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北シリアの中心都市Halab (アレッポ）のカーディーiqadi)職の腱遷を，

カーディー達の出自・経歴や支配者との開係に注目しながら論じてみたい。主

たる對象時期はハラブがファーティマ朝の直接支配を胆した416/1025年からア

イユーブ朝政権が崩壊する658/1260年までである。カーディーはしばしば「裁

判官」と詳されるが，彼らは訴訟の判決を下すだけでなく，婚姻を含む様々な

契約の締結や孤兄に残された遺産の管理など，イスラーム法（ｓａｒＶａ）と関わり

のある事柄を幅廣く扱った。このようなイスラーム祀會における重要性ゆえ。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－１－
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カーディーに開する研究は様々な角度からなされてきたが，その傾向は大きく

二つに分けられる。第一に皐げられるのは，司法の要としてのカーディーを制

度面から論じる諸研究で，司法制度を包括的に扱ったTyan 1960 がその代表

格と言える。もう一つの潮流は，政治権力との関係など司法以外の分野におけ

るカーディーの活動に焦黙を常てる諸研究であり，これらの研究によって，有

力ウラマー(‘ｕｌａｍａ)(1)として地域祀會に影響力を及ぼしたカーディーの姿が明

らかにされつつある(2)。この二つの流れのうち，本稿は後者に肩す(3)。

　

東アラブ地域のカーディーについて先行諸研究を追っていくと，本稿が對象

とする時期，すなわちアッバース朝盛期(８世紀後半－10世紀前半)とマムルーク

朝時代(13世紀半ば－16世紀初頭)にはさまれた時期を扱った専論が少ないことに

気付く(4)。バグダードの大カーディー(ｑａｄt　al-ｑｕｄａt)を中心とした司法の中央

集権膿制が成立したアッバース朝盛期とスソナ派４法學派のカーディーが並立

したてムルーク朝時代は，ともに司法制度史上でも劃期となる時代であり，モ

こに研究者達が注目するのは営然のことではある。しかし，雨者をつなぐ時代

に目を向けることもまた大切であろう。

　

このようにカーディーに関する研究の空白を埋めるという目的の他に，本稿

には営該時代のハラブ史をカーディー職の便遷という側面から捉えようという

狙いもある。10世紀後半から12世紀前半にかけてのシリアでは，住民を糾合し

た勢力が支配者に對抗するという光景が各地で見られた。一方12世紀前半のザ

ンギー朝期以降については，支配者とウラマーの協力腰制が強調され，ウラマ

ーの果たした祀會的役割や彼らと支配者の関係が注目されている。しかし，前

者から後者への時代愛化の過程については未だ詳しく検討されていない。谷口

1996は，このような研究状況を踏まえ，ハラブのウラマー名家の動向をｎ世紀

(1)この翻詳しにくい用語については，三浦1995に問題鮎の的確な指摘と研究史のま

　

とめがある。この語は宗教知識人または宗教指導者とでも譚せるが，本稿では詳さず

　

に用いることにする。

(2)－ムルーク朝期までの東アラブ地域における司法制度の研究史については，近藤

　

1994:23に簡潔にまとめられている。個々の研究については，同論文の註(4)－(6)を

　

見よ。その他に，需王1989と松田1997を皐げておく。

(3)本稿が對象とする時代のシリアにおいては，カーディーの業務を具謄的に示ナ隋報

　

はあまり得られない。

　

したがってカーディーの業務内容の理解はTyan等の研究に

　

撞ることとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－２－
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から]｡3世紀を中心に考察した論考である(5)。本稿はその成果を利用しながら，

カーディーという地域仕會と支配者の接鮎に位置した職に着目することによっ

て，前稿では見えにくかった政治権力側の動きをより明らかにすることも目指

している。

2. 11―13世紀のカーディー達

　

営該時代の個々のカーディーに闘する情報という鮎では，司法制度そのもの

を扱った研究ではないMadelungとHalmの研究がむしろ詳しい。マートゥ

リーディー派(al-Maturldiya)鱒學とハナフィー服(al-Hanafiya)法學の拡大の

様子を詳細に追ったMadelung 1971 は，ハラブを含むシリアのカーディーに

ついても屑れている[ゆ｡ぷ｡ぺ51-165]。

　

同論文では人名録等の諸史料が丹念に

參照されており，その情報は信頼度が高い。一方シャーフィイー派(alぶ証･lya)

法學のイスラーム世界各地における披大を調べあげた研究であるHalm 1974

は，同派の拡大を観測する指標の一つとして，14世紀までの各地のカーディー

をその法學服とともに列翠している。便利な書物ではあるが，少なくともハラ

ブのカーディーについては不正確な記述か目立つ[砂｡ぶ.j 206-213]。この雨研

究をも參照しながら，歴代カーディーの在職期間と支配者の統治期を對照させ

た表を作成した(6)。本章では先行研究に對する修正鮎に言及しながら，３期に

分けてハラブのカーディー達を紹介していく。

(4) Tyan 19」60ではこの時期は簡単に鯛れられるだけであり，しかもその主な闘心は

　

ファーティマ朝の司法制度に向けられている［op. cit.:149-1551。シリアに地域を限

　

定した研究としては，まず第一にDima≒（ダマスクス）とその周追地域のカーディ

　

ーを詳しく扱ったConrad 1994が草げられるが，對象となっているのは10世紀まで

　

である。それ以降の時期については, 11―12世紀の海岸地方のカーディーが行政や政

　

治の分野においても活躍していた様子を明らかにした佐藤1992があるが，それ以外

　

には同時代のシリア諸都市の住民による政治活動を扱ったHavemann 1975が海岸

　

地方のカーディーに言及している程度である［砂｡ぷ｡:105-109］。

（5）以上の問題設定と研究史の詳細については，谷口1996: 61-63 を參照せよ。

（6）谷口1998: 41 に掲げた表の支配者の欄のうち, 1038年からハラブを支配した人物

　

の名の一部であるBanjutakinと，アイユーブ朝のal-Nasirの統治開始年として阜

　

げてある1237の２ケ所を本稿の表のごとく訂正する。

- ３－
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表

　

ハラブの支配者とカーディー

　

1025-1260年

　　　

支

　

配

　

者

　　　　　　　　　　　

カーディー

　　　　　　　　　

典

　

拠

　　

〈The Mirdasids〉

1025 Asad dw. 励肋　　　1025-?　‘Abd al-mun‘imal-Qadi　　ZH1:232

1029 Sibl dw. Nasr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a1･Aswad

　　

〈The Fatimids〉

1038 AnOStikin al･Dizbirl　　1038,39?　Sulayman b. Halaf al-BajI　ZH1:258

　　　　　　　　　　　　

1039､40?-? M, b.A. b.Hamid　　　　　Madelung:151

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

al-Buhsn

　　　　　　　　　　　　

?-1051(d.) A. b. Ya. b. Zuhayr (BAJ) BT3:1223-26

　　

〈The Mirdasids〉

1042 Mｕ‘izzdw. Timal (l)

　　　　　　　　　　　　

1051-

　　　

Kisra b.‘Abd al-karim　　　ZH2:92

　　

〈The Fatimids〉　　　80,81 (d.)　　　　　　(ＢＡＪ＊)

1058 Ibn Mulhim　　　(1060)　　(?)　　　　　(ZH1:276)

　　

〈The Mirdasids〉

1060‘Izzdw. Mahmfld (1)

1061 Mｕ‘izzdw. Timal (2)

1062 Asad dw. 'Atlya

1065‘Izzdw. MahmQd (2)

1075 Jalaldw. Na令｢

1076 Sabiq

　　

〈The Uqaylids〉

1080 Saraf dw. Muslim　　1080,81-　HI. b. A. b. Ya, (BAJ)　Ａｚi:351

　　

〈The Seljuqs〉　　　　　95 (d.)　　　　　　　　　　MU16:21-22

1086 Taj dw. TutuS (1)　　　　　　　　　　　　　ZH2:92,128

1086 Qasim dw. Aq Sunqur

1094 Taj dw. TutuS (2)

　　　　　　　　　　　　

1095-97

　　

M. b.HI. b. A. (BAJ) (l)　MU16:28

1095 Fahr al-mulk Riりwan　　　　　　　　　　　　　ZH2:128

　　　　　　　　　　　　

1097-1101, Fadl allaha1･Zawzani　　ZH2:128-29

　　　　　　　　　　　　　　

02(d.)

　　　　　

al-'Ajami

　　　　　　　　　　　　

1101,02-

　

M. b.HI.b. A. (BAJ) (2)　MU16:28-30

1113 Taj al-muluk Alb　　　　39 (d.)　　　　　　　　　ZH2:129

　　　　　　　　

Arslan

1114 Sultandw. Muhammad

　　

〈The Artuqids〉

1118 Najm dn.ilgazi

1122 Badr dw. Sulayman

1123 NQr dw. Balak

1124 Husam dn.TimurtaS

　　

〈The Bursuqids〉

1125 Aq Sunqur al･Bursuqi

1126‘Izzdn. Ｍａs‘ud

- ４
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〈The Zangids〉

1128‘Imad dn. Zanki (I)

　　　　　　　　　　　　

1139-

　　　

HI.b. M､b. HI.(BAJ)　　　MU16:30-31

1146 Nur dn. Mahmod　　　　61,62　　　　　　　　　　　　　　　　ZH2:274,312

　　　　　　　　　　　　

1161,62-

　

Muhyl dn. M. al-SahrazOrl　MU16:31

　　　　　　　　　　　　　

79,80

　　　　　　　　　　　　

1161,62- (n) Taj dn.'Abd al-gafur　ZH2:312

1174 a1･SalihIsma‘i1　　　　66,67 (d.)　　　　　al-Kardari

　　　　　　　　　　　　

1179,80-83 A, b. HI.b, M. (BAJ)　BT3:1210-11

1181 'Izzdn.Mas‘fld　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MU16:35

1182‘Imad dn. Zanki (II)　　　　　　　　　　　　　　　ZH3:38,71

　　

〈The Ayyubids〉

1183 a1ぶhir Gazi (1)　1183-94,95 Muhyi dn.Ｍ,b.Zakly dnバＡ. ZH3:71-72,132

1183 a1.･AdilMuhammad　1183-94,95 (n) Zayn dn.Banぱ

1186 alぷhir Gazi (2)　　　　　　　　　　　　al-Baniyasi

　　　　　　　　　　　　

1194,95-

　

Baha' dn. Yu.Ibn Saddad　ZH3:132,220

　　　　　　　　　　　　　

1234 (d.)　　　　　　(BU＊)

1216 a1-‘AzizMuhammad　　？　(n) Najm dn.Ibn al-Hajjaj　MK3:119-20,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

238

　　　　　　　　　　　　

?-1234

　

(n) Zayn dn.‘Al. b.‘Ar. MK5:91,196

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(BU)

　　　　　　　　　　　　

1234-38 (d.) Zayn dn. 'Al.b. 'Ar.(BU) MK5:92,196

1236 al-NasirYosuf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZH3:220､225

　　　　　　　　　　　　

1237-40 (d.) Tamal dn. M. b.‘Ar.(BU)　ＭＫ５:196,280

　　　　　　　　　　　　　　　　　

(n) Kamal dn. A. b.'Al.　ZH3:249

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(ＢＵ)

　　　　　　　　　　　　

1240-60

　　

Kamal dn. A. b. Zayn dn.　dMZ2:232-33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘A1.(BU)MK5:280-81

〈1260 Mongol Occupation〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZH3:249

表の注

・年代は西暦のみを示した。支配者に関しては、統治開始年のみを示した。

・２度在任した人名の後ろには(1)(2)と記し、それぞれ１回目と２回目の在任である

　

ことを表示した。

・人名の後ろに付したローマ数字は、１世/2世の区別を示す。

・支配者の欄には、王朝名を英語表記で示した。

・カーディーが在職のまま没した場合、在職年の後ろに(d.)と記した。

・ハラブのカーディーのナイーブとして在職している場合は､人名の前に(ｎ)と記した。

・カーディーについては、複数の人物を出した家系名を下の略号を用いて表した。姻

　

戚関係でその家系と結びついている場合は、略号の右肩に＊を付した。

・下記以外の人名および典拠表示の略号は、本文と同じである。

略

　

号

　

家系名:BU=Banu ‘Ulwan, BA､T=Bana Abi Jarada.文献名:Madelung=文

　

献表のMadelung 1971.

- ５－
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2.1. ｎ世紀－12世紀半ば

　

ミルダース朝時代最初のカーディーとして名前の皐かっている‘Abd 81″

ｍｕｎ‘imについては，詳しいことはわからない。多少なりともカーディーの経

歴がわかってくるのは，ファーティマ朝總督(■ｗall)ディズビリー(7)の統治期

以降である。ディズビリーはミルダース朝等に奪われたシリアを再征服しつつ

北上し, 429.9.7/1038.6.13にハラブヘ入った。　彼は４年間という短い統治期

の間に，少なくとも

　

Sulayman b. Halaf al-BajI　と　Muhammad ｂ.Ａ.a1-

Buharlの二人をハラブのカーディーに任命した(8)。

　

前者ハーシーはアソダル

ス出身のウラマーで，イラタや･Makka (/卜力)，ディマシュクで學んだ後ア

ソダルスに節って教育や著述活動をおこたった人物である(9)。後者のブハーリ

ーはBuhara (ブハラ)で學んだ後に西方へ遊學したハナフィー派法學者であ

(7) Antistikln al-Dizbiri.433/1042年没。ファーティマ朝のカリフal-Mustansir (在

　

位:1036-1094)の治世初期に活躍したトルコ軍人。ファーティマ朝のシリア領を回

　

復したが，狗立傾向を強めたために中央政府から追討を受け，防戦の最中に病死し

　

た。

　

この人物およびそのシリア征服事業については, Wiet 1970 及びBianquis

　

1986-89: 503-518 を參照せよ。

（８）ＺＨによると，「〔al-Dizbiriは〕はハラブのカーディー職を, Abu al-Walid Sｕl･

　

b. Halaf al-BajI に１年間任せた。そして彼の後にAbu ai-g.Ａ. b. Ya. b.Zuhayr b･

　

Abi Jarada が就任した［ZH １:258］」という。　ところがＺＨの著者Kamal ｄｎ･

　

は，このAbu am. の傅記の中で「彼はA.H.430年以降にカーディー職に就いた」

　

と曖昧にしか就任年を述べていない［BT ３:1222］。おそらくKamal dn. は, Abu

　

a1-Ｕ.のカーディー就任の正確な時期を知り得ず，この記事のすぐ後に言及されてい

　

るA.H.435年６月付けの文書をもとにこのように判断したのであろう。した力にて

　

本註の最初に學げたZH １:258 の記事は, al-Baiiよりも後にAbu ai-y.がカーデ

　

ィーになったという意味であって，巌密な在任順序を述べたものではないと考えられ

　

る。al-Buhariはal-Dizbiriが任命した人物であるから，その任命は後者か没する

　

433/1042年以前であり，一方Abu al-H. はハラブがミルダース朝の支配下に戻った

　

後の442/1051年まで在任した。

　

したがってAbu am.が任命されたのは，このa1-

　

Buharlのさらに後と考えるのが安営であろう。ただしAbu al-H. が就任した正確な

　

時期と任命者は不明である。本稿では最初の二人のみをal-Dizbirlの任命としたが，

　

Madelungが考えるように彼がAbu al-H. を任命した可能性もある［Madelung

　

1971:151 (n.ll2)］。

(9) Abu al-Walid Sulayman b. Halaf b.Sa‘d b.Ayytib b. Warit al-Andalusi al-

　

Baji (403-ca. 474/1013-ca.l081,82)｡雨親がQurtuba (コルドバ）で結婚しているこ

　

とからアソダルス出身と推定した。彼はマヅカやイラクで聴講し，法學をAba Ishaq

　

alぶlraziに學んだ。

　

アソダルスのal-Mariyaで没した［mTD １０:115-117］。al-

Bailに法學を教えた人物は，

Abo Ishaq Ibr. b.‘Ａ. b. Yu.

484-486］。

シャーフ４イー派法學者の人名録を著したJamal dn.

al-§irazi(ca. 395-476/ca. 1005-1083)か［GAL １：

-

６－
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る。

　

ディズビリーは，自分の故郷でもあるマーワラー・アソナフルにマドラ

サやマスジドなどを建設するために，ブハーリーに大金を持たせて派遣してい

る吼

　

ブハーリーの後435/1044年以前にAbu Jarada家のAbu al-Hasan　Ahmad

b. Ya. b.Zuhayr (380-442/991-1051)がカーディーに就任した吼同家は３／９世

紀前半にハラブヘ移住し，間もなく農地を集積してハラブにおげる有力家系と

なっていった家柄である。このアフつドの就任から12世半ばに至る１世紀以上

もの間，途中２度にわたる中断をはさみながらも，アブー・ジャラーダ家とそ

の姻族がハラブのカーディーをほぼ猫占した叫。

　

同家の濁占状態が最初に途切れたのは，親イスマーイール派・ファーティヴ

朝政策を推進したことで知られる

　

Ridwan

　

の治世のことである。

　

490.9.17/

1097. 8.28に彼は，全支配地域でファーティマ朝カリフal-Musta‘ｈ（在位:487-

495/1094-1101)の名でフトバをおこなわせるに至った。そして，ハラブのカー

ディーと會衆モスク（μ辰‘）の説教師（徊μ&）を兼任していたアブー・ジャラ

ーダ家のAbu Ganim Muhammad ｂ.H1，(446-534/105か1139)を解任した叫。

その後任にはFadl allah al-ZawzanI ａ１-‘AjamIal-Hanafiという人物が任命

され，エジプトへ派遣されている㈲。ところが彼はやがてリドワーソやイスマ

ーイール派を批判するようになり，おそらくこのことが原因で495/1101, 02年

に殺害された。他のセルジュタ朝君主等からその親イスマーイール派政策を非

難されていたリドワーソは，この年フトバで言及されるカリフの名をアッバー

ス家のal-Mustazhir (在位:487-5工2/1094-1118)に戻し，アブー・ジャラーダ家

㈲

　

Ｍ.b.Ａ.b. ^ami(^ al-Baykandi al-Buharl (ca. 392-482/ca. 1002-1089)｡この人物

　

については, Madelung 1971:151-152 (n. 112)に詳しく紹介されている。なお，

　

Halmはal-Buharlのカーディー在職時期をA.H.463年としているが[Halm 1974:

　

2111,明らかに誤りである。

㈲

　

HalmはAbu al-Hasan　A. b.Yahyaの在職期を429/1038年からとしている

　

[Halm 1974: 211]。しかし註(8)で説明したように，彼の任命は早くてもA.H.430年

　

であろう。

吻

　

アブー・ジャラーダ家およびこの時期の同家のカーディー達については，谷口

　

1996: 65-69 を參照せよ。

叫

　

Halm 1974: 212 ではこの人物のクソヤがAbu al-Gana'im となっているが，史

　

料に見られるものはAbu Ganim である。また彼が495/1101,02年に再任され, 534/

　

n39年までカーディー職にあった鮎が訣落している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－７－
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のムハンマドをカーディーとハティーブの職に戻したり。

　

カーディーに復蹄を果たしたムハンマドはその後40年間近くその職に在っ

て, 534/1139年に没した。そして息子のAbu al-Fadl Hibat allah b.Ｍ･

　

(499-562/1106-1167)が後を襲-,てハラブのカーディーに就任し，20年除りの間

在任した［谷口1996: 69］。以上のような一族によるカーディー職の濁占を考え

る場合，カーディーの下で働くナーイブ（ｎａ'ib）すなわち「カーディー代理」

についても考慮しなくてはならない。残念ながら営時の司法制度については情

報が乏しく，ナーイブの人敷も不明である。したがってアブー・ジャラーダ家

がどの程度ハラブのナーイブ職を濁占していたかは判然としないが，少なくと

も12世紀初頭には，アブー・ガーニム＝ムハンマドの下で一族の者達がナーイ

ブとして働いていた叫。

　

2.2. 12世紀後半

　

557/1161, 62年ザンギー朝のNur dn. Mahmudはアブー・ジャラーダ家の

ヒバトッラーフを解任し，ディマシュクにいたシリアの大カーディー(μ脚

ｑｕｄａｔal-Ｓａｍ)であるKamal dn. Ab£1 al-Fadl Muhammad ｂ.‘Al.al-Sahrazurl

　

(492-572/1098,99-1176)のナーイブとして，カ’７－ルッディーソの息子である

Muhyi dn. Abu Hamid Muhammad (ca. 510-586/ca.1125-1190)を任命した

[MU 16: 31; ZH 2: 312]。両者が属したシャフラズーリ一家は，ザンギー朝下で

多くのシャーフィイー服法學者やカーディーを輩出した家系である㈲。

　

ムフィ

叫

　

ニスバの一つであるal-ZawzanIは，イラン東部のKuhistan地方の町Zawzan

　　

（あるいはZuzan)に由爽していると思われる。この地名については, Le Strange

　

1905: 358 を參照せよ。

㈲

　

以上の記述は主にMU 16: 28; ZH ２:128-129 に披る。またリドワーソの治世を

　

扱ったCrawford 1960 とEdd6 1986 も參照した。

㈲

　

507/1114年営時，アブー・ガーニム＝ムハンマドとともにその従兄弟が裁判をおこ

　

な・ていた［本稿:3よ］。明記はされていないが。おそらく後者はムハンマドのナ

　

ーイブであったのだろう。また，ムハンマドの弟Abu al-H. Ahmad b.HI. (454-

　

514/1062, 63-1120, 21)も彼のナーイブを務めた［谷口1996: 69, 71］。さらに, 517/

　

n23年にアルトゥク朝のNur dw. Balak が従兄弟のBadr dw. Sulayman からハ

　

ラブを奪おうとした時，後者を支持した者達の中に「〔アブー・〕ジャラーダ家のカ

　

ーディー達」がいた［TDM-W 1: 189b］。この場合のカーディー達という表現は，

　

カーディーであるムハソヴドとそのナーイブを意味していると考えられる。

㈲ＷＡ ４:68; Madelung 1971: 156 (n. 127.)ジャブラスールはイラクのKirkukの

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－８－
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－ユッディーンは父の下でディマシュクにおけるナーイブを務めた後，上述の

ごとくハラブにおけるナーイブに就任した［WA ４:246］。同時に，さらに彼のナ

ーイブとしてハナフィー派法學者のTaj dn. Abu al-Mafahir ‘Abd al-gafur

a1･Kardari (d. 562/1166,67)が任命されている［MU 16: 31; ZH 2: 312］。彼はホ

ラズムにあるKardarの出身者で, Marwで學んだ後にハラブのハナフィー派

のマドラサの一つであるal-Haddadin學院で教えた吹

　

タージュッディーソは就任後５年で没したが，その後のムフィーユッディー

ソのナーイブは知られていない。ディマシュクを失･-,て570/1174年にハラブヘ

移ったザンギー朝のal-Salih Nur dn. Isma‘ilの下でもムフィーユッディーソ

はカーディー職に在ったが, 575/1179, 80年に君主との仲が瞼悪となりハラブ

を去った［WA ４:246-248; ZH ３: 38］。

　

ムフィーユッディーソの後任として就任したのは，アブー・ジャラーダ家の

Abu al-H. Ahmad b. HI. (542-613/1147, 48-1216)である。彼はヌールッディー

ソによって解任されたヒバトッラーフの息子である。こうして約20年ぶりにア

ブー・ジャラーダ家がハラブのカーディー職を取り戻したわけであるが，４年

後にアイユーブ朝がハラブを征服すると，再びカーディー職は同家の手を離れ

てしまうことになる四。

　

579/1183年にハラブを征服すると，アイユーブ朝のal-Nasir Salah dn.

Yusuf (在位:564-589/1169-1193)はシャーフィイー派のMuhyi dn. Muha-

mmad ｂ.Zakiy dn.‘Ａ. al-Qura§I al-'UtmanI (通靭lbn al-Zakiy) (550-598/1155,

　

東南東約150 km に位置していた町を中心とする地域の名将である［Cornu 1985:

　

44］。

帥

　

Madelung 1971: 157 (n.l30). Halm 1974: 212 ではこの人物の名がAbu al-

　

Mafajir‘Abd al-g託r b.Luqraan ａトKurdIとなっているが，史料に見える名前は

　

本稿に皐げた通りである。ニスバをal-Kurdiとする史料もあるが［ZH ２:3121,

　

Madelungが言うように出身地を示すal-Kardari等が正しいだろう。ただし出身地

　

名の読み方が定まっていないので，ニスバの正確な讃み方は決定できない［Cornu

　

1985: 166; Le Strange 1905: 455］。

的

　

Halm 1974: 212 には, 575/1179, 80年に就任したAhmad b.Hl. は613/1216年に

　

没するまで在職したとあるが，貢際は579/1183年に職を解かれている。またこの人物

　

のクソヤがAbu al-Ma‘allとなっているが。通常史料に現れるものはAbu al-Ha･

　

ｓａｎである［BT ３:1210-1211; ZH ３:71］。さらに213頁では同一人物のイズムが

　

Muhammadとなっている力乱

　

もちろん誤りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－９－
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56-1202)をディマシュクから招いてハラブのカーディーに任命した匈。イブ

７’アッザキーが肩したタラシー家は，カリブUtman (在位:23-35/644-656)

に遡る系譜を持ち，ディづシュクのカーディーを複数輩出した家柄である

［Gilbert1977:156,158-159］。彼自身は，カマールッディーソーシャフラズーリ

ーの没後シリアの大カーディーを務めたSaraf dnバAbd allahIbn Abi Asrun

　

（d.585/n89声のナーイブとして頭角を現した［ｄＲＤ: 31］。彼は父方の従兄弟

　

（おばの子）であるZayn dn. Abu al-Bayan Banna' al-Baniyasi をナーイブ

に任命し，その後ディマシュクヘ去った［RD-Q 2: 47; ZH 3: 72］。ナーイブの任

命とディマシュタヘ赴いた年代は明記されていないが，遅くとも587/1191年に

はハラブを去っていたはずである。というのも，同年彼はディマシュクのカー

ディーに任命され，その後没するまで同地でカーディーの職に在ったからであ

る叫。

　

2.3. 12世紀末－アイユーブ朝末期

　

589/1193年にサラーフッディーソが没した後，その息子でハラブCD ｓahib

（領主）であったal-Zahir Giyat dn. Gaziは，父の側近の一人であったBaha'

dn. Yusuf b.Ｒ託‘Ibn Saddad (539-632/1145-1234)をハラブヘ招くことを希

望した。サーヒルの意向を知ったザイヌッディーソ＝バーニヤースィーは591/

1194, 95年に職を僻してディマシュクヘと去り，後任にはイブン・シャッダー

ドが任命された［TDM ４.2:244;ZH ３:132］。

　

イブソ・シャッダードは, 584/1188年から晩年のサラーフッディーソに仕

え，カーディー

　

アルアスカル（μのαZ-‘askar')やクドスのカーディーなどを

務めたal-Mawsil (モスル）出身のシャーフィイー派法學者である。彼はまた，

匈ＳＢＳ: 228; ZH ３:71. なおHalm 1974: 212 には，アイユーブ朝初期のカーディ

　

ーの一人としてJamal dn. Sadbaht al-Hindi という名が皐げられているが。これ

　

は営時のハラブで力を振るった總督（■ｗall）である［ZH ３:9£f.］。

剛

　

この人物については，本稿：註帥を參照せよ。

匈

　

RD-Q 2: 194. 583/1187年にal-Quds (エルサレム）を征服したサラーフッディ

　

ーソは，イブソ・アッザキーに最初のフトバと金曜疆芦を執りおこなわせ，その後も

　

イブソ・アッザキーは同地に少なくとも１ヶ月間は滞在している［RD-Q ２: 108-

　

110］。したがって，彼がディマシュクヘ赴く以前からそのナーイブがハラブに任命さ

　

れていたと考えるのが妥営であろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－10－
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‘Ulwan

　　　　

1

　

‘Abd allah

　　　　

1

‘Abd al-rahman (d.623/1226)
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Zayn dn‘Abd allah　　Jamal dn. Muhammad
(d.635/1238)

Kamal dn. Ahmad (d.662/1264)

(d. 638/1240)

サラーフッディーソの傅記の一つであるｄ-Ｎａｗａｄｉｒ al-ｓｕltａｎｉｙａ(NS)の著

者としても知られている。ハラブヘ到来した後，彼はザーヒルが設立した市壁

内のal-Madrasa al-Zahiriya等のマドラサでの教育にも従事し，自らも自邸に

マドラサとハディース學校（ｄａｒ ｄ一恥ｄ吻左設立している叫。

　

イブソ・シャッダードのナーイブとしては，まずNajm dn. Ibn al-Hajiaj

という人物が知られている八出自や経歴については不詳である。 610/1213,

14年にエジプトへ使節として派遣され，また613/1216年にイブソ・シャッダー

ドが不在の折りにサーヒルが重態となった際には遺書作成に立ち會っている

［MK ３:119-120,238］。

　

ナジュムッディーソの後任としてナーイブとなったのは, Zayn dn. Abu Ｍ.

‘Abd allah bバAr. Ibn ‘Ulwan al-Asadi (578-635/1182,83-1238)である［MK

５:91,196］。彼がナジュムッディーソからナーイブ職を引き縫ぐことになった

理由や正確な時期は不明である。ナジュムッディーソの活動が記録に現れるの

は上記の613/1216年までで，一方ザイタッディーソは615/1218年にエジプトの

al-'Adil 1世（在位:596-615/1200-1218)の許へ派遣されていることから［ＭＫ３:

266],この３年ほどの聞に両者の交替があったと考えられる。

　

ザイフッディーソの属する‘Ulwan (あるいぱAlwan)家は，13世紀にアイ

ユーブ朝下で複数のカーディーやマドラサ教師を輩出したシャーフィイー浪法

倒

　

以上の記述にはTSK 8:360-362; WA ７:84-100; ZH ３:132 を參照した。この人

　

物については，EI2の項目“Ibn Shaddad, Baha' al-Din…”及びNSの校訂本の

　　　　　　　　　　　　　　　

一

　

解説も參照せよ。

　

またNSについては，左記の他Ahmad 1962: 87-88 およびLev

　

1998: 33-36 を參照せよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　

－ｎ－
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學者の家系である叫。ザイヌッディーソはイブソ・シャッダードから法學等を

學んだ後，師が創設したマドラサの助手（ｍｕ'tｄ）に任じられた。さらに，モの

後イブン・シャッダードの後任として複数のマドラサで教えている［ｄＲＤ: 166;

TSK 8:155-156; Sourdel1951:101］。　このような師弟関係に加え，雨者は姻戚関

係でも結びついていた。すなわちイブソ・シャッダードはザイヌッディーソの

姉妹を二人娶っているのである。しかし二人の妻は子をもうけることはなく，

イブソ・シャッダードはザイヌッディーンを養子とした叫。

　

632/1234年にイブソ・シャッダードが没すると，ザイタッディーソがハラブ

のカーディーに就任した［MK ５:92; ZH ３:220］。この時鮎からアイユーブ朝政

権が倒れるまでの四半世紀聞は，ウルワーソ家の人物が相次いでカーディー職

に就いた。ザイヌッディーソが就任後わずか４年ほどで没すると，その兄であ

るJamal dn. Abu ‘A1. Muhammad (d. 638/1240)が後を徹いだが，彼もまた

３年後に没した［MK ５:196,280;ZH ３:249］。そしてザイフッディーンの息子

で，ジャマールッディーソのナーイブを務めていたKamal dn. Abu a1-‘Abbas

Ahmad (611 or 612-662/1214 or 1215,16-1264)がカーディーに昇進した。 658/

1260年にハラブがモンゴル軍に征服されると，彼はエジプトへ逃れた。その後

再びカーディーとしてマムルーク朝下のハラブヘ戻ったが，数ヶ月後に同地で

没した匈。

　

以上がｎ世紀初頭からアイユーブ朝末期までのカーディー達である。次に，

営該時代のハラブのカーディー職の愛遷について，在職者の法學派，出自・経

歴および彼らと支配者の関係という三つの観黙から分析を試みる。

叫

　

同家出身のマドラサ教師は合計８名が知られている。詳しくはSourdel 1951 の88

　

頁以下と109頁に牧められているtableau ｎ°in を參照せよ。

細

　

MK ５:91; TSK 8: 155. イブソーシャッダードの個人宅をードラサにしたal-Mad-

　

rasa al一Sahibiyaの教授職がザイヌッディーソ以降ウルワーソ家によって狗占され

　

ていることも［ＡＨ: 102; Sourdel 1951: 881，ザイヌッディーソがイブソ・シャッダ

　

ードの相績人であったことを示唆する。なおHalm 1974: 209 の家系図に示されてい

　

るイブソ・シャッダードとウルワーン家の関係は不正確であり，本稿で示したように

　

修正すべきである。

帥

　

dMZ 2:232-233; MK ５: 280-281; TSA １: 76; TSK 8: 17-18; ZH ３:249. なお

　

Halm 1974: 213 ではJamal dn. とKamal dn. の就任順序が逆にな・ている。在

　

職年代とともに，本稿のごとく訂正すべきである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－12－
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3.1.宗派と法學派

　

ハラブのカーディーの法學派については, Halm 1974: 208-209 とMadelung

1971: 151-161 でも論じられており，以下で述べる愛遷については本稿で得た

結論と大筋において大差がない。しかし，前者はシャーフィイー派の説明に偏

っており，また後者はｰ・ドラサの議論と交錯しているためハラブのカーディー

の法學派の流れが捉えにくい。本節では，まず法學派の推移を押さえた上で，

シーア派の問題を併せて考える。

　

ハラブのカーディー達の法學派を時代を追って見ていくと次のようになる。

最初の二人の法學派は不明であるが，その次のブハーリーはハナフィー派の法

學者である。以後カーディー職を濁占したアブー・ジャラーダ家はハナフィー

派を奉じていたので, 442―473/1051―1080, 81年に在職した姻族のキスラー

もハナフィー派と考えてよいだろう。リドワーソに任命されたザウザユーは

al-Hanafiというニスバを持つことからハナフィー派であることがわかる。し

たがって，ｎ世紀前半から557/1161, 62年に罷免されたアブー・ジャラーダ家

のヒバトッラーフ＝ブソ・ムハンマドまでは，ハラブのカーディー職をハナフ

ィー派法學者が占めていたということになる。

　

ヒバトッラーフの後任となった

ムフィーユッディーソの属したシャフラズーリ一家はシャーフィイー派の家系

であるが，そのナーイブであったタージュッディーソはハナフィー派法學者で

あった。さらに，両者の後に就任したのはアブー・ジャラーダ家のアブー・ア

ルハサソーアフマドであるから，結局579/1183年にサラーフッディーソが征服

するまでは，ハラブのカーディーはおおむねハナフィー服が占めていたと言え

る。

　

サラーフッディーンはスソナ派の中でもシャーフィイー派を優遇したことで

知られる［Madelung 1971:157-161］。579/1183年サラーフッディーソがハラブを

ザンギー朝から明け渡される際，営初の取り決めでは，慣例を奪重してカーデ

ィー職及び會衆モスクの説教師職はアブー・ジャラーダ家の許に留めることに
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なっていた［ＺＨ３:67］。

　

しかし征服後,シャーフィイー派法學者‘Isa al-Hakkarl

の主張が認められて雨職とも同派の人物を任命することになり，カーディー職

にはイブソ・アッザキーが就いたのである［SBS: 228; ZH ３:71］。彼のナーイ

ブであったバーニヤースィーの法學派は不明であるが，イブソ・ア,。ザキーの

従兄弟でもあることから，おそらく同じシャーフィイー派であったと思われ

る。雨者の後任のイブソ・シャヽ・ダードとその後カーディー職を濁占したウル

ワーツ家もシャーフィイー派を奉じていた。つまりアイユーブ朝時代のハラブ

のカーディーはシャーフィイー派が占めたのである匈。

　

以上より，11世紀前半以降12世紀後半まではほとんどハナフィー派が占めて

いたハラブのカーディー職は，アイユーブ朝による征服を境にシャーフィイー

派が濁占するようになったと結論づけられる。

　

ところでここで問題になるの

は，少なくとも12世紀前半まではハラブ住民の多敷を占めており，ザンギー朝

下でもかなりの勢力を維持していたシーア派（十二イマーム派）の存在である叫。

スソナ派のカーディーとシーア派の住民という組み合わせをどのように考える

べきであろうか。スソナ派のカーディーがシーア派住民に闘する司法業務もお

こなったのだろうか。それともシーア派のカーディーが別に任命されていたの

であろうか。この問いに明確に答えるのは難しいが，現時鮎で考え得る限りの

ことを以下に提示しておく。この問題を考える上て，TDXIが傅える次の記事

が注目される叫。

　　　

･’｀ラブにおけるイスマーイール派（a1-Ｂ師niyａ）の件について先に説明

　　

したようなこと（同派への弾墾）が起こると，十二イマーム派(al-Si･ａ ａ１｡

　　

Imamiya)が廣まり，イブソ・アビー・ジャラーダは人々の聞の裁判（必

　　

卜必mbりれａ ｄ,れａｓ）を十二イマーム派の見解に則っておこなった。彼の従

　　

兄弟（おじの息子）も同様に裁判をおこなっていた。［ＴＤＭ･W 1:72a］

　

この記事は, 507/1114年に親イスマーイール派政策を採っていたリドワーツ

勁

　

ただしイブソ・シャッダードのナーイブの一人であるナジュムッディーソの法學派

　

は不明である。

副
帥

　

ハラプにおけるシーア派については, Khayat 1971 を參照せよ。

　

この記事についてはすでにMadelung 1971: 151-152; Sauvaget 1941: 98 におX，

ても言及されている。
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が没した後に生じたイスマーイール派弾座後の模様を傅えている。イブソ・ア

ビー・ジャラーダとは営時カーディーを務めていたアブー・ガーニム

　

ムハン

マドであろう帥。

　

この記述だけをもって全ての時期について推し量ることには

無理があるが，ハナフィー派を奉じていたアブー・ジャラーダ家のカーディー

達も，寅際の司法業務に営たっては十二イマーム派の見解に従っていた可能性

が高いと思われる㈲。

　

10－ｎ世紀に活躍したシャーフィイー派法學者であるal-Maward:によれ

ば，カーディーが自分の法學派の説に必ず従うべきかどうかについては営時意

見が分かれており，むしろカーディーの任命に際して特定の法學派による判決

を求めるという條件は無奴であるというのがハナフィー派やシャーフィイー派

の考え方であった斡。またスソナ派４法學服が並立したマムルーク朝下のシリ

アやエジプトでは，原告が都合の良い判決が期待できる法學派のカーディーの

許へ訴え出るということがおこだわれていたようであり，少なくともスソナ派

内に闘しては住民と法學派の閲係は固定的なものではなかった吼そしてシー

ア派とスソナ服の聞においても，賓定法の分野に開しては雨服の法學にそれほ

ど大きな違いがないと言われている叫。貢のところ11世紀のハラブでも，ファ

ーティマ朝の總督ディズビリーや親イスマーイール服政策を採ったリドワーン

がハナフィー派法學者をカーディーに任命しており，いわゆる「宗派」と法學

派は圓別して考えねばならないことがわかる。

　

以上のように考えると，先に引用したＴＤＭの傅えるような状態はそれほ

匈

　

ただしその従兄弟という人物については系譜上では確認できない。

㈲

　

440/1048年頃のハラブの様子を傅えるIbn Butlanの記述によれば，営時のハラブ

　

の法學者たちは十二イマーム派の見解に沿って, fatwa (法解憚）を提出していた

　

［Momen 1985: 329 (n.3)］。

叫

　

湯川1981-89: 127-129oこの箇所では，シャーフィイー匿とハナフィー派の意見

　

が比較検討されている。

的

　

サラーフヽ，ディーンの下でディマシュクのカーディーを輩出したシャーフィイー派

　

のアスルーン家が, 13―14世紀におこなわれた同家のワクフに闘する一連の裁判で

　

は，マーリク派を除く３法學派のカーディーに判決を仰いでいる［近藤1994: 592］。

　

同家については本稿註旬を參照せよ。また14世紀末から15世紀初頭にかけてエジプト

　

のマーリク派大カーディーを務めたIbn Haldun は，法學派の違いが不正行篤のた

　

めの抜け道となっていると指摘している［森本1992: 141, 147］。

叫

　

Momen 1985: 184£f.;Coulson 1964: 105ff. 特に十二イマーム涙とハナフィー涙に

　

は共通鮎が多いとされる［松本1995: 257］。
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ど特異なことではなく，司法業務の賞際面においてはさして問題がなかったと

言えよう。むしろアブー・ジャラーダ家がハナフィー派を自家の法學派として

選んだことが，十二イマーム派住民が多数を占めるハラブで圓滑に司法業務を

進める一方で，アッバース朝やセルジュク朝などスソナ派政権の公認を得るこ

とに役立ったのではないだろうか。

　

しかし一方で，シーア派のカーディーがいた可能性も十分ある。というの

も，ハラブのシーア派の名家であるal-Has§ab家の中には「カーディー」とい

う肩書きを件って言及される人物が複敷存在するからである。゛ただし彼らがカ

ーディーに任命されたという記述は見営たらない㈲。このようにシーア派のカ

ーディーについては情報が乏しいため具服的に論じることができない。本稿で

はその存在の可能性を指摘するに止めておく。

　

3.2.出身と経歴

　

3.2.1. 11世紀－12世紀半ば

　

この時期の第一の特徴は，11世紀半ばからアブー・ジャラーダ家およびその

姻族がカーディー職をほとんど猫占したことである㈲。しかも彼らは全員在職

のまま天壽を全うし，その息子など一族の者がその地位を徽承している。支配

者からの任命という形を取っているにしても，事賓上はアブー・ジャラーダ家

一族による世襲であったと言える㈲。

　

また個々のカーディーの在任期間が長期

閲にわたっているのも特徴である。

　

アブー・ジャラーダ家による濁占状態が途切れたのは，ファーティマ朝の總

督ディズビリーの統治期とシリア＝セルジュク朝のリドワーソの治世というい

ずれもファーティマ朝の影響力が強く及んできた時期である。営該期のカーデ

ィー達の出身地にも注意したい。ディズビリーが任命した二人はアソダルスと

㈲

　

谷口1996: 83, 87-88 (註（6））。Halm1974: 212 のカーディー一覧には, 570/1174,

　

75年という年代とともにシーア眠の指導者Abu al-Fadl b.al-Hassabが翠げられて

　

いるが，史料には任冤の記述は見られない。

匈

　

この鮎は既に指摘されている［Halm 1974: 208; Madelung 1971: 151-152］。

㈲

　

彼らはアッバース朝のカリフから任命状を具えられていたようだが，実際には彼ら

　

の地位を追認するだけの意味しか持だなかった。たとえば，アブー・ガーニムームハ

　

ソマドの任命は「彼の父の地位に基づいて，バグダード〔政権〕によって」おこなわ

　

れたという［ZH ２:128］。
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中央アジアの出身であり，リドワーソの下で職に在ったザウザエーはおそらく

イラン東部の出身である叫。つまりこの二つの時期は，ハラブ以外の地から来

た人物がカーディーに就任したという黙でも共通する。

　

この雨時期を除くと，君主や王朝の交替はカーディーの地位に大きな影響を

典えなかったようである叫。支配王朝の交替はもちろんのこと同じ王朝内の政

握交替も常に平和裡におこなわれたわけではなかったことを考えると帥，アブ

ー・ジャラーダ家のカーディー達の地位の安定ぶりは注目に値する。特に同家

のムハンマドが，12世紀初頭の政治混乱期を含む30年間以上にわたってカーデ

ィーを務めていたことは，同時期のライース達が短期間で交替していたのとは

對照的である㈲。

　

ｎ世紀初頭以前のカーディーについては断片的にしか記録が残っていない

が，現在知り得るカーディー達の名前から判断する限り，特定の家系がカーデ

ィー職を長期間濁占した様子は見られない［Halm 1974:210-211］。したがって，

一つの家系がハラブのカーディー職を１世紀以上にわたってほぼ濁占するとい

う事態は，11世紀半ばになって生じた現象であると言えよう。

　

3.2.2. 12世紀後半－アイユーブ朝末期

　

557/1161, 62年スールッディーソに罷免されたアブー・ジャラーダ家のヒバ

トッラーフ＝ブソ・ムハンマドは，同宗のカーディー経験者の中で在職のまま

死を迎えることができなかった初めての人物である。彼の解任から約20年後に

任命されたアフマドが在職すること約４年で解任されると，アブー・ジャラー

ダ家がハラブのカーディー職を猫占していた時代は完全に幕を下ろした。

　

１世

紀牛を経たマムルーク朝下の710/1310, 11年には再び同家からハラブのカーデ

叫

　

ニスバからの推定［本稿：註㈲］。

剛

　

ファーティマ朝が最後にl直接ハラブを支配した際の總督Ibn Mulhim の統治期

　　

（449-452/1058-1060）にファーティマ朝が濁自のカーディーを任命していた可能性

　

がある。同朝がハラブを撤退する際に，「シリアのカーディー（ｑａｄｔ　al-Ｓａｍ）」と

　

いう肩書を持つＭｕ‘tamad dw. という人物の館が襲われているからである［谷口

　

1990: 91］。この人物もしくはその管轄下の人物が，ファーティマ朝によってハラブ

　

のカーディーに任命されていたのかもしれない。

帥

　

Zakkar 1971: 67-233; 大川原1984: 37-43o

㈲

　

この時期のハラブのライースについては，谷口1998を參照せよ。
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イーが出るが，以前のようにこの家系が長期聞にわたってカーディー職を濁占

するという状態にはならなかった肋。

　

アブー・ジャラーダ家のカーディー達に替わってカーディー職を手に入れた

のはどのような出自や経歴の持ち主だったのだろうか。彼らの出身地を見る

と, 557/1161, 62年に任命されたムフィーユッディーソ＝シャフラズーリーか

ら632/1234年に没したイブソ・シャッダードに至るまで，詳細が不明のイブ

ソ・アルハッジャージ･ユとアブー・ジャラーダ家のアフマドを除くと，すべて

ハラブ以外の出身であることがわかる。ムフィーユッディーソ＝シャフラズー

リーの生まれ育った場所は史料に明記されていないが，父カマールッディーソ

がヌールッディーソに仕えるまで主に活動していたマウスィルであったと考え

られる帥。また彼以外のシャフラズーリ一家の人物がハラブで長期間活動して

いたという記述も見営たらない㈲。

　

ムフィーユッディーソのナーイブであった

タージュッディーソは，ハラブのマド｀ラサで教えているので，就任以前からハ

ラブにいた可能性もある。しかし彼は中央アジアの出身でホラーサーンの地で

學歴を積んだ人物であるから，ハラブの外からやって末たという黙では違いが

ない。

　

579/1183年に任命されたイブソ・アッザキーとそのナーイブのバーニヤース

ィーはどちらもディマシュク出身者である。両者の後任であるイブソ・シャッ

ダードはフウスィルの生まれであり，カーディーに任命されるまでハラブに長

く留まった形跡はない帥。以上のことを勘案すると, 584/1188年にサラーフッ

徊

　

谷口1996:71-72．マムルーク朝下のハラブでは，シャーフィイー派に加えてハナ

　

フィー派のカーディーも任命された。さらに748/1347,48年には４法學派全てのカー

　

ティーが任命されることになる［Madelung 1971: 164-165］。

㈲ＷＡ ４:241-242. 彼はバグダードで法學を學び，その後ディマシュクヘ赴いて父の

　

ナーイブとなっている［WA ４:246］。

㈲

　

608/1211年からアイユーブ朝末期にかけてハラブのal-Madrasa ａｌ･Asadiyaの教

　

師を５名輩出したシャフラズーリ一家は，現在わかる範圖ではムフィーユッディーソ

　

の属していた家系とは系譜がつながらない［Sourdel 1951: 109］。

㈲

　

彼はまず故郷で學んだ後バグダードに出てニザーミーヤ學院で學んだ。そしてそこ

　

の助手を務めた後, 569/1173,74年にマウスバレヘ戻ってカマールッディーソ＝シャ

　

フラズーリーが創設したマドラサで教えた。またザンギー朝のマウスィル政権の外交

　

使節として各地に派遣されている［WA ７:84-87;“Ibn Shaddad, Baha' al-Din…”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

EI2］。
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ディーンに仕えるようになるまでは，彼はマウスィルを主な活動の場としてい

たと考えられる。

　

632/1234年から658/1260年までの聞ハラブのカーディー職を濁占したウルワ

ーン家に｡ついては，ハラブヘ到来した時期を含め12世紀末以前の同家の動向は

不詳である。同家で初めて記録に現れる人物は，カーディーとなったザイヌッ

ディーンの父Abu M. 'Abd al-rahman b. 'Al. b. 'Ulwan (d. 623/1226)であ

る。彼は法學者としてよりも禁欲者（ｚａｈｔｄ"｡）として知られていた人物で, 596/

1200年にサーヒルの病気治癒所願のために内城へ招かれた人々の中に名前が皐

げられている［TSA 1: 76-77; ZH ３:147-148］。

　

ウルワーソ家で最初にカーディーとなったザイヌッディーンは，同家出身の

最初のマドラサ教師でもある。 618/1221, 22年頃にザイスッディーソが市壁内

のal-Madrasa al-Sayfiyaの教授に就任したのを皮切りに［ＡＨ:1071，以後ア

イユーブ朝末期までに合計８名のマドラサ教授か同家から出た［Sourdel 1951:

88£f.,109 (tableau ｎ°Ill)］。つまり，ウルワーン家は13世紀に入ってから勢力を

核大した新興の家系であったと言える。

　

3.3.支配者との関係

　

アブー・ジャラーダ家のカーディー達が支配者とは一定の距離を置いていた

ことは，既に指摘した。

　

支配王朝や君主の交替にほとんど影響されることな

く，同家が一族の聞でカーディー職を撒承していったこと自服が，彼らと政治

権力との距離を物語っている。同家はハラブの周湛に農村単位で土地を取得し

経管していたと見られ，経済的にも支配者からは自立していたと考えられる

［谷口1996: 89-90］。同家と支配者の関係を示す例を一つ皐げてみよう。同家の

アブー・ガーニム＝ムハンマドは, 518/1124, 25年にエルサレム王ボードフソ

２世（在位:1118-1131)らがハラブを包囲した際に使節の一人として行動して

いる。

　

このとき彼を含む使節團は，営時ハラブを領有していたArtuq家の

Husam dn. Timurta§㈲をその根捷地Mardinに訪れ，軍を動かすように求め

た。ところがフサームッディーソはハラブを救うどころか使節團を監禁したた

㈲

　

アルトクク朝については, Hillenbrand 1990及びVath 1987 を參照せよ。
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め，彼らは脱走してマウスィルヘ赴きセルジュク朝の總督Aq Sunqur a1-

BursuqiWに来援を願い出た。

　

アクスソクルは求めに庖じて出陣し，ハラブを

窮地から救うと同時にこの街の新たな支配者となったのである［BT ４:1964-

1966;大川原1984: 42;谷口1996: 68-69］。以上の経過から明らかなように，アブ

ー・ガーニムはハラブ住民の代表として，むしろ君主フサームッディーソの意

に反した行動をとったのである。

　

一方，ヌールッディーソに任命されたムフィーユッディーソの肩したシャフ

ラズーリ一家は，いわばザンギー朝と共に歩んだ家系である。その密接な関係

は，ムフィーユッディーソの祀父の兄弟に営たるBaha' dn. 'All b. al-Qasim

　

(d.532/1138)力いlmad dn. Zanki （在位:521-541/1127-1146)のマウスィル獲得

　

(521/1127年）に協力したことに始まる帥。

　

ムフィーユッディーソの父であるカ

マールッディーソは，イマードッディーソからその息子のSayf dn. GazI (在

位:541-544/1146-1149)とヌールッディーソというザンギー朝の最盛期を現出し

た君主達に仕えた。542/1147, 48年に失脚して不遇の一時期を過ごしたが，

555/1160年に７－ルッディーソ統治下のディマシュクでカーディーに就任し

た。彼はスールッディーソの信任厚く，その地位はワズィールにも比されるほ

どであり，また外交使節として周漫諸國へ派遣されている［TSK 6: 117-121;

WA ４:241-244］。　ムフィーユッディーソ自身も，サーリフ政権では國の運管を

撥っていると言われるほどの存在であり，マウスィルヘ去った後も同地のザン

ギー朝君主‘Izz dn. Ｍａs‘ud(在位:576-589/1180-1193)の使節としてバグダー

ドを何度か訪ねている［WA ４:246-248;ZH ３:38］。

　

アイユーブ朝下でハラブとディマシュタのカーディーを歴任したイブソ・ア

ッザキーに闘しては，シャフラズーリ一家のカーディー達ほど政治的な動きを

見出せない。しかし彼も594/1197, 98年にアーディル１世によってディマシュ

クからal-Qahira (カイ（〉のa1.‘Aziz(在位:589-595/1193-1198)の許へ派遣さ

れており，君主の使節という役割をも撥ったという黙では上記の二人と共通し

ている［ＲＤ･Ｑ:233;ｄＲＤ:13］。

助
詞

　

この人物については, "Ak Sｕｎ!£ural-Bursuki...”EI2を參照せよ。

　

Madelung 1971: 156 (n. 127)｡なお，イマードッディーソのマウスィル獲得が520/

1126年のこととなっているが，誤りである。
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サーヒルに請われてハラブヘ到来したイブソ・シャッダードは，ザンギー・

アイユーブ雨朝に仕えた人物で，サラーフッディーソに取り立てられる以前は

ザンギー朝政権の外交使節としても働いていた[本稿：註(45)]。

　

ハラブのアイ

ユーブ朝政糧における彼の地位はカーディーにとどまらず，サーヒルに仕えた

営初からワズィールや顧問職(ｍａｓｗａｒｄ)という肩書きを持ち[ZH ３:1321,最

晩年には影響力を失ったものの長期にわたって政権首脳の一人であった帥。ま

た彼は使節としてカーヒラやディマシュクヘしばしば赴いている旬。さらに，

サーヒルが市壁の内外に１校ずつ創設した雨ザーヒリーヤ學院でナーズィル

(naが「｣を務め，市壁内のマドラサでは開校日に授業をおこなってもいる

[ＡＨ:103,107]。イブソ・シャッダードは君主から直接財貨を下賜された以外

に，高収入を得られるイクターも具えられていたから肩，経済的にも君主と深

く結びついていたと言える。

　

アイユーブ朝時代末期に３名のカーディーを出したウルワーン家は，前節で

述べたとおり，12世紀の終わりになって初めて史料に現れてくる家系である。

このように無名であった同家のザイヌッディーソがカーディー職を手に入れる

ことができたのは，彼が前任者であるイブソ・シャッダードの弟子でありかつ

義理の兄弟と養子であるという特別な立場にあったからであろう。同様に先任

者との密接な関係がカーディーへの就任に影響したと思える例は，アブー・ジ

ャラーダ家初のカーディーとなったアブー・アルハサソ＝アフマドとｎ世紀初

めにカーディー職にあったal-Simnaniの関係にも見られる同。しかしこのス

帥

　

613/1216年に幼少のal-‘Aziz Muhammadが即位すると，イプソ・シャッダード

　

はアタベクのSihab dn. Tugrilと共に國事を取り仕切った。　しかし628/1231年に

　

アズィーズが親政を始めると，両者は引退した［MK ５:89; WA ７:91,99］。

紅）カーヒラへ派遣された記録としては, 592-593/1195,96-1197年［MK ３:58-59,

　

70-71; ＺＨ ３:135, 1371, 608/1211,12年［MK ３:2121, 613/1216,17年［MK ３:

　

236-237; ＺＨ ３:168-169:, 628-629/1230,31-1231,32年［MK ４:314, 5:29; ZH

　

３:2U］がある。ディマシュクヘは604/1207,08年［ｄＲＤ: 63; MK ３:1811, 609/

　

1212,13年［MK ３:213-2141, 626/1228,29年［MK ４:254-255］に使節として赴い

　

ている。

糾ＭＫ ５:91; WA ７: 89. 前者によると，そのイクター牧入は年額100, 000ディルハ

　

ムを超えていたという。

剛

　

アフマドはスィムナーニーから法學を學んだだけでなく，師の娘と結婚している

　

［谷口1996: 67］。

　　　　　　　　　　　　　　　　

― 21 ―



783

イムナーニーが政治の分野で活動したという記録が見営たらないのに對し，イ

ブソ・シャッダードは政権中福に位置する人物であった。この鮎で雨家の事例

は異なっている。ウルワーソ家は政権の有力者との開係を通じてカーディー職

を獲得することに成功した家系であると言えよう。

　

ザイヌッディーソ自身の活動に目を向けると，彼もまたハラブ政権の外交使

節として派遣されている闘。ザイヌッディーソは，政権首脳の一員と見なせる

ほどではなかったにしてもＨ，支配者とのつながりは深かったと言える。その

後任であるジャマールッディーソに開してはよくわからないが，彼を徴いだカ

マールッディーソはナースィルや王朝の要人に對して影響力があったと言われ

ている［dMZ 2:233］。またアイユーブ朝のサーヒルが創設した市壁内のザーヒ

リーヤ學院の教授職は，イブソ・シャッダードからザイヌッディーソが引き皺

ぎ，それをカマールッディーソが徽承している［ＡＨ:103］。ここからもウルワ

ーソ家とアイユーブ朝との関係の一端が窺い知れよう。

４。ザンギー朝・アイユーブ朝の施策

　

以上の検討により，12世紀孚ばを境にカーディー歴任者の出身・経歴や彼ら

と支配者の関係に愛化が生じることが明らかになった。この愛化をより明確に

把握するためには，12世紀前半以降ハラブを支配したザンギー朝とアイユーブ

朝の司法行政に對する取り組みを見る必要がある。この問題に関しては，ザン

ギー朝のヌールッディーン時代を除いてまとまった研究が見営たらない。ザン

ギー朝のイマードッディーソとヌールッディーソ時代に開する網羅的な研究で

あるElisseeff 1967 も，先行研究を用いて一般論を述べるだけである［ｏｐ. ｃtt.-｡

825-827］。７－ルッディーソに閲しては, Halll 1980 が史料からの引用を豊富

細

　

まだナーイブであった615/1218,1&年にカーヒラのアーディルｌ世の許へ派遣され

　　

[MK ３:266; ＺＨ ３:1811, 623/1226年にはディマシュクのal-Mu‘azzamとa1-

　

Asrafの許へ赴いた[MK ４:180; ＺＨ ３:198-199]。カーディーに昇進した後は，

　

634/1236年にアズィーズが没してal-Nasir Yusuf が印位した際に，カーヒラのal-

　

Kamilの許へ赴いて代替りの報告をおこなった[MK ５:120; ZH ３: 225]。

糾

　

幼少のナースィル印位に際して政権運管を任された人物の一覧の中に，ザイタッデ

　

ィーソの名は見えない[MK ５:119; ＺＨ ３:225]。
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に示しながら彼の政策を紹介していて參考になる。

　

本章ではハラブの事例に焦鮎を営てながら，ザンギー朝とアイユーブ朝の司

法に對する取り組みを検討する。したがって以下では，雨王朝全艦の司法制度

に開わる問題も，ハラブとの闘わりという観鮎に絞って言及する。

　

4. 1. 統制の強化と中央集権化の試み

　

イマードッディーンが採った司法に對する政策は今までのところよくわかっ

ていない。彼に闘する専論のHalll 1972 も司法に闘する問題には鱗れていな

い。イマードッディーソは，自分がセルジュタ朝からマウスィルの支配を任さ

れる際に協力を惜しまなかったシャフラズーリ一家のバハーツディーソを大カ

ーディーに任命した［Madelung 1971: 156 (n.l27)］。しかしこのことは，ハラブ

のカーディー職には影響しなかったようである。というのも，ザンギー朝の征

服後もアブー・ジャラーダ家のアブー・ガーニムームハソマドは引き績ぎカー

ディーを務め，彼が534/1139年に没すると息子ヒバトッラーフがその職を徽い

でいるからである［谷口1996: 69］。

　

ただしイマードッディーソは司法が支配の要の一つであることには気付いて

いた。ヒバトッラーフを任命する際に，彼は「カーディーよ，これは余が自分

の首から外して汝の首にかけた権威(amr)であるぞ」と言った上で公正な裁

判を心がけるよう注意し，最後に「誰が汝を拒んだとしても，我らは汝の後ろ

に控えておるぞ（即一心min zむα「お一片」」と述べた［BT ８:3853］。　これらの言葉

は，イマードッディーソが公正な支配を心がけたことを示すと同時に，カーデ

ィーの権力を保護するものが政治権力であることを支配者自らが確認したこと

を明示している。

　

彼を縫いたヌールッディーソが司法制度の整備に務めたことは既に指摘され

ている［Halll 1980: 75-89］。　ディマシュタ併合から６年後の555/1160年，スー

ルッディーソはシャフラズーリ一家のカマールッディーソをディマシュタ（あ

るいはシリア）のカーディー（ｑｄｄｉ　al一乱川）に任命した。そして２年後の557/

1161, 62年カマールッディーソはシリアの大カーディーとして，ヌールッディ

ーソが支配するシリア各地に自分のナーイブを任命するに至る闘。

　

イマードッ
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ディーンの時とは違って，今度はハラブのカーディーもディマシュクの大カー

ディーのナーイブと位置づけられ，司法の中央集権化が目指された糾。しかし

アブー・ジャラーダ家のヒバトッラーフはナーイブの地位に甘んじることを拒

否し，解任されたのである［Madelung 1971: 157 (n.130)］。

　

ヒバトッラーフ解任のきっかけとなった大カーディーのカマールッディーソ

について，諸史料は大麦大きな権力を有したカーディーの登場を書き立てる

［Halil 1980: 83］。しかしそれは決して政治権力が司法の濁立や優越を承認した

ことを意味しない。 Halll は，営時のカーディー職は完全な濁立を保持し，ス

ルタンや有力アミールもモの判決に服したと主張している。確かに彼が翠げる

ように，ヌールッディーソがカーデ４一達の見解に耳を傾け公正な支配を目指

したという逸話は豊富である［Halil 1980: 77-82］。しかしHalllの見解は一面

的な捉え方であろう。

　

たとえば，７－ルッディーソが創始した「公正の館」タール・アルアドル

　

（ｄａｒｄ-‘ａぶ）は，彼が公正な支配を目指したことの鐙左として取り上げられ

ている”。しかし，そもそもタール・アルアドル創設の直接の要因は, Asad

dn.ｉｒkｕh叫など有カアミーフレ連の振舞が目に鈴るようになり，大カーディー

のカマールッディーソにも手に負えなくなったことにある。そこでヌールッデ

ィーソはタール・アルアドルを建設し，自らそこに座して剣決が困難な訴訟を

裁定したのである［ＢＤＡ: 168; Halil 1980: 76-77］。すなわちこれは，最有力の軍

匈

　

この時期においては，「シリアの大カーディー（ｑａｄｉ　ｑｕｄｄt　al-Ｓａｍ）」という肩

　

書きはそう多く史料に現れるわけではなく，大カーディーと呼ぶべき人物で４， 　ｑａｄｉ

　

ぶ一乱。と呼ばれることが多い。しかし比較的時代の近い史料に用例が見られること

　

から[ｄＲＤ:351,営時は雙方の呼穏が用いられていたと考えられる。本稿では,廣範

　

な地域にナーイブを任命したことが明らかな場合に大カーディーと呼ぶことにする。

倒

　

566/1170,71年にマウスィル政権に對して宗主権を認めさせたヌールッディーソは，

　

そこに鄭接するＮａ§ibin, Sinjar, al-Haburの諸地区を統括する大カーディーとして

　

Saraf dn. Ibn Abl Asrun を任命している。彼とディマシュクの大カーディーとの

　

開係は不明である。

匈

　

Rabbatの推定によれば，７－ルッディーソはn63年頃にタール・アルア自レをデ

　

ィマシュクに建設した。ただしハラブには彼の設立したタール・アルアドルは知られ

　

ていない[Rabbat 1995: 3-7]。

叫

　

ザンギー朝の最有力アミールの一人で，甥のサラーフッディーソとともにエジプト

　

のファーティマ朝を屈服させ，自らはそのワズィールに就任した。 564/1169年没

　

[WA ２:479-481]。
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人を裁けるのはその上に立つ君主だけであることを改めて示したできごとであ

った。このアイユーブ朝からマムルーク朝へと受け徽がれていった施設は，制

度的には以前から存在したマザーリム法廷を徽承している［Rabbat 1995:3-7］。

すなわちタール・アルアドルとは，カーディーによる裁剣で扱いきれない問題

を政治権力者が處理するというマザーリム法廷の機能をより充賓させたもので

あり，この施設の創設が意味するものは政治権力による司法への介入強化に他

ならないのである。

　

579/1183年にサラーフッディーソがハラブのカーディーに｡任命したムフィー

ユッディーソ＝イブソ・アッザキーは, 587/1191年にはディマシュクのカーデ

ィーとなり，彼のナーイブであるザイヌッディーソ＝バーニヤースィーがハラ

ブに留まった。ハラブのカーディーがディマシュクにいる大カーディーのナー

イブであるという位置づけがここにも見られる。サラーフッディーソもヌール

ッディーンと同じく，司法の中央集権化を目指していたと言えよう。

　

しかしながら，サラーフッディーソの没後バーニヤースィーがハラブを去

り，イブソ・シャッダードがその後任に任じられると，再びハラブのカーディ

ー職はディマシュクの大カーディーの下から濁立した。ハラブのサーヒブであ

るサーヒルがイブソ・シャッターF｀を直接任命していることに加え，以下の逸

話がそのことを物語っている。

　

サーヒルがイブソ・シャッダードを任命しようと考えていることを知ったバ

ーニヤースィーは，自ら職を餅してディマシュタヘ去った。ディマシュクの大

カーディーであるイブソ・アッザキーはそのことを非難してバーニヤースィー

に以下のように言ったという。

　　　

もしお前が〔暇を乞わず〕獣っていて〔サーヒルが〕お前以外の者を任

　　

命するに至っていたならば，私がお前に代わって異議を申し立てたであろ

　　

うに。しかし，お前がしたようなことをしてしまったら，もはや私はハラ

　　

ブのカーディー職について口を挾むことはできないのだ。［TDM ４.2:244］

　

また現在知られるところでは，タール・アルアドルを初めてハラブに建設し

たのはこのサーヒルである［Rabbat 1995:9-10］。　このことからも，彼が濁自に

自國内の司法制度を整備していった様子が窺われる。この後アイユーブ朝時代
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末に至るまで，ハラブのカーディーは同地のサーヒブが直接任命しており，モ

の職が他の都市のカーディーに従属することはなかった。また648/1250年にハ

ラブの君主ナースィルがディマシュクを併合した際にもカーディーの開係には

愛化がなかったようである回。サラーフッディーソ没後のアイユーブ朝國家

は，濁立性の高いサーヒブが治める地方政権の連合曖という性格を強めていく

が[^Humplireys 1977:41ff.;Sato 1997: 48;佐藤1986: 99-1001,政治謄制の分権化

は司法制度にも及んだのである。

　

4.2.新興家系の抜擢

　

4.2.1.ヌールッディーソとサラーフッディーソ

　

アブー・ジャラーダ家によるカーディー職の濁占状態を終わらせたタールッ

ディーソも，カーディー職の世襲という慣行そのものを否定したわけではなか

った。ザンギー朝下でカーディーやマドラサ教師を代々輩出したシャフラズー

リ一家やアブー・アスルーソ家の隆盛を見れば，むしろ同朝が積極的に特定の

家系を優遇したことがわかる回。７－ルッディーソ時代の大カーディー＝カマ

ールッディーソーシャフラズーリーのナーイブとしては，ハラブに赴任した息

子ムフィーユッディーソに加え二人の甥がＵａｍａｈ（ハマー）とＵｉｍバホムス）

にいたことが知られている［TSK 6: n8; Madelung 1971:157 (n.130)］。　カーデ

ィーの一族がそのナーイブに任命されたという鮎でも，ヌールッディーソの方

剛

　

この事件を傅える諸史料は，反對勢力のアミール達の處罰は傅えるものの，カーデ

　

ィーについては何も語らない［MK-P: 374b-375a; MAB ３:183］。またMZ ８.2:

　

780には，ディマシュク住民を安心させるため，ナースィルは何一つ愛えなかったと

　

記されている。

旬

　

シャフラズーリ一家については，本稿2.2･, 3.3.を參照せよ。Abu ‘Ａ§run(また

　

はAbu ‘Usrian)家は, Saraf dn.‘Abd allah Ibn AbリAsrunを胆とし，ザソギ

　

一朝下で急速に勢力を挟大したシャーフィイー派法學者の家系である。シャラフッデ

　

ィーソは492/1098年かその翌年にマウスィルで生まれた。 543/1148年頃ヌールッディ

　

ーｙは，シャラフッディーソのためにその家名を冠したal･Madrasa ａ１-‘Ａ§runiya

　

をハラブに創設し，故郷でマドラサ教授をしていた彼を545/1150,51年に招いた。以

　

後ディマシュク等シリア各地にアスルーニーヤ學院が設立されていった。シャラフッ

　

ディーンは後にジャズィーラ地方の大カーディーに任命され, 573/1177, 78年にはア

　

イユーブ朝のサラーフッディーソの下でシリアの大カーディーとなった。585/1189年

　

に在職のまま筏。各アスルーニーヤ學院の教授職はアイユーブ朝期も彼の子孫が世襲

　

していた［Jawada 1986: 17-44,131-186;近藤1994: 26£f.］。
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針はそれ以前の慣行に逆らうものではなかったわけである。サラーフッディー

ソもヌールッディーソの方針を踏襲した。彼はディマシュク征服後にカマール

ッディーソをその地位に留めたばかりでなく，彼の遺言どおりカーディー職を

甥のDiya' dn. al-Qasim b. Ya. (d.599/1203)に縫がせてもいる［WA ４:241,

244］。また，ハラブに任命されたイブソ・アッザキー＝クラシーのナーイブが

彼の従兄弟であったことは前述の通りである［本稿:2.2.］。

　

しかし，ヌールッディーソとサラーフ。ディーンが草純に慣行を重んじただ

けではないこともまた確かである。ヌールッディーソは，ハラブのアブー・ジ

ャラーダ家やディマシュクのクラシー家剛というその土地のカーディー職を濁

占してきた薗家からその職を奪い，王朝と深い開係を持つシャフラズーリ一家

に呉えた。一方サラーフッディーソは，シャフラズーリ一家によるカーディー

職の世襲を認めたものの，翌年にはもう一つの有力家系であるアブー・アスル

ーソ家のシャラフッディーソを任命した。そしてさらにこのアブー・アスルー

ソ家も２代でクラシー家にとってかわられた［Gilbert 1977:198-200］。このよう

にサラーフッディーソの下では，特定の家系によるカーディー職の狽占・世襲

という慣行が認められる一方で，カーディーを出す家系の交替が以前に比べて

頻繁に見られるようにだっていったのである［Gilbert 1977:140-141,198-200］。

　

4.2.2.ハラブのアイユーブ朝

　

前述のとおり，アイユーブ朝に併合された際にハラブのカーディーはシャー

フィイー派に限られるようになった[本稿:3.1.]。

　

モの結果，アブー・ジャラ

ーダ家出身者がカーディーになる道は完全に閉ざされたが，その一方でこれま

でカーディー職には縁が無かったa1-‘Ajami家にも同職を手に入れる機會が巡

ってきたのである。アジャミー家は11世紀半ばにハラブヘ到爽したシャーフィ

イー派法學者を組とする家系で，ワズィールを２名輩出するなどザンギー朝下

㈹

　

クラシー家は, Zakiy dn. Yahya (d. 534/1139)が12世紀初めにナーイブからカ

　

ーディーに昇進した後, 555/1160年まで牛世紀にわたってディマシュクのカーディー

　

職を濁占した。ハラブのカーディーを経て再び同家にディマシュクのカーディー職を

　

取り戻したイブッ・アッザキーは，このヤフヤーの曾孫に営たる［Gilbert 1977: 158,

　

197-198］。
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で急速に勢力を挟大した［Edd6 1988: 62-66;谷口1996: 77-80］。しかしながら，

アイユーブ朝政権は同家からカーディーを任命せず，イブソ・アッザキーとイ

ブソ・シャッダードというハラブ以外の出身者をたて績けにカーディーとした

のである。これに對してアジャミー家のKamal ｄｎ.‘Umar bバAr. (557-642/

1162-1244)は, 632/1234年にイブソーシャッダードが没すると，カーディー職

を手に入れようとして君主アズィーズや政府要人の買牧を試みた。アズィーズ

が要求を拒否すると, 634/1236, 37年にカマールッディーソは§ayzar領主

oihab dn. Yusufと共謀し，自分をハラブのカーディーに任命するという條

件でハラブを引き渡すという話をディマシュクのアシュラフに持ちかけた。ア

シュラフがこの提案を一蹴し計書が辰曼したため大事には至らなかったが，一

つ閲違えばアイユーブ朝の内気を引き起こす可能性をも有した事件であった

［Edde 1988: 67; 谷口1996: 81-82］。

　

このような大がかりな計略を企んだカマールッディーソは，自分を差し置い

てカーディーの職に在ったイブソ・シャッダードに對しても反感を抱いていた

ようである。 601/1204, 05年にイブソ・シャッダードがBaniyas領主‘Ala'

dn.の娘の結婚を執りおこたった。ところがその場に同席していたカマールッ

ディーソはその後新婦の父親を訪ね，イブソ・シャッダードによって結ばれた

結婚契約は正しくないと言いくるめて，契約をやり直させた。この侮辱に對し

て怒ったイブソ・シャッダードは司法業務を拒否するという皐に出たため，

事態を重く見た君主サーヒルはカマールッディーソとともにハラブ住民（訪Ｚ

Halab-)と法學者の有力者達ならびに地位の保持者達（ａｒhab al-ｍａｎｄｓib）闘らを

召換し，彼らの面前でカマールッディーンを激しく非難したうえで彼を禁固に

處した圖。

　

上記の二つの事件の経過で注目すべきは，ハラブ住民の中にカマールッディ

ーソを支持する勢力がかなりあったということである。 601/1204, 05年の事件

叫

　

この語が意味するところは明らかではないが，漠然と「此會的地位のある人々」を

　

意味するのではなく，後述するように何らかの官職に在る人々を指していると思われ

　

る。

倒

　

MK ３:164-165. Edde 1988: 66 にもこの事件が紹介されている。ただし引用頁に

　

誤りがある。
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では，カマールッディーソ以外に召喚を受けた有力者建に對しても，イブソ・

シャッダードに十分謝罪するよう命じられている［MK ３:165; Edd6 1988: 66］。

彼らも何らかの形でこの事件に開わっていたため處罰されたのであろう。一方

632/1234年のクーデタ未遂事件では，カマールッディーソは使者を介してアシ

ュラフに「自分の一族とハラブ人の多くの仲間（ｊａｍａ’ａ kaｔiｒａ　ｍｉｎal-耳αｋ

が自分に同意し従っている）と傅えている回。また事件後,首謀者二人のうちシ

ハーブッディーソは財産没牧という巌しい處分を受けたが，カマールッディー

ソの方は禁固刑を受けただけであった。アイユーブ朝政権は，彼の一族に配慮

してその財産には手を付けなかったのである［Edde 1988: 67; 谷口1996: 81-82］。

そもそもカマールッディーソが以上のような大謄な行動をとり得たということ

自膿，彼を支持する者が相営いたことを物語っている。おそらく，ハラブのシ

ャーフィイー服を代表する名家であるアジャミー家から同地のカーディーを出

すべきであるという主張は，イブソ・シャッダードの在職期からくすぶり績げ

ていたのであろう。

　

自らもハマー等のアイユーブ家に仕えたウラマーであるIbn Wasil (604一

697/1208-1298)［“Ibn Wasil...”EI2］は，アズィーズがカマールッディーソの買

収工作を退け，イブソ・シャッダードのナーイブであるザイヌッディーソをそ

の信仰と學識と清廉ゆえに任命したと記している［MK ５:116-117］。　イブソ・

シャッダードに才能を認められ，その下で長く司法に携わっていたザイヌッデ

ィーソが，能力と経歴の鮎でその後微者として適任であることは明らかであっ

た。しかしザイヌッディーソの任命に営たっては，彼の能力だけが配慮された

わけではなかった。上記の任命理由に績いてイブソ・ワースィルは以下のよう

に述べている。

　　　

アズィーズならびにその父や息子一彼ら全員に紳が慈悲を垂れますよ

　　

うにｰの考え方は以下のようであった。どのアミールが没しても，その

　　

息子にその地位を安堵する。もしその息子が幼ければ，彼に知識や作法を

　　

身につけさせ彼に代わって君主への奉仕（al-ｈｉｄｍａ）を果たす人物を，そ

糾

　

MK ５:128. 同時にシハーブッディーンは、ハラブにいるアミールの大部分が彼に

　

同意していると傅えた［ibid、］。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－29－



775

　　

の幼子が成長し奉仕を果たせるようになるまで彼の許に付ける。マドラサ

　　

教師達や地位の保持者達（al-ｍｔ£ｄα?･ｒiｓln ｗａ　ａｒbab　al-ｍａｎａｓih）に闘する彼

　　

らの考え方も同様であった。彼らはこの美しき資質を，彼らの祀スルター

　　

ツ＝マリク＝ナースィル＝サラーフッディーソから受け縫いだのである

　　

一彼ら全員に禰が慈悲を垂れますようにｰ。［MK ５:117］

　　

「地位の保持者達」という語が意味するところは明確ではないが，ここでは

マドラサ教師と並んで記されており，カーディーをはじめとする様々な文官の

職位に在る者達を指していると考えられる回。

　

この記述から，アミールの地位

と同じくカーディーやマドラサ教師の職も世襲されるべきものであるという原

則がハラブのアイユーブ朝君主達によっても採用されていたことがわかる闘。

　

代々シャーフィイー派法學者を輩出してきた名家であるアジャミー家の要求

を退けるためには，イブソ・シャッダードの後縫者が優れた法學者であること

を主張するだけでは不十分であり，ヵ－ディー職の撒承が世襲というｎ世紀以

来の慣行に則っていることを示す必要があったのである。イブソ・シャッダー

ドが，自分のナーイブに抜擢したザイヌッディーソの姉妹と結婚し，さらには

彼を自分の養子に迎えたのも［本稿: 2. 3.3,後縫者にカーディー職を確貢に徹

承させるための環境整備であったと理解できる。

　

それではなぜ，アイユーブ朝政権はカマールッディーソ＝アジャミーをカー

ディー職から排除し績けたのであろうか。彼とイブソ・シャッダードとの個人

的な軋榛だけに｡その理由を求めるのは表面的に過ぎるだろ‰

　

より根本的に

は，アジャミー家が司法を掌握することに對する警戒心が支配者側にあったと

考えられる。既に地元に勢力を築いていたアジャミー家がハラブのカーディー

職を猫占すれば，支配者側の司法に對する統制が鼓きにくくなる可能性もある

からである。また，アジャミー家のこれ以上の勢力攬大を抑えようという配慮

も働いたことであろう。

叫

　

あるいは宗教開係の職に在る者だけを意味していたのかも知れない。同時期の記述

　

の中に，宗教諸職（ｄ一斑ａｎａｓib　al-ｄｉｎｉｙａ）という表現が見られる［Sato 1997: 46;

　

佐藤1986: 96］。

叫

　

アイユーブ朝下のシリアではアミールのイクターが世襲される傾向にあったことも

　

指摘されている［Sato 1997: 49; 佐藤1986: 101］。
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一方ウルワーソ家は12世紀末までは無名の家系であり，同家の興隆はイブ

ソ・シャッダードという有力者とその背後に控えるアイユーブ家の支援を抜き

にしては考えられない。しかもザイヌッディーソの父はハラブで活動している

ので，少なくともザイヌッディーソ自身はハラブ生まれであったと思われる

[本稿:3.2.2.,3.3.]。　このように，支配者への忠誠が期待でき，かつ地元出身

者として住民に受け入れられやすいという，支配者側にとって好都合な鮎をザ

イヌッディーソは兼ね備えていた。つまり新興のウルワーソ家をイブソ・シャ

ッダードの後戯者に据えることによって，アイユーブ朝は司法に對する影響力

の維持を圖ったと言えるのではないだろうか。

　

ザイヌッディーンの就任直後には前述の政権韓覆未途事件が生じたものの，

イブソ・シャッダード以降アイユーブ朝末期に至るまで全てのカーディーが終

身在職している。このようにアイユーブ朝期のカーディーの地位は非常に安定

していた。しかしこの安定ぶりは，支配者の積極的な闇冥によって保たれたも

のだったのである。

５。結

　

語

　

ハナフィー派の賓質的な創始者であるAbu Yusuf Ｙａ‘qubal-KびI (d.l82/

798)がアッバース朝のカリフal-Ra§id（在位:170-193/786-809)によって大カー

ディーに任命されて以降，諸地方のカーディーは大カーディーの推薦に基づい

てカリフが任命するという司法の中央集権化か目指された。しかしやがてアッ

バース朝政府の力が弱まり地方政権樹立の動きが目立つようになると，司法制

度も地方毎に濁自の展開を見せるようになるＨ。ハラブにおいては，ｎ世紀半

ば以降カーディー職がアブー・ジャラーダ家によって猫占・世襲されるととも

に，ハナフィー派のカーディーが住民の多数を占める十二イマーム派の見解に

沿って判決を下すという光景も見られた。営時のハラブを支配した諸政権とカ

ーディー達の開係を示す唐報は少ないが，少なくとも政治動向がカーディーの

匈

　

大カーディーの成立とその後の展開については，al･Anbari 1987: 120£f.及びTyan

　

1960: 128-144を參照せよ。
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任冤に影響を具えた形跡はあまり見られない。ファーティマ朝の總督や親ファ

ーティマ朝政策を採った君主によるハラブ以外の出身者の起用も，短期閲の試

みに終おった。

　

再び権力による司法に對する働きかけが強まったのは，ザンギー朝期，特に

12世紀半ばのヌールッディーソの治世以降のことである。彼は王朝と深い関わ

りを持つシャフラズーリ一家のカマールッディーソをディマシュクの大カーデ

ィーに任じ，彼を頂鮎とする司法の中央集権化を目指した。アイユーブ朝のサ

ラーフッディーソもこの方針を受け徽ぎ，雨者の下でハラブのカーディーはデ

ィマシュクの大カーディーのナーイブと位置づけられた。

　

ヌールッディーソ以降の支配者は，カーディー職を一族で濁占し徽承すると

いう慣行を是認する一方で，モの職を具える家系・人物を選別することによっ

て責際には司法への統制を強めていった。その方針の原則は，地元に勢力を保

持する名家を遠ざけ，支配者と関係の深い外来または新興の家系や人物に司法

を委ねるというものであった。抜擢されたカーディー達は支配者の後ろ盾を得

てはじめてその地位を手にすることができたため，これ以後雨者の関係は緊密

さを噌していったのである。以上の施策に加え，アイユーブ朝はカーディーを

シャーフィイー派に限ったため，ハラブで１世紀以上績いたハナフィー派のア

ブー・ジャラーダ家によるカーディー職の濁占状態は12世紀末に終焉を迎え

た。

　

サラーフッディーソの没後アイユーブ朝國家が地方分権識制に移行すると，

ヌールッディーソとサラーフッディーソの下で追求された司法の中央集権化の

試みは頓挫してしまう。しかし支配者の司法への閲兵は弱まらなかった。 40年

間にわたってハラブのカーディー職に在ったイブソ・シャッダードは政権の一

翼を揃う存在であり，カーディーと支配者との開係はかつてないほど緊密にな

っていった。この後アイユーブ朝末期にかけては，ウルワーン家がカーディー

職を猫占した。しかし同家によるカーディー職濁占はアブー・ジャラーダ家に

よる猫占とは様々な鮎で異なっていることに注意しなくてはならない。

　

アブ

ー’ジャラーダ家は支配者に大きく依存することなく勢力を挟大した土着の名

家であり，一方のウルワーン家は支配者に取り立てられた新興家系である。ま
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だアジャミー家がカーディー職を要求した際に見られたように，アイユーブ朝

政権は積極的にカーディー職をウルワーソ家に留めようと動いている。つまり

同家によるカーディー職の濁占は，支配者が積極的に介入した結果であり，12

世紀半ば以前に見られた状況の再来ではなかったのである。このように支配者

とカーディーの結びつきが強くなると，政治の動きがカーディー職の動向に大

きな影響を及ぼすようになると考えられる。それにもかかわらずアイユーブ朝

期のハラブでカーディーの地位が安定していたのは，営時のハラブがアイユー

ブ朝下では政情が最も安定していた都市の一つであったからであろう醇。

　

最後に，本稿で得られた成果をハラブ史の中に位置づけておきたい。アブ

ー・ジャラーダ家がハラブのカーディー職を濁占していた時期は，　ａｈｄａt_と呼

ばれる一種の民兵が内城を除く市街部に勢力を伸ばした時期に重なる。アフタ

ースや彼らを率いるΓα’μ（長）の動向か，政権交替などハラブの政治動向に大

きな影響を呉えることもしばしば見られた呪地方分権化の傾向に加えて，営

時のハラブでは地方政権自服の権力も空洞化し，土着勢力の伸張が見られたの

である。土着の名家であるアブー・ジャラーダ家によるカーディー職の濁占

は，このような状況の一側面であったと言える。

　

支配者達はまずライースを統制下に置こうと努力した。 11世紀末以降の支配

者達は，しばしばハラブ以外の出身者をライースの地位に就けた。土着勢力を

排除するという方策がここでも用いられたわけである。その結果，君主の息が

かかった人物がライースに就任するようになった。しかし営時は後ろ盾となる

べき政権が短期間で交替を繰り返したため，ライースの地位は不安定なものと

なり，またかつてのように住民を代表するような存在でもなくなっていったの

である［谷口1998:44-45］。

　

522/1128年にハラブを手に入れたザンギー朝は，このように既に力を失いつ

倒

　

サラーフッディーン没後のエジプトのスルタンが７名（敷え方によっては８名），

　

ディマシュクを治めた君主が一番少ない数え方でも12名に及び，いずれも複敷の分家

　

にまたがっている。これに對してハラブではサラーフッディーソの直系の３名がサー

　

ヒブの地位に就いた［Humphreys 1977: 381-382,388-391; Bosworth 1996: 70-71］。

　

同じアイユーブ朝下でも，政争の場となりがちであったディマシュクではカーディー

　

の交替が頻繁に生じている［Gilbert 1977: 198-200］。

倒

　

Cahen 1958-59: 15-19; Havemann 1975: 92-104; 大川原1984 ；谷口1990。
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つあったライースを値制に組み込むことには成功したが，ヵ－ディー職に對す

る統制は12世紀半ばになってようやく強化された。ライースを軍事力で屈服さ

せたザンギー朝の支配者達も，宗教的な権威を持ち合わせるカーディーに對し

ては惧重に對座したと考えられる。このような時期のずれがあるにせよ，それ

以前は土着勢力が掌握していたライースの地位とカーディー職は，12世紀から

13世紀にかけて次第に権力の統制を受け支配盟制に組み入れられていったので

ある。このような過程を通じて権力による地域祀會の支配が再び強化されてい

ったと考えられよう。

　

以上本稿ではカーディー職に的を絞って検討したが，この時代の愛化をより

深く理解するためには，ウラマーが就いたカーディー以外の職やハラブの十二

イマーム派の動向についても考える必要がある佃。

　

また，さらに時代を下って

マムルーク朝時代の状況を明らかにし，この時期と比較することも重要な課題

であろう。

〈凡例〉

　

・年月日に言及する場合はヒジュラ暦／西暦という形で示し，月名はいずれも算用敷字

　　

で示す。またヒジュラ暦に對感する西暦の年や月が２ヶ年あるいは２ヶ月にまたがる

　　

場合は，「，」を用いて459/1001,02年というように表記する。

　

・括弧の用法の原則は以下の通り。（

　

）は直前の語の説明などに，〔

　

〕は語句の補

　　

いに，［

　

］は引

　

・アラビア文字表記の人名をローマ字特寫する際には，以下の略読を適宜用いる。な

　　

お，先行研究の記述を引用する際にも，原則として本稿の特寫方式を用いる。

A. = Ahmad, 'A.=‘All, 'Al.=‘Abd allah, 'Ar. =‘Abd al-rahman, b. = ibn, dn. = al-

din, dw. = al-dawla, H. = Hasan, HI. = Hibat allah, Ibr. = Ibrahim, Ism. = Isma‘il,

M. = Muhammad, Sul. = Sulayman, 'U. =‘Umar, Ya. = Yaljya, Yu. = Yusuf.

史料及び略競

ＡＨ: Ibn Saddad, 'Izz al-din Muhammad. Ａ‘はｑｄ一徊μΓａμぷkｒ ｕｍａｒａ’al-Ｓａｍ

　

ｗααZ-Ｊα･zlra.(the volume on Halab). Ed. D. Sourdel. Damas, 1953.

Ａｚi: a1-‘Ａがmi, Muhammad、Ｔａｒ仙　Ｈａｌａｈ(Ｔａｒlh al-’Ａｚｉｍｉ).　Ed.I. Ｚａ‘ｒａｒ･

　

Dima≒, 1984.

ＢＤＡ: Ibn al-Atir, 'Izz al-din ‘All. ぶ-Ｔａｒih　al-hahiｒ芦品Ｄαｔむｌａ ｄ-Ａはhikiｙａ.

　

Ed. ‘Ａ.Ａ･ Tulaymat. al-Qahira, (1963).

ＢＴ: Ibn a1-‘Adim, Kamal al-din ‘Umar. Ｂｕｇｊｉａtal-tａｌａｂｆt　tｄｒlhリr.aLab.Ed. S･

　

Zakkar. 10 vols. 十index. Dimasq, 1988.

呻

　

アイユーブ朝下のハラブのウラマーが支配者達の保護を受け各方面で活躍する一方

　

で，同朝の統制を受けていたことは，既にEddeによって紹介されている［Edd6

　

1988］。
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exemption of punishment in conformity to the regular five-penalties 五刑

granted according to estate or rank. However, the legal practice under the

Ming Dynasty, during which amends fine law reached an unprecedented

compleχity and ｅχpansion, shows ａ completely different picture.　Besides

thorough eχtinction of any limitation in behalf of estate, the whole range

of five-penalties from flogging up to capital punishment became object to

amends fines, with eχception of so called true-death penalty 員犯死罪.

Based on the fact that nevertheless traditional five-penalties were maintained

during the Ming Dynasty, it will be advocated, that five-penalties do not

form ａ set of genuine penalties 刑罰, but represent ａ conceptional order of

penalty升U名according to which degree of criminality is measured and

graded.

　

Genuine penalties need to be speci丘ed by laws eχternal to the

criminal Code 律, as in the case of the Ming Dynasty amends fine laws.

It is expected that this insight into the function of amends fine law gives an

impetus to rethinking of the relation of criminal code and penalty system in

traditional China.

QApIS AND RULERS OF ALEPPO FROM THE

　　　　

11TH TO THE 13TH CENTURIES

　　　　　　　　　

TaniguchiJunichi

　　

The judicialorganization of the Abbasid empire was going towards

decentralizationas the empire was fallinginto decline. From the middle

of the eleventh century　onwards, posts of the qadl (judge) of Aleppo

were almost monopolized and inherited by the Abu Jaradas, one of the

prominent indigenous families.

　　

Through the Zangid period the judicial system was being kept under

control of the government again. Nur al-din delegated the qadiship to the

oahrazuris who were foreign to the inhabitants but closely related with the

Zangids instead of indigenous families.　As Nur al-dln also aimed at

re-centralizingthe judicial organization, the qadiship of Aleppo became ａ

deputy of　ｑａｄt　al-quddt(chief judge) at Damascus.

　　

After

　

the

　

reign

　

of

　

恥I柿

　

al-din, the　judicial　organization　was
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decentralized again. The government's control over the judicial system,

however, was　not　weakened　under　the　Ayyubid　rule, and　the　close

relations between qadls and rulers stillcontinued.　After the death of

q耐i Ibn Saddad who had been one of the close attendants of Salah al-din,

Kamal al-din of the‘Ajamis, an influentialindigenous family, claimed the

qadiship. But the government refused his claim and chose qadis from the

‘Ulwans who rose newly in favour of the relations with Ibn Saddad through

marriage and adoption. The Zangid and Ayyubid rulers allowed certain

families to monopolize and inherit the qadiship, though they chose the

families they favoured carefully.
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