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人類最初の文字 - 楔形文字
 
 

    楔形文字が刻まれたのは粘土板で、干す前は非常に柔らかいものです。そこに三角形の形をした硬いものを
押し付けることによって、文字が刻まれるのです。

    人類最初の文字は、なぜメソポタミア文明で発明されたのでしょうか？メソポタミアでは、灌漑農業が非常に
発達しました。メソポタミアでは種を撒いた量の80倍もの収穫量がありました。現在のヨーロッパが15倍程度
で、アメリカでも20倍程度なので、80倍というのはとても大きなものです。
    この非常に高い生産力で、自分たちが食べる以上の物ができました。そこで、それらの作物を記録する必要が
出てきました。また、人に売って、自分たちにとって必要なものを手に入れるようになりました。大事な麦を保存
したり売買するための記録として、文字が発明されたというわけです。粘土板にも麦を表す文字が刻まれていま
す。麦らしい形をしています。このように物事そのものを表すものを、「表語文字」あるいは「表意文字」といいま
す。日本語で言えば、漢字が表意文字です。

    楔形文字は、「シュメール人」と呼ばれる人々が作ったと言われています。しかし彼らのことはほとんど分かって
いません。その後、「セム語系」の人々がシュメール人に住んでいた地域に来て、彼らを吸収しました。セム語系の
人々は、シュメール人が開発した楔形文字を受け継いで使いました。ハンムラビ法典は、その代表的な楔形文字
の文書です。楔形文字は、約紀元後75年に最後に書かれたものが残っていますが、現在は使われていません。現
在使われているアルファベットは、エジプトの文字が元になっています。

楔形文字 cuneiform (writing)   発達（する） development, growth   セム Semite (person)

刻む to engrave, carve, to mince, cut fi ne, chop up  種を撒く to sow seeds, to plant seeds   受け継ぐ to inherit, to take over

粘土 clay     麦 wheat, barley, oat    ハンムラビ法典 Code of Hammurabi

押し付ける to press, to push   表意文字 ideographs, hieroglyphs   文書 document, writing, record, archive

灌漑（する） irrigation    シュメール人 Sumerian (person)   紀元 1. era  2. AD (Christian)

単語
くさび が たもじ      はったつ     
きざ      たね      ま      う       つ
ねん  ど      むぎ                    ほうてん
 お       つ      ひょうい  も   じ     ぶんしょ

かんがい                       じん     き  げん

にんるいさいしょ もじ くさびがたもじ

くさびがたもじ きざ ねんど ばん ほ まえ ひじょう やわ さんかっけい かたち かた

お　つ もじ きざ

じんるいさいしょ もじ ぶんめい はつめい 灌漑 のうぎょう ひじょう

はったつ しゅ ま りょう ばい しゅうかくりょう げんざい ばい ていど

ばい ていど ばい おお

ひじょう たか せいさんりょく じぶん た いじょう もの さくもつ きろく ひつよう

で ひと う じぶん ひつよう て い だいじ むぎ ほぞん

ばいばい きろく もじ はつめい ねんど ばん むぎ あらわ もじ きざ

むぎ かたち ものごと あらわ ひょうご もじ ひょうい もじ

にほんご い かんじ ひょうい もじ

くさびがたもじ じん よ ひとびと つく い かれ わ

ご ご けい ひとびと じん す ちいき き かれ きゅうしゅう ご けい

ひとびと じん かいはつ くさびがたもじ う　つ つか ほうてん だいひょうてき くさびがたもじ

ぶんしょ くさびがたもじ やく きげん ご ねん さいご か のこ げんざい つか げん

ざいつか もじ もと

たんご

くさびがたもじ はったつ

きざ

ねんど

お　つ

灌漑

しゅ ま

むぎ

う　つ

ひょうい もじ

ほうてん

ぶんしょ

じん きげん

とうきょうだいがくきょうじゅ もとむらりょうじ

diana bang-udesen

diana bang-udesen
Ordliste på næste to sider 

diana bang-udesen

diana bang-udesen
たね
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楔形文字 

・ekstra 単語・

1. afsnit

干す【ほす】 to dry; to desiccate

三角形【さんかくけい】 triangle

硬い【かたい】 hard; solid

2. afsnit

人類 【じんるい】mankind; humanity

文明 【ぶんめい】civilization

発明 【はつめい】invention

農業 【のうぎょう】agriculture

発達 【はったつ】 development

量 【りょう】quantity; amount

倍 【ばい】times (as much); -fold

収穫 【しゅうかく】harvest; crop

生産力 【せいさんりょく】 productivity

記録 【きろく】record

保存【ほぞん】preservation; conservation; storage

3. afsnit

セム語系 【セムごけい】 semitic languages

地域 【ちいき】 area; region

吸収 【きゅうしゅう】absorption; suction

開発 【かいはつ】development

代表的 【だいひょうてき】 representative


