
ユダ王国ユダ王国ユダ王国ユダ王国 イスラエル王国イスラエル王国イスラエル王国イスラエル王国

エジプト新王国 エジプト新王国 エジプト新王国 エジプト新王国 （紀元前1570年頃 - 紀元前1070年頃） サムエルサムエルサムエルサムエル サウルサウルサウルサウル (1012-1004) アラムアラムアラムアラム アッシリアアッシリアアッシリアアッシリア

古代エジプト文明が最も繁栄した時代

ナタンナタンナタンナタン - ナタン預言 → ダビデダビデダビデダビデ (1004-965) イシュ・ボシェトイシュ・ボシェトイシュ・ボシェトイシュ・ボシェト (2年間) 　どん底の時期

ガドガドガドガド 　アンモン、モアブ、エドム、アラムも支配、ティルスの王ヒラムと条約

950頃 ヤーウィストによる伝承編集 ソロモンソロモンソロモンソロモン (965-926)

第22王朝 第22王朝 第22王朝 第22王朝 (935-725) -リビアからの移住者 シシャクシシャクシシャクシシャク (935-914) サムエル記上下、列王記上 　エルサレム大神殿を建設。古代イスラエル部族共同体の終焉。多くの国々と交易して繁栄。エドム、アラムでの支配力は失った。 ハダドエゼルの元家来 レゾン

逃れてきたヤロブアムを庇護 神の人シェマヤ神の人シェマヤ神の人シェマヤ神の人シェマヤ レハブアムレハブアムレハブアムレハブアム (-マアカ) (926926926926-、17年) ヤロブアムヤロブアムヤロブアムヤロブアム (926926926926-、22年) シロのアヒヤシロのアヒヤシロのアヒヤシロのアヒヤ 　回復始まる

BC922 エジプトの王シシャク ユダ侵攻BC922 エジプトの王シシャク ユダ侵攻BC922 エジプトの王シシャク ユダ侵攻BC922 エジプトの王シシャク ユダ侵攻 　アンモン、モアブの独立 エルサレム神殿から民を離すため、ダンとベテルに金の子牛をおく レビ人が王の聖所から排除された（？）

アビヤムアビヤムアビヤムアビヤム (910-、3年) ナダブナダブナダブナダブ (907-、2年)

  統一王国を回復しようとしてエフライム山地で北王国と戦う

オデドの子アザルヤ→ アサアサアサアサ    (908-、41年) バシャバシャバシャバシャ (906-、24年)

先見者ハナニ、その子イエフ先見者ハナニ、その子イエフ先見者ハナニ、その子イエフ先見者ハナニ、その子イエフ 　アラム系の母マアカを廃する。ダマスコと同盟。 ダマスコと同盟していたが、アサ王に乗り換えられ、力を失う

　北王国、特にエフライムとマナセの多くの人々が、ユダ王国に移住 エラエラエラエラ (883-、2年)

ジムリジムリジムリジムリ (882、7日) ベン・ハダドベン・ハダドベン・ハダドベン・ハダド一世(880-？)

オムリオムリオムリオムリ    (878-、12年) アッシュール・ナシル・パル二世　アッシュール・ナシル・パル二世　アッシュール・ナシル・パル二世　アッシュール・ナシル・パル二世　(883-859)

　アラムに頼ったことを責められ、ハナニを投獄。民の一部を虐待。サマリアの町を建設。モアブの再征服、アンモンだけ再征服できず。 　ニムルド建設、遷都

ヨシャファトヨシャファトヨシャファトヨシャファト (868-、25年) アハブアハブアハブアハブ (- イゼベルイゼベルイゼベルイゼベル) (871-、22年) エリヤ エリヤ エリヤ エリヤ ギレアドの住民ティベシュ人

ヤハジエル   裁判の改革、町々に人を派遣して教化、モアブ・アンモンを撃退 フェニキアとの同盟による繁栄、サマリアにバアル神殿建設 イムラの子ミカヤミカヤミカヤミカヤ シャルマナサル三世シャルマナサル三世シャルマナサル三世シャルマナサル三世 (859-824)

ヨラムヨラムヨラムヨラム (- アタルヤアタルヤアタルヤアタルヤ) (847-、8年) アハズヤアハズヤアハズヤアハズヤ (852-、2年) ハダドエゼル ハダドエゼル ハダドエゼル ハダドエゼル (？-842、ベン・ハダド二世)

エドム、リブナが反旗   イゼベルの娘アタルヤがバアルの祭儀を導入。エドムが独立 紅海貿易の再開を図るが挫折

アハズヤアハズヤアハズヤアハズヤ (845、1年) ヨラムヨラムヨラムヨラム (851-、12年) エリシャエリシャエリシャエリシャ

　北王国のヨラムと共にイエフに討たれる。  アハブの子、異境の祭儀を少しだけ除く。モアブの王メシャが反逆。

アタルヤアタルヤアタルヤアタルヤ (845-、6年) イエフイエフイエフイエフ (845-、28年) 北王国でのヤハウェ宗教の復興 ハザエルハザエルハザエルハザエル (842-806) 　イエフ、朝貢

　ダビデの血筋を断とうとはかる バアル崇拝の粛正、ティルスとユダとの同盟の破棄による弱体化 　ユダ王国のヨアシュ朝貢

祭司ヨヤダ ヨアシュヨアシュヨアシュヨアシュ (840-、40年) ヨアハズヨアハズヨアハズヨアハズ (818-、17年) BC815 イスラエルに侵攻する

ヨヤダの子ゼカルヤ 　バアル神殿の破壊、ヨヤダの死後に変心、臣下に暗殺された どん底に。アシェラ礼拝など異教が復活 　イスラエルはアラムの支配下に 　ヨアシュ、朝貢

エドムがアマツヤに敗れる アマツヤアマツヤアマツヤアマツヤ (801-、29年) ヨアシュヨアシュヨアシュヨアシュ (802-、16年) ハザエルの子ベン・ハダドハザエルの子ベン・ハダドハザエルの子ベン・ハダドハザエルの子ベン・ハダド

第22王朝の末期（紀元前8世紀後半）、エジプトは大いに弱体化  ユダのヨアシュに敗れ、神殿は略奪され、臣下に暗殺された 再興が始まる。ハザエルに三度勝利することをエリシャが預言 エロヒスト伝承編集（モーセ像の形成）？　イスラエルの占領地を失う。 アダド・ニラリ三世アダド・ニラリ三世アダド・ニラリ三世アダド・ニラリ三世 (811-783)

アザルヤ(ウジヤ)アザルヤ(ウジヤ)アザルヤ(ウジヤ)アザルヤ(ウジヤ) (-739、52年) ヤロブアムⅡヤロブアムⅡヤロブアムⅡヤロブアムⅡ    (787-、41年) ヨナ ヨナ ヨナ ヨナ 北王国の繁栄を預言 　アッシリアに破れ、弱体化。 　後継者たちは無力だった

　エイラトの町を再建。　堅固な経済的基盤を据えた ソロモンの頃並に勢力は取り戻したが、イスラエルの性格を失った 758頃 記述預言者アモス、ホセア758頃 記述預言者アモス、ホセア758頃 記述預言者アモス、ホセア758頃 記述預言者アモス、ホセア

アモツの子イザヤイザヤイザヤイザヤ (736-701) 　アッシリアに対して同盟軍を組織して戦う ゼカルヤゼカルヤゼカルヤゼカルヤ (747、6ヶ月) 大地震大地震大地震大地震 ティグラト・ピレセル三世ティグラト・ピレセル三世ティグラト・ピレセル三世ティグラト・ピレセル三世 (745-727) （「プル」）

「残りの者」、インマヌエル予言   「増長し、祭司職を汚したために」重い皮膚病になる シャルムに殺害された。陰惨な暗殺が横行。 　国境拡張政策(740年頃にシリア・パレスチナ方面を侵略開始)、反抗的民族の集団移住政策徹底

ヨタムヨタムヨタムヨタム (759-、16年?) シャルムシャルムシャルムシャルム (747、1ヶ月) 　職業軍人の常備軍を設置

エジプトは国内で四つの王朝が乱立し、内乱状態 モレシェトの人ミカミカミカミカ 　摂政として父ウジヤを助けた メナヘムに殺害された

エドムが再び独立 アハズアハズアハズアハズ (744-摂政、736-王位、16年(6年？734-728)) メナヘムメナヘムメナヘムメナヘム (747-、10年)

  アラムと北王国の連合軍に敗れる 738、人頭税でアッシリアに膨大な貢納を送り、滅亡を免れる

  エドム人、ペリシテ人、セール山地の民、ユダを侵略   ティグラト・ピレセルに臣従し、アッシリアの祭儀を取り入れた ペカフヤペカフヤペカフヤペカフヤ  （737-、2年） 　BC738 メナヘム 朝貢

  イザヤと対立 侍従レマルヤの子ペカに殺害された レツィンレツィンレツィンレツィン 　BC734 アハズ 朝貢

ペカペカペカペカ (735-、20年) シリア・エフライム戦争 734-32 　BC732 アラム滅亡 　BC733 ガリラヤ、東岸地方、海岸地方を属州にガリラヤ、東岸地方、海岸地方を属州にガリラヤ、東岸地方、海岸地方を属州にガリラヤ、東岸地方、海岸地方を属州に

反アッシリア同盟を組織して敗北、アッシリアによる捕囚が始まる オデドオデドオデドオデド

バビロニアバビロニアバビロニアバビロニア

　BC733 ホシェア、ペカを殺して、朝貢

ヒゼキヤヒゼキヤヒゼキヤヒゼキヤ (728-、29年) ホシェアホシェアホシェアホシェア (731-、9年）

　BC729 アッシリアの直接支配下に

シャルマナサル五世シャルマナサル五世シャルマナサル五世シャルマナサル五世(726-722) 北王国を征服

 父の政策を逆転。705、ネフシュタンを除去、異教的要素を排除。 BC722-721滅亡BC722-721滅亡BC722-721滅亡BC722-721滅亡  王も民も捕囚に メロダク・バルアダン二世メロダク・バルアダン二世メロダク・バルアダン二世メロダク・バルアダン二世 サルゴン二世サルゴン二世サルゴン二世サルゴン二世(721-705)    北王国の生存者を強制移住

ティルハカティルハカティルハカティルハカ (690-664) 申命記運動が始まる マナセマナセマナセマナセ （696-、55年） アッシリアの属州サメリナとなる

 (721-710, 703-702)

センナケリブ センナケリブ センナケリブ センナケリブ (705-681)

BC671-656 エジプトはアッシリア（アッシュルバナパル）の支配下にくだる 「一つの神、一つの民、一つの聖所」  アッシリアの忠実な臣下となり、アハズの政策に回帰。 サマリアには他国の民が移住 　BC689 アッシリアに敗北 　BC701 ヒゼキヤの反乱を鎮圧、征服はせず。

ネコ一世ネコ一世ネコ一世ネコ一世(671-664)、その子プサメティコス一世プサメティコス一世プサメティコス一世プサメティコス一世 (664-610) 第26王朝成立 エレミヤ エレミヤ エレミヤ エレミヤ (627-568)「新しい契約」 アモンアモンアモンアモン (641-、2年)

ベール・イブニ

エサル・ハドンエサル・ハドンエサル・ハドンエサル・ハドン (681-669)

アッシリアに管理を委ねられたサイス家による王朝 ※ヘロドトス『歴史』に詳しい記録 ゼファニヤゼファニヤゼファニヤゼファニヤ  クーデターで殺される。謀反者は「国の民」に殺される。   「アッシリアの平和」(700-650)

BC656にアッシリアから独立、BC616にアッシリアを助けて新バビロニアとシリアで交戦 BC622 宗教改革、女預言者フルダ→ ヨシヤヨシヤヨシヤヨシヤ (640-609、31年) アッシュルバナパル アッシュルバナパル アッシュルバナパル アッシュルバナパル (669-627)

※古王国や中王国風の様式を手本とした復古的美術様式 612頃 ナホム、ハバククナホム、ハバククナホム、ハバククナホム、ハバクク 　アッシリアからの独立、反エジプト政策継承。622、律法の書発見。628、異教的要素の排除、地方聖所の廃止、旧北王国の併合。スキタイ人の北からの脅威。 新バビロニア新バビロニア新バビロニア新バビロニア 　遊牧民キンメリア人、スキタイ人に荒らされる。

第26王朝 ネコ二世 ネコ二世 ネコ二世 ネコ二世 (610-594) ヨアハズヨアハズヨアハズヨアハズ (609、3ヶ月) ナボポラッサル (625-605) 　急速に衰退、ユダ支配後退

アッシリアに替わってユダの支配者になった。フェニキア諸都市と再び結びスエズ運河を建設した。   異教的祭儀が再導入、地方聖所が開かれた。ネコに廃位され、幽閉された。 ネブカドレツァルネブカドレツァルネブカドレツァルネブカドレツァル (605-562)   BC612 滅亡

610、メギドでヨシヤ王を撃つ ヨヤキムヨヤキムヨヤキムヨヤキム    (ヨシヤの子エルヤキム) (609-、11年) 　605 ユダを支配下に

  ネコによって王に立てられた。エジプトへの貢のために課税、新宮殿建設、預言者ウリヤ処刑、バビロニア軍による攻撃の最中に没す。 メディア王国 (715-550)メディア王国 (715-550)メディア王国 (715-550)メディア王国 (715-550)

エゼキエル エゼキエル エゼキエル エゼキエル (593-568) ヨヤキンヨヤキンヨヤキンヨヤキン (ヨヤキムの子エコンヤ、598-、在位3ヶ月で連行され、捕囚に ※捕囚の民はゼデキヤ即位後も合法の王としていた) キュアクサレス (625-585）

第26王朝 プサメティコス二世プサメティコス二世プサメティコス二世プサメティコス二世 (593-) 「ひとつの心、新しい霊」「イスラエルの家の見張り」   BC598 第1回バビロン捕囚 第1回バビロン捕囚 第1回バビロン捕囚 第1回バビロン捕囚 王は37年目に出獄。 ※ 後にメディア人はペルシア人と同化していく

ゼデキヤゼデキヤゼデキヤゼデキヤ    （ヨヤキンの叔父マタンヤ、在位9年目にバビロンに離反して滅ぼされる） (597-、11年)

第26王朝 ホフラホフラホフラホフラ (アプリエス) (588-567) 列王記の集成、オバデヤオバデヤオバデヤオバデヤ BC587-586滅亡BC587-586滅亡BC587-586滅亡BC587-586滅亡 神殿破壊、第2回捕囚 神殿破壊、第2回捕囚 神殿破壊、第2回捕囚 神殿破壊、第2回捕囚

総督 ゲダルヤ （ヨシヤ王の宗教改革を推進した書記官シャファンの孫で、エレミヤは協力して再建を図った。暗殺される。） エビル・メロダクエビル・メロダクエビル・メロダクエビル・メロダク    （562-556）

アアフ・メス アアフ・メス アアフ・メス アアフ・メス (イアフメス二世／アマシス)    (569-525) 平民の出、反乱によって王となる BC583 第3回捕囚BC583 第3回捕囚BC583 第3回捕囚BC583 第3回捕囚 大部分の住民 ナボニドスナボニドスナボニドスナボニドス (556～539) ペルシア帝国 アケメネス朝ペルシア帝国 アケメネス朝ペルシア帝国 アケメネス朝ペルシア帝国 アケメネス朝

BC568 ネブカドネツァルが侵略 (アジアへの干渉を警告する懲罰的示威) 第二イザヤ第二イザヤ第二イザヤ第二イザヤ（550-539） ／ベルシャツァル／ベルシャツァル／ベルシャツァル／ベルシャツァル (摂政) 大キュロス 大キュロス 大キュロス 大キュロス (559-530)

アアフ・メスの子 プサメティコス三世 プサメティコス三世 プサメティコス三世 プサメティコス三世 (526-525) §40-55, 「苦難の僕」 BC538BC538BC538BC538 第一陣帰還 　 BC538 キュロスの勅令（ユダヤの帰還を承認）

BC525 エジプトはペルシウムの戦いで敗れ、第26王朝は終わり、ペルシアの属州になる 第三イザヤ第三イザヤ第三イザヤ第三イザヤ（540-530） 首長・長官 シェシュバツァルシェシュバツァルシェシュバツァルシェシュバツァル 神殿の基礎を据える 行政官レフム、書記官シムシャイ カンビュセス二世カンビュセス二世カンビュセス二世カンビュセス二世 (530-522)

§56-66 BC520頃BC520頃BC520頃BC520頃 第二陣帰還 ダレイオス一世ダレイオス一世ダレイオス一世ダレイオス一世 (522-486) 繁栄は頂点に。

祭司イエシュア

ゼルバベルゼルバベルゼルバベルゼルバベル（シェシュヴァツァルの甥？） 神殿建築再開 クセルクセス一世クセルクセス一世クセルクセス一世クセルクセス一世 (486-465)

ナバテア人がエドムを侵略する  BC520 ハガイハガイハガイハガイ、イドの子ゼカリヤゼカリヤゼカリヤゼカリヤ BC520-515 第二神殿 BC520-515 第二神殿 BC520-515 第二神殿 BC520-515 第二神殿 完成 長官タテナイ、シェタル・ボゼナイ [

BC510 ローマがイタリアの支配権を握る 箴言、ヨブ記、マラキマラキマラキマラキ。BC458458458458 エズラエズラエズラエズラ   アロン系のツァドク家が大祭司職を独占していく。前5cに入ると祭儀は堕落。 アルタクセルクセス一世 アルタクセルクセス一世 アルタクセルクセス一世 アルタクセルクセス一世 (464-424)

ヨナ書 BC445BC445BC445BC445 長官 ネヘミヤ 城壁再建 サマリア総督サンバラト、アンモン人トビヤアンモン人トビヤアンモン人トビヤアンモン人トビヤ、アラブ人ゲシェム

BC398頃、エレファンティネのユダヤ人植民地、姿を消す。 BC400 日常語としてアラム語が広まる

マケドニア → ヘレニズム諸国家マケドニア → ヘレニズム諸国家マケドニア → ヘレニズム諸国家マケドニア → ヘレニズム諸国家    ダレイオス三世   ダレイオス三世   ダレイオス三世   ダレイオス三世 (336-331)

BC332 アレクサンドロス、テュロスを陥落させ、メンフィスに無血入城、アレクサンドリアの建設 エルサレムの神殿共同体としての自治は認められていた。 マケドニアの植民地となり、マケドニアの退役軍人が植民。 アレクサンドロス三世アレクサンドロス三世アレクサンドロス三世アレクサンドロス三世 (336-323)     BC331 帝国滅亡

プトレマイオス一世ソーテールプトレマイオス一世ソーテールプトレマイオス一世ソーテールプトレマイオス一世ソーテールが王位に就く (305-283) 人的・物的拘留を通じて、ヘレニズム化が進んだ。 BC4c後半、ゲリジム山上に、サマリア教団の神殿サマリア教団の神殿サマリア教団の神殿サマリア教団の神殿が建設される BC334 東征

ユダヤを支配、自治を赦したが重税を課した。多くのユダヤ人をアレクサンドリアに連行。 BC350 モーセ五書がほぼ完成 多くのギリシア系住民が定着した。   民族間結婚による寮内諸民族の統合を図った。

アレクサンドリアに学士院、大図書館を建設   ギリシア文化をオリエント的諸要素と結合し、ヘレニズム文化の基礎を作った。

プトレマイオス二世フィラデルフォスプトレマイオス二世フィラデルフォスプトレマイオス二世フィラデルフォスプトレマイオス二世フィラデルフォス (285-246) 大祭司の家系オニアス家大祭司の家系オニアス家大祭司の家系オニアス家大祭司の家系オニアス家 ヘレニズム志向の強いトビヤ家ヘレニズム志向の強いトビヤ家ヘレニズム志向の強いトビヤ家ヘレニズム志向の強いトビヤ家 　アレクサンドロスの死後、その将軍たちが後継者として対立しあって瓦解

アレクサンドリアで「七〇人訳聖書七〇人訳聖書七〇人訳聖書七〇人訳聖書」が成立 BC188 アンティオコス三世アンティオコス三世アンティオコス三世アンティオコス三世メガス、ローマローマローマローマに敗北して和議

ベン・シラの書(サドカイ派)、トビト書   サンヘドリンの先駆となるエルサレムの長老議会が存在した セレウコス四世(187-175)  暗殺される

プトレマイオス六世 プトレマイオス六世 プトレマイオス六世 プトレマイオス六世 (181-146) BC175 ヘレニズム派のヤソンヤソンヤソンヤソン(ヨシュア)が兄の「契約の君」オニア三世オニア三世オニア三世オニア三世 (198-171)を廃して大祭司に。エルサレムをヘレニズム化。 アンティオコス四世エピファネスアンティオコス四世エピファネスアンティオコス四世エピファネスアンティオコス四世エピファネス(175-164)

オニアス四世が亡命し、レオンとポリスに神殿を建設して、エルサレムに対抗。 BC172 一般祭司のメネラオスメネラオスメネラオスメネラオスがヤソンを廃して大祭司に。トビヤ家が支持。更なるヘレニズム化。   ヘレニズム化のさらなる推進に着手し、それはユダヤ人内部の分裂を拡大、加速。

BC169, 167 ユダヤに対する前例のない徹底した宗教弾圧 サマリアに対する宗教弾圧が行われる   169, 168 エジプト遠征

BC167 マカベアの乱が始まるBC167 マカベアの乱が始まるBC167 マカベアの乱が始まるBC167 マカベアの乱が始まる   168～ユダヤ教の激しい迫害を行った

BC164年10月14日 エルサレム大神殿の再奉献 (→ハヌカ祭に)

  マカバイオスのユダ、ローマと同盟を結ぶ

BC146 第三次ポエニ戦争終結 BC152 ユダの弟のヨナタン、大祭司になる

BC141BC141BC141BC141 ヨナタンの兄シモンが大祭司に。ハスモン王朝ハスモン王朝ハスモン王朝ハスモン王朝の始まり

  大祭司と「王」の地位を兼ねる支配者が誕生した

  ハスモン家に対する疑念は常に反対運動を生み、それに呼応して支配は暴君的性格になっていった。

BC130頃 ヨハネ・ヒルカノスはイドマヤ人に強制的に割礼を施し、ユダヤ教に改宗させた。

BC128頃 ヨハネ・ヒルカノスはゲリジムのサマリア教団の聖所を破壊。亀裂を決定的にした。

BC107 旧北王国領南部を征服

BC101 アリストブロス一世の遠征により、ガリラヤ地方ガリラヤ地方ガリラヤ地方ガリラヤ地方がハスモン王国に含まれるようになった

BC62 ポンペイウスのローマ軍に敗れて、事実上王朝が終わった。 ゲリジム山でサマリア教団の祭儀が再開された

  属州シリアに編入され、領土はイエス時代の状況になった。

BC30BC30BC30BC30 ローマによって征服される

BC430頃エズラ・ネヘミヤ記、歴代誌、

BC5c後半～4c前半、第一ゼカリヤ、

エステル記、ハガイ書、マラキ書、

ダニエル書前半、ヨエル書。

BC853 カルカルBC853 カルカルBC853 カルカルBC853 カルカルの戦いで同盟軍を

率いてアッシリアを撃退する

BC852 イスラエルに侵攻する。アハ

ブ王戦死

BC47 カエサルによって、ユダヤの実質的支配権は、ヒルカノスを

傀儡とするイドマヤ人アンティパトロス(ヘロデ大王の父)に渡され

た。

コヘレトの言葉、

第二・第三ゼカリヤ

明確に死者の復活の観念が表明される

（ダニエル書後半、マカバイ記Ⅱ）

エッセネ派、ファリサイ派、サドカイ派など

が形成される

パレスチナは、セレウコス朝シリアとプトレマイオス朝エジプトの争奪の対象となって、六度のシリア戦争が起こる。（ダニエル書11:5-39）

BC198 第五次シリア戦争の結果、プトレマイオス朝に替わってセレウコス朝がユダヤを含むパレスチナを支配下におさめる

申命記史書、祭司文書の成立、

預言書の編集

新バビロン、メディア、リディア、エジプト

四帝国並立時代

傭兵指揮官ゼラによる攻撃、その後一世紀以上、エジプトからの干渉はなくなった。

北方・東方北方・東方北方・東方北方・東方

「イスラエル」「イスラエル」「イスラエル」「イスラエル」

南方南方南方南方

ツォバ(アッコの辺り)の王ハダドエゼ

ル、アンモン人を支援して、イスラエ

ルに干渉、ダマスコのアラム人と同

盟、ダビデに滅ぼされる。アラム人、

従属。

※ 次の「ハダドエゼル／ベン・ハダド

二世」と同一人物とする説もある

北イスラエル系の伝承(ヤコブ、ヨセフ、エ

リヤ、エリシャ、アモス、ホセアなど)が北

王国からの難民によってもたらされる

BC716BC716BC716BC716頃、エチオピア(ヌビア)人 ピアンキピアンキピアンキピアンキの第25王朝が再統一、勢力を回復、

反アッシリアを組織～アシュドドの反乱(714-711)。

近東世界全体で分業の発達と生産力

の向上が見られた。

                             侵略

                             敵対

                             同盟

                             活動期間

＊王の名前に続く括弧内は王位にあった年代。

＊名がこの色この色この色この色の王は、契約の更新を行った王。

＊名がこの色この色この色この色の王は、預言者に油を注がれた王。

＊年代は原則として『聖書時代史 旧約篇』(山我哲雄)に従っ

た。

作成：パウロ眞野玄範 2008/7/18


