
12 月度木曜例会（2013/12/05）本文 

 

本日のゲストスピーカーはMr Katsimichas Themistoklis、ギリシ

ャからです。タイトルはThe history of Ancient Greek Civilization. 

ところでGreeceからのゲスト、記憶にあります？多分初めてなの

では。4年前に来日、医師で阪大に通っています。お医者さんが

何故歴史についてレクチュアしてくれるの？しかも2時間たっぷ

りと。さておきこの際複雑な地形のギリシャで話に出てくるゆか

りのある場所がどこにあるのかだけでも抑えておきませんか？ 

内容は Pre-Greeksを紙面の都合上端折らせていただきました。 

１） Mycenaean Civilization(1600BC~1100BC) 

２） Dark Ages or Geometric Era(1100BC~800BC) 

３） Archaic Greece(800BC~500BC) 

４） Classical Greece(500BC~323BC) 

５） Hellenistic Civilization(323BC~146BC) これらの時代の硬軟取り混ぜたお話です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１）Mycenaean Civilization (1600BC~1100BC) 

ギリシャ文明の始まりです。Homer のイーリアス、トロイ戦争は神話だ

けれどもあたかも古代ギリシャの歴史的事実のように受け入れられてい

ます。この時期の中心都市はクレタ島Mycenaeです。また Linear B（日

本で言うならばひらがな、LinearA はクレタ島 Minoan 文明）が取り入

れられました。この文明なぜか 1100BC に崩壊してしまいます。理由は

不明。 

 

２）Dark Ages or Geometric Era (1100BC~800BC)  

３）Archaic Greece (800BC~500BC) 

●This is the time when the city-states emerge. The first truly international Greek colonies 

also were established during this time. This was an 

organized migration wave and resulted from population 

pressure, development of commerce, political oppression 

in the motherland and a search for natural resources.  

The first works of philosophy and currency in the form of 

coins also appeared in this Era. 

その結果何が生じたのか？Democracyの誕生です。商業の

発展が経済力を生み低所得層まで恩恵が及び階級の崩壊にまで至りました。Athens ので

Democracyは 507BC Cleisthenesによって提唱されました。町の中心部にある assemblyに集

まり白（賛成）黒（反対）の小石で投票、多数決で決められます。 

 

● この時期 Greek alphabet も完成。 

 

● In Greek mythology, the Twelve Olympians are the major deities of 

the Greek pantheon, commonly considered to be Zeus, Hera, Poseidon, 

Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes and either 

Hestia, or Dionysus. Zeus is the "Father of gods and men" who rules the Olympians of 

Mount Olympus as a father rules the family according to the ancient Greek religion. He 

is the god of sky and thunder in Greek mythology. 
 

 

Aphrodite of Milos better known as the 

Venus de Milo, is an ancient Greek statue 

and one of the most famous works of ancient 

Greek sculpture. Created sometime between 

130 and 100 BC, it is believed to depict 

Aphrodite, the Greek goddess of love and 

beauty (Venus to the Romans). 
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●Delphi was the site of the Delphic oracle, the most 

important oracle in the classical Greek world, and became a 

major site for the worship of the god Apollo after he slew 

Python, a dragon who lived there and protected the navel 

of the Earth. 

● The Greco-Persian Wars 

The Battle of Marathon (490BC), The Battle of Thermopylae(480BC)、The Battle of 

Salamis(480BC)と続きます。特に The Battle of Thermopylae は A Greek force of 

approximately 7,000 men marched. The Persian army have numbered about 100,000. The 

Battle of Thermopylae is also used as an example of the advantages of training, equipment, and 

good use of terrain as force multipliers and has become a symbol of courage against 

overwhelming odds. 全員玉砕、Like Samurai との評。Marathon から Athens までのマラソン

の話はあまりにも有名。Salamis の海戦、ギリシャ軍のリーダー名 Themistoklis、同名です。 

 

４）Classical Greece (500BC~323BC) 

This is the Golden Age of Ancient Greece, when civilization 

reached unprecedented heights. The Parthenon, the symbol of 

Greek Civilization was built in the 5th century BC. Philosophy, 

Architecture, Science, Mathematics and Arts, all flourished in this 

Era and became the foundation of modern Western culture. The 

freedom in speech and action guaranteed by the democratic 

polity made it possible for 

Science and Art to develop impressively during these times.. 

 

● Women in Classical Greece  

Nobility, Middle class, Foreigners  Slaves,  Escorts

（Ancient Geishas）に分かれていました。特に Escortsは知性、

教養に富み 技芸に優れていた。Aspasiaは特に有名、あのソク

ラテスも彼女から学ぶ事も有ったと言われています。 

 

5) Hellenistic Civilization (323BC~146BC) 

Alexander the Great の出現、そのエンパイアは遠くインドにも及んだが彼

の死後ギリシャはローマに146BCに征服されギリシャ文明は影を潜めてし

まいました。でも Greco Buddhismは仏教文化にギリシャの影響を残しま

した。例えばブッダの像にはギリシャの芸術的な名残が見られます。 

左のブッダ像は Gandhara (Modern eastern Afghanistan).で見つけられた

ものです。鎌倉の大仏さんもその匂いを残していますがギリシャからイン

ド、中国を経て日本まで来ているのです。 
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ギリシャの有名な哲学者、科学者は数え切れません。 

 

Q&A 

● ギリシャは多くのポリスから成り立ち時には戦いも有りました。山岳地帯が多く統一国家へ

の動きは見られませんが、同じ言語、慣習からギリシャ人としての identity から異国からの

侵略には団結して撃退しました。 

BC776 Olympiaで開催された第一回オリンピックには触れないわけには行きませんね。各

ポリスから男性のみが参加、全員丸裸です。ポリス間の戦いを休戦する為に開催され裸は武

器を持っていませんよと言う証、人間の体の美しさを強調し、さらには暑かったからです。 

● 現代オリンピックの勝者オリーブのリースを冠りますが正確にはオリーブではありません。

（ここで会場内喧々諤々、では何なの？） 

● マラソンは現代スポーツです。 

● 現代オリンピックでは女性がビキニスタイルで

すが？女性版スポーツ大会もありスパルタの女

性はミニスカートもはいていました。 

● ローマに征服された後ギリシャ哲学は？教師と

してローマに伝えました。無論ローマの哲学も

ありました。彼らは奴隷、自由人両方いたと思

います。 

● あなたは医師なのに歴史家みたいですね。歴史

は重要ですし私の趣味でもありますから。 

 

Katsimichas さん、次回はギリシャの現代についてレクチャーして下さい。お待ちします。 


