後

方もゆっくり見られる場所がなかったが、

各公室もかなりきれいで立派なスペー

スで、さすがに水面近くのダイニング

ルームの窓は小さかったが、ガラス張り

のラウンジからの眺めは良かった。

　乗組員はライエスと呼ばれる操船ク

ルーの民族衣装が特徴的であったが、

サービスクルーは外洋クルーズ船と見か

けも態度も変わらず良い印象だった。

ベッドメーキング等も朝晩2回と同様で、

いわゆる飾りタオルもあり、しかも、花

とかワニとか、今まで外洋クルーズ船で

は見なかったものがあった。

（２）船の食事

席はワンシッティング。全てエジプト料

理が中心で、朝はご飯とみそ汁も有り。

偉大なパン、とも言われるようにパンの

種類は多い。2日目のディナーのみ選

この付近のナイル川の最低基準水位が

2.5m ということで、クルーズ船の喫水

は全て 1.5m、1 階のダイニングルーム

の窓から見ると室の床面から1m 位のと

ころに水面があったので、1 階ダイニン

グの床面は 50cm の二重底 ( かどうか

はわからないが )の上ということになる。

　船室は全てツインベッドルームで、ス

タンダード船室でも全てバス付。窓はバ

ルコニー付船室と同じ床から天井までの

2 枚仕立ての全面ガラスで 1 枚はスラ

イディング可能で開放し、気持ちの良い
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アル カヒーラ（AL KAHILA）のデッキプラン
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プトポンド、地元産グラスワイン60エジ

プトポンドなので価格は安い。ただし、

種類は少なく、飲み物の味はそれなり。

日中、16:30頃にサンデッキでのアフタヌー

ンティーも有り、航行中は気持ちよかった。

（３）エンタテイメント

　ほとんどのナイル川クルーズに共通で

あるようだが、ラウンジで毎晩、以下の

ようなイベントが行われた。

1日目ベリーダンスショー

ベリーダンサー１名の演技の後のタン

ヌーラと呼ばれる回転民族舞踊（ダン

サーは１名）が圧巻であった。

2日目カクテルパーティー

飲み物とカナッペが提供され、ツアーガ

イトの音頭で乾杯するだけのイベント。

3日目ガラベイヤパーティー

　エジプトの民族衣装を着用しての

パーティ

択肢の無いコース料理（スープ、前菜、

メイン、デザート）で、それ以外は全て

ビッフェ。今回は、この2日目のディナー

中にエスナ水門（後述、夕刻～深夜の

間で通航時間不定）に差し掛かったた

め、メイン、デザートが大急ぎで提供さ

れ、食後すぐにデッキに駆け上がった

ため、この時は大変あわただしかった。

朝食以外はコーヒー紅茶は有料（1杯 18

エジプトポンド＝130円程度）であったが、

地元産のステラビール（350ml）38 エジ
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①

①②吹き抜けのエントランス　③サンデッキの船

首方向を望む　④サンデッキの船首から船尾方向

を望む　⑤ラウンジ  カクテルパーティの準備　⑥

ダイニングルーム

②

③ ④

⑤ ⑥
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面高さが同じなので、沖側の船に乗り

降りするためには、川岸側の船から順

にロビーを通りぬけて行き来することに

なる。隣に船が居る場合は 1m 位の間

しか無いので、当然、部屋のカーテン

は閉めておかなければならない。

　船の航行中、前方を眺めていたら、真正

面に 2 人乗りの手漕ぎのボートが見え進

路を変える様子も無い。ぶつかるぞ、と思っ

てよく見ていたら、ボート上に立っていた乗

り手が手に持ったロープを船首舷側のボ

ラードにひっかけ、そのまま、本船に曳きづ

られるように走っていた。まさか海賊でもな

かろうと眺めていたら、これが物売りで、

テーブルクロスのような布を広げて見せ、

あるいは、ビニール袋に入れてサンデッキ

に投げ込んでくる。乗客はそれを見て、値

段を交渉したり、別の品物を要求したり、あ

るいは、購入する場合はお金を投げ返す

わけである。結構、危なっかしくて、一度は

品物がサンデッキに届かずに川に落ちて

しまったこともあったが、旅慣れた中年女

性たちがアトラクションと割り切って楽しむ

姿があった。船上からの反応が無ければ、

ロープを外して、続航する次の船にトライし

て行く。この物売りたちの船は相当数見ら

れ、水門の入渠待ちの時は暗い中でもやっ

てきていた。

　最後に、エスナ水門について述べる。リ

バークルーズでは階段式の閘門を通過す

る例が多々見られるが、ここでも6～7ｍ

の高低差を克服するために設けられてい

る。水路は並行して2列（レーン）、１つの

水門に規格化されたクルーズ船が 2隻ず

つ縦列で入るものである。水門への入渠、

船の固定、扉締め、注水、出渠とあっけな

いくらいの手際良さであった。

　今回は危険情報レベル 1 の中でのツ

アー利用のため、自由行動が無いどころ

か船やホテルに一旦入ると外出も禁止さ

れたくらいの厳しさであり、船の分野で

私が最も残念であったのは（元々、ツアー

に組み込まれることの少ない）太陽の船

博物館に入館できないことだったが、ク

ルーズ船の他、ファルーカと呼ばれる帆

船にも乗ったし、エジプト考古学博物館

で木製の構造船の発掘物を見ることがで

き、また、訪ねた遺跡のいたるところで

帆船や船のレリーフ見ることができた。

（補足）テレビ番組の「世界の船旅」で過

去一度「スーダン号／ユージェニ号のナ

イル川クルーズ」として放送されたもの

があった。1919 年建造の古い外輪船の

「スーダン号」らしき船は、写真は撮れな

かったものの動いているのを見かけた。

ただ、取材されたのは古く、諸情勢から

現在のナイル川クルーズの華やかさは以

前よりは劣るのではないかと考えている。

　クルーズ航路

　今回利用したナイル川中流域

のクルーズ船は１週間でエジプト中部の

ルクソール～南部アスワン間を往復し、

上流行のみ、下流行のみ、往復の 3 種

類のクルーズが実施されているが、日本

のツアーで利用するナイル川クルーズの

ほとんどは、以下のような 3 泊 4 日の

上流行の航程をたどっている。

１日目　午前ルクソールで乗船、当日

は停泊したまま船中泊。ナイル川東岸

（ナイル殺人事件で有名なカルナック神

殿等）観光

2 日目　ナイル川西岸（王家の谷等）

観光、午後出港。夕刻～深夜の間でエ

スナ水門通航、夜間にエドフ着

3 日目　馬車を使ってエドフのホルス神

殿観光後出港。午後コムオンボ着、川

岸のコムオンボ神殿観光後出港

4日目　早朝にアスワン着、下船

　全部で 200km 程度の航程なので実

際に船が航行している時間は短いが、

両岸の景色は、遠くの砂漠、川に迫っ

た砂漠、山並み、街並み、中洲に放牧

された牛や山羊の群れ、あるいは、鉄

道線路が迫ってナイルエクスプレスとい

う列車（本数は少ないはず）が走って

いたりと、目まぐるしい。なお、この航

路中の橋は４つ、うち１つはエスナ水

門の上を通っていた。

　また、この流域には350 隻におよぶク

ルーズ船がひしめいているそうで、ほぼ

同様の航程をたどる船が多く、航路では

抜きつ抜かれつの大競争（水門の順番

取りに影響）が行われていた。前述の

ように、本船アルカヒーラは 3 軸で早い

方の船で、追い越し多数、追い越され

たのは多分１隻だけという感じであった。

　このように多数の船がひしめきあって

いるので、港は当然大混雑。大きいと

ころでは、川沿いに 10 隻にもおよぶ縦

列、また、川幅に沿って多いと 6 列に

もおよぶ横並び停泊となっている。船の

構造がほぼ同じで、ロビーの位置／水
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コムオンボの港

前港エドフで他の船より出港が遅れた為、既に川岸

に沿ってクルーズ船がひしめきあって並んでいる。こ

こは、港のすぐそばにワニを奉った神殿がある。港

と言っても停泊できる護岸があるだけであるが．．．。
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①アルカヒーラ(AL KAHILA)（ルクソール）手前には沈没しかけの廃クルーズ船も　②アルカヒーラ(AL KAHILA) の船尾側（ルクソール）

③続航するクルーズ船（1）右から2番目の船のみ反航船、続航船5隻　④続航するクルーズ船（2）

① ②

③

④
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①エスナ水門に入ってきた２番船。２列のうちの西側。２隻が１組で上下する。黒い部分が上流のレベル　②ルクソールで川岸側に停泊していた船、プリン
セス サラ（PRINCESS SARAH）の吹き抜けエントランス　③ルクソール上流の橋下を通過するコーラルシー（CORAL  SEA）　アスワンまで約 200km の間に橋
は 4つだけ　④船の接近を待ちかまえる物売り　⑤物売り中の状態

②

①

③

④ ⑤
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①ソラリス（SOLARIS） こちらが船首　②クラウン・ジュビリー（CROWN JUBILEE）　③サンクチュアリィ・サンボート３（SANCTUARY SUNBOAT Ⅲ）　④コー

ラルシー（CORAL SEA）前頁の橋下を通過する船　⑤ナイル・クラウン（NILE CROWN）

②

①

③

④ ⑤
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①アマルコ２（AMARUCO Ⅱ）全室（35 室）スイートルームのラグジュアリ船　②ラ・ボエーム（LA BOHEME）全室ベランダ付き　③船名不明　④ルクソー

ルの渡し船（１） 乗合い　⑤ルクソールの渡し船（2） 観光用？ これで船外機なのでビックリ

②

①

③

④ ⑤
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①ルクソール上流の渡し船　②コムオンボ近くの車塔載フェリー　③帆走観光船（1）左下のものと形はかなり違う、コムオンボ手前にて　④帆走観光船（2）

小型帆船ファルーカと同じ帆装形式を持つ、必ず動力船が伴走しているので自前の動力は付いていないと思う

②

①

③

④
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