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東方學報 京都第 88 册 (2013)：402-359 頁

� �代のカーブル

――東部アフガニスタンにおける大都市の變�――

稻 葉 穰

1 は じ め に

イギリスの外�使�バーンズ (A. Burnes) は，1837 年カーブル (Kābul) への 2 度目の

旅の際に�のようなことを書き記している。

カーブル自體の古代	はよくはわからない。ここの人々自身はノアの 2 人の息子，

Cakool と Habool が彼らの祖であるという。彼らによれば，2人はこの土地の名�に

ついて爭い，ついにはそれぞれの名�から 1��ずつをとって組み合わせることで

合�した。それゆえカーブルとなったのである，と。ヒンドゥーは，イスラーム

敎徒に滅ぼされた荏配者で，Urj という名で知られる王はVikramajeet の 4 代後の

子孫であると�張する。しかしVikramをそれほど我々に�い時代に位置づけるよう

な歷	書は知られていない。ある者によれば Urj は拜火敎徒 (Gubr) で，Silur と

Toor という 2人の兄弟がいた。彼は印しばしばCabool Shah という名�で呼ばれる。

(Burnes 1842 : 264-265)

バーンズが�初に述べているように，實はカーブルの古代	には不�な點が多い。すで

に 19 世紀から東西の硏究者は，當時知られていた�獻や貨�などに基づいてそれを復

元する試みを行ってきた。��地理學者ド・プラノール (X. de Planhol) が『イラン百科

事典 (Encyclopaedia Iranica)』に執筆したカーブルの歷	地理に關する項目 (Planhol 2009)

は，古代から現代までのカーブルの歷	をÏった極めて貴重な論考であるが，記述の�

眼はアフガン王國以影，特に 19 から 20 世紀の都市の變容に置かれている。また殘念な

がらイスラーム以�の時代に關してはマルクヴァルト (J. Marquart) らの古い硏究に基づ

いているため，後述するように�年格段に"んだ�イスラーム#の歷	理解をもとに書

き奄えられねばならない。そこで本稿では 18 世紀以�を時代枠として，�獻$料，考古

$料，貨�$料などの%報を比�檢討しつつ，��代のカーブルの歷	を東部アフガニ
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スタンの地勢との關連において考えてみたい。

具體*な歷	の檢討に入る�段として，舞臺となるカーブルのまちが置かれた地理*

狀況について鯵單に觸れておかねばならない。これこそが本稿の副題にかかげられた東

部アフガニスタンにおける大都市の變�の鍵のひとつとなるからである。

現在のカーブルのまちは，東液してインダス川に,ぐカーブル川の上液に位置してい

るが，視野を廣げるならそれは，ヒンドゥークシュ (Hindukush) 山.の南側に廣がる

カーピシー (Kāpiśī)/カーブル盆地の南端にある。この盆地は北をヒンドゥークシュ山.，

東を Koh-e Āsheqān および Koh-e Safī の山々，南を Sefīd Koh, Koh-e Qorugh, Surkh

Koh の山々，西をパグマーン (Paghmān) 山.によって限られた地域である。同じく『イ

ラン百科事典』にカーブル地方の自然地理に關する項目を執筆したヴィルデ (A. Wilde)

はこの盆地1體を五つの地勢*區畫に區分するが (Wilde 2009)，大まかにはそれらはヒン

ドゥークシュ山.から液れ影るゴールバンド (Ghorband)，パンジシール (Panjshīr) 兩川

によって潤される北側の2地と，南西および南から液れ出るカーブル川，ロガル (Logar)

川に沿った南側の地域の 2 つに區分できる。カーブルがこの南側の中心であるのは閒

5いない。一方北側の中心は，現在はパグマーン山.東麓のチャーリーカール (Chārīkār)

であるが，かつてはパンジシールとゴールバンドの合液點に�いカーピシーのまち

であった (cf. Planhol 2009 : 282)。南北の閒を6てるのは，低く小さな山や丘陵であり，兩

者の閒の�7は容易である。本稿ではカーブルと呼ぶ場合にはこの南側の地域8びその

中心都市を，カーピシーと呼ぶ場合には北側とその中心都市 (現在のベグラーム (Begram)

9跡) を指し，兩方を:せて呼ぶ場合にはカーピシー/カーブル (地域) とする (地圖 1參

照)。

さて上揭のド・プラノールはカーピシー/カーブル地域において，古代以影政治*中心

が北から徐々に南へと移動し，8世紀以影はカーブルが中心となったと述べるが，それが

いつ決定*になったのかはわからないとする (Planhol 2009 : 283)。しかしこの見解は具體

*な$料の檢討の上に提示されているわけではない。そこで以下，古代からイスラーム

<�夜，イスラーム時代の順に，旣知の$料から我々がカーブルについてどのようにそ

の歷	を描き出すことができるかを檢討してみよう。

��代のカーブル
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1．3 世紀以�

(1) Ortspana, Kaboura, Kabalite

この地域が�初に組織*な形で記錄に留められたのは紀元� 4 世紀，アレクサンドロ

スの@征とそれに付隨して成立したギリシア語�獻の上においてであった。アレイア

(Areia) からドランギアナ (Drangiana) を經たアレクサンドロスはヒンドゥークシュ南麓

にアレクサンドリアを円設し，そこから山を北に越えてソグディアナ (Sogdiana) を攻め

た。それから再び南下してインダス上液域を目指すわけだが，その際 Kophen (Kophes)

川液域を7過している。その後大王の軍がスワート (Swāt) を攻めていることから，地理

*にみてこれが現在のカーブル川 (あるいは廣くカーブル川水系) を指すものであることは

廣くBめられている1)。しかしこのときこの川沿い，特に現在のカーブルの邊りにまちが

あったのかどうかは，大王の@征記自體からは知れない。

1 ) カニンガム (A. Cunningham) はこの川の名稱自體はヴェーダに見えるKubhāに由來する

とする (Cunningham 1979 : 31)。

東 方 學 報
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地圖 1：カーピシー/カーブル盆地 (Google Map 提供地形圖をもとに作成)



1 世紀のストラボン (Strabon) の地理書は，� 3 世紀のエラトステネス (Eratosthenes)

の記錄をひいて，Ortospana (Ορτοσπανα) というまちに言8し，�のように記す。

カスピアイ・ピュライからパルテュアイア地方經由でアリオイ族の地方にあるアレ

クサンドレイア市までは路は一本しかない。そこから，一方ではそのまままっすぐ

"んでバクトリアネ地方を過ぎ，オルトスパナに7じる山越えCを經由すると，バ

クトラからくるCと出合う三つDへ向かう。このDがまさにパロパミサダイ族の地

方にある。(飯尾譯 1994 : ii, 432)

オルトスパナについてはやはり 1 世紀，プリニウス (Plinius) にも�のような記錄があ

る。

しかしながらインドの地理*叙述の觀念を得るために，アレクサンドロス大王の足

跡をFおう。彼の@征の測量者であったディオグネトゥスとバエトンは，カスピア

峽門からパルティアの市ヘカトンピュロスまでのG離は，われわれがすでに述べた

マイル數であると書いている。そこからアレクサンドロスが円設したアレイアのア

レクサンドリアまで 575 マイル，ドランギアネの市プロプタシアまでは 199 マイル，

アラコシアの町までは 565 マイル，ホルトスパナまでは 175 マイル，そこからアレ

クサンドリア市までは 50 マイル (この記錄のある寫しには5った數字がのっている)。こ

の市はカフカス山.のすぐ下にあると述べられている。それからコペタ河およびイ

ンドの町ペウコラティスまでは 237 マイル，そこからインダス河とタクシラの町ま

では 60 マイル，H名なヒュダスペス河までは 120 マイル，それに劣らずH名なヒュ

パシス河までは 390 マイル――これがアレクサンドロスの@征のI點であった。(中

野・他譯 1986 : i, 259-260)

カンダハール (Qandahār) 周邊を指すと考えられているアラコシア (Arachosia) と，現在

のベグラーム9跡たるカーピシーにあったと覺しきアレクサドリアの閒，しかもアレク

サンドリア寄りにあるとされる「ホルトスパナ」はリトレ (É. Littré) やマイホフ (C.

Mayhoff) のテキスト (Littré 1860 : i, 249 ; Mayhoff 1906 : i, 456) では Ortspanum であり，エ

ラトステネス/ストラボンのいうオルトスパナと同じものであるのは閒5いないし，位置

*にもおそらくそれがカーブル川液域である可能性は高い。これらに從えば，西曆紀元

�後，カーブル川液域にオルトスパナと呼ばれるまちがあり，それは「カウカソスのア

レクサンドリア」からそう@くない場Lで，�7路の�差するM地であったらしい。

やや遲れてプトレマイオス (Ptolemaios) は 2 世紀，

��代のカーブル
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Kaboura あるいは Ortospana と呼ばれる [まち] (Καβουρα η̒ καί ʼΟρτοσπανα) (VIII-5 ;

中務譯 1986 : 112 ; cf. Ronca 1971 : 69)

と記している。ここからオルトスパナは別名 Kaboura であり，後者こそがカーブルにつ

いての�も古い記錄であると考えられてきた2)。

同じく 1世紀後Rに書かれたと思しき無名著者の『エリュトラー海案內記』第 48�に

は

この地方には東の方にオゼーネーと呼ばれる都市があり，そこには曾て王宮があっ

た。そこからこの地方の繁榮や我々との�易を目*とするすべての物が，バリュガ

サにWび下ろされる。縞瑪瑙，瑪瑙 (？)，インド產上質綿布，モロキナ，十分な量

の竝質の布 (がそれである)。またそこを7って高地からWび下ろされるのは，プロク

ライス經由でWび下ろされたナルドス，卽ちカッテュブーリネー，パトロパピゲー，

カバリテー，それとZ接するスキュティアーを經由してきた (ナルドス)，それにコ

ストスとブデッラである。(蔀 1997 : 22 ; cf. Casson 1989 : 80)

とあるが，ここに見える地名のうち，オゼーネー (ʼΟζήνη) は Ujjain，バリュガサ

(Βαρύγαζα) はインド西海岸のバルーチ (Bharuch)，スキュティアー (Σκυθία) はインダス

川下液スィンド (Sind) 地方に同定されている (蔀 1999 參照)。またプロクライス

(Προκλα ί･･δ) は現在のチャールサダ (Chahārsada=Pus
̇
kalāvatī) を中心とするやや廣い地方に

あてられている (Casson 1989 : 204)。カバリテー (Καβαλίτη) はカーブル，あるいはカーブ

ル川と結びつけて解釋されており，キャソン (L. Casson) はプロクライスに集められるナ

ルドスが，カーブル周邊，ヒンドゥークシュ�邊，およびカシミール (Kashmir) 方面か

らWばれたものではないかと見ている (Casson 1989 : 207)。一方，�揭のプトレマイオス

はパロパミサダイ (Paropamisadai) 北部に Bolitai (Βωλιται) という部族がいると記錄し

ているが (中務譯 1986 : 112)，『エリュトラー海案內記』の記述とあわせ，これは7常

Kabolitai と復元され，カーブル�邊の民を指し示すものだと考えられてきた。

紀元�後のカーピシー/カーブル地域に關する西方の記述はおおよそ以上の7りだが，

2 ) ただし Καβουρα の部分は寫本のヴァリアントとして「Karoura (Καρουρα)」があり (cf.

Ronca 1971 : 69)，これは同書VII-1 に「ケロボトロス王の都」として記されるまちと同じ

形である。キュリエル (Raoul Curiel) はそれゆえ，プトレマイオスには，Καβουραが「王

の都」である，との記述があるのだ，と述べている (Curiel 1953 : 129，なお後段參照)。

しかし VII-1 に見える Καρουραは一般にインド南西海岸の地名だとみなされており (cf.

McCrindle 2000, : 182)，Καβουρα>Καρουραという連想は成り立たない。Mするに，プト

レマイオスに登場するカーブルらしき地名は一カLのみなのである。

東 方 學 報
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現在のカーブルに關して言えば，それらしい場Lにあると記錄されているのはオルトス

パナであり，これがカーブルと結びつけられてきたのはひとえにプトレマイオスの記述

によってであるという點は,�してよかろう。すでにウィルソン (H. H. Willson) はこの

オルトスパナ=Ortospana は Ortostana の^りであり，サンスクリット語 *Urdhasthāna，

すなわち「高い場L」を�味する名詞だとして，これを現在のカーブルのバラ・ヒサー

ル (Bālā H
̇
is
̇
ār) と結びつけ (Wilson 1841 : 176)，カニンガムもそれをFBしている

(Cunningham 1979 : 28)。Mするにオルトスパナはカーブルの別名，あるいは古名だという

考えである3)。フーシェ (A. Foucher) はストラボンの記述を分析し，そこに描かれるア

レイア地方からインドへのCとは，1 本がバクトラ (Bactra) を經てヒンドゥークシュを

越えるC，1本が南東アラコシアを經てカーブル川液域へと北上するC，3番目が現在の

アフガニスタン中央山塊の中央をまっすぐ東に向かうCで，この 3 本が再び出會うのが

オルトスパナであるなら，それはカーブル川液域にあたるのであり，オルトスパナと

カーブルの關係については，非常に�接した二つのまちがあったのではないか，として

いる (Foucher 1942 : 213-215)。

(2) 罽賓と高附

一方，これらの$料と同じ時代に屬するのが『漢書』に見える「罽賓」という地名

である。「王は循鮮城に治し」，「西北は大b氏と，西南は烏弋山離と接す」(卷 96上西域

傳罽賓國の條) と記されるこの地名をカニンガムは，レミュザ (J. -P. A. Rémusat) に從っ

て Kophene (<コペン川) にc元し，カーブル川液域の地域1體に與えられた呼稱だと

考えた。これに對してターン (W.W. Tarn) はカーブルのまちそのものが當時 Kophen と

呼ばれていたのであり，罽賓はその�寫に相5ないと考えている (Tarn 1951 : 472)。その

後，罽賓の比定についてはレヴィ (S. Lévi) とシャヴァンヌ (É. Chavannes) によってこれ

をカシミールとみなす見解が發表された。しかしながら白鳥庫吉は 1917 年「罽賓國考」

なる硏究において漢籍$料に見える罽賓の指す對象が時代によって變<したことを示し，

漢代の罽賓をガンダーラ (Gandhāra) に，その都城循鮮城をプシュカラーヴァティーに同

定した (白鳥 1917)。なお彼によれば罽賓の�はKophene とは關係がない。

その後，�韻*に漢代の罽賓がカシミールを示すことがプーリーブランク (E. G.

Pulleyblank) によって�らかにされたが (cf. Pulleyblank 1962)，d代までの諸$料にあらわ

れる罽賓が指し示す地域は，$料それぞれの�.や，それぞれの時代の政治狀況の中で，

3 ) ターンはオルトスパナがカーブルのイラン語名なのではないかとも記している (Tarn

1951 : 471 & n. 4)。

��代のカーブル
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カシミールからカーピシー/カーブルまでの閒で搖れているように見える (Cf. 桑山 1990 :

43-59 ; Enomoto 1994 : 357-365)。

一方同じく『漢書』に登場し，古くからカーブルにあてられてきたのが「高附」とい

う地名である。同書には

大夏は本大君長無し。城邑はggにして小長を置く。民はhく戰を畏れる。故にb

氏徙り來りて，皆之に臣畜す。共に漢に使者を稟す。五翖侯Hり。一に休密翖侯と

曰い，和墨城に治す。都護を去ること二千八百四十一里，陽關を去ること七千八百

二里なり。二に雙靡翖侯と曰い，雙靡城に治す。都護を去ること三千七百四十一里，

陽關を去ること七千七百八十二里なり。三に貴霜翖侯と曰い，護澡城に治す。都護

を去ること五千九百四十里，陽關を去ること七千九百八十二里なり。四に肸頓翖侯

と曰い，j茅城に治す。都護を去ること五千九百六十二里，陽關を去ること八千二

百二里なり。五に高附翖侯と曰い，高附城に治す。都護を去ること六千四十一里，

陽關を去ること九千二百八十三里なり。凡そ五翖侯，皆大b氏に屬す。(卷 96上西域

傳大b氏國の條)

とあり，これが大b氏治下の五つのH力者の一つの名�であったことが示される。とこ

ろが『後漢書』では

大b氏は藍氏城に居り，西のかた安息と接すること，四十九日行，東のかた長	の

居するLを去ること六千五百三十七里，洛陽を去ること萬六千三百七十里なり。戶

十萬，口四十萬，l兵十餘萬人なり。初め，b氏，匈奴の滅ぼすLと爲り，mに大

夏に�り，其の國を分かちて休密・雙靡・貴霜・肸頓・都密，凡そ五部翖侯と爲す。

後百餘歲，貴霜翖侯丘就卻，攻めて四翖侯を滅ぼし，自立して王と爲り，國を貴霜

と號す。安息をoし，高附の地を取る。印濮・罽賓を滅ぼし，悉く其の國をHす。

丘就卻，年八十餘にして死し，子の閻膏珍，代わりて王と爲る。復た天竺を滅ぼし，

將一人を置きて之を監領せしむ。b氏此の後自り，�も富盛と爲り，諸國之を稱し

て皆貴霜王と曰ふ。漢は其の故號に本づき，大b氏と言ふと云ふ。(卷 88 西域傳大b

氏・高附國の條)

とあり，貴霜翖侯=クシャーンpによって領Hされた地域の名が「高附」であると書か

れる一方で，高附翖侯の名が都密翖侯とかえられている。

カニンガムは高附をカーブル川液域の廣い地域の名�であるとみたが (Cunningham

1979 : 15)，その地名の語源自體はカーブル (あるいはカーブル川) と關連すると考えた。た

だし彼は當時まちの名としてはオルトスパナが7稱であり，それがアレクサンドリアの

東 方 學 報
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円設で中心都市の地位を奪われ，その後のインド・サカ時代に復活したのだろうとして

いる。ナライン (A. K. Narain) はターンが罽賓をカーブルにあてたのを批rし，罽賓が當

時はカシミールをさしたと述べるが，一方で高附についてはこれをカーブルにあてよう

としている (Narain 1957 : 136)。いずれにしても，『漢書』の「高附」と『後漢書』の「高

附」をあわせて解釋しているようである。

これに對して白鳥庫吉は，『魏書』に

閻s謁國は，故の高附翖侯なり。高附城に都せり。弗敵沙の南に在り，代を去るこ

と一萬三千七百六十里。山谷の閒に居る。(卷 102)

とあることから，この閻s謁國を『大d西域記』に見える「淫j永國」に比定し，現在

のコクチャ (Kokcha) 川上液域，ファイザーバード (Fayzābād) の東，ムンジャーン

(Munjān) 川とアンジョマン (Anjoman) 川が合液するジュルム (Jurm) �邊の古名であ

るヤムガーン (Yamghān) にあてようとした (白鳥 1911-12 : 119-120)。シモネッタ (A. M.

Simonetta) は安息=パルティアだとする限り，高附をカーブルにあてるのは疑わしいの

ではないかと疑問をuし (Simonetta 1978 : 172)，余太山は『後漢書』の高附の比定につい

ては白鳥を踏襲した上で，『漢書』の高附と『後漢書』の高附は衣なる場Lだろうとしてい

る (余 1990 : 22 ; 2002 : 64)。ティエリー (F. Thierry) は『漢書』の「高附」はカーピシー，『後

漢書』の「高附」はカーブルをそれぞれ指し示しているのだと考える (Thierry 2005 : 469-

472)。さらにグルネ (F. Grenet) は『後漢書』に「高附」翖侯が「都密」翖侯に置き奄え

られているのに,目し，(『後漢書』の) 高附を都密=テルメズ (Termez) �傍にもとめ，

これをアラビア語$料にあらわれるKuftān に比定している (Grenet 2006 : 333-334)。

これらを見る限り，罽賓なり高附なりがカーブルという名稱と直接結びつくという�

證は見當たらないことになる。

以上，硏究	は複雜で錯綜して見えるが，まとめるならおおよそ�の7りになるだろ

う。

1．アレクサンドロスの征v後，アレクサンドロスの征v以後，カーピシー (=ベグラー

ム) に円てられたアレクサンドリアからそれほど@くないところにオルトスパナと呼

ばれるまちがあり，�7路の�差するM地であった。このまちは紀元� 3 世紀から

後 1-2 世紀頃までは存在が知られていた4)。バクトリア，アラコシア，およびアレイ

↗

4 ) なお，4 世紀のローマの歷	家アンミアヌス・マルセリヌス (Ammianus Marcellinus) の

歷	書にもパロパミサダエの名の知られたまちとして，Agazaca，Naulibus とならんで
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ア (Areia) からの�7路に關するストラボンの記述に從ってこれにあたりそうな場

Lを求めるなら，やはり現在のカーブル周邊が候補となりそうである。

2．プトレマイオスのKaboura を手がかりにこれがカーブルのまちと結びつけられるが，

他に補強する直接*證據はない。ただ『エリュトラー海案內記』に見えるカバリ

テーという地名 (あるいは部族名) はカーブル川上液にカーブルという名稱となんら

かの關係を持つとおぼしき集團がいたことをうかがわせる。

3．以上を勘案し，カーブルという名稱自體のH無を措くなら，紀元�後の時代，カー

ブル川上液，カーブル盆地�邊にあるy度の規模のまちが，アレクサンドリアとは

別に存在したという點はBめてよいだろう。一方，名稱の類似を7じて議論が行わ

れてきた漢籍$料の「罽賓」や「高附」については，ヒンドゥークシュ山.南側に

關する地名である可能性はあるが，カーブル自體と直接*に結びつくという證據は

得られていない。

2．3 世紀以影

(1) パフラヴィー語テキスト

その後，クシャーンp時代には都がカーピシーに置かれたこともあって，カーブルに

ついての言8 (あるいはそうらしいと考えられるもの) は見當たらなくなる。カニンガムの

記述も，プトレマイオス以影はすぐに玄奘の時代まで飛ぶのだが，彼以影の硏究の"展

に據って�らかになったことがらをもとにキュリエルは，フランス・アフガニスタン考

古學{査團 (Délégation Archéologique Française en Afghanistan) の報吿書 Trésors moné-

taires dʼAfghanistanの中でカニンガムの議論に考古學*知見を加え，7世紀以�のカーブ

ルの歷	を�のように再�成した (Curiel 1953 : 128-130)。

① � 4 世紀初頭，アレクサンドロスの征vの�に Chaman-i Had
̇
ūrīの hoard が埋藏さ

れたことから，この地に�易に關わるまちがあったと考えられる。

② � 3 世紀Rば，エラトステネスは Ortospana というまちに言8するが，これは後

のプトレマイオスの記述 (上段參照) を勘案すれば，カーブルのことだと考えられ

る。

③ 1 世紀のプリニウス，2世紀のプトレマイオスがKaboura という王のまちがあること

に言8している。

Ortospana が言8されている (Ammianus Marcellinus 1972 : ii, 389)。ただし，これが一�

%報であるのか，二�*%報なのかのr斷は難しい。

↘
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④ カーブル周邊の9跡，Shevaki, Kamari, Yakh-Dara, Senȷ̆ed-Dara, Seh Topan, Gul

Dara等のストゥーパ，僧院をフーシェは 2世紀円立のものと考えている。

⑤ カーブル�郊の Saka城塞はパルティア時代の円�と考えられている。

⑥ 4 世紀Rば，カーブルの名�はペルセポリス (Persepolis) のシャープール (Shāpūr)

碑�に現れる。

⑦ カーブルおよび Kābulistān は多くのパフラヴィー語テキストに言8される。

⑧ 同じ頃，アミアヌス・マルセリヌスはパロパニサダエのまちとして Ort(h)ospana に

言8する。

⑨ テペ・マランジャーン (Tepe Maranjān) の9物は 4 世紀末に，ハイル・ハーナ

(Khayr Khāna) のそれは 5世紀に屬するから，その頃これらの9跡が円立されたと考

えられる。

⑩ 6 世紀Rばに書かれた mōbed (ゾロアスター敎の司祭) タンサル (Tansar) のタバリス

ターン (T
̇
abaristān) 王への手紙には，カーブルがササンpの領域の境界にあるまち

として言8される。

これらのうち，すでに言8した②と③，⑧および後で觸れる考古*$料をのぞくと，

キュリエルがあげる 3 世紀から 7 世紀のカーブルの存在に關する$料は⑥，⑦，⑩であ

る。

まず，いわゆるパフラヴィー語テキストであるが，これらを網羅*に{べ上げる事は

筆者の能力を超えているので，ここではニーベリ (H. S. Nyberg) の A Manual of Pahlavi

に�錄されているテキストをとりあげて考えてみる。その中では Kārnāmak i Artaxšīr i

Pāpakān，Legend of Keresāspa，および Šahrestānīhā ī Ērānšahrには“kʼpwl/kʼwly”と

いう語が見える (Nyberg 1964 : 8, 17, 31, 115)。ニーベリはこれを,してカーブルであると

している (Nyberg 1974 : 116)。それぞれのテキストの成立年代や寫本の狀況の詳細につい

て嚴密に議論することもまた筆者の能力を超えているが，これらのテキストのうち，

ニーベリが利用している�二者の寫本の多くは極めて怨しい時代の成立であることは留

�しておくべきだろう。3番目の Šahrestānīhā ī Ērānšahrについては��ダルヤーイー

(T. Daryaee) による怨たな�譯と硏究が出版された。それによれば現存するテキストの原

型は 8 世紀アッバースp時代に確定したらしいが，現存している寫本そのものはやはり

14 世紀のものである。ただし，同書の原%報あるいはテキスト自體の原型は，6 世紀カ

ワード (Kavād) 1 世時代，あるいはホスロー (Khosrō) 1 世時代に成立したのではないか

と言う (Daryaee 2002 : 7)。そこには�の一�がある。
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南方では，カーブルのまちを Spandyād の息子 Ardaxšīr が円設した (pad kust [ī]

nēmrōz šahrestān ī kābul ardaxšīr ī spandyādān kard ēstēd)。(Daryaee 2002 : 15, 19)

後述のように，7 世紀以影 (嚴密には現存する$料が書かれた 9 世紀以影)，カーブルは頻

繁にアラビア語，ペルシア語$料に登場するようになるが，このテキストの Kābul がそ

れに影¡されたものなのか，あるいはそれ以�からKābul という名�を載せていたのか，

今�らかにするすべは殘念ながら無い。すなわち，これに比�考量すべき對稱例を我々

は持たないのである。

タバリスターン王にあてたモウベド・タンサルによる手紙はすでに 19 世紀末，ダルメ

ステテール (J. Darmesteter) によって硏究され (Darmesteter 1894)，さらにボイス (M.

Boyce) によるモノグラフが出版されている (Boyce 1968)。ボイスの英譯に從えばそこに

は�のような記述がある。

アラーン (Alān) と西方の地域，ホラズム (Xwārezm)，カーブルの邊境の瓜治者を

のぞき，我が家系に屬することのないいかなる者も王と呼ばれてはならない。(Boyce

1968 : 35)

さて，あなたが Shāhanshāh の戰いと宴，和2と戰爭について¢ねられたことについ

ては，私は以下のように述べましょう。この世界は 4 つの部分に分かれます。第 1

はテュルクの地であり，インドの西の端からローマの東の端までです。第 2 はロー

マとコプトとベルベルの閒の地，第 3 はベルベルからインドまでの黑人の地であ

り，第 4 がこの，ペルシアと呼ばれ，「v屬する諸邦」と衣名を持つ地域で，バルフ

(Balkh) 川からアゼルバイジャン (Āðarbāigān)，Persarmenia の地域の�果てまで，

さらにユーフラテスとアラブの地からオマーン (Ōmān)，マクラーン (Makrān) に至

り，そこからカーブルとトハリスターン (Toxaristān) までです。この第 4 の區域が

大地の中で�もすばらしいもので，他の地域に對して頭であり臍であり，背であり

腹であるような地です。(Boyce, 1968 : 63)

書かれている�.からすれば，ここでいうカーブルは我々が知っているカーブルに他

ならないだろう。しかしこの手紙のオリジナルはすでに失われ，現在殘っているのは 7

世紀にイブン・アルムカッファ (Ibn al-Muqaffaʻ) がパフラヴィー語からアラビア語に�

譯し，さらに 13 世紀にイブン・イスファンディヤール (Ibn Isfandiyār) がペルシア語に

重譯したもののみである。手紙の書き手であるタンサル (あるいは Tōsar) はササンp初

代皇¥アルダシール (Ardashīr) に仕えた人物だというが，ダルメステテールやクリステ

ンセン (A. E. Christensen) らは記述の內容から見てこの手紙が，6 世紀，ホスロー 1 世の
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時代に書かれたものではないかと考えた。ボイスはこれをBめつつも，手紙の內容の中

核はやはりアルダシール時代にさかのぼるのではないかとしている (Boyce 1968 : 19)。た

だ，同時にこれがアラビア語に�譯された際，またペルシア語に重譯された際に加筆や

改變があった可能性もBめている。一般にこのような經雲で傳世した�獻中に見える地

名等について，その取り¦いに,�をMする事はいうまでもない。�譯者が�譯當時，

7りのよいように名稱をいじっている可能性があるからである。それゆえ，ここに見え

るカーブルという言葉がそのまま 3 世紀あるいは 6 世紀に關するオリジナルな%報であ

ると見ることには躊躇せざるをえない。

(2) ペルセポリスのシャープール碑�

これらとは衣なり，オリジナルな%報として重Mなのはキュリエルの言8するペルセ

ポリスのシャープール碑�である。1811 年にウーズリー (W. Ouesley) によって發見され，

ササンpシャープール 2 世の時代 (在位 309-379) に刻まれたと考えられる 2種の碑�の

うち，第 2碑�に 2 カL，第 2 行目と第 11 行目に“kʼwly”という語が現れる。フライ

(R. N. Frye) による英譯を以下に示す。

(It is) in the month of Tīr of the year 18 on the day of Ohrmazd, that I Seleucus, the

judge of Javedshapur and Kabul have come to Persepolis. . . . . . . And from here may I

arrive in safety to the court of His Majesty, and may I see His Majesty Shapur the King

of Kings in piety and health. And may I return in piety (and) health to Kabul. (Frye

1966 : 87)

しかしながら，この碑�にあらわれる“Kabul (kʼwly)”については，フライ自身がその

後これを「ファールスにあるKavar｣5) と讀み直している (Frye 1969 : 144, n. 1)。ただしそ

の後ジニュー (P. Gignoux) はフライの修正案に言8した上で，長母�の位置の問題から

Kavār は不可能だと,記し (Gignoux 1972 : 25, n. 18)，ニーベリも Glossary (Nyberg 1974)

ではそのままカーブルのことだとした。ただ，ファールスの Kavār であるかどうかは別

にして，この語がカーブルを指すという理解には問題ないのだろうか。碑�の內容その

ものにはこの地名を檢證するための%報は少ないが，手がかりがあるとすれば直�の

Jawedshapur (y’wydšh
̇
pwh

̇
ry) という語と，dādvarという官職名であろう。�者は從來地

5 ) H
̇
udūd al-‘Ālamにファールスの Kavār として見える地名 (Minorsky 1982 : 74)。12 世紀

の Fārs-nāma にもアルダシール・フッラ (Ardashīr Khurra) 地方のまちの名として

Kawār が言8される (Ibn al-Balkhī : 134)。
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名と考えられてきているが，管見のおよぶ限り他の$料からは確證されていない。ギ

ズラン (R. Gyselen) によるササンpの行政地理に關する優れた硏究は，著者がBめてい

る7りほぼカワード 1 世，ホスロー 1 世時代以影が對象となっているが，後R部分に

Shāhbuhr/Shāpūr というM素を持つ地名で�も東方に見えるのは Nēv-Šāhbuhr，すなわ

ちニーシャープール (Nīshāpūr) である (Gyselen 1989 : 17)6)。一方 dādvarは裁r官を�

味するが，4世紀，カーブルにササンpに任じられた裁r官がいたのかどうかは1く不�

である。これもギズランの硏究で見る限り，ササンpのシールにあらわれる回數は少な

い (dādvar單獨で現れるのは，Mād kust ī Vastān のみ) (Gyselen 1989 : 34)。��で述べるよう

な貨�$料はササンpがこの地域にあるy度の荏配を布いていた可能性を示してはいる

が，少なくともシャープール碑�の內容のみに基づいて，そこに見える kʼwlyをカーブル

にあてることは現狀では困難であろう。

(3) 考古學��料

以上のごとく，7世紀以�に限ればカーブルが實際に同じ名 (あるいは類似した名�) で

もって現在のまちとほぼ同じ邊りにあったことを，�獻*に確證する材料は現在のとこ

ろ乏しい。しかしながら�獻$料以外の%報を°用するなら，7世紀以�のカーブルにつ

いてもう少し推定を行うことは可能である。すなわち現在のカーブル�邊の9跡と9物

の年代からの推定である。

�述の如くキュリエルは，

④ Shevaki，Kamari，Yakh-Dara，Senȷ̆ed-Dara，Seh Topan，Gul Dara等カーブル周

邊に殘るストゥーパ，僧院は 2世紀円立のもの。

⑤ カーブル�郊のサカ城塞はパルティア時代の円立。

⑨ テペ・マランジャーンの9物は 4 世紀末に，ハイル・ハーナのそれは 5 世紀に屬す

るから，その頃これらの9跡が円立された。

等の證據に基づいて，7世紀以�のカーブルの存在を說�しようとした。確かにこれらの

9跡や9物は現在のカーブルからのG離や位置關係 (地圖 2參照) から見ても，カーブル

というまちの存在が�提となって円�されたと考えてよかろう。あるy度の規模以上の

宗敎施設はそれを物質*に荏える都市の存在と切り離して考えることができないからで

6 ) ただしルリエ (P. Lurje) は，ブハラ (Bukhārā) の“Kāmšāpūr”というW河の名�が

シャープール 1 世のトランスオクシアナ征vに由來するものである可能性を指摘しており

(Lurje 2003)，もしそうであれば知られている�も東方にある shāpūr/shābuhr というM素

を持つ地名と言うことになる。
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ある。しかし問題はその円�年代である。

フュスマン (G. Fussman) は��の硏究においてカーブル周邊の佛敎9跡の年代をおお

よそ�のように提示した (Fussman 2008)。まず Shevaki については，いわゆる Shevaki I

が 5 世紀から 7 世紀，Shevaki IIIはそれに先立つ 300 年から 500 年の閒の創円，Kamari

もやはり 300-500 年の閒，Seh Topan IVは 300 年から 600 年の閒，Gul Dara は 350 年か

ら 400 年の閒，あるいは 400 年から 600 年の閒，テベ・マランジャーン Iが 400 年から

700 年の閒の創円で，しかもそれらに對しては 400 年から 650 年の閒になんらかの增廣が

加えられている。すなわちこれらの9跡年代は，現時點での%報に基づくならおおよそ 4

世紀から 6 世紀という年代に起源を持ち，しかも規模が大きくなるのは 5 世紀以影のこ

とであるといえる。また桑山正"はヒンドゥークシュ南側の圓形稜堡円築の檢討を7じ

て，テペ・マランジャーンの�營を 5 世紀初頭をさかのぼらない時#だとする (桑山

1990 : 194-197)。フシェが下した年代よりもかなり怨しい時#へと引き下げたわけである。

さらに桑山はハイル・ハーナに關しては上層神祠を 7 世紀以影，下層神祠をそれ以�の

時代に割り付け，サカ城塞の円築はこの下層神祠に2行する時#だとしている (桑山

1990 : 190-192, 221-222)7)。

以上のように，フュスマンと桑山に從うなら，總じて現在まで知られているカーブル

�郊の9跡群は，少なくともその�盛#についてはほぼ 5 世紀以影のものということに

なる。さらに最�發表された，カーブル市街地にほど�いテペ・ナーレンジ (Tepe

Narenj) 佛敎寺院9蹟の發掘報吿において，發掘者であるパイマン (Z. Paiman) は，同寺

院¶�が大きく二#にわたって行われたと論じ，第一#が 3世紀から 5世紀，第二#が 9

世紀後Rだとした (Paiman 2013)。パイマンは第一#以�の�築物の一部をも發見したが，

大部分は現在墓地に·われ發掘が不可能な狀態であるという。いずれにせよ，同寺院の

第一#は上¸の時代枠と大きく齟齬するものではない8)。

7 ) サカ城塞については，土器を再檢討したガルダン (J. -C. Gardin) らにより，ヘレニズム時

代の土器，5-8 世紀の土器の存在も�らかにされている (cf. Ball 1982 : i, 231)。いずれにせ

よ城塞自體が長#にわたって繼續*に使用されていた可能性はあるが，カーピシー/カーブ

ル地域の南邊防衞という觀點からすれば，この9跡の存在はカーブル自體の存立とそれほ

ど直接には結びつかないとも考えられる。

8 ) 2006 年に山內和也らによっても{査されたカーブルの Ziyārat-e Khoja Safāʼ から見つかっ

た佛敎關連9物も 5-6 世紀のものと推測されている (NRICP 2006)。この Ziyārat の�邊で

は以�から佛宴が發見されていた。キュリエルによればそれは觸地印を結んだ佛陀のsき

彫りで，カーブル»物館にL藏されていたという (Curiel 1953 : 129)。またフュスマンは

Khoja Safāʼ については，300 年から 500 年の閒の創円という年代を想定している

(Fussman 2008 : i, 81-82)。
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(4) 貨�學の成果

一方，ヒンドゥークシュ南側の地域は�イスラーム#の貨�$料が豐富に發見される

ことで知られているが，この地域の貨�について網羅*な硏究を行ったゲブル (R. Göbl)

は，西曆 4 世紀以影ヒンドゥークシュ山.の南北において勢力をもったキダラ (kidara)，

エフタル (ēbo (dalo))，アルハン (alxan) といった銘を持つ貨�の發行者を總稱して

「イラン系フン (iranischen Hunnen)」と呼んだ。彼によれば，ヒンドゥークシュ山.南側

においては 4 世紀末にキダラの貨�が，ついで 5 世紀にはアルハンという銘を持つ貨�

が登場する (Göbl 1967 : ii, 44ff.)。ゲブルやその後の貨�學者はそれが，4 世紀から 5 世

紀にかけてキダラとアルハンという二つの勢力が相�いでこの地域にo入あるいは登場
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(桑山 1990 : 282附圖およびFussman 2008 : ii, 191, pl. 3 をもとに作成)
① Begram ② Top Dara ③ Tapa Skandar ④ Khayr Khāna ⑤ Tepe Khazāna
⑥ Tepe Nārenj ⑦ Tepe Maranjan ⑧ Saka ⑨ Shevaki ⑩ Kamari ⑪ Seh Topan
⑫ Gul Dara

地圖 2：カーブル�邊の9跡分布圖



し，カーピシー/カーブル地域を荏配下においたことのあらわれだと考えている。兩者は

接收したササンpの��L (ゲブルらはそれがカーブルにあったと考えた) を使用し，シャー

プール 2 世貨�の金型を用いて自分たちの貨�を發行したというのである (Alram 1996 :

521)。もしそうであるとするなら，4世紀後Rまで，すなわちおおよそシャープール 2世

の治世の閒は，この地域はササンpの掌握する地域だったことになる。しかしながら旣

知の貨�の中には�確にカーブルを示す銘�を持つものが知られていないため，それら

の貨�のあり方がカーブルのまちの存立そのものとどう關連するかはわからない。一方

テペ・マランジャーン Iの壁の中から出土した¾藏貨�には 368枚のササン銀貨が含まれ

たが，そのうちにはシャープール 2世貨が 326枚，アルダシール 2世貨が 28枚，シャー

プール 3世貨が 14枚含まれていた。キュリエルはシャープール 3世貨が相對*に少ない

ことから，その埋藏時#をシャープール 3 世の治世の早い時#，385 年頃と考えた

(Curiel 1953 : 119) が，アルラムはシャープール 3 世の在位より後の時代 (390 年頃) にこ

れを置いている (Alram 1996 : 521)9)。いずれにせよそれらは考古學*證據に基づく上述の

フュスマン，桑山の¿年と大きくは齟齬しない。

ところでゲブルの硏究からR世紀ほどの閒，彼の學瓜をÀけ繼ぐ貨�學者はこの

「イラン系フン」の貨�の事例を大幅に增加させ，さらに詳細な硏究を加えていった。ア

ルラム (M. Alram)，ヴォンドロヴェッツ (K. Vondrovec)，フィステラー (M. Pfisterer) ら

によれば，貨�の證據から復元できるヒンドゥークシュ山.南側の 4 世紀以影おおよそ

以下のようなものであった。クシャンpのÁ壞後，4 世紀のあるy度の#閒「カーブル」

地方はササンpの荏配下にあった10)。一方その東にZ接するガンダーラを押さえていた

のは，4世紀後Rにクシャノ・ササンpの王からバクトリアを奪ったキダラ勢力だったと

考えられる。しかしキダラの興隆とほぼ同時に，ヒンドゥークシュ南側で勢力を伸ばし

たのがアルハン貨�を發行した王で，彼らがササンpから「カーブル」地方を奪った

のはおそらく 385 年頃のことであった。アルハン勢力はその後徐々に荏配領域を東へと

擴大させ，やがて肥沃なガンダーラをキダラの手から奪った。これは 4 世紀末から 5 世

9 ) ゲブルはテペ・マランジャーンから發見された金貨に kidaroという銘を讀み，貨�が埋藏

される�にこの地域はキダラの荏配下，あるいは影¡下に入っていたと考えた。この見解

はクリッブ (J. Cribb) (1990) やアルラムによって繼承されている。しかしグルネはこの銘

�に對して別の“Kay Wahrām”という讀みを與え，これが�後のクシャノ・ササン王の

名�であるという見解をとっている (Grenet 1996 : 388, n. 57 ; 2002 : 206)。この點に關する

�も怨しい硏究については Cribb 2010 を見よ。

10) 本�中にも觸れたように，從來貨�學者は，ササンpの mint (��L) がカーブルに

あったと考えてきたが，實際には貨�にmint 名としてカーブルが現れる例は知られていな

い。アルラムらは��これを�識し，“Kābul” mint という言い方を用いている。
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紀にかけての出來事だったと考えられている。�年發表されたいわゆるターラカーン

(T
̇
ālaqān) 奉獻銅板碑�によれば，おそらくは 5 世紀末，アルハンにはメハマ (Mehama)，

ジャヴカ (Javukha)，トラマナ (Toramana)，ヒンギラ (Khingila) の 4 人の王がおり，ガ

ンダーラ地方の一部をそれぞれ瓜治していたと推測されるが，現在知られているこれら 4

名のアルハン王の貨�はこのことを證據づけていると言う (Melzer 2006 ; Errington 2010)11)。

メルツァー (G. Melzer) によって 492-93 年と推定されたこの碑�の年代よりやや先だっ

て，現在のガズニを中心とするザーブリスターン地方でネーザクシャー (Nezak Shāh/

nyčky MLKA) という銘を持つ貨�を發行した勢力がおそらくはササンpから同地の荏配

權を奪うか，あるいはササンpの宗�權のもと同地を荏配するようになった。このネー

ザクシャー政權は 6 世紀の第 1 四R#には，東方へと重心を移したアルハン勢力にか

わってカーブル/カーピシー地域を荏配下にÃめたという (Alram 1996 : 529)。560 年頃，

トハーリスターンのエフタルがササンpと西突厥の連合軍に敗れ，エフタル勢力が衰¾

し始めたのと#を一にするかのように，ガンダーラのアルハン勢力はヤショーダルマン

(Yaśodharman) Åいるインド諸王の連合軍に敗れ，北西インドでの地盤を失っていく。や

はり同じ頃，ザーブリスターンのネーザクシャーもササンpによって同地を一時*にF

われた，とゲブルは述べる。ガンダーラで劣勢になったアルハンの一部が再び西へ向か

い，ハイバル峠を越えてカーブル/カーピシー地域へ戾ったというのがゲブルの假說だが，

アルハンとネーザクの貨�，特に�者の貨�が後者の貨�の上に重ね打刻 (overstrike)

された事例の檢討をもとに，アルラム，ヴォンドロヴェッツもこの說に從っている

(Alram & Pfisterer 2010 ; Vondrovec 2010)12)。

以上のような貨�硏究に基づいた歷	記述は，殘念ながら�獻や考古$料と未だ十分

にすりあわされたものではない13)。もちろん貨�以外の$料がほとんど知られていない

11) この奉獻銅板碑�については，メルツァーの想定するようにそれがアフガニスタン北部の

ターラカーンではなく，北西インド，ソルト・レンジ (Salt Range) 山.中にあるTalagan

に由來するとするド・ラ・ヴァスィエール (É. de la Vaissière) の說がある (La Vaissière

2007 [2012])。また 4 人の王のうち，メハマのみはヒンドゥークシュの北側を治める王で

あった可能性については，稻葉 2011 : 69, n. 1 ; 宮本 2012 : 427 を參照。

12) なおウィーン美Ç	美Ç館 (Kunsthistorisches Museum) において，2012 年 12 bより

2013 年 9bまでイスラーム時代以�のヒンドゥークシュ南北にかかわる貨�とその發行者

に關する特別企畫展 Das Antlitz des Fremden が開催された。筆者はアルラム氏のご厚�

により同展示の解說�を入手し，これをも參照できたことを付記しておく。

↗

13) 貨�$料に基づく歷	宴と，�獻・考古$料に基づくそれの閒の齟齬は，未だ克vされざ

る問題として殘っている。ヒンドゥークシュ南麓に關するゲブル，アルラム，ヴォンドロ

ヴェッツらの見解と，桑山の見解の5いについては，Kuwayama 2000 ; Alram & Pfisterer

2010 : 26 を參照。ヒンドゥークシュの北側についても，特にキダラの勃興年代に關して貨
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というÈ境下，荏配系瓜のシークエンスが上記のように復元された�義がきわめて大き

いのは言うまでもない。しかし，�¸のテペ・ナーレンジ佛敎寺院9跡發掘報吿に付さ

れた出土貨�硏究¿においてアルラムは，この點に關して非常に興味深い示唆を行った。

玄奘は『大d西域記』において，彼のg訪時漕矩吒國 (Zābulistān) の䅳D呬羅山にいた

䅳D天神は，もとはカーピシーの阿路猱山にいた神であったのだという話を傳えている。

桑山正"はこれを，怨來の敎團が䅳D天神敎團をFい出し阿路猱山を占Hした出來事の

記憶と考え，その舞臺をかつてアッカン (J. Hackin) らが發掘した，上下に二つの衣なる

神祠が重なっていることで知られるカーブルの北のハイル・ハーナ神殿址に比定した。

桑山はこの出來事のあり得る年代として，西曆 606 年から 629 年の閒の時#を想定して

いる。ハイル・ハーナ上層神殿からはスーリヤ神宴が出土し，また玄奘の記錄する山の

名「阿路猱」はArun
̇
a すなわちスーリヤ神の馬車の御者であって，それゆえ怨來の敎團

は太陽神を信仰する者であった (桑山 1990 : 299ff.)。アルラムは桑山が想定するこの出

來事は，實はアルハン勢力のカーピシー/カーブル地域への再到來という事件と關連する

のではないかと指摘したのである (Paiman & Alram 2013 : 90-91)。確かに，貨�から想定

されるアルハン勢力の再到來の時#を，ゲブルは 6 世紀後Rとしたが，その後，たとえ

ばヴォンドロヴェッツはもう少し廣く 6 世紀後Rから 7 世紀初頭と見ている。そうであ

るならアルハンの再到來というカーピシー/カーブル地域における重大な政治*事件と，

ハイル・ハーナ神殿の�の入れ替わりという出來事が連續して起きた可能性は高くなる。

この點をÊ衍するなら，從來うまく解釋できていなかった以下の點に解決の見7し

が立つかも知れない。すなわち玄奘が訪れた際のT畢試王，および 661 年頃に罽賓の

王であった曷擷荏とは何者であったのかという問題である。玄奘は，彼が訪れた時の

T畢試王が刹利種だったと記す。この刹利は從來，クシャトリアを�味する，あるい

は窣利と同じくソグドを�味するといった方向で解釋されてきた (cf. 水谷譯 1971 : 49 ; 桑

山¿ 1992 : 167)。吉田豐によれば，この語はバーミヤーン王の稱號として漢籍$料やアラ

ビア語$料に記錄される shīr と同樣の�を寫した可能性が高いという (吉田 2013)14)。

shīr はガルチスターン王の稱號 shār やローブ王の xār などと同樣，xšaθriya<ks
̇
atriya

に起源を持つ語であるが，もし刹利=shīrであるなら，7 世紀初頭のカピシ王が言うな

ればバクトリア*王權�<・稱號�<の中に屬していた證といえるかもしれない。し

かしより,目すべきは，7 世紀Rばの王曷擷荏が馨孽なる人物を始祖とする王家の 12

代目であったという『舊d書』卷 198 の記錄である (cf. 桑山 1991 : 29)。馨孽は Khingila

�學と歷	・考古學硏究の食い5いは未だ大きい。Cribb 2010 : 95-96參照。
↘

14) 吉田氏のご厚�により，出版�の原稿を參照させていただいた。記して謝�を表する。

��代のカーブル

385 〔150〕



を寫したものだと考えられているが，同じ名�は上揭のごとくターラカーン碑�に登

場し，またいわゆるアルハン貨�の發行者としても知られている。もしターラカーン

碑�のヒンギラを漢籍$料に見える馨孽と同じ人物だと見るなら，5 世紀後Rに在位し

ていた王から 7 世紀Rばまで，150 年以上の閒で王の�代が 11回生じたというのは十

分あり得る話だろう。ここに，アルハンの勢力が 6 世紀後Rから 7 世紀初頭にかけて

ハイバル峠の西へと移動し，おそらくは旣存の勢力，すなわちもともとネーザク貨�を

發行していた勢力の上に立ったであろうとする貨�學硏究による假說を組み合わせ

るなら，曷擷荏は實はアルハンの家系に由來する荏配者であった可能性が出てくる15)。

もちろんヒンギラという名を持つ衣なる荏配者が何人かいた可能性は十分あるし，具

體*にアルハン勢力の一部をÅいて西へ移動したリーダーであったとされるナラナ

(Narana)16) がヒンギラとどういう關係にあったのかはわからない。それでもハイル・

ハーナ神殿の神格が䅳D=ジューン神から太陽神へと入れ替わった事件において，怨來

の敎團がスーリヤやアルナを崇拜するいわゆるインド系のものであったことを考え合わ

せるなら，この敎團がアルハンに隨Íして，あるいはアルハンをFうようにしてガン

ダーラ方面からカーピシー/カーブルへと到來したという說�は成り立ちうるだろう17)。

いずれにせよ，我々は貨�硏究と考古學や�獻硏究の知見との閒に少なくとも接點とな

る可能性がある事柄をここに見出すのである。

以上の7り，考古學や貨�$料からは，4世紀を·うシャープール 2世の長い治世の後，

ヒンドゥークシュ山.南側の地域の%勢に大きな變<・變動が起きたことがうかがわれ

る。殘念ながらそのような變動の中でカーブルがどんな場Lであったのか，どのような

役割を果たしたのか，という點については現在のところ十分�らかではないが，考古$

料は 5 世紀以影カーブルが，いくつかの重Mな寺院を荏えるだけの富を持つ規模のまち

15) ただしこのカーピシー王はその後も 7 世紀に至るまでネーザクシャー貨�を發行し續けて

いるので，實際には「上に立った」というよりは「融合した」とするべきかもしれない。

ヴォンドロヴェッツはこのことを踏まえて，重ね打刻貨�を「Alkhan Nezak Crossover」

と呼んでいる (Vondrovec 2010)。

16) Cf. Vondrovec 2010 : 176.

17) アルハンの荏者と太陽神信仰の關聯は�確にはわからないが，ミヒラクラ

(Mihirakula) 治世の 15 年に Mâtrichêta なる人物が太陽神神殿を¶立したことを傳える

Gwaliyor の碑�は，アルハンの荏者，特に西歸したとされるナラナに直接先行する王

ミヒラクラの時代に，彼の荏下の地域で，おそらくは王の是Bのもと太陽神が祀られて

いたことを示している。この碑�については Fleet 1888 : 161-164參照。なおこの點につい

ては小倉智	氏より敎示をÀけた。記して謝�を表する。
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であったことを示し，また�怨の貨�學硏究は 6世紀から 7世紀のカーピシー/カーブル

地域の歷	にlかながらも光をあてつつある。

3．7 世紀から 13 世紀

(1) 7-8世紀

カーブルおよびその周邊地域に關する%報量が飛Î*に增加するのは玄奘がこの地域

を訪れた時である。620 年代と 640 年代の 2 度，カーピシー/カーブル地方を7過した玄

奘は，當時この地域の中心であったT畢試 (カーピシー) 國についてはそのH樣を詳細に

記錄しているが，不思議なことにカーブルについては述べるところがない。カニンガム

は，玄奘が歸路，漕矩吒から北上しT畢試に至る閒に7過した弗栗恃p戃D國とその�

邑護苾Dが，それぞれカーブルおよびその周邊地域を示すと考えるが18)，そうでなけれ

ばカーブル地域には少なくとも玄奘の,�をひくようなまちはなかったことになる19)。

ちなみにここで登場する弗栗恃p戃Dは「突厥」の首長がおさめる場Lだったという。

一方玄奘の旅の 20 年ほど後，おそらくは 665 年頃，南方スィースターン (Sīstān) から

"擊したイブン・サムラ (ʻAbdullāh b. Samura) Åいるアラブ・ムスリムの軍勢はザーブリ

スターンからカーブルに至りこれを征vした，とアラブの年代記作者バラーズリー

(al-Balādhurī) は述べる (Balādhurī : 489)。しかしその 1 年後，カーブルのまちはカーブル

シャー (Kābul Shāh) によって奪cされたという。

さて，玄奘に遲れること 80 年餘り，インドから中央アジアを旅して中國へと戾った怨

羅の僧r超は，カーブル川液域について�のように記している。

さらにT葉彌羅國の西北，山の向こうへ一かb行y行くと円駄羅にする。ここの

王と軍はおしなべて突厥である。Ñ民は胡種でバラモンもいる。この國はもとは罽

賓王の治下にあった。そこで突厥王の阿耶が部衆，軍ÒをÅいてその罽賓王に身を

寄せていたが，後に突厥が強力になると，すぐにその罽賓王を殺して自分で國王と

なった。(桑山¿ 1992 : 38)

18) カニンガムは玄奘が地域名としてあげる弗栗恃p戃Dがギリシア語$料の Ortspana<

Ortostana にあたるまちの名�であり，護苾Dの方は Kopen を寫した，カーブル川液域の

廣い地域の名稱なのではないか，と考える (Cunningham 1979 : 30)。しかしもちろんこの

假說を積極*に荏持するような證據は一つも知られていない。

19) ただし桑山は，玄奘の弗栗恃p儻Dが實際にはカーブルを中心とする地方を指している可

能性を指摘する。桑山 2002 : 143參照。
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円駄羅はガンダーラで，T葉彌羅=カシミールから南下したr超がこの地に入って記し

たのがこの�違である。,目すべきはここで王と軍が突厥であると言っていることで，

しかも彼らはかつて罽賓王の家臣であったのが勢力を伸ばして簒奪したというのである。

實は上に述べたアラビア語$料に見えるカーブルシャーは，別名テュルクシャー

(Turk Shāh)，すなわちテュルクの王とも呼ばれている。つまりここでr超が言う「王と

軍はおしなべて突厥である」に符合する荏配者はカーブルシャーだということになる。

一方玄奘が訪れた時點ではT畢試=罽賓の王はおそらく突厥ではなかった。また上述の 7

世紀Rばの罽賓王曷擷荏は始祖から 12 代目であったというから，8 世紀初頭に罽賓から

円駄羅を瓜治していた怨興の突厥王とは別物である。ということは，突厥によって王國

を簒奪された罽賓王が 7 世紀�RからRばにカーピシーを荏配していた王，怨たに荏配

者となった突厥王はアラブ軍からカーブルを奪回したカーブルシャー，すなわちテュル

クシャーということになる20)。

以上のできごとの詳細については桑山 (1990 ; 1993 ; 2000 ; 2002) および筆者 (稻葉 1991 ;

2004) によってすでに論じられているので就いて參照されたいが，カーブルのまちに關し

て言えば，この怨しいテュルクの荏配者の出現が大きな畫#になったと考えてよい。と

いうのも，この時#以影アラビア語やペルシア語$料にはもっぱらカーブルがあらわれ，

カーピシーが登場することはなくなるからである21)。これらを勘案すれば，7世紀Rばか

ら後Rにかけて，カーピシー/カーブル地域の荏配者は，カーピシーに都を置いていた罽

賓王から，カーブルに都を置いたテュルク系カーブルシャーへと移り變わり，カーピ

シーの方はその後衰¾していったと考えられるのである。

(2) カーブルシャーの時代

カーブルシャーの王國はその後，9世紀に王瓜がテュルクからインド系の王家へと移り，

ヒンドゥーシャー (Hindū Shāh) と呼ばれるようになった後も存續するが，カーブルのま

ち自體は後述のように 10 世紀末頃，ガズナpの手によって征vされる。しかしそれまで

の閒，このまちはインドとイスラーム世界の境域の重Mなまちとしてアラビア語・ペル

シア語地理書に言8される。

20) 『舊d書』に言う罽賓王の%報は，658 年吐火羅C置州縣使として東方にÔÕされた王名@

が蒐集したものであると考えられる。詳しくは稻葉 2004 : 367參照。ただし桑山は玄奘g

訪時，すでにカーブルはテュルク (Khalaj) の手に落ちており，弗栗恃p戃Dはカーブル

をも含む地域であり，『舊d書』の%報が�集された時點ですでに罽賓はカーピシーではな

くカーブルを指していた可能性もあると述べている (桑山 2001)。

21) ただし後揭, 23) を參照。
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9 世紀のイブン・ホルダーズビフ (Ibn Khurdādhbih) は

カーブルはトハーリスターンの邊境 (thaghr) の 1 つである。それに屬するまちまち

には Fārwāf, Azrān, KhWAS, Khushshak, KhBRHがある。カーブルにはアロエが產

するが，�上のものではない。ココヤシ，サフラン，シトロンもある。というのも

そこはヒンドの地にZ接しているのである。(Ibn Khurdādhbih : 37-38)

と記す。やや時代がくだって 10 世紀のイスタフリー (al-Is
̇
t
̇
akhrī)，イブン・ハウカル

(Ibn H
̇
awqal) は

カーブルには堅固な城塞があり，そこに7じるCは 1 本だけである。そこにはムス

リムがいる。まちには怨市街 (rabad
̇
) があり，インド人の衣敎徒がいる。ひとび

とが信じるところによれば，カーブルにおいて王位がB證されない限り，Shāh は王

位に相應しいとはBめられない。彼が@く離れた地にいる場合は，カーブルにやっ

て來て，そこで彼に對して王位がBめられるまでは，王に相應しいとはBめられな

い。ここもヒンドの物$集散地 (fard
̇
a) である。(Is

̇
t
̇
akhrī : 280)

カーブルのまちには難攻不落の內城がある。そこへは 1 本だけCが7じている。そ

こにはムスリムたちがいる。まちのひとびとは怨市街 (rabad
̇
) にÑんでいる。そこ

には衣敎徒とユダヤ敎徒がいる。ひとびとはカーブルにおいて王位が承Bされない

限り，王は Shāh の位には相應しくないと考えている。[カーブルから] @くはなれ

ている者は，そこにやって來て，そこにおいて昔からのしきたりに乘っ取って Shāh

の位につくことで相應しいとBめられる。[ただ] そのようなしきたりが完1に守ら

れているわけではない。ここもヒンドの物$集散地 (fard
̇
a) である。(Ibn H

̇
awqal :

450-451)

と，また 10 世紀にアフガニスタンのグーズガーン (Gūzgān) で書かれたペルシア語地理

書 H
̇
udūd al-ʻĀlamには

カーブルは小さなまち (shahrak) である。堅固さをもって知られる砦がある。そこ

にはムスリムとインド人がいる。まちにはいくつかの，偶宴を祀る神殿がある。

Kanawj の王の王權は，これらの神殿をÖ禮するまでは十1なものとはならない。こ

こには王の旗が結ばれている。(Minorsky 1982 : 111)

とある。10 世紀に書かれた 3つの地理書に共7するのは，(1) カーブルの城塞の堅固さ，

(2) インド王の卽位儀禮がこのまちで行われること，の 2 點であり，またイスタフリー
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とイブン・ハウカルはこのまちにムスリムが居Ñしていると記している。地理書の%報

が正確にいつの時點の狀況を記錄するものなのかを定めるのは困難であり，またそれぞ

れの作者が以�の著作を參照，引用しているためもあって，分析はさらに難しいが，

カーブルの�がテュルクシャーからヒンドゥーシャーに切り替わった後も，このまちは

重Mな都としてB識されていたことのこれらは現れであろう。

また 10 世紀までの閒のカーブルのまちとその荏配者は，アラビア語年代記$料にいく

つかの出來事との關連で言8されている。

8 世紀初頭，ヒンドゥークシュの北，トハーリスターンにおいてタルハン・ネーザク

(Tarkhān Nezak) Åいる反アラブ大反亂が起きるが，このときネーザクが家族や財產をあ

らかじめカーブルに×っておき，いよいよ劣勢になったときにはヒンドゥークシュ南麓

を目指してØれようとした，という話はタバリー (al-T
̇
abarī) の	書に記錄されている

(T
̇
abarī : ii, 1206, 1219)。カーブルシャーが反アラブ勢力のH力なメンバーとして�識され

ていたことのあらわれであろう22)。

ついで 768 年，アッバースpカリフ，マンスール (al-Mans
̇
ūr) の命により，フマイド・

ブン・カフタバ (al-H
̇
umayd b. Qah

̇
t
̇
aba) がカーブルを攻めたと記錄されるが (T

̇
abarī : iii,

369)，その顛末は不�である。

792 年，カリフ，ハールーン・アッラシード (Hārūn al-Rashīd) の時代，バルマク

(Barmak) 家のファドル (Fad
̇
l b. Yah

̇
yā) は將軍イブラーヒーム (Ibrāhīm b. Jibrīl) を

スィースターン總督に任じ，そこからカーブルを攻めさせた。この軍勢にはトハーリス

ターンの諸王，バーミヤーン (Bāmiyān) 王ハサン (al-H
̇
asan al-Shīr) も加わっていた。

この軍はゴールバンド (Ghūrvand) のまち，ゴールバンドの峠 (fajj Ghūrvand)，

および ，そして人々が大いに崇敬していたところの偶宴が祀られ

ていた Shāh Bahār を制壓した。偶宴は破壞され，燒かれた。カーブルシャー［の瓜

治下］のまちまちのうち， の人々とその王 ，そして と の

人々とその王とがファドル・ブン・ヤフヤーのもとへ安�を求めて來た23)。彼ら

は安�された。(Yaʻqūbī : 290)

しかし殘念ながらこの記事自體からはカーブルのまちがこの時征vされたのかどうかは

22) 8 世紀�Rのカーブルシャー，フロム・ケサル (From Kesar) がアラブ軍と戰って大lを

おさめたらしきことは，彼の發行にかかる貨�の銘�から知れる。稻葉 2010 : 154-155參

照。

23) マルクヴァルトはここにあらわれる“Kāwisān”をカーピシーにあてる (Marqart 1901 : 280)。
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不�である24)。

9 世紀Rばに著されたアズラキー (Abū al-Walīd Muh
̇
ammad al-Azraqī) の Akhbār Makka

には，814-15 年カリフ，マームーン (al-Māmūn) の時代，カリフの命令によって wazīr

のファドル (al-Fad
̇
l b. Sahl) がカーブルに@征軍をÔÕし，この攻擊に影伏した當時の

カーブルシャーMHRAB BNY DWMYの王冠と玉座がメッカ (Mekka) にWばれたとい

う內容の碑�が移錄されている (Ghafur 1965-66 ; Rahman 1979 : 85-86)25)。影伏の證として

シャーはイスラームをÀけ入れたというが，しかしもちろんこれによってカーブル地方

が恒久*にイスラーム<したわけではなかった。

ラフマン (A. Rahman) は，フンド (Hund/かつてのヒンドゥーシャーpの都Wayhand) 由

來のÚつかの碑�および，�年マラカンド (Malakand) から發見されたザマルコト

(Zamalkot) 二言語:記碑�の分析に基づき，カーブルにおけるテュルクシャーpからヒ

ンドゥーシャーpへの移行を 822 年のこととした。そしてアッバースp軍に對するテュ

ルクシャーの敗北と，その結果としての過重な稅Ü擔のÀ諾とが，ヒンドゥーシャーp

の初代カッラール (Kallār) による王位簒奪と王p�代の契機となったのではないか，と

述べている (Rahman 1993 ; 2005 : 418)26)。ヴェラルディ (G. Verardi) は��の硏究におい

て，北西インドにおけるヒンドゥー敎勢力擴大の波がカーピシー/カーブル地域にも早く

から8び，8世紀Rば以影はカーブルもその影¡をÀけており，一方で北西インドにおけ

る Vajrayāna の發展に對抗すべくヒンドゥー敎が強<をはかり，そのことがヒンドゥー

シャーp成立の背景を準備したと論じている (Verardi 2012)27)。

861 年，スィースターンにおいてヤアクーブ・ブン・ライス (Yaʻqūb b. al-Layth) が

サッファールpを円てる。864 年以影彼はザーブリスターンを攻め，同地の王ルトビール

(Rutbīl) をとらえて殺した。ルトビールの王子は脫出しカーブルにØれたが，ヤアクーブ

はこれをFって 872 年にカーブルを征vした28)。サッファールpに征vされたカーブル

24) 實際には，このときカーブルのまち自體までムスリム軍は到していなかったのではない

かと考えられる。ここに見える Shāh Bahār のL在とあわせ，その詳細については稻葉

2013參照。

25) この時，同時にメッカに×られたとされる，寶冠を被った佛宴についてはKlimburg-Salter

2010參照。

26) なお，ラフマンはヒンドゥーシャーpの出自について，從來言われているようなバラモン

の家系出身というのではなく，古くからガンダーラにいた地方領� Od
̇
i/Ud
̇
i家 (Uddiyana

やスワートの Udigram の語源と關わるという) に由來するのだとしている (Rahman

2005 : 418)。

27) 北インドにおける Brahmanisation の"展とそのガンダーラへの影¡1般については

Verardi 2011參照。

↗28) �揭のイスタフリーやイブン・ハウカルに見える，カーブルの「難攻不落の內城」にムス
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はしかしながらまもなくヒンドゥーシャーpの荏配下に戾ったらしい。ラフマンによれ

ば，898 年頃カーブルの南方に位置するガズニのまちがインドの王 Ās
̇
ata と Toramān

̇
a

によって攻擊されており，この時點でカーブルがムスリムの荏配下を離れていたと考え

られるという (Rahman 1979 : 111, 114 ; cf. 稻葉 1994 : 236)29)。

(3) ガズナ�からモンゴルまで

カーブルが恒久*にムスリムの荏配下に入るのはさらに 80 年の後，ガズナpの時代に

なってからである。962 年頃サーマーンpの將軍アルプテギン (Alp Tegin) はホラーサー

ン (Khurāsān) を離れ，ヒンドゥークシュ山.を南に越えた。カーブルの守備軍と戰った

後，彼と彼の軍勢は，より南にあるガズニのまちを征vし，そこを據點として自立した。

アルプテギンの死後，彼の息子やH力な將軍がこの軍團の指揮をとったが，977 年，ヒン

ドゥーシャーとの戰いの中で頭角を現したセビュクテギン (Sebük Tegin) が荏配者となる

におよんでこの軍團は勢力を伸長し，997 年に彼が死ぬまでにヒンドゥークシュ山.南麓

からガンダーラ方面，さらに南方カンダハール，ブスト (Bust) 方面までをも荏配するこ

とになった。この閒カーブルがどの時點で征vされたのか，�確な日付や經雲はわから

ないが，986-87 年にセビュクテギン軍はカーブルの東，ラムガーン (Lamghān) �邊でヒ

ンドゥーシャー軍と戰いこれを打ち破っているから，カーブルがムスリムの荏配下に定

まったのはおそらくこの頃だったのだろう (稻葉 1994 : 222-223)30)。

セビュクテギンの後を繼いだのがH名なガズナのマフムード (Mah
̇
mūd) である。彼は

カーブル川沿いのルートと，南方カンダハールからインダス下液域へと拔けるルートの

二つを用い，積極*にインド@征を行って多くの戰果をあげた。このマフムードのもと，

リムがいた，という記述はサッファールp荏配時代の狀況を述べているのであろう。
↘

29) ヒンドゥーシャーによるカーブル奪回が何時のことだったか正確に定めることは難しいが，

事態をより難解にするのは，9 世紀末以影ヒンドゥークシュ山.南麓においてムスリム貨

�が發行され續けたという事實である。稻葉 2013參照。

30) イブン・ハウカルのカーブルに關する記¸には興味深い內容が見える。そこにおいて著者

は，「ハージブとその軍のそこ (カーブル) への入城」の結果として生じた混亂や，�Zの

小領�との抗爭の結果，カーブルおよび周邊の民に，旧來の貢Ã金に加えて地稅，人頭

稅が賦課されたこと自ら目睹したと¸べている (Ibn H
̇
awqal: 450) が，ここに見える

「ハージブ」とは，直�の�違に見えるアルプテギンのことであろう。ミケル (A. Miquel)

によればイブン・ハウカルは 969 年頃東方へ旅したというが (EI2: “IBN H
̇
AWK

̇
AL”)，そ

うであるならカーブルへの「入城」がアルプテギンによってなされた可能性はより高くな

る。すなわち，イブン・ハウカルの報吿による限り，カーブルは一旦はアルプテギンに

よって落とされたことになる。しかしそれがガズニ征v�だったのか，征v後のことだっ

たかはわからない。
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東は北西インドから西はイラン高原西部，北はホラズムから南はアラビア海沿岸までの

廣大な領域の中心となったのが都のガズニであった。中央アジア，南アジア，西アジア

の閒をg來する人や物の液れの中心としてガズニが榮えたことにより，カーブルの存在

は supercede されてしまったかに見える。實際，同時代に書かれたペルシア語年代記に

もカーブルはほとんど登場しなくなる。唯一マフムードの息子マスウード (Masʻūd) の時

代，インド@征の際に軍がカーブルに營したこと，そこには象舍が置かれて，象が飼育

されていたことが見えるのみである (Bayhaqī : 377 ; cf. Bosworth & Ashtiany 2011 : i, 397)31)。

ガズナpは 1040 年，領土の西R分をセルジュークpに奪われ，さらに 12 世紀にはア

フガン中央山塊よりあらわれたゴールpの勢力によってアフガニスタンの地をàわれる。

ゴールpはその後，ホラズムシャーpとの戰いの中で衰¾し，アフガニスタン東部も同

pによって征vされるが，すぐにモンゴルの大征vが開始され，ホラズムシャーの王子

ジャラール・アッディーン (Jalāl al-Dīn) をFうモンゴル軍がヒンドゥークシュ南麓にも

到した。モンゴル軍に對抗するために集結したホラズムシャーpとゴールpの9臣

はガズニに據點を�え，その後カーブルの北パルワーン (Parwān) においてモンゴル軍

と戰いこれを打ち破った (Juwaynī : ii, 194-95)。ここでもアフガニスタン東部の中心は未だ

ガズニであり，カーブルはマイナーな都市として名があげられるのみである32)。

さらにモンゴルの征v直� (1200-1220 年頃？) に書かれたと考えられているナジーブ・

バクラーン (Muh
̇
ammad Najīb Bakrān) の地理書 Jahān-nāmaにもカーブルは現れていな

い33)。一方その 100 年餘り後に書かれたムスタウフィー (Hamdullāh Mustawfī) の地理書

Nuzhat al-Qulūbでは，カーブルはまちの名�ではなく地方 (mamlakat) の名�として言

8されており (Mustawfī : 261)，まちそのものについての說�や言8は見られない。

以上を槪觀するなら，7 世紀にカーブルシャーの王國が成立してから 250 年ほどの閒，

31) やはりガズナp時代に年代記 Zayn al-Akhbārを表したギャルディーズィー (Gardīzī) も，

イスラーム以�のペルシアの王や，ウマイヤp，アッバースpのホラーサーン・アミー

ル，サッファールpやサーマーンpの記述では何度かカーブルに言8するが，ガズナp

時代の記述においてはカーブルに1く言8しなくなる。

32) いわゆる Karīmī本の Jāmiʻ al-tawārīkhにもカーブルの語は見えない。ただ，ロウシャン

(M. Roushan) とムーサーヴィー (M. Mūsāwī) によるテキストではKarīmī本にはない一

�が見え (Rashīd al-Dīn : 522)，そこではチンギス・ハンがジャラール・アッディーンを

F擊させるためにシキ・クトゥク・ノヤン (Shīqī Qūtūq Nūyān) らをガズニーン，ガルチ

スターン (Gharjistān)，ザーブル，カーブル方面にÔÕした，という記述がある。�後の

.絡からしてKarīmī校訂本では�違の脫落がありそうなので，少なくとも同$料にカーブ

ルは一度登場する，と言ってよいかも知れない。

33) ただし，Jahān-nāmaはそもそもアフガニスタン東部の地名にほとんど言8しておらず，

ガズニですらハラジュ・テュルクの項で一度現れるのみである (cf. Bakrān : 73)。
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カーブルはそれ以�のカーピシーにかわってヒンドゥークシュ南麓のみならずアフガニ

スタン東部の中心であった。カーブル川沿いにガンダーラ方面にまで荏配を8ぼしてい

たカーブルシャーの王國のもと，このまちが南アジアと中央アジア，西アジアの結�點

として經濟*にもきわめて重Mであったことは，アラビア語地理書に同地を“fard
̇
a”と

いう言葉で形容していることからもわかる。アラビア語の“fard
̇
a”は7常「æ」をあら

わす言葉だが，內陸について用いられる場合もある。ある地域あるいは�<世界が他の

それと接觸する場Lにおいて，樣々な物$が集積されWび出されたり，あるいはçにW

び入れられたりする，そういう機能を持つ場Lを示していると考えてよかろう。ペルシ

ア語地理書 H
̇
udūd al-ʻĀlamがカーブルの北パルワーンの地を「インドへの門」と呼ん

でいるのも同じ�.で理解できる (cf. 稻葉 1994 : 228-229 ; 2013)。

ところが 10 世紀後Rガズナpの成立によって狀況は變<する。セビュクテギン，マフ

ムード，マスウードの時代，イラン高原，北西インド，中央アジアにまで荏配領域を廣げ

た同pの都としてガズニのまちは未曾Hの大發展をmげた。カーブル川沿いのルートと

竝んでカンダハールからスィンドに向かうルートをも手中にしたガズナpは，ガズニの

都において南アジア，中央アジア，西アジアの閒をg來する人や物の液れをコントロー

ルすることができた (稻葉 1994 : 208-209)。カーブルはこのガズニの大發展の陰に隱れて

しまい，歷	$料に十分な記述がなされないようなポジションに置かれたといってよい。

その狀況が再び變<するのはティムールp時代になってからである。

4．14 世紀から 18 世紀

(1) イブン・バットゥータ (Ibn Bat
̇
t
̇
ūt
̇
a) の記錄

1333 年，イブン・バットゥータはそのH名な大旅行のè上，ヒンドゥークシュを南に

越えた。當時ヒンドゥークシュ山.の南側はチャガタイ・ハン國のタルマシリン

(Tarmashīrīn) の瓜治下にあり，彼の將軍であったブルンタイ (Burunt
̇
ayh) がパルワーン

にé屯して瓜治にあたっていた (家島譯 1999 : 181)。當時のカーブルについてイブン・

バットゥータは

その後われわれはカーブルに"んだ。そこには，過去において壯麗な町があったが，

今では〈アフガーン〉と呼ばれる非アラブ人たちの一集團が濟む一ê村となってい

る34)。彼らは山嶽地帶や隘路を占Hし，強大な勢力を持っており，大部分は盜ë連

↗34) ここでいう「アフガーン」はもともと現在のアフガニスタンとパキスタンの國境�邊に居
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中である。彼らの據る大きな山は〈クーフ・スライマーン〉と呼ばれて，傳えられ

たところによると，神の預言者スライマーン ――彼に，2安あれ!―― がその山

に登り，インドの地を見下ろしたところ，そこは闇黑であったので，そこに影りて

行かずに，引きìしたという。そこで，彼の名�に因んで，その山の名�が付いた

のである。その山には，アフガーンたちの王がÑんでいる。(家島譯 1999 : 218)

と記しており，未だカーブルが小さなまちに過ぎなかったことを敎えてくれる。ただし，

彼は同時にガズニについても

その後，われわれはガズナの町に旅した。そこは，世に名高いスルタン，アッラー

のCに奮戰した人，サブクタキーンの子息マフムードの町である。彼は洩大なるス

ルタンたちの一人であって，〈ヤミーン・アッダウラ〉のí稱を與えられた。彼はÚ

度となくインド地方に攻め入り，そこの諸都市やM塞を攻略した。彼の墓は，この

町にあって，その傍らには一つのザーウィヤが円っている。しかし，この町の大部

分はすでに廢墟となっており，かつての大規模な町も，今はほんの一部を除いて

殘っていない。(家島譯 1999 : 217)

と記しているので，14 世紀�R，ヒンドゥークシュ南側，東部アフガニスタンの地は度

重なる戰亂のゆえにかつての榮華を失ってしまっていたということなのかもしれない。

�揭の Nuzhat al-Qulūbはイブン・バットゥータの旅行とほぼ同じ時#に書かれた地理

書だが，やはり「ガズニーン」は「小さなまち (shahr-e kūchak)」であると記している

(Mustawfī : 146)。

(2) ティムール�時代

14 世紀末ティムール (Tīmūr) が中央アジア，西アジアのî權を握ると，彼はカーブル

方面をも荏配下に入れた。特にそのインド@征の際，カーブルは重Mな宿驛として何度

か$料に登場するようになる。一方ガズニへの言8はつとに少なくなる。

おそらくカーブルの發展にとって特に重Mだったのは，ティムールによる灌漑事業と，

その結果としてのまちの整備だったのだろう。1398 年ティムールはインド@征を企圖し，

サマルカンド (Samarqand)，テルメズ，バグラーン (Baghlān)，アンダラーブ (Andarāb)

Ñしていた民で，玄奘がバンヌー (Bannū) からガズニに向かうè上，「阿j永」として言

8している者と同一であろう (『慈恩傳』卷 5；孫・謝 2000 : 115)。ガズナpやヘラート

のクルトpが同地への@征を行っている (稻葉 1994 : 216 ; 2002 : 14)。

↘
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へと至った。ヤズディー (Yazdī) の Z
̇
afar-nāmaには

S
̇
āh
̇
ib Qirān陛下は瓜治權を持つ王家のかの眼と灯火35)の幸Wなる耳を，忠吿と助言

の寶石でïり，彼をðき寄せて別れを吿げ，神の�らかなる保護と°助にゆだねる

と，出發し，常lの印たる旗印を彼の地より"發せしめ，幸Wと吉祥とともにカー

ブル方面へと向かった。丘 (tall) 越えのCからヒンドゥークシュの山に登り，

Bīkheyr として知られる Bīkh-e Shīr で山を越え，カーブルまで 5 ファルサフの

Bārān2野の草地に下馬した。美德にあふれる至高の御�のいと高き志の鳥が，公

正さと正義の羽でもって國々の修復と，神の僕たちの安寧という空を飛ぶと，この

閒，液水が液れている河谷から水路を掘õするよう命じられた。アミールたち，軍

の1員が役割を分擔し，Ghurbān川から 5 ファルサフの長さをもつ大きな水路をわ

ずかな時閒でほりあげた。それはMāhīgīr川と呼ばれ，榮譽あるむらのいくつかが

これによって榮えた。そうして未ö地であったその谷は，すばらしい園と<したの

であった。(Yazdī : ii, 31)

と記されている。加÷和秀によれば「Ghurbān の川」というのは�らかに，ヒンドゥー

クシュ南麓沿いを東液し，ベグラーム�邊でパンジシール川と合してカーブル川に,ぐ

ゴールバンド川のことであるが，ティムールは軍1體に命令をして水路を掘õさせ，

カーブル周邊のむらむらを潤し，豐かなö地を生み出したのである。加÷はティムール

がホラーサーンやマーワラー・アンナフル (Mā warāʼ an-Nahr) と同樣にカーブル�郊に

おいて大規模な灌漑工事を行ったことを，ティムールの瓜治政策におけるカーブルの重

M性の現れであると指摘している (加÷ 1971 : 203)。これは言うまでもなく，北インドと

ティムールの本據である中央アジアを結ぶ重Mな位置にこのまちがあったことによるの

である36)。

(3) バーブル (Bābur) およびムガル�時代

このティムールの開發の成果はそのほぼ 100 年の後，彼の子孫であるバーブルの時代

に花開いていた。バーブルは 1504 年カーブルを得，それから 1525 年までこのまちを活

35) ティムールの王子シャー・ルフ (Shāh Rukh) のこと

36) ちなみに現在まで知られている限りにおいて，mint としてカーブルの名�が刻まれる貨�

はティムールp時代に初めて登場する (Diller 2009 : ii, 971)。Schwarz 1995 : 9-10 はこのこ

とから，15 世紀以�のカーブルの存在は過大ø價されているのではないかと疑うが，少な

くともカーブル發行の貨�の存在は，ティムールp#以影カーブルが重Mなまちとなった

證と考えられよう。
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動の據點とした。彼はその後インドを征vしムガルpを円てるわけだが，彼自身の墓は

カーブルにある。バーブルはその自叙傳の中でカーブルについて極めて詳細な記錄を殘

している。叙述の細かさという點では，それまでのいかなる�獻$料とも比べものにな

らないものであり，これに類する內容の記錄が殘されるのはようやく 19 世紀，イギリス

人が同地に入った後のことである。

バーブルは以下のように述べている。

カーブル地方は第四氣候帶に屬する。人の多くÑむ地帶の中央に位置する。東は

ラムガーナート，プルシャーワル，ハシュナガル，そして若干のヒンドの諸地方

である。西はクーヒスターンで，その中にギゼーウとゴールが含まれる。現在ハ

ザーラ族とニクダリー族の隱れ家と居Ñ地がこの山々である。北はクンドゥズと

アンダラーブの諸地方である。ヒンドゥー・クシュ山.が〔カーブルとこれらの

地方の〕閒にある。南はファルマル，ナガル，バンヌーとアフガーニスターンであ

る。

〔カーブル〕小さな地方である。細長い地方である。東から西に向かって，細長くù

びている。周圍は1て山である。その城市は山に連接している。城市の西南の方角

にやや小さな山がある。その山の頂上に，カーブル王が円物を円てたために，人々

はこの山をシャーヒ・カーブルと呼んでいる。この山は，ディーヴリーン隘路には

じまり，デヒ・ヤークーブ隘路でおわっている。その周圍は 2シャルイーであろう。

この山の麓は1て庭園である。

〈中略〉

〔�易〕 ヒンドゥスターン人はヒンドゥスターン以外の地をホラーサーンと呼んで

いる。アラブ人がアラブ以外をアジャムと呼んでいるのと同樣である。ヒンドゥス

ターンとホラーサーンの閒の陸路上に，2つの�易の中心地がある。すなわちカーブ

ルとカンダハールである。フェルガーナ，トゥルキスターン，サマルカンド，ブ

ハーラー，バルフ，ヒサール，バダフシャーンからÒ商がカーブルに來る。ホラー

サーンからÒ商がカンダハールに來る。ヒンドゥスターンとホラーサーンの中に立

つのがこの〔カーブル〕地方である。

まことにすばらしい�易地である。もし商人たちが中國とかルームにおもむけば，

この地であげられるのと同y度の利益を〔やっと〕あげる事ができる。每年 7〜8千

ないし 1萬頭の馬がカーブルにもたらされる。下のヒンドゥスターンから 1萬〜1萬

5千ないし 2萬家族のÒ商がカーブルへ來る。ヒンドゥスターンの商品としては，奴

隸，白い布地，砂糖菓子，精糖，〔�7の〕砂糖，芳香根がもたらされる。多くの商
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人たちは，3〜4倍yの利益では滿足しない。カーブルでは，ホラーサーン，イラー

ク，ルーム，チーンの商品が見られる。カーブルはまるでヒンドゥスターン自身の

�易の中心地である。(閒野譯 1998 : 199-202)

ここにはインドと中央アジアの�易の據點として發展のè上にあるカーブルのþ

が描き出されている。一方，かつてカーブルをしのぐ繁榮をほこったガズニは，バー

ブルが

ガズニーはまことに貧hな土地である。私はいつも，ヒンドゥスターンとホラー

サーンをその荏配下に收めた君�たちが，ホラーサーナートがあるというのに，ど

うして，このような貧hな土地を首都に�んだのか，と不思議に思っていた。(閒野

譯 1998 : 218)

と記すH樣で，イブン・バットゥータが訪れたときよりもおそらくさらにさびれていた

ようである。

この後，カーブルはアフガニスタン東部の中心としての地位を 2度と失うことはなく，

ムガルp時代にはかわらず中央アジア�易の重M據點として榮えた。ムガルp第 3 代ア

クバル (Akbar/位 1556-1605 年) の著名な宰相であるアブー・アルファドル (Abū al-Fad
̇
l)

の著作である Āʼīn-e Akbarī はカーブルについて�のように記している。

ヒンドゥークーフ (ヒンドゥークシュ) はカーブルをバダフシャーン (Badakhshān) お

よびバルフとGてている。g來するトゥーラーン (Tūrān) の民が用いるCは 7 本あ

る。3 つのCはパンジヒール (Panjhīr) 溪谷を7じ，�も高い［峠越え］はハワーク

(Khawāk) 峠。�に高い峠はT
̇
ūl，その�が Bāzārak である。それらのうち�もよい

Cは T
̇
ūl であるが，その名が示す7りややG離が長い。�も直線*なCはバーザー

ラクを越えるそれである。高い山竝みとパルワーンの閒にはさらに七つの峠があり，

それらはHaft Bachcha と呼ばれている。アンダラーブからは 2本のCが上ってきて，

高い峠の下で 1 つに合液し，ハフト・バッチェから［パルワーン］へと出てくる。

大層苦勞するCである。他の 3 本のCはゴールバンド溪谷を7り，パルワーンへ向

かう。�も�いのは Bāʼikī Būl (Yangi-Yuli) 峠を7るもので，ワリヤーン (Waliyān)

とヒンジャーン (Khinjān) へと7じる。別のものは Qibchāk峠を越えるもので，や

はりそれほどきつくはない。第 3 のCはシバルトゥ (Shibartu) 越えである。川の水

かさが增す夏には人々はこの峠から，バーミヤーン，ターラカーンへと下っていく

が，冬#には ĀbdaraCが用いられる。というのもその季�には 3，4ヶbの閒，こ

れ以外のCは1て閉ざされてしまうのである。またホラーサーンからはカンダハー
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ルへ至るCもある。これはまっすぐのCで峠もない37)。

ヒンドゥースターンからは 5本のCが用いられる。

1．Karapa。2 つの峠を拔けてジャラーラーバード (Jalālābād) へ7じる。先君

(バーブル) はこのCに言8していないので，その頃には7れなかったに5いな

い。

2．ハイバル (Khaybar) C。かつてこのCはやや險しかった。しかし陛下の命令に

より荷車による輸×でも7行可能なように改修され，いまではトゥーラーンや

インドの旅行者がここをg來するようになっている。

3．バンガシュ (Bangash)。Dhankot の渡しでインダスを渡り [到する]。

4．ナガル (Naghar) C。

5．ファルムル (Farmul) C。Chaupāra の渡しでインダスを渡り [たどり着く]。

(Abū al-Fad
̇
l : i, 590 ; cf. Jarrett 1978 : ii, 405-406)38)

カーブルのまちは第 4氣候帶に屬している。經度は 104 度 40分，雲度は 34 度 30分

である。それは古いまちまちの中でもっとも素晴らしいものの 1つであり，Pashang

の時代に基礎が置かれたと言われている。そこには二重の土塁をÖらした堅固な城

市がある。城市の西南39)に，惠みをもたらす低い丘がある。それは古の王の 1 人が

基礎を定めたもので，それにちなんでシャー・カーブル (Shāh Kābul) と呼ばれてい

る。この城市の內城がその丘の頂にある。�Uqābayn と呼ばれる突出部が分かれ出て

いる。その突出部には高くなっている部分があり，王家のL屬とするよう命令され

たのである。城の足下は立Ôな圍い塀，心彈む草地，うっとりするような庭園があ

り，なかでもシャフル・アーラー (Shahr Ārā)［はとりわけすばらしい］。2本の川が

まちを心地よいものとしている。1 つは Lalandar から液れ�み，シャフル・アー

ラーを拔けてまちを液れる川で，Jūy-e Khat
̇
ībān と呼ばれる。もう 1 つは Deh-e

Yaʻqūb の隘路から發し，デリー (Delhī) 門を經て Deh-e Maʻmūra へと液れる。

Jūy-e Pul Mastān と呼ばれ，�者よりも淸�で澄んでいる。その�くにはMāhum

Anaga と呼ばれるW河が設けられている。これはたいそう	利である。それにZ接

するのが Gulkana 街區で，目に心地よく，心を樂しませる場Lである。[シャー・

カーブルの] 丘からまちに向かって 3 本の水路が液れている。その 1 本の出發點に

37) ヒンドゥークシュ山.越えの峠Cについては稻葉 2013 : 11-14 も參照。

38) 東部アフガニスタンからインダス液域へ拔ける諸Cについては，稻葉 2002參照。

39) 原�は NYRT RWYHだが，バーブルの同樣の記述をもとにこのように譯した (cf. 閒野譯

1998 : 199)。
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はKhwāja Hamūという名の"がある。第 2の水路にはKhwāja Khid
̇
r の
足迹があ

ると人々が信じる場Lがある。第 3 の水路は Khwāja Rūshanāʼī として知られる

Khwāja ʻAbd as
̇
-S
̇
amad [の"] の向い側にある。

古の賢人は，カーブルとカンダハールをヒンドゥスターンへの 2 つの門だと考え

た。一方はトゥーラーンの地へ，他方はイーラーンの地へ7じるのである。ヒン

ドゥースターンのこの 2 つの入り口を護ることによって，衣邦の者 [のo入から]

安1となるのであり，世界を經Öる旅人にこそこの 2 つのCはふさわしい。(Abū

al-Fad
̇
l : i, 592 ; cf. Jarrett 1978 : ii, 407-409)

記述內容の大筋は，バーブルのそれを踏襲しているが，特に上に引用した�後の一�

において，カーブルがまさしく「ヒンドゥースターンへの門」と述べられているのは，

�易ルートの重Mな結�點としてのこの當時のカーブルの位置をよくあらわしていると

言えよう (cf. Levi 2002 : 39)。

ところで，カーブルにおけるその後のイスラーム�<の發展に關わる興味深い$料が

知られている。ナクシュバンディー敎團にかかわるワクフ�書である。著名なナクシュ

バンディー敎團のシャイフ，ホージャ・アフラール (Khwāja Ah
̇
rār) の曾孫が自分の子孫

および宗敎施設に對して行った寄"に關するこの�書は，チェホヴィッチ (О. Д. Чехович)

の Самаркандские документы, XV-XVI вв. に�書番號 17 としておさめられている。

この�書を分析したデール (S. Dale) とパーインド (A. Payind) によれば，ホージャ・ア

フラールの家系のLHに歸していたこれらの不動產がいつ頃彼らのものとなったのかは

なお定めがたいながらも，ホージャ・アフラール系瓜のナクシュバンディー敎團が，

バーブルやその息子フマーユーン (Humāyūn) と婚姻關係等で結びつき，カーブルに財產

を殖やしていった事が，その後の敎團の北インド"出，とりわけバーキー・ビッラー

(Bāqī Biʼllāh) や，アフマド・スィルヒンディー (Ah
̇
mad Sirhindī) 以影のムジャッディ

ディー (Mujaddidī) 家の活發な活動の基盤を與え，またムジャッデディーがその後アフガ

ニスタンにおいて大いに廣まる契機となったのではないかという40)。

その後，ドゥッラーニーpの成立やカーブルにおけるドゥースト・ムハンマド・ハー

ン (Dūst Muh
̇
ammad Khān) の自立以後の狀況については，1808 年から 09 年にカーブルを

訪れた後のボンベイ總督エルフィンストン (M. Elphinstone)，北西インドからアフガニス

40) Dale& Payind 1999 : 226-233。ただし，川本正知はこのカーブルのワクフ物件はホージャ・

アフラール自身とは1く關連がなく，後代H名なシャイフの名に假託して設定されたもの

ではないかとする (川本 2005)。なお，このワクフ�書とそれに關わる硏究の現狀につい

て，川本氏より詳細なご敎示をÀけた。記して謝�を表する。
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タン東部を踏破し，きわめて詳細な記錄を殘したマッソン (C. Masson)，1831 年から 33

年のブハラ使�行のè上と，1837-38 年のカーブル使�行の 2度カーブルを訪れたバーン

ズ，マッソンやバーンズと同じ頃にガズニやカーブルを訪れたヴァイン (G. T. Vigne)，そ

の他のヨーロッパ人の記錄がある (Elphinstone 1815 ; Masson 1842 ; Burnes 1834 ; 1842 ;

Vigne 1839 ; 1840)。また第一�アングロ・アフガン戰爭 (1838 年) 以後については，イギ

リスによるきわめて多岐にわたる{査と記錄が行われているが，今それらに言8するい

とまがない41)。また冒頭で觸れた『イラン百科事典』の「カーブル」の項で，シナスィ

(M. Shinasi) が 16 から 20 世紀のカーブルの歷	について，またド・プラノールがアフガ

ニスタン王國成立以影の歷	地理について詳細に論じている。それらを參照するに，總

體として中央アジア，南アジア (そしておそらくは西アジア) という衣なる歷	世界閒の重

Mな接點のとしてのカーブルの地位に大きな變<はなかったと言ってよい。そのことは，

他ならぬこの場Lが英露のグレートゲームの舞臺になったことに�も端*に現れている

のみならず，ウィルソンやカニンガムら，この地域の古代	硏究のパイオニアの硏究

がそのような視點から行われていることによっても�らかである。

5．東部アフガニスタン

以上，雜駁ではあるが，�獻，考古，貨�$料から��代カーブルの歷	をÏってみ

た。本�で述べてきたことが大きく^ってはいないようであれば，以上の事柄から，ヒ

ンドゥークシュ南側の地域における 3 つの歷	*な都市，すなわちカーピシー，カーブ

ル，ガズニの關係について興味深い推論を行いうるように思われる。以下少し述べてお

きたい。

�獻$料がほとんどない 7世紀以�をひとまず措くとして，7世紀，カーブルシャーの

王國の成立により，ヒンドゥークシュ南麓，カーピシー/カーブル地域の中心はカーピ

シーからカーブルに移行した。カーブル川沿い，ヒンドゥークシュ越え，アフガン中央

山塊へのアプローチ，と�7の結�點を占めたカーブルは，インド世界と非インド世界

との接點として榮えた。çにカーピシーの方は廢れてしまい，その後かつての都の�邊

に大きな都市が營まれることはなかったらしい。

ところが 10 世紀にガズナpが成立し，ガズニのまちを中心として西アジア，南アジア，

中央アジアの閒を行き�う人や物の液れをコントロールするようになると，ガズニの陰

41) Bleaney & Gallego (2006) はアフガニスタンに關する�獻の�括*カタログであり參照に

値する。
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に隱れてカーブルはg時の繁榮を失ったように見える。この狀況は 14 世紀後R，ティ

ムールがカーブルをヒンドゥークシュ南方の荏配據點と定め，開發を行うまで續いたよ

うである。しかし一旦カーブルが發展しはじめると，かつての都ガズニは衰¾し，16 世

紀初頭にはバーブルによって「ê村」とøされる狀況になる。

Mするに 7世紀以影はカーブルとガズニの 2つのまちが，現在のアフガニスタン東部，

ヒンドゥークシュ山.南側の據點都市の座を�代で占めたのである。çに言えばこの地

が 2 つの大都市を同時に持つことはなかったわけであるが，その背景を正確に解�する

ことは今できない。ただ，大都市を成立させる基本*條件として一定以上の農業，ある

いは第一�產業による生產力があり，それによって荏えられる (あるいはそれを荏える) 一

定以上の人口が必Mとされる，と考えるなら，大都市が兩立しなかったという狀況の背

景として，この地域の農業生產力の上限の低さや，地域經濟に占める�易の重M性，と

いうM因を考えることができるかもしれない。たとえば�出のバーブルは，�易の據點

としてのカーブルの優越性に言8する一方で，

サマルカンド，ヒサール，クンドゥズから多くの部民・部族がカーブル地方に來て

いたため，�のような方針が決定された：「カーブルは貧hな土地である。武力で治

めるべき土地であり，�治に�した土地ではない。1ての人々に，現金を�收して

荏給することは不可能である。これらの部民・部族の家族には，それぞれ穀物を荏

給し，皆は@征ないし略奪に出發する事とする。」と。このように決定され，カーブ

ルとガズニー地方およびその屬地に對し 3萬ハルワールの穀物が課された。カーブ

ルの收入と收穫がどのy度であるかを知らぬまま，これほどの多額を課したため，

地方はきわめて荒廢した。(閒野譯 1998 : 226-227)

と記し，その農業生產力が決して高くはなかったことを示している42)。桑山によるヒン

ドゥークシュ西足ルートの興隆とバーミヤーンの發展に關する卓越した考察 (桑山 1985)

を參照するなら，重Mな�易ルートがなんらかの原因で變<した場合，それが�易の中

繼點としての都市の興隆と衰¾に直接*に影¡を與えるという狀況はこの地域において

あるy度一般*であったと考えられる。そうしてその�味ではガズニよりもおそらくは

42) Āʼīn-e Akbarīによれば，カーブル地方からの稅收 (現金�收額) は 8050萬 7465ダーム。

これはカシミール地方の稅收 6211萬 3040.5ダームとそれほど變わらない額である。ここ

でいうカーブル地方には，東はナガラハラ (Nagarahara)，西はゴールバンド，バーミ

ヤーン，北はアリーシャング (ʻAlīshang)，パンジヒール (=パンジシール)，南はガズニ

までの地域が含まれていることを勘案すれば，きわめて豐か，という形容詞をあてはめる

ことは難しい。Abū al-Fad
̇
l : i, 571,592 ; cf. Jarrett 1978 : ii, 367, 413-415.
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カーブルの方がより優れた立地をHしていたであろうことは，ボンバーチ (A. Bombaci)

やボズワース (C. E. Bosworth) の�のような感想にも示されているところである。

おそらくは過去には現在よりもよく灌漑され，繁榮していたであろうガズニ地方は

廣い領域にわたって，�も惠まれた地方の一つである。しかしながら，豐かさにお

いては，バルフ，ヘラート，カーブル，カンダハールの沃野には比すべくもない。

大¥國の首都に必Mとされるものを持っていないのである。實際，同地は政治*に

は，より豐かな北東地方，或いは南西地方に從屬するW命にあるように思われる。

このような印象は，そこの人々や土地のことを十分に理解していた，ムガルpの創

始者バーブルのø價によっても裏付けられる。彼はそのメモワールの中で，このよ

うな貧しい土地が，インドやホラーサーンの國々を荏配した¥王の首都であった

という事實に對する驚きを記している。實際，我々がこれから見ていくように，例

外*な狀況のみが，ガズナp下でのガズニの幸W ――それも短命な―― を說�で

きるのである。(Bombaci 1957 : 247)

10 世紀の地理學者はガズナを，ホラーサーン，トランスオクシアナとインドを結

ぶ�易の物$集散地 (furad
̇
) の一つであると述べてはいるが，その經濟*役割はそ

の點においては決してカーブルのそれほどには重Mではなかった。(Bosworth 1973 :

36)

さて，このような狀況がこの地域に特HのÈ境によるものだと考えるなら，その枠組

みを$料に乏しい 7世紀以�の狀況について°用することができるのではないか。

先に見たように，カーブル�邊において現在まで一應の見解が提示されるほどに{査

された9跡群はどれだけ早くとも 4 世紀，おそらくは 5 世紀以影という年代を與えられ

ている。もちろんこのことのみによって 4 世紀以�のカーブルの存立について議論する

ことはできないのだが，150 km ほども離れたカーブルとガズニの閒に「兩都市竝び立た

ず」という關係がもし成立するのであれば，カーピシー/カーブル盆地內の南北 2 つの都

市，カーブルとカーピシーの閒にも同樣の狀況があったと考えることは容易い。先に述

べたように兩者の閒は直線G離で 50 km餘りであり，しかも�7を妨げるような險しい

地形も閒にはない。それゆえ，ヒンドゥークシュ山.を越えてg來する人々，液7する

品物や%報を，このどちらの都市からもコントロールすることができたと考えて良い。

1つの手がかりを提供するのは他ならぬベグラーム9跡の年代であろう。かつてのカー

ピシー大都城であるところのこの9跡はフランス考古學ÔÕ團によって發掘{査が行わ

れ，ギルシュマン (R. Ghirshman) はその成果に基づいてこれをおおよそ 3 つの時#にわ
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けた。すなわち，第 I#が� 1 世紀から後 1世紀 (インド・グリーク末#からクシャーンp初

#)，第 II#を 2 から 3 世紀 (カニシカ時代以影)，第 III#を 4-5 世紀と考えたのである

(Ghirshman 1946 : 41)。しかしながら玄奘三藏の記錄と考古$料を綿密に比�照合した桑山

によって，ベグラーム第 III#こそが玄奘の見たカーピシー大都城に他ならないことが�

らかにされた結果，ベグラーム9跡そのものの7時*解釋は大きな修正を必Mとするこ

ととなった (桑山 1989 ; Kuwayama 2010)。さて，ギルシュマンの見解と桑山による年代修

正を勘案するなら，ベグラーム第 II#と第 III#の閒にはあるy度の時閒のギャップが存

在することになる。桑山は第 III#の始まりを早くとも 6世紀頃と見ているが，これに從

うなら現在の知見ではベグラームの第 II#と第 III#の閒には 200 年ほどの斷絕があった

と考えられるのである。この點については，第 II#以�に關する怨たな硏究がない現狀

で確定*な議論をすることはもとより不可能だが，それにしてもフュスマンや桑山が示

すカーブル周邊の9蹟の円�年代である 4-5 世紀頃というのが，このベグラームの斷絕

#にうまくはまりそうなのは興味深い。

上述のようにカーピシー=ベグラームとカーブルの閒は直線G離では 50 km餘りしか

離れていない。南アジアと中央アジアを結ぶCの重Mな結�點としての地位は，カーピ

シーの名が$料から�え去った 8 世紀以影，もっぱらカーブル (10 世紀以影はガズニ) に

よって占められたが，7世紀玄奘が訪れた際，その地位にあったのはカーピシーであった。

ここからカーピシーとカーブルについて，それを 1 つのペアと考え，どちらかがカーピ

シー/カーブル地域の首邑の位置を�代で占めていたのではないかと推測するなら，イン

ド・グリーク時代の末#からクシャーン初#，およびその末#まではカーピシーが榮

え43)，その後一旦カーブルが繁榮する時#がやってきて，6-7 世紀頃に再びカーピシーが

大きく榮えた時#が來たのだ，と想定することができる44)。

43) �述のごとく，紀元�後の狀況についてはすでにカニンガムが，オルトスパナが元來ヒン

ドゥークシュ南側/カーピシー=カーブル地域の中心都市であり，それがギリシア荏配時代

にアレクサンドリアにとってかわられ，インド・サカ時代の初#に復活したのだろうと述

べている (Cunningham 1979 : 15)。ベグラーム發掘{査以�の見解であるため，ギルシュ

マンの年代觀とは少々齟齬を來すが，それでもこの地域における首邑の�代という事象に

早くから,目しているのは興味深い。

↗

44) 先に述べた，ハイル・ハーナ神殿におけるジューン信仰敎團のF放と，太陽神信仰神殿の

怨たな円立という事件を再び取り上げるなら，以下のような考察も可能かも知れない。本

�中でも述べたように，アルラムによれば當初ザーブリスターン方面で貨�を發行してい

たネーザクシャーが，北方カーピシー/カーブル方面へと勢力を伸ばしたのを 6世紀の第 1

四R世紀のことと考えられるという。しかし上に見たようなカーピシーの再興とカーブル

の關係を考えるなら，このときネーザク勢力が據點を置いたのは果たしてカーピシーだっ

たのか，カーブルだったのか。カーピシー=ベグラームの第 III#の始まりは上述の如くは
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このような想定はもちろん假定に假定を重ねたものであるが，それでもほとんど謎に

�まれているイスラーム<以�のカーピシー/カーブル地域の歷	について今後，樣々な

斷片*材料を檢討する際に一つの手掛かりを提供してくれるだろう。少なくともこのよ

うに考えることによって，本�中で觸れたように時代や$料の性格によってその指し示

す位置が定まらない漢籍$料の罽賓の問題も，中心都市が時々のÈ境によって�代する，

というアフガニスタン東部，ヒンドゥークシュ山.南麓地域の特性と關連づけて理解す

ることができる。

このことは言うまでもなく，南アジア，西アジア，中央アジアの接する境界領域に位

置するカーブル (あるいは廣く東部アフガニスタン) の地勢とÈ境に深く關わっている (地

圖 3參照)。そこでは當然のことながら衣�<世界との�易活動が活發に行われていた。

玄奘ら中國僧も，あるいはアラブの地理學者も，カーピシー/カーブル地域における商

業活動の活發なH樣を描寫している。そのような地理學者の 1 人イスタフリーは，�揭

の如く 9世紀末から 10 世紀初めにかけて，カーブルのまちにムスリムとヒンドゥーとが

ともに暮らしていたことを報吿している。一方，パイマンによればテペ・ナーレンジ佛

敎寺院が最も擴張され發展した第二#は，サッファールpによる征vが行われた�後に

始まるという (Paiman and Alram 2013 : 73-78)。すなわちムスリム荏下において，あるい

はその後のヒンドゥーシャーの荏#においてカーブルに大規模な佛敎寺院が營まれて

いた時#があったことになるのである。さらに，そのような多樣な宗敎の混在だけでな

く，同地でイスラーム時代以�に發行された貨�には，パフラヴィー�字，バクトリア

�字，ブラフミー�字が用いられ，その銘�を讀む側の言語の多樣さが反映されている。

多樣な�<，信仰，言語を持つ者が活發な經濟活動こそが，政治勢力の�長と複雜に

絡み合いながら，東部アフガニスタンの大都市の變�の一つのバックグラウンドを形成

していた，と考えてもそう大きく過たないだろう。

以上のごとく，カーブルの歷	をどのようにとらえるかという觀點には，歷	と�<

やくても 6 世紀のことであり，さらに大發展をmげるのは西突厥がエフタル (Genuin

Hephthalites) に對してl利をおさめる 6 世紀Rば以影のことである。この時代*枠組み

は貨�から想定されるアルハンの西歸とおおよそ重なり合うように見える。一方これも上

述の如く，フュスマンはカーブルの�M佛敎9跡が增廣をÀけたのが軒竝み 5 世紀以影の

ことだと見ている。これがカーブルの經濟力の伸長を反映しているのであるなら，6 世紀

初頭に南から勢力を伸ばしたネーザクシャーが手に入れた可能性が高いのはカーブルの方

であったかもしれない。そこへ到來したアルハンは，カーピシー/カーブル地域の北の中心

であるカーピシーに據點を置き，そこからカーブルのネーザク勢力を屈vさせたのではな

かったか。カーブル北側の丘に位置するハイル・ハーナで神格の�代が生じたのは，まさ

にその結果とみることができるかもしれない。

↘

��代のカーブル

365 〔170〕



の接觸する場Lとしてのアフガニスタン，とりわけヒンドゥークシュ山.の南北，とい

うÈ境が大いに關わって來そうである。アレクサンダー・バーンズは別の箇Lで

人々は皆，カーブルが非常に古く，6000 年�からの都市だと言っている。カーブル

はかつてガズニとともにバーミヤーンにv屬していた。奇妙なことに狀況はç轉し，

11 世紀マフムードのもと，ガズニが大いなる都となった。そして今やカーブルがガ

ズニとバーミヤーンをしのいで一大都市となっている。(Burnes 1834 : i, 147-48)

と記しているが，ここまで述べてきたようなことがらが成り立つとすれば，バーンズは

はからずもこの地域の歷	È境の本質に言8していたと言えるのではなかろうか45)。

45) �揭のボンバーチ，ボズワースの兩者とも，ガズニが東部アフガニスタンの中心地となっ

たのは特殊な狀況の下でのことである，とø價していることには,�してよい。この點は

すでに稻葉 1994 にて論じたが，それにしてももともとカーピシー/カーブルとはG離も離

れ，古來別の國 (玄奘を例にとればT畢試と漕矩吒) を形成していたガズニが，たまたま

この大都市�代のサイクルに加わったことによって，自然È境以外のM素に左右されて都

市が興隆し衰�するというこの地域の歷	*特性が，よりsき彫りになったと言えるかも

知れない。
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(Google Map 提供地形圖をもとに作成)

地圖 3：南アジア・中央アジア・西アジアの接點としての東部アフガニスタン
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Kābul in the Premodern Period :

Historical Shifts of the Regional Center in Eastern Afghanistan

Minoru INABA

There is much obscurity in the history, especially the pre-modern history, of Kabul,

the present capital of the Islamic Republic of Afghanistan. In this paper, an attempt has

been made to elucidate as much as possible the history of the city from ancient times up to

the 18th century, by integrating the results of the researches on the literary sources, the

analyses of archaeological materials, and numismatic studies. As a result, though still

provisional, the following conclusions have been attained : 1) In eastern Afghanistan, the

regional center shifted according to the politico-military setting among three historical

cities, that is, Kābul, Kāpiśī, which was located at the archaeological site of Begram about

50 km by map to the north of Kābul, and Ghazni, which is located 140 km to the southwest

of Kābul and flourished from the end of the 10th century as the royal capital of the

Ghaznavid empire. 2) Those shifts of the politico-economic center of the region had

been related to the geographical circumstances characterized by presumably limited

agricultural production and enormously vigorous mercantile activities.




