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聖地アタバー ト参詣考

守 川 知 子
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Ⅰ.はじめに

アラビア牛島に位置するメッカはムスリムにとって最も重要な聖地であり,毎年ヒジ

ュラ暦第12月に行われるメッカ-の巡縫 (-ツジ)は彼らの宗教的義務 (五行)の一つ

として廉く認識されている｡イスラーム第一の聖地がメッカであることは言うまでもな

いが,シーア派ムスリムにとっては,メッカやメディナ以外にも幾つかの聖地が存在す

る｡それはすなわち,シーア派歴代のイマームの墓のことである｡今日,シーア派の中

の主流派として,イランやイラクに多数その信徒が暮らしているのは十二イマーム ･シ

ーアと呼ばれる一派である｡十二イマーム派の重要な聖地を例にとると,初代イマーム,

Àlib.Ab舌Ta1ib(661年波)の眠るナジャフ,第三代イマーム,tlusaynb.Àlib.

AbiTalib(680年波)の殉教地であるか レバラ-,第八代イマーム,Àlia1-Ri乏豆(818

年波)の墓廟のあるマシュ- ドなどが挙げられよう｡イマームの墓の他,｢イマームザ

-デ｣と呼ばれるイマームの子孫たちの墓所もまた,イランを中心に各地に存在する.

これらのイマーム廟やイマームザ-デがシーア派聖地とみなされる｡

墓廟への参詣を主膿 とする聖地巡薩は,アラビア語では ｢ズイヤーラ (zllyaJra)｣と

呼ばれ,先の全ムスリムの宗教的義務であるメッカへの ｢-ツジ (bLqji)｣とは厳密に
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東 方 尊 報

直別されている｡日本語においても,一般的に,-ツジには ｢巡元豊｣の語が,またズイ

ヤーラには ｢参詣｣の語が充てられており,アラビア語に封鷹させた用法 となっており,

本稿 もこれに準 じる｡

本稿では,シーア派ムスリムの墓参詣 (ズィヤーラ)を考察するが,封象とするのは

シーア派聖地の中でも,｢アタバー ト (̀Atabat)｣と線種される,イラクにある四ヶ牌

の聖地であるOアタバー トには,上述のナジャフとカルバラーに加え,バグダー ド近郊

のカーズィマインと,バグダー ド北方のティグリス河畔に位置するサーマッラーが含ま

れる(1)｡カーズィマインには,第七代イマーム,Mds豆al -Ka写im (799年波)と第九代

イマーム,Muhammada1-Jav哀d(835年波)の墓があり,サーマッラーには第十代イ

マーム, Àlia1-H豆di(868年波)と第十一代イマーム,pasanal-̀Askari(874年波)

の墓および第十二代イマーム,Muhammada1-Mahdiの ｢幽隠 (ghayba)の場所｣が

存在するoすなわち,イラクのこれら四ヶ所のシーア派聖地を巡ることで,十二イマー

ム ･シーア派ムスリムは,十二人の歴代イマームのうち六人のイマームの墓と最後のイ

マーム ･マフディーのガイバの場所の参詣を成就させることになる｡なかでもフサイン

が殉死 したカルバラ--の参詣は,法学者らによって ｢シーア派ムスリムにとっての義

務 (far去)｣[Bah訂i:164]と明言され,メッカ巡薩と同等の宗教的義務行篤 として認識

されている｡そのためこの地を参詣し,イマーム殉教の悲劇をその場所で悼むことは,

シーア派の人々の切薫な煩いであり緯けた(2)O

アタバー ト参詣の歴史については未だ不明な鮎が多いが,本稿が対象とする19世紀に

は,アタバー ト参詣が他のどの時代にも槍 して隆盛を極め,特にイランからアタバート

-参詣する人々の数が増大 した｡アタバー トは1534年以降,一貫 してスンナ派国家であ

るオスマン朝の支配下にあり額けたにもかかわらず,19世紀にイランからの参詣者が増

加 した背景には,1.サフアヴイー朝 (1501-1722)以降,イランでシーア派信仰が根

付 き,歴代シーア派イマームの重要性が曝 したこと(3),2.18世紀末に成立 したガ-ジ

(1)｢アタバート｣とは,アラビア語の ｢̀ataba(敷居 ･門口の意)｣の複数形であり,ベル

シア語の ｢豆stan｣と同義である｡またメッカのことを ｢Makkaa1-mukarrama｣とい

うように,正式には ｢̀Atab豆ta1--豆1iy豆t(至高なるアタバート)｣と呼ばれるO本稿で

は,アタバートはイラクのシーア派四聖地を指すものとみなすが,19世紀の諸史料では,

｢アタバート｣は狭義にはカルバラ- (あるいはカルバラーとナジャフ)のみを指して

いたと考えられる事例も存在する [Adib:136,139;MATD:1316/35/8/30;BOA.DH-

MU王:48/58]｡

(2)イマーム廟参詣の理論的側面については,Nakash1995;吉田 2004を参照｡
(3) 19世紀には,7サイン哀悼儀扉豊や各地のイマーム廟やイマームザ-デ参詣が盛んになっ

たことが指摘されている [Momen:143;Aghaie2004]Oサフアヴイー朝期のシーア派

信仰の浸透については,守川 1997を参照されたい｡
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聖地アタバート参詣者

ヤール朝 (1796-1925)のもとで,イランではある程度の政治的安定が賛現 し,またイ

ラクでは1831年にオスマン政府によって在地のマムルーク政権が暦され,中央政府の統

制が可能となったこと,3.1823年と1847年の二度にわたる,オスマン-ガ-ジャール

両政府間のエルズルム候約の締結によって国際政治状況が安定したこと,4.織道や蒸

気船といった近代交通網や通信施設が整備され,大量輸速が可能となったこと,といっ

た政治 ･社食状況の改善が考えられる｡

ここで,アタバー ト参詣者数の推移を見ておこう｡18世紀初頭のベルシア語年代記の

記述によると,メッカ巡而豊者やアタバー ト参詣者が例年以上に多かったとされる年で1

商人,このうち3000人がメッカ巡鰻者であると記されているため,残 りの7000人がアタ

バー ト参詣者とみなされる [Kh豆tdn豆badi:553]｡また,18世紀末期では,イランから

イラクへの参詣者数は3商人と見積 もられるが,時期による壁動があり,ワッ--ブ派

の畳頭や飢鐘によってイラクが混乱した1800年前後には,5000-1商人にまで減少 した

と侍えられている [Nieuwenhuis:49]｡同株に,19世紀初頭では,通常は1-2常人,

多いときで3商人の参詣者がいたと言われる [Dupre:178] ｡

他方,19世紀後年の統計では,1848-52年のいずれかの年の数値として,成人男性の

みで年間52,969人がイラン-イラク国境を通過したという数字が奉げられる [HurSid:

93]｡同史料によると,この数字には女性や子供の数が含まれておらず,後者の人々を

含めると,年間10常人以上が陸路でイラン国境を通過し,イラク-と向かったとされる｡

｢年間10常人以上｣という数字は,他史料でも度々言及されており [Issawi:129;̀A乏ud:

175],昔時のアタバー ト参詣者数としては,信頼のおける値だとみなすことができる｡

比較のために同時代のメッカ巡而豊者等の数字を見てみると,19世紀後年のイランから

のメッカ巡穏者は1000-8000人,イラン園内の聖地であるマシュ- ド参詣者は5-lo寓

人とされている(4)｡これらの数字から,19世紀後年には,イランからのメッカ巡穏者の

数は比較的少ないままである一方,イラン園内のマンュ- ド参詣者とほぼ同数の参詣者

が,国外のシーア派聖地であるイラクのアタバート-参詣しているという事章が確認さ

れるのである｡

また,19世紀後年のイランの人口は900商人前後であったことから [Gilbar1976:125

-144],上で見たように年間10寓人のアタバー ト参詣者がいたとすると,毎年人口のお

よそ1%の人々がアタバー トへ参詣に出かけていたことになる｡

(4)メッカ巡薩者の数値としては,Jàfariy豆n:181の他,坂本 1992:195;MATD:1316/
32/15;Lorimer:Ⅰ/2351を,またマシュ-ド参詣者の数値としては,Mu'tamin:238-
239を参照のこと｡
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普時これほど大勢の人々がアタバートを参詣していたにもかかわらず,イランのシー

ア派ムス1)ムによるアタバー ト参詣を考察した研究は極めて少な((5),アタバー ト参詣

の賛態はまったくと言ってよいほど詳らかではない｡そのため,本稿は,特に19世紀に

焦鮎をあて,アタバート参詣の様相を一次史料から可能な限り抽出し,昔時のアタバー

ト参詣がどのようなものであったのか,その筈態を具鰻的にかつ包括的に明らかにする

ことを目的とする｡

本稿で主として用いる史料はベルシア語の施行記であるが,これまで族行記史料を中

心に扱った研究はほとんどないため,ここで若干の解説を行っておく｡ベルシア語族行

記は,19世紀にガ-ジャール朝宮廷の関係者らによって書かれたものが多く,国王以下,

貴顔が馨って執筆 した(6)｡300鮎近 く確認される昔時の施行記の大半は,平易なベルシ

ア語を用いて,族の出磯から鯨郷までを日記形式で記している｡内容は,｢〇月△目口

に到着｣という形式に始まり,出磯と到着の時間,移動距離,地理的状況,族の手段や

方法,食事や休憩,物債や運賃といった諸経費,宿の状況,町の様子 (人口･特産品な

ど),土地の為政者や有力者の状況,景観,遺跡や建造物など,旗中で見聞することす

べてがそこに記載されている｡

19世紀に執筆されたこのようなベルシア語族行記史料の中には,｢巡扉豊施行記｣とで

も呼ぶべきものがおよそ80鮎存在する｡その年数はメッカおよびメディナ-の巡鰻記で

あるが,繭聖地以外にも,イラクのアタバート,イラン園内のマシュ- ドやゴムといっ

たシーア派歴代イマームの墓廟-の参詣 (ズィヤーラ)を封象とした施行記が確認され

る｡｢巡鰻施行記｣の主たる執筆の目的は,｢巡扉豊者や参詣者の益となるよう｣な ｢指南

書｣を著すことであるため,他の施行記とは異なり,巡鰻時の問題鮎,巡薩の日程,巡

扉豊の封象,路中の宿泊施設,行路上の安全性や トラブルの説明などに主眼が置かれてい

る｡｢巡穏施行記｣は,圭として19世紀後年のN豆Pira1-DinShah(在位1848-96)期に

急槍 し,20世紀に入ってからも数多く執筆されている｡しかしながら目的地が一定であ

るため,時代が下るにつれ内容の目新しさが失われ,史料的慣値が低下するという傾向

は否めない｡このような史料的制約もまた,本稿が封象時代を19世紀に限定する析以と

なっている｡

さて,｢巡鰹族行記｣の中に含まれる 『アタバー ト参詣記 Safama-ma-yiEAtaba-t』は,

ガ-ジャール朝期全髄を通じて,現在のところ19鮎が確認されるOこの19鮎はアタバー

(5) 唯一,N申iral-DinShahのアタバート参詣施行記を扱った研究として,小牧 1991が
奉げられるO

(6) ガ-ジャール朝時代の施行記史料の概要については,守川 2001を参照のこと｡
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卜参詣路のみを酎象としたものである｡それとは別に,メッカ巡示豊とアタバー ト参詣を

兼ねた施行記も17鮎存在するが,この後者の施行記については,メッカ巡薩に重きが置

かれる場合が多いため,本稿では補助的な利用にとどまる｡また,先に挙げた19鮎の

『アタバー ト参詣記』のうち,19世紀のものは13鮎であり,うち2鮎は筆者未入手のた

め,11鮎が本稿での主要史料 として扱われる(7)0

以上のベルシア語族行記史料に加えて,常時のアタバートやイランからの参詣者の桂

子を博える,より客観的な史料として,オスマン語,欧米諸語,日本語で執筆された施

行記を利用する｡また,イラン外務省および トルコ組理府オスマン文書館に残されてい

る外交文書や内政文書なども重要な第一次史料であり,本稿ではそれらも適宜参照する｡

ⅠⅠ.アタバー ト-の族- イランからイラクへ

19世紀中葉には,オスマン朝によるイラクの直接統治が約一世紀ぶりに再開したが,

それと相前後してガ-ジャール朝イランとオスマン朝間で二度のエルズルム候約が締結

されたことにより,両国の関係が改善し,地域政治の安定化が賛現した｡なかでも1847

年に調印された第二次エルズルム候約では,アタバート-参詣するイラン人シーア派ム

スリムに酎して,オスマン朝が保護 と安全を保障することが公的に確認された鮎は重要

である(8)0

地域情勢の安定とシーア派参詣者への配慮が保障された結果,19世紀中葉以降,年間

およそ10商人と見積もられるほど多数のイラン人がアタバートへ参詣するようになった｡

特に,旅行記史料に見られるように,19世紀後年には貴族や政府高官の参詣が槍加した

ことは,この時代の特徴の一つである｡

本章では,昔時のアタバー ト参詣族行はどのような形で行われていたのかという鮎を

明らかにすべ く,イランからイラクのアタバートへの参詣者らの移動に焦鮎をあて,具

髄的に検討する｡

(7)11鮎の史料は,年代の古いものから順に,著者不明のRu-zna-ma(1272/1856年),Adib

al-Mulk(1273/1857年),À乏ud al-Mulk(1284/1867年),Ⅰ̀ti申m al-Mulk(1285/

1868年),N串ir al-Din Shah(1287/1871年),Ni写豆m al-̀Ulam豆(1288/1871年),

Mirz豆MuhandisQajar(1302/1884-85年),Fakhral-Mulk(1304/1887年),Sadid

al-Saltana(1316/1898年),Mishk豆t a1-Sul申n(1317/1900年),Saf豆 al-Saltana
(1318/1900年)である｡これらの中でも史料的慣値の高いものについては,表1におい

て取り上げた｡

(8)同候約第七修 [GAIU:Ⅰ/480-481]｡
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1.ルー ト

イランからアタバー トに向かう場合,そのルー トは必ずしも多 くはない｡イランから

の主要なアタバー ト参詣路は,大 きく分けて陸路 と海路の二通 りである｡

(1) 陸路

陸路の場合,イラン各地の参詣者は,必ずケルマ-ンシャーを経由する｡ケルマ-ン

シャーに至るまでのルー トは様々であるが,例えばテヘランからの場合は,まずゴム方

面- と南下 し(9),そこから西進 して-マダーンやマラーエル地方を経由 し(10),ケルマ-

ンシャーへ と向かう｡またタプリーズなど北西部アゼルバイジャン地方からの参詣者は,

南下 してクルデイスターン地方や-マダーンを通ってケルマ-ンシャーへ と向かう(ll)0

(9) チ-ランから出費する大牛の施行者は,途中レイやゴムといった聖廟のある町を通過す

るが,これは,ゴムのファーティマ廟をも参詣の封象として足をのばしているためであ

ろうO-方で,アタバート参詣の線路の場合は,ケルマ-ンシャーとテヘランをほぼ一

直線に最短距離で結ぶ小さな村落経由のルートをとり,ゴムを通らないことが多い｡

(10) この地方の主要都市として-マダーンが奉げられるが,この地には立ち寄る場合と立ち

寄らない場合があるため,参詣街道上の都市としての重要性は低いと思われる｡

(ll)FakhraLMulkは,サナンダジュから-マダーンへ向かう際に,途中のDihgulanから

Qurva閲にある村落地帯について,｢これらの村々は夏貸地であり,至高なるアタバートノ
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他方,ヤズ ドやケルマ-ンといったイラン南東部からは,エスフア--ン,ロレスター

ン地方を経由してケルマ-ンシャー- と向かい(1功,北東部ホラーサーン方面からの参詣

者は,ニーシャープールやセムナ-ンを通ってテヘラン-至 り,そこからテヘラン磯の

参詣者 らと同様のルー トを採 る(13).何れにせ よ,ケルマ-ンシャーに向かうまでのイラ

ン国内のルー トは,途中の町や村落の大 きさに関係な く,その最短距離を探 るケースが

多い(14)｡

ところで,ケルマ-ンシャーは,アタバー ト参詣者の集結地鮎 となっているが,これ

は,後述のようにケルマ-ンシャーからQaSr-iShirinを通るルー トにのみ,オスマ ン

政府の入管施設や税関があったためである｡アタバー トへ向かう参詣者 らは,一棟にみ

な,ケルマ-ンシャーに数 日間滞在 し,国境越えとアタバー ト参詣旅行の最終準備を行

っている(15)｡族行記には,町の様子が詳細に描かれるが,ケルマ-ンシャー州長官によ

る,この地域-髄の安全確保についても詳 しく述べ られている場合が多い｡すなわち,

この地方は参詣者 らの族の準備地 としての重要性のみならず,国境に近いということか

らくる,参詣者の安全面においても,極めて重要な意味を持っていたことが理解される｡

アタバー ト参詣が活性化 した19世紀後年のケルマ-ンシャー州長官(1ゆは妹腕家 として名

＼を訪れるアゼルバイジャンの参詣者らの道は,大半がこの地を通っている｣[Fakhr:105]

と述べているoDihgulanやQurvaは,タプリーズからウルミエ湖東岸を通り,Bunab

- Miy豆n-iDu豆b- Sh豆hinDiz- Tak豆b- B如rと南下してきた際に交差する地鮎

であり,QurvaからSunqurを通ってさらに南下すると,ビーソトゥ-ンに出る｡

(12)RVI:II/1229;吉田:482参照.

個 17世紀にエス7ア--ンがサフアヴイー朝の首都であったときには,ホラーサーン方面

の参詣者は,エスフア--ンを経由していたことが知られる [シャルダン:144-145]｡

(14) アタバー トからの蹄路は,逆にケルマ-ンシャーで参詣者たちは三々五々に蹄路につく

[Ferrier:27 ] ｡

(15)往路においては,時間的鎗裕がなく,一ヶ所に二泊以上滞在 していないFakhr a1-

Mulkは,ケルマ-ンシャーでは,｢不足している族の用品を購入するために｣二泊 し

ている [Fakhr:23]｡昔時のケルマ-ンシャーは,物債が安く品数も豊富であったよう

で,参詣者らにとっては良い町であった [Ru-zna-ma:28]oケルマ-ンシャーで族裳を

調えるために数泊したⅠ̀ti!豆m al-Mulkは,この町の繁栄は項鮎に達しており,バーザ
ールや店舗にはあらゆる種類の品物が溢れていて,費り買いの人々でバーザールの中は

歩くのも困難だと述べている [Ⅰ̀tiS云m:60161]O

(16)Im豆mQuliMirz豆Ìm豆da1-Dawla:ca.1230-1292(1814/15-1875)oFatb ÀliSh豆hの

息子であるMubammadÀliMirz云DawlatShahの六番目の息子01268/1851-52年に

ケルマ-ンシャー州長官になり,翌年 ｢̀Im豆dal-Dawla｣の稀境を得る｡1275/1858-

59年にはロレスターン州も合わせて統治し,1280年に再度,ケルマ-ンシャーとニ--

ヴァンド長官に就任 した｡1290/1873年のN豆!iral-DinShahの訪欧に参加｡席国後,
司法長官に任じられる｡1291/1874年には三度目のケルマ-ンシャー州とクルデイスタ

ーン州の長官となる [sulaym豆ni:112-113]o長きにわたってケルマ-ンシャーを統治

し,町の繁栄に姦力 したため,ケルマ-ンシャーの中心部は,彼の碑銘にちなみ,

｢̀Im豆diya｣と呼ばれることもあった｡
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高 く,参詣者 らは安心 してこの地域を通過することができたようである(川｡

ケルマ-ンシャーで最後の準備 を行った参詣者 らは,一路,イラク国境- と向かうO

ケルマ-ンシャーから国境 までは,M豆hidasht-Har血豆bad-Kirind-Miy豆n-i T豆q

(Pa･yiT豆q)-Sar-iPu1-i写uh豆bといった宿場を通る一本道の院路 となってお り,五

日間でイラン側の国境の町ガスレ ･シーリーンに到着する｡ガスレ ･シー T)-ンからは,

一 日行程のところに,オスマン側最初の町であるKh豆naqinがある.陸路の場合,イラ

ンからイラク-の入 り口は,この町 しかない｡常時の--ナキーンは,数百軒の店があ

る町で,オスマン政府の税関と検疫所が設置されており,イランからの参詣者や商人ら

は必ずここで通行責を購入 し,検疫のために一定期間滞在することが義務づけられてい

た｡

アタバー ト参詣者のおよそ八割は,このケルマ-ンシャー---ナキーン ･ルー トを

利用すると言われている｡そこには,エスフア--ン,-マダーン,ホラーサーン,タ

プ リーズ,チ-ラン,ラシュ ト,ヤズ ド,ゴム,シーラーズ,マ-ザンダラーン,ガズ

ヴイーン,ボルージェル ド,バクー,ウル ミエ,アルダビール,ケルマ-ンシャーなど,

イランのほぼ全域およびザカフカ-スや中央アジアからの参詣者たちが含 まれた(18)0

(2) 海路

海路の利用者は,ベルシア漕沿岸部の参詣者が中心となる｡参詣者は,パ ンダレ ･ア

ッパースやブ-シェフル といった主要な港町から船に乗 り,時にバーレーンなどを経由

しつつイラク-と向かう｡イラク側の入 り口はバスラであり,ここで通行詮を購入 し,

Sha号ta1-̀Arab川を遡ってナジャフやバグダー ドへと向かう(1g)｡

(17)1268年Shavv豆1月11日 (1852年7月29日)付の官報によると,Ìm豆da1-Dawlaのケル

マ-ンシャー赴任後,治安は安定して盗月戎が減り,オスマン領へ散らばっていたゾ--

ブの住民が自畿的に戻ってきたと博えられる [RVI:Ⅰ/457]｡同株に,この時期の官報

では,ケルマ-ンシャーの安全が常に謳われ,商人や族行者らを守るべく衛兵や屯所が

街道上に設けられる事例が数多 く見受けられる [RVI:Ⅰ/426,434,446,562-563,568,

575,652,672,ⅠⅠ/1078,1100,1109,1157,1165,1198,1208,1565,1576etc.]｡

(18) Saad:545;Cuinet:16;Lorimer:Ⅰ/2358-59参照｡なおこのルートはイラン人に限らず,

中央アジアやアフガニスタンからの参詣者らも利用 していたが [Bellew:455,468;
saad:533],これらは数の上でも少数であると同時に,本稿の主題から外れるので割愛

するDちなみに,表 1に挙げた9人の参詣者は,Sadida1-Saltana(表 1-8)の蹄路
の場合を除き,すべて陸路で移動している｡

(19) ファールス地方の人々は,陸路ではなく海路を利用していたようである [RVI:II/

1337;Kazirdni:326-329]｡政壁によりイランからの亡命を除儀なくされたRiゑ豆Quli
Mirzaの族行記は,イラン脱出から以降およそ牛年分の記述を放いているため族の詳

細は不明であるが,彼ら一行はシーラーズから7-ゼスターン地方に行き,ホッラムシ

ャフルからバスラへと向かっている [Ri乏豆:164-168]oただし,先に見たように,シー

ラーズ出身者の場合は,陸路を利用する者もいるO
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海路では,船で移動するため,陸路に比べて移動の日数は大幅に短縮 されている｡例

えば,アタバー トからの線路,海路を利用 したSadida1-Saltanaは,バスラからブ-シ

ェフルまでわずか一 日で,またパ ンダレ･アッパースまではブ-シェフルでの二日間の

滞在を入れて五 日間で到着 しているeo)O船旅は時間の短縮 という面において,陸路に比

してはるかに致率的であったにもかかわらず,イラン人参詣者の場合,船を利用する者

は極端に少なかった糾.これは,内陸ルー トを主流 とするイランの地形的環境が大 きな

理由であると考えられることに加え,昔時の大型船が,イギリスやオランダ, トルコの

船籍 となっていたこととも無関係ではないようである世功｡なぜなら,イラン人は,イギ

リス船籍の一等には ｢船を汚す｣ といった理由で乗船を拒否され,貧弱な船の二等席や

三等席にす し詰め状態にされると博えられており [Sadid:347;Ta1ibi:423-424],その

ような乗船時の劣悪な環境が,イラン人参詣者を海路の利用から遠ざけたことは想像に

難 くないからである｡

寮際イラン人の側 も,｢船は不衛生 (najasat)であり,錐破の危険がある｣として船

伽)Sadid:3471349｡しかし,バグダードからバスラまでは,夏場でティグリス川の水量が

減っていたために10日間を費やした [Sadid:24ト245]oこの他,イスタンブールから

アナト1)ア,イラクを経由してインドへ向かった Àl王Bekは,10月15日にバスラを出

覆し,ム-ンマラ (現ホッラムシャフル),フアオ,ブ-シェフル,パンダレ･レンゲ

を経由して,18日にはパンダレ･アッパースに到着している｡ボンベイに到着したのも

同月26日のことである [̀Å1壬:99-107]｡ちなみに,明治32年 (1899年)にベルシア探検

旗行に出かけた富永豊吉は,孟買 (ムンバイ)から英国印度汽船航海骨社の所有する船

に乗り,ブシール (ブ-シェフル)に上陸したO富永によると,ムンバイとバスラを往

復する同社の汽船は五俄あり,毎週木曜日にムンバイを出磯し,カラチ,グワ一ドル,

マスカット,パンダレ･アッパース,レンゲ,ブ-シェフル,フアオ,ム-ンマラを経

てバスラに至るという｡また,船は1494船室を数えるにもかかわらず,上等船客は富永

一人であったと言う [富永:26-27]｡この客の少なさは,著者も述べているように,7

月中旬という,インド洋ではモンスーンの季節に嘗たっていたことも関係しよう｡20世

紀初頭には,ボンベイからバグダードまで14日間で到着する場合もあったというので

[Lorimer:ⅠⅠ/829],後述のように国境まで一ケ月を要する陸路に比して,如何に海路

は時間的な短縮が可能であったか知れる｡

(21) 19世紀末にイラクを訪れるシーア派参詣者のうち,バスラを経由しているのは,全髄の

約一割のみである [cuinet:16;Lorimer:Ⅰ/2358-59]｡Cuinetの博えるこの統計は,

｢pelerinspersans｣として封象者がみな一様に扱われているが,中にはおそらくインド

系シーア派ムスリムの参詣者もいると推察されるため,イラン人の数はさらに少なくな

るであろう｡一方,バスラに上陸した参詣者数として,1904-1905年の冬季の統計が存

在 し,それによると,10月-579人,11月-352人,12月-1139人,1月-1709人,2

月-1204人,3月-1526人,合計6,509人であり,これ以外の月にはほとんど参詣者は

いなかった [Lorimer:Ⅰ/2359]｡

(22) 1862年にティグリス川では,Lynch兄弟らイギリス人によってバグダードとバスラを

結ぶ定期航路が開かれた｡19世紀末のティグリス川を航行する船籍とその船賃について

は,Sadid:340が詳しい｡
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旗を敬遠 しているC3)｡それ とは別 に,｢イラン人は船が苦手であった｣ という外国人に

よる指摘 もあるように伽,常時のイラン人の中では船族を行 う者は非常に稀であ り,ア

タバー ト参詣者の場合は,大半が陸路を利用 し,海路の利用者は極めて少なかったと言

<表 1>ベルシア語旅行記史料による19世紀後年のアタバート参詣旅行

著者名 月/日(午) 職 年齢 出/蘇 アタバートでの参詣,経路 (滞在日数) 同行者

1? 10/2-3/10 ? フ Tihr豆n Kaz(3)-Sam(4)-Kaz(3)-Kar(4).家族

(R虎之na-ma) (1855-56) (廷臣) -Naj(22)-Kar(14?)-Naj(3)-Ear(3日-Kaz (18人?)

2Adib 9/14-2/22 廷臣 28Tihr豆n Bag/Kaz (10)-Sam(6)-Kaz(14)友人.徒者

a1-Mulk (1856-57) -Kar(12)- Naj(12)-Kar(8)-Kaz/Bag(8) (24人)

3 À2ud 3/19-9/8 廷臣 45Tihran Kaz(7)-Kar(3)-Naj(8)-Kar(23)部下

a1-Mulk (1867) -Kaz(7)-Sam(3)

4Ⅰ̀tis云m lop-10? 外務 42Tihr豆n Kaz(10)-Sam(3)-Kar(40)-Naj?

a1-Mulk ~ (1867デー68)官僚 (40)-Kar

5N豆sir 9/16-2/21 君主 40Tihr豆n Bag(5)-Kaz(1)-Kar(5)-Naj(5)後宮.部下

a1-Din (1870-71) -Kar(4)-Bag(5)-Sam(3)

6Niz云m 12/18-7? 詩人 ? Tabriz Bag/Kaz-Ear-Naj-Ear-Kaz/友人

a1-̀Ulama (1871-72) Bag-Sam

7Fakhr 10/13-4/16 廷臣 25Tihr豆n Kaz(1)-Kar(20)-Naj(9)-Kar(5)友人｣家族

aトMulk (1886-87) -Ka等(4).-Sam(3)-Kaz(6) (25人)

8Sadid 6/8-9/ll 地方 25Tihr豆n/Kaz(3)-Kar(5)-Naj(20)-Kar(4)母親 .姪

a1-Saltana (1898) 官僚 Bandar -Kaz(18)-Bag(1)

9Mishk豆t 9/15-3/31 詩人 28Tabriz Kaz(3)-鑑ar(31)-Naj(21)-Kar母親 .おば

略鍍 :Bag-Baghd戻d,Kaz-K豆写imayn,Kar-Karbaは,Naj-Najaf,Sam-S豆marr豆

¢3) TI-r:110｡ベルシア潜を航行する巡穫船や貨物船がベルシア湾で難破 したことを博える

記事は,19世紀を通じてイラン政府覆行の官報に散見され,例えばイスタンブールから

の巡扉豊船がロードス島で嵐に遭遇し,停泊を除儀なくされたという記事など,船舶に関

してはイラン人頭者の不安を煽るような記事が多い [RVI:Ⅰ/300,683]｡

(24) Jàfariy豆n:183｡イラン人が船を苦手としていたことは,欧米人の施行記からも窺われ

る｡19世紀から20世紀初頭にかけてイランを訪れた欧米人らは,イラン人が船族を極度

に恐れる棟 を描いているが [In串fp缶r:149-150],中で も1806年にイランを訪れた

Jaubertは,イラン人の交易が不活畿な原因の一つとして,イラン人が海に射して抱い

ている嫌悪感に言及している｡すなわち,｢彼らは,一番簡軍な手法である航海に比べ

て,最も乾燥 し不毛で,最も危険な砂漠の道を通ることを好むほどまでに [海への嫌悪

感を]抱いている｡このような嫌気が,非常に古くからあり深 く根を下ろした偏見だと

は言わぬにしても,海の族行の話になると,これほど勇敢な人々が物怖じするのを理解

することは困難であろう｣と [Jaubert:218]｡
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えるのである¢句｡

(3) その他のルー ト

この他,イラン人参詣者の中には,メッカ巡薩を兼ねてアタバー トを参詣する者 も少

なからずいる｡メッカ巡扉豊を兼ねる場合,アタバートを通過するルートは二つ存在する｡

一つは,ナジャフとメディナを結ぶアラビア牛島を縦断するルー トであり,もう一つは,

アレッポやダマスクスといったシリアの諸都市からイラクに至るルートである｡これら

については本稿の主題から外れるため,ここでは扱わない｡

2.施行の時期

全ムスリムにとっての義務として時節の定められているメッカ巡薩と異なり,アタバ

ート-の参詣は年中可能であり,特に時節の定めはない｡しかしながら諸史料を見てい

ると,参詣の時期にも一定の傾向が見られる｡

まずもって注目されるのが,表 1に見られるように,施行記執筆者の多くは,9月や

10月といった秋口にイランを出磯 している鮎である鮒｡これは,掻氏50度にもなるイラ

クの夏の暑さを避けるためであると考えるのが自然であろう [BS:1300/64-65]｡これ

については,9月にテヘランを出覆 してアタバート参詣に出かけたAdiba1-Mulk(義

1-2)の例が参考になる｡彼は,1273年Mubarram月13日 (1856年9月14日)にテヘ

ラン郊外の避暑地ニヤーヴァラーンを嶺つに際し,｢ア-シューラ- (Mu桓rram月10

日)が過ぎれば,気候は穏やか (mùtadil)になるに違いない｣[Adib:4]と述べてお

り,秋が施行に最適な季節であったことを窺わせる｡また,秋は ｢イラン人参詣者の参

詣シーズン｣[̀Al王:68]との言及や,イラク側の統計において,冬季になるとシーア派

参詣者の往来で大幅にイラクの人口が増加すると記されていることから [Lorimer:ⅠⅠ/

967],秋から冬にかけての施行が多かったと考えられる｡さらに,19世紀末の--ナキ

ーンの検疫官による報告では,イラン人参詣者のイラクへの来訪は4月末から始まり,

但5)イラン人の中で船旗を利用したのは,アタバート参詣者よりもむしろ,ベルシア湾岸か

らジッダを経由してメッカ巡頑豊に向かう巡薩者であったoさらに前注21のバスラ経由の

アタバート参詣者の中では,イラン人以上にインドからの参詣者が,ベルシア潜を航行

する船をよく利用していたと考えられる｡

e6) ちなみに,表 1に挙げた旅行記著者らのヒジュラ暦での出礎日はそれぞれ,1.Ru-Z-

na-maの著者-1272年Mubarram月20日,2,Adiba1-Mulk-1273年Mutlarram月14
日,3.À乏udaLMulk-1283年写白a1-qàda月12日,4.Ⅰ̀tig豆m al-Mulk-不明,5.
N豆申ral-DinShah11287年Jum豆daII月19日,6.Ni写豆ma1-̀Ulam豆-1288年Shavv豆1
月5日,7･Fakhral-Mulk-1304年Mubarram月15日,8.Sadfda1-Saltana-1316年
Mubarram月18日,9.Mishk豆tal-Sult戻n-1317年Jum豆d豆I月10日である｡
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8月から11月にかけては多 く,12月になると少なくなると言われている｡なかでも9月

と10月には非常に大勢の参詣者が--ナキーン検疫所に結集するが,上蓮の月以外には,

参詣者 も商人もほとんど往来がなかった [Saad:533,537]｡これらのことから,秋が

イラン人参詣者の施行シーズンであると考えることに問題はなかろう糾｡

大方のアタバー ト参詣者に見られるように,秋にイランを出覆 し,春に麻郷するとい

う日程は,線路,異冬にザグロス山脈を越えざるを得ない｡陸路でのアタバー ト版行の

厳 しさはこの鮎にある｡賓際,何人かの旅行記著者は異冬の行軍の困難さを記しており,

吹雪の中で散歩先も見えず,馬の飛節まで雪に埋もれ,目的地-の到着 も大幅に遅れて

いる｡道は陸路で,参詣者のキャラバンが行き交うことも難 しく,キャラバンと出くわ

す度に通り過ぎるまでに一時間ほどかかり,積荷や輿が何度 も落下 したという¢8)｡この

ように吹雪の中で立ち往生する事例は多数あるにもかかわらず,秋口のイラン出磯がよ

り多 く確認されるのは,酷暑 となるイラクの暑さよりも,雪中での族のほうがまだしも

容易とみなされたことを印象づける｡

もっとも,夏にアタバー トへ施行する例 もわずかながら確認される｡施行記の著者の

中では,À乏udaトMulk(表 1-3)やSadidal-Saltana(表 1-8)が異夏にアタバ

ー トを訪れているが, À乏udal-Mulkの場合は,国王Na!ira1-DinSh豆hがサーマッラ

ー-寄進するレンガを運搬するという任務を負っての施行であり,時期に関して不平を

述べ られるような立場ではないQg'｡Sadidal-Saltanaはベルシア湾岸のブ-シェフル出

身であり,彼のアタバー ト参詣は,前年ブ-シェフルからテヘラン経由でマシュ- ドを

参詣 し,その後一旦テ-ランに戻ってから,故郷に蘇る前にアタバー ト-立ち寄るとい

う形式をとっている｡彼自身が湾岸の出身者であることから,もともと暑さに遁鷹力が

あった可能性や日程上の都合があった側面は否定し得ない｡それゆえ,これらの事例は,

参詣施行の時期を検討する際には例外的なものと言える｡

夏にイラクを訪れる場合,イラン人参詣者も欧米人施行者 もともに,その暑さに射し

て閉口しており紺,異夏の参詣は決 して安易ではなかった様子が窺える｡加えて,夏の

(27) イランからの参詣者がイラクを訪れる時期が秋冬に集中することに関しては,遺櫨を運

搬しシーア派聖地に移葬するというアタバート参詣のもう一つの側面において,より顕

著に見られる事案であるが,この問題については別稿を用意する｡

(28) Adib:262-274;Fakhr:68,80,881980
(29)寄進用の黄金レンガは,1283年初には完成していたようであるが,À乏udal-Mulkがア

タバートへと出畿したのは,同年末の写da1-qàda月12日 (1867年3月19日)のことで
あり,異夏をイラクで過ごし,9月に蹄京した｡

(30) 6月7日にケルマ-ンシャーを嶺ち,バグダードへと向かったHarrisは,｢地球上の

この地域での夏とは,すなわち極度の暑さを意味している｣とし,｢バグダードに近づ/
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施行の問題鮎は,気温の高さや害虫のみならず,日中の暑さを避けて夜間移動すること

からくる,道中の危険性であった｡すなわち夜間の行軍は,道を見失ったり,盗月戎や追

剥ぎに襲撃されたりするなど,参詣族行最大の関門でもあったのである｡このような施

行上の危険性ゆえに,イランからの参詣者は,気候の面からも安全性の面からも旅行に

不通切な夏にイラクを訪れるのではなく,秋や冬を選んで行動していたと考えられる｡

秋冬の他にアタバー ト参詣者が多 くなる時期は,ア-シューラ-関連のときである｡

19世紀中葉にオスマン政府役人としてイラン国境附近の状況を査察 したHurSidPaSaは,

--ナキーンでの入管者の統計を提示 した上で,イランからの参詣者が多 くなる時期に

ついて言及している｡彼によると,アリーがム-ンマ ドから後系医者に指名されたとする

｢ガディール ･フンムの日｣LZaa1-bijja月18日)や,カルバラーでフサインが殉教 した

｢ア-シューラーの日｣(Mubarram月10日)には,より多くの参詣者がイラクを訪れ,

この時期はわずか-～二ヶ月の閲で5常人もの入国があるという [Hur亭主d:93].彼の

現地調査に基づ く,--ナキーンを通過したイラン人参詣者や商人の一年間の統計を見

てみると,財務暦 EylG1月には17,052人,またTesrin-ievvel月には19,614人と,他の

月の約十倍,年間組計の七割 ものイラン人が一度にイラクに入国していることが明らか

となる [表 2およびグラフ参月fi]｡この時期のア-シューラーは,ヒジュラ暦1265年を

例にとると,財務暦 Tesr̂ln-isani月14日 (1849年11月26日)となっておりC1),ア-シュ

ーラーと秋の施行シーズンが重なっているため,普段以上に大勢のイラン人がこの時期

にイラクを訪れたのであろう｡それとは讐相即勺に,表 2を見ても明らかなように,この

年は秋以外の季節には税関を通過する族行者の数が極めて少なく,アタバー ト参詣者は

あまりいなかったようである｡また普段は人口35,000-40,000人のカルバラーは,ア-

＼くにつれて,夜でさえも暑く息苦しい｣として,夏の施行の困難な様子を述べている｡

また,日中進むキャラバンはいないことをも記し,この時の行軍は,眠気,暑さ,-エ

や害虫,食事の問題,すぐに熱くなってしまう水のために,最大の試練だったと言う

[Harris:263,270,277]｡Petersは,6月の日陰にして華氏114度を越えるイラクの暑さ

とハエの多きに閉口し [Peters:II/3101312],4月初旬にバグダードを出畿したFer-
rierは,テントの内部で楕氏35度を越える気温と,-エや蚊に摘まされている [Fer-

rier:4]｡夏は暑さだけではなく,害虫の季節でもあったために休息もままならず,施

行は困難を極めたようである [Bellew:442]｡
(31)ここではNasiri:95に基づき,｢1265年｣という年代を挙げておくO財務暦1265年Eyla1

月は,ヒジュラ暦1265年Shavv豆1月25日から_Zda1-qàda月25B,および西暦1849年9
月13日から10月12日に相普する｡もっとも,同書の執筆年は不明であるため,Nasiri
氏が何をもってこの日付を算出されたかはわからない｡なお,グラフ中の棒グラフ榛の

数字は,商人 ･参詣者,ラバ追いの紙数を,折れ線グラフ上の斜髄の数字は動物の組数

を表すOまた写本･校訂ともに,Eyla1月の動物の紙数は1,870となっているが,合計数

からの逆算および同月の商人 ･参詣者数から18,700の誤りとみなした [HurSl̂d:92]｡
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<表 2およびグラフ>ハ-ナキーンの月別検疫所通過者および騎乗 ･荷連用動物数

商人.参詣者 (a) ラバ追い(b) 計 (a+b) 動物

Mart 1,122 284 1,406 2,190

Nisan 1,830 304 2,134 3,087

MaylS 3,060 229 3,289 3,330

Haziran 1,267 154 1,421 2,0ケ2

Temmuz 658 161 819 1,256

A豆ustos 1,093 88 1,181 1,320

EylQl 17,052 701 17,753 18,700

Te芦r王n-ievVe1 19,614 669 20,283 20,384

Te芦rl̂n-isまni 3,826 64 3,890 4,025

Kanan-1eVVel 2,617 150 2,767 3,857

K急nan-1San̂1 669 254 923 2,429

Subat 161 290 451 1,406

⊂::::=コ Tl.(-SLl
匹;冠 】 商 人 .参詣者
一･｢㌻･. 動 物

25000

20000

15000

10000

5000

O

Mart NISan MaylS Hazlran Temrnuz Agustos Eyllユl Te亨rh-1 Te亨rin-1 K畠nGn-1 Kanan-1 Subat
evvel sani evvel sani

シューラーには外囲やイランやインドなどからやって来る参詣者で20商人に膨れ上がる

と言われており [Siyâ41at:127-128],ア-シューラ一時のか レバラ-参詣の人気ぶ りが

窺える｡

ア-シューラ-以外には,フサイン殉教の四十 日忌にあたる ｢アルバイーンの 日｣
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(Safar月20日)に参詣者の増加が見込まれる(32'｡シーア派-ディース集によると,フサ

イン廟参詣は,ア-シューラーやアルバイーンに加え,毎木曜 日の晩 (shab-ijumà),

Rajab月朔日,Shàban月15日 (nima-yiShàban)の夜,Rama乏豆n月全般,犠牲祭前

日および昔日 (茎Ga1-tlijja月 9日10日)に行うことに功徳があると博えられている｡ナ

ジャフのアリー廟を参詣するのにもまた,同じように年間を通 じて通 した日がいくつか

設定されており,これらを勘案すると,理屈の上ではアタバー ト参詣は年中可能であり,

いつでも功徳があるとされていたことがわかる8頚｡

ところでHur芦idPa芦aの博える先述のイラク入管者の中には,アタバー トを経由して

メッカ巡鰻に出かける者 もいたと考えられる｡メディナとナジャフをつなぐアラビア牛

島縦断ルー トは,メッカ巡扉豊の主要ルー トの一つであり,イラン人にとってメッカ巡鎧

とアタバー ト参詣を同時に行うことのできる好都合なルー トであった｡このルー トを利

用する場合,参詣者はメッカ巡東豊に合わせて日程を組み,いつナジャフを出磯するかと

いうことから逆算 して,先にアタバー トを参詣 した｡メッカに向けてナジャフを出礎す

る日取 りは写缶al-qàda月 5日頃に定められている [Najm:183]O しかしながら賓際に

は,19世紀後年には,アタバー ト参詣とメッカ巡薩を兼ねる者は,その行路上の危険性

および不便さゆえに極めて少ないため,ここではさほど重要視 しない(34｡

(32) Fakhra1-Mulkは,1304年Muharram月15日にテ-ランを出襲しているが,二日行程
を一日で行くなど無理をしながらも,｢カルバラーでアルバイーンの参詣に浴す｣よう

族をしている [Fakhr:2,26]｡通常アルバイーンのカルバラ-参詣は,日程設定の利便

性から,メッカ巡絶後の鯨岡途上に行われることが多かったO

朗)19世紀末の--ナキーン検疫撃師は,イラン人参詣者の往来は原則以下の四期に分けら

れるとする01.犠牲察 (写dalやijja月10日),2.7サイン殉教日 (Mutlarram月10日),

3.アルバイーン (Safar月20日),4.一般参詣 (AdzZlaret/pelerinageordinaire)oこ
の中で最後の ｢一般参詣｣は,ム-ツラム月の20日後に,フサインの首がカルバラーに

戻ったことを記念する税目であると言うが,フサインの首の埋葬地には諸説があり,ア

ルバイーンとの混同があると思われるものの,案際には何を指しているのか不明である｡

(34)ナジャフからメッカ巡薩に旅立つ巡扉豊者の敵は正確には把握できないが,1844年とされ

る文書では,｢ナジャフでイラン人のメッカ巡薩者が集合するのを待っているが,今年

の巡薩者は少なく,100人ほどであろう｣とされている [GAIU:III/517-518]｡また,

既述のように,19世紀後半のイランからのメッカ巡鎧者の数は全髄でさえも数千人であ

り,鋳造や汽船の畿達した同時期においては黒海-イスタンブール ･ルートが主流とな

っため,アタバート経由で陸路メッカ巡元豊に向かう者の敦はさらに少なく,アタバート

参詣者全髄のうちのごく一部を占めるに過ぎか ､と考えられる0-万,Safar月にはカ

ルバラーでメッカ巡薩から掃ってきた人物に合う事例も多く [Fakhr:41,43],巡元豊の

蹄路にアタバートに向かう例は,前者に比べると多かったようである｡いずれにせよ,

同ルートは危険かつベ ドウィンによる被害も多かったため,情報が行き渡り,大量輸速

が可能となった19世紀後年には,メッカ巡頑豊とアタバート参詣を共に行うのではなく,

雨着は分けて行われることが多かったと推察される｡
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以上のことから,イラン人のアタバー ト参詣は,メッカ巡鰻 とは異なり,理論上は時

節の定めがない上,シーア派-ディース集においては,アタバー ト参詣に功徳のある日

がほぼ通年にわたって設定されているという理由から,一年中いつでも参詣が可能であ

った0-万で,シーア派ムスリムにとって重要なア-シューラーやアルバイーンには,

営然普段よりも多 くの参詣者の往来があったと考えられる｡さらに,施行記の著者たち

は,道中で行 き交うイランからの別の参詣者たちの存在について頻繁に言及 しており,

参詣者の多 くなる季節はあったものの,参詣は年中行われていたと考えるほうが安昔で

あろう(39｡にもかかわらず,先に見たように,諸史料から抽出される賛際のデータは秋

冬の旅行を多 く侍えている｡このことから昔時のアタバー ト参詣は,ひとえにイラクの

気候上の便宜を考えて日程が組まれていたと言うことができ,そこからは,施行に最適

な時節を考えて行動する参詣者の姿が浮かび上がってくるのである｡

3.施行の期間

彼 らはどの くらいの時間をかけて,アタバー トを参詣 しているのであろうか｡史料の

制約上,チ-ランやタプ リーズからの例 しか挙げられないが,これらの主要都市からは,

大髄一ケ月でイラク国境附近まで到達 している(36)｡往路 と復路を合わせると,移動には

およそ二ヶ月かかっていることになる｡

(35)1271年Shavv豆1月27El(1855年 7月13日)付の官報では,キャンガ-ヴァルでは,杏

日イラン各地からのアタバート参詣者ら50-60人が往来すると記す [RVI:ⅠⅠ/1456] ｡

同様に,翌年の?afar月2日 (10月14日)にキャンガ-ヴァルに至ったRu-znaTmaの著

者は,大勢の参詣者らがカルバラーから戻ってきたと記している [Ru-zna-ma:25]｡こ

の場合,彼らは夏から秋にかけてイラクを訪れていたと考えられるが,一方,暦の月日

から判断するに,ア-シューラーが関係していたとも考えられよう｡

(36)衰1の著者たちが--ナキーンに到着した日を挙げると,1.Ru-zna-maの著者-1272年

Safar月16日ごろ,2.Adiba1-Mulk-1273年Safar月19日ごろ,3.̀A主uda1-Mulk-

1284年M可larram月5日,4.Ⅰ̀ti串m a1-Mulk-不明,5.N豆Pira1-DinShah-1287年

Shàb豆n月21日,6･Ni写豆m al-̀Ulama一不明,7.Fakhral-Mulk-1304年Safar月11

日,8.Sadid a1-Saltana-1316年safar月14日,9.Mishk豆t al-Su】軍n-1317年
Jum豆d豆II月8日である｡この他Ferrierは,4月2日にバグダードを出覆 し,5月3

日にテ-ランに到着 した [Ferrier:3,50 ]osafaa1-Saltanaは,1318年Rajab月 5日
(1900年10月29日)にテ-ランを出費し,同月26日にケルマ-ンシャーに到着,4日間

滞在し,Shàb豆n月8日に--ナキーンに至り,15日 (12月8日)にバグダード近郊に

到着した [saf豆:752-768]｡また,古川は,｢土耳其バグダッドヨリ第蘭 [テ-ラン]

ニ至る者-,バグダッド六日,波土国境-ナキー [ハ-ナキーン]七日,ケルマンシャ

-ン六日,-マダン九日,第蘭府一計廿八日｣と記す [古川:125-126]｡なお,テヘラ

ンからバグダードまでは,およそ1000kmであり,ケルマ-ンシャーからカルバラーまで

は455kmである｡
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施行記史料によると,参詣者の多 くは早朝出覆 し,日没前には攻の宿泊地に到着 して

いる｡一 日の移動距離は大膿 5-77アルサング (30-40km)であり,5-10時間が移

動のために割かれている朗｡ もっとも,天候や 目的地までの距離,道の状況に合わせて

出畿時間の調整が行われる(38)｡

一方で,イラクでの滞在は二ヶ月から三ヶ月と,比較的長期にわたっている｡表 1か

らもわかるように,ベルシア語旅行記の著者たちは,イラクの四聖地を巡 り,それぞれ

の聖地に数 日から数週間留まり,イラクでの滞在に二-三ヶ月を要 した後にイラン-と

韓国する例が大牛である｡さらに長期間にわたってアタバー トに滞在する人々も少なか

らず存在 したが 9),そのような場合を除いても,彼 らの施行は全鰻的に長期滞在型とな

っている｡このことは後にも梱れるように,19世紀のイラン人シーア派ムスリムによる

アタバー ト参詣の重要な特徴の一つである｡

アタバー ト参詣が長期滞在型であることは,メッカ巡南豊と比較 しても明らかであろう｡

メッカ巡鰻の場合は,出磯から線図まで六ヶ月から七ヶ月を要するが,その大牛は移動

に費やされてお り,メッカやメディナでの滞在は合わせて一ケ月にも満たない(40)｡アタ

バー ト参詣とメッカ巡頑豊の閲には,イランから目的地までの距離に大 きな差があること

(37)一日の移動距離に関しては,ベルシア語族行記よりも欧米人旅行記の方が詳しい｡

N申iral-DinSh豆hのアタバート参詣族行については放程表も存在するが [Ra〉is:219-
226],これは,滞在地閲の距離が記されているにとどまり,君主の施行であると同時に

後宮を帯同しての旅行であったという鮎において,一般の参詣施行とは一線を童す｡昔

時のバグダードニテヘラン閲の移動距離と所要時間,道の状況を記したものとしては,

Ferrier:2-50が信頼に足る｡

(38) 雪の中では思うように移動できず,一日37アルサング,二日間でわずかに通常の一日

行程分を進む,といった場合もある [Fakhr:10,80-82]｡

(39) Fakhr a1-Mulkの同行者の一人は,春までアタバートに滞在する漁定だと言い,

FakhraトMulkとは締りの行動を共にしない [Fakhr:54]｡候件は異なるが,イスタ

ンブールからイラクに入り,バグダードからバスラへと向かったAb白Ta1ibの場合は,

バグダードを滞在撹鮎とし,カルバラ-,ナジャフ (2日),サーマッラー (2日)を

参詣して,イラク滞在は全膿で44日かかっている [T豆1ibi:422]｡
(40) 同時代にイランからメッカ巡鎧を行ったFar豆haniやAminal-2arbは,テヘランやタ

ブ1)-ズを出磯 してから鯨京するまでに七ヶ月かかっている [Farah豆ni,Mahdavi:

52]｡甲二usam a1-Saltanaは,メディナからの線路エルサレムやカイロに立ち寄ってい

るため九ヶ月以上を要し,Amina1-Dawlaのメッカ巡絶旅行は,サドル職罷免後のこ

とで政雫を避け,髄調不良を理由にゆったりとしたものであるため,ほぼ九ヶ月を要し

ている lpus豆m,Amin]｡これらは,カスピ海からロシア領を通って黒海に抜け,そし

てイスタンブール,シリアからメッカへと向かう,昔時の主要なメッカ巡繕ルートを利

用したものであるOこの他,イラン人の利用は少数ではあるが,ベルシア湾のブ-シェ

フルやパンダレ･アッパースなどからヒジャーズへと向かうルートもあり,この場合は

海路によるアタバート参詣同様,時間は短縮されたものと思われる｡19世紀のメッカ巡

躍路については,坂本 2000:66-73を参照されたい｡
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は言うまでもなく,そのような距離的な差に比して,両者の時間的な差はほとんど見ら

れない｡このことはすなわち,アタバート-の参詣者 らは聖地に滞在する際に時間を費

やすという,聖地滞在型の施行を行っていることに接っているのである｡

また,アタバー ト参詣施行が長期化するもう一つの理由として,行路の問題を指摘し

ておきたい｡先にも見たように,海路を利用したアタバー ト参詣は,数 日から二週間程

度でベルシア湾岸からバグダー ドまで移動できるため,日程は大幅に短縮されているO

しかしながら,アタバー ト参詣者の大牛が利用する陸路の場合は,出嶺地に擦るものの,

チ-ランの場合でイラク国境まで優に一ケ月はかかり,海路の数倍を移動に要 している｡

陸路において海路以上に時間がかかる理由については,後述する移動手段の問題がある｡

以上のことをまとめると,イラン国内からのアタバー ト参詣は,最低でも往復の移動

に二ヶ月はかかり,さらに四聖地を巡るというイラクでの滞在に二ヶ月前後を費やさざ

るを得ないことから,施行全髄では少なくとも四ヶ月を要 したと思われるが 1),ベルシ

ア語参詣施行記の傾向から判断すると,滞在期間はさらに長期化 しており,アタバー ト

参詣のために,大方の人々は旅立ちから蹄図まで,午年前後をかけていた｡

4.参詣者の形態

アタバー ト-の参詣は,個人で行 くものではなく,家族や知人 ･友人らと連れ立って

出かける場合が多かった(4め｡上で見たように,施行期間が長いという特徴が,一人族を

行いにくくさせていたもっともな理由として挙げられよう｡加えて,家族や知己ととも

に行動するだけではなく,メッカ巡示豊同様,アタバー ト参詣の放路において,参詣者は

集圏で行動 していた｡例えば,1854年に一時期禁止されていたアタバー ト参詣が解禁さ

れたとき,ケルマ-ンシャー州長官は,イラン国内から集まってきた大勢の参詣者たち

(41)Ⅰ̀t廃ma1-Mulkはアタバート参詣のために,｢三-四ヶ月｣の休暇を外務大臣に願い出

ているが [Ⅰ̀ti!豆m:ⅩⅩ],彼は諸般の事情からすぐに緑園せずに,アタバートに長期逗
留していた｡

(42)表 1参照Oこの他にも,RuJzna-maの著者によると,アタバートへの族の始まりに出合

った高官は,自身の妻と母親と兄弟の妻を連れてきたと述べている [Ru-zna-ma:22]O

例外は,1910年にアタバートへ放したKh抗 であり,彼の場合は,ナジャフに馴染みが

あったとはいえ,誰にも知らせることなく,アゼルバイジャンのホイから徒歩で二ヵ月

牛にわたって,一人でアタバートへ向かっている｡しかし,彼の一人旗に封しては,追

中,安全ではない場所として有名なクルデイスターンを通過した際に,クルドたちが著

者の畢掲施行に封して驚きの馨をあげたということからも,極めて珍しい事例であるこ

とがわかる [Khti'f:492]Oまた,Fakhra1-Mulkは,彼の知り合いの高官が五人 (う

ち三人は召使)だけでアタバートまでやってきた話を博えているが [Fakhr:68],集圏

行動を取っていなかったかどうかは不明である｡
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に卸して,｢参詣者たちは,秩序なく散らばって別々に行 くことのないように｡そうで

はなく,常に五百人程度で一緒になって行 くように｡絶封に百人以下になってはならな

い｣と命じ,さらに月曜日と木曜日を参詣者たちの出嶺の日と定め,銃兵を配備 し,兵

士らに旅行者を警護 させながらケルマ-ンシャーを出畿させている [RVI:II/1232,

1246]｡また施行記史料において,多 くの著者が道中で行き交う参詣者たちのことを,

その出身地域名を冠 して ｢○○からの参詣者たち (zuvv豆r-ifulan)｣と明記 している

鮎も,彼らが集圏で行動していたという事賓を補強する(43)｡

興味深いことに,出身地ごとの集圏となった参詣者らは,道中で他の地域の参詣者ら

と合流 しながら進んでいった｡例えばある参詣者は,タプリーズを出馨し,途中,アゼ

ルバイジャン近郊の町々の参詣者との合流を経て,テヘランやエスフア--ンといった

イラン中央部からの参詣者と合流 していく様子を詳細に記している｡彼は,ケルマ-ン

シャーを過ぎて,国境へと近づ く数 日間を,｢ここ数日,神のご加護において,ファー

ルスとトルコの参詣者 (zuvvar-ifirsvaturk)が途絶えることなく往来している｣と

表現している｡ここでの ｢ファールスとトルコ｣は,アゼリー系 トルコ人であろうと推

察される著者の出自を考えると,｢ファールス｣がベルシア語を母語とするイラン系の

人々であり,｢トルコ｣がアゼリー ･トルコ語を母語とするトルコ系の人々を指し示し,

この両者によって,おそらくイラン領内の住民全髄を表すと考えてよかろう｡彼は最終

的に,国境附近の町ケレンドにてホラーサーン族圏と合流した上で,国境を越えてアタ

バー トへと向かっている [Mishkat:16-51]｡すなわち,アタバー ト参詣者 らは,各集

落や都市から数十～数百人の集圏 [Mishkat:46]として出磯 し,その後他地域の参詣

者らと合流しながら,国境-向かって進んでいくのである｡

特にケルマ-ンシャーの一行程手前にあるビーソトゥ-ンは,アタバートへ向かう参

詣者のみならず,線図途上の参詣者らが行き交うために非常に往来が激しかったようで

あり,

今日はあらゆる種類からなる大勢の参詣者らが至高なるカルバラーから戻ってくる

のが見られた｡一緒にやってきた参詣者たちの中にも,エスフア--ン,アラーク,

シールヴァ-ンといった他の諸地域からの者たちもある程度含まれていた｡今日の

(43)ベルシア語旅行記中に奉げられる参詣者集圏の出身地である地名 (Turkを除く)には,

以下のものがある:Turk,Shir豆Z,Tihran,Khur豆S豆n,Kirman,Iefahan,Hamadan,
Qum,K豆sh豆n,Tabriz,Shaki,Sham豆khi[以上 À加d:114,179,202]｡Marand,Qar一

豆b豆gh,Turk,Tihr豆n,Astar豆bad,Q白chan,Khur豆san,friv豆n,Ardabil,Yazd,Rasht,

Qum,̀Ir豆q(Ar豆k),Ⅰ!fahan,Shir豆Z[以上Mishk豆t:22,25,37,45,47-49,51,53T55,57,
62]｡
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道 は,まるで金曜 日の Àbda1-̀A写im様 [の墓廟-]の道の ようで あった(4㌔

[Fakhr:21]

と言われている｡このように,各地の参詣者を吸収 していく参詣者集圏は,国境附近で

は数千人規模にまで達することもあった(45)｡

参詣者はイランを出国し,イラクに入国する時鮎から,今度は集圏で行動することが

奨励され,ときには義務付けられさえしていたようである｡Ru～zna-maの著者は,1000

人ほどの参詣者らとともに--ナキーンで検疫を受けていた際の様子を博えている｡

夕刻一時間が過ぎ,甲usaynEfendi[--ナキーン郡長]が,以下のことのために

ÀliAghaswdastaを遮ってきた｡すなわち,｢参詣者らのうち200人ほどが出畿 し

たいと望んでいる｡一部は検疫を終えているが,道はさほど安全ではなく,我々に

は彼らに同行させ,またあなた方 [後覆除]にも同様にするほどの数の騎兵はいな

い｡遅れた参詣者 らに人を造って,彼 らを止めるようにして ください｣｡私 もまた

人を遣わして,彼 らが留まるよう知らしめた｡我々は規則 より一日多 く滞在 L的,

参詣者 らが集まり,全員が揃うようにしたo(中略)六日目に--ナキーンを出磯

したが,同行の参詣者はおよそ2000人であった｡[Ru-zna-ma:34-35]

ここで述べられているように,--ナキーンでの検疫時には,すでに2000人ほどの参

詣者が国境に集まっており,彼 らの道中の護衛のために,オスマン朝の役人から,全員

が集圏で行動するよう要請されている｡この状況は時代を経ても饗わらず,Fakhra1-

Mulkはガスレ･シーリーンから長官の騎兵とともに,輿や馬すべて一緒に出費 してい

る [Fakhr:30]｡さらにイラク内ではより厳格に,参詣者 らは共に移動するよう求め

られたようで,タプリーズ出身のMishkatal-Sul申nはシーラーズやテヘランなどの参

(44) Àbdal-̀A字im廟は,チ-ラン南郊の奮都市レイにあり,テヘランから数時間で行くこ
とのできるイマームザ-デであるO19世紀のベルシア語族行記の著者たちは,ほとんど

例外なく,テヘランを出立あるいは入京する直前に,必ずこの地で一泊しているO

Àbda1-̀A芋im廟-の参詣もまた,19世紀には盛んになっていたようであり,首都テヘ
ランへの地理的な利便性からも,昔時のイラン国内で最も賑わいを見せた参詣地の一つ

と考えられる｡

(45)Bellewは,マ-ヒ-ダシュトで,カルバラーから韓国する大キャラバンに遭遇するが,

その数は2000頭ものラバ,ラクダ,ロバと大勢の男女からなるものであり,目視される

敦分前から,昔によってその到来が橡測できたとしている｡彼の一行は,この最大規模

のキャラバンと行き交うのに優に30分は要した [Bellew:441-442]｡
(46) 昔時の検疫期間は五日間と定められていた｡
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話者 らとともに,カルバラーからナジャフに向かっている [Mishkat:62].このように,

イラクに入ると,オスマン朝側による参詣者らの ｢安全管理｣という側面から,イラン

人参詣者は集圏で行動せざるを得なかった｡

ところでメッガ巡薩の場合,｢amiral一匝jj｣と呼ばれる巡躍園長が巡薩キャラバンを

組織するのが通例であり,よく知られたシリアからメッカ-の行程のみならず,ナジャ

フからアラビア牛島を縦断 しメディナへ向かう巡示豊者たちにも,彼らを取 りまとめる人

物がいた [Tl-rI91･94].このような事例から,アタバー ト参詣においても,イラン人

参詣者らをアタバー ト- と導 く道案内 (あるいは馬子)が存在 していたと推察される｡

道中のすべてを同じ馬子や馬丁が同行したのかどうかは不明であるが,おそらくテヘラ

ンやケルマ-ンシャー,バグダー ドといった主要都市間には存在 したと考えてよかろう

的｡ しかしながら,現段階では参詣者集圏を組織する旅行業者の存在や参詣の呼びかけ

を行う腐報や記事は管見の限り見普たらず,馬子が道案内を兼ねていたということが確

認されるにすぎない｡

また,女性の参詣について附言しておくと,史料には女性のみの参詣事例はほとんど

現れない｡この時代,女性が革猫で施行する自由はなく,女性は基本的に,家族に連れ

られて参詣を行っていた｡表 1に示 したように,ベルシア語族行記の高官たちの参詣賛

施年齢は若い一方,彼 らは妻子や母親 といった身内の女性を連れてアタバー ト参詣を行

っているということが,その事賓を加害に語っている(4功｡

(47)Fakhra1-Mulkは,muka-rtとmihtarという語を使っているが,muka-n-の場合には,

長距離移動や道案内を兼ねていたのかもしれない [Fakhr:85,91]Oまた,Sadida1-

Saltanaは,テヘランからケルマ-ンシャーに向かう際に,彼をマシュハ ドからテヘラ
ンへと連れて行ったmuka-n-が,バーレーンの参詣者を連れてケルマ-ンシャーからテ

-ランに向かっている途中に遭遇している [Sadid:305]Oこのmuka-n-は,マシュ-

ドニテヘラン-ケルマ-ンシャーを往復する馬子であったことは明らかである｡また,

サレ･ポルのキャラバンサライでは,アタバートから韓国した300-400人の参詣者集圏

が休息していたが,その内辞は,ほとんどが-マグ-ンやテヘランやタプリーズのトル

コ系の人々であり,ラバ追いの大半はトルコマンであったという例や,ケルマ-ンシャ

ーからバグダードまでの道のりを,荷運用に借りたラバのアラブ人併有者に案内させて

いる例があることから [Harris:264,280],おそらくは,馬やラバの持ち主が借り手に

同行し,案内役として先導していたのであろう｡この他,道案内をする者が ｢Mirak-

hor(<ml-r-a-khur)｣と呼ばれている事例も存在する [Bellew:405-407,415-416]｡さ

らに,19世紀末と20世紀初頭の西洋人の報告書においては,シーア派参詣者集園は,

｢chえvush(園長)｣と呼ばれる先導者と,きらびやかな衣装を身に纏い,道を見失わな

いよう鈴をつけた馬に先導されていたと言われる [cuinet:14;Lorimer:Ⅰ/2358]｡エ
ジプトの死者の街の例では,参詣者集圏は,地縁に掠らない ｢幕｣を結成していたよう

であるが [大稔 1999:161],イランからのアタバート参詣の場合は,上で見るように

地線である｡

(48)極めて例外的な事例として,テヘランからアタバート参詣に訪れた41個の輿 (mibmal)/
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5.宿泊

参詣者 らの宿泊形態は様々である｡高官である施行記の著者たちは,町では民家を賃

貸する例が多 く見受けられる｡この場合,先に人を遣わし,どの民家が通常か探 させ,

そして主人である彼 らが到着すると,その民家を間借 りするという形態をとる｡参詣ル

ー ト上に位置 している町や村では,施行者が到着すると,自宅に族行者を泊めようと激

しい争奪戦が繰 り贋げられることもあった [Harris:269]｡

一方で,遁普な民家が見つからない村などにおいては,キャラバ ンサライを利用する

こともあった｡イラン-イラクの街道上には,一日行程ごとにキャラバ ンサライが建設

されていた｡特に,ビーソトゥ-ンのキャラバンサライは数十の小部屋を備え規模 も大

きかったため,参詣者 らに人気があ り,いつ も参詣者 らで溢れかえっていた lRu-Z-

na-ma;26;Mishkat:38]O

キャラバ ンサライが混雑 しているときには,貴族階級である彼 らは野営を好んだよう

で,野にテントを張って宿営 している [Adib:254]｡NaSira1-DinSh豆hのように,級

宮をも帯同した大析帯の場合は野営を常としていたが,一般の人々の場合は,宿を借 り

たり,野営をしたりしていた(49).イラン園内ではあまり確認されないが,イラクではモ

スクに宿泊することが可能な場合 もあった60)O

施行記の著者である高官たちは,各地で崩壊の危機に瀕 しているキャラバ ンサライの

惨状を憂い,早急に修理が施されることを強 く望んでいる61)｡既述のように,一 日あた

りに進む距離が大膿決まっていたのも,この嘗時イランとイラクを結ぶ商業 ･参詣ルー

トは出来上がっており,キャラバ ンの進行状況に合わせて各地にキャラバ ンサライが設

＼に乗った82人の女性と,馬子 (q豆tirchi)や従者 (nawkar)である6人ほどの男性か

らなるほぼ女性のみの一国の存在が目撃されている [Adib:79]｡それとは別に,バグ

ダードに居住していた Àbb豆sMirz豆の母親は,NaSiraLDl-nShahがバグダードを訪

れた際に,｢七年カーズイマインには来ていない｣｢十年カルバラーに来ていない｣
[N豆Pir:103]と言って,王とともにカーズィマインやカルバラーへの参詣を行った｡
このように,たとえ王族であり,あるいはイラクに居住していたとしても,女性のみで

参詣を行う自由は,この普時なかったのである｡

㈹ ただし,イラクでは貴人の参詣者といえどもキャラバンサライを利用している例が散見

される｡特に,ムサイイブのキャラバンサライは規模も大きく,5000人を収容し得たた

めに,旅行者らに頻繁に利用されている [Adib:142]｡ムサイイブ以外にも,イラクの

キャラバンサライはいずれも200以上の人や馬を収容することができた [cuinet:15]｡

(50)Adib:170,172参照｡ターフア･モスクでは,時に参詣者があまりにも多く,屋根の上

で寝ることを除儀なくされる場合もあった [Riまえ:174]O

(51) Ru-zna-maの著者は,マ-ヒ-デシュトの崩壊しかかっているキャラバンサライについ

て,｢修理が必要である｡さもなくば参詣者らの往来は閉ざされてしまうであろう｣と

懸念を表明している [Ru-zna-ma:28].
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けられていたからである｡

ところで,一 日あたりにキャラバ ンや参言旨者集圏が進む距離は,ラクダや駄馬など荷

物を乗せた動物や,徒歩の参詣者 らが進むことのできる距離 となっているため,馬に乗

って移動する貴人らは,途中時間にゆとりのあることが多かった｡そのため,道中では

狩 りを行ったり,目的地に早 く到着 した場合には,観光に出かけたりしている｡観光地

としては,ビーソ トゥ-ンの磨崖碑文や,ケルマ-ンシャー郊外のTaq-iBustan,ガ

スレ･シーリーンの城砦などがあった｡基本的にはキャラバンは,一時間ほど進み,そ

の後一時間ほど小休憩を取 る, というのを繰 り返 し,途中日々の扉豊拝を行いながら目的

地に向かっていった｡

6.移動の手段

高位高官の場合 には,男性 は騎乗 して移動することが一般的であった伍刀.先述の

Hur芦idPa芦aの報告によると,年間52,969人の参詣者や商人のうち,大牛が馬に騎乗 し

てお り,徒歩の者は少ない, とされている [Hur芦id:93]｡一方女性の場合は,輿や塘

い寵に乗ることが主流であったが63),寵や輿に乗れないような悪路の場合は,女性 も馬

に乗 らざるを得ず,さらに道の状況が悪い場合には,男女を問わず徒歩で行動 していた

[Fakhr:80,90;Harris:273]｡

また既述のように,主 として陸路を利用 していたイラン人参詣者は,あまり船や汽車

には乗らず,イラクにおいても,徒歩かあるいは騎乗のままであった｡イラク園内には,

(52) おそらく,昔時の乗り物として,馬は男性用,女性は輿か塘い寵に乗り,ラバは荷物用

であったと考えられる｡例えばHarrisは,税関で生じたトラブルのために,自分の馬

と荷物用に契約したラバ追いのラバを取替えたが,この行為は周通の人々の噺笑を誘っ

た [Harris:267]Oこの他,気候の寒さから一旦は輿 (mibmal)に乗るものの,不慣

れさゆえに即座に馬に乗り換えたり [Ru-zna-ma:23],知人男性が侍女とともに一つの

輿 (kuj豆va)に乗っていたのを噺笑したりする例が見受けられる [Fakhr:11]｡後者

の場合,その噺笑が,男性が輿に乗っていることに向けられているのか,あるいは侍女

(kanizak)と一緒に乗っていることに向けられているのかは不明ではあるが,昔時の

一般的な傾向として,貴人は馬に乗り,女性は輿か拾い龍,荷物や貧しい者はラバ,そ

してさらに貧しい者は徒歩,と移動手段は階級や性差に鷹じて決まっていたと言えよう｡

(53)昔時の女性の乗り物は,二頭のラバの閲に吊り下げられた大きな箱で,一般に ｢takht-

irav云n｣と呼ばれるものであった｡また,一頭のラバの両脇に据えられたより小さめ

のものは,｢kuj豆va｣と呼ばれていたようであるOこれらの乗り物は,中の女性はバラ

ンスを崩さぬようじっとしていなければならず,極めて危険かつ居心地の悪いものであ

った [Sheil:98-99;Cuinet:14-15]｡このような女性用の乗り物は,20世紀に入ってか

らも蒐績しており,カルバラ-参詣は,男性は頑丈な杖を手に徒歩で向かう人々が多く,

女性はラバの両脇に据えられた天蓋付の寵に揺られて進んでいったという [Jebb:290]｡
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ティグ リス川やユーフラテス川 といった大河が畿達 してお り,博続的な筏 (quffa)や

近代式の大型船舶による定期航路が開かれていたことから船の移動 も考えられるのであ

るが,イラン人参詣者の大牢はイラクに入っても船を利用 していない｡ただ し,SaL

manb.F豆rsの墓 (後述)はティグリス川沿いのマダーインに位置 しているため,ここ

-はバグダー ドニバスラ間を結ぶ蒸気船などを利用 して移動 しているケースが見 られる

朗｡船の移動は,陸路 よりも時間的に短縮されるように思われるが,イラクの河川での

場合は必ずしもそうではなく,時に,風がないために必要以上に時間がかかる例や,漢

瀬で立ち往生する事例が散見される伍5)0

19世紀末には,バグダー ドとカルバラーやサーマッラー,バーターバを結ぶ街道には,

乗合の駅馬車があったが66),イラン人参詣者が利用 している例はほとんど確認されない｡

また,バグダー ドとカーズィマインを結ぶ道には,1870年に常時のバグダー ド州長官で

あったMid桓tPashaが路面電車を走 らせている｡この路面電車についても,その存在

に梱れているベルシア語旅行記はあるが,葦際に利用 した例はほとんど見営たらない(50｡

特にカルバラ一万両に行 く場合には,｢ベルシアの参詣者は馬をカーズィマインに置い

ていく｣[Lorimer:ⅠⅠ/968]と言われていることから,おそらく,カルバラ--は徒歩

で参詣 しようという意識があったのだろうと推測される6B)｡19世紀中葉にある英国人旅

(54) N豆Sir:991100;̀Al王‥81｡昔時,バグダードからバスラまでは,大型船の場合は片道4

日間ほどかかり [siyâbat:149],土地の小船の場合は,バスラからバグダー ドまでが
15-45日,バグダードからバスラまでは,5日ほどで到着する場合もあるものの大抵

10-30日を要した [Lorimer:II/832].19世紀初頭のAbtiTalibの場合で,バグダー

ドからバスラまで貨物船のようなもので8日間かかっている [Talibi:423-424]｡また,

bJレバラーからターフアまでを往復ともに船 (tarr豆da)で移動した例 として,Adib:
167-169,202,204,片道の例としてRu-zna-ma:42がある,他の施行者以上に船での移動

が多いのは,Sadida1-8altanaであるが,彼はベルシア湾岸の出身であり,『船舶用語

集(Is.tilaJba-i-ihishtt-)』と題す冴子を執筆していることから [Sadid:(ⅩⅩvi-xxvii)],船
に乗り慣れていたと考えられる｡あるいは彼はサーマッラーには立ち寄らず,全骨豊的に

長居をしていないことから,故郷へ戻るにあたって時間的制約があったのかもしれない｡

(55)前者についてはRu～zna-ma:47;Adl-b:167,169,後者についてはN豆gir:100-102;Jebb:
277-279;Sadid:342-344を参照のことo

(56)Sadid:3201321,324,336;Lorimer:II/827参照o

(57)例外的にこの電車を利用しているのはSadida1-Saltanaであり,バグダー ドニカーズ

イマイン間の運賃は2qamari(イラン通貨では10sh云hi)であった [sadid:340,341]0
19世紀後年のイランでは,列強諸国による鉄道敷設の試みが残されていたが,最初の政

道は,1888年にベルギーによって敷設されたテヘラン-アブ ドゥル ･アズイーム廟聞

(6マイル)のものであり [Issawi:155-156,177-194],イラクよりも若干遅れている｡

(58) 肯然,すべての参詣者が徒歩でカルバラーへ向かうわけではなく,ベルンア語族行記の

著者たちは高官であるため,馬で向かっている場合が多い [Adib:139;Fakhr:39-41]o

Sad1-dal-Saltanaは,カルバラーからナジャフまで乗合馬車を貸切 りで利用しているた/
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行家が遭遇 したバグダー ドからカルバラーへ向かう5000人ものキャラバンは,ある者は

馬に乗 り,ある者はラクダに乗 り,女性はラバに運ばれる据い寵や輿に乗っていたが,

大牛の者は徒歩であったとされている [Ussher:460]｡

このように,19世紀後年のイラクでは,街道の整備に伴い,近代的な乗 り物が普及 し

つつあったにもかかわらず,これらの乗 り物が普及 していなかったイランからのアタバ

ー ト参詣者は,徒歩や騎乗,あるいは輿 という昔ながらの移動手段で旗を行っていたの

である｡

7.費用

イラン人参詣者にとっての重要な関心事の一つに物債の問題がある(弼O彼 らにとって,

イラクの物債は比較的安かったようであるが,イラクでは,イラン人放行者に封 して商

人が不常に高 く頁 りつけたり,欺いたりすることが多かったために,放行者 らはイラク

商人の横暴さを頻繁に訴えている(60)0

＼め,他の施行者が数日かけるこの行程をわずか一日で移動している [sadid:326]O

(59) オスマン朝とガ-ジャール朝の通貨換算については,Sadidal-Saltanaが,｢オスマン

政府の銀貨 (maskdk-isafid)はmajidiであり,1majidiはイランの9qiranに相嘗

するO銅貨 (maskdk-isiy豆h)をqamariと呼び,4qamari牛がイランの1qir豆nに

相普する｣と述べるが,賛際の換算比率はもう少 し悪かったようである [sadid:

321,339-340]019世紀末のバスラでの貨幣相場についてはCuinet:253を,19世紀全般

にわたるイランとイギリスの貨幣交換比率についてはIssawi:343-345が,イランの通

貨の種類については古川:132が参考になる｡

佃 19世紀中葉のイランの物債は,6.5ポンド (約3キログラム-イランの重量単位 1マン

に相普)で,パン2ペンス,羊肉1シリング,牛肉5ペンス,日常3ペンスとされる

[sheil:219]｡同時期 (1851-1854年)のテヘランの食料などの物債に関しては,RVI:

I/143,196,236,652-653,782-783,II/869などを,また1847年冬のマ-ザンダラーンの物

債についてはAbbott:28-29を,1900年のイランの主要都市の物情および19世紀中葉か

ら後年にかけての諸都市の物債についてはIssawi:339-342;Gilbar1983:180-195を,

19世紀後年のイラン上流家庭の一日の支出 (綿額13qir豆n900din豆r)およびその内浮

の一例はMahdavi:195を参照のことoこれらとは別に,19世紀末のイラク (特にカー

ズィマイン)の物債についてはSadid:329に,穀類 ･肉･野菜 ･油 ･炭などの詳細な記

載がある｡参考までに一例を奉げると,19世紀後年のイランの物債は,1マンの肉が,

1851年-1200din戻r,1883年-2250dfn豆r,1898年-2500dl-narである｡一万,1895年
初夏のイラクのシャフラヴァ-ンでの物債として,オレンジ6個,米1/2ポンド,紅茶

2盃,玉葱 3個,肉1/2ポンドで,わずか 4ペンスとされている [Harris:289]｡
Fakhral-Mulkは,国境附近でアタバートから戻ってきた要石商と牛時間ほど話をし,

その中で物債について尋ねたところ,｢それほど高くはない｣との答えを得ている｡し

かし,彼はアタバートから蘇る間際になり,諸々の理由からカーズィマインでもう一泊

しなければならない事態に陥ったときには,滞在費用の高さを嘆いている [Fakhr:

33,71]｡
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以下に,イラクで必要 とされた諸経費を族行記から抽出してみよう(6O｡族の費用は,

主に,交通費や宿泊費,食費といった生活費,および通行護や検疫の代金 といったオス

マン政府領内で必ず支梯わなければならない諸税からなっている｡

例えば,1886年昔時のカルバラーの物債は, 1マンあたりのパ ン (n豆n)が1500ディ

ーナ-ル,ナジャフからもたらされる米は2000ディーナ-ル,油は良質の ものでなくと

も1トマンであった｡さらに,荒野に位置するカルバラーでは水は貴重な資源となり,

200ディーナ-ルで責られていた｡ しかも泥水-盃で250ディーナ-ル (5shahi),清水

だ と1000ディーナ-ル (1qiran)に跳ね上がった｡湯沸 し用の石炭が高慣なため,施

行者は牛馬の糞で代用せざるを得ないこともあった [Fakhr:12,39,43,45]｡ここで奉

げた金額は,同時期のイラン園内やイラクの他地域の物債と比較すると必ず しも廉債で

はないため,聖地であるがゆえの割高な値段設定になっていたのかもしれない｡ところ

で,このように詳細な物債が記されるのは,著者 Fakhral-Mulkが必要なものを現地

で調達するという姿勢を取っているためである｡しかし現地調達型は少数派で,先にも

見たように,一般的にはケルマ-ンシャーで必要なものを買い揃え,アタバー トに持参

する方法が取 られていた｡現地で物品を調達する場合は,道中の積荷が軽 くて済むとい

う利鮎がある一方,飢鮭の情報に一喜一憂 したり,必要な物資が不足 した り,と不便な

面 もある｡

交通費について見ると,チ-ランからイラクまでの交通費は-入営たり,あるいは荷

連用のラバ一頭嘗たりが10トマン強 といったところである(62)｡イラクでは,19世紀最末

期のカーズィマイン-カルバラ一問の駄馬代(BB)が9000ディーナ-ル,カルバ ラ--ナジ

(61) 初期の参詣施行記となる19世紀中葉のものからは,旅行の詳細な必要経費やイラクの物

慣などはわからない｡料金が細かく記されるようになるのは,19世紀未の施行記からで

ある｡

(62) Mishk豆ta1-Sult云nは,タプリーズからカルバラーまでの荷馬代を,一頭あたり11トマ
ンと記し [Mishkat:16],1905-06年にメッカ巡鰭の鯨路アタバートを経由したVazfr-i

Vaz豆yifは,カルバ ラーか らテヘランまで,輿23トマ ン,sar-nashinと積荷 を11
tdman5000din豆rで交渉している [vazir:226]Oこの他,1909年の段階で,ケルマ-

ンシャーからテ-ランまで290マイルの輪遮費は,所要20-25日間で 1マンあたり4

£であった [Issawi:195]Oまた20世紀初頭の別の統計資料に,バグダー ドから--ナ

キーン経由ケルマ-ンシャーまでのラバやラクダの代金が奉げられているが,1914年に

は 1マンあた り2250din豆rか ら時期 によってはその二倍の値であった [Issawi:
196,198,204]｡

(63) ちなみに,1905年には,ロバ代は7-10£であり,1889年統計より20%上昇した｡また

バグダードニカルバラ一間ではラクダやロバが利用され,バグダードニ--ナキーン閲

はラバのみであったという [Lorimer:ⅠⅠ/826]｡乗合馬車の運賃は,カーズィマイン-

カルバラ一間が一人1majidi(-9000dinar), バグダードニカルバラ一間が18人乗り
を貸し切って7tGm融12000din豆rであるので [sadid:335,326],駄馬代も運賃もほぼ
同程度であるとみなせよう｡

153 〔26〕



聖地アタバート参詣考

ヤフ間で4000ディーナ-ルであった [Sadid:322]｡一方の海路では,バスラか らブ-

シェフルまでは,一等30ルピー,二等15ルピー,甲板4ルピーであり,またパ ンダレ･ア

ッパースまでは,一等75ルピー,二等371/2ルピー,三等17ルピーとなっており,これ

に一日4ルピーの食事代が船賃には加算された [Cuinet:248]｡

宿泊代について書かれている史料はほとんどない｡一般の施行者が簡単に泊まること

のできるキャラバ ンサライの宿泊費はおそらくは無料であろうが,民家に滞在 した場合

には数千ディーナ-ルかかっている [sadid:330]｡

また,オスマン朝領内で参詣者は,通行譜代や検疫代,渡河代を支梯わなければなら

なかった｡通行鐙の携帯や検疫の履行は,オスマン政府によって19世紀中葉以降イラン

八旗行者に課せ られたものであり,その費用は19世紀中葉で3200ディーナ-ル,19世紀

末で5000-15000ディーナ-ルであった(64)｡さらに,川の多いイラクでは,必要に鷹 じ

て川を渡らなければならず,橋のない場牌では渡 しがあり,参詣者や積荷はボー トや筏

で運ばれたが¢9,Bàqdbaや Musayyibなどに設置された重要な橋の関所では,250デ

ィーナ-ルの通行税が必要であった｡イラクで必要となるこれらの諸税は,騎乗の者 と

徒歩の者で料金髄系に差がつけられ,基本的に徒歩の者の場合,通行讃代,検疫代 とと

もに通行税は無料 と考えられていた｡

以上,イラクで必要 とされる最小限の支出として,Riizna-maの著者は,｢土産や宿

泊費,藁や大変などを除き,8200ディーナ-ル｣かかるとし,1867年に参詣 した Àとud

al-Mulkは,｢アタバー トでは一人あたり,25トマン支出する｣と述べている(6疎｡また,

(64)潜時の通行護は検疫期間満了鐙と連動していたと考えられるが,ベルシア語旅行記では

両者の直別は暖味であり,その金額に開きがある｡1272-73年 :3200 din豆r[Ru-Z-

na-ma:32;Adib:74],1283年 :2200 din云rl̀A去ud:111],1304年 :8500 din豆r

[Fakhr:32],1316-1318年 :5000-15000din豆r[sadid:319;Mishk豆t:42;Sa紘:
766]が旅行記から明らかとなる数字として提示しておく｡他方,検疫代として,1265
年の4000 dfn豆r[GAIU:I/334]という金額やペスト流行時の特別検疫の金額である

6200 dinarl̀A去ud]という数字が奉げられる.またMishk豆t a1-Sultanは,5000
dinar[Mishkat:52]という数字を奉げており,19世紀後半の物債や換算レートの饗動

を見込むと,大膿3000-5000din豆rが通行護や検疫澄明書の相場であろう｡これらの

鮎については別稿にて詳しく検討する｡

(65) ナジャフでのボート代として2500din豆rという数字が奉げられている [Ru-zna-ma:ms.
46]｡

(66)Ru-zna-ma:ms.46;̀A乏ud:175｡20世紀初頭の別の報告では,平均二ヶ月間のイラク滞

在中に,シーア派参詣者は,貧 しい者で60-100ルピーを費やすとされている [Lor-

imer:I/2358]｡ちなみに,Ru-zna-ma校訂テキストの普該部分は,siyaqで書かれてい
るため,校訂者はその金額および単位の撃方において,すべて間違っているOこのため

この箇所は著者の直筆本であると考えられる鴬本を参照した｡Ru-zna-maの著者は,こ

れらの経費を表す数字の横に,｢[計]8200din豆r｣と記しているが,この数字も校訂本

には現れない｡
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1875年のイギリス領事報告書は,年間10商人を数えるイラン人参詣者は,｢富裕盾｣｢中

間層｣｢貧困層｣の三階級に分類され,富裕層はイラクで200-300トマンを支出 し,≡

階級の平均は20トマンになる, と見積 もっている鮒｡19世紀中葉か ら後半のイランでは,

券働者の俸給は一 目散ディーナ-ルであり [Issawi:40-42],下級官僚の月給でさえも

数十 トマンであることから,アタバー ト参詣にかかる費用は,社食的身分に鷹 じはする

ものの,それぞれ数 ヶ月から時には一年分の俸給に相嘗するものであったと考えられる｡

このように,アタバー ト参詣にかかる諸経費の負櫓は,参詣者にとって決 して軽いも

のではなかったために,族中の様子は極めて質素である｡特に食事は基本的に自炊であ

り,料理人を連れていたケースも確認される(68)｡施行中の基本食はパ ンであり,果物や

チーズなどを集落の雑貨屋から購入する程度で,肉を食すことはほとんどなかったよう

である(69)｡一方,貴人の場合には,幹線道路上の町では長官直々の接待や饗鷹があり,

常態ではないにせよ,そのような形で食事を撮っていた場合 も多い｡また,狩磯 を行っ

ている場合 もあるが,これは貴人の娯楽という要素だけではなく,食用の鳥類を捕るこ

(67)Issawi:129｡富裕層に分類されるであろうベルシア語旅行記の著者は,貴人であるが

ゆえに苦努する場合がある｡｢参詣者として必要最小限のものを持参した｣Adib a1-

Mulkは,カーズィマインで父親からもっといろいろなものを持ってくるべきだと責め

られる｡いい加減な格好で来ることは恥ずかしいことであり,宮廷に仕える身としては,

恥ずかしくないような携帯品を携えるべきだと言われ,豪奪な品物を借り受けた｡彼は

もともと三ヶ月間の漁定で族程を組んでいたようであるが,疫病などのために六ヶ月間

に延びた｡その結果,韓国する間際になって,300トマンの借金をしている [Adib:

92,220]o昔時イランでの ｢血の代償｣は400トマンであり [̀A皇ud:211],300トマンは

かなりの金額であることがわかる｡また,1886-87年に族をしているFakhra1-Mulkは,

アタバート滞在の最終段階になって,クルデイスターンの兄の許から200トマンの迭金

があったにもかかわらず,その三週間後には,ケルマ-ンシャーで再び借金をしている

[Fakhr:68,81]｡彼自身の博えるバグダードニカーズィマイン閲の鉄道の年間収入が

5000トマンであり,多い日の収入が100トマンである [Fakhr二69]ことを考え合わせる

と,彼もまた相嘗な金額を消費していると言えよう｡この結果,彼の場合は趣味でもあ

るのだが,食料調達という側面からも,毎日のように行っている狩猟が重要性を帯びて

くるのである｡

(68)Adibal-Mulkに同行した24人の友人や使用人の中には,UstadMirzaという名の料理

人 (.tabba-b)早,水持ち人 (a-bda-r)やコーヒー係 (qahvachi)が存在 し [Adib:291],
Fakhr a1-Mulkも水持 ち人や畳析用品 (a-shpaz-khaJna)を携 えて移動 している

[Fakhr:5,92]O各自が自炊していた例として,Ferrier:6,10を参照のことQまた,ヨ

ーグル トが有名な場餅でそれを食している例や [Fakhr:40],周速住民が狩りをして責

りにきた鹿を購入している例がある [Sadid:331]｡

(6g)ハ-ナキーンの検疫皆師は,2000人を数える参詣者たちをもってしても,一頭の羊も食

さないと記している [Saad:538]｡またパンは,数日分をまとめて事前に用意し携行

した [Fakhr:21;Harris:265]｡ちなみにこのような質素な食事は,｢参詣者風の食事

(sh戻m-izuvv豆ri)｣と呼ばれている [̀A之ud:214]｡
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とで,食の便宜を囲っていたと考えられる｡また,一般的な参詣者は,荷物を軽 くする

ためにも,極めて軽装であったけ0)｡

8.動機

アタバート参詣を行おうとする参詣者自身の動機について,史料はあまり多 くを語ら

ない｡本稿で主要史料としている 『アタバート参詣記』の著者は,ほとんどが王侯貴族

か宮廷に仕える官僚であるために,アタバー ト-の参詣理由を,｢国王陛下のための所

願 (dùaIg抗)を最も重要な奉仕と心得て [いる]｣[Ⅰ̀tiS豆m:59]と述べるものが大牛

である(71)｡｢所願 (dù豆･g抗)｣は,休暇を願い出るための表向きの理由であり,賓際の

動機は異なるのであろうが,史料の性格上,なぜ彼らがアタバート-参詣するのか,具

髄的に示しているものはか ､.N豆!iraトDinShahの場合は,国王であるという鮎にさ

らに留意すべきではあるが,アタバー ト参詣を切望する理由を,昔時の駐オスマン朝イ

ラン大使宛の書簡の中で以下のように記している｡

第-に,この髄調不良の際に,何度も夢の中で,清浄なるイマームたち一 彼ら

に平安あれ- の墓所を参詣するという発奮に浴すのを見,このような夢を何度も

見たことにより,何 としてでも参詣の柴馨に浴そうと誓願 (na呈r)した｡この誓

願と願望が心に残 り槽けることのないように｡もし軸が望むならば｡第二に,そな

たも知ってのとおり,私はヨーロッパへ施行しようといつも考えている｡だが,外

国への施行はまず,イマームたちの墓所の参詣であるべきだと思い至った｡内面も

外面も,現世も来世も私にとって佳きものとなるように｡第三に,参詣の葉巻に浴

すれば,私にとって王国 (saltanat)での誇りとなろう｡第四に,話が徐々に進ん

でいるヨーロッパ施行-の布石 となろう｡[Timdri:33]｡

この書簡から明らかなように,NagiraトDinShahは,病気の際の夢見をアタバート参

詣理由の第一に挙げてはいるものの,同時にヨーロッパ族行への足がかりとすることや

(70)アラブ人に扮していたFerrierは,アラブ服や素手での食事の利鮎を説くと同時に,族

の荷物はわずかに,シチュー鍋とコンロとフェル ト製のカーペットであったと記す

[Ferrier:910]o参詣者の服装については,Saad:538-539に描寓があるO

(71) Ⅰ極豆m al-Mulkが外務大臣に休暇を願い出た嘆願書は,本人の嘆願,要約,外務大臣
による承認からなっているが,書記による要約の部分では,｢アタバートへの参詣の栄

誉に浴し,参詣代理 (naJibal-zlyaJra)となることを望んでいる｣[Ⅰ̀tiS云m:ⅩⅩ-ⅩⅩii]
とあり,おそらくは国王の ｢参詣代理 (naJ'ibal-ztya-ra)｣となることが,官僚がアタ
バート参詣を口賓に休職する術であったと考えられる｡
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王として自身の膿面を保つといった,信仰 とは無線な理由を赤裸々に述べている｡

他の旅行記史料においても,アタバー トから蹄圃した ｢友人の参詣を見聞きして｣

[Adib:3]と記されている場合があり,参詣を行った人々に啓覆されて出磯を思い立つ

ことは多かったようである｡それゆえ,アタバート参詣という宗教行為が,それを行う

人々にとり,純粋な信仰心から生じたものであったとは必ずしも言うことはできず,む

しろ異園を見聞する格好の機合 として認識されていたと考えることが可能である(7カ｡し

かしながら,これまで見てきたように,アタバート参詣は時間的にも金頒的にも参詣者

にとっての負接は大 きかったため,一朝一夕で出磯を決めることは少なく,｢長年心に

秘めていた｣[Adib:3]ところに,賓際の参詣者の感想が刺激となって,人々は参詣施

行を賓蟻に移していた｡おそらくは,オスマン朝との国際関係やイラクの内政が比較的

安定した19世紀後年には,参詣を成就させた人々の感想を開くことで,新たな参詣者が

生まれるという循環がイラン社食の中では出来上がっていたものと思われる｡

ⅠⅠⅠ.アタバ ー トにて- 信仰と娯楽と

績いて,イラン人参詣者らがアタバートでどのようなことを行っていたのかという鮎

について検討しよう｡参詣者らがアタバートに施行するのは,歴代イマームの墓廟を参

詣し,イマームを通じて柵の恩寵を求めることが第-の目的であることは言うまでもな

いが,賓際のところ彼らはイラクで,何庭を,どのように参詣していたのだろうか｡ア

タバート参詣者の具健的な参詣地や参詣儀程を明らかにした研究は存在 しないので,本

章ではまずこれらの鮎を明らかにした上で,彼らの聖地での過ごし方についても見てい

こう｡

1.参詣ルー ト

攻頁の園は,施行記史料に現れるイラン人参詣者のイラクでの移動経路を簡略化した

ものである｡ガスレ･シ-I)-ンを過ぎ,国境を通過したイラン人参詣者らは,イラク

最初の町である--ナキーンに至る｡--ナキーンでは,通行諺の俊行と検疫があるた

め,参詣者は数日間とどまらなければならない｡その後,参詣者らはイラクの州都であ

るバグダードを目指す｡--ナキーンからバグダードまではおよそ五日行程であり,逮

(72) この鮎は,表 1に奉げた旅行記史料の著者たちの参詣貰施年齢が若いこと,および彼ら

の大半は後にメッカ巡鰻を成し途げ,｢--ツジー｣と呼ばれていることなどからも蛮

骨性があると思われる｡
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中,DiyaIa川沿いに,QizilRib豆t,Shahravan,Bà頭ba(Yàqdbiya)̀73',Kh戻nBan主

Sàd(UrtaKh戻n)(74)の四ヶ所の宿場を経てバグダー ドに到着する.もっともバグダー

ド奮市街の西方六キロメー トルのところには,シーア派聖地のカーズィマインがあるこ

とから,参詣者の中には,バグダー ドに寄らずにカーズイマインに直接赴き,後者をそ

のまま宿泊場所に選ぶ事例が多 く見 られる [表 1参照].バグダー ド (カーズイマイン)

は,南方のカルバラ一 ･ナジャフ方面,あるいは北方のサーマッラー方面へ向かう結節

鮎となっており,バグダー ド (カーズイマイン)を通らずして,サーマッラー-カルバ

ラーをつなぐルー トはない｡

<囲> イラクでの参詣者の移動行程

Kh孟na°in

忌 芸 5'

Samarra

Baghdad
(Kaqimayn)く 1仙 m > Karbalaと 80km > Najaf

(2-3) (2)

( )内は日数

バグダー ドからの参詣者のルー トは二通りである.一つは,北西のサーマッラーに向

かう場合であり,もう一つは,南方のカルバラ-,ナジャフへと向かう場合であるoイ

ラン人参詣者の心情 としては,カーズィマインを参詣した後は,即座に,アタバー トの

最 も重要な聖地であるカルバラーを訪れたいという願望があったようであり,多くはカ

ルバラ-,ナジャフへと向かっている｡しかし,先にサーマッラー参詣を済ませ,それ

からカルバラ一 ･ナジャフ参詣-と向かう者 もいる｡これらは,個人の計墓によるもの

とも考えられるが,害際は,先に述べたとおり,イラクでの移動の便宜にかかっていた｡

すなわち,イラクにおいては,参詣者の個人行動は原則禁止されていたために,サーマ

ッラー方面でもカルバラ-方面でも,一定数の参詣者が集まらないことには,移動が不

可能だったのである｡特にサーマッラー方面は,カルバラ-方面に比 して往来の少ない

危険なルー トと認識されていたために,個人行動をとることはなく,キャラバンを募っ

(73)ベルシア語族行記では,大抵 ｢Yàqabiya｣と記されている｡｢Bàq缶ba｣とは,最初
のアラビア文字の鮎の位置の違いがあるだけだが,何故異なる謹み方がされていたのか

は不明｡現在のイラクでは,バーターバと呼ばれている｡

(74)ベルシア語族行記では ｢UrtaKh戻n(あるいはUrtaKhw豆n)｣と記されているが,覗

在の地名では,｢Kh豆nBanl-Sàd｣であるoAdiba1-Mulkは,｢Rib和 BaniS豆̀ida｣

と記しているが [Adib･.80],À乞udaトMulkは,｢Mushiriya川の河岸,UrtaKh豆n

として知られているKh豆nBan主Sàdの上方0.577ルサングのところに,野営を定め

た｣[̀A主ud:119]と述べているように,昔時から繭方の名稀で呼ばれていたようであ

る｡
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て施行 していた｡このため,キャラバンや参詣者集圏としての都合がつけば,カルバラ

ーを参詣する以前にサーマッラー-出畿することもあったOいずれにせ よ,アタバー ト

の諸聖地を巡る際に,どの順序で巡るべきかといった参詣虐路はない｡

(1) カルバラ一 ･ナジャフ方面

さて,バグダー ド (あるいはカーズイマイン)から南西100キロメー トルほどの地鮎

にあるカルバラ--向かう場合の行程から見ていこう ｡バグダー ドニカルバラ一間は二

～三日行程である｡バグダー ドを出た最初の宿泊地は,参詣者によって様々であり,バ

グダー ド南方のKhanAzadとMabmddiyaを除き,ベルシア語族行記が記す地名を現

在の地固上で確認す ることはで きなかった(75)｡カルバ ラ一入 りす る直前の宿場は

Musayyibと呼ばれるユーフラテス河岸の町で,ほとんどの参詣者はここに泊まり,ユ

ーフラテス川を渡ってカルバラーの平野部へと進むO

カルバラーからさらに南方のナジャフに向かう場合にも,途中幾つかの宿駅がある

が6),イラン人参詣者 らは両都市間の移動にさほど時間を割いておらず,ほとんどが二

日で移動 している｡おそらく平野部であるために移動が契なことや,途中から船による

移動が可能なことも時間の短縮に役立っているのであろう(7旬｡

(2) サーマッラー方面

次いで,サーマッラーに向かう場合を見ていこう｡サーマッラーは,バグダー ドの北

西120キロメー トルほどの地鮎にあるティグリス河畔の町である｡バグダー ドからは,

ティグリス川に沿って北上 していくことになるが,途中三-四ヶ所の地鮎で宿泊 してい

る｡Kh豆nQ豆Z融Iiyaや Kh豆nNajjarが共通する宿泊地であるが,地園では確認 し得な

い.しか し,19世紀末に放行 したFakhral-MulkとMishk豆taトSultanは,Baladと

いう地名を挙げており,これは現在の地囲からも確認できるティグリス川右岸の町であ

る｡両者の記すKh豆nMushahidaもまた地固上で確認 し得るが,これらの町は現在,

(75)バグダードからカルバラ--は,Khar云ba Khan-Kh豆n Az豆d-Mabmddiya-Shdr
Kh豆n-Iskandariya-Musayyib-AtashiKhanという村落やキャラバンサライを経由

する [BS:1325/280;Lorimer:ⅠⅠ/813-816]｡
(76)カルバラ--ナジャフ間には,まずカルバラーから10マイルの地鮎にKh豆n Nuk-

haylahという宿駅 (400頭の馬と300人収容可能)があり,緯いて14マイルの地鮎に

Kh豆ntIamm豆d(500頭と1000人),さらに12マイルの地鮎にKh豆nMu宇alla(あるい
はKh豆n Mfrza,800頭と600人)があり,そして11マイルでナジャフに蓮する [Lor-

imer:II/822-823;BS:1325/281]oカルバラー-ナジャフ閲の所要時間は19世紀後年で

12時間であった [Siyâelat:137]｡

(77)Lorimer:II/822;Siyâelat:137;Adib:167-169.ベルシア語旅行記の記す宿駅は現代の
地図では確認されなかった｡
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バグダー ドニサーマッラー-テイクリー トを結ぶイラクの王幹線道路上に位置 してい

るけ功｡

ほとんどの参詣者は,鋸路においても往路とほぼ同じ行程を辿 り,ルー トが轡わるこ

とはない｡しかし,サーマッラーの場合のみは,サーマッラーからバグダー ドへ戻らず

に,KhanNajj豆r,Kh云nQ豆Z豆niyaを通った後,そのまま東進 してバーク-バへ向か

い,そして--ナキーンからイラン国境に至るルー トも存在 した (陶の破線部分)｡し

かし,このルー トを利用しているのは,NaSira1-DinShahと̀A如da1-Mulkのみであ

り,寮際には主幹線から外れた危険を伴うこのルー トを利用する参詣者はほとんどいな

かった｡

2.参詣場所

イラクを訪れたイラン人参詣者らは,賛際に何鹿を参詣するのだろうか｡参詣者の最

大の関心事が,カルバラ-,ナジャフ,カーズイマイン,サーマッラーの四聖地への参

詣であることは言うを侯たない｡これら四ヶ所の聖地に赴くことで,十二イマーム派の

十二人のイマームのうち,六人のイマームの墓廟と,さらには十二代目イマーム ･マフ

ディーの ｢ガイバの場所｣を訪ねることができるのである｡

前章で見たように,イラン人参詣者らはイラクにおよそ二～三ヶ月間滞在 しているが,

アタバートの主要な聖地であるカルバラ-,ナジャフ,サーマッラー,カーズィマイン

にはそれぞれ,一週間から十日ほど泊まっている [表 1参月別｡参詣者らの全髄的な傾

向としては,ナジャフやサーマッラーは,イラクの中心から離れているため滞在期間は

短 く,一方カルバラーでは長期にわたる傾向にある｡また,カーズィマインはバグダー

ドに隣接しているために,陸路からイラクに入った参詣者が異先に訪ねる場所であると

同時に,カルバラ一 ･ナジャフ方面とサーマッラー方面-の街道をつなぐ中絶地でもあ

るため,参詣者らはカーズイマインを最も頻繁に訪れることになる｡

それではイラン人シーア派ムスリムの参詣場所を,以下に詳しく見ていこう｡

(1) 主要四聖地- カルバラー,ナジャフ,カーズィマイン,サーマッラー

(78)19世紀最初期の施行家AbdT豆1ibは,バグダード出立後二日目の宿泊地としてDujayl
という地名を奉げ,ここが参詣者たちの第-の宿泊地であるとしているが,この地は現

在の地国でも確認されるOまた,第二の宿泊地はMazraqchiであると言うが,こちら

は確認できず,この地名はバグダードニムサイイブ閲にも存在するため,著者の記憶違

いの可能性もあるoなお,AbtiT豆1ibは,バグダードニサーマッラー閲は,通常六日

間,時には四日間で参詣者は往復するという [T豆libi:4041406]｡
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① カルバラ- (Karbala-yimùalla)(79)

イラクを訪れるシーア派ムスリムにとって最 も重要な参詣地であるカルバラーには,

預言者ムハンマ ドの孫のフサイン(BO)と,フサインとともにウマイヤ朝軍 と戦って殺害さ

れた異母弟アッパース(81)の墓廟がある.

アタバー トのイマーム廟の中でも豪華絢欄と目されるフサイン廟は,金の ドームとミ･

ナレットを持ち,タイルや賛石で もって飾 り立てられていた但2)｡また廟の中には,40段

の階段を降 りた所に ｢暗殺の場 (qatl-ga-h)｣と呼ばれる場所があり [Adib:164],フサ

インとともに戦って殉教 した,フサインの長男 ÀliAkbarや72人の殉教者63)の墓が廟内

の一角 を占めていた [Ta1ibi:408;Lorimer:II/978]07サ イ ン廟 は,木曜 日の晩

(shab-ijumà)は,朝 まで聖所 (匝ram)の門が開いてお り,夜中の参詣が可能であ

った [Fakhr:47]｡

フサイン廟の東方の少 し離れた場所には,同じくウマイヤ朝 との戦いで殉教 したアッ

パースの墓廟がある糾｡アッパースの本来の墓は地下にあり,要人の場合は廟の鍵保管

人の好意により,特別に参詣することも可能であった [N豆!ir:120,142;Fakhr:45]｡

またカルバラーのキブラ門の外側には,｢アッパースの井戸｣と博えられる井戸 と,

(79) ｢至高のカルバラ- (Karbala-yimùalla)｣と呼ばれるo バグダードの南南西55マイル,

7サイニーエ運河の左岸に位置 [Lorimer:ⅠⅠ/975]｡気候は暑く,周達はナツメヤシし

か生育しない荒野にあり,主な輸出品もまた,このナツメヤシである｡19世紀のオスマ

ン朝行政下では,バグダード州の-サンジャクを形成し,その中心地となっている019

世紀後年には,およそ6000軒の家があり,敦常人の人口を擁した [Adib:158;Peters:

II/331;Slyâ々at:127;BS:1300/165;Lorimer:ⅠⅠ/837,934]｡フサインとアッパースの二

つの聖廟の周達は ｢̀Abb豆sl-ya｣と呼ばれ,奮市街を形成する｡またその南方には,

1870年代に造られた新市街が麿がっており,督市街に比べ整然とした町並みであったと

される [BS:1325/278;Lorimer:ⅠⅠ/976;Fakhr:44]｡か レバラーの古代史については,

Khalili:ⅤⅠⅠⅠ/9-39,他の同時代史料に基づいた7サイン殉教後の歴史については,

ibid.:77-390が参考になる｡

(80)預言者ム-ンマドの孫で,初代イマーム･アリーの次男.十二イマーム派第三代イマー

ム｡ヒジュラ暦61年 (西暦680年)にウマイヤ朝軍と戦って殺害される｡

(81)AbGa1-Fa乏1̀Abb豆sb.AbiTalib｡ア1)-の息子であり,フサインの異母弟にあたる｡
カルバラーでのウマイヤ朝軍との戦いでは,自軍の女性や子僕のためにユーフラテス川

に水を汲みに行くが,その途上ウマイヤ朝軍に包囲され,殺害される｡

(82)施行記著者の中では,Adib:159-165やMishkat:75-80が最も詳しく19世紀の墓廟の内

部構造やその建物,回廊のイラン人埋葬者について述べている｡聖廟の平側面園やその

歴史については,1909年に出版されたNGldeke1909が詳しくかつ有用であるo

(83)72人の殉教者の名前については,Shamsal-Din:156-158参照.

(84) アッパース廟については,Mishkat:80-82が詳しい｡アッパース廟はN豆dirSh豆h(衣

位1736-47)によってドームに金が施されたが,19世紀後年には,そのドームの修理が

必要なほど寂れていたとされる [Fakhr:43]｡
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その上にテントを張った ｢天幕の場 (khima-ga-h)｣(85)と呼ばれる場所があ り,ここもま

た参詣者が訪れ,フサインらの殉教を偲ぶ場所であった｡

② ナジャフ (Najaf-iashraf)06'

第四代正統カ リフにして,シーア派初代イマーム ･アリーの墓廟がある｡アリーは,

ヒジュラ暦40年 Ramaゑ云n月19日(あるいは21日)に,-ワ- リジュ派の刺客 Ibn Mu1-

jamの手によってクー7アのモスクで暗殺された｡彼の遣髄は,怠子の-サンとフサイ

ンによって隠密裡に運ばれ,ナジャフの地に埋葬されたと博えられている¢刀｡

アリー廟は, ドームもミナレットも共に,上から下まですべて金でできている｡ナジ

ャフの町は高畳に位置 していたため,この ドームは敢キロメー トル先からでも目に入 り,

｢沙漢から昇る金の丘｣ と言われていた(BB)｡廟の内部に,銀製 と鋼製の二重になった柵

があり,その中にアリーの棺がある｡預言者ヌーフとア-ダムの墓 もまた同じ柵の中に

あり,アリーはア-ダムの胸に抱かれて埋葬されていると博えられていた [Adib:195].

アリー廟は,夕刻五時間を過 ぎると扉が閉められるため,夜中の参詣はで きなかった

[Fakhr:51]｡

アリー廟には ｢二本指の場所｣(8g)として知 られる場所があり, ミフラーブのように作

られ,ダイヤモンドや賛石で飾 られた鎧や剣が置かれていた｡さらに,廟内の一角には,

(85) フサイン軍の陣地があった場所O小高い丘の上にあり,ザイナブをはじめとする女性陣

が戦いの様子をここから見守った｡N61dekeに平面園がある [NEildeke:TafVII]｡ア

-シューラーの日のフサインの戦陣,およびフサイン,アッパース,長男 ÀliAkbar

の具髄的な殉教場所についてはArdakani:110の園が参考になるO

鍋 ｢至聖のナジャフ (Najaf-iashraf)｣と呼ばれる｡バグダードの南西170キロメー トル

のところに位置する｡気候はカルバラーよりも良好o周連には葦の生育する漏地帯が康

がるoオスマン朝の行政下では,カルバラ一･サンジャクの中にあり,-カザ-を構成

する｡規模としてはアタバー ト第二の町である｡ナジャフの前史についてはKhalili:

ⅤⅠ/9-25を,また-ディースや詩,東西の施行記などにも依接した通時代的なナジャフ

の情報についてはibid.:VI/66-328を参照されたいo

(87) もともとアリーの墓の位置は隠匿されており,アリーの一族やごく少数の者にしか知ら

れていなかった｡墓が ｢後見｣されたのは,ヒジュラ暦2世紀のことである｡また,ア

リーの墓 ｢蔑見｣の逸話として,アッパース朝第五代カリフ,H豆rdna1-Rashid(在位

786-809)の狩りの話が停えられている [Ardakani:16-18]｡

(88) ドームと二本のミナレットは,N豆dirSh豆hによって黄金を施された019世紀中葉のア

リー廟の内部構造については,Adib:194-198が詳しい019世紀末の状況は,Mishk豆t:

63-70を,現代のアリー廟に関しては,Ardak豆ni:18-31を参照されたい｡黄金の ドー

ムの輝きについては,Fakhr:49;BS:1325/289;Ussher:465;Lorimer:ⅠⅠ/1310などに

記されている｡

(89)Murrab.Qaysという人物が,アリー廟を攻撃しようと廟内に踏み込んだが,そのと

き墓の中からアl)-の指が突き出て,Murrab.Qaysを其っ二つにしたという侍説が

ある [N豆Pir:128].
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フサインの首が安置されていると博えられる場所があったようである [T豆libi:417]｡

墓廟には,大小の金製や銀製のシャンデ リアが飾 られ,現代にまで博わる賓物庫が存

在 し,イマーム自身の 『クルアーン』手稿本や参詣者たちが寄進 した貴重な品々が多数

保管 されていた [Adib:195;̀A如d:1541155;Fakhr:49]｡

③ カーズィマイン/カーズイミ-ヤ (K豆写imayn/K白子imiya)'90'

第七代イマーム,ムーサ一 ･カーズイムと第九代イマーム,ム- ンマ ド･ジャヴァ-

ドの二人の墓蹄がある.バグダー ド奮市街からわずか 6キロメー トルの距離であり,イ

ランからの参詣者が最初に訪れる聖地である｡

カーズイマイン廟 もまた,四つの金のミナレットと金の ドームからできているO黄金

の ドームの輝 きは四方へ と放たれ,バグダー ドを訪れる人が最初に目にする大建造物と

して施行者の目を魅了した(91)｡イマーム ･ムーサーとイマーム ･ム- ンマ ド･ジャヴァ

- ドの棺は鋼鉄製の一つの柵の中にともに安置されていた [Adib:93]｡

④ サーマッラー/アスカライ-ン (S云marra/Àskarayin)(92)

この地には,第十代イマーム,ア リー ･--ディーと第十一代イマーム,-サン ･ア

スカ リーの父子が埋葬 されている｡

伽)バグダー ドの北西 17アルサングのティグリス川右岸にある｡19世紀には,未だバグダ

ードとは別の街として認識されていたが,現在ではバグダード市に組み込まれている｡

19世紀のオスマン朝行政下では,バグダード･サンジャク内の-カザ-を構成する｡獄

中で没したムーサーのラカブであった ｢カーズィム (Ka字im)｣に因み,｢カーズィマ

イン (二人のカーズィム)｣あるいは ｢カーズィミ-ヤ｣と呼ばれる｡19世紀後年には

数千人の人口を擁 したOカーズイマインの歴史については,Khalili:IX/9-34があるが

あまり詳しくはないoJbid∴77-317に,古今東西の諸史料からの引用はあるが,こちら

は比較的有用である｡

(91) カーズィマイン廟の月士麗さは,イラン人,欧米人を問わず,あらゆる旗行者がロにして

いる｡カーズィマイン廟内部の構造については,Mishk豆t:87-90を参照のこと｡

(92)バグダードの北方125kmのティグリス川東岸に位置している｡サーマッラーは,アッパ

ース朝カリフ,ムータスイムによって,バグダードに代わる新たな都 として836年に造

られた町であり,｢Surramanra'(見る者の喜び)｣と名付けられた.ベルシア語族行

記では,Surramanr豆'と呼ばれることも,S豆marr豆と呼ばれることもあり,さらに

は第十一代イマームのラカブ (アスか )-)にちなんで Àskarayinと呼ばれることも

あった｡19世紀後年には,数百軒の家と数千人の人口を擁 したが,アタバー トの中では

最も小さい町であったOサーマッラーの前史についてはKhalili:ⅩⅠⅠ/7110を参照のこ

と｡アスカライ-ン廟については,Mishk豆t:93-95が詳しい｡

20世紀初頭の報告では,イラクへのシーア派参詣者のうち,サーマッラーを参詣する

者はおよそ四分の-であるとされているが [Lorimer:Ⅰ/2358],この推計には,七人の

イマームしか認めず,サーマッラーを重視 しない七イマーム派 (イスマ-イール派)が

多数を占めたインド･パキスタン系の参詣者も含まれることを考慮しなければなるまい｡

ベルシア語施行記の著者の中ではSadidal-Saltanaのみがサーマッラーを訪れていな
い｡
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アスカライ-ン廟は,黄金の ドームと廉大な中庭を持つ｡アタバー トにあるすべての

イマーム廟の中で,この廟とドームが最 も大きいとされる [Adib:100]｡ ドームは,

NaSira1-Din Sh豆hの命により,1867年にÀ如d al-Mulkが黄金製のレンガを運び,

ShaykhÀbda1-tIusaynTihr豆niという普時の著名なウラマ一に委ねられ貼 り付けら

れた｡イラン人参詣者らは,イラン国王の威光が見られるこの黄金 ドームの立派さにつ

いて稀質を惜しまない [Fakhr:65] ｡

第十代,第十一代目のイマームの棺は,廟内の鋼鉄製の柵の中に並んで安置されてい

る｡アスカライ-ン廟には,二人のイマームの他に,その近親者である二人の女性も埋

葬されている｡一人は-サン･アスカリーの妻であり,マフディーの母 となったNar-

jisKhatdnで,もう一人はHalimaKh豆th 但頚であるO二人のイマームとナルジスの三

人は一つの地下室に埋葬されており,-リーマは三人の足元で,別の柵の中に安置され

ていた [Adib:100;Fakhr:65]｡

さらに,アスカライ-ン廟での重要な参詣場所は,｢ガイバの場所｣である｡874年に

-サン･アスカリーが殺害されたとき,その息子であった第十二代イマーム ･ム-ンマ

ドは,死んだのではなく,一般の人々の目には見えない ｢ガイバ (幽隠)｣の状態に入

ったとされる｡19世紀には,｢ガイバの場所｣と博えられる井戸には,二人のイマーム

の墓とは別の建物が設けられていた紬｡ところで,十二イマーム派のこの最後のイマー

ムに関する昔時の参詣者らの認識には,極めて不確かなところがある｡例えば,

その場 [アスカライ-ン廟]で私は参詣者たちから次のような話を聞いた｡[彼は]

別の参詣者に,｢マフディー (S申ibal･amr)様の墓はどれか ? そこを参詣する

ことこそ,我々の究極の目的であり望みであるのだから｣と尋ねた｡幾人かの参請

者は,井戸をその御方の墓だと思っており,またある者は,NarjisKha佃nの墓の

上でその御方の参詣 [所頑文]を詠んでいる｡[Adib:99-100]

という話からは,｢ガイバ｣したはずの第十二代イマームの墓を,この時代の人々は探

(93) イマーム･アリー･--ディーの娘Oム-ンマド･ジャヴァ-ドの娘と言われることも

あるoまた,マフディーの伯母と言われることや [Adib:99,100],アリー ･--ディ

ーの乳兄弟と言われる場合があり [̀Al壬:57],昔時の人々にとって,彼女に関する情報

は極めてあやふやなものだったと知れる｡

(94)ガイバの場牌に関しては,Ru-zna-ma:38が詳しい｡N*ral-DinShahによると,漆喰
で塗られたガイバの建物の中は,人々の刻んだ落書きで埋め轟くされており,彼自身も

地下室で自分の名を刻んでいる [N豆Pir:165,167]o
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し求めていたという,シーア派のイマーム論と矛盾するような普時の風潮が垣間見 られ

る｡

(2) 四聖地以外の参詣地

イラン人参詣者 らは,アタバー トの四聖地のみを参詣封象 としているのではなく,イ

マーム折線の人物や折線の場所,あるいはイスラーム以前の預言者に関係する場所をも

訪れている(95)｡

G) クーフア(Kdfa)(gO

上述の四聖地以外で最 も重要な参詣場所はクーフアである｡ターフアはナジャフに近

いという地の利があるため,族行記の著者たちの中でターフアに行かない者はいない｡

ターフアには,イマーム ･アリーが暗殺されたモスクと,アリーが執務を行っていた家

があり,その他にも,アリー所縁の人物の墓所がいくつか存在する｡

アリーが IbnMuljam によって暗殺されたのは,ターフア ･モスク但刀の ミフラーブの

場所であるが,その場所を含め,同モスク内には合計十二ヶ所の立ち庭 (maqalm)が

あり,それぞれの場所で行うべ き東豊拝や所頑が定められている(98)｡さらに,モスクの東

南角に隣接 してMuslim b.̀Aqil(99)の墓があり,別の角にはH豆nib.̀Urva(IOの墓がある｡

また,Haniの墓から少 し離れた所にMukhtar(K.Oの墓がある｡モスクの裏手には,イマ

(95) イマームやイスラーム以前の預言者折線の場餅とは,｢立ち庭 (maqa-m)｣のことであ

る｡｢立ち虞｣は備足跡のようなもので,イマームらが訪れた場所に多く残されている｡

イスラーム世界における ｢立ち虚 (maqa-m)｣の最も有名なものは,メッカのカーバの

中にある ｢イフラ ーヒ-ムの立ち庭｣であろう.

(96) ナジャフの東北東 6マイル [Lorimer:II/1309]｡馬で三時間ほどのとこ ろにある

[Sgyâタat:142]｡イスラーム征服活動時に,マダーインに代わる軍営地 (ミスル)とし

て,Salm豆nとpu写ayfaが土地を選び,設立された020世紀初頭の人口は,200軒
[BS:1325/291]｡

(97) ターフア･モスクについてはAdib:170-171が最も詳しい記述を残すO現代の状況に関

しては,Ardakani:57-84を参照のこと｡

(98)Adib:171-172;N豆!ir:134;Ardak豆ni:74｡それぞれの立ち庭で詠むべき参詣所鵡旬は,

Qummi:459-475に載せられている｡

(99)Muslim b.̀Aqilb.AbiTalib.イマーム･アリーの甥｡フサインの蜂起に先立ち,タ

ーフア市民の賛同を得るべく,メディナからクー7アに派遣されたが,ウマイヤ朝は,

新たにクー7ア綿督として Ùbayd All豆h b.Ziy豆dを任命 したOムスT)ムは,Ibn

Ziy豆dによって捕らえられ,60年ZG al-bijja月 (680年9月)にターフアで庭刑された

[EI2:"Muslimb.̀A桓1b.AbiT豆lib"]｡
(iW) クー7ア市民であったが,フサインによって派遣されたムスリムを匿い,そのために綿

督IbnZiy豆dによって捕らえられ,庭刑された lEI2:"H豆ni'b.Urwaa1-Mur豆di"]

(101)Mukht豆rb.AbìUbaydThaqafioヒジュラ暦61年Mu!larram月にフサインの援軍と

して参戦しようとしたが,IbnZiy豆dによって捕らえられ投獄された｡その後,梓放さ

れクーフアで生活していたが,66年にウマイヤ朝に封して反旗を翻したo一時期クーフノ
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一ム ･アリーの家があり,ここの一室にあるベッドの上で,暗殺後のアリーは縛められ

たとされる(必O

クーフア ･モスクからナジャフに至る街道には,Sahlaのモスク(渦,Sàgàa(伽のモス

ク,Zayd(瓜のモスク,pann豆naのモスク(J胎があるoナジャフに近い側にはKumayl b.

Ziy豆d(1巾の墓や,ア リーの教友 として殺害された40人の墓が丘の上にあり,さらにその

先には,Maytham Tamm豆r(J粉の墓がある｡これらのモスクや墓 もまた,ナジャフとタ

ーフアを結ぶ街道上に位置しているため,イラン人参詣者が必ず訪れる場析 となってい

る(1心｡

これらの中で,サフラ ･モスクについて解れておこう｡このモスクには,諸預言者に

まつわる多 くの立ち庭があ り,四隅はそれぞれ,イドリース,イブラーヒ-ム,ダーウ

ー ド,二人のサー 1)フ (?豆Iibayn)に充てられている｡また,キブラの方角にも,イ

マーム ･マフディーとイマーム ･サッジャー ドの立ち庭がある｡これらの立ち虚の一つ

＼アを占領するが,その支配は長 くは積かず,翌年,バスラから進軍したMus'ab b.
Zubayr(IbnZubayrの弟)との戦いで戦死する｡

(loョ) もともとはアリーの姉妹であるUmma1-Haniの家であったが,ターフアの城砦 (qa!r
dara1-imara)で政務を司ることをよしとしなかったアリーが,城砦やモスクに隣接し

ていた彼女の家で執務を行うようになったと言われている [Ardak豆ni:83-84]Oまた,

19世紀後年のオスマン語史料では,暗殺後アリーが浄められた部屋の他にも,アリーの

家には,ファーティマが料理をした篭と,ハサンとフサインが草間した国書室などがあ

ったとされるが [̀Ali:85],ベルシア語族行記ではこのようなことはまったく記されて

いない｡イラン人シーア派ムスリムにとっては,アリーの家庭生活よりも,暗殺された

という悲劇が重要で,この地はあくまでも ｢参詣地｣であり,｢観光地｣ではないから

であろう｡

(103) イドリースとイブラーヒ-ムの家の場所に建てられたと博えられるモスク｡

(lM)Sà宇àab.Sdhan｡アリーの教友であった [Ardakani･.93]o

(lG) Zaydb.S血豆n｡アリーの教友であり,｢ラクダの戦い｣で戦死した [Ardakani:93]｡

(106) tlann豆naはアラビア語で ｢非常に嘆く｣の意 (語源にはお節儀をする,同情する,の
意もある)で,アリーの遺骨豊がターフアを出覆し,この場所を通りかかったとき,モス

クの壁やそばの木々が,遺髄に敬意を表してお節儀をしたと博えられる [T豆1ibl-:420;
Ardak豆ni:96]Oカルバラーで殉死したフサインの首が通ったときも同様の逸話が樽え

られている [Ardak豆ni:96]O

(107) アリーの教友として-ディースを多く侍える人物oアリーが手ほどきしたと博えられる

｢ヒズルの所商 (du'a--yi41i_zr)｣が有名であり,この所商はShàb豆n月15日の夜や金曜

日の夜に詠むものとされている [Qummi:115-120]｡ヒジュラ暦83年に纏督になった

pajj豆jb.Y白sufによって,90歳にして殺害される [Ardakani･.94]o
(108)アリーの教友であり,̀UbaydAll豆hb.Ziy豆dの手によって殺害される [Ardak豆ni:93]｡

(109) これらの参詣地の配置は,ナジャフに近い順から,Kumayl一pann豆na- Sahla-

Zayd- Sàsàa- Maytham- K缶faとなるo
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は所願成就の場 として知 られており,参詣者 らにとって重要な場所であった(llB)O

ターフアには,上に述べた以外にもイマーム ･アリーの教友が多数眠っている｡ しか

しながら,それらはオスマン語史料には記されるものの(】1D,ベルシア語旅行記ではまっ

たく言及がなく,イラン人がそれらの墓を参詣した様子は見 られない｡

② マダーイン (Mad訂in)

イラン人参詣者にとって,ターフアに次いで重要な参詣地 となっているのは,マダー

インにあるSalmanの墓廟であり(lU),バグダー ドから若干離れているにもかかわらず,

ここ-はほとんどの参詣者が足を延ばしている(lu)｡マダーインまでは川沿いの道を行 く

場合 もあれば,船でいく場合 もある｡サルマ-ン廟の他に,マダーインには預言者ム-

ンマ ドの教友であった tlu室ayfab.al･Yaman(656/657年波) とÀbdAllahb.Yazid

An申riの墓廟があり,この雨着の墓 もまた参詣場所 となっている｡

③ その他の参詣地

イラン人参詣者にとって比較的重要な参詣地 として挙げられるのは,カルバラーの北

西3.5マイルにあるtIurral-Shahid仙'の墓である｡フッルに掌け る言及はどの施行記史

(ilo) Adib:199｡現代の参詣手引書では,所願成就の場はイマーム ･サーデイクの立ち虎と

呼ばれており,水曜の夜に参詣するのが最良だと侍えられる [Ardakani:87].所願成

就は,聖地参詣の最も重要な要素を占め,参詣者にとっては切賛な問題となっている

[大稔 1993:24-25,同 1999:165-168;吉田 2004:217-219]｡本稿では詳しくは梱れない

が,所願成就の場肝としてアタバートの中で名高いのは,フサイン廟のドーム下である.

(111)BS:1300/258-264には,パ ドルの戦いにも参加したム-ンマ ドの教友やアリーの教友ら

30人前後の名前が奉げられているが,その後のBSには取り上げられていないことから

も,これらの教友の墓は有名ではなかったのであろうと推察される｡

(112) ティグリス川東岸のマダーイン (嘗名はクテスイフォン)にあるOバグダー ドから6

-77アルサングOおよそ6時間の行程である｡Salm豆nb.F豆rs(あるいはSalm融1-i

F豆rsi)は,｢清浄なるサルマ-ン (Salm豆n-ipak)｣とも呼ばれ,預言者ム-ンマ ドの

教友であった019世紀後年のマダーインは,墓廟の敷地に数軒の家がある以外は人が住

んでおらず,住民は参詣者に大変 ･藁 ･ナンを用意していた [Adib:134]｡オスマン側

の史料によると,19世紀にはサルマ-ン廟にワタフが設定されている.避け里府オスマン

文書館には,年毎のバグダード州のワタフ収支壷帳があるが,その中に小規模ではある

もののサルマ-ン廟のワク7も記載されている [BS:1300/258;BOA.EV:12581,

13799etc.]｡

(113) Adfba1-Mulkは,｢かの御方の参詣はイマームの命により必要なことである｣と述べ

ており [Adib:134],参詣を奨励する何らかの-ディースがあるものと思われるが,確

認し得なかった｡

(114)flurrは,はじめウマイヤ朝軍の先遣除として7サインに野崎すべ く派遣されるが,逮
中でフサイン側に寝返 り,フサインとともに戦いア-シューラーの日に戦死する

lEI2:"A1-purrb.Yazid"]｡史料からは,年に一度カルバラーの住民が集圏で行う

｢フッル廟参詣の日｣というものが散見される.À之uda1-Mulkは,Safar月末日を奉

げ,また Àl壬Bekは,Safar月24日に相普する財務暦1301年Tesrin-isan!月20日のこ

とを参詣の日として博えている [̀A乏ud:165;̀Å1i:77]O
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料にもあるものの,常時の墓廟は街道から逸れ,荒野の中に位置 していたため,参詣者

があまり訪れない場所であった｡特に19世紀初頭には,周達のアラブのベ ドウィンがワ

ッハーブ派の名の下に狼籍を働いており,十分な装備を施したキャラバンでなければ参

詣できなかった [T豆1ibi:408]｡同世紀後年の墓廟は質素ではあるものの,焼 きレンガ

壁の内側に中庭があり,その中央にブルー ･タイルの ドームがあった｡ しかし中庭には,

襲撃や略奪を免れようと常にキャラバンの積荷が置かれており,フッルに封 して敬意が

梯われているとは到底言えない状況であったとされている [Fakhr:46,56]｡

また,か レバラーとムサイイブを結ぶ幹線道路上には,Àwnb.̀Alib.AbiTalib(10

の墓があり,立地候件の良さから,この地は参詣者が訪れやすかったようである｡

一方ムサイイブには,MubammadとIbr豆him という名のMuslim b.̀Aqilの息子た

ち(uめの墓があったが,こちらは ｢幹線道路から若干離れてお り,アラブ [のベ ドウィ

ン]らが参詣者の荷を狙っているために,誰もこの二人の墓に参詣する勇気がなく,こ

こに行 く者は少ない｣と言われていた [Adib:141]｡

また,ナジャフの市街地の外側には,Ⅴ豆dial･Sal豆m(llF)と呼ばれる麿大な墓地が贋が

っている｡この墓地の中にはフー ドとサーリフの墓が一つの ドームの下に並んで存在す

る｡これら以外に,イマーム ･マフディーやサッジャー ド,サーデイクの立ち鹿が墓地

の中にあり,すべて参詣封象 と見なされ,参詣地となっていた｡

参詣場蹄 としては,この他 に,サーマ ッラー街道途上のバ ラ ドにあ るSayyid

Muhammadb.̀Alial-Hadi(雌の墓や,シャフラヴァ-ンにあるMiqdad(lu)の墓が奉げ

(115) Àwnb.̀AbdAllahb.Jàfar.アリーの里子 (rabib)という説や [Ra'is:222-223],
フサインの姉妹の息子という説がある｡

(116) フサインの殉教後,クーフアに投獄されていたが,一年後に脱獄したところを見つかり

甲豆rithb.Ziyadによって殺害された [Ardak豆ni:101-103]｡19世紀後年には,墓廟は
墓と小さな柵を備えただけの建物であり,二つのドームがあるが修理中でタイルを貼り

付けている最中であった [Fakhr:40]｡現在では二つのドームは寄り添うように建って

いる [Ardak豆ni:101-104]｡
(117) ｢死者の街 (shahr-ikh豆mtish豆n)｣とも呼ばれ,20平方キロメートルの磨きがあると言

われる｡イスラーム世界最大の墓地の一つ [Ardak云ni:35]｡この地へのシーア派ムス

リムの移葬については,稿を改めて論じたい｡

(118) イマーム･-サン･アスカリーの兄08421843年にメディナで生まれ,第十代イマーム

である父と共に857-858年にサーマッラーへ移住した後,866年に24歳で亡くなった

[Ardak豆nf:205-206]｡このイマームザ-デはその地方では有名で,そこでの償誓はあ

り得ないという [T豆libi:404]oBellは,この墓廟はBalad近郊のW釦Iehにあるとし

ており,その蔦異も載せている [Bell:203,Fig.118]｡
(119) 預言者ム-ンマ ドの教友であり,『クルアーン』の暗話に長けていた [E12:"Al-

M坤d豆db.̀Amr"]Oアリーを支持していたとも言われ,ベルシア語史料によると,ナ
フラグァ-ンの戦いで戦死した武将である [Ra'is:222].
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られるが,これらはどれも,四聖地-の街道上に位置している参詣地であり,クーフア

やマダーインを別とすると,幹線道路からの遠近が,参詣者が訪れるかどうかの判断材

料となっていたようである｡

(3) 参詣しない場所

イラクを訪れるイラン人参詣者たちは,上で見たように,カルバラ-,ナジャフ,カ

ーズィマイン,サーマッラーにあるイマームの墓廟を参詣し,さらに四聖地の周達や移

動の途中で,イマーム折線の場所やイマームの教友 ･支持者たちの墓所を参詣していた｡

しかしその一方で,イラン人参詣者があまり訪れない場所もまた,オスマン語史料 とベ

ルシア語史料を付き合せることで浮かび上がってくる｡オスマン側の史料では,｢この

地 [バグダー ド]には,非常に多くの聖者や偉人の立ち庭や墓が存在 しており,一部は

参詣に相鷹しい｣[siyâタat:121]と言われているように,昔時有名で,盛んに参詣され

た墓所がイラクには多数存在 した｡

オスマン政府が推奨するバグダー ド州内の参詣地は,AbB 甲anifa,Jilani,Su-

hravardiの三人の墓廟を筆頭とする｡以下それぞれについて検討する｡

① Ab屯IJanifa佃'廟 :バグダー ドからカーズィマイン方面に30分ほど行った場所に墓

と附設のモスクがある｡廟とモスクを中心に ｢À写amiya街区｣として知られ,｢貴膿

の参詣場所｣[Sl'yâみat:121]として賑わっていた｡イスタンブールから訪れた Å̀1iBek

は,バグダー ド到着後,異っ先にこの墓廟を訪れているが [̀Al壬:61],一方でイラン人

参詣者の中には,この地を参詣する者はほとんどいない｡

イラン人の中では,N豆!iral-DinShahがバグダードに到着 し,カーズイマインを参

詣した初日の午後にAb自軍anifaの墓を訪れているが,彼自身の表現によると,｢この

地の住民はすべて狂信的なスンナ派 (sunni-yimutàaSSib)｣であった.そしてモスク

の導師であり墓の管財人 (mutavalhJ)であるMuStafaEfendiなる人物の服装や顔かた

ちを記 した上で,｢明らかなことに,彼は非常に狂信的で不義の輩 (mutàaS!ibva

pidar-S白khta)である｣と寸評 している｡このような状態にあって,オスマン政府の役

人たちに案内されてアブ一 ･-ニーフアのモスクを見学したNagira1-DinShahは,

何を言うべきかわからなかった｡[同行した]パシャ自身や管財人たちも恥らって

いた｡-髄我々は何のためにここにやって来たのだろうか ? [N*r:97]

とスンナ派の偉人の墓を訪れた理由を自問した挙句に,即座に引き返 した｡またFakhr

(120) スンナ派の四法学派の一つであるハナフィー派の組 (767年波)0
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a1-Mulkは,見物のつもりで訪れたところ,モスクの鍵保管人に茶を振舞われ,墓の内

部を案内されたために,いやいやながらにファーティ-章の朗詠とタワーフをし,夕刻

の薩拝の時間でもあったために,モスクで二度のラクアを行っている [Fakhr:59-60]｡

その様子は,｢強制的 (ijbari)｣や ｢やむを得ず (n豆-char)｣という言葉に表 されてい

るように,彼自身の日額的行為ではなく,モスク内での所痔の内容 もアブ一 ･-ニーフ

アのためではなく,イマーム ･アリーに封するものであるなど,寮に消極的な姿勢とな

っている｡

② shaykhÀbdal-Q豆dirJil豆ni(ul)廟 :バグダー ドの西方に位置 し,墓に隣接 してモス

クがあり,数千人のムリー ドが居住 している [St'yâ々at:121]｡この墓廟は,バグダー ド

市内の中で特に美 しく,｢非常に多 くのワタフと私有地を持っており,その他にもイン

ドやブ--ラーの参詣者が金品を滑る｣[̀Å1王:73]と言われているように,インドやア

フガニスタンからのムスリムが多く参詣し,19世紀後年には極めて繁栄 した墓廟であっ

た(■めOしかしながらここでもまた,｢オスマン朝の男女からなる多 くの人々が中庭や屋

上にいた｣[N豆Pir:104]というN*ra1-DinShahの言葉に表 されるように,イラン

人参詣者の存在 はまった く確認 されず,ベルシア語史料 では,｢最 も邪悪な墓｣

[Ru-zna-ma:48]との表現さえも見受けられるO

③ ShaykhShih豆bal-DinÙmarSuhravardi(a)廟 :この人物の墓廟 もまたバグダー ド

市内にあり,オスマン朝の人々は名高い参詣地だと認識 していたが,NaSir a1-Din

Sh豆hの施行記以外にはこの廟についての記述は見嘗たらない｡

上に挙げた三人の墓廟はオスマン朝の人々にとり,バグダー ド州内での最 も重要な参

詣地と見なされているが,イランからのシーア派参詣者がこれらの地を参詣している事

例は極めて稀である｡

④ その他

バグダー ド州全鰻に日を向けてみると,さらに幾つかの主要な参詣地が拳げられる(卿.

それらの中でも,ベルシア語族行記にも言及のある写ial-Kiflとイマーム ･ムーサーの

(121)両l泌主義教圏の一つ,カーデイリーヤの名租 (1166年波)｡

(122) ジーラーニー廟は,その子孫であるNaqiba1-Ashraf家の影響が強く,インドとのコ

ネクションも堅固であった [Getinsaya:53-55] 0 19世紀最末期のこの廟は,インドや
アフガニスタンからの多大な援助によって,バグダードの中でも極めて壮麗な建物とな

っており,参詣者も多く訪れていた.ジーラーニー廟の壮麗さを構えている例として,

Harris:313-315を挙げておく｡

(lu) 著名なス-フィーであり,スフラワルディー教圏の名租とされる (1234年波)a

(124)バグダー ド州内に存在する聖人の墓については,BS:1300/257-287,1312/254-262,

1313-14/325-341,1325/337-342を参照されたい｡
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二人の息子の墓,およびヒッラについて紹介 しよう｡

写ia1-Kiflは,クーフアとヒッラの中開に位置するユダヤ教徒の聖地である｡写ia1-

Kifl(mの墓と預言者ユーヌス (あるいはヒズル)の立ち庭があり,年に一回,数千人の

ユダヤ教徒が集まる巡扉豊地 となっている(価)Oこの地にはまた,第十二代イマームの立ち

庭として有名な場蹄があったようであるが [Ta1ibi:416],ほとんどのイラン人参詣者

はこの地を訪れない｡例外的にAdiba1-Mulkが同地を訪れてはいるものの,｢どうや

ってもこの [地の]参詣は,ユダヤ教徒たちの汚らわしさゆえに,気持ちにしっくりと

はこなかったし,心が満足 しなかった｣[Adib:201]と述べているほどである｡

またオスマン語史料では,Ibr豆him とIsm豆̀ilというイマーム ･ムーサーの二人の千

供の墓所が,カーズィマイン廟の父親の側に存在すると記されている [BS:1300/266]｡

しかし,ベルシア語旅行記の著者たちが,彼ら二人の墓所を参詣 したという記述はまっ

たく見営たらない｡二人の墓はカーズィマイン廟の中庭にあるため,参詣にはむしろ過

した場所だと考えられるが,それにもかかわらずイラン人シーア派ムスリムが参詣しな

い理由として,この息子たちが第八代イマーム ･レザーに敵暫 したことが挙げられる(L7)0

すなわち,シーア派イマームの息子であっても,十二イマーム派が重視する第八代イマ

ームに敵封 した場合,その人物は参詣封象から外されてしまうのである｡加えて,毎土

曜日には数千人の男女がバグダー ドからこの地に参詣に訪れていることから(a),この地

の参詣は,十二イマーム ･シーア派 とスンナ派で完全に異なった解樺が残されていたと

考えられる｡

最後に,ヒッラ (tlilla)について挙げておくoバグダー ドの95キロメー トル南方に

あるヒッラには,第七代イマームの息子たちの墓があり,有名である,とオスマン語史

料には記されているが [BS:1300/266],ベルシア語族行記からは参詣の事例は確認さ

れない佃｡その理由として,ヒッラ-のルー トは,バグダー ドから南下 した場合,カル

(1詣) 『クルアーン』中に二度言及があり (21童85節と38章48節),奮約聖書の預言者甲izqil
[ェゼキエル]に封鷹するとされる [EZ2:"⊇ihu'LKifl"]｡現在は,Kifl村として知られ
る｡

(126) 19世紀中葉のエゼキエル廟については,Ussher:4631465;Adib:201が詳しいO

(u7) T豆1ibi:401;Adfb:93oKhalili:Ⅹ(2)/18-20にも,Ibr弘imに関する記述があるが,
Ism喜Hlについては解れられていない｡

(128)バグダードからの参詣者の目的は,おそらくこの二人の息子の師であり同地に埋葬され

た著名な-ナフィー学派の法学者Ab缶Y缶suf(798年波)であろう｡

(ユ29)管見の限り,ベルシア語族行記の中でヒッラを訪れたことが確認できるのは,Abc

T豆libであり,彼はか レバラ-参詣を終えた後,ヒッラを経由してナジャフへと向かっ

た.彼は,｢アリーの首塚 (Min豆ra-yisar-ìAli)｣やアリーの兄弟 Àqilb.AbiT云1ib
の墓などヒッラにある参詣地を数ヶ所奉げているが,どれも他史料からは確認し得なか/
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バラ-方面とは逆方向であるという地理的要因がまずもって考えられ,加えて,ユダヤ

人が多いというこの町の特徴が影響 している可能性 も否定し得ない(a)｡

以上,イラン人参詣者が参詣 しない場所を検討 してみると,二つの鮎が浮かび上がる｡

一つは,参詣封象がスンナ派やユダヤ教 と関わりがあり,シーア派ではない人物の場合

であり,この場合,イラン人参詣者は,それらの場所を意囲的に参詣封象から外 してい

る｡アブ一 ･-ニーフアら上述の三人の墓の他 にも,カーズ ィマインにあるAbd

Ydsufの墓や,アブ一 ･-ニーフアの弟子であるD豆'uda1-T訂iの墓など,オスマン語

史料では,有名な参詣地であると認識されている墓が,イラン人参詣者の側からはまっ

たく言及されていない(a)Oこれらの人物は,大半がスンナ派四法学派に屈す学者 らであ

るが,イラン人参詣者が,それらの墓所を参詣する事例はまったくと言ってよいほど見

られないのである(a)0

＼った [Talibi:412,416,420]Oこの他,SayfaトDawlaもヒッラを訪れているが,この

人物はメッカ巡薩を終えたのちにシリアからイラクへ入っている [Sayf:247].施行記

の性質からして,メッカ巡頑豊を行った者のアタバート参詣の描寓は極めて淡白となり,

またメッカ巡扉豊者は各地に寄港し,より国際的な鹿野を身につけているケースが多いた

め,この人物の動向をもってして,アタバート参詣者がヒッラを訪れることを普通化す

ることはできないと考える｡

(130)Loftusは19世紀中葉のヒッラについて,｢訪れた人を何よりも驚かすのは,居住してい

るユダヤ人の多きである｣[Loftus:26]と記す｡20世紀初頭の報告書では,この町は

｢オスマン領イラクの中でも最も重要な町のひとつ｣とされている [Lorimer:ⅠⅠ/712]｡
この理由は明白ではないが,おそらくユーフラテス川沿いに位置するという交通の要衝

と無関係ではなかろう｡19世紀末のヒッラの町そのものには,シーア派よりもスンナ派

が多く居住し,かつ500人のユダヤ人が暮らしており,ユダヤ教の基礎やヘブライ語を

教える彼らの畢校も存在した｡この数字は,州内のユダヤ教徒の大牛が居住しているバ

グダード市に次いで多く,潜時のヒッラがユダヤ教徒の中心地であったことを明らかに

する [cuinet:89,90,150-153,160-161]｡また,これらのユダヤ教徒は両替商を営んで

おり,ヨーロッパへの迭金も可能であるなど,交易の中心を据っていたことが窺われる

[peters:313,322,329]｡
(131)BS:1300/264-2650この他にも,オスマン側の旅行記では,バグダード市内のShaykh

Karkhi,lm豆m AhmadJunbali,ShaykhShabll-,Sari-yiSaqti,SayyidAbdal-

甲asan Àliらの墓が挙げられている [̀Ali:72-73]Oさらにバグダー ド市内には,

Har屯nal-Rashidの妻であるZubaydaの墓もあり,囲錐形をしたそのドームの形状か

ら,欧米人族行者の興味を喚起するものであったが,ベルシア語族行記からは確認され

ない｡また,イマームでない人々の墓も,ほとんど参詣している形跡がない｡アタバー

トには,歴史的著名人で,シーア派であったNa申ra1-DinTds王の墓や [Algar:903],
Kh豆n-iJadida近郊のティグリス川右岸には,イスラーム初期の著名なス-フィーであ

ったShaykhJunaydの墓が存在したが [̀Å1!:59],これらはベルシア語族行記史料で

は言及されていない｡

(uZ) ｢スンナの人々は,シャイフ [･ジーラーニー]を非常に信仰している [が,我々はそ

うではか -]｣[NaPir:105]という言葉が,シーア派とスンナ派の心理的な隔たりを端
的に示していよう｡
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もっとも,ベルシア語旅行記の著者たちは高位高官であるために,オスマン側の役人

との関係上,参詣せざるを得ない場合があったが,その場合にしても,決 して進んで参

詣してはいなかった｡このような彼 らの封鷹から,｢アタバー ト参詣｣という族におい

て,彼らは薯に ｢シーア派的｣であったと言うことが可能であろう｡加えて,カーズィ

マイン廟内のイマーム ･ムーサーの子供の墓を参詣しない理由が,第八代イマーム ･レ

ザーに封立したためであるなど,シーア派の中でも,十二イマーム派を信奉するイラン

特有の形態を有 していると考えられる｡

またもう-鮎の特徴は,参詣場所が既存の参詣ルー トから大幅に外れている場合であ

る｡バグダー ド西方のYdshì,tIiZr,Ilyasの立ち庭 [Slyâbat:120-121]や,バスラ

のイマーム ･アl)-が建設したモスク [BS:1300/202]など,イラクにはシーア派イマ

ーム所縁の地や諸預言者の立ち庭も多 く存在 したが,ベルシア語族行記史料からイラン

人の参詣が確認されるのは,先に見た場所のみであり,これらの地-の参詣事例を確認

することはできなかった(】3)｡

このように,たとえシーア派イマーム所縁の場所であったり,イマームの近親者の墓

所であったりしても,参詣ルー トから大幅に外れている場合には,T<ルシア語旅行記史

料では,それらの地を訪れている様子は窺えない｡しかし,逆に参詣ルー ト上にある場

合は,彼らはそれが誰の墓所かを厳密に理解 しないままに,参詣を行っている事例 も見

受 け られ る｡例 えばFakhr a1-Mulkは,Ibrahim b.M豆1ik a1-Ajdar,Sayyid

Mutlammad b. Àli Naqi,Miqdadといったそれぞれの墓所 を参詣 しているが

[Fakhr:63,64,75],彼らがどのような人物であったのかについてはまったく滴れてお

らず,草に ｢イマームザ-デ｣として参詣している節がある(加｡

(133) この他,バスラには,ムハンマドの教友であったTalbaとZubayrの墓がある｡Abti

T豆libは,1803年のイラク施行で蹄路バスラに立ち寄った際に,距離的には離れていな
かったにもかかわらず,アラブ部族による略奪やワッ--ブ派の襲撃を恐れて,この両

者の墓に参詣することができなかった [T豆1ibi:435]0 19世紀初頭にインドからヨーロ
ッパまで旅行したこの大旗行家は,イラクでもシーア派,スンナ派を問わず各地を参詣

している｡父親はエスフアハーン出身であり,イラン系の家系ではあるものの,彼自身

の宗派は不明である｡しかしアリーの敵封者たちの墓参詣をしようとしていることから,

スンナ派であった可能性が極めて高い｡

(134)参詣施行記の著者たちは,全骨豊的に,その族行の性格上,｢イマームザ-デ｣には敏感

に反感し,イマームザ-デと名のつく場所があった場合には必ず参詣していることを指

摘し得る [Adib:265,270,275].また,ガ-ジャール朝末期には,エス77--ンから

マシュ- ドに至るまでのイマームザ-デを列拳した書物も書かれており [守川 2001:

54],イランではイマームザ-デ請がこの時代には既に一つの潮流となっていたようで

ある [Momen:182]｡
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以上のことをまとめると,普時,アタバー トでは参詣すべき場所がほぼ決められてお

り,｢参詣ルー ト｣なるものが出来上がっていたと考えてよいであろう｡ナジャフ,カ

ルバラー,カーズイマイン,サーマッラーといったシーア派歴代イマームの聖廟四ヶ所

は,普然参詣すべき場所であると同時に,それらの近郊にあるイマーム所縁の地もまた,

イラン人シーア派ムスリムらの参詣の酎象となっていた｡一方,ここで注意すべきは,

シーア派に関連するすべての墓所を巡るわけではなく,参詣ルー ト上に位置しているか,

比較的容易に訪れることの可能な場所が,彼らの参詣封象地として考えられていた,と

いう鮎である｡おそらくこの背景としては,商業キャラバンの移動ルートも考慮せねば

ならないであろう｡キャラバン･ルー トと参詣道は表裏一骨豊のものであるため,街道か

ら外れた場所や遠方の参詣地は,行路上の安全が確賓に保障されない状況においては敬

遠されたと考えられる｡多額の金品を持ち歩 くと見なされていたイラン人参詣者の安全

は,常時のイラクでは様々な形で脅かされていたこととも無関係ではない｡

さらに,イラン人の参詣封象からは,かなり明確に,スンナ派やスーフィズム関連の

偉人や聖人の墓が排除された鮎もまた,重要な特徴である｡特に,バグダー ド市内にあ

るアブ一 ･-ニーフア廟は,オスマン政府による多大な支援があり,昔時最も立派な建

物であったと推察されるのであるが,イラン人参詣者らは,その地を訪れるに際しては

物見遊山で出かけており,スンナ派のこの大尊者に封して,敬意を捕ったとはみなし難

い態度をとっている｡彼らの意識においては,スンナ派とシーア派の直別は明瞭であり,

彼ら自身はシーア派的心情に頑ななまでに固執していた様子が,このイラクでの参詣場

月斤から窺えるのである｡

3.参詣儀稽

本節では,イマーム廟ではどのような作法でもって参詣するのか,また参詣時にはど

のようなことをするのか,といったイマーム廟内で行うことに焦鮎をあてて検討する｡

(1) 旅行記史料から

施行記史料に見られる,イマーム廟での参詣作法は以下の通りである｡

まず参詣者は,墓廟に入る前に,身髄を冷める ｢沫浴 (ghusl)｣を行う｡そして廟に

入るときには,入 り口で,廟内に入るための ｢許可 (i_zn)｣を得る所癌旬を詠まなけれ

ばならない(】諭｡ある参詣者は廟に入るときの様子を以下のように表現している｡

(135) これは,旅行記中では,du'a--yii_zn(許可の所癌句),あるいはi_zn-idukhu-I(入廟の
許可)と呼ばれているものであるが,後述の参詣所癌文の中で最初に詠むべき所醸句で

ある [Ru-zna-ma:41;Adib:144,146,180etc.]O
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[アスカライ-ン廟の]定められた場所で靴を脱ぎ,イーワ-ンの下に立ち,入廟

の許可を求め,所宿を詠み,二-三の敷居を通 りすぎて,世界の避難所たる宮に入

った｡[Ru-zna-ma.･39]

建物 の中に入 った参詣者 は,ここで参詣の主眼で あ る ｢参詣所感文 (ZかalYlat-

na-ma)｣の朗詠をしなければならない｡｢参詣所蒔文｣は,参詣の手順に沿って,各墓

廟や立ち庭などで詠むべ きアラビア語の所癖句であり,シーア派の聖地 ･聖廟では必ず

朗詠されている価｡

参詣所頑文の朗詠が潜むと,｢参詣の鰻拝 (mama-I-iziya-rat)｣を行 うが,これは,

場所によって二度か四度など異なってはいるが,基本的には偶数の ｢流弾 (ylak(a)｣を

行い,『クルアーン』の章句を詠むことである(a).そして,墓石 を囲む柵 (lan-h)の周

囲を ｢周回 (tava7)｣ し(瓜,柵に ｢口付け (biisa)｣,参詣は終了するO

参詣者 は聖廟のある町に入る前には,墓廟の ドームが見 えた時鮎で ｢参詣 (zlj,a-r-

at)｣を行っているが,町から離れる際にもまた,｢別れの参詣 (zl'ya-Ylat-ivida-∫)｣を行

ってから聖廟を離れ,蹄路に着 ((1刃)｡

(2) 手引書による参詣の作法

以上のような,施行記史料から確認される参詣方法は,宗教書からもある程度裏付け

(136) Zlj,a-rat-na-maは,ジーラーニー廟にはなかったと言われていることから [N*r:105],
19世紀の段階では,これはシーア派特有のものであったと考えられよう｡現代でも,ア

タバートやマシュ- ドなど,各聖地のzl'ya-rat-na-maが参詣者の便宜のために出版され

ているが,アラビア語そのものはさほど難しくはか -[Ardak云n1-,Qummi]｡吉田 2004

に,一部税課があるo ZIyaJyat-na-maの集大成と目されるMafa-tl141al-jina-nには,各イ

マームに射して,それぞれの日時に鷹じた参詣時の所癖句が記されている [Qummi:
383-645]｡イマームや日によってラクアの回数や 『クルア-ン』の章句,所蒔旬の内容

も異なっており,一般のイラン人がこれらをすべて暗話して参詣することは不可能と思

われる｡

(137) 施行記史料からは詳細についてはわからないが,参詣手引書では,ラクアの回数は最低

が二回であり,一度目のラクアのときにヤー･スイーンの章を詠み,二度目のラクアの

ときにラフマ-ンの章を詠むと定められている [Qummi:381]｡

(138)Adib:99;Fakhr:46｡墓を囲っている柵を周回 (タワーフ)することは,メッカ巡薩時

にカーバの周囲を左回りに七回廻るタワーフの儀櫨を模していると考えられるOただし,

族行記史料からは,イマーム廟参詣時のその回数までは明らかにならない｡以下に見る

ように,参詣所鵡文の朗詠や疏拝と異なり,墓の柵のタワーフについては,逆に参詣手

引書には記されていか -[Bah5'11,Qummi,耶 'iri]｡

(139) Adib:213,221;Fakhr:72｡町に入る前に,聖廟が目に入ったところで行う ｢zt'yalatJ

とは,何らかの所鵡旬を詠み,疏拝をすることであろうと推察されるが,族行記史料か

らは詳細は不明であるO以下に奉げるBah訂iらの参詣手引書においても,｢別れの参

詣｣については記載があるものの,町に入る前の時鮎で行う ｢参詣｣については説明が

ない｡
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ることが可能である｡ここで,17世紀初頭にサフアヴイー朝君主シャー ･アッパース

(在位1587-1629)に献呈された一書の中にある ｢参詣の作法 (ad豆b-iziy豆rat)につい

て｣(第二節)から,シーア派のイマーム廟参詣の手順を抽出してみよう(18)｡そこでは,

21の行為が参詣に関係 していると述べられる [Bah豆'i:1661167]｡

参詣の作法について

1.柄 (rawZa)に入る前に,沫浴 (ghusl)をすること｡

2.[廟内に]入るまで,清浄な状態であること｡その後,もし途中で問題が生 じ

たら,再度沫浴をしなければならない｡

3.新 しく清潔な衣服 を身につけ,殉教地の扉に立ち,博 えられている所繭

(duEaL-yimanqu-I)を詠み,入廟の許可 (i_zn-idukhu-l)を求めること｡その

後,もしその状態で,[イマームへの]憐偶 (riqqat)が生 じれば,中に入る

こと｡さもなくば,憐潤が生 じるまで待ち,[それから]入廟すること｡

4.人廟は,謙遜と卑下でもって行うこと｡入る際には,右足を先に出し,出ると

きには左足を出す｡

5.自らを柵 (fan-b)にくっつけること｡一部の者は,離れて立つのが良いと考

えているが,それは誤 りである｡なぜなら-ディースには,｢柵にもたれかか

るべきである｣と記されているからである｡柵に口付けることは許されている

(j豆yizast)｡敷居に口付けることについては,-ディースには現れか -が,一

部の十二イマーム派 (imamiya)のムジュタヒドたちは,許されていると考

えている｡

(1m)ShaykhBaha'iの父親はレバノンのジャバル ･ア-ミルという,侍統的にシーア派の

影響が強い地域の出身であり,サ7アヴイー朝の宮廷で重質された法学者であった｡息

子のShaykhBaha'i(1621年没)もまた,父同様偉大な学者であり,アラビア語のみ

ならずベルシア語にも通暁し,文学や数学,自然科学など多岐にわたる分野で執筆活動

を行っているOシャー･アッパースの厚遇を得,様々な施策において,彼の意見が取り

入れられた｡ここではShaykhBah5'iのJa-mì-i'Abba-sl-を取り上げたが,イランにお

ける参詣手引書の重要性としては,MuhammadBaqirMajlisi(1699年頃没)の書物

が勝る [Nakash1995:156;Momen:182]oMajlisfは,サフアヴイー朝末期のシーア

派法尊者であり,彼の著書Biタa-ral-anva-rはシーア･-ディースの集大成として極め
て重要な一書であるOこの他にも彼は,イマーム･7サイン廟への参詣を奨励する書物

である22i-dal-maEa-dや TuZfatal-za-'irという二書をベルシア語で記している｡この
二書は今回参照することができなかったが,19世紀後年には,特に後者の書物は頻繁に

石版本で出版されており,潜時同書が一般に磨く謹まれていたことを示唆しているo

Majlisiの重要性は言うまでもないが,同じく19世紀に版を重ねたBah豆'iのJa-miE-i
EAbba-S1-の重要性については,これまで誰も言及していないので,ここではそれを問い

直す意味を込めてBah豆'iの著作を取り上げた｡
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6.顔をキブラに向けるのではなく,顔を柵に向け,背をキブラに向けることが参

詣の際には良い｡

7.博えられている方法での参詣 [の所稽句 (zl'ya-rat)]は,次章で述べられる｡

｢汝に平安あれ (al-sal豆m alay-ka)｣という言葉で十分である｡一部のムジュ

タヒドは,そこにいることで十分だと見なしている｡

8.自身の顔の右側を柵に普て,参詣を終えるときには所願 (du後)を行うこと｡

9.自身の顔の左側を柵に普て,至高なる両に,彼と墓の主について,墓の主の仲

介によって彼を天国の住人とするよう求めること｡所斉藤を大聾で詠み,強調す

ること｡

10.[墓の主の]枕元に行き,顔をキブラに向け,所頑を行うこと｡

ll.参詣後,参詣用の鰻秤 (mama-2-i勿′a-rat)の二度のラクアを行うこと｡もし

使徒棟- 両が彼とその一族を嘉されますように- の参詣であれば,その御

方のミンパルと墓の閲で参詣の薩拝を行うことが慣例である｡もし無謬なるイ

マーム棟たち- 彼らに平安あれ- の参詣であれば,枕元で行わなければな

らない｡この扉豊拝で,イマーム様たち- 彼らに平安あれ- からの許 しを得,

顔を墓に向けることができる｡たとえキブラに背を向けなければならないとし

ても｡しかし,顔を柵に向け,背をキブラに向けないようにするならば,なお

良い｡

12.参詣の薩拝を終えた後,博えられている所癌 (duEa--yimanqu-1)を詠むこと｡

信仰や世俗のことで,何であれ心に生じたことを求めること｡全人類のために

所癖することはより良い｡なぜならそれはより聞き届けられやすいからである｡

13.その場で 『クルアーン』の朗請を行うこと｡その功徳を墓の主に贈ること｡な

ぜなら,そのご利益は再度自らに達し,墓の主への畏敬となるからである｡

14.能力に鷹じて,あらゆる状況での心の統一 (i垣豆r-iqalb)をすること｡すべ

ての罪を改俊すること｡

15.その地の奉仕人や番人たちやそこの困窮者たちに喜捨 (taざadduq)をすること｡

なぜならその地での喜捨の功徳は二倍になるからである｡

16.彼 ら-敬意を梯うこと｡なぜなら,事案,彼らに敬意を嫌うことは,墓の主に

敬意を梯うことだからである｡

17.参詣から戻っても,その町にいる間は,再び参詣に行 くこと｡

18.出礎が近づいてきた場合は,停えられている所頑でもって別れ (vidal を告

げること｡

19.至高なる神にその場併-の再訪を求めること｡
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20.その場軒から外へ出るときには,顔を柵に向け,後ろ向きに外へ出ること｡

21.すばや くその場蹄から外へ出ること｡なぜなら,その方が尊崇と敬意が多く,

再訪の熱望がより早 く叶えられるからである｡

ShaykhBaha'iの博える参詣手順は,先の旅行記史料中に断片的に見 られる賓際の

事例 とほとんど饗わらない｡現代の参詣手引書においても,①沫浴,②入廟の許可を求

める,③墓に面 して立つ,④口付け ･頼付け,⑤--デイムに喜捨,⑥貧者に喜捨,⑦

参詣所稽文の朗詠,⑧参詣の穫拝,⑨憐欄の情の表明,⑲別れの参詣の朗詠,⑪所願,

⑫罪の放 しを求める,といった項 目や順番にはほぼ饗化がない(】d】)｡法軍書や手引書に述

べられるこれらの参詣作法の項 目の中でも,沫浴 し,入廟許可(1避)の所滴を詠み,入廟 し,

柵に口付け,鰻拝を行うことなどは,施行記史料 とも共通する作法であり,理論面から

だけではなく,昔時,賛際にそのようなや り方でイマーム願参詣が行われていたという

鮎は疑いがない｡

もっとも,ShaykhBaha'iの記述では,沫浴時の状態や入廟の際の心の有 り様,右

足から入 り,左足から後ろ向きのまま出ることなど,法学者の立場からのより詳細で専

門的な参詣作法を記 している｡一方,施行記の記述は断片的であり,参詣者が Baha'i

の博える法撃的に正 しい参詣作法をすべて遵守 していたとは考えがたいが,大凡の手順

などは,後述する参詣所蒔文の詠唱者の指示に従いつつ,行っていたのではなかろうか｡

サフアヴイー朝期の法学手引書と,19世紀のベルシア語旅行記の参詣に関する手順など

の記述はかなり似通っており,両者 ともに,シーア派ムスリムのイマーム廟参詣の姿を

知らしめていると見なし得よう(】胡).

(141) この12分類は現代の手引書による [Kajdr-I:11]O他にも,Qummi はより詳細な形で28

鮎の参詣作法を挙げている [Qummi:378-383]O一方甲訂iriは,1.参詣旅行時の沫浴,
2.道中は愚かな畿言を慎む,3.参詣の休浴,4.骨豊や服を清潔に保つ,5.威厳と落ち

着きをもって歩を進める,6.人廟の許可,7.敷居への口付け,8.参詣の所蒔句の朗

詠,9.キブラに背を,墓に顔を向ける,10.他人の邪魔にならないように柵に近づく,

11.参詣の薩弄,12.所願,を奉げている lpa'iri:565].墓に梱れたり,接吻したり
することや,墓地での殖豊拝が禁じられていたエジプトの死者の街での参詣慣行と比較し

てみると,時代や地域の差が見えて興味深い [大稔 1993:12-20]｡

(1W 入廟に際し,ShaykhBah豆'iは別の箇所で,先人のウラマ-の言を引用している｡そ

れによると,許可を求める理由は,｢許可なくして他人の家に入ることはできないから｣

[Baha'i:190]であり,墓と家を同一視していることが窺えるO

(lB) 同時代の異教徒から見た,イマーム廟の参詣作法については,Peters:II/322-323が参

考になるOまた20世紀初頭の報告では,｢参詣者たちによって行われる肩豊法｣として,

シーア派の墓廟に到着した参詣者は,まず髄を拝め,緯いて付添人の導きの下,聖域に/
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(3) 参詣者 と ｢参詣所稽文｣詠唱者 (zlj,aJrat-na-ma-khwaJn)

ここで,参詣者を手引きする存在である ｢参詣所蒔文 (ziyaMrat-na-ma)｣の詠唱者に

解れておきたい｡アタバー トの各イマーム廟には,それぞれ ｢参詣所清文｣の詠唱者

(zl'ya-mt-na-ma-khwa-n)がいた｡｢参詣所構文｣は,先のBah訂iの記述 (7番目など)

にある ｢博えられている所藤｣にあたり,本来は参詣者自身が詠むべきものであると考

えられる｡ しかしながら,この ｢参詣所蒔文｣はアラビア語で書かれているため,アラ

ビア語を解さない多 くのイラン人は,参詣所頑文を詠んでもらう代理人を立てていた｡

この詠み手は,イランから連れて行 く場合 もあったようであるが,大抵は現地で調達し

ている(J紬｡例えばAdTba1-Mulkは,カルバラーで二人のサイイ ドを自らの参詣所頑文

詠唱者 としているが,一人はフサイン廟の鍵保管人が定めた者で,非常に美馨で物静か

であったが,もう一人は自薦によって無理や り彼の詠唱者となった｡後者の詠み方はあ

まりにひどく,Adiba1-Mulkは,｢私 自身が参詣所頑文を詠む｣と言ってその人物を

断ろうとしたが,朝晩関係なく,そのサイイドは靴脱ぎ場で待ち構え,参詣所宿文を詠

んだという.また彼は,ナジャフでは知り合いの息子の12歳の少年の馨がすぼらしかっ

たとして,その少年を自らの詠唱者 としている [Adib:147-148,179]｡Fakhral-Mulk

もまた,フサイン廟の鍵保管人の孫を自身の詠唱者としているが,その少年は,詠み手

としてFakhra1-Mulkに仕えるのみならず,一行の出立の際には見遮 りも行っている

[Fakhr:56]0

詠唱者の技量に巧拙があるとはいえ,施行者に代わって参詣所頑文を詠むことは,覗

地に住む人々にとっての臨時の職 となっていたのであろう｡そのため,彼 ら参詣所宿文

の詠唱者は,依頼者の意に沿うべ く出迎えや見遮 りを行い,また,自身をその立場に据

えてもらおうと参詣者が訪れるのを待ち構える｡特に富裕なイラン人参詣者の場合,そ

の見返 りは現地に暮らす人々にとって,極めて有用な糧となっていたのである｡

一方,アラビア語を解さず,イラクに向かうイラン人参詣者にとっては,彼 らの指導

＼入り,敷居のところで聖者 (墓の王)に入廟の許可を求め,入っていくと何らかの所痛

句を唱え,墓の周りを三回廻り,囲いに口付けをして所癖旬を繰り返す｡最後に,墓の

前で二度平伏する｡裕頑な参詣者は,モッラーに 『クルアーン』やフサインの殉教物語

などを詠んでもらい,貧者に施しや食事を輿え,墓廟には金鏡や賛石を寄進する｡参詣

を終えた参詣者は,｢カルバラ-イー｣という稀鋸を輿えられる,とある [Lorimer:I/
2359]｡このような参詣作法は,現代のイマーム廟やイマームザ-デでの参詣作法に通

じるQ

価)RuAzna-maの著者が同行していた参詣者集圏には,一人のモッラーがおり,種々の参詣

所頑文を暗記していたために,道中でも朗諦していた [Ru-zna-ma:23]｡詠唱者の現地

調達の事例は,Adfb:1471148;N豆!ir:115,155;Sadid:320,324などo
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によって初めて参詣が可能となったものと思われる｡というのも,｢参詣所構文｣は,

その内容からしても,廟に入るときや所橋を行うときなど,大凡の手順に則って朗詠す

べきものであるが,初めて参詣する者にとっては,参詣所藤文に基づ く参詣作法は煩発

で,彼 らがそれらをすべて理解 したとは考えがたい(脚｡手 順や作法については同行する

詠唱者がその都度指導 したと考えるのが自然であり,｢--デイムの一人である参詣所

蒔文詠唱著 (略)の導きで (ba-dal豆lat-i...ziy豆raトn豆ma･khw豆n)聖廟の中に入った｣

[Adib:144]という表現は,詠唱者が不慣れな参詣者の案内役をも務めていたことを示

している｡

(4) バラカを授かるための行動

さて,墓廟での参詣が終了すると,参詣者らは墓の圭 (被葬着)の執 り成 しによって

所願が成就するよう,バラカ (神の恩寵)を授かることを行っている｡国王や高官の場

合は,聖廟の鍵保管人の計らいで,特別に囲い柵の中や地下にある賛際の埋葬地まで入

ることができたため,自分たちの持ち物に直接バラカを宿すことも可能であったが10,

それらは特殊な事例である｡一般の参詣者たちに可能であったことは,｢聖なる土｣の

持ち締 りである [Ru-zna-maI29;Adib:164;N豆Sir:120-121;Fakhr:46]｡特に,病に

致能があると信 じられていたカルバラーのフサイン廟やアッパース廟の土(10は,バラカ

を宿すためのものとして人気があった｡カルバラーの土は,19世紀前半には未だ自由に

持ち締ることができたようであるが,同世紀中葉には,フサインの墓からの遠近に鷹 じ

て区別されており,参詣者 らは墓廟関係者から土を分けてもらうようになっていた(l掛.

この土の人気ぶりは,普通は1マン (約 3キロ)ほどを持ち蘇るところを,時には10マ

(145)ShaykhBah訂1-は,先の参詣作法の7番目において,｢『汝に平安あれ』という言葉で
十分である｣と述べているほどである｡

(146)N申iral-DinSh豆hはナジャフのアリー廟で柵の中に入り,アリーの姿絵や剣を ｢バラ
カを授かるように (tabarrukba-shavad)｣置いておき,締 る前 日に持ち跨った

[Na!ir:128,137]｡Fakhra1-Mulkは指輪にバラカを授かるようにしている [Fakhr:
45]｡

(147)カルバラーの土は,水で薄め (rib-iturbat｣と呼ばれる),それを病人や瀕死の人間,

妊婦などに飲ませた [Masse:38,96]｡

(1m) 19世紀初頭のAbdTa1ibはカルバラーの土を自ら持ち鋳っているため,この時期には
規制はなく,自由に持ち締ることができたと考えられるが,19世紀中葉では晩に,墓廟

関係者が ｢カルバラーの土｣だとして渡す土に封して,何年にもわたって大勢の人間に

渡している以上減り績けているはずで,本物ではないのではないか,という疑念がナジ

ャフのウラマ-の問でも生じていたという｡この意地の悪いナジャフのウラマ-の疑念

に封しては,カルバラーの土は,神がシーア派の民を癒すために下されたものであり,

復活の日まで減ることはなく,フサインの奇跡であるとの答えが返されている

[TえIibf:408;Adib:2081210]｡
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ンもの土を持ち蘇る者 もいたほどであったという [Adib:209-210]｡参詣者が直接地下

に入ることのできたサーマッラーでは,

[第十二代イマームの]井戸は,もともと井戸ではなかったが,ガイバの場餅であ

ることから,吉兆と天恵を授かるために,多くの土が持ち出されたことにより [井

戸 となった]｡[現在では]およそ2ザルア (約 2メー トル)ほどの穴になっている｡

[Adib:102]

と記されているように,井戸が出来るほど,参詣者らによって土の持ち締 りは頻繁に行

われていたのである｡最 も功徳があるとされるアタバー トの聖なる土は,イラン人参詣

者にとっては,カルバラ-参詣を行った諺でもあり,土産にするための重要な品であっ

たと言えよう｡

4.参詣以外の行動

長期滞在の傾向のあるアタバー ト参詣において,参詣者らは到着普初は,日に一度か

二度,すなわち東豊拝の時刻に合わせた朝晩二回 (あるいは三回)の参詣を映かすことは

ない｡ しかし,滞在二日目三日日ともなってくると,彼らは参詣以外の行動をも行うよ

うになる｡そもそも墓廟の参詣には,薩拝を行ったとしても,一時間ほどしかかからず,

日がな一日墓廟内で過ごすことはほとんどあり得ないため(lB),日中は時間的なゆとりが

ある｡例えば,ある参詣者の聖地での基本的な一日の過ごし方は,早朝のアザ-ンの前

に墓廟-行き,早朝の扉豊拝を集圏で行い,その後家に戻 り,日中は自由に過ごし,夕刻

再び墓廟で参詣と薩拝を行う,というものである [Fakhr:44]｡また,Mu桓rram月

や Safar月には,墓廟で哀悼詩の朗富商(rawZa-khwaJm-)があるので,それに参加する

こともある｡ しかし,基本的に墓廟の門は夜になると閉ざされ,特別な月日でない限り

催 し物 もなかったために(ln),参詣者 らは朝夕の鎧拝時刻以外には,墓廟の中で過ごすこ

とは少なかった｡

(149) カルバラーのアッパース廟の中庭では,信者たちが一日中たむろしていたという記述も

存在するが [Ussher:460],基本的にベルシア語旅行記の著者たちは墓廟で丸一日を過

ごすことはない｡Sadida1-Saltanaは,カルバラーに滞在中のある日,十回フサイン廟
を参詣したと記しているが,その他の日は二回ほどであり,十回は例外的に多い参詣回

数である [sadid:325]｡

(150) レザー廟の場合,金曜日の晩 (すなわち木曜日の晩)と,Rama去豆n月,Mubarram月,

Safar月,宗獅 勺大祭の夜やイマームらの命日の夜のみ,墓廟の扉は一晩中開けられていた
が,普段は日没後数時間から日照二時間前の閲は,閉ざされていた [Mu'tamin:248-249]｡
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それでは,参詣者 らは,朝晩の薩拝と参詣以外には,聖地でどのようなことを行って

いるのであろうか｡施行記史料から譲み取れる範囲で抽出してみたい0

(1) 面合

参詣者の大字は,滞在期間のほとんどを土地の有力者や知人との面合や合合に費や し

ている｡施行記史料の著者たちは,政府関係の高官である場合が多いため,面合着は,

バグダー ド州長官をはじめとするオスマン政府役人,聖廟の鍵保管人,イラン領事など,

静々たるメンバーである(伽｡また,大商人やインド出身の富豪 と面合 し,歓待される事

例 もある [Adib:127-131,146]Oさらに潜時の著名なウラマ-と面合することもある｡

ナジャフでShaykhMurta乏aAn申riと面合 したRu-zna-maの著者は,この大尊者の質

素な生活と,フアトワ-を求めて家にやって来る人々の質問に丁寧に答える彼の様子を

博えている [Ru-zna-ma:43-44]｡Adiba1-Mulkも翌年,極めて短時間ではあるが,こ

のウラマ-との面合を果たした上で,他にも何人かのウラマ-と面曾 している [Adib:

184-189]｡このような要人らとの面合は,旅行記の著者たちの身分に負うところが大き

いが,その他にも,知人や親戚 といった身近な人物を訪ねる事例は数多 く見られる｡特

に,クル ド系や トルコ系など,出身地方の人々と面合 し歓談する事例が散見され,知

人 ･親戚 ･同郷人との面食はより一般的であったと言えよう(15D｡

イランからの参詣者がアタバー ト在任の知人らと面合するという状況は,アタバー ト

とイランとの密接な関係を努馨させる｡19世紀のイラン人参詣者にとって,イランから

移住や亡命を果たした大勢のイラン人が暮らしているアタバー トは,情報交換の場 とし

て有用であったのみならず,彼 らを迎え入れてくれる人々がおり,言語や文化の面でも

親近感を持ちやすい環境にあったと考えられる(潤)O

(151)韓国直前に,AdibaトMulkがバグダード州長官RashidPashaと行った食詰は,彼の

アタバート滞在中にイギ】)スがブ-シェフルに攻め入るという事件が起こっていたため

に,イランとイギリスとの戦争の語から,イギリスと比較した場合のイランの腎療事情,

オスマン朝との係争地であるム-ンマラ問題,ロシア国境となるアゼルバイジャンから

の撤兵,イギリスのベルシア潜での展開や戦略など極めて多岐にわたり,常時のガ-ジ

ャール朝やオスマン朝がイギリスやロシアと如何に封庭していくか,ということを両政

府の高官らが模索していたことが窺われる,非常に興味深いものである [Adib:227-

241]｡

(152)おばに合っている例や [Talibf:407],同郷の者に合っている例 [sadid:325,326,
327,329,336,342]がある｡

(1日) イラクのアタバートには,大勢のイラン人が暮らしていた.定住者となった彼らの存在

は,一時的に滞在する参詣者以上に,潜時のオスマン政府にとっては重要な問題を窄み,

かつその後のイラク社食に多大を影響を輿えている｡本稿では彼らについて解れること

はできないが,非常に重要なテーマであるために,今後検討していくべき課題としたい｡
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(2) 観光 ･散策

観光や散策 もまた,聖地での鎗暇の楽しみ方の一つとして頻繁に行われていた｡

サーマッラーには,アッパース朝の遺構が幾つか残っているOなかでも有名なものは,

ムタワッキルの塔であり,参詣者 らの中には外側の螺旋階段を上 る人々もいた(蜘O同地

の,かつてアッパース朝の首都 として栄えた場所には,｢恋人の城 (qa!r-ì豆shiq)｣と

呼ばれる奮城があり,19世紀後年には面影をとどめていなかったものの,ここもまた観

光地 となっていたようである [Adib:110-112]｡

さらに,マダーインにある ｢ホスロウのイーワ-ン (T豆q-iKisr豆)｣と呼ばれるサー

サーン朝期の遺構は,サルマ-ン廟からわずか数百歩の距離にあることから,サルマ-

ン廟を訪れた参詣者が必ず見物する大遺跡であった｡

この他,ティグリス川西岸に位置するバグダー ド奮市街の散策は,参詣者らがわざわ

ざ出かけていく場餅 として奉げられ,またナジャフやカルバラーでの滞在中には,市内

やその近郊の散策 も行っている lRu-znaJma:45;Fakhr:44,51]｡イラクは河川や湖沼

が多いため,川達を散策 し,ボー トに乗ることも,イラン人参詣者にとっては楽 しみの

一つであったようである(l兄)｡

(3) 狩猟

シャコ,水鳥,キツネ,ジャッカル,カラス,サギ,ペリカン,ガチョウ,ウサギ,

シカなど,狩 りの封象は多岐にわたる(描)o騎馬で移動する富裕層は,圭に道中で,輿や積

荷などのペースと異なるために,先に行き狩 りをする場合が多い｡彼 らの狩猟は,銃を

使用したもので,散弾銃や chahar-para銃,ベルギー製の銃などを所持 していた｡また,

猟犬 も連れており,本格的なジャッカル狩 りの様子なども施行記中に描かれている(q刀｡

(1W Adib:107-109;N豆!ir:167-168;Fakhr:65,67など｡

(155)Adib:94-95,103;Fakhr:60,62,71｡カスピ海やベルシア湾岸を除き,内陸部の多いイ

ランに暮らす参詣者にとっては,水蓮が珍しかったものと思われる｡この他,一例だけ

であるが,Adibal-Mulkがムサイイブでベクターシュのテッケ (修造場)を見学して

いる [Adib:141]o

(156) BS:1300/67-73にバグダード州の動物や鳥の名前が挙がっている｡他にも,ガゼル,野

うさぎ,イノシシ,キツネなど,イラクの動物の種類は豊富である [BS:1309/207]｡

イラン人参詣者が,その姿大きさから最も興味を引かれたのは,ティグリスやユーフラ

テスに飛来するペリカン (murgh-isaqq豆)であった｡

(157)狩りに関して最も詳しい記述を載せるのがFakhral-Mulkである｡彼は道中,時問が

あれば狩りを行っていた｡上述の狩猟の方法はすべて,彼の旅行記に現れる [Fakhr:

57,58,72,73,82,92].Na!iraLDinShahも,もっぱら猟銃で狩りを行っており,その

敦は枚挙に暇がない [N*r:163etc.]｡また,別の参詣者が道中で行き交ったイラン
の高官は,鷹や猟犬など,｢あらゆる種類の狩猟道具｣を持ってカルバラーから蘇って

きている [̀A去ud:83]｡
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狩猟は,基本的には貴人の娯楽であるが,一方で,特にシャコや水鳥などの場合は,

食事の調達という面と,贈 り物にするという側面 [Fakhr:31,57,69,75]を併せ持っ

ていたと考えられる｡というの も,Fakhral-Mulkは水鳥の狩 りの際に,｢baはl(令

法)｣と ｢baram (禁忌)｣という表現を用いており [Fakhr:25],この表現から獲物

を食用にすることを前提 としていたと推察されるのである｡そのため,道中で水鳥など

の狩 りに成功しなかった場合は,烏や羊を購入するか,肉を食べずに済ますか,どちら

かの選揮を施行者は迫られたのであろう｡

(4)女遊び ･買春 ($l-gha)

シーア派では,｢一時婚 ($l-gha)｣の制度が認められている｡一時姫は,一 日でも一

週間でも一年でも構わないが,期間と婚資をウラマ-の前で定めるしきたりとなってお

り､事実上の頁買春であった.この制度は,通常の生活の中でよりも,巡扉豊や参詣とい

った施行の際に極めて顕著に見 られるものであり,この鮎については,｢巡テ睦ルー ト沿

いに蔓延 している緩んだ道徳｣として19世紀末のアメリカ人施行者によっても指摘され

ている(19)｡イラン人の施行記においては,最初から買春目的の記述は見普たらないが,

病気の治療法の一環として一時楯が推奨されている事例が一例だけではあるものの確認

される(l盟)0

賛際,19世紀中葉のバグダー ドでは,12,000人の娼婦が税金を納めており,カーズイ

マインにも数え切れないほどの娼婦がいたとされる [Adib:88,93]｡20世紀初頭に ｢悪

習の温床｣と呼ばれたカーズィマインでは性病が蔓延 していたようであるが [Lor-

imer:ⅠⅠ/967],この背景には,参詣者を封象 とした一時婚目督ての人々が多数存在 し

たことは言うまでもなかろう｡

また,娼婦を相手にしたものではないが,施行中のイラン人男性は,頻繁に現地の少

(158) 1888-90年にかけて二度イラクを訪れたアメリカ人考古尊者Petersは,シーア派に特有

の一時婚について紹介しているが,スンナ派では行われない一時婚は,女性のメッカ巡

薩者に限ってスンナ派でも見られることを記している｡それによると,夫同伴ではない

女性の一人旗は禁じられていたために,敬虞を未亡人は一時的に男性を ｢雇う｣形で婚

姻関係を結び,メッカ巡扉豊に参加するという｡また,イラクの住民の最大の映鮎として,

性的な放将に次いで,買収を奉げ,すべてを金で買ったり,女性の名聾まで頁ってしま

ったりすることを博え,彼らにとっては,結婚でさえも買い物でしかないことを述べて

いる [peters:ⅠⅠ/316,337-338]｡

(159) Fakhra1-Mulkの同行者は,病気の際に筆者の見立てにより,一時間の?i-ghaを勤め
られ,庭方等を書いてもらう｡バグダード市内に行くと,そこには斡旋を喜門とする男

が立っており,難なく相手を紹介してもらい,5000din豆rで契約した [Fakhr:70-71]o

Sayfa1-Dawlaは,バグダードの人々の特徴として,まず ｢放蕩 (̀ayyash)｣という言

葉を奉げ,｢特に女性は心を奪う｣と記す [sayf:221]｡
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女に接近 しようとしている(】脚｡彼 らの場合は年齢的にも若 く [表 1参月別,族中である

ために羽を伸ばす といったところであろうか｡このようなイラン人参詣者の行動は,宗

教的参詣の場には付 き物である(JEOo しかしながら,イラン人男性 とイラクの女性 との婚

姻 となると,将来子供の国籍問題 を惹起 し,徴兵の際の障壁 となることから,このよう

なイラン人参詣者の行動は,オスマン政府にとっては好ましからざるものであった(1位)｡

(5) 墓廟の清掃 (ja-ru-一点αsht)

イマーム廟の清掃 (j'a-ru1-kashl～) もまた,イラン人参詣者が聖地で特別 に行っていた

行動の一つである｡これは,廟内を立入禁止にした上で,聖廟の--デイムらとともに

等で中を掃除するというものである｡廟内を清浄に保つことは功徳の一つ と考えられて

いたようで(I旧),Adibal-Mulkはサーマッラーで部下に掃 除 させ ているが,Fakhrall

(160)Adibal-Mulkは,イラクで何度も少女の美しきを構え,葦際に一日惚れも数多くして

いる｡その中の一度は,結婚してイランに連れ鯨ろうとまでしたが,少女に断られた

[Adib:75-76,103-104,203-204]｡また,同行者が地元の少女と懇意になる様を覗き見

ていた例 もある [Adib:106-108]｡一方で,イラン人の問では,400人ほどのイランの

女性をイラン各地の町々から連れ出し,カルバラーに連れてきて,カルバラーに住むオ

スマン朝の役人の家で,毎晩姦通行為をしているとの話が流布 していた [Adib:213]｡

この話の異偶は定かではないが,アタバートにはイラクの女性だけではなく,イランの

女性もまた,｢出稼ぎ｣に来ていたのかもしれない｡ちなみに,1922年のナジャフでの

買春の料金は,一時間 2ル ピー,一日10ルピー,一ケ月50ル ピーであったとされる

[Nakash1994:166]｡Na!ira1-DinShahも,バグダードには,頁春宿 (jinda-khana),

稚兇屋 (bachcha-kh豆na),酒屋 (maykhana)が多いと記 しており [N云!ir:110],そ
れらの存在は有名だったのであろう｡

(161) 日本の伊勢参りにおいてもまた,参宮までは精進を重ねる参拝者は,終わると派手に精

進落しを行った｡伊勢の門前町にあたる古市には,70-80軒の遊郭があり,1000人以上

の遊女がいたという｡イラン革命以前のマシュハ ドやゴムには頁春宿が多数存在 し,壁

地に暮らすウラマ-の主な収入源は一時婚契約の際の手数料であったとも言われている｡

(162) 国籍問題同様,外国人 (特にシーア派であるイラン人)と自国人の婚姻はオスマン政府

にとって重要な問題であり,度々ガ-ジャール政府に封して婚姻に関する通告が残され

た｡1874年にはイラン人臣民権について両政府間で取 り決められている [GAIU:ⅠⅠⅠ/

437-443]｡この間題は,前注153同様,今後検討すべき課題である｡

(163) 同時期のレザー廟では,毎年ノウルーズ前には,廟内の減塩が外に出され,填掃いをさ

れたという記事がある [RVI:ⅠⅠ/1392]｡現代のレザー廟では,墓廟の清掃は特別な行

事となっており,年に数回行われる｡清掃の目,一般の参詣者らは立入りを禁じられ,

宗教指導者らの立食いのもと,許可を得た一部の人々が入廟するO白い服に身を包んだ

彼らは,鍵保管人が墓石を囲む柵の鍵を開けると,柵の中に入って掃除を行い,寄進

(na写r)された金健や貴金属製品などを拾い集める [̀Ut豆ridi:345-346;Mu'tamin:308
-309]019世紀のアタバートで行われていた清掃の様子とは異なるかもしれないが,｢清

掃｣という行篤は,墓の主に封する奉仕活動の一つであると同時に,寄進される品々の

管理行馬でもあるために,19世紀の時鮎でも,有力者らが率先して行う活動であったと

推察される｡墓廟関係者との密接な関係なくして墓廟の清掃に携わることは不可能であ/
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Mulkは自ら率先してアッパース廟の清掃を行った [Adib:114;Fakhr:45]｡

(6) 親戚の墓参 り

父も租父 もアリー廟の黄金のイーワ-ン内に埋葬されていたFakhral-Mulkの場合

は,イマーム廟に参詣すると簡単に父祖の墓参 りができたのだが [Fakhr:50],一般

の人々の場合は,ナジャフ近郊のⅤ豆dia1-Sal豆m墓地に近親者が埋葬されている場合

が多かった [Ni宇豆m:46;Nagir:139-140;Fakhr:51]｡ナジャフに限らず,アタバー ト

のイマーム廟内や周過の一般墓地には大勢のイラン人が埋葬されていたことから,参詣

者たちのアタバー ト参詣の目的の一つには,これら近親者の墓参が最初から含まれてい

たのかもしれない｡

(7) 商頁 ･買い物

旅行記史料からは,イラン人参詣者が商頁をしていたという記述はまったく見普たら

ない｡しかし,国境やバグダー ドの税関では参詣者らの手荷物検査時に,頻繁に手荷物

をめぐるトラブルが生 じていたことから,参詣者らは,何がしかの商品を持っていたと

考えられる(l帥o

アタバー トでは,参詣者相手の商いは活磯に行われていた｡ナジャフは,数珠や ｢ナ

ジャフ石 (najafta$larl)｣が特産であり [̀Å1王:86;Slyâタai=135],外套 (̀ab豆)や経

惟子 (kafan)といった織物なども土産物として扱われ,他にも賓石商によって多 くの

魔除けや護符が作られていた [BS:1309/231-232,1325/290;Ussher:461]｡また,フサ

イン廟の中庭では,現柏やオパールやナジャフ石の頁り手や数珠責 りのゴザがあり,大

勢のアラブ人女性がナツメヤシの葉で作った圏扇を薫っていた [̀Å1壬:76;Peters:II/

326;BS:1325/280]｡オスマン朝の施行者によると,A)レバラーやナジャフのバーザー

ルや通りの店は夕刻まで開いており,商責による裕福な人々が多い,と博えられ,これ

らシーア派聖地での商いの活況振 りが偲ばれる [stj,âbat:133-134,144]｡一方イラン人

参詣者によると,カルバラーではあらゆる種類の品物が責られているが,商品はすべて

イラン製 (̀ajam)だとされる [Ru-zna-ma:48].19世紀中葉にイラクを訪れたUssher

は,バグダー ドのバーザールでは,アラブ人のみならず,ベルシア人やキリス ト教徒な

＼り,ベルシア語族行記の著者らが記す墓廟の清掃は,一種の権力の誇示でもあるのだろ

う｡

(lW --ナキーン校閲では参詣者のみならず商人も通過しているために一概には言えないが,

HurSidPasaの報告では ｢責買用｣の羊が数えられている.一年間のうち五ヶ月分の

統計がないが,年間の頭数は25000頭近くに及ぶ [HurPfd:92-93].ベルシア語族行記
史料からは,わずかにFakhra1-Mulkによる ｢バグダードで土産物などを購入した｣
[Fakhr:69]という記述があるのみであり,商頁や買い物の葦態はわからない｡参詣者

をめぐる税関でのトラブルについては,別稿を用意する｡
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ど様々な人が商いを行い,午前中は歩 くのも困難なほど活気に溢れている,と博えてい

る(皿｡またバーザールでは,時にクル ド人やベルシア人が上着や身につけているものを

頁って,別の品物を買う足 しにしようとしている姿が見られたという [Ussher:444]｡

Ussherの侍える後者の人々は,イラクに定住 しているのではなく,参詣者 としてやっ

てきた人々ではなかろうか｡アタバー トで扱われている商品がイラン産であることや,

施行者 もまた責男を行っていたという事賛からは,参詣者がアタバー トでの流通に大き

な役割を果たしていたことが想像できよう｡もっとも,参詣者が商品を携えるというこ

とは,長期間にわたる族の費用の工面という側面があることを見過ごしてはならない｡

イランからの参詣者らは,富裕な者は賛石や絹のショールなど小さく軽いものを,また

貧 しい者は用済みになった衣服などを責り捌きつつ,旅費を工面 し,土産物などを購入

していたのであろう(働｡｢参詣 も,商責も (ham ziyarat,ham tijarat)｣という古 くか

らの諺(1m)が,参詣者と商責の結びつきを象徴 している｡

以上,アタバー トでの鎗暇の過ごし方を諸史料から抽出できる範囲で見てきたが,聖

廟の清掃や墓参など,信仰 と結びつ くものもある一方,面合や観光など,その多くは世

俗的な内容である｡特に,買春や商責は世俗の極みとも言うべきものであろうが,ベル

シア語史料は,これらの行為についてはほとんど解れていない｡このことは,これらの

行為が行われていなかったという澄左ではなく,イラン人参詣者の関心が ｢イマーム廟

-の参詣｣,すなわち,信仰心を畿露するための行馬という目的に向けられていたため

と考えられる(1㌔ 施行記の著者にとって,鎗暇の過ごし方以上に重要なのは,あくまで

も ｢イマーム廟参詣｣なのである｡聖地にいる限りにおいては,彼らは毎 日墓廟に参詣

(165) ただし,総じてバグダードのバーザールは ｢狭く,暗く,臭い｣として,施行者たちの

評判はよくなかった [Talibf:399]0-万Ussherによると,カルバラーのバーザール
はベルシア人が支配的であるために,他のトルコ系の町に比べて汚れており,貧しく,

小さな店ばかりであるとされている [Ussher:461]｡

(1") 19世紀のイラクでは,インドからはルビー,エメラルド,オパールといった雫石や綿が

輸入され,イランからはショールが輸入されていた [Siyâ々at:134,144]｡この他,マシ
ュ-ドからアタバート-参詣を行おうとしていた人物が,途中で旅費が底をつき,大小

のトルコ石を据保に同行者から借金をしている事例がある [RVI:Ⅰ/42]｡Sadidaト

Saltanaも蘇りの船賃が工面できず出磯を遅らせたときに,手持ちの煙草入れなどを換
金しようと努めた [sadid:337]｡また,20世紀初頭のオスマン政府文書では,イラン人参

詣者が禁止されている武器を携えてアタバート参詣にやってくることが議論されているが,

この武器は,乗り物としてもたらされていたようである [BOA.MV:113/75,114/32]｡
(167) この諺は,常時のロシア領下のトルコ系参詣者らについて,Saadが紹介しているもの

であるO原文では,｢Hemziarethem tidjaret(C'estenmemetempspelerinageet
commerce)｣となっている [Saad:546]｡現代のベルシア語諺鮮典にも採録されている｡

(16B)加えて,施行記という人目に解れる媒髄に,信仰以外の行動を赤裸々に記すことには抵

抗があろう｡
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しているO例えばFakhral-Mulkの場合,カルバラ-滞在中に参詣できなかったのは,

大雨が降ったときだけであると言うほどである [Fakhr:70]｡

一方で,僅かながら確認される参詣以外の活動は,メッカ巡薩とは異なり,多くの決

まりごとを持たないアタバー ト参詣施行の特徴を現している｡イラクの諸聖地での滞在

は,メッカ巡享睦と比べると長期滞在型であることは先述したが,長期滞在は今見てきた

ような様々な娯楽的要素があって初めて成立 したという側面も忘れてはならない｡

Ⅳ.おわ りに

本稿では,19世紀のイラン人シーア派ムスリムのアタバート参詣の賓態を,王にベル

シア語の旅行記史料に基づきつつ検討した｡

彼らの旗行は,ケルマ-ンシャーからガスレ･シーリーン,--ナキーンを通過する

陸路を利用したもので,数百人から数千人規模の参詣者集圏という大所帯で秋口にイラ

ンを出覆し,馬や輿,あるいは徒歩という前近代的なスタイルで行われていた｡移動に

は比較的時間がかかり,片道でもイラクまで一ケ月,往復では二ヶ月を要する長族であ

った｡またアタバー トでは,四ヶji斤の聖地を巡るため,最低でも-～二ヶ月は必要であ

ったが,一度でも参詣を済ませたなら即座に麻国するという時間に追われるような日程

ではなく,比較的ゆっくりと聖地に滞在 した｡このため,彼らの施行は,出磯から蹄郷

まで午年前後を要 しており,時間的にはメッカ巡鰻とさほど大差のない族であったこと

が明らかとなる｡聖地において長期滞在するという鮎は19世紀のアタバー ト参詣施行の

最大の特徴である｡20世紀に入ると,自動車など近代交通の礎達から,数日しかイラク

に滞在 しないRound Trip型のアタバー ト参詣放行が主流になるとされており [Na-

kash1994:168],本稿で見たような19世紀のアタバー ト参詣族行とは,まったく趣を

異にしていく｡

また,参詣者らの聖地アタバー トでの行動を仔細に検討した結果,イラン人参詣者は

イラクに到着すると,カルバラ- (フサイン廟とアッパース廟),ナジャフ (アリー廟),

カーズイマイン (カーズィマイン廟),サーマッラー (アスカライ-ン廟)の四聖地を

必ず参詣し,さらにアリーの暗殺されたターフアやサルマ-ン廟のあるマダーインにも

足を延ばしていた｡加えて,参詣ルー ト上に位置する場合は,シーア派関連の人物やイ

スラーム以前の預言者の墓や立ち庭を訪れることはあったが,他方,たとえ近接 した場

所にあったとしても,スンナ派,ユダヤ教徒,ス-フィー聖者の墓やそれらの関連施設

には足を運ばなかったOこのことからは,昔時のイラン人参詣者は,頑ななまでにシー

ア派信仰にこだわり,それを固持 していたことを指摘し得る｡すなわち,シーア派ムス
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リムが ｢タキーヤ (信仰隠匿)｣を必要としなかったアタバー ト参詣は,全ムスリムが

行うべきメッカ巡薩とは異なる慣値観や世界観を有 していたのであり,19世紀には,同

じイスラーム社食の中にあっても,メッカ巡扉豊者とは異なり,アタバート参詣者におい

ては特に,シーア派としてのアイデンティティが強調される傾向にあったと言えよう｡

この鮎については,参詣者集圏を目撃した外囲人らの施行記に顕著に記されており,メ

ッカ巡元豊との比較を含め,稿を改めて論じたい｡

イマーム廟の参詣儀薩という観鮎からは,19世紀後年の参詣においても,サフアヴイ

ー朝期に記された法学手引書とほぼ同様の参詣作法が探られていたことが明らかとなっ

た｡その手順は,沫浴,入廟の許可,囲い柵への口付けや頼付け,アラビア語の参詣所

頑文 (めa17d-na-ma)の朗詠,参詣の薩拝,所願,別れの参詣となっている｡手引書に

は現れないが,箕際の参詣時には墓の柵の周囲を廻るタワーフもまた重要な作法の一つ

であった｡このように煩雑な参詣作法は,イランから初めて訪れる参詣者にとっては未

知の部分が多く,聖地に暮らす参詣所南文の詠唱者が,参詣者の導き手の役割をも務め

ていた｡参詣が終了すると,参詣者らはバラカを授かるために,聖地の土を持ち掠るな

どの行動を取っていた｡

一方,聖地では長期にわたって滞在するために,信仰儀東豊のみならず,道中では困難

であった行楽や娯楽の要素が生じた｡一日に何度もイマーム廟を参詣する合間の鎗暇に

おいては,墓廟の清掃や父阻の墓参といった信仰に直結するものと,買春や商頁といっ

た俗的な行馬の饗方が確認された｡このことからは,イラン人シーア派ムスリムにとっ

て,アタバー ト参詣は,信仰と娯楽のほどよいバランスの上に成立していたことが明ら

かとなろう｡

このような聖地での行動の背景には,アラビア語,ベルシア語, トルコ語,クル ド語

といった諸言語が飛び交い,歴史的にもイランと密接な関係があり,さらにはカルバラ

ーやナジャフなど,シーア派聖地にイラン人が多く暮らしていたという,嘗時のイラク

の状況を指摘することができる｡この文化的な共通性は,イラン人参詣者にとって,ア

タバートを,心理的により身近なものとしたことであろう｡メッカ巡頑豊と比較すると,

地理的にも経済的にも時間的にも,アタバート-の参詣はイラン人にとって負櫓が軽い｡

そして,オスマン朝という異国の支配下にありつつも,歴史的にまた文化的にアタバー

トはイランと密接に関係 していた｡このようなアタバートの特徴が,19世紀後半に毎年

人口の1%を占める10帝人ものイラン人をイラクへと向かわせた最大の理由であろうと

思われる｡19世紀のイラン人にとっては,聖地に長逗留することで,シーア派イマーム

の墓廟参詣という宗教的情熱と,異国の雰囲気の中で味わう種々の遊興の饗方を髄験す

ることができたのであり,様々な面においてイランに近いというシーア派聖地アタバー
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トの環境は,イラン人としての居心地の良さとシーア派としてのアイデンティティを畿

揮できる場を彼 らに提供 したということが可能である｡

本稿では,アタバー ト参詣や旅の貰態を明らかにすることを目的としたため,アタバ

ー ト参詣がイランやイラクの社食に輿えた影響,オスマン朝 との間で生 じるアタバー ト

参詣の政治的側面や近代化 との関係について言及することはできなかった｡それらにつ

いては今後の課題 としたい｡

〔附記〕

本稿は,平成15-17年度科畢研究費 (特別研究員奨励費)の成果の一部である｡
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mutaiamminmaktûblwdanmutashakkildir.王stAnbal,1311h.

T豆1ibi:MirzaAbdT豆1ibKhan･Mast-r-iTa-libt-ya-Safama-ma-yiMgrza-AbuJTa-lib

KhaJn(1219h.q.).ed･bytLKhadiv-jam･Tehran,1363S･

77r:Anonymous."Tir-iajaldarPadamat-ir豆h-iJabal."ed･byR･Jàfariy豆n･
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modem Iran.Seattle,2004.

Algar,Hamid."̀Atabat."EncyclopazdiahTanica.ed.byEhsanYarshater.London,

1982-.pp.902-904.

Ardak豆ni,̀AliSipihri.'Ataba-i-i'a-A-ya-i.･Ashina-'l-ba-ama-kin-imuqaddasa,Najaf-i

Ashylaf/KarbalaJ-yimu'alla-/Ka7imayn/Sa-marra-,ham71a-hba-zlb,a-ratna-ma-ha--

yimarbu7abahmuna-sibat-isa-l-iEizzatualjtikha-r･iFusaym-.Qom,1381S.

Getinsaya,GGkhan.OttomanAdministrationofkaq:189011908.Ph.D.Disserta･

tionofUniversityofManchester.1994.

EI2:EncyclopaediaofIslam.Newedition.12vols.Leiden,1979-2002.

Gilbar,GadG."DemographicDevelopmentsinLateQ豆蕗rPersia,1870-1906."

AsianandAfricanStudies,ll(1976).pp.1251156.

- ."TrendsintheDevelopmentofPricesinLateQajarIran,1870-1906."

Iram'anStudies,16/314(1983).pp.177･198.

tI訂iri,SayyidMahdi･"Ziy豆rat."Da-yiratal-malaJnf-itasha3)yu .̀Tehran,1988-2001.

Husayni,SayyidMujtaba.Maqa-malt-iaw砂a-':Sharhダbarzl'ya-rat-ija-mi'a-yikabl-ra.

vol.1.Tehran,1379S.

In申fpdr,Ghulam-Ri主s.IraJn uaIra-m-ba-ta41qi-qdaySad safama-ma-yikha-rb'l~

(marbuJ.iba-dau)71a-n-iQa7'a-rib)a-n)_Tehran,1363S･

Issawi,Charles.TheEconomicHisto7yOfhlan1800-1914.ChicagoandLondon,

1971.

Jàfariyan,Rasdl_"pajj-guz云ri-yi‡r豆niyandardawra-yiQ如 r."MaqaJlaJt-ita-n-kh2-,

8.Qom,1379S.pp.171-270.

Kajdri,M可1ammadBaqirV訂i写TihraniM豆zandarani･Ru-¢uaPlay.ha-nya-Jannat
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