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（SMILE 会）         2021.5.6／5.27 

            辻  宏 

トルコの歴史と文化 
 

現在のトルコ共和国を地理的にみれば、地中海､エーゲ海､黒海に囲まれる西アジアの西端に位置する半島

のアナトリア（小アジア）と、ボスポラス海峡､マルマラ海､ダーダネルス海峡によって隔てられる東部トラキアから

なる、北半球・亜欧の接点に位置する中東の大国の一つである。天然の陸橋のような位置に所在するため、古

来東西交渉のルートとして、また亜欧両大陸を結ぶ接点として様々な民族が往来、文物が交流し、オリエンタリ 

ズムとオクシデンタリズムの交錯する土地柄となっていた。                                  地図① 

アナトリア（小アジア）では、BC17C独自の文化を持ち、世界最古の鉄器を使用したヒッタイト古王国が建設さ

れ、次いでリュディア王国が存在した後、ペルシャ帝国、アレクサンドロス帝国、セレウコス朝、ローマ帝国の支

配を受け、AD395の東西分割の後は東ローマ帝国の領土となり、更にそれを継承したビザンツ帝国の領土とし

て続いていた。11C頃トルコ人の移住が始まり、以降トルコ人居住地となる。東ローマ帝国は 1453オスマン帝国

によって滅ぶ。 

トルコ族は、内陸アジア方面から歳月をかけ、諸地域を経由して、アナトリアの土地に移動してきた、夫々が

出身と所属を異にする遊牧系部族集団が遠祖であったと思われる。派生を重ねて次第に成長を遂げていった

有力な部族集団は、やがて支配層にのし上がるとイスラム教を受容し、異質､少数種族をイスラムという枠の中で

大きな民族的規模にまとめ上げた。小アジアという特定の地域に居住し、共通の言語を持ち、必ずしも同種の

血統でなくとも共通の生活様式､習俗､文化を持ち、モスレムとしての集団感情から逸脱しないものが小アジア 

＝トルコ族の実体である。セルジューク（11C末）を経、オスマン･トルコ（15C初）で大成する。（三橋冨治男） 
               

Ⅰ．古代文明時代のアナトリア              地図② 

１．トロイア文明～ダーダネルス海峡 

 トロイア文明（ミケーネ文明の影響あるも独自性を保つ）、BC30C～BC25C～BC13C（トロイア戦争） 
  

２．海洋王国～カリア､リキア 

 カリヤ王国（アナトリア南西部､ギリシャ都市国家､都：ハルカリナッソス）、BC30C～BC4C  

～北にリュディア、南東にリキア。 

 ・カリア王マウソロス・ペルシャ治下、 ペルシャ戦争（BC5C、×ぺ ｖｓ〇希）～イオニア地方の支配権 

 ・「歴史の父」ヘロドトスはカリヤ人（ハルカリナッソス生）   

 リキア同盟（アナトリア南西部､都市国家､都：クサントス）、BC15C～BC4C～世界初の共和制 
 

３．アナトリア高原 

中央アナトリア： 

 ヒッタイト古王国（アナトリア北中部､首都：ハットゥシャ）､BC17C～14C。～BC12C「海の民」により滅ぶ。      

 ・ハッティ(土着種族)＋ヒッタイト(BC20C以前コーカサスから移住) →ヒッタイト人（鉄器、軽戦車） 

 ・アナトリア文明の特徴：楔形文字(←アッシリア)、ヒッタイト語ヒエログリフ(象形文字)(←エジプト) 

                     軍事技術(←ミタンニ王国（フルリ人､16-14C）､北メソポタミア) 

 東アナトリア： 

 ウラルトゥ王国（アナトリア東部、首都：トゥシュパ～ヴァン湖周辺、BC9C～6C） 

 ・フルリ人ミタンニ王国(BC16C､北メソポタミア)残存勢力、ヒッタイト滅亡後広大なアナトリア地域を支配 

  国家形成。（カッパドキア西にフリュギア、西南アナトリア迄支配。メソポタミア北上のアッシリア撃退。） 

 ・高度土木技術、水資源、楔形文字､象形文字。 

 ・アララト山（5137ｍ､アルメニア･イラン･トルコ境界）麓。 

西アナトリア： 

フリﾕギア王国（アナトリア中西部､トラキアから来た種族､首都：ゴルディオン､BC12C-7C）。BC8C王国。 

 ・エーゲ海西のイオニア人入植で大陸性アナトリア文明+海洋性ギリシャ文明融合の国家に。 

リュディア王国（アナトリア西部、フリュギア滅亡の残存勢力による再興、首都：サルディス､BC7C~6C） 

・沿岸部、島嶼部のイオニア人都市国家を属国にし、また学問が栄えた。BC6C クロイソス王。 
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Ⅱ．ヘレニズム時代のアナトリア 

   アレクサンドロス大王（BC356-323）はペルシャ帝国を滅ぼした後、BC323急死する。配下の将軍たちは後 

継者（デアドコイ）の座とその広大な版図を巡って戦争を繰り広げた。デアドコイ戦争の結果、ヘレニズム王国 

は分割された。大王死後 40年、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプトの 

ヘレニズム 3王国が並び立つ状況が最終的に形成された。アナトリアはセレウコスⅠがシリアと合わせて支配 

し、セレウコス朝シリアとなった。→ヘレニズム時代、アナトリアではペルガモン、ポントス、カッパドキアなどの 

王朝などが分立し繁栄を誇ったが、何れもローマ帝国に併合され、ローマの属州となった。） 
  

１．マケドニア王国 

（１）アレクサンドロス大王の東征（BC336-323）－イッソス 

 ・ペルシャ（アケメネス朝）進出．．．アナトリアをステップにトラキア獲得意図。豊穣の地黒海地方（陸路）。 

   ・ギリシャ．．．植民地化目指しアナトリア進出もペルシャ阻止（ボスポラス海峡独占、黒海交易遮断。） 

 →ペルシャ戦争（BC490-449）～〇ギリシャ勝利 vs.×ペルシャ（イオニア地方支配）。 

 →内紛のペロポネソス戦争（BC431-404）．．．マケドニア安定と国力強化。 
 

（２）マケドニア王国 

 アレクサンドロス大王の理想：広大な異邦の地のすべての民の支配者となり、様々な民族が夫々の信仰 

 や文化を守り、違いを認め合って共に生きられる、共通の世界を作ろうとした。 

 ペルシャ遠征。ダーダネルス海峡から西アナトリア、イオニア征服。 

 ・イッソス（シリア）の戦い（BC333、×ペルシャ・ダリウスⅢ→330ペルシャ滅亡）→ヘレニズム時代へ 

マケドニア（ギリシャ､アナトリア） vs ペルシャ（メソポタミヤ､エジプト）  

BC327：インド国境迄、  

トラキア（バルカン半島南東部）→ダーダネルス海峡→サルディス→イオニア（〇エフェソ､スミルナ(イ

ズミル)､×ミレトス）→シデ→ゴルディオン（フリュギアの都）→アンキュラ（アンカラ）→カッパドキア

→タルソス（キリキア）→イッソス→インド国境  

 イッソス（トルコのシリア国境、アレクサンダー大王の経路）：アナトリア､シリア､メソポタミアに続く街道 

の結節点、陸海交通要衝。         地図② 
 

 ２．ヘレニズム王国～セレウキア・ピエリア／アンティオキア 

 デアドコイ戦争（BC323-281、デアドコイ（(希)「後継者たち」））による王国の分割 

 ～プトレマイオス(エジプト)､カッサンドロス(マケドニア)､ リュシマコス(トラキア)､セレウコスⅠ(西アジア＋ 

 （後）､シリア＋アナトリア（アンティゴノス）)。  

 アンティオキア：BC300セレウコスⅠ(アレクサンダー部下)、バビロンから移動した拠点（新都）。 

  セレウキア・ピエリア（港町）／アンティオキア（後方拠点）．．．シルクロード交易の始まり。 

 BC190 〇ローマ／×セレウキア戦争 

 ヘレニズム諸国の独立分立。 

 ペルガモン王国(BC3-2C､北西アナトリア､ヘレニズム王国の一、アッタロス王朝。BC133共和制ローマ

に編入)。丘上にアクロポリス遺跡があり、トラヤヌス神殿、アテネ神殿、図書館、アゴラから構成される。

外港はエフェソス。 

  コマゲネ王国(南東アナトリアの独立国､AD72 ローマ属州シリアへ) 

   ポントゥス王国（BC3C-1C､北東アナトリア黒海沿岸､アケメネス朝ペルシャ残存勢力の建国、アン 

   ティゴノス朝からの独立 AD62 ローマ属州シリアへ）、   

   その他､土着のアナトリア諸王朝誕生（アルメニア王国、ビティニア王国*、カッパドキア王国） 

    *小アジア北西部、BC74自らローマ領になり、ポントゥス王国と統合され、属州ビティニア・ポントゥス領とな 

     る。副都ニコメディア（イズミット）、カルケドン、ニカイア（イズニック）はビティニアの都市。  
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Ⅲ．ローマ帝国時代のアナトリア：  

アレクサンドロス大王が築き上げた世界帝国がもたらしたギリシャ文明は、大王の死後この小アジアに深く根

を下ろし、後のヘレニズム文明へと発展した。アジアとヨーロッパ、そこから生まれたヘブライズムとヘレニズム

文明が一つに融合しながら、アジアからパウロが携えて行ったキリスト教は、ヨーロッパに根づき、ヨーロッパ文

明の母胎となった。伝道者パウロが 3次にわたって伝道旅行したアナトリアの全土に残された足跡をたどる。 
 

１．キリスト教の誕生～パウロの伝道活動の地 

（１）パウロ伝道旅行～パウロが最も活躍した土地アナトリア～            

①タルソス（キリキア州都、パウロ故郷）        地図③ 

・パウロ先祖の出身地はガリラヤ、BC2Cシリア・アンティコスⅣのユダヤ人移住策（タルソスの繁栄を   

 図り、商業に従事するユダヤ人を移住）、宗教の自由（ユダヤ教信仰）と市民権を与えた。ギリシャ 

 都市の正式の市民となり、やがてローマの支配となっても、その権利はそのまま受け継がれた。 

 ・アントニウスはタルソスを「自由都市」とする。その後オクタビアヌス（初代ローマ皇帝アウグストゥス） 

 はタルソスをキリキア県の首府とする。→ローマ帝国内種々人種が移住、国際文化都市となる。 

・タルソスはまた哲学の盛んな街、かつて哲学者キケロがタルソスの総督であった。 
  

（２）第１伝道旅行（キプロス､小アジア中部、AD48。エルサレム会議～第 1伝道旅行～アンティオキアの衝突） 

同行：パウロ､バルナバ､（マルコと呼ばれるヨハネ）      <使徒言行録 13:1-14:28>  

経路：①アンティオキア（シリア）→セレウキア→キプロス島（バルナバ故郷、サラミス､パフォス） 

→ペルゲ（パンフィリア州）⇔（～タウロス山脈～アナトリア高原～）⇔②アンティオキア（ピシディア 

州）⇔③イコニオン（コンヤ）⇔④リストラ（リカオニア州）⇔⑤デルベ（リカオニア州）．．． 

(帰路)：（アンティオキア（ピシディア）→ペルゲ）→アタリヤ（アンタリア）→アンティオキア（シリア） 

①アンティオキア(シリア)：BC300セレウコスⅠ(ニカトール)建設。ヘレニズム時代セレウコス朝シリア首都。 

 アウグストゥス時代(BC1~AD1)はローマの植民都市、南ガラテア地方の軍事・政治の中心。 

 ・エルサレム教会によるバルナバのアンティオキア派遣、バルナバはタルソスよりパウロを呼び同行。 

  助手マルコと呼ばれるヨハネ（12:12､25、ペルゲから一行と離れエルサレム帰国 13:13）。 

  ・44頃パレスチナ一帯に飢餓、アンティオキア→エルサレムに献金（パウロ､バルナバ）（使徒 11:30）。 

  ・異邦人伝道の正式承認（ｶﾞﾗ 2:7-8）。      

 ・パウロ・バルナバはアンティオキアに住み街頭演説。弟子たち「キリスト教徒」と呼ばる。（使徒 11:26） 

 ・当時のアンティオキアはローマ帝国最大の都市の一。（ローマ、アレクサンドリア(エジプト)に次ぐ。） 

  ．．．ユダヤ人は人口の１／７、バアル神､地母神*信仰の中、ユダヤ教の倫理的教養は異邦人を引き 

 付ける（新しいイエスの教えを受入れる素地）。又、ステパノ殉教で迫害を逃れるユダヤ人キリスト者移 

 住。 *多産と豊穣をもたらす女神､母なる大地の神 

  ②アンティオキア（ピシディア州）：セレウコスⅠ建設。BC189自由都市→25 ローマのガラテヤ州。 

    （補）アンティオキア（ピシディア）でのパウロの説教（新約聖書「使徒言行録」13:16-41）            ｱﾝﾃｨｵｷｱ 

 ・「イスラエルの人たち、ならびに神を畏れる方々、聞いてください．．．(13:16) 

・この民イスラエルの神は、わたしたちの先祖を選び出し、．．．（エジプトからカナンへ）導き出 

し、．．．ダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送って下さった。．．．（13:17-23） 

 ・イエスを認めず、．．．預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定め、神の言葉を実現させた 

 のです。（13:27） 

 ・そして、死に当る理由は何も見いだせなかったのに、イエスを死刑にし、．．．こうしてイエス 

  について書かれていることがすべて実現した。（13:29） 

 ・．．．神はイエスを復活させ、．．．わたしたち子孫のためにその約束を果たしてくださった 

 （Cf.詩 2編）。（13:33） 

  ・．．．この方による罪の赦しが告げ知らされ、また、あなたがたがモーセの律法では義とされえ 

なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。（13:38-39）」 

 ・ユダヤ人に、「神の言葉は、まずあなたがたに、語られるはずでした。だがあなたがたはそれ 

 を拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しない者にしている。．．．わたしたちは、異邦人の方 
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 へ行く。」（13:46） 

    ・神がパウロに命じた言葉を語った。「わたしは、あなたを異邦人の光と定めた、『あなたが、 

 地の果てにまでも救いをもたらすために』。」（13:47）。ユダヤ人たちは、彼らを迫害し、そ 

 の地方から追い出した。（使徒 13:50）  

  ③イコニオン（コンヤ）：パウロ・バルナバ、シナゴーグで伝道を開始。（使徒 14） 

 ・コンヤ<イコンヤ（イコンの町）、宗教色最も濃い。   

  ④リストラ（リカオニア州）：パウロ伝道、石打の難。（使徒 14:19-20）。第 2回伝道旅行でもリストラ訪問。 

⑤デルベ（リカオニア州）：「二人は福音を告げ知らせ、多くの人たちを弟子にし、．．．」（使徒 14:21）   

 ・デルベの古址（テル、「ケルティ・ホユック」）            
 

（３）第 2伝道旅行（ガラテア地方､トロアス､フィリピ､テサロニケ､アテネ､コリント。AD49-50。） 

          <使徒 15:36-18:22> 

 同行：パウロ／シラス（アンティオキアのユダヤ人キリスト者､シルワノ(ラテン名)18:5､ガラテア）､ 

後（リストラから）テモテ（父ギリシャ人､母ユダヤ人、使徒 16:1､Ⅰコリント 4:17） 

cf．別行動 バルナバ／マルコと呼ばれるヨハネ（キプロス島）  

．．．パウロ／バルナバ間でマルコ同行問題。 

   経路：アンティオキア(シリア)→（～キリキア峡門～タウロス山脈､アナトリア高原～）→デルベ（再）→ 

 ①リストラ（再）→アンティオキア（ピシディア）(再)→②ガラテア､フリギア地方→トロアス→サモト 

 ラケ島、ネアポリス→③フィリピ（マケドニア州第 1区、ローマ植民都市）→（アンフィポリス、アポ 

 ロニア）→④テサロニケ（マケドニア州首都､ローマ植民都市）→ベレア（シラス､テモテはベレア 

 残留）→⑤アテネ→⑥コリント（アカイア州首都､交通要衝､商業都市、1年半滞在）→⑦エフェ 

 ソ（アジア州首都）→カイサリア→エルサレム→アンティオキア(シリア)  

 ①リストラ（再）：テモテに会い、割礼を施す。（パウロの割礼理解－異邦人はたとえ割礼をうけなくても、イエ 

  スをキリストと信ずることにより救われる。）。テモテ､パウロに同行。 

 ②ガラテア：「キリスト信仰と律法のわざは互いに相反する救済原理」を説く。 

  ③フィリピ：ティアティラ出身の紫布商人リディアに会う。投獄の難。 

  Cf.フィリピの信徒への手紙（於､ローマ獄中）：自己紹介（ﾌｨﾘﾋﾟ 3:5-11） 

  ④テサロニケ：ユダヤ人騒動（事実は異教徒による迫害？）、半月～20日滞在（実際はより長期？）。 

  ⑤アテネ：アレオパゴスでの説教「『知られざる神に』と天地の創造主、死者の復活」（使徒言行録著者 

 の創作？、使徒言行録 17:23)。アテネでの伝道活動は失敗！。 

  ⑥コリント：ローマのユダヤ人追放令によるアキラとプリスキラと出会う。（ユダヤ教会堂長クリスポ。） 

・ユダヤ人に対し、「自分は異邦人の方へ行く。」 

・1年 6 ヶ月滞在。（地方総督ガリオン､会堂長ソステネ）。テサロニケの信徒への手紙Ⅰ執筆。 

・パウロの建てた諸教会の要（第 3伝道旅行の締めくくりで献金のためのエルサレム上京）。 

  ⑦エフェソ：（共和制ローマ、アシア属州首都）、パウロ訪問時エフェソ最盛期､人口 25万人。 「（使徒 19） 

・BC1000イオニア人居住、BC6C小アジア有数の商業都市。リュディア→ペルシャ→アレクサンドロス 

  と支配が代り、マケドニア領。セレウコス朝を経、ローマ時代ローマの支配下に。             ⑤-⑫ 

 ・アルテミス神殿跡（アヤソルクの丘）：フィロン世界七不思議の 1、最初の神殿は BC772頃､その後  ｴﾌｪｿ 

 BC550頃リュディア王クロイソスが再建。 

 ・セルシウス（ケルスス）図書館はアレクサンドリア､ペルガモと並ぶ世界 3大図書館。    
 

A．第 2伝道旅行の特質 

a．アンティオキア教会の一員としての伝道活動の方式を捨て、独立の活動。 

(異邦人に対し、律法からの自由の福音を伝える使命を全うすることの困難。） 

b．エルサレム教会の行うユダヤ人伝道と対をなし補完し合う異邦人伝道。よってエルサレム教会との 

  交わりは本質的に重要であり続けた。（アンティオキア教会が異邦人伝道の担い手でなくなった。） 

    c．パウロの伝道方式は主要都市中心拠点方式。 

（終末の近さから、広い世界に限られた時間に福音を伝える必要。） 
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    d．ローマ行きを念頭（コリントに重点）。 e．パウロの建てた教会は、総じて異邦人キリスト者主体。

 B．エルサレム上京の意図 

a．エルサレムからイリリコンまで、大筋福音をみたすことは達成された。遠からず帝国西半の活動に転 

ずるに先立って、自分の建てた教会とエルサレム教会の交わりを具体的に確立することを意図。 

C．第 2伝道旅行で伝えたもの：cf．テサロニケの信徒への手紙Ⅰ（第 2伝道旅行コリント滞在初期） 

a．パウロはコリントの人々に、自分自身も伝承として受けた、キリストの死と復活を中心とするキリストの 

  出来事及びその救済の意義を主内容とする告白を「福音｣として伝えた。（ｺﾘﾝﾄⅠ15:3- ） 

b．律法からの自由の福音についての言及なし。 

 c．間近い終末の待望。即ちキリストの十字架と復活は終末の開始に他ならず、その終末は間もなく完 

  成するはずのものと理解。パウロ及び最初期の教会の大部分の人々は再臨を十字架、復活と時間 

  的にも一続きのものとして期待した。（但し、キリストの十字架と復活において、既に歴史に介入した 

  神への信頼こそが決定的で、終末到来の時期は本質的に重要なことではなかった。） 
 

（４）第 3伝道旅行（ガラテア､フリギア､エフェソ、AD53）      <使徒 18:23-21:16> 

 同行：テモテ（第 2に上述）、テトス（エルサレム会議に同道した異邦人キリスト者、ｶﾞﾗ 2:3）同労者。 

経路：アンティオキア(シリア)→ガラテア地方→①フリギア地方→エフェソ（滞在 2年､入獄）(再）（⇔ 

コリント中間訪問）→マケドニア⇔コリント（3 ヶ月滞在）→フィリピ→トロアス 

（帰路）．．．②トロアス→アソス→ミティレネ→サモス島→③ミレトス→コス島→ロドス島→パタラ 

→ティルス→プトレマイス→カイサリア→．．．エルサレム 

  Cf.53-55 エフェソ滞在約 2年（「Ⅰコリント」、「ガラテア」執筆） 

         入獄。（54春。「獄中書簡：「エフェソ」､「コロサイ」､「フィレモン」､｢フィリピ」執筆） 

 コリント教会との関係悪化（「Ⅱコリント 1:3-11､2:14-6:13､7:2-4」執筆） 

         コリント中間訪問（「Ⅱコリント 10-13」執筆） 

     55   マケドニアへ。 

コリント教会との関係好転。（「Ⅱコリント 1:12-2:13､7:5-16、8-9」執筆） 

 55-56 コリント滞在 3 ヶ月（「ローマ 16」「フィリピ 3」「ローマ書」執筆） 

  ①フリギア地方： 

・コロサイ：初代教会            ⑬ 

  ・ヒエラポリス（パムッカレ「錦の城」石灰棚）：BC190ペルガモン王建設の都市遺跡。聖なる都市。 ﾊﾟﾑｶﾚ 

 ネクロポリス（墓地）、トルコ最大 1000～の墓（ヘレニズム、ビザンツ．．．）。      ⑭-⑮ 

 ヒエラポリス大劇場（2C、ハドリアヌス、15千人）        ｢（使徒 8:26- ）  ﾋｴﾗﾎﾟﾘｽ 

 初代教会、フィリポ（初代教会の異教人伝道者）殉教の地、フィリポとエチオピア宦官の話。      

 ②トロアス：BC310、アンティゴノス建。ローマ時代アジア､マケドニアを結ぶ重要な港。   

 第 2回伝道旅行時パウロ、幻を見、マケドニアに行く決心をした。 

 ③ミレトス：イオニア地方ギリシャ植民都市、ギリシャ哲学誕生の都（BC7C哲学者ターレス以下哲人）。 

  イオニア文化の中心地。野外劇場（2C、トラヤヌス、2.5千人） 

   イオニア地方で、ミレトス→エフェソ→スミルナ（イズミール）と盛衰。（エフェソの長老へ訣別の辞） 
 

A．第 3伝道旅行の意図 

 a．コリント教会重要視の理由：帝国東半での仕事が終り、西半へ向かいたい抱負（ローマ書の執筆）。 

 エルサレム教会への献金運動（同教会が異邦人教会との交わりに積極的に臨むことを求める手段）に、 

 コリントの教会がその中心となる事を期待。 

 b．コリント滞在中にローマ書執筆。未知のローマの教会に対し、神学的自己紹介。 

(補) イスラエル論（新約聖書「ローマの信徒への手紙」9-11）～旧約からの引用多い 

    ・イスラエルは信仰上の様々の特権を与えられているにもかかわらず、律法のわざによって義とされよう 

 とするためにつまずいたこと（9:31-32､10:3） 

     ・他方、神は異邦人に対しても信仰によって義とされる道を開いたこと（9:24､30） 

 ・しかし、神はイスラエルを捨てたのではなく（11:2）、 
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 ・そこには、イスラエルのつまずきを通して救いを異邦人に及ぼし、その事によって逆にイスラエルを 

 奮起させて（11:11）、 

     ・イスラエルすべてを救いに至らせる（11:25-26）、という神の計画が働いていると述べる。 

   （イスラエルの不信仰にもかかわらず、神はイスラエルに与えた約束に誠実であり続ける。） 

B．第 3伝道旅行の特徴 

 a．第 2伝道旅行で建てた教会を再訪、それらの教会からエルサレム教会への献金を集めること注力。 

 b．献金の目的：献金は「聖徒たちに対する奉仕」（8:4､9:1）であり、それは、自ら「富んでいたのにあな 

 たがたのために貧しくなった」キリストの「恵み」（8:9）に基礎づけられ、かつそれを範例とする「恵み 

 のわざ」である（8:4､6）。この献金活動は信仰のあかしとなり（9:13）、神に喜ばれることとなる。 

 c．パウロの仕える神はイスラエルの神であって、全く新しい別の神ではない。（キリスト教信仰がイスラ 

  エル宗教の伝統の上に成立していることをいう。）  

 d．エルサレム会議の取り決めで「交わり」の具体的表現として、エルサレム教会がパウロたちの異邦人 

  伝道をそのまま受け入れることであった。パウロにとって献金運動は、彼の伝道の果実である異邦人 

  教会に対し自らを閉ざし勝ちのエルサレム教会に自らを開くことを求めるための、もっとも具体的な手 

  段であった。更に、エルサレム会議の取り決め全体を生かすために、そこに盛られた献金の約束を 

  実行するべく、異邦人教会から集めた献金を、異邦人教会の代表と共にエルサレムに持参し、会議 

  の取り決めのいう「交わり」の全面的確立をエルサレム側に迫ろうとした。(ｺﾘﾝﾄⅠ16:3､使徒 20:4)。 

  エルサレム教会が、律法遵守の点で疑いの目を持って見ている難しい状況にあることをパウロは知 

  っており不安であった。パウロは、間もなくこの地を去り西方に転ずるに先立ち、異邦人教会がエル 

  サレム教会と具体的交わりを持つことを必要と考えた。エルサレム側が、自分の建てた、しかし後に 

  残してゆくことになる異邦人教会に対して、交わりの門戸を開放することを求め、献金運動を通して 

  具体化しようとした。 
 

（補）「ヨハネの黙示録」（新約聖書）： 

AD1C ドミティアヌス帝によるキリスト教迫害が激化、迫害に会う信者たちを励ますために、ヨハネはア 

ジアの諸教会に宛てて手紙を送った。その七つの教会は、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティ  

ラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアである。(黙 1:11)            

 「イエス・キリストの黙示。この黙示は、すぐにも起こるべきことを、神がその僕たちに示す 

 ためキリストにお与えになり、そして、キリストがその天使を送って僕ヨハネにお伝えになっ 

 たものである。」（黙 1:1）  

  ・エフェソ：既述 

  ・スミルナ（イズミール）：（イオニア人植民地）BC1100に存在、BC600ルデア王破壊、アレクサンドロ  ⑯ 

  スの武将が復興。ホメロスの故郷。Cf．古代アゴラ（古代ギリシャの都市国家ポリスの広場）。ポリカル ｽﾐﾙﾅ 

  プの教会。           ⑰-⑳ 

  ・ペルガモン：起源は先史時代、アレクサンドロス後継者時代に繁栄。エフェソと共にアジア属州中心 ﾍﾟﾙｶﾞﾓﾝ 

  都市。アクロポリスにデメテール神殿 BC3C（祭壇「知られない神に」Cf．アテネのアレオパゴス評議 

  所）、劇場、図書館。ペルガモン図書館ではアレクサンドリア図書館を擁すプトレマイオスⅤのパピル 

  ス禁輸措置に対し、良質羊皮紙（perchment <(独)ﾍﾟﾙｶﾞﾓﾝﾄ））を開発して対応した。 

   アスクレピオン（BC4C～AD4C、医療の神、古代の総合医療センター）、「悪魔の座」（黙示録）、トラ 

   ヤヌス神殿､AD2C。  

 ・ティアティラ（アクヒサル）：ルデアの出身地 

 ・サルディス：「王の道」（2500ｋｍ、スサ(ペルシャ)～サルディス(ルデア王国首都､BC7C)）、ヘレニズム 

 文化、アクロポリスとアルテミス神殿、4C教会跡（もと女神キベレ神殿）。 

 ・フィラデルフィア（(希）、アラシェヒル、黙示録）：BC150ペルガモン王国アッタロスⅡフィラデルフォス 

 建設。ローマは、BC129 イオニア地方と旧ベルガモン王国地域を合わせ、ローマ属州・アジアを発足。 

 ユダヤ人植民、キリスト教徒と対立、殉教者。アクロポリスに聖ヨハネ教会。 

   ・ラオデキア：旧石器時代。ペルガモン王国、ローマ帝国都市。初代教会。 
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２．ローマ帝国とキリスト教 

   ローマ帝国は帝政初期西方世界では無敵であったが、東方に強敵ペルシャがいた。ペルシャとの緩 

衝地帯と向き合う南東アナトリアの各都市は、シルクロードの隊商都市であるだけでなく、夫々が対ペルシ 

ャ防衛の重要軍事拠点であり、ローマ軍団の基地がおかれていた。 
 

（１）ローマ帝国の東方の軍団都市と包括的拠点都市～エディルネ  

・エディルネ：ハドリアヌスの重要視した包括的拠点都市（トラキア、ハドリアノポリスの訛り、ギリシャ国境）。地図④ 

・アンティオキア：ローマ軍東方統括基地 

 ・ニコメディア：属州ビティニア･ポントゥス州都、3C中ゲルマン侵入の南下ルートにあり、ニコメディアを副 ﾆｺﾒﾃﾞｨｱ 

 都に昇格してこれに備えた。 尚、3C末以降ニコメディアはローマ正副両皇帝の内､正帝の所在地。 

 ・軍団都市：ゼウグマ（南東アナトリア、BC3C､古代都市､ユーフラテス）、サモサタ（BC2C､コマゲネ王国､ 

 ユーフラテス）、メリテネ（マラティア､東アナトリア､BC1C､ペルシャ､アルメニア進軍基地）、サタラ。 

 属州カッパドキア州都マザカ、属州ガラティア（西隣）州都アンキュラ（アンカラ）（中央アナトリア）。 

ハドリアヌス（2C）行幸：アンティオキア～属州シリア北部～アナトリア各軍団都市～属州カッパドキア 

      ～黒海～ボスポラス海峡～ニコメディア（マルマラ海東端）   
 

（２）ローマ帝国遷都～「新ローマ」(ノヴァ・ロマ、通称コンスタンティノープル） 

 313：ミラノ勅令（キリスト教公認、コンスタンティヌスⅠ）．．．キリスト教（正統キリスト教）による国家統一。 

 324：リキニウスを破り帝国統一、ローマ帝国遷都（ビザンティウム､コンスタンティヌスⅠ）．．．対ゲルマン 

「新ローマ」(ノヴァ・ロマ、通称コンスタンティノープル）～ボスポラス海峡トラキア東端、        ﾋﾞｻﾞﾝﾃｨｳﾑ     
 

（３）ローマ帝国のキリスト教化～ニカイア、コンスタンティノープル 

 325：ニカイア公会議（第 1回、コンスタンティヌスⅠ）   

     ①正統教義の再確認(三位一体)。（〇アタナシウス vs.×アリウス派の異端断罪。）→392国教化。㉒-㉔ 

  Cf．ニカイア（イズニック）～ローマ帝国のキリスト教の原点：     ﾆｶｲｱ 

   13C 十字軍のコンスタンティノープル占領時、ビザンツ亡命政府が存在。           

 381：コンスタンティノープル公会議（第 2回、テオドシウスⅠ）．．．①ニカイア公会議の正統教義再確 

   認、異端断罪。②ニカイア教区管轄の大主教座新設。→宗教の中心となり聖俗の権威具備。③5 

   中心教会組織認定（ローマ､コンスタンティノープル､アレクサンドリア､アンティオキア､エルサレム）｡

 392：国教化（テオドシウスⅠ）：正統キリスト教の新たなローマ皇帝像「地上における神の代理人」 
 

（４）ローマ帝国の東西分割とキリスト教の分裂            東西分割 

395：テオドシウスⅠ(遺言）の帝国分割(東都：コンスタンティノープル／西都：ミラノ（ゲルマン民族奪取）) 

 451：カルケドン公会議（第 4回）．．．三位一体の正統教義の再確認（〇アタナシウス vs×ネストリウス） 

  ①カルケドン公会議の決定の受入れ（カルケドン派／非カルケドン派）可否で正統キリスト教／異端。 

  →・コンスタンティノープル総主教座：(ギリシャ・)オーソドックス（カルケドン、正統） 

  ・アンティオキア､アレクサンドリア総主教座を支えてきた古代教会の伝統に立つシリア、コプト、 

  アルメニア、エチオピアの各民族オーソドクス（非カルケドン、異端）。 

  Cf．カルケドン：ボスポラス海峡東岸。  

・マルディン（シルクロードのメソポタミア／アナトリアの通過拠点､アンティオキア東）：南東アナトリア・シリ 

 アでの亡命教会の拠点、聖ペトロ教会、アンティオキアを支えてきたキリスト教徒。→シリア・オーソドクス  
 

（５）東西の再統一（11年間）～コンスタンティノープル（東）／ラヴェンナ（西）       

・聖ソフィア大聖堂（コンスタンティノープル－再建 3代目）ユスティニアヌスⅠ献堂   (聖ｿﾌｨｱ) 

* ギリシャ正教大本山→オスマン時代にモスク化→トルコ時代にアヤソフィア博物館→2020再度モスク化。 

・476：西ローマ帝国ゲルマンにより滅亡 

対ゲルマンの戦いに対処し、西ローマ帝国新都：ローマ→ミラノ→ラヴェンナ（→ゲルマンの都に）。 

ゲルマン民族多くはアリウス派。 

Cf．東方：ローマ／<異端>東アナトリア（非カルケドン）、西方：<正統>ローマ／ゲルマン（アリウス派）。 

 



 

8 

 

Ⅲ．ビザンツ帝国（東ローマ帝国） 

ビザンツ帝国は、ローマ帝国が東西に分割統治された 395年以降の東側の領域､国家、東ローマ帝国であ

る。476年西ローマ帝国がゲルマン人によって滅ぼされた際、西ローマ皇帝が東ローマ皇帝に帝位を返上して 

東西の帝国が再統一された。7Cに、公用語もラテン語からギリシャ語に代わり、東方だけとなってなおもローマ 再統一

帝国でありながら、民族的・文化的にギリシャ化が進んだことから、東方ギリシャ国家としてのビザンツ帝国に変 

貌していた。ギリシャ帝国とも呼ばれた。一時期は旧西ローマ領を含む地中海の広範な地域を支配したが、8C

以降は、バルカン半島、アナトリア半島を中心とした国家となった。（首都：コンスタンティノープル）。 

1453年オスマン帝国によって滅ぶ。  Cf．フランク王国（5C末～）→神聖ローマ帝国（962～1806､オットー） 
 

 １．イスラム教の北上 5C-6C～エデッサ（シャンルウルファ、南東アナトリア、ペルシャとの緩衝地帯）       地図④ 

 ・イスラム教徒の進出（アラビア→シリア→南東アナトリア）。 キリスト教徒の町を征服し、教会・神殿をモス 

  ク（ウル）に。但し、ユダヤ教徒、キリスト教徒に対し、「聖典の民｣として改宗を強要せず、庇護。共生。 

 ・イスラム教徒のアラブ軍は、シリア人､アルメニア人に歓迎され、東アナトリアは早々にその勢力下に。 

  古来東西アナトリアの中間地点はカッパドキア、東にシリア人､アルメニア人、西にギリシャ人。又、キリス 

  ト 教の異端と正統もここで東西に分かれる。) コンスタンティノープルの皇帝にとってカッパドキアは東の 

  異端と異教との連合勢力から、西の正統キリスト教を守るための最前線に位置する防波堤である。 

Cf. 626：ペルシャ軍・スラブ族（バルカン）連合軍コンスタンティノープル攻撃。 Cf．622：イスラム元年 

  ペルシャ（ササン朝）は、イスラム軍の影響でゾロアスター教を棄てイスラム教国へ変わる。 

 674：アラブ軍コンスタンティノープル 4年間包囲（ペルシャは、既にアラブとの戦いに疲弊、滅亡。） 

 ・9C中～ビザンツ皇帝、アラブ軍のアナトリア侵攻に対し東アナトリア奪還のための遠征。（異端を異教 

  徒から切り離すべく、アルメニア人と和解しビザンツ勢力下に引き戻す作戦。） 
 

２．ビザンツ帝国、東アナトリアでセルジュク軍､次いで十字軍に敗北～マラズギルト  

 ・1071：マラズギルトの戦い（×ビザンツ軍 vs.〇トルコ・ペルシャ系セルジュク軍に敗北。 

 ・1098：ビザンツ帝国が東方でペルシャ軍、アラブ軍とのせめぎ合いを続けた果てに、アンティオキアは 

     西方から来た十字軍（第 1次）の手に落ちる（アンティオキア公国）。 

（１）マラズギルト－東アナトリア、ローマとペルシャの緩衝地帯。 

 ・マラズギルトは本来ローマ軍にとり、北のアルメニア、東のペルシャ両方面に進軍できる要衝。  

  信仰では正統(ローマ軍)／異端（アルメニア人）／異教（ゾロアスター教徒､後イスラム教徒）の三つ巴。 

   ・ルム・セルジュク朝*（マラズギルトの戦いに勝利し、「セルジュク朝」を改め。1077-1308） 

 * 「ルム」は「ロマイオイ（ローマ人たち）」(希)。ペルシャのセルジュク朝本家に対し、「ローマの地」に興された分家？ 

 1077-1097：首都ニカイア（イズニク）･･･ﾏﾗｽﾞｷﾞﾙﾄ－(ｱﾆ)－ｴﾃﾞｨﾙﾈ－ｺﾝｽﾀﾝﾃｨﾉｰﾌﾟﾙ－ﾆｶｲｱ－ｺﾝﾔ 

  1097-1308：首都コンヤ   1071          1077   1097 

（２）第 1次十字軍(1096-‘99) 

 ・1096：教会分裂（1054､ローマ／コンスタンティノープル）*下のローマ教皇にビザンツ皇帝がイスラム教 

  徒対策として傭兵派遣要請（ロードス･マルタ騎士団）。ルム･セルジュク軍（ニカイア）に撃破さる。 

  *1054 ローマ教会教皇（カトリック教会）vs.コンスタンティノープル総主教（東方正教会）相互破門。．．．Cf.1965和

解。 

 ・第 2次十字軍：ニカイア開放。アナトリア→エデッサ→アンティオキア→エルサレム占領。アルメニア王 

  国（キリキア）と良好関係築く。   

 ・1204：第 4次十字軍、コンスタンティノープル占領、ラテン帝国（1204~1261）を宣言。聖ソフィア大聖堂 

 をカトリック大聖堂に（1453オスマン王メフメットⅡによりモスク転用）。ビザンツ帝国皇帝はニカイア亡命。 
 

３．ビザンツ帝国のイスラム教化～イコニオン 

 ・コンヤ：イコニオン(＝イコンのまち、ルム・セルジュクの都)、キリスト教の発祥期にパウロも訪れている。 

  近郊の聖エイレーネ教会はコンスタンティヌスⅠの母后ヘレナがニカイア公会議（325）を記念し寄進。 

  ルム・セルジュク時代以降のモスク､神学校(インジミナール)多数、現在もイスラム教文化濃厚。 

 ・メブラーナ舞踊：メブラーナ（13Cルム・セルジュク朝最盛期（ビザンツ朝末期）のコンヤの宗教人）の哲 

  学実践の修行道。イスラムの神との一体感を得る実践体験を求め、愛と平和(無条件の平和)を祈る修 
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  道院での修行をする。「イスラム神秘主義」。「セマ」（旋回舞踊）。トルコの無形文化財。   

４．ビザンツとオスマンの攻防～アドリアノーブル（ハドリアノポリス、エディルネ） 

 ・ビザンツ芸術：中世ギリシャ文化を素地とするキリスト教芸術、ドーム建築の教会と豪華なイコンが特徴。 

 ローマ帝国のモザイク画、フレスコ画による装飾の伝統がイコンを許す。 

 ・聖像破壊令（イコノクラスム）：8-9Cビザンツ帝国（東ローマ帝国）、聖像(イコン)の崇敬が皇帝により禁止 

  され聖像を破壊した運動。イスラム教の隆盛や修道院の巨大勢力化に対し、求心力を保持する目的。 

 ・教会分裂（1054）でローマと敵対～上述（p8） 

  東アナトリア：6C～分離、 

  バルカン：8C～ブルガリア人､スラブ人（正統キリスト教、但しビザンツを拒否）に奪われる。 

   西アナトリア：ルム・セルジュク朝出現以来イスラム教化進行。（庶民､キリスト教による排外的な統治を 

   見限り、イスラム教(オスマン)の寛容な統治に賛同傾向。モザイク画の趣旨は帝国の威信の誇示？） 

 11C中 教会分裂→西方カトリック､十字軍によるコンスタンティノープル占領。更にゲルマンの脅威。 

 ・オスマン朝（<オットマン）： 

  1299：マルマラ海東南に出現。急速に領土を広めコンスタンティノープル征服を狙い始める。     地図④ 

  1326：マルマラ海東南ブルサをセルジュークから奪い、オスマン最初の都とする。 （ルム滅亡。）    ﾌﾞﾙｻ 

  1331：ニカイア（ローマ帝国キリスト教原点）をオスマン朝支配下に。オスマン拠点をトラキアに移す。  ㉕ 

  1362：新都アドリアノープル（ハドリアノポリス、現エディルネ）。 

    1453：メフメットⅡ（雷帝バヤズイットⅠ曽孫）コンスタンティノープル征服､オスマン朝新首都イスタン 

    ブールへ。 

   1923：第 1次大戦に敗北、オスマン帝国解体 (36代、623年) 。 
    

５．ヴェネツィア人とジェノヴァ人 

 ・イスタンブール（<「イスラーム・ボル(イスラムの地？)」､メフメットⅡ命名？） 

  BC667ビザンティウム→（拡張）AD324コンスタンティノープル（ローマ帝国遷都、コンスタンティヌスⅠ） 

  →1453イスタンブール（オスマン首都）    

 ・ガラタ地区（コンスタンティノープルの対岸、天然の良港）～イタリア人交易業者の町 

  ビザンツ教会→カトリック教会（9C~異邦人(ジェノヴァ､ヴェネツィア人､他) →アラブ･モスク（13C建設) 

 ・ビザンツ帝国の状況： 

  コンスタンティノープル攻防（ビザンツ帝国×オスマン軍、ジェノヴァ人×ヴェネツィア人）四つ巴。 

ヴェネツィア人（東地中海､ダーダネルス海峡制海）－Ⅳ十字軍の中心（13C）。＋当初ビザンツ帝国。 

  ジェノヴァ人（黒海貿易､ペラ､ボスポラス海峡制海）－黒海出口ヨロス要塞、ガラタ塔（ジェノヴァ人城塞

都市に改造 14C）。＋当初オスマン軍（マルマラ海東）。 

   ・皇帝ヨハネスⅧ、オスマンのコンスタンチノープル進軍阻止のため、西方の援助を当てにカトリックとの 

 教会合同受入れ（＝降伏、1438）－但し、ビザンツ側には、十字軍による東方各地の植民地化とコン 

 スタンティノープル占領に対する怨念あり。とはいえ、ヴェネツィア人とジェノヴァ人が最後の頼り？。 

 ・ビザンツが転向を強要してきた東方の異端者たち（非カルケドン）が、900年来オスマンの庇護下に宗派 

  を守り続けている。．．．オスマン帝国下での強制改宗の回避を期待（オーソドクスのままでいられる）。 
 

６．コンスタンティノープル陥落～金角湾 

 ・ルム・セルジュク朝：モンゴルに敗れ､小王朝に分裂、1308滅亡。 

 ・オスマン帝国：モンゴル･ティムールと対戦、バヤズィットⅠ死亡。（バヤズィット要塞、ルメリア要塞 14C） 

 →コンスタンティノープル征服（征服王スルタン・メフメットⅡ）。      

 ・ビザンツ新皇帝コンスタンティヌスⅪ、オスマン軍の包囲に教会合同（1438）したカトリックと合同礼拝。 

 金閣湾城門に守りの切り札大砲を設置（後､オスマン帝国トプカプ（大砲門）宮殿建設）。 

オスマンは既にダーダネルス海峡両岸を支配、更にボスポラス両岸に要塞建設し敵挟撃の体制。 

・1453：コンスタンティノープル陥落～キリスト教時代の終焉、イスラム教時代の始まり。 
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Ⅳ.オスマン帝国 

 オスマン族は西アナトリアに分布した半牧半兵の有力部衆。オスマン王朝初代君主はオスマン・ベイ。 

オスマン王朝永続の理由は、①根拠地がコンスタンティノープルとコンヤとを結ぶ通過貿易ルート筋にあり、通  地図④ 

商の利益を得る地の利を占めていた、②ビザンティン属領と西北方で境を接し、その方面への拡大目標を持っ 

ていた、③西部アナトリア諸都市在住の手工業職人、商人のギルド的民衆組織の側面からの支援があった、 

④イスラム国家の行政管理組織を形成する能力を有し、征服地の経済的施策に関与する宗教指導層の精神的 

協力があった、などによる。 
 

 １.首都イスタンブールの歴史 

 （1）ビザンティウム（ビザンティオン）→コンスタンティノープル(遷都､AD324)→イスタンブール(1453) 

  ・BC660 ギリシャの植民都市「ビザンティウム」建設 

 ・AD324 コンスタンティヌスⅠローマ帝国首都「ローマ」→「ビザンティウム」（「新ローマ（ノヴァ・ロマ）」）遷都。 

   （ゲルマン民族の襲撃に備え、ペルシャとの対峙を意識し、東西の結節点ビザンティウムへ遷都） 

   Cf．副都ニコメディア（3C以降ローマ正副両皇帝のうち正帝の所在地、イズミット）。 

    325ニカイア公会議（コンスタンティヌスⅠ。ニカイア(イズニック)はニコメディア郊外）。 「330～395 

・330「コンスタンティヌポリス（希）」（ビザンティウム拡張､新ローマ）と改名→東ローマ帝国（ビザンツ帝国）首都。 

  381「コンスタンティノープル公会議」（テオドシウスⅠ､帝国の中心として聖俗両方の権威）  ↳西：ﾐﾗﾉ 

  395テオドシウスⅠ遺言でローマ帝国東西分割→ビザンツ帝国（395-1204、1261-1453）。 P7 

・1453ビザンツ帝国､オスマン帝国(メフメットⅡ「征服王」)によって滅ぶ。  Cf.ラテン帝国（1204-1261）    地図④ 

(キリスト教ビザンツ帝国⇒イスラム教オスマン帝国（新(ノバ)ローマ帝国）、1453-1922)、 

 オスマン帝国首都：ブルサ 1326→エデルネ 1362→イスタンブール（コンスタンティノープルと併用）  

・1923ケマルパシャ＝アタチュルク､共和国樹立、首都をコンスタンチノープルからアンカラ(アンゴラ)へ。 

・1930 コンスタンティノープルは「イスタンブール」と改名（併用）→第一次大戦に敗れ英・露・希に占領さる。 
 

２．メフメットⅡ(征服王､在位 1444､1451-81） Cf．バヤズイットⅠ(雷帝)1389-1403 

（１）メフメットⅡ：（称号）「地上における神の影」、他に「ローマ皇帝」、「最も偉大なる支配者」とも。   ㉖-㉗ 

  ・トプカプ宮殿「帝王の門」碑文－「陸のスルタン、海のハン（汗）、人間と霊に対する神の影、東と西で   ﾄﾌﾟｶﾌﾟ 

 神を助ける者、海と陸の英雄、コンスタンティノープル城壁の征服者」。．．．ヨーロッパ（トラキア）とアジ  地図① 

 ア（アナトリア）の両大陸、黒海と地中海にまたがる広い世界を、宗教的権威を支えにする君主が支配 

 することを表す。「スルタン」は、イスラム教社会の世俗君主（アラビヤ語）。 

 ビザンツ帝国：皇帝はキリスト教の「地上における神の代理人」 

オスマン帝国：スルタン（メフメットⅡ）はこの概念を「地上における神の影」に置き換えた。神はイスラ 

 ム教の神アッラー。スルタンはイスラム教徒だけでなく、キリスト教徒やユダヤ教徒にとっても「神の 

影」であり、イスラム教の「神の影」の中に、自分たちの神を見ることができるとし、「聖典の民」として 

庇護する。更に、イスラム教のオスマン帝国はキリスト教のビザンツ帝国に代る「新ローマ帝国」とし 

由緒ある名前を守る。 

・聖ソフィア（アヤソフィア）大聖堂（東ローマ帝国(ビザンツ帝国)､コンスタンティウスⅡ､360）  聖ｿﾌｨｱ 

 →再建（537､ユスティニアヌスⅠ）：ギリシャ正教大本山（コンスタンティノープル総主教庁）  ㉘-㉛ 

 ユスティニアヌスⅠ献堂：モザイク画「聖母子に捧げる 2人の大帝」（コンスタンティヌスⅠは城砦都 ﾓｻﾞｲｸ画

  市を、ユスティニアヌスⅠは聖ソフィア大聖堂を献呈）。 

．．．726～イコノクラスム（聖像破壊運動）でイコン除去、994地震後再建時絵画復活 

   1204-1261 ラテン帝国カトリック影響下（Ⅳ十字軍）、ローマカトリック教会大聖堂  ↓㉜ 

 →1453 コンスタンティノープル陥落、メフメットⅡイスラム教モスクに改築。アヤソフィア・モスク。 ｱﾔｿﾌｨｱ 

 ．．．「聖堂」→「ジャーミー」（ミナレット４本付加)。．．．→1932博物館→2020モスク化  ･ﾓｽｸ 

 ・コンスタンティノープル陥落後、キリスト教国家のビザンツ帝国はイスラム教国家のオスマン帝国となり、 

  イスラム教を頂点とする多宗教化の国となった。→君主スルタンは教主カリフを兼ね、イスラムの盟主。 

  ローマ皇帝の玉座はローマ・オーソドックスの権威に支えられた。（オスマン帝国下ではルム・オーソド 

  ックスとよばれることになる。） メフメットⅡはローマ・オーソドクスの総本山、「コンスタンティノープル世 
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  界（エキュメニカル）総主教座」の活動を再開させ、総主教に新たに聖職者を登用し、座所として（聖ソ 

  フィア大聖 堂が既にモスク化されていたので）聖使徒教会を与えた（→移転後聖ゲオルギオス教会、 

  ギリシャ人貴族の町フェネル）。さしずめ、オスマン帝国の中に存在する小さなビザンツ帝国となった。 

  →東（オーソドックス*中心地）フェネル、西（カトリック中心地）ヴァチカン（聖ピエトロ大聖堂、ローマ 

  法王庁）となった。 * カトリック：普遍､公同、オーソドックス：正統 

今や総主教はスルタンの忠臣となったビザンツ皇帝に代わり、全国のギリシャ（ルム）・オーソドックス共同 

体長官を兼ね、共同体に神の影への忠誠を守らせる任務をもった。 

（２）ヴェネツィア人（ジェノヴァ人に代わって、フィレンツェ人と組んでオスマンに接近）  

 ・ヴェネツィア人に教会新設許可（聖ピエール教会）。海運業（東地中海展開）以上に新芸術の窓口に。 

 →新市街ベイオウル地区（中世オスマン帝国時代に開拓された合同居留地～ヴェネチア人､仏・英人)  

 Cf．ジェノヴァ人（オスマンから離れる） 

  13Cガラタ居留早期から、次の目標ボスポラス海峡制海権取得し黒海交易拡充体制を整備。

  又、労働力を期待してアルメニア人と接近（共にビザンツと対立）。 

  旧市街→ガラタ城塞都市(ジェノヴァ人)→ベイオウル地区(ヴェネチア人)    

 ・アルメニア人（アルメニア・オーソドクッス､非カルケドン派）イスタンブール総主教座新設の許可付与 

 ・ユダヤ人（カライ派ユダヤ教徒､ガラタのジェノヴァ城塞都市に居留）．．．新来のユダヤ人グループや 

  セファルディムが加わり経済界でギリシャ人に次ぐ。（1492完了のレコンキスタでキリスト教改宗を迫ら 

  れて追放されたユダヤ教徒ら。） 
  

３．イスラム教の庇護のもとに多宗教共生～イスタンブール 

・オスマン帝国で商業、生産を支えたのはキリスト教徒､ユダヤ教徒。西欧との交易は特権階級のギリ 

 シャ人（イスタンブールのフェネルの人々）。役人、兵士はイスラム法に基づきイスラム教徒。 

・ギリシャ人学校の建設。 

 メフメットⅡ創立「ルム学校」（ギリシャ人学校で総主教座アカデミー､大学校とも呼ばれた）。 

ギリシャ（カルケドン派）・オーソドックス教徒専用の最高学府。外国語習得､宮廷高級官僚育成。 

・セルビア総主教座（カルケドン）の再独立－カトリックの西欧に対してオーソドックスの盾とするため。 

・バザールの振興。           

ｃ バザール－エジプト・バザール(スパイス取引)、グランド・バザール（カパル・チャルシュ､屋内商店街） 

  ベデステン（専門店街）、キャラバン・サライ（隊商宿）、チャルシュ(商店街)。 
      

４．正統イスラム教国家へ～エユップ（聖地） 

・トプカプ宮殿、至福の外套の間（聖遺物：ムハンマドの外套）、展示室（初期イスラム教所縁の 4人 

 （アブー･バクル、オマル､オスマン､アリー）の剣）等の聖遺物の権威に守られて、神の影であるスルタ 

 ンが君臨する。預言者ムハンマドの死後、神の使徒だった彼の代理人として、全イスラム教を率いる 

 後継者の地位が決められた。 

  ＊スンニ派：4人を当初の「正統カリフ」とし、その地位は有力者が継承する。 

 ＊シーア派：アリーだけを「初代イマーム」として支持し、その地位は彼の子孫が継承する。 

 スンニ派は当時も今も圧倒的多数派、16C初オスマン朝スルタンはペルシャ､エジプト征服によりスン 

 ニ派聖地の支配者となり、スンニ派カリフの地位を兼ねることになった。スルタンはカリフの系譜に入 

 ったことで 4人の剣をイスタンブールに持ってこさせた。但し、スルタンが帯剣式を行ったのは、アヤ 

 ソフィア、トプカプ宮殿でもなく、エユップ・スルタン・モスクである。 

 ・エユップはメッカ、メディナ、エルサレムに次ぐイスラム教 4番目の聖地となった。 

 「エユップ」はアラビヤ語の人名「アイユーブ」の訛り、「ハリド・ビン・サイド・アイユーブ・アル・アンサー 

  ル」。預言者ムハンマドの教友の 1人で、コンスタンティノープルを初めて包囲したアラブ軍の将軍。 

  （その時、アラブ軍は大城壁を突破できず、アイユーブ・アル・アンサールは場外で戦死した。 

  「アンサール」はメッカで迫害され移住してきたムハンマド達を支援した、メディナの人々の称号。つま 

  り、アイユーブ・アル・アンサールはアンサールのエユップの意。）その墓に霊廟が建てられ、エユッ 

  プ･スルタン･モスクとなった。オスマン宮廷の権威付けとなった。 
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 ・セリムⅠ：メフメットⅡの孫、（メフメットⅡ－バヤズイットⅡ－セリムⅠ-スレイマンⅠ） 

   オスマン帝国がイスラム教国として転換点となる 2つの遠征。 

 *ペルシャ（強大な軍事力で再統一した少数派シーア派サハヴィー朝）。1501打撃を与える。 

 *エジプト（マルムーク朝､1200～）。1517倒し、マルムーク朝保護下のアッバース朝からカリフ位奪取。 

  圧倒的多数派のスンニ派（メッカ、メディナ）の中で、オスマン帝国は奪取したカリフ位にイスラム教 

  世界全体の盟主としての意味付けを加えた。 

 *東アナトリア（オスマン領となってもビザンツ時代同様ペルシャとの緩衝地帯、ペルシャ同様シーア 

 派寄りのイスラム神秘主義が盛ん。（オスマン側ではアレヴィー派と総称。） 

ビザンツ帝国が正統／異端の対立で衰退した轍を踏まぬよう、オスマン帝国はどのキリスト教徒も平等 

とし、イスラム教徒と共に違いを認め合ってきた。但し、西アナトリアでアレヴィー一派の人物が反乱を

起こし、緊張の中で即位したセリムⅠは、イスラム教にも正統／異端の色分けを持ち出し、敵味方をは 

っきりさせ、異端（アレビー派が対象）撲滅を図る。  
 

５．スレイマンⅠ「壮麗王」 

 ①スレイマンⅠ（在位 1520-1566）： 

  東欧､北アフリカ､南メソポタミアで征服地を獲得、紅海､ペルシャ湾にまで支配を及ぼし、南コーカサ 

   スも影響下においた。（更に西欧をとれば地中海世界はイスタンブールを都とする一つの世界となる。） 

 →イスラム教の「コンスタンティノープル」を都とする新ローマ帝国への再生となる。 

 100年前の「征服王」メフメットⅡはトラキアとアナトリア、地中海と黒海にまたがる世界の征服者。 

・スレイマンⅠの称号「立法者（カーヌーニ）」－イスラム法典を集大成、イスラム教国家の仕組み明文化。 

 ビザンツ皇帝ユスティニアヌスⅠのローマ法典集大成に並ぶ。      ㉜ 

 ・スレイマニエ・モスク」（1557､ミナレット 4本､“東方のミケランジェロ”ミマル・シナン建築）       ｽﾚｲﾏﾆｴ 

 ②アフメット（在位 1603-17）          ㉝ 

   ・スルタン・アフメット・モスク（ブルーモスク、1616、ミナレット 6本）、スルタンの威信を表示。   ｱﾌﾒｯﾄ 

  ～アヤソフィア・モスク（聖ソフィア大聖堂（6C）、1453にメフッメットⅡ4本のミナレット付加）と広場を 

挟み対をなす。 
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Ⅴ.第一次世界大戦～オスマン帝国の終焉 

１．オスマン帝国の変貌 

 ①西欧の発展 

   ・西欧の植民地政策：西欧は、コンスタンティノープル陥落直後から、オスマン帝国との東西貿易に依 

存しない通商ルートを探索。レコンキスタ* 完了（1492）と共に新航路の開拓、未踏の外地征服に乗り 

出す。大航海時代の植民地政策。産業革命へと続く。  * イスラム支配（718-1492）国土の回復。 

・・・オスマン帝国の西欧化政策による対応。 

・近代的法治国家：オスマン帝国はローマ帝国の後継者であり、宗教国家。イスラム法によるキリスト教 

徒、ユダヤ教徒の庇護が 3つの宗教グループの共生と社会経済面での連携を支える。 

・・・スルタン：オスマン帝国の統治原理「神の影」。 

   ・鉄道（帝国主義の置き土産）：・オリエント急行 1883、・イズミル（スミルナ）農産品積み出し。・3B政策 

  （ドイツ帝国構想：ベルリン～イスタンブール(ビザンティウム)～バグダード）大陸横断鉄道構想。 

 オスマン帝国が半植民地化されて行く中、オスマンと英・仏との確執、英仏に出遅れたドイツのオス 

 マン領内の鉄道敷設戦略の思惑。→第 1次大戦 1914（独／土同盟関係に) 
 

２．ムスタファ・ケマル・パシャ（1881-1938、後の「アタチュルク」(トルコ人の父)） 

①ムスタファ・ケマル 

19C末、旧態依然のオスマン帝国の再建に立ち上がった、軍人、文人エリートが様々な政治結社を興 

した、「青年トルコ党」(総称)である。彼らは 1908立憲君主政を復活させる「青年トルコ党革命」を成功 

 させた。しかし、党内で権力を握り最高権力者となった親独派の将軍は、党の性質をリベラリズムからフ 

 ァシズムに偏向させ、スルタンを強要して対独同盟と参戦を受け入れさせた。 

第 1次世界大戦（1914-18）にドイツと共に参戦して敗戦国となったオスマン帝国の各地域は連合軍 

 に占領された。スルタン政府は何もできず、ケマル将軍はアナトリアにおける救国活動へ参加する。「救 

 国戦争」、「トルコ革命」* への道の始まりである（1919）。戦勝国の占領解除のための抵抗運動は、政治 

 活動に加え、軍事行動の実行へ移る。  

* トルコ革命：オスマン家を頂点とし、イスラム教を国教とする帝国からトルコ民族による近代的･西欧的･ 

世俗的な共和制国民国家への転換を図った革命。 

戦勝国側はイスタンブールを占領（1920）、議会を解散させた。ケマル将軍らは、スルタンの主権を守 

るためとして、アンカラで臨時政府を樹立（ケマル:初代国会議長）。以降、スルタンから独立した救国政 

府として機能することとなる。占領軍はスルタンに圧力をかけ、「セーブル条約」を承諾させた（同年）。 

救国戦争の始まる直前に、大戦の当事者でない隣国ギリシャが、エーゲ海東西にまたがるギリシャ・ 

オーソドクスの国を作る野望を描いて、突如イズミルを占領、西アナトリアに侵攻した。ギリシャ軍は救国軍

に追われ全滅した。後、オスマン帝国を廃しての新民族国家樹立の前提として、禍根を断つという名目

で、ギリシャとの住民交換が行われた。 

②オスマン帝国の終焉 

イズミルが殺戮と放火による大火を経て占領解除されて後、スルタンはイギリスへ亡命、オスマン帝国 

は自然消滅した。大戦の講和条約として、オスマン帝国に課せられた過酷な「セーブル条約」に対し 

て、救国に立ち上がったケマル将軍らは、戦勝国側にこれを破棄させ、領土保全と新国家の建国を認 

める「ローザンヌ条約」（1923）に変えさせた。1923年「トルコ共和国」が宣言された。 

 

  

（参考文献） 野中恵子「トルコの歴史」ベレ出版 2015 

 佐竹明「使徒パウロ」新教出版 2011 

三橋冨治男「トルコの歴史」近藤出版 1990 

 牛山剛「ギリシャ・トルコ パウロの旅」ミルトス 1989 
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（補足） 

 現在のトルコ 

 面積：780千㎢（日本の約 2倍） 

 人口：82百万人（2018） 

 首都：アンカラ 

 民族：トルコ人（少数民族としてクルド､アルメニア､ギリシャ､ユダヤ人） 

 原語：トルコ語 

 宗教：イスラム教（スンニ派／アレヴィー派）99％ 

 歴史：（1299） オスマン帝国成立（1453～1922） 

1923 トルコ共和国成立（初代大統領ケマル･アタチュルク） 

1952 NATO加盟 

2005 EU加盟交渉 

2018 実権型大統領制（エルドアン大統領） 

 トルコ人                                                                    

  かつて合成国家であり、オスマン帝国において人種構成が著しく複雑であった。ケマル・アタチュルクによって

それまでのイスラム大帝国から世俗的な共和国に生まれ変わったが、新国家成立早々に、国内に残留する少

数異民族を民族交換や強制移住の形式を持って国外に追放し、一応単一民族国家としての民族純化を行っ

た。 

トルコ人を使用言語別に住民を分類すると、クルド､アラビア､ギリシャ､アルメニア､チェルケス､ユダヤ人となる。 

 

東京ジャーミー・トルコ文化センター（代々木上原） 
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（補足 1）「トルコの歴史と文化」 

 

1.ローマ帝国の歴史（抜粋） 

313：ミラノ勅令（キリスト教公認＝信仰の自由）～正統キリスト教による国家統一 

324：コンスタンティヌスによる帝国統一（〇西帝コンスタンティヌス vs.×東帝リキニウス） 

ローマ帝国遷都「新ローマ」（ビザンティウム､通称コンスタンティノープル）～vs.ゲルマン 

325：ニカイア公会議～正統教義「三位一体」（再確認）、（〇アタナシウス vs.×アリウス） 

Cf．ニカイア（イズニック） 

330：ビザンティウムをコンスタンティノポリスと改名 

381：コンスタンティノープル公会議～ニカイア公会議の正統教義再確認 

392：国教化～正統キリスト教（テオドシウス） 
 

395：ローマ帝国東西分割 東：ビザンツ帝国(東ローマ帝国)､東都コンスタンティノープル 

<テオドシウス遺言>  西：ローマ帝国､西都ミラノ（～ラヴェンナ） vs.ゲルマン 

  451：カルケドン公会議～三位一体の正統教義再確認、 （〇アタナシウス vs.×ネストリウス） 

  コンスタンティノープル総主教座（ギリシャ･オーソドックス（カルケドン、正統） 
   

476：西ローマ帝国ゲルマン人により滅ぶ 

 西ローマ皇帝､東ローマ皇帝に帝位返上→東西再統一  

－：イスラム教北上（アラビア→シリア→南東アナトリア）⇒東アナトリアを勢力下に 

626：ペルシャ軍（ゾロアスター教→イスラム教）、コンスタンティノープル攻撃 

674：アラブ軍（この間にペルシャ滅亡）、コンスタンティノープル 4年間包囲 

9C：ビザンツ皇帝、東アナトリアに侵攻のアラブ軍に対し奪還のため遠征 

9-11C：欧州各地でノルマン人侵攻、11Cシチリア～南イタリア進出ビザンツ帝国領土奪う。 

1071：｢マラズギルト(東アナトリア)の戦い｣でビザンツ軍はセルジュク軍に敗北 

11C：セルジュクは｢ルム･セルジュク朝｣と名を変え、ニカイア(西アナトリア)に出現。 
 

1054：キリスト教教会東西分裂* ～「大シスマ(分裂)」 

 西方教会:ローマ・カトリック教会（ローマ教皇） 

vs. 東方教会:ビザンツ・コンスタンティノープル教会（ギリシャ正教､コンスタンティノープル総主教） 

 * 726 ビザンツ帝国でのイコノクラスマ（偶像破壊運動）、以後首位権､教義､典礼、管理権などで対立。 

1054 ローマ教会教皇（カトリック教会）／コンスタンティノープル総主教（東方正教会）相互破門 

1204-1261Ⅳ次十字軍コンスタンティノープル占領､ラテン王国樹立～ローマ教会による東方教会の併合期待。 

1965 東西教会の和解。 

1096：教会分裂下のビザンツ皇帝（コンスタンティノープル総主教）がローマ教皇にイスラム教対策と 

 して傭兵派遣を要請～第一次十字軍。ルム・セルジュク軍に撃破さる。     

1098：ビザンツ／ペルシャ･アラブの東方での戦いの間、アンティオキアは十字軍に 
 

1453：ビザンツ帝国､オスマン帝国メフメットⅡに滅ぶ（コンスタンティノープル→イスタンブール） 

 

2. ペルシャ帝国 

アケメネス朝（BC550-330）：キュロスⅡ(550-529)．．．ダレイオスⅠ(522-486)．．．Ⅲ(336-330) 

       ﾊﾞﾋﾞﾛﾝ捕囚の開放    ﾍﾟﾙｼｬ戦争に敗北     ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰに滅亡 

ササン朝（AD226-651）：正統カリフ、イスラム帝国により滅亡 

  ： 

 サハヴィ朝(1501-1736)：再統一イスラム王朝（シーア派）  vs. オスマン･セリムⅠ 

 

3．古代ローマ 

    イタリアで発祥、地中海地域の全てを支配するとともに､共和制から帝政への移行を完了。 
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   心臓部は西方のイタリアにある都ローマだが、国全体の繁栄を支えたのは、ローマをヘレニズム時代 

 から惹きつけ、東方の最も重要な属州都にされていた 2大都市、エジプトのアレクサンドリアとシリア 

 のアンティオキア（現トルコ）である。 

キリスト教の立場からする旧・新約聖書は早くから、コプト語（エジプト）とシリア語（シリア）に翻訳さ 

 れ、アレクサンドリアとアンティオキアが競い合い、布教、神学の拠点として活動していた。 

 キリスト教が弾圧を経て容認されると（313年）、公式にローマ全土の精神的支柱とされてゆくが、こ 

 の二つの町は支配者のいる都ではなく、宗教上の権威を持ち続けて行く。 

 （ペトロは属州シリアの州都アンティオキア、マルコはアレクサンドリアを布教の拠点とした。） 

324年、ビザンティウムが、キリスト教国に生まれ変わろうとするローマ帝国の新都（遷都）に抜擢さ 

れる と、モザイク画はキリスト教を盛り立てる国策の芸術とされ、これを受けイコンが発達する。 

 

 4．キリスト教公会議 

ニカイア公会議（325）～ニカイア（イズニック） 

 正統教義の再確認：「三位一体」 

〇アタナシウス：キリストの神性～父と子は「同質」。 

ローマでアリウス派が勢いを盛り返し皇帝も妥協に傾斜。 

死後 381 コンスタンティノープル公会議で正統信条として確定。 

（父、子、聖霊の 3者は、夫々の面を持つが、実体において一体であるとする 

「三位一体」である。） 

×アリウス：イエスは神聖ではあるが、あくまで人の子であり、神そのものではない。 

 キリストの神性を父なる神より下に置く、キリスト従属説。 

→ゲルマン人に布教。  

 カルケドン公会議（451）～カルケドン～海峡東岸 

  〇アタナシウス：キリストの人性は人性と神性の二つの本性を唯一の位格の内に有す。 

 ×ネストリウス：キリストの神性と人性を区別し、イエス・キリストの母マリアは神の母（聖母）では 

  ないと説き、431エフェソス公会議で異端とされ、451カルケドン公会議で改めて 

  異端とされた。 

  →ペルシャ、インド、中国（景教）、東方諸教会 

 

5．聖ソフィア大聖堂（ハギア・ソフィア、アヤソフィア） 

360：東ローマ帝国首都コンスタンティノープル（コンスタンティノポリス）にコンスタンティウスⅡ創建。 木

造屋根のバシリカで「ハギア・ソフィア」と称された。 

 415：テオドシウスⅡ、焼失により再建(バシリカ)。 

 537：ユスティアヌスⅠ、ニカの乱により焼失後再建。コンスタンティノープル総主教庁所在地、正教会 

  筆頭。 

 562：地震で崩壊後再建。 

989：大地震でドームアーチ部分崩落．．．ペテロ､パウロの間に立ち、キリストを抱く聖母 マリアの絵 

  画追加さる。(1346にも崩落）．．． 

 1204-61：ラテン帝国、カトリックの影響下（第 4次十字軍）。 

 1261：ビザンツ､カトリックからの奪還。 

 1453：オスマン帝国皇帝メフメットⅡコンスタンティノープル包囲、陥落。東ローマ帝国滅亡。 

→オスマン帝国初のイスラム教モスク「アヤソフィア・ジャミィ」。4本のミナレット。 

 

6．ヴェネチア／ジェノヴァ人、オスマン／ビザンツ帝国 

ヴェネチア人／フィレンツェ人．．．オスマン帝国 

オスマン庇護下に東方異端者に強制改宗を求めず 

   東地中海、ダーダネルス海峡（トラキア／アナトリア）制海．．．Ⅳ十字軍の中心（13C） 
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ジェノヴァ人．．．ビザンツ帝国 

対オスマンのためカトリック接近．．．東方の異端者に転向強要 

  黒海貿易、ボスポラス海峡（コンスタンチノープル）制海 

 

 

 

（後記） 

トルコの国内を広く旅し、その歴史を学ぶにつけ、得体のしれない国と思っていたトルコが、実に複雑で奥深

い国であることを知った。いよいよトルコという国に興味が湧いてきた。 

トルコを欧州の中に置いてみると、ロシアを除く何れの国家より広い、中東の大国の一つであると知る。 

古来、トルコは天然の陸橋と称せられ、亜欧両大陸を結ぶ接点、東西交易ルートの起点として、地政学上から

も重要な位置を占め、かくして東西の覇者を惹きつけてきた。様々の民族が往来し、オリエンタリズムとオクシ

デンタリズムの交錯する土地であった。 

1883年パリを起点に欧州の諸都市を結び、イスタンブールに至る長距離夜行列車が運行を始めている。 

 オリエント急行である。今はレストランになっているその駅舎は極めて趣きがある。 

こうしてみてみると、トルコ料理が世界の 3大料理とされるのもうなずける。中東料理（豆のペースト）、地中

海料理（海鮮、魚介類）、シルクロード由来の牧畜料理（羊肉・鶏肉・牛肉のシシ・ケバブ、肉詰め）などにルー

ツを持ち、更に巨大帝国オスマンの宮廷料理から発展してきた。 

地理的名称のアナトリア（｢東方｣(ギリシャ語アナドレ､トルコ語アナドル)に由来）は、ギリシャ地域から 

見た東方の地域をアジアと称していた所、後に、アジアが東方世界全域を指すようになり、この地域を区 

別して小アジアと称するようになった。 

トルコ族出現以前の時代には、アナトリアに独自の王国乃至領国が形成され、特に BC18C 頃栄えた 

ヒッタイト古王国は、特異の象形文字を有し、鉄精錬の技術を生み出す文明を起こしている。後代に至り、アナ

トリアはギリシャ乃至マケドニアの支配下に置かれ（BC4C）、当時の強国ペルシャと対峙する土地となった。

BC2C 頃からはローマによる征服を受け、東方のローマ人となっていた。この時期、キリスト教の伝道者パウロ

の活動により、キリスト教がユダヤ人以外の異邦人たちに伝えられた。キリスト教はアナトリアからローマ帝国に

普及し、ローマ帝国の国教（392）となり、定着した。一方、ローマ帝国はゲルマンの圧力により、東西に分割

（395）、やがて西ローマ帝国がゲルマンにより滅ぼされ（476）、以後東ローマ帝国がビザンツ帝国として存続

することになる。 

トルコ族としては、北アジアで突厥がトルコ（テュルク）系民族として、モンゴル系民族の支配から独立した

（552）。トルコ共和国ではこれをもって最初の建国としている。11C、トルコ系のイスラム王朝、セルジューク朝の

一派がアナトリアに建てたルーム・セルジューク朝の支配下で、ムスリムのトルコ人が流入するようになり、土着

の諸民族と対立・混交しつつ次第に定着していった。 

アナトリア西端に割拠して存続した群小トルコ系君侯国の一つから発展したオスマン朝は、ビザンツ帝国を滅

ぼし、オスマン帝国が新ローマ帝国として誕生する（1453）。 

古代から暮らす多民族を支配してきた宗教的権威はキリスト教からイスラム教に変わった。 

第 1次大戦の敗戦を経、イスラム世界初の世俗主義国家トルコ共和国が成立（1923、ケマル・パシャ）。 

 

  


