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２００７年においてアゼルバイジャンの社会・文化的な生活では重要な事件こと
が起こった。「ユネスコの世界遺産リスト」にコブスタンの考古学的な複合が登
場され、その岩絵の高い芸術性と記念碑のおかげでもう長い間世界岩面芸術の傑
作と認められたのである。
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そんなに権威のある世界
的に重要な国際組織によ
ってアゼルバイジャンの
領土にあるユニークな歴
史記念碑の公認は多くの
点でアゼルバイジャン民
族の国民・宗教的·文化的
価値観を復活させるため
の国家プログラムの実施
の結果である。保護、全
面的な研究と古代記念碑
の宣伝に向かっている国
家政策はアゼルバイジャ
ン民族の文化遺産の偉大
さと人類全体の歴史に重
要な地位を持つ認識を刺
激した。
アゼルバイジャンの古代

岩絵はユーラシアの古代
芸術の大切な一部であり
ながらコーカサスに存在
するこのような複合の中
で最も大多数である。最
広の編年的な範囲、テー
マの多様性、多くの主題
のオリジナル性、高い芸
術・美的な特質で異なり
ながら現代では何千も数
えられる。これらの画像
の多くが根拠に基づいて
世界岩石芸術のユニーク
な作品と思われている。
あるいは、これらの岩絵
アゼルバイジャン領土に
存在した最古の社会文化
史の発展の複雑なプロセ
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スに関する情報運びなが
ら、同時にその文化遺産
の明白な成分である。
アゼルバイジャンの比較
的に小さい領土において
古代岩石芸術の記念碑の
偉大な中心が地理的な事

情で異なる様々な地方で
発見されたことは注目に
値する。その地方の中で
大コーカサスの南東端の
低山、アブシェロン半島
における砂や岩石の多い
平地区、小コーカサス内

の谷や台地である。それ
では、この中心の中で首
都バクーから６０キロメ
ートル離れているユニー
クなコブスタン国立保護
区は重大な科学的及び芸
術・美的な価値がある。
初めてコブスタンの岩絵
が科学世界に前世紀の４
０年代において知られる
ようになったのである。
その時から行われた発掘
と調査によって世界の豊
かな歴史考古学的な複
合としてコブスタンの重
要な科学的な価値及びユ
ニーク性が現れた。興味
深いことに、打刻された
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り、切り開いたり、彫刻
されたりしたペトログリ
フと共にゴブスタンにお
ける新しい研究によって
初めて岩絵の着色した画
像が発見された。
古代の描写はなかんずく
山脈の斜面に点在してい
る巨大な石灰岩の塊と岩
の表面に会う。コブスタ
ンの岩絵は等高線だしシ
ルエットだし概略図であ
る。実施技術も異なって
いる。その岩絵の多数が
石器で打刻され、少数が
金属器で打刻された。そ
の他に、石ワイピング方
法で作られた描写もあ

る。
古代の彫刻物群のコブス
タン国立保護区はまず第
一にこの場所における古
代住民の生活のすべての
側面を含むテーマの多様
性で抜きん出る。上述の

ように、描写の少なか
らずはよく表している芸
術的な特殊性を持ってい
る。これらの中でほぼ等
身大の女性、男性及び様
々な野生動物がたくさ
んある。一般に、人類の
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描写は逆の薄肉彫のよう
にシルエット形、正面ま
た半面に彫られている。
もっと古代の岩絵に男性
は褌をかけてすらりした
体格で弓と矢で武装した
と描写されている。女性
には、ユーラシア大陸に
おける原始的な芸術の特
徴らしく溢れ出る胸と大
きな太腿が強調されてい
る。
コブスタンの岩絵の中で
宗教的な舞踏、狩猟シー
ン、収穫シーン、生贄、
武装した漕ぎ手の乗る小
舟、二輪戦車、武装した
騎手、様々な記号の描写
がたくさんある。そのほ
とんどが石器で打刻され
ている。考古学的発掘調
査から判断すると描写の
最古の層はアッパー旧石
器時代に関連して、この

層にまた人類の描写の大
部分が関する。それらが
コブスタンの太古の居住
地である洞窟の壁に発見
された。後期旧石器時代
固有の描写が特にアナザ
ガという居住地に普及し
ている。
研究者の意見によると丸
グループの図形は固定し
たスタイルについて証明
するということである。
コブスタンの岩絵の大部
分は中石器時代と新石器
時代初頭に関連付けら
れ、紀元前１０－７世紀
のものである。概して、
ユーラシア大陸における
岩面芸術の特徴らしくそ
れらに比例・現実的な描
写方法が特徴である。さ
てコブスタンにある描写
の多くは先史時代の三時
代である銅器時代、青銅

器時代と鉄器時代に関連
付けられる。それに関連
して太古の岩絵がもっと
後世の岩絵に重なってい
る。やっぱりもっと後世
の描写がアンティークと
古代チュルク時代それと
も中世の初期および発展
段階に関連付けられる。
コブスタンの興味深くて
不思議な記念碑の一つは
ジンギルダーグの麓に位
置するタンバリン石のガ
ワルダーシである。この
石は石灰岩から成ってい
て3石柱の上に位置してい
るが、打撃の時様々な全
音の金属音がする。この
「歌う石」は儀式・宗教
的な舞踊の時使われた太
古の打楽器と思われる。
それ以上コブスタンの岩
や巨大な塊の上に大多数
の半球形の皿深みが生き
残っている。そもそも研
究者によってこれらの深
みが水の収集と保管向け
の太古の容器だし、動
物の犠牲的な血の採集だ
し、熱い小石を用いて料
理作りための道具などと
して見做されるのだ。
さらにドミティアヌス皇
帝の治世の時期アゼルバ
イジャンの領土において
カスピ海の岸にフルミナ
ートの第１２ローマ軍団
の滞在について証明する
６行の古代ラテン碑文の
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科学的な価値を再評価し
かねる。
１９６７年においてコブ
スタンは4,400ヘクタール
以上の面積で国立歴史・
芸術保護区だと宣言され
た。そこに発見された古
代岩面芸術の傑作の総数
は現代では１０万を超え
ている。コブスタンにま
たは人類の遠い過去につ
きのイメージを本質的に
追加させる家庭経済およ
び埋葬の記念碑の多数が
集中している。今日では
コブスタン国立保護区は
世界文化遺産の奪うこと
ができない部分として将
来の世代のために太古文
化のユニークな遺物を保
存する向けの科学的研究
及び教化の巨大な機関で
ある。

参考文献：

1. Формозов А.А. Очерк по пер-

вобытному искусству. Москва, 

1969

フォルモーゾフA.A 『原始芸

術概論』、モスクワ、１９

６９年

2. Исмаилзаде Г.С. Петрогли-

фы Азербайджана как составная 

часть древнейшего искусства 

Евразии. Сб. «Кавказ в контексте 

всемирной истории». Тбилиси, 

1996

イスマイルザーデG.S 「アゼ

ルバイジャンのペトログリ

フはユーラシアの古代美術

の一部として」、『世界史

文脈にてコーカサス』集、

トビリシ、１９９６年

3. Джафарзаде И.М. Наскаль-

ные изображения Гобустана. Сб. 

«Археологические исследования 

в Азербайджане». Баку, 1965 

ジャファルザーデ I.M 「コ

ブスタンの岩絵」、『アゼ

ルバイジャンにおける考古

学的研究』、バクー、１９

６５年

4. Джафарзаде И.М. Гобустан – 

наскальные изображения. Баку, 

1973 

ジャファルザーデ I.M 『

コブスタン。岩絵』、バク

ー、１９７３年

5. Мурадова Ф.М. Гобустан в 

эпоху бронзы. Баку, 1979 

ムラードワ F.M 『青銅器

時代のコブスタン』、バク

ー、１９７９年

6. Рустамов Дж.Н. Гобустан 

– очаг древней культуры Азер-

байджана. Баку, 2000; его же. 

Мезолитическая стоянка в Го-

бустане. Сб. «Каменный век и 

энеолит в Азербайджане». Баку, 

1984 

ルスタモフ J.N 『アゼルバ

イジャンの古代文化の中心

であるコブスタン』、バク

ー、２０００年；

ルスタモフJ.N 「コブスタン

にて中石器時代の居住地」

、『アゼルバイジャンにて

石器時代と銅器時代』集、

バクー、１９８４年

7. Рустамов Дж.Н., Мурадо-

ва Ф.М. Петроглифы Гобустана. 

Баку, 2003 

ルスタモフJ.N、ムラードワ 

F.M 『コブスタンのペトログ

リフ』、バクー、２００３年

8. Исмаилзаде Г.С. Шедевры 

наскального искусства Азер-

байджана.  «Мирас». Ашгабад, 

2008, №1

イスマイルザーデ G.S 『ア

ゼルバイジャン岩面芸術の

傑作』、第１号、「ミラー

ス」編、アシガバート、２

００８年

9. Фараджева М.Н. Верхнепа-

леолитическое искусство Азер-

байджана. Сб. «Мир наскального 

искусства». Москва, 2005 

ファラジェワ M.N 「アゼル

バイジャンのアッパー旧石

器時代の芸術」、『岩面芸

術の世界』集、モスクワ、

２００５年

10. Тумбиль Н.Х. Римская над-

пись I века н.э., обнаруженная в 

пределах Азербайджана // ДАН 

Азербайджана. Баку, 1948, №7.    

トゥンビール N.H 『アゼ

ルバイジャン内に発見され

た紀元前１世紀のローマ

碑文』、第７号、アゼルバ

イジャンの科学アカデミー

編、バクー、１９４８年


