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ABSTRACT 

The upstream of the Tigris and Euphrates rivers in Turkey is the birthplace of ancient civilization in the 

world. This report introduces three archaeological sites, Gobekli Tepe, Catalhoyuk and Hattusa. 

Gobekli Tepe (BC9600 – BC8000): The site is hunting and gathering ages. Among 20 of the stone circles 

that estimated there, three have been so far uncovered, which have a pair of T-shaped pillars of 10 - 20 

meters high at the center of the circles, and 5 – 6 pillars around them. One of the T-shaped pillars clearly 

shows a sculpture of a man, and the other pillars have the sculptures of the animals like a fox, lion, wild 

pig, etc. These reliefs symbolize the highest position of the human nature that controlled the animal society. 

One of the reliefs has a sculptures of a vulture pecking a corpse that has no head (sky burial) and another 

vulture which gently covers a ball, probably the head of the corpse (spirit) to bring it to the underworld. 

Catalhoyuk (BC7500 – BC5200): Two large settlements congested with many houses were found. There 

is no alley between the houses, and, therefore, there is no door. So the inhabitants go in and out the house 

through the opening at the roof. Inside the houses are whitely painted, and sometimes the paintings of the 

vultures are observed. The paintings have similarity of those observed in Gobekli Tepe, pecking a corpse 

and bringing the spirit of the corpse to the underground. . 

Hattusa (BC1600-BC1200): Hattusa was the capital of the Hittite Empire. From many countries 

conquered, they brought back the gods trusted there to their own land and trusted as their own gods. 

What has happened thereafter on the vultures which played the important roles in the old age? In 

Okayama Orient Museum, there is a relief of a vulture that came from Assyria Palace of 9th Century BC. It 

seems to be that the vulture lived there as a shaman.   
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1.はじめに 

世界で最も古い歴史を持つ土地と言われるこの地での農耕の始まりは地球の温暖化が始まった紀元前
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8000年頃であり、この地で生まれた鉄をつくる技術の始まりは紀元前 1400 年頃のことである。国土の大半はア

ナトリア半島（小アジア）とイスタンブルである。トルコは古代からヒッタイト・フリュギア・リディア・東ローマ帝国など、

さまざまな民族・文明が栄えた。北アジアではトルコ（テュルク）系民族として 552 年に独立した。トルコ共和国は、

最初の建国である。11 世紀に、トルコ系のイスラム王朝、ムスリム（イスラム教徒）のトルコ人が流入するようになり、

土着の諸民族と対立・混交し定着した。 

オスマン朝は、15 世紀にビザンツ帝国を滅ぼしてイスタンブルを都とし、東はアゼルバイジャンから西はモロッコ

まで、北はウクライナから南はイエメンまで支配する大帝国を打ち立てる。1923 年、アンカラ政権は共和制を宣言。

翌 1924 年にオスマン王家のカリフを追放して、西洋化による近代化を目指すイスラム世界初の世俗主義国家トル

コを建国した(表 1)。 

 

表 1.世俗主義国家トルコ共和国に関する資料 

公用語：  首都：アンカラ  最大の都市：イスタンブル  面積 総計 783,562km2（37 位）  

人口密度： 88 人/km2 水面積率 1.3 % 人口： 総計（2012 年） 75,627,384 人（18 位）  

東西 1600ｋｍ、南北 800ｋｍ  北緯 35 度から 43 度、東経 25 度から 45 度 

1999 年イズミット地震被害  アララト山（国内最高峰で休火山、標高 5137m）がある 

 

日本とトルコの関係は、明治 23（1890）年に、現在の和歌山県串本町沖で発生したエルトゥールル号遭難事件

での日本の対応が評価され、両国の友好関係が築かれている。トルコの地形はヨーロッパ大陸とアジア大陸にま

たがり、北の黒海と南のエーゲ海・地中海を繋ぐボスポラス海峡・マルマラ海・ダーダネルス海峡によって隔てられ

る、アナトリア半島は中央に広大な高原と海沿いの狭小な平地からなり、高原の東部はチグリス川・ユーフラテス川

の源流である。ここには、世界的なギョベクリ・テペ、チャタルホユック、ハットウシャの遺跡がある。 

 

2. トルコ、ギョベクリ・テペの遺跡（紀元前９６00 年-紀元前 8000 年） 

ギョベクリ・テペ（トルコ語:Gobekli Tepe）はメソポタミア文化揺籃の地、ユーフラテス川上流の標高 800ｍに位置す

る高さ 15ｍ、直径 300m、テニスコート 3 面分位のマウンドである。まだ初期農耕、動物の家畜化が始まっていなか

った紀元前 9600 年頃のこの地に動物などの彫刻を施した高い石柱を持つストーン・サークルが造られた。この円

形建造物はその後埋められ、再び円形建造物が造られるという作業が繰り返され、やがて紀元前 8800 年頃には

建造物は円形から四角に変わり、紀元前 8000 年頃にはこれも埋められ、この遺跡は放棄された。この間、このマウ

ンドに人が住んだ形跡は認められていない。ギョベクリ・テペの遺丘に残された構造物は紀元前 1 万年～紀元前

8000 年の期間に建てられた。祭祀の構造物は 2 段階の発達が見られる。第一段階: 石柱の総数は 200 本以上、

描き出す円が 20 確認。各石柱は 6ｍ以上、重さは 20 トン。基盤岩に穿たれた穴にはめ込まれている。第二段階

（先土器新石器 B では石柱は小さく、磨かれた石灰の床を持つ長方形の部屋である。遺丘の隣に位置し発掘調

査が待たれている構造物は 1 万 4000 年～1 万 5000 年前であると。これはともすれば更新世を 1000 年遡行する

ことになる。先土器新石器 B 期が終わると遺跡は打ち捨てられた。比較的新しい構造物にはギリシャ・ローマ時代

のものも見られる（表 2-1）。 

表 2-1.トルコ、ギョベクリ・テペの資料 

所在地:シャンルウルファ 座標:北緯 37 度 13 分 23 秒 東経 38 度 55 分 21 秒座標 
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地 域:メソポタミア 時 代:先土器新石器 A から先土器新石器 B 

完 成:紀元前 1 万年 放 棄:紀元前 8000 年  

 

狩猟と採集による食料調達に明け暮れた中で、彼らは何故このようなものを作ったのだろうか? 狩猟･採集⇒定着

⇒初期農耕･動物の家畜化⇒宗教の芽生え⇒支配者階級の成立⇒神殿というこれまでの古代史の常識を覆す遺

跡。これが神殿であるなら神は? 動物の頂点である人間が狩猟の成功を願う祭祀場であったか。初期農耕が始ま

り、動物の家畜化に成功したちょうどその頃、この地が捨てられ、忘れられた。安定した農耕、家畜飼育で狩猟の

重要性が低下したのが原因なのだろうか? この地が捨てられた時を同じくして生まれたのがチャタルホユック

（Catalhoyuku）。そのふたつの文化の間の共通点はあるのか? あるとすればそれは何? 興味は尽きない。 

 

 

写真2-1.南の斜面（2010年春）の主な発掘エリアで最前面 

図３ 

図３ 

図３ 

 

図 4 
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写真 2-2.写真 2-1 の図 3 石柱 写真 2-3.写真 2-1 の図 3 の石柱拡

大写真 

写真 2-4.写真 2-1 の図 4

の石柱 

 

この円形建造物の中央に向かい合った形で配置されたT字型の柱の高さは5m、重量は11－22トンもあろうか。

この柱にはネックレス、人の指、ベルト、前垂れが彫られているので人間であることが分かる（写真 1-2，3, 4）。 

 

 
 

 

 

写真 2-5.ライオンの彫刻 写真 2-6.キツネの彫刻 写真 2-7.イノシシの彫刻 写真 2-8.ワニの彫刻 

 

壁面に沿って 6 本の T 字型の柱が。この柱にはライオン（写真 2-5）、キツネ（写真 2-6）、イノシシ（写真 2-7）な

どの動物が彫られている。3 次元で彫られた正体不明の動物も（写真 2-8：ワニ？）。これまでに発掘されたストー

ン・サークルは 4 個。これ以外に 16 個の存在が分かっており、石柱の数は合計約 200 本にもなる。 
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この遺跡を掘り起こすと

三層からなることがわかる 

第Ⅲ層：紀元前 9600－

8800 年この層で円形に

組まれたストーン・サーク

ルが見 つか った（ 写 真

2-1）。  

第Ⅱ層：紀元前 8800－

8000 年  紀元前 8800

年頃、埋め戻された第Ⅲ

層の上に四角の建造物

が 建 て ら れ た （ 写 真

2-10）。この建造物の中央には小さな T 字型石柱（1.5m）が 2 本。床は漆喰で塗り固められていた。  

第Ⅰ層：BC8000 年頃に遺跡全体が瓦礫で埋められ、農地に変わる。 

第Ⅲ層には興味をそそられる石柱が（写真 2-1１）！頭のないヒトの遺体を啄もうとするハゲワシ。既にこの頃から鳥

葬があったと思われる。そしてヒトの頭をやさしく翼で包むハゲワシ。ヒトが死ぬと魂＝頭は体から離れる。これを黄

泉の国へ運ぼうとしているハゲワシなのだろうか？ 

 

3.トルコ、チャタルホユックの遺跡（新石器時代） 

 チャタル・ヒュユク（ホユック、Çatalhöyük）は、アナトリア地方南部、現在のトルコ共和国、コンヤ市の南東数 10km、

コンヤ平原に広がる小麦畑をみおろす高台に位置する新石器時代の遺跡である。その最下層は、紀元前 7500 年

にさかのぼると考えられ、遺跡の規模や複雑な構造から世界最古の都市遺跡である。チャタルとはトルコ語で fork

を意味し、ヒュユク（ホユック）で丘や塚を意味するので「分岐した丘」の意味となる（表 3-1）。 

 

表 3-1.トルコ、チャタルホユック遺跡の資料 

世界で最も古い集落の１つ 13 万ｍ2 で二丘が形成 ２０１２年世界遺産（文化遺産） 

紀元前７５００年～５２００年における文化慣習の進化を

証明 

新石器時代遺跡、下層は紀元前８０００年にトルコの中

央アナトリアで栄えた新石器時代の集落跡で世界最古 

遺跡は壁画やレリーフ、彫刻、オブジェや芸術作品が

発掘。 

新石器時代の文化層は 15m に達し、14 層の文化層が

確認。 

 

層の異なる二つの儀式が行なわれた部屋で、狩猟の様子を描いたと思われる壁画が発見された。北側の壁に

2m もの巨大な赤い雄牛を描き、その周りに何人かがヒョウの毛皮の「ふんどし」をして踊っている姿を描いていた。

描かれた人物は多くは男性であり、体を赤く塗った姿で表現されていた。この壁画より古い層の第 V 層では、壁四

面を使って、いのしし、鹿、熊、狼、オナガーと呼ばれる野生のロバ、ライオンやそのほかの動物を描いた壁画が発

見されている。儀式や闘牛のような動物を使った祭りのような象徴的なものを描いたと推察している。 

 

  

写真2-10.第Ⅱ層⑧800-8000年の四角

の建造物 

写真 2-11.第Ⅲ層には興味をそそら

れる石柱が 

頭のない遺体を

啄むハゲワシ 

 

ヒトの頭をかき 

抱くハゲワシ 
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写真 3-1.新石器時代遺跡 写真 3-2.遺構検出状況 写真 3-3.牛の壁画 

 

写真 3-1 は新石器時代遺跡、写真 3-2 は遺構検出状況、写真 3-3 は牛の壁画である。第ＩＩＩ層では、部分的で

あるが犬のような動物を使って男性の狩人が牡鹿を矢で射ている絵が発見されている。第 VI 層からは、アシと筵

でできた納骨堂に織物がしかれ目のくぼんだ頭骨が置かれている絵が発見され、死者に関して何かを表す絵であ

るということ以外わかっていない。 

 

チャタル・ホュユックの遺丘はギョベクリ・テペから 600km ほど離れたところにある。チュルサンバ (Çarsamba)・チ

ャイ川の旧河床を挟んで東西にあって、東側は、長径 500m、短径 300m、高さ 20m 弱の卵形で西側に比べて規模

が大きい。うち新石器時代の文化層は 15m に達し、14 層の文化層が確認されている。年代的には放射性炭素年

代測定で紀元前 6850 年から同 6300 年にあたる時期のもので、チャタル・ヒュユクの本体である。西側の遺丘は、

チャタル・ヒュユク西遺跡と呼ばれ、径 400m、高さ 7.5m で規模的には東側に比べて小さく、2 期にわたる彩文土器

の発達した文化層が確認されている。この遺跡は紀元前 7500－5200 年頃まで続いた。初期農耕と牧畜が始まっ

ていたこの社会ではもはやヒトと動物を描いたストーン・サークルはない。この遺跡は非常に密集した集落であって、

家と家との間に路地がなく、ヒトは梯子を使って屋根から出入りしていた。蜂の巣をイメージしていただきたい。日干

しレンガで造られた家の壁は白い漆喰で塗られ、絵が描かれていた（写真 3-4.）。梯子が掛けられた台がふたつ。

右側の台の上で頭のない死者を二羽のハゲワシが啄んでいる。ここでも鳥葬。左側の台の上では頭と思われる丸

い物をいとおしげに見守る 2 羽のハゲワシ。ギョベクリ・テペの遺跡の図と相通ずるものがある。チャタルホユック遺

跡の家の床下には祖先の骨が埋められており、中には赤く塗られた男性の頭蓋骨を抱いている女性の骨も。祖先

崇拝を表すものなのであろうか？（写真 3-5）。 

 

 

 

写真 3-4.日干しレンガで造られた家の壁に描かれ

た絵。 

写真 3-5.赤く塗られた男性の頭蓋骨を抱いている女

性の骨も。祖先崇拝 

 

図 12 
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4. トルコ、ハットウシャの遺跡（紀元前 17 世紀-紀元前 13 世紀） 

  

写真 4-1.ハットゥシャ（トルコ語）は、トルコの首都アンカラより

東に 145km のボアズカレ（旧・ボアズキョイ）近郊 

写真 4-2.ハットゥシャの聖地ヤズルカヤの岩

壁に刻まれた 12 神 

ハットウシャ（トルコ語: Hattuşaş）は、トルコの首都アンカラより東に 145km のボアズカレ（旧・ボアズキョイ）近郊、

海抜 1000m ほどの丘陵地帯にある遺跡（写真 4-1）。海抜 1000m ほどの丘陵地帯にある。紀元前 17 世紀-紀元前

13 世紀に繁栄したヒッタイト帝国の都である。1906 年、ドイツの考古学者フーゴー・ウィンクラーによって発見され。

大神殿跡、突撃門や上の街神殿群跡、獅子門などが確認されている。1986 年、ユネスコの世界遺産に登録され

た。 

 

1906 年、ドイツの考古学者フーゴー・ウィンクラーによって発見された。そ

の後、発掘調査がおこなわれ、大神殿跡、突撃門や上の街神殿群跡、獅

子門などが確認されている。1986 年、ユネスコの世界遺産に登録された。

チャタルホユックの時代から 3500 年後のこと。ハットウシャ（Hattusa）を都と

するヒッタイト帝国が生まれた（写真 4-2）。三人乗りの戦車を駆使し、バビ

ロニアをはじめとする多くの国を征服し、大国エジプトとも戦い、征服した

国々からそこで信じられていた神を自国に持ち帰り、自分達のものとした。

崖に刻まれた 81 ものレリーフを持つヤジルカヤ（Yazilikaya）神殿のレリー

フのひとつが（写真 4-3）。王の像とともに暴風神、牡牛の神、山の神、太

陽の女神、豹などが彫られている。このような神々は王家のためのものであ

って、一般大衆のものではなかったようだ。 

周囲6㎞といわれる城壁で囲まれたハットウシャの中心、王宮のそばにある

のがヒエログリフ・チャンバー。天井は放物線を描き、奥にゆくにしたがい

狭くなり、下がっている。壁には王、神のレリーフと王の偉業をたたえるヒエ

ログリフ。亡くなった王の魂を冥界に導くための宗教施設だ。 

 

写真4-3.ヤジルカヤの神殿のレリ

ーフ 
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それではギョベクリテペ、チャタルホユックで鳥

葬と魂を黄泉の国に送り届けるという重要な役

割は演じたハゲワシはどうなっただろうか？ 紀

元前 9 世紀のアッシリアの宮殿に飾られていた

ハゲワシのレリーフが岡山市立オリエント博物館

に飾られている（写真 4-5）。ハゲワシはアッシリ

アでシャーマンとして祀られていたようだ。 

5.おわりに 

人口は 99 % 以上がムスリム（イスラム教徒）で

ある。ムスリムを信奉するトルコ国民の大半はス

ンナ派にといわれる。同じイスラム教の中でマイ

ノリティであるアレヴィー派の信奉者が約 20%で

ある。その他の宗教には東方正教会、アルメニ

ア使徒教会、ユダヤ教、カトリック、プロテスタントなどが挙げられる。オスマン帝国末期からトルコ共和国成立まで

に至る少数民族排除の歴史的経緯から少数にとどまる。トルコは国内に多くの断層を持つ地震国であり、マルマラ

海沿岸の人口密集地が大規模な被害を受けた。なお、地震国のため国内に数多くの温泉が存在し、中にはヒエラ

ポリス-パムッカレなど世界遺産の中に存在するものもある。 

世界遺産の中に存在するギョベクリ・テペ（ＢＣ9600-ＢＣ順は8000）～チャタルホユック（ＢＣ7500-ＢＣ5200）～ハ

ットウシャ帝国（ＢＣ1600-ＢＣ1200）になる。

それでは地図で眺めてみよう。シリアの国

境から数十キロ、敬虔なイスラム教徒が多

い町として知られるシャンリウルファの近郊

のギョベクリ・テペ。私たちが訪れたのは

2014 年 9 月末のこと。そして翌年の 1 月、

パリのシャリー・エブド社がイスラム過激派

の襲撃を受け、容疑者は射殺され、その

女と目される人物がシャンリウルファ経由

でシリアに入ったと世界中に報じられ、い

まやトルコで最も危険な場所になってしま

った。 
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