
1 
 

西洋文化史（７） 
第一講 オリエント史の位置づけ 
オリエント史はヨーロッパ史の前段階か？ 
  歴史書の構成では先史時代に続いて古代オリエント史が扱われ、その

後でギリシア・ローマ史という流れになっている。これは何故か？ 
  ヨーロッパ人の歴史意識、近代歴史学の歴史像に起源を有している。 
  １．ヴォルテールの『諸国民の風俗と精神について Essai sur les 

Moeurs et l'esprit de nations』1756 年 
    序論：地球の変化、人種、野蛮人、アメリカ、カルデア、ペルシ

ア、シリア、フェニキア、スキュティア、アブラハム、イン

ド、中国、エジプト、ギリシア、ユダヤ、ローマ 
    序論：地球の変化 Changements dans le globe. —人種の違い 

Des différentes races d’hommes. —古代史 De l’antiquité des 
nations. — 精神の起源De la connaissance de l’âme. —最初の宗

教 De la religion des premiers hommes. —古代の慣習と感情 
Des usages et des sentiments communs à presque toutes les 
nations anciennes. — 未開人 Des sauvages. — アメリカ De 
l’Amérique. — 神権政治 De la théocratie. — カルデア人 Des 
Chaldéens. — ペルシア時代のバビロン Des Babyloniens 
devenus Persans. —シリア De la Syrie. —フェニキア人とサン

コニア人 Des Phéniciens et de Sanchoniathon. —スキュティア

人とゴメリテ人 Des Scythes et des Gomérites. — アラビア De 
l’Arabie. — ブラム、アブラム、アブラハム De Bram, Abram, 
Abraham. — インド De l’Inde. — 中国 De la Chine. — エジプ

ト De l’Égypte. — エジプトの言語 De la langue des Égyptiens, 
et de leurs symboles. — エジプトの記念碑的建造物 Des 
monuments des Égyptiens. — エジプトの宗教と割礼 Des rites 
égyptiens, et de la circoncision. — エジプト人の神話 Des 
mystères des Égyptiens. — ギリシア人 Des Grecs, de leurs 
anciens déluges, de leurs alphabets, et de leur génie. — ギリシ
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アの立法者、ミノス、オルフェウス、精神の不死性 Des 
législateurs grecs, de Minos, d’Orphée, de l’immortalité de 
l’âme. — ギリシア人の諸法学派 Des sectes des Grecs. — ザレ

ウコスとそのほかの立法家 De Zaleucus et de quelques autres 
législateurs. — バッカス De Bacchus. — ギリシア人の間での

変容 Des métamorphoses chez les Grecs, recueillies par Ovide. 
— 偶像崇拝 De l’idolâtrie. — 神託 Des oracles. — シビュッラ

Des sibylles chez les Grecs, et de leur influence sur les autres 
nations. — 奇跡Des miracles. — 神殿Des temples. — 魔術De 
la magie. — 人身御供 Des victimes humaines. — エレウシスの

秘儀 Des mystères de Cérès-Éleusine. — ユダヤ人 Des Juifs, 
au temps où ils commencèrent à être connus. — エジプトのユ

ダヤ人 Des Juifs en Égypte. — モーゼ De Moïse, considéré 
simplement comme chef d’une nation. — モーゼ以降のユダヤ

人 Des Juifs après Moïse jusqu’à Saül. — サウル時代のユダヤ

人 Des Juifs depuis Saül. — 予言者たち Des prophètes juifs. — 
祈祷書 Des prières des Juifs. — 歴史家ヨゼフス De Josèphe, 
historien des Juifs. — ヨゼフスの嘘 D’un mensonge de cet 
historien, concernant Alexandre et les Juifs. — 聖書作家に関

する一般にもたれる偏見 Des préjugés populaires auxquels les 
écrivains sacrés ont daigné se conformer par condescendance. 
— 天使、精霊、悪魔 Des anges, des génies, des diables, chez les 
anciennes nations et chez les Juifs. — もしユダヤ人が他の民族

を教えたら Si les Juifs ont enseigné les autres nations, ou s’ils 
ont été enseignés par elles. — ローマ人、その帝国と宗教 Des 
Romains. Commencements de leur empire et de leur religion. 
Leur tolérance. — 征服と退廃 Questions sur leurs conquêtes, 
et leur décadence. — 最初の歴史家 Des premiers peuples qui 
écrivirent l’histoire, et des fables des premiers historiens. — 
神々の名でかたられた立法者たち Des législateurs qui ont parlé 
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au nom des dieux. 
 
    旧約聖書、ギリシアの歴史家の作品→ギリシアに先行するオリエ

ント 
 
オリエント社会の異質性の強調と多元性無視 
    ２．高校の世界史における古代史の枠組み 
      『改訂版 詳説世界史 B』山川出版社、2012 年。 
    序章：先史の世界 
       人類の進化、文化から文明へ、人類と言語の分化 
    第 1 部 1 章：オリエントと地中海世界 
       古代オリエント世界、ギリシア世界、ローマ世界 
      「古代文明のうち最も早く成立したオリエント文明」（24 頁） 
      「大河の治水・灌漑にもとづく神権政治」（24 頁） 
      「その政治形態の一部はイスラーム世界に引きつがれた」 

（24 頁） 
      「文化的にはエジプトの太陽暦、メソポタミアの六十進法、

フェニキアの表音文字などがヨーロッパに伝えられ」（24 頁） 
     「パレスチナに誕生した一神教はのちにキリスト教をうみだし

た」（24 頁） 
     ヴォルテールの『習俗論』と同じ構造。 
     自然史そして人種の区分→人類の進化と言語の分化 
     野蛮と文明→文化から文明 
     オリエントを語るのに「神権政治 la théocratie」で特徴付け 
     カルデア、シリア・フェニキア・ユダヤとエジプト→メソポタ 

ミアとエジプト、東地中海世界（シリア・パレスチナ）、オリ

エ 
ント世界の統一 

          後続文明の母胎としてのオリエント文明の位置づけ 
     大河川と灌漑農耕文化の強調 
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     政治・社会体制としてのデスポティズム 
     非西欧型社会 
     シリア・パレスティナ・フェニキア諸都市の西欧型的特質 
     メソポタミア諸都市の西欧型特質→ディアコノフはノモスと

呼ぶ 
     東地中海沿岸およびメソポタミア北部の地中海型および天水

農業を無視 
 
歪められ単純化されたオリエント史像 
  非西欧型の強調 
  都市自治の欠如→デスポティズム 
  私有地の欠如→個人の共同体への埋没＝非個性化 
  宮殿経済体制（中央管理経済体制）の強調 


