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ヨルダン・ウムカイス



ウム・カイス(ヨルダン）から見たガリラヤ/ティベリアス湖(イスラ

エル）

ガリラア湖(-210m)
ゴラン高原

ウム・カイス（３００ｍ）



ウム・カイスにおける調査と研修
経緯

2003年3月２０日～4月１０日 イラク戦争
2003年5，6月の2度、ユネスコによるイラク文化遺産被害調査の専門家派遣
2003年8月1日 ユネスコによるイラク文化遺産保護国際調査会議 東京
2004年5月 第1回ユネスコによるイラク文化遺産保護国際調査会議 パリ
2004年9月ヨルダンのアンマンにてＪＩＣＡ，ヨルダン考古局，ＵＮＥＳＣＯによる研修開催
イラクの15人の研修
日本からは、考古学、世界遺産学、保存科学、無形文化財、博物館学の5人の専門家が講師として参加

2005年4月文科省学術フロンティア推進事業「戦後イラクの社会基盤復興に活かす文化遺産学研究」採択 5年計画
2005年3月、ヨルダン・ウムカイスにて研修（ＪＩＣＡ，ヨルダン考古局，ＵＮＥＳＣＯ）
イラク人の10人の研修生が遺跡の環境調査や発掘予備調査を研修。

200５年６月 第2回ユネスコによるイラク文化遺産保護国際調査会議 パリ
2005年8，9月の2ヶ月間、イラク人15人、ヨルダン人5人研修（ＪＩＣＡ，ヨルダン考古局，ＵＮＥＳＣＯ）。同時に発掘調査
も進める。

2006年3月イラク人4名、2週間研修生としてヨルダン、ウムカイスでの調査・研修に参加（内2名は学術フロンティアプ
ロジェクトで招聘）。同時に発掘による出土物の整理を進める。

2006年5月ウムカイスの次回発掘の準備と同時にヨルダン、ドイツ、日本チームの3代表者会議をウムカイスにて開
催。

2006年8月の1ヶ月間、イラク人10名研修生としてウムカイスでの調査・研修に参加。同時に発掘調査も３ヶ月間進め
る。また9月にはヨルダン、ドイツ、日本チームによるシンポジウムも開催。

2006年10月からイラク人研修生の中から一人（ハイダル）、国士舘大学グローバルアジア研究科（修士）に入学
2007年３月に２週間、イラク人研修生４名、ヨルダンで研修
2007年4月からイラク人研修生の中から一人、国士舘大学グローバルアジア研究科（修士）に入学予定
2007年7月から9月まで、ウムカイス発掘調査、イラク人研修（1ヶ月）の実施の予定。



研修風景

講義室にて

出土遺物の整理GPSの講義



研修風景
（発掘と測量）



学生の実習
（発掘）

• ボランティアの参加

（出土物の整理，遺物
の洗い、測量など）



東地中海沿岸略史：ヨルダンを中心として

• ローマ時代以前の出来事（メソポタミアやエジプトとの関係）
• 新石器時代の紀元前85000年頃のヨルダンは所謂「肥沃な三日月地帯」の西側地帯に位置し、農耕牧

畜が始まった最も古い遺跡が分布する（ベイダ、アインガザルなど）。
• 銅石器時代（紀元前4500〜3500年）（トゥレイラート・エル・ガッスル、テル・アブ・ハーミッドな

ど）

• 青銅器時代（紀元前3500年〜紀元前1200年）に入って行く。（ペッラ、デイル・アッラなど）

• 紀元前1479年頃、エジプト新王国、トトメス３世の西アジアに遠征。メギッドの戦い。

• 紀元前1300年頃、エジプト新王国、ラムセス２世のカナーンの支配。

• 紀元前1270年頃，モーゼの出エジプト。

• 紀元前1020年頃、サウル、ヘブライ王国初代王となる。

• 紀元前1004〜965年頃、ダビデ、ヘブライ王となる。

• 紀元前965年、ソロモン、ヘブライ王即位。

• 紀元前932年、ヘブライ王国、イスラエルとユダ王国に分裂

• 紀元前10世紀〜7世紀、ヨルダンではアンモン、モアブ、エドム王国が繁栄する。

• 紀元前722年、アッシリア王、サルゴン２世イスラエル王国滅ぼす。

• 紀元前701年、アッシリア王、センナケリブ王ユダを占領。

• 紀元前598年、エルサレム，新バビロニア軍により陥落。

• 紀元前586年、ユダ王国，新バビロニアにより滅亡、バビロン捕囚。

• 紀元前538年、アケメネス王朝新バビロニアを滅ぼす。ユダヤ捕囚民帰還。



• アッシリア帝国（エッサルハッドン、アシュルバニパル王）



アケメネス朝ペルシャ
の拡大
（紀元前559〜紀元前525
年）

アレクサンドロス
王の支配
（紀元前323年）



アレクサンドロスの後（前260年頃）の西アジア



• ローマの誕生
• 紀元前753年、伝説ではマルス神とレア・シルヴィアの間に生まれたロムルスがパラチーノの丘にローマ

を建国したローマの王政は初代のロウルスから６人の王が２５０年間、統治ローマの基礎をなした。

• 紀元前509年、 共和制ローマが始まった。元老院と２人のコンスルで運営された。

• ローマはエトルリア、ギリシャ系の都市との戦いが続き、紀元前272年にはイタリア全土を掌握した。

• 紀元前332年頃に、マケドニアのアレクサンドロス王、カナーン地方征服、そしてオリエント征服。

• （以後、紀元前63年のローマ軍侵攻までをヘレニズム時代と言う）。

• そしてアレクサンドロスの没後、エジプトのプトレマイオス王朝とシリアのセレウコス王朝が互いにパレ
スチナの領有を巡って争った。

• この時期、フィラデルフィア（現アンマン）、ゲラサ（ジャラシュ）、ペラ（タバカト・ファール）、ガ
ダラ（ウム・カイス）などのヘレニズムの都市が建設された。

• ローマは西地中海の派遣を手に入れすべくカルタゴと３度にも渡るポエニ戦争を行う。

• 紀元前201年、ローマはカルタゴを破り、西地中海はローマのものとなる。

• 紀元前３世紀末セレウコス朝アンティオコスIII世(BC223-BC187)がプトレマイオス朝からガダラを奪取す
る。 その後100年間、ユダヤ人のハスモン朝（BC165-BC63)がガダラを支配した。

• 紀元前６3年にはローマ軍のポンペウスがガダラを含むシリア，パレスチナを支配する。

• 共和制最後の権力者ユリウス・カエサルはガリア地方を手中に治め（紀元前58年〜前51年に戦い）、エジ
プトまで達している。エジプトではクレオパトラと手を組み、オリエントを支配しようとするが、紀元前
44年暗殺される。

• 紀元前31年アクティウム海戦：オクタヴィアヌスはアントニウスとクレオパトラの連合軍を破る。

• (エジプト王朝の滅亡とヘレニズム時代の終焉）



ローマ帝国



競技、ローマ風呂などの娯楽が盛んであった
平和なローマ

• ローマのコロッセウム



ローマ帝国の繁栄、分裂そして終焉

• 紀元前27年にはカエサルの後、オクタヴィアヌスがアウグストゥスと名前を変えて皇帝となり、地
中海全域とオリエントを支配する(帝政期）。

• 63年ポンペイの大地震

• 66年〜77年ユダヤの反乱（マサダ）

• この後２世紀にわたってこの地域は平和に過ごす事ができた。『バックス・ロマーナ』と言われて
いる。この時期のローマ帝国の人口は5000〜6000万人と言われている。そしてローマ出身でない
トラヤヌスのような人も皇帝になることが出来、属州出身の市民も多くなった。

• 106年には皇帝トラヤヌス(Trajan)がシリア、パレスチナ南部を征服、ペトラも併合。

• 116年トラヤヌス帝パルティア遠征し、最大版図となる。

• 212年にはアントニヌス勅令（カラカラ帝の勅令）により

• ローマ帝国領土内の自由民にローマ市民権が与えられ、ローマ文化は爛熟期に入った。

• ３世紀に入ると北方のゲルマン人が南下の機会をうかがっていたが、４世紀になると本格化して、
皇帝コンスタンチヌスは313年キリスト教公認、そして330年都をローマからビザンティンに移し
す。

• 395年、テオドシウス帝の時、ローマ帝国は東ローマ帝国と西ローマ帝国に分裂。

• 以後東ローマ帝国は滅亡する1453年までの1000年以上にわたる帝国をビザンチン帝国と称する呼
び方もある。

• その後フン族やゲルマン人、その他の蛮族がローマに侵入し、

• 476年西ローマ帝国は滅亡する。

• ７世紀はウマイヤ王朝の支配そしてイスラム化する。

• 745年、東地中海沿岸大地震。

• 11世紀末にはオスマントルコ帝国(1299-1922)の支配下。

• 12世紀頃には十字軍との攻防が東地中海沿岸で繰り返された。

• 1453年ビザンチン帝国はオスマントルコ帝国によって滅ぼされ、ローマは終焉を迎えた。



ヨルダンの略史

紀元前7000年頃、南ヨルダンにあるベイダ遺跡、アンマ
ンの北にあるアインガザルなどは新石器時代の農耕
牧畜起源を示す最も古い遺跡として知られている。

紀元前10世紀〜紀元前７世紀頃、アンモン、モアブ、エ
ドムの王国。

紀元前４世紀にはナバタイ人がヨルダン南部のペトラに
王国を築く。

紀元前332年にはアレクサンドロスによって支配される。
その後セレウコス朝に都市連合デカポリスが形成され、

ヘレニズムの影響を受ける。
紀元前６3年にはローマ軍のポンペウスがガダラを含む

シリア，パレスチナを支配する
紀元前56年にはクラッススはシリア、ポンペイウスはイ

スパニア、シーザーはガリア「ガリア戦記」メジプ
トに勢力を延ばすことになる。３頭政治

106年、皇帝トラヤヌスがシリア、パレスチナ南部を征服、ペ
トラも併合。

116年、トラヤヌス帝パルティア遠征し、最大版図とな
る。

395年、テオドシウス帝の時、ローマ帝国は東西に分裂
。

476年、西ローマ帝国は滅亡する。その後はビザンチン
帝国。

７世紀はウマイヤ王朝の支配そしてイスラム化。
11世紀末にはオスマントルコ帝国の支配下。
1916年、フセイン・イブン・アリが反旗。

アラビアのロレンスが独立運動に参加。
1918年、ヨルダンは英国保護領となる。
1946年、英国から独立。

フセイン国王、
現在、 アブドッラー国王



後期ローマ時代〜ビザンチン時代

（300-640.AD）

ウムカイス周辺の都市



• ドイツ人schumacherが1886年に最初にUmm Qais を調査した。



ウム・カイス/ガダラ 2005・2006

20072005,6
日本隊調査予定地



ウムカイス・ベイトオマリー付近の等高線と発掘地の状況（GIS)



発掘,200５，２００６

写真測量

City Wall



• Ｈ１０，Ｈ９，Ｈ８、H7と市壁が続く



洞窟か？

northern section of F11



貯水槽・洞窟・墓？）

水道管

pipes

洞窟

洞窟

穴

水道管



墳墓?

墓

ローマンコンクリート



• 発掘された古銭



3次元計測器による図化

Handleアンフォラ



アジアの中のヘレニズム～ローマ時代

• アレクサンダーはオリエントで何を解放したか？

• ヘレニズムとは何か？ Hellenizationとは？

• ローマ文化とは何か？

• 西アジアはローマ化したか？

• 西アジアのバックス・ロマーナは本当か？

• 何故ローマは衰退したのか？



ウム・カイスの観光化
問題

ヘレニズム時代 後期ローマ時代とオスマントルコ時代



ローマ時代のウムカイス
石敷きの道路と神殿建築、ローマ風呂、水道橋など高度な土木技術が駆使

されていた。

地下水道

教会址



ウム・カイス博物館



ウム・カイスのオスマ
ントルコ時代の村

(一部撮影用セットにされて

映画撮影に利用された）



国士舘大学世田谷・梅ヶ丘キャンパス
地域交流文化センター内

イラク古代文化研究所展示室

「皆のお宝展示館」(仮称）の展示計画

展示開始
施設は平成１８年度４月に新築されたが、新築資材による化学物質の影響がなくなるまで、有

機質遺物(染織品、皮革品、木製品など）の展示は禁止。少なくとも平成１９年夏（９月末）頃まで
は十分な換気が必要との専門家の指導(化学物質検査による結果）。

ただ平成１９年４月頃から、パネル、ビデオや無機質の遺物（土器、石器など）を展示することを計
画している。そして大学そして地域住民参加型の展示や交流を進めていく方針。

展示予定
世界のニュース、インターネット情報の収集（HPの充実）

世田谷のお宝展示（お宝、パネル、講演）
イラクの文化遺産の展示（遺物、パネル、ビデオ、講演）
西アジアの遺跡発掘成果と文化遺産の公開（遺物、パネル、講演）
国士舘大学の研究成果（パネル、成果物、講演）
日本の文化遺産（遺物、パネル、講演）
アジアの文化遺産（遺物、パネル、ビデオ、講演）
世界遺産の紹介（ビデオ、パネル、講演）



アンケート

• 文化遺産について

1、文化遺産に関心がありますか？ Yes / No
2、展覧会によく行きますか？ 年3回以内 / 3回以上
３、自分だけの自慢のお宝持っていますか？ 有 / 無
４、３で有と答えた方。以下のどれか○で囲んでください。

絵画、掛軸、陶器、刀、鎧、ガラス品、コイン、染織品、装飾品、その他(          )
5、機会があれば遺跡の発掘調査に参加してみたいですか？

Yes / No
６、機会があれば文化遺産の保存修復に参加してみたいですか？

Yes / No
７、「皆のお宝展示館」(仮称）に望むこと(ご意見）。

８、無記名 / 記名 名前： 住所： 年齢： 才

上記のアンケートの結果は展示方法の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

国士舘大学文化遺産研究プロジェクト研究代表者： 松本 健

Tel: 03-5451-1926 (梅ヶ丘キャンパ),  Tel: 042-736-234２ (鶴川キャンパス）
matumoto@kokushikan.ac.jp
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