
5 月度木曜例会(2014/05/8) 

 

本日のスピーカーは Itai Macover さん。Israel は Jerusalem 出身です。2 年前来日、現在阪大

人間科学の院生です。身長 193cm、精悍な顔つきのナイ

スガイ、サッカー、音楽（ドラムス）,旅行、日本食、落

語が大好きとか。タイトルはずばり“The history of 

Israel: from ancient time to 1920” この様なテーマに

ついてイスラエル人から直接話をしてもらえる、その様

なチャンスめったにあるものではありません。IIN の会

員で本当に良かったと思います。ところで我々普通の日

本人はイスラエルの歴史についてどの程度の理解がある

のでしょう。聞いた事のある単語は沢山ありますがその

実の所まで意味が分かっているのかしら？例えばまず

Hebrew, Canaan の地、Judah, David & Solomon, Assyria, Babylonia, Samaria, Zion, 嘆きの

壁 etc. それよりも分からない事は何故今のそれほど広くもないイスラエルの地が歴史上征服の

繰り返しだったのか、なぜ一神教が生まれたのか、ユダヤ教の教義は何故厳しいのか、そして何

故豚を食べないのか？その様な日頃の疑問をすっきりと解決してくれるのでしょうか、さあ、期

待が膨らみます。 

最初は彼の名前から。Itai は痛いと覚えて下さい。Hebrew Bible に書かれていてイスラエル男

性名では非常にポピュラーです。近年人気 No1 をずっと続けています。では本論に。 

 

１）What do you know about Israel?         

    Home to different ethnicity. 

    Sacred to Judaism, Christian and Islam. 

    A land of constant conflict wide coverage in the news. 

    Has a long ancient(maybe cofusing) history. 

人口約 800 万、ユダヤ人 80％、アラブ人 19％、その他 1％、

ユダヤ人が最大の割合を占める唯一の国で南北 550km、東

西 100km 前後、でも 3000 年の歴史があります。オイルも

ダイアモンド等資源も無く（但しダイアの流通拠点ですが）

南部は砂漠、近くの国にはオイルも産出するのに。でも農

業大国です。資源の無い点、文化に類似点が見られる点、

共に頭が良い点、日本との共通性が感じられます。 

（prehistory map から Assyria, Babylonia, Hittite を抑え

ておいて下さい） 

 

２）Prehistory 

Canaan （地中海とヨルダン川・死海に挟まれた地域一帯の古代の地名） was the homeland of the 

Israelites. It was a small area but it was important in the ancient world because of its location. It was an 

important trading route and market. It sometimes also became battlefield. It lay in the path of expansion 

for both the Egyptians and the Assyrians. アフリカ、アジア、ヨーロッパを結ぶ要所であります。 

歴史上イスラエルと言う言葉が最初に表記されたのはこの石碑でした。The Mernephtah Stela 
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is an inscription by the Ancient Egyptian king Merneptah (reign: 1213 

to 1203 BCE) discovered at Thebes, and now housed in the Egyptian 

Museum in Cairo.当時の人々は

300～400 人のグループ単位でし

た。その時代にイスラエル人の文

化、社会,宗教の基礎が形成されま

した。不思議な事に豚の骨は全然

見つかっていません。当時から豚

肉は食べなかったのです。イスラ

ムも食べませんがそのずっと以前からです。またアラ

ビア語、ヘブライ語の基礎である Classical Hebrew 

and Paleo Hebrew Alphabet も発見されています。 

 

3) Israel and Judah Kingdom 

The bible tells us about a unified kingdom that its 

capital was Jerusalem, under King David and his 

son king Solomon, in the 10 century BCE. No 

chronological anchor---- the first temple, place of 

worship (sacrifice of animals), Jerusalem, King 

Solomon. 

What do we know for fact is that from 9th century 

BCE exists two kingdoms of israelites (with political 

and religious institutions) - north-Israel its capital 

is Samaria (present day in Palestine) and the 

southern—Judea, capital Jerusalem (today’s Jews 

are descendents of) 

Hittites, Egypt and Assyria were weak and lost 

their power at that time. 

 

 

嘆きの壁 

当時の外壁

が残存する

ユダヤ教に

とっては最

も神聖な場

所です。 

 

 

 

 

４）その後の歴史年表 
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  ソロモンの死後、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分裂した。 

・Battle of Karkar （BCE 845）   

  アッシリアの征服を受ける。→イスラエル王国が BCE721 滅亡。 

  アッシリアは、支配力強化のために、各民族の強制移住政策を取った。 

・Babylonian rule （BCE586） the conquest of Judah and Babylonian exile 

  ネブカドネザルにより、エルサレム城壁が壊され、神殿は破壊された。バビロン捕囚も実施

された。 

・Persian rule and the return to Zion（BCE538） 

  Cyrus Cylinder 

  キュロス王によるユダヤ人解放が実施された。 

  エルサレムの神殿が再建された。（第二神殿） 

・Hellenism rule（BCE160-37）Hasmonean dynasty 

  アレキサンダーの死後、ヘレニズム三国の時代。 

  Antiochus Ⅳ Epiphanes がユダヤを支配下に置いた。 

  カエサルやクレオパトラの時代。 

・Herodian Kingdom（BCE37-CE6） 

  ローマの支援を得たヘロデの王朝。 

・Roman rule（CE6-CE390） 

  ユダヤ戦争が起こり、エルサレム神殿も破壊された。 

  マサダの戦い。”Samurai style revolt” 

  集団自決したユダヤ人を日本の切腹と絡めて、”Samurai style revolt”というのが彼の表現

であり、彼自身の日本びいきとユダヤ民族の悲劇と日本と重ね合わせる考えが窺われる。 

  第二次ユダヤ戦争（132-135 年）を制したハドリアヌスがユダヤ色を払拭 したいとと考え

て、名前を変えたようである。 

  キリストの磔刑 

  コンスタンテｲン大帝、キリスト教公認。 

・Byzantine rule（390-611）   

  ユダヤ教は禁止された。 

・Arab rule（636-1099） 

ムハンマドがイスラム教、イスラム帝国の基礎を築く。 

イスラムがイスラエル占領。 

ユダヤ寺院の上にムスリムの寺院が建てられた。 

・Crusader and Ayyubid rule（1099―1291） 

  十字軍とアユーブ朝の聖地回復のためのパワーゲームの時代。 

・Mamluk rule（1260 -1517）  

・Ottoman rule（1517-1920）   

  1492 年のコロンブスのアメリカ発見 

  スペインのレコンキスタの後、ユダヤ人追放令が出された。 

5) Conclusion 

Under what condition an independent Jewish Kingdom was enabled? Whose land is it? 

What important contribution or impact can be noted when we speak of Israel? 



Q&A 

 世界の三宗教について？旧約聖書はユダヤ教とキリスト教共通。新約聖書はキリスト教のも

の。コーランがイスラム教の聖典。 

 イスラエル国外で歴史上重要な遺跡は発掘されますか？ローマ帝国に関するものは各地に

有ります。近年中国でルックスは中国人ですが目の色がブルーの人、この人はローマの兵士

遺伝子が現れたのでしょう。ギリシャの歴史遺産も各地に見られます。狭く歴史の長いイス

ラエルは古代史発掘の宝庫でしょう。なにしろ石を投げて落ちた所を掘れば出てくると言わ

れていますから。 

 そんなに調査発掘地域が多ければ家を建てる所が

限られてしまうでしょう？現代のイスラエルで家

を新たに持つ事は大変です。なにしろ高い。優秀

なヘブライ大学を卒業してもエルサレム周辺では

職に就きにくく外に出なければなりませんが鉄道

網が非常に充実しています。日本と比較するなら

ば何も東京だけが仕事先ではありません。関西の

方が料理は美味いし家賃も高いけれど手が届きま

す。それと同じでしょう。 

 お薦めしたい本があります。タイトルは“日本人

とユダヤ人の不思議な関係”Ben-Ami Shillony 著（ヘブライ大学の恩師です）。 立木勝訳 

seiko-shobo  

 日本人のルーツは単一民族ですがユダヤ人は？Exileの歴史上各地でMix されたが遺伝子は

受け継がれているのでは？鼻が大きかったりブロンドヘアだったり。ユダヤ人でも移民先ご

とに例えば、欧米系をアシュケナジム、アジア・アフリカ系をセファルディム、オリエント

系をミズラヒムとも呼ばれます。ちなみに私の母親はモロッコから来ました。Most of the 

expelled Spanish Jews moved to North Africa, Poland, to the Ottoman Empire. 

 関西にユダヤ人何人くらいいるかご存知？300 人くらいだと思います。東京では 1000 人く

らいでしょうか。 

 

膨大すぎて一度ではとても理解できません。もう 2～3 度来てレクチャーしてくださいね。お願

いします。 


