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アンダルスのなかのトレード

――後ウマイヤ朝の辺境都市――

林 邦 夫

歴史学＊

（２００９年８月３１日受理）

要 旨

スペインの都市トレードは，西ゴート王国の都であったが，７１１年にムスリムによるイベリア半島征服によって

イスラーム世界に組み込まれ，１０８５年にキリスト教徒によって再征服されるまでこの状態がつづいた。イスラーム

の支配下におかれた他のスペインの多くの都市と同様に，トレードはムスリム，キリスト教徒，ユダヤ人の共存す

る町であった。シチリアをのぞいて中世ヨーロッパにおいてこのような多元的な都市が存在したのは，イベリア半

島のみである。本稿ではトレードに例をとって，このような特異な歴史をたどった都市の基本的性格を後ウマイヤ

朝の末期までの時期にしぼって明らかにしたい。

この時期のトレードに関する史料はほとんどアラブの年代記に限られるが，そこから知りうる事実はトレードが

頻繁に中央政府に対して反乱を起こしていたことに尽きるといってもよい。それではなぜトレードはこのように絶

えず反乱を起こしていたのか。

まず第一に住民の心的態度，第二に住民構成の特徴，第三に中央権力の圧政，第四に反乱の原因というよりはそ

れを助長した要因というべきだろうが，堅固な防備，同じく第五に戦略的に有利な地理的位置，第六に攻囲に耐え

うる食料備蓄が考えられる。

反乱を起こしたトレードの人々はどのような人々だったのか。主な住民はキリスト教徒のモサラベとムスリムの

ムラディーであった。両者の勢力関係によってトレードの性格が定まる。前者が優勢であれば，キリスト教都市，

後者が優勢であればイスラーム都市と規定できよう。残念ながら，両者の住民数の多寡，政治的勢力の優劣などを

推測するための史料はほぼ皆無である。

しかし，両者の数や比率だけで論じるのは問題がある。モサラベはアラブ化していたことは事実であり，この点

でムラディーに類似している。逆にムラディーはもともとはキリスト教徒であったり，先祖をたどればキリスト教

徒にいきつく人々である。われわれはモサラベとムラディーを見るとき，キリスト教徒とムスリムという相違点に

のみに目を奪われがちであるが，両者はアラブ化したキリスト教徒とキリスト教徒であったムスリムであり，重な

り合う部分が大きかったと考えられないであろうか。両者を区別するのではなく，その共通面に着目すれば，両者

が利害を共有し，一致した行動をとることが十分ありえたのではなかろうか。政府から見れば，両者とも反抗し逆

らう「トレード人」なのであった。結局，この時期のトレードはイスラーム的要素とキリスト教的要素が交錯しな

がら共存し，しかもどちらも優位に立つことなく拮抗していた都市だったのである。

キーワード：トレード，アンダルス，後ウマイヤ朝

＊ 東京学芸大学（１８４―８５０１ 小金井市貫井北町４―１―１）
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はじめに

イベリア半島のほぼ中央に位置し，ターホ川の北岸

にある都市トレードは西ゴート王国の都であった旧都

である。７１１年にムスリムによるイベリア半島征服に

よってイスラーム世界に組み込まれ，１０８５年にキリス

ト教徒によって再征服されるまでこの状態がつづい

た。ムスリムの支配下におかれた他のスペインの多く

の都市と同様に，トレードはムスリム，キリスト教

徒，ユダヤ人の共存する町であった。シチリアをのぞ

いて中世ヨーロッパにおいてこのような多元的な都市

が存在したのは，イベリア半島のみである。本稿では

トレードに例をとって，このような特異な歴史をた

どった都市の基本的性格を明らかにしたい。多元的性

格はキリスト教世界に復帰してからも続くのだが，こ

こではイスラーム時代，さらにその中でも後ウマイヤ

朝の末期までの時期にしぼって見ていくことにする。

１．ムスリムによるトレードの征服

（１） イスラーム世界へ

ターリク・イブン・ズィヤードの率いるムスリム軍

は，７１１年４月に北アフリカからイベリア半島に侵入

し，７月のグアダレーテ川の戦いで西ゴート王国軍を

破り，この戦いで国王ロドリーゴ（Rodrigo）は敗死

した。ターリクは都のトレードを陥落させるべく，北

上していった。ムスリム軍がトレードに向かったのは

王国の中核都市を陥落させて，組織的な抵抗を封殺

し，その後の征服を容易にするためであったと推測さ

れる１）。ターリクが１１月１１日にトレードに到着したと

き，ユダヤ人と少数の人々をのぞいて町にはほとんど

住民の姿はなかった。このためターリクは難なくト

レードを占領した。住民たちはムスリム軍の接近を

知って逃走し，山の向こうの町に避難していたのであ

る。ターリクは，ユダヤ人を集め，自分の部下と追随

者の一部をユダヤ人とともにトレードに残して彼らを

その町まで追跡した２）。

ターリクによるトレードの占領については多くのイ

スラームの年代記が記述しているが，その内容には若

干の異同がある。ヌワイリーの年代記には「ターリク

が着いたとき，町には人気がなくなっていた。住民は

山のむこうにあるマイアという別の町に避難するため

に退去していたのだ。……ターリクは仲間の数人とと

もにユダヤ人をトレードに残して，カディ・アルヒ

ジャラ［グアダラハーラ］に向かった。山を越え……

隘路を抜けて，メディーナト・エル・マイダ［盤の

町］と呼ばれる町に着き，そこでソロモンの盤を見つ

けた。……ターリクはそこからマイアの町に行って戦

利品を奪い，それから９３年（西暦７１１―１２年）にトレー

ドにもどった。」３）とある。記述の中で，ソロモンの盤

が見つかった町と住民の避難した町が似た名前である

が，別な町であるとされているのが奇異な印象をうけ

る。ソロモンの盤のような有名な財宝であれば，それ

はもともと都にあって，避難の際に持ち出されたと考

えるのが自然に思われる。それならば，それは避難先

の町で発見されてしかるべきではないかと考えられる

からである。同じ町が何かの理由でふたつの別な町と

されてしまった可能性もあろう。

イブン・イザーリーの年代記には，「ターリクは彼

らを追跡し，Guadi−l−Higiaraまで追っていった。そ

れから山地に向かい今も彼の名前で呼ばれる峡谷を通

り，山の背後の町に着いた。その町はメディナ・アル

メイダ（＝シウダ・デ・ラ・メーサ）と名づけられ

た。そこで彼はダヴィデの息子であるソロモン（二人

の上に平安がありますように）の盤を見つけた。その

盤は台も脚もすべて緑の宝石でできていた。ターリク

はその地で，大いなる富と宝石を集め，トレードに

戻った。……」４）とある。ここでは，避難先の町がグア

ダラハーラと解釈しうること，ソロモンの盤とその他

の財宝を同じ町で手に入れていることがヌワイリーの

記事と異なっている。マッカリーの年代記では，ソロ

モンの盤とその他の財宝を入手した町が別の町になっ

ているのはヌワイリーと同じだが，後者の町の名は明

記されていない。また避難先の町の名前も明記されて

いない５）。

このように細部については年代記によって若干の異

同があるが，ほとんど無人化していたトレードの占

領，住民の避難先の町への追跡，財宝・戦利品の奪

取，トレードヘの帰還という諸事項については一致し

ている。

キリスト教徒側の年代記は，イスラームの年代記に

見られない記事を伝えている。『７５４年のモサラベ年代

記』は，国王に塗油して聖別したトレード大司教シン

デレード（Sinderedo）が「アラブの侵入を恐れて，

羊飼いではなく，傭人のように先祖の掟に背いてキリ

ストの羊たちを見捨ててローマに向かった。」６）と『ヨ

ハネ伝』［１０，１２］を踏まえて，非難と皮肉をこめて述

べている。因みにシンデレードは７２１年のローマの公

会議に列席していることが確認される７）。
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（２） ムーサーとターリク

ターリクを派遣したイフリーキーヤ総督ムーサー・

イブン・ヌサイルは，ターリクが命令に背いて征服を

続行していることに業をにやし，７１２年７月にみずか

ら軍を率いてイベリア半島に到来し，７１３年７月にメ

リダを征服し，８月にトレードに向かい，タラベーラ

近傍のアルマラス（Almaraz）でターリクと合流した。

ターリクはムーサーを恭しく迎えたが，ムーサーは

ターリクを厳しく叱責した８）。この点はすべての年代

記が一致している。

たとえば，イブン・イザーリーは「ムーサーはメリ

ダに関する事柄を片付けた後でトレードに向かった。

ターリクはムーサーに表敬し急いで恭順の意をしめす

ためにトレードを出発した。ムーサーはターリクを叱

責し，激怒している様子を見せた。ムーサーは鞭で

ターリクの頭をうち，何度も鞭でなぐり，丸坊主にさ

せたといわれる。それからともにトレードに到着し，

ムーサーはターリクにいった「お前が見つけたものを

出せ。盤もだ。」ターリクは脚を一本取ってから盤を

もってきた。ムーサーは「脚をどうしたのだ」という

と，ターリクは「見つけたときなかったのです」と答

えた。ムーサーは金の脚を作らせて，盤をかごの中に

保管した。」と述べている９）。また『ファトフ』はター

リクがへり下った様子で「私はあなたの配下であり，

将軍の一人にすぎません。私が征服し手に入れたすべ

てはあなたに帰すべきものです」とムーサーに弁明し

たと伝えている１０）。

ムーサーのターリクへの叱責と処罰，財宝・戦利品

の引き渡し命令という基本的事項については他の年代

記も同じである。たとえばヌワイリーは「ムーサーは

トレードに行くためにシャウアール月にメリダを出発

した。ターリクは彼を認めるとその前に行き，馬から

下りたが，ムーサーは鞭で彼の頭を叩いた。命令に背

いたからである。トレードに着くとムーサーはターリ

クに戦利品と盤の引渡しを求めた。」１１）と述べている。

ムーサーのこのような行動からは，自分の命令が無視

されたことへの怒りとともに，部下のターリクが予想

外の成功を収め，莫大な財を得たことへの嫉妬も窺え

る。

ターリクへの処分と戦利品の提供でムーサーとター

リクは和解し，７１３―１４年の冬をトレードでともに越し

た後，さらに北上して征服をすすめ，イベリア半島の

ほぼ全域を支配するいたり，いわゆるアンダルス（al

−Andalus＝イベリア半島内部のイスラーム世界）が成

立した。当時，イスラーム世界はウマイヤ朝の時代で

あったから，アンダルスは西の果てに位置するその領

土の一部となったのである。アンダルスはカリフが任

命したワーリー（総督）によって統治された。それで

はトレードは具体的にどのように統治されたのであろ

うか。

ムスリムの侵攻の情報で避難した住民たちも，彼ら

が蛮行を働いたりキリスト教徒を迫害しないという事

実を知るにつれて，おいおいもどって来たものと思わ

れる。彼らはトレード総督によって統治された。ド

ズィは７１１年の征服後に，オーパ（Oppa）がトレード

総督に任ぜられたと書いている１２）。このオーパとはい

かなる人物なのか。

ムスリムがイベリア半島に到来した背景には，西

ゴート国内の王位をめぐる内紛があったといわれる。

７１０年に国王ビティーサ（Vitiza）が死亡した後，その

後継者となったのは息子ではなくロドリーゴであっ

た。ビティーサの息子アキラ（Ákhila）はこれに不満

を抱き，王位を奪うために北アフリカのムスリム勢力

に支援を求め，これに応じてムスリム軍が到来した。

ムスリム勢力はロドリーゴを敗死させた後もアキラを

王位につけることなく，広大な領地を与えて懐柔し，

イベリア半島を実質的に支配してしまった。オーパは

ビティーサの兄弟であり，セビーリャ大司教であった

人物だが，ロドリーゴ軍の一翼を担いながら，ムスリ

ムと内通して裏切り，敗走の原因をつくった。彼はそ

の後ターリクに随伴し，トレードまで行き，逃亡した

シンデレードの後任としてトレード大司教になっ

た１３）。このような経緯を考えれば，彼がトレードの統

治をゆだねられたとしても不思議ではない。

だがオーパが征服直後のトレードの統治を担ったの

が事実だとしても，その後の統治の実態については詳

らかではない。コンデはトレード住民とムスリムとの

間で協定が結ばれ，その内容は，すべての武器と馬を

引渡すこと，退去は自由であるが財産は失うこと，残

留者は家屋と財産を保全されること，貢納を支払うこ

と，キリスト教の信仰実践は自由であり教会は保全さ

れるが無許可で新築はできず，宗教行列は禁止される

こと，法と裁判の自治は認められること，キリスト教

徒のイスラームへの改宗は妨げられてはならないこと

だったと述べているが１４），これを証明する史料がある

わけではなく，他の事例から類推したものだと考えら

れる。明確な協定が結ばれたとはいい難いとしても，

統治の実態はこのような原則にもとづいていた想定し

てよいのではなかろうか。

（３） ベルベル人の反乱

キリスト教国の西ゴート王国の都から，イスラーム
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王朝ウマイヤ朝の領土アンダルスの都市となったト

レードは，７５６年の後ウマイヤ朝の成立にいたるまで

上記のような位置におかれることになったが，この間

のトレードについて知りうることは極めて少ない。唯

一，この時代のアンダルスにおける重要事件であるベ

ルベル人の反乱に関わってトレードが登場する。

７４０年，ベルベル人が北アフリカで反乱をおこし

た。もともと北アフリカの先住民であり，侵攻してき

たアラブ人によって征服され，改宗してムスリムと

なったベルベル人は，アラブ人から差別され，不満を

抱いていた。この反乱の鎮圧のためにウマイヤ朝のカ

リフはクルトゥーム（Kultū m）将軍指揮下のシリア

人部隊を派遣したが，セブ川の戦いで敗退し，敗軍は

クルトゥームの甥バルジ・イブン・ビシュル（Balj）

に率いられてセウタに移動し，そこからイベリア半島

に到来した。彼らはワーリーのアブド・アルマリク・

イブン・カタン・アルフィフリー（Abd al−Malik ibn

Qatan al−Fiflı̄）と協定をむすび，それまでにイベリア

半島にまで広がっていたベルベル人反乱の鎮圧に乗り

出した。半島のベルベル人たちも与えられた土地が北

部の不毛な土地であり，アラブ人支配層に不満を募ら

せていたのである。ベルベル人はコルドバを攻撃する

集団，ジブラルタル海峡をめざす集団，トレードを攻

撃する集団の三派に分かれた。最大の勢力であったト

レード攻撃軍は，２７日間トレードを攻囲したが陥落さ

せることができず，トレードから１９キロのターホ川支

流のグアサレーテ（Guazalete）川近くの戦いでイブ

ン・カタンとその息子のウマイヤの指揮する軍勢に敗

退し，反乱は鎮圧された。バルジは北アフリカに戻る

ようにというイブン・カタンの要求に従わずに彼を殺

害したが，今度は逆に自分がウマイヤに殺害され

た１５）。

この反乱はトレードに大きな影響を与えることに

なった。ベルベル人による攻囲そのものの影響はさし

たるものではなかったろうが，重要なのはベルベル人

の移動がもたらした結果である。トレード北方のドゥ

エロ川流域にはベルベル人が定住していて，北のキリ

スト教国に対する防備の役割を担わされていたが，彼

らがここを放棄してトレード攻撃に向かったために，

キリスト教世界との境界は南下し，トレードはアンダ

ルスの辺塞となり，北方防備と敵地への攻撃の拠点と

しての役割を負わされることになったのである。しか

し，都から遠い辺境には政府の威令が十分にはいきわ

たらず，総督が派遣されたもののその支配は形式的な

ものにとどまっており，事実上の自治が実現していた

と想像される。したがって，トレードが政府から期待

された役割を申し分なく果たしたとは考えにくい。

２．後ウマイヤ朝への対抗

７５０年，イスラーム世界に重大な政変がおこった。

ウマイヤ朝が滅ぼされてアッバース朝が成立したので

ある。ウマイヤ家のアブド・アッラフマーンは難を逃

れてイベリア半島に到来し，コルドバを都としてあら

たな王朝を開いた。これが後ウマイヤ朝であり，これ

によってアンダルスは独立の国家となった。トレード

もこの後ウマイヤ朝の一都市となったわけだが，ウマ

イヤ朝時代と同様に北のキリスト教徒世界に対する辺

境都市としての役割を忠実に果たすことは少なく，む

しろ反抗的姿勢をしめすことが多かった。

（１） 既存勢力の抵抗

アブド・アッラフマーン１世（７５６―７８８）が後ウマ

イヤ朝を建国したとき，アンダルス総督であったユー

スフ・アルフィフリー（Yū suf al−Fifrı̄，ユースフ・イ

ブン・アブド・アッラフマーン）は，これに抵抗した

が敗北しトレードに逃避した。トレードは当時，彼の

従兄弟のヒシャーム・イブン・ウルワ・アルフィフ

リー（Hishām ibn ‘Urwa al−Fifrı̄）が総督として治めて

いた。ユースフ・アルフィフリーはトレードの軍勢を

加えて，ハエンに向かい別の反乱勢力と合流し，エル

ビーラを占領した。７５７年，アブド・アッラフマーン

が同地に向かうと，アルフィフリーは和平を申し出

て，財産の保全を条件にアブド・アッラフマーンを君

主として認めることに合意し，その保証としてふたり

の息子を人質に差し出した。

アブド・アッラフマーンの一族が到来し要職を占め

るようになると，従来からの住民は不満を募らせた。

アルフィフリーは，かかる状況から反乱に勝機がある

と見てコルドバからメリダに逃走し，ベルベル人を糾

合して蜂起した。しかし，政府軍との戦いに敗れト

レードに向かい逃走したが，その途上でトレードから

６キロの地点で地元の住人に殺害されたとも１６），ある

いは７５９年に同志によって暗殺されたともいわれ

る１７）。

前者のようにその最期を伝えるのは，たとえば『ア

ジュバール・マイムーア』である。

「ユースフはトレードから１０マイルの村を通過した

とき，その村のひとりに「ユースフだ。逃げてきたと

ころだ」と告げた。この男がユースフは現在の混乱を

引き起こした張本人であることを仲間に訴えて殺害を

もちかけ，追いかけてトレードから４マイルの地点で
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追いついて殺害した。」１８）

後者の例は，イブン・イザーリーである。

「［ヒジュラ暦］１４２年にユースフ・アルフィフリー

が死亡した。数ヶ月間トレードの近くを彷徨していた

のだがそこで死亡したのである。彼の仲間のひとりが

不意に彼を捕らえて殺害し，首を切り落とし，それを

もってアミールのアブド・アッラフマーンのもとに

行った。アミールはアルフィフリーが死んだことを神

に感謝し，その首をコルドバの橋に置くように命じ

た。同じく監禁していたその息子を殺すように命じ，

その首を父親の首と一緒に置くように命じた。」１９）

７５９年トレード総督のテマム・イブン・アルカマは

アルフィフリーの息子たちを追跡していた。激戦で息

子のアブド・アッラフマーンが死亡し，別の息子ムハ

ンマド・アブー・アルアスワドはトレードに立て籠

もった。総督はアブド・アッラフマーンの首をコルド

バに送り，それは父の首とともに門に晒された。アル

カマはトレードを攻囲し，トレードの住民の中でアル

カマに通じる者たちの手引で町に入り，アブー・アル

アスワドはアブド・アッラフマーン１世の腹臣バドル

によって捕らえられた。兄弟のカーシムは変装して逃

亡した。アブー・アルアスワドの身柄はコルドバに送

られた。アブド・アッラフマーン１世は彼を殺さず投

獄することで慈悲を示した。７６０年アルヘシーラス総

督はカーシムに救いの手を差し伸べ，両者はともに反

乱を起こし，セビーリャを占領したが，政府軍の攻勢

に屈服し，アルヘシーラスに戻ったカーシムはバドル

に引き渡された２０）。

７６２（７６１）年には，後ウマイヤ朝の成立でトレード

総督の地位を失ったヒシャーム・イブン・ウルワがト

レード総督を僭称して反乱を起こし，城を占拠した。

イブン・ウルワの蜂起で総督は町から逃避した。イブ

ン・ウルワは投獄されていたカーシムを解放した。ア

ブド・アッラフマーン１世は町を攻囲したが陥落させ

られず，寛大な措置を内容とする和約を結び，イブ

ン・ウルワの統治を認める代りに息子を人質に差し出

させ，カーシムを再度投獄した２１）。

和約の締結で攻囲がとかれると，イブン・ウルワは

政府への反抗を再開したため，再びトレードは攻囲さ

れた。『マジュムーア』によればアブド・アッラフ

マーン１世は「町の征服が困難と見るや，人質にとっ

ていた息子の首を刎ねるように命じ，その首を投石器

の上において町の中の父親のところに抛った。」２２）７６４

年，政府軍はようやくトレードを陥落させた。トレー

ド内部での党争でイブン・ウルワに敵対する党派が彼

やその仲間を捕らえてバドルとタッマームの率いる攻

囲軍に引き渡したことによるものであった。イブン・

ウルワの一党は丸坊主にされロバに乗せられ市中引き

回しの後に磔刑に処せられた２３）。

これによって反乱はようやく鎮圧されたが，アブ

ド・アッラフマーン１世治世の末期の７８５年にトレー

ドはまたもや反乱の拠点となった。ユースフ・アル

フィフリーの息子アブー・アルアスワドはコルドバで

監禁されていたが，脱出してトレードに到来し，反旗

を翻したのである。しかし，カスローナ（Cazlona）

近くの戦いで破れ，コリアのベルベル人部族の保護を

受けたが，アミールの執拗な追及によりバレンシアの

西のレケーナで９月１１日，最期を遂げた。その後もア

ブー・アルアスワドの兄弟カーシムが抵抗を続けた

が，結局降伏した２４）。

これにより，前総督とその息子たちや親族によるた

び重なる反抗に終止符が打たれ，その後，トレードは

アブド・アッラフマーン１世の長男のスライマーンが

総督として統治することになったが，それまでに３０年

もの歳月を要したことになる。この間，政府からみれ

ば，トレードはじつに厄介な存在であったといえよ

う。

（２） 骨肉の争い

アブド・アッラフマーン１世の後継者としてアミー

ルとなったのは，次男のヒシャーム１世（７８８―７９６）

であった。ヒシャームの兄でトレード総督のスライ

マーンは，これに反対しコルドバに向うがその途上で

敗退し，かれを支持した兄弟のアブド・アッラーフと

ともにトレードへ戻った。７８９年，ヒシャーム１世は

２ヶ月以上にわたってトレードを攻囲した。スライ

マーンは包囲網を抜けてムルシアやメリダに赴き援助

を求めるが失敗し，コルドバを攻撃して撃退され，半

島の南東部を掌握するにとどまった。トレードを守っ

ていたアブド・アッラーフは攻囲に耐えかねて７９０年

に降伏した。スライマーンも結局ヒシャーム１世に屈

服し，北アフリカに追放処分となった。ヒシャーム１

世は，ヒジュラ暦１７６年（７９２―３年）息子のハカムを

総督としてトレードに派遣し，直接的支配を実現し

た２５）。

（３） 「濠の日」事件

ハカムはハカム１世（７９６―８２２）として父の後を襲っ

てアミールとなったが，７９７年，ウバイド・アッラー

フ・イブン・ジャミル（‘Ubayd Allā h ibn Jamir）を首

謀者とする反乱がトレードでおこった。この反乱では

トレード出身でコルドバで活躍していた詩人のギルビ
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ビ・イブン・アブド・アッラーフが君主と不和になっ

てトレードに逃げてきて，辛辣な詩文によって世論を

あおり，反乱を助長した。ハカム１世はウエスカ総督

であったムラディーのアムルース・イブン・ユースフ

（Amrū s）に鎮圧を命令し，タラベーラのベルベル人

駐留軍の指揮官に任じた。アムルースは莫大な褒美を

約束して反徒の数人を説得しウバイド・アッラーフを

暗殺させた。その後，アムルースは暗殺者たちをタラ

ベーラに招いて歓待した。その夜，彼らに復讐心をい

だいていた同地の数人のベルベル人たちが，彼らを襲

撃し殺害した２６）。

この後，度重なる反乱を根絶しようとして，政府は

謀略によって陰惨な粛清を決行した。この事件は殺害

された人々の死骸が投げ込まれた城内の濠にちなん

で，「濠の日」事件とよばれる。その概要はイブン・

イザーリーによれば次のようであった。

「アムルースはウバイド・アッラーフとその暗殺者

たちの首をコルドバのハカムのところに送った。アム

ルースはトレードの人々に書状を送って懐柔し，入市

を認めさせた。都市を占領すると橋の入口のところに

城砦を築き，それを強化した。それから害悪の根を絶

ち，反乱の悪弊を終わらせ，君主の権力を強化するた

めにトレードの人々を殺害することを考えた。巧妙に

罠を用意することに腐心した。……人々をひとつの門

から入れ，出口を同じにするように命じた。人々が入

口を通り抜けるとすべて殺害され，７００人の貴族が抹

殺された。」２７）

この記述には濠が出てこず，また全体的に簡略すぎ

て事件の経過が分かりにくい。その点では以下のイブ

ン・ハイヤーンの記事のほうが有益である。

「アムルースはトレードの人々を引き寄せるための

戦術を考えた。彼らに望みうる以上のものを個人的に

保証し，自分を町に入れさせた。彼が最初に専念した

のは橋の入口を見おろす城砦の建設だった。それは住

民の住居から占領軍を切り離すことになる。そこに彼

が軍隊や仲間とともに居を定め，それによって町の防

備と守りを強化し，町を手中に収めた。トレードの

人々は彼のやり方に満足したが，彼は内心では将来は

彼らを罰し，その行動を変えさせ，服従を確固たるも

のにしようとした。なぜなら彼らが誠実だったことは

なかったからである。

アムルースは彼らを歓待し優遇する意志を示すため

に宴会を計画した。牝牛やそのほかの家畜を屠り，さ

らに他の料理も出すつもりであった。彼は主だった者

たちを大勢，彼があらかじめ定めた日に招き，会場が

混雑しないように人々がひとつの門から入り，別な門

から出るように命じた。そして彼らに対するこの計画

を実行に移し始めた。城内に抜刀した者たちを配置

し，トレードの人々が入ってきて門を通ると，築城の

際に用意された深い濠の縁に連れていき斬首した。そ

の死体は濠に投げ入れられた。到着した大勢の人々

は，多くの人々が殺害されるまでこれに気づかなかっ

た。歓待された後，別な出口から出ていっていると考

えたからである。……殺戮は７００人に及んだ。この大

惨事は人々に衝撃をあたえ，長い間，屈辱をおぼえさ

せた。」２８）

イブン・アルクーティーヤはこの事件について次の

ように記述している。

ハカムはアムルースをトレード総督に任命し，市民

にアラブ人ではなくムラディーを選んだことで彼らの

利益に配慮したことを伝えた。アムルースは，駐留軍

が民家に宿泊してトレード住民に多大な負担を負わせ

ていて，それが悶着のもとになっているが，もし町の

隅に城を作ることを許してくれれば，そこに駐留させ

て迷惑をかけないで済むようになると言葉巧みに説い

た。住民は納得し，城をむしろ町の中心部に築くこと

を望んだ。城壁のある城が完成するとアムルースは軍

隊を入れて，ハカム１世に連絡した。ハカムはキリス

ト教徒側の攻撃があるという口実を設けて３人のワ

ズィールに１４歳の息子のアブド・アッラフマーンを擁

してトレードに進発するよう命じた。遠征軍がトレー

ド近傍に到着したとき，アムルースは町の有力者たち

に到来した君主の子息に敬意を表すべきであると説

き，彼らとともに挨拶に出むいた。アブド・アッラフ

マーンは有力者たちの勧めにしたがってトレードに滞

在することにし，翌日に城内で宴を催すことにした。

町の内外の有力者たちが招待された。彼らは城にやっ

てきたが，一人ずつ入城するよう告げられ，馬は裏手

にまわされた。中庭には築城につかった土を掘ったあ

とが大きな濠となって残っていた。この濠の傍らに首

切り役人がいて，入ってくる人々を次々に切り殺し

た。５３００人以上の入城した者すべてが首を刎ねられ

た２９）。

イブン・アルクーティーヤは事件の年代を明記して

いないが，アブド・アッラフマーンの年齢から計算す

ると既出の二つの年代記とは異なり８０７年としている

ことになる２９a）。

無名者による年代記も８０７年としている。「１９１年

［＝８０６―７年］ハカムはトレードの人々を罰した。饗

宴を準備し，招待した者たちを１０人の組ずつ城の中に

入れた。彼らは入ってくると斬首され，その死体で城

の中庭にあった大きな窪地が一杯になった。こうして
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７００人が死亡したが，ほかの説明によれば１２００人だっ

た。城から血の煙が立ち上る見たトレードの人々が

「何たることだ。これは炊事の煙ではない。血の煙

だ。トレードの人々よ。彼があなた方の貴族，有力

者，ファキーフたちを暗殺したのだ」と叫んだ」３０）。

レヴィ・プロヴァンサルはドズィの見解を挙げなが

らも，７９７年説をとっている。彼によれば，事件の経

過は次のようであった。

アムルースはトレードにくると，住民を篭絡し始

め，彼がターホ川の橋から遠からぬ町の北東部に城を

築いて，政府の役人や兵士とともに城のなかに駐留す

ることに同意させた。城壁が完成するとアミールは息

子のアブド・アッラフマーンを辺境への遠征の名目で

派遣し，彼はトレードの近くを通過する道程をたどっ

た。アムルースと町の主だった者たちは彼を訪れ，ト

レードを訪問していただく栄誉を与えてくれるよう頼

んだ。彼はこれを受け入れ，アムルースは有力なムラ

ディーたちを王子の臨席する城中での饗宴に招待し

た。城に入ったトレードの人々はひとりずつ大きな濠

（砦の建設に必要な土を掘り出した後にできた）のほ

とりの狭い通路に導かれた。そこでアムルースの手下

たちが彼らの首を切り落とし，その死体を死体置き場

に落とした。誇張する傾向のある年代記作者たちは

５０００人と見積もっているが，７００人としている者もい

る３１）。

ところでこの事件については，既述のように年代に

関してさまざまな年代記の記述が一致しないという重

大な問題があり，マンサーノ・モレーノはこのほかに

さまざまな角度から詳細な検討を加えた結果，この事

件が年代記作者の創作であるという結論に達した３２）。

だがそれはまだ一般に受け入れられるまでは至ってい

ないようである。彼の主張は，いわば状況証拠からの

推論であり，万人を納得させる決定的な証拠があるわ

けではない。細部については読者の関心を引くための

創作が加えられているかもしれないが，粛清がおこな

われたことは十分あるうることだと考えられる。

この後，粛清の効果があり暫くの間，平穏な歳月が

流れたが，８１２年にはアムルースの死去に力を得てま

たもや反乱が起き，城が破壊された。８１３年の政府側

の遠征は失敗したが，翌年，ハカム１世は奸計を用い

た。彼は行き先を伏せた上でトレードに接近し，夜間

にトレードに到着し町の人々が油断し，城門が開いて

いたことを奇貨として町の中に入り占領した。それか

ら町に火を放ち，家屋を焼き払い，廃墟の中に彼らを

住まわせた３３）。

ハカム１世の時代には辺境だけでなく，都のコルド

バでも反乱が起こった。８１８年の「アラバールの乱」

である。この反乱で政府側の追及をのがれて，一部の

反徒がトレードに到来した。これがトレードと政府と

の確執の種となった。８１８年にはトレードに派遣され

た侍従のアブド・アルカリームが，逃亡してきたコル

ドバの反乱者を追放するようトレードの人々に求め

た。トレード側はこれを受け入れたがその後約束を破

り，町を掌握し，アルカリームが任命していった総督

を追放した。８１９年にはアルカリームが軍隊とともに

やって来て，追放の約束を履行するように求めた。結

局，埒があかず，８２０年にはハカム１世がみずから軍

を率いて，トレードに向かい，途中でトレードの一部

の帰順した住民をともなったアムルース（８１２年に死

去したアムルースとは別人）が合流した。アムルース

の説得によりハカムはトレード征圧を断念し，遠征は

ここで打ち切られた３４）。

（４） 鍛冶屋の反乱

ハカム１世は８２２年に死去し，息子がアブド・アッ

ラフマーン２世（８２２―８５２）として君主となった。彼

の治世で最初に起きたトレードの反乱は，ハーシム・

アッダッラーブ（Hāshim al−Darra¯b）を首謀者とする

ものであった。ハーシムはハカム１世が町に火を放っ

た冷酷な仕打ちを少年時代に経験して覚えており，そ

の報復の機会をうかがっていた３４a）。彼は無一文でコル

ドバに行き，鍛冶屋となり，（ダッラーブは叩く人＝

「鍛冶屋」の意）トレードに戻ってきた。イブン・イ

ザーリによれば８２９年，彼は檄を飛ばして無頼の徒や

賎民を糾合し，蜂起した。悪辣な者どもは彼に耳を貸

し，彼のもとにやって来て，ついに大勢の人々が集

まった。ハーシムは駐留軍と政府側に組する人々を追

放した。この反乱には職人や農民・奴隷が各地から参

加し，トレード周辺のアラブやベルベル人の農村を襲

撃し，旅人を襲い，政府の権力の象徴である城を破壊

した３５）。

アブド・アッラフマーン２世はムハンマド・イブ

ン・ルストゥム（Muhammad ibn Rustum）の率いる政

府軍を鎮圧のために派遣したが撃退され，１年間，反

徒の軍勢は跳梁をほしいままにした。８３１年，政府は

トレードによるコルドバへの攻撃を防遏するために途

上にあるカラトラーバ城を強化した。アブド・アッラ

フマーン２世は怠慢を責める書状を送ってイブン・ル

ストゥムを厳しく叱責した。彼はこれによって奮起

し，増派をうけたことも力となってダローカ城付近の

戦いでハーシムを打ち破った。ハーシムは死亡し，そ

の徒党数千人が討伐された３６）。
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イブン・ハイヤーンの伝えるところもイブン・イ

ザーリとほとんど同じである。彼によればハカムが町

を焼いたため，人々は（トレードの町のある）岡から

平地に移ることを余儀なくされた。ハーシムはトレー

ドを離れ，家族とともにコルドバに行き，鍛冶屋で働

いた。トレードにもどり悪党やならず者をあつめ，タ

フーニャ川方面に行き，アラブ人とベルベル人を襲っ

た。ハーシムはこれで名を挙げ，大勢が彼のもとにあ

つまり，サンタベール地方を攻撃・略奪し，ベルベル

人に被害を与えた。そのためこの男を討伐するために

遠征軍が送られた３７）。

ハーシムが上部辺境区の一部を占領し，荒廃させ，

略奪したために，総督のムハンマド・イブン・ルス

トゥムが彼と戦ったが，アミールは戦いぶりが怠慢で

あると厳しく叱責し，このためイブン・ルストゥムは

真剣に取り組み始めた。ダローカ城近くで遭遇戦が行

われて数日に及び，ハーシムは敗れて，数千の仲間と

ともに死亡し，かれの徒党は完全に消え去った３８）。

しかし，ハーシムの死によって反乱が終結したわけ

ではなかった。アミールは強硬手段を避け，トレード

周辺の農作物を破壊し果樹畑を荒廃させるにとどめ，

戦闘を行わないようにしていたため，反徒はこれを利

用してカラトラーバ方面に襲撃をかけていた。そうし

た状況の中で８３４年にはトレード側が大きな敗北をこ

うむる戦いが起こった。

「２１９年［８３４年］ウマイヤ・イブン・アルハカムが

トレードに遠征し攻囲した。農作物を破壊し，果樹を

切り倒して軍隊を帰還させた。カラトラーバ城にメイ

サラ・アルファティーを残した。トレードから大軍が

カラトラーバに向かった。軍隊の到来の知らせをきく

と，メイサラは部隊を召集し，待ち伏せさせた。騎兵

隊が襲撃体制を組み町に近づくと，伏兵が現れて攻撃

し，これにより彼らは殺され，切り落とされた首がメ

イサラの前に山と積まれた。……メサイラはこれを見

ると恐怖に満たされ，後悔の念を覚えた。これから時

を経ずして彼は後悔と苦悩に満たされて世を去っ

た。」３９）

今回の反乱が終息するきっかけになったのは，ト

レードの反徒の内部分裂であった。反乱は複数の頭目

によって指導されていたが，そのひとりが仲間と諍い

を起こし寝返ったのである。ドズィは内部分裂は，モ

サラベとムラディーの間で起こり，裏切ったのは後者

の頭目であった，と推測している４０）。イブン・ハイ

ヤーンによって終息にいたるまでの経過を見ていこ

う。

２２１年［８３６年］，アミールはトレードに遠征し，町

の有力者数人を殺害し，引き返した。町の人々を扇動

していた頭目のひとりアイマン・イブン・ムハージル

は仲間との諍いから町を出て降伏するつもりでカラト

ラーバ総督のもとにやってきた。トレードの人々を攻

撃するための軍勢の提供をもとめ，トレードの門の前

に陣取り，人々に多大な損害を与えた。食料の供給が

断たれたからである４１）。

２２２年［８３７年］，アミールの兄弟アルワリード・イ

ブン・アルハカムがトレードに遠征した。トレードの

人々は疲弊していた。彼はトレードを攻囲し，繰り返

し攻撃して苦しめた。アミールは精鋭部隊を率いてト

レードに向かい，兄弟とともに野営し，住民を圧迫

し，力ずくで占領した。アミールは彼らを赦し，あら

ためて忠誠を誓約させ総督を配置した。また兄弟のア

ルワリード・イブン・アルハカムを残し，かつてアム

ルースが築いた城の修築を命じて帰還した４２）。

（５） グアサレーテ川の戦い

８５２年，アブド・アッラフマーン２世の息子がムハ

ンマド１世（８５２―８８６）として即位すると，これをきっ

かけにして数週間後にトレードは反乱に立ち上がっ

た。コルドバでは８５０年からモサラベの自発的殉教が

相次いでいた。それに深く関わることになる司祭エウ

ロギウスはナバーラ地方への旅の帰途，８４９年にト

レードに立ち寄り，都でのモサラベへの迫害について

人々に訴えた。モサラベの多かったトレードではこれ

により同胞への同情心から政府に対する敵意が高まっ

ていたともいわれ，これが反乱の底流にあったのかも

しれない。モサラベのシンドーラに指導された反徒は

総督を拘束し，８３７年以来，コルドバに送られていた

人質の解放を総督解放の交換条件にした。この交渉は

成立し，双方の人質が解放された。しかし反乱はつづ

き，反徒は多くの軍勢をあつめ，カラトラーバ方面に

出撃した。カラトラーバの守備隊は城を明け渡し，ト

レード側はこれを破却した。８５３年，ムハンマド１世

は兄弟のハカムの率いる部隊を派遣し，カラトラーバ

を奪還し城砦の再建に着手した。２年後には再建がな

り，再び強力な守備隊がおかれたが，トレード軍の侵

入を抑えられなかった。同年夏には，トレード軍はア

ルマデンを拠点とするベルベル人の一派と提携してハ

エン地方にまで進出し，ハンドゥーラ川流域の農地に

損害を与え，そこから遠くないアンドゥーハルで野営

していたコルドバ軍を待ち伏せ攻撃し潰走させた４３）。

アンドゥーハルというコルドバに近い地点までト

レード軍が襲来し，政府軍を敗走させたことは，大き

な衝撃をあたえたに違いない。政府は強力な反撃にで
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た。このためトレードはアストゥリアス王オルドー

ニョ１世に加勢を求めた。トレードが北部のキリスト

教徒勢力とはっきりと提携したのはこれが最初であっ

た。王はビエルソ伯ガトンの率いる援軍を派遣した。

８５４年６月にムハンマド１世はコルドバを進発し，ト

レードの南西部の平野にやってきた。ここをグアサ

レーテ川が流れている。かつてバルジのシリア軍がベ

ルベル人の反乱軍を破った古戦場である。ムハンマド

は軍勢の大部分を待ち伏せに使い，みずからは少数の

兵をとともに現れる陽動作戦をつかい，これにはまっ

たガトンは敗北し，アストゥリアス軍は８，０００人，ト

レード軍は１２，０００人が戦死したという。コルドバ軍は

敗者の首で山を築き，その頂上で神を称えた４４）。

この勝利にもかかわらず，トレードの反乱状態は続

いた。８５６年，アミールは息子のムンズィルにトレー

ドを攻囲させたが，さしたる成果は挙げられなかっ

た。一方，８５７年にはタラベーラがトレード軍によっ

て攻囲されたが，政府軍は出撃して蹴散らかし，６００

人を殺害した。８５８年にはアミールがみずから出陣

し，トレードのアルカンタラ橋の土台を掘り崩し，ト

レード兵をおびき出し，その重みで崩落させるという

奇計をもちいた。キリスト教徒勢力の援軍も当てにで

きず，トレードはついに８５９年４月に和平を申し出て

許された。しかしそれから間もなく，トレードは和平

を破ってサラゴーサのムラディーで勢威を誇ったバ

ヌー・カスィー一族のムーサー・イブン・ムーサーに

援助をもとめた。彼は息子のルッブ・イブン・ムー

サーをよこしたが，ルッブは父が８６２年に死亡すると

サラゴーサに帰ってしまった。この後の時期のトレー

ドは，政府に対して反抗と従順を繰り返したが，注目

すべきはトレードが頼みの綱とするキリスト教徒勢力

との提携を阻止しようとする政府側の動きが見られた

ことである。

トレードを支援していたアストゥリアス王オルドー

ニョ１世は，放棄されていたトゥイ，アストルガ，レ

オン（８５６），アマ－ヤ（８６０）の町々に植民し，サラ

マンカを征服し，南方へ進出しており，後ウマイヤ朝

は危機感を募らせていた。この進出を阻止するため

に，ムハンマドは８７２／７３年，ムタッリフ・イブン・アブ

ド・アッラフマーン（Mutarrif ibn Abd al−Rahmān）と

タルビーサ・イブン・マスーナ（Tarbı̄sa ibn Masu¯na）

をトレード総督に任命し，タラベーラ，マドリード，

カラトラーバ，タラマンカ・デ・ハラーマの城を結ぶ

前線を形成させた。この防衛線の形成でトレードは北

部のキリスト教徒勢力との連絡を断たれた。しかし，

外部からの支援が得にくくなっても，トレードの反乱

はやまなかった。８７５年に反乱が起こり，アミールが

鎮圧のために到来し，人質と賠償金を要求した。ア

ミールは帰順させた後，息子のムタッリフを総督とし

て残した４５）。

（６） ベルベル人による支配

ムハンマド１世の治世には，イブン・マルワーンの

反乱，イブン・ハフスーンの反乱が勃発し，後ウマイ

ヤ朝は危機的状況にあった。後を継いだムンズィル

（８８６―８８８）の短い治世の後，アブド・アッラーフ

（８８８―９１２）が即位したが，彼の治世にも反乱は治ま

らなかった。このような状況で政府の支配はコルドバ

に局限され，トレードは完全な行動の自由を獲得し

た。かつて総督であったタルビーサ・イブン・マスー

ナの息子ローペ・イブン・タルビーサ（Lope ibn Tar-

bisa）がこれに乗じてトレードを掌握した。彼は政府

に反抗していたサンタベールのベルベル人ムーサー・

イブン・ゼンヌーンと提携し，その軍事力を利用して

８８８年２月にトレードを占領したのである。その力の

差からおそらく主導権を握ったムーサーが，ローペを

通じて数年間トレードを支配し，その後，バヌー・カ

スィー一族に支配が移った。８９７年初頭から一族のム

ハンマド・イブン・ローペ・イブン・ムーサーが支配

した。その後，トレードは一時的にバヌー・カスィー

一族の支配から離れたが，９０３年末頃，彼の息子のロー

ペに支配をゆだねた。ローペは兄弟のムタッリフを派

遣したが，彼は従兄弟のムハンマド・イブン・イスマ

イール・イブン・ムーサーによって権力を奪われた。

この人物も９０６年にトレード人によって暗殺された。

その後は，ローペ・イブン・タルビーサが支配者に返

り咲き，少なくとも９２０年まで支配した４６）。

（７） アブド・アッラフマーン３世

ローペ・イブン・タルビーサによるトレードの支配

が続いている時期，後ウマイヤ朝の最盛期をもたらし

たとされるアブド・アッラフマーン３世（９１２―９６１）

が登極した。９２０年夏に彼は，キリスト教徒を討つべ

く，親征にのりだした。トレード近くで野営したと

き，ローペ・イブン・タルビーサが従順な態度で現

れ，遠征への参加を申し出た４７）。これによってトレー

ドは政府の支配に服したのである。しかし，９２３年ま

での間にローペの後継者となったサラバ・イブン・ム

ハンマド・イブン・アブド・アルワリートが反乱をお

こした。９２８年には政府を苦しめてきたイブン・ハフ

スーンの乱が，マラガ山中の拠点のボバストロの陥落

によってようやく終焉し，その後９３０年にはバダホー
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スでのイブン・マルワーンの反乱も鎮圧された。

９３０年２月，アブド・アッラフマーン３世は有力者

を送ってトレードに帰順を促し，貢納を収めるように

説得するが失敗した。５月２３日には討伐のためにワ

ズィールのウマヤッド・サイード・イブン・アルムン

ズィル・アル・クラスィー指揮下の先発軍を派遣し，

トレード近傍に陣を布かせた。６月にアブド・アッラ

フマーン３世は，二人の息子ハカムとムンズィルを伴

い，傭兵部隊を含む軍勢を率いて自ら出陣し，７月に

先発軍と合流し，トレードが南方攻撃の拠点としてい

たモーラ（Mora）城を降伏勧告により占領した。つ

いで攻略の拠点として最適の場所と定めたトレード郊

外の墓地に本陣を置き，トレードそのものの攻囲を開

始し，トレードを窮地に追い込むために町の周辺の農

作物を破壊し，ブドウの木を切り倒し，トレードの支

配下の周辺の村々を焼討ちした。

攻撃の拠点としてトレード南方のチャレンカス山中

に数日で町を建設し，「勝利の町」（マディーナト・ア

ルファトフ）と命名した４８）。トレードはレオン王ラ

ミーロ２世に援助を求めるが，ラミーロは復位をもく

ろむ前王アルフォンソ４世との争いで救援に駆けつけ

る余裕がなかった。攻囲は続けられアラミン（Ala-

mín）とカナーレス（Canales）城が降伏したがトレー

ドは陥落せず，アブド・アッラフマーン３世は一旦コ

ルドバに戻ることを決意し，７月２３日この町を発ち８

月２日にコルドバに到着し，６１日間に及んだ遠征は終

わった４９）。

アブド・アッラフマーン３世自身は帰還したが，政

府軍によるトレードの攻囲は続けられた。トレードか

ら救援を求められていたラミーロ２世は，ようやく

９３２年の夏に救援に向かったが，この頃にはトレード

の敗色が濃くなっており，ラミーロ２世はマドリード

城砦を破壊して引き返すほかなかった５０）。

９３２年，アブド・アッラフマーン３世は再度みずか

ら出陣することにし，７月２１日にコルドバを進発し

た。この時点までにトレード側は政府側の攻囲の強化

でキリスト教徒側からの支援も受けられず，次第に窮

地に陥り，飢餓が深刻化し，降伏の交渉を始める気に

なっていた。７月末に反乱の首謀者サラバ・イブン・

ムハンマド・イブン・アブド・アルワーリトがマ

ディーナト・アルファトフに出向いて降伏の交渉に当

たり，赦免を乞い許された。

イブン・ハイヤーンはこの攻囲戦の経過を次のよう

に述べている。「頑迷なトレード人は，アンナーシル

［アブド・アッラフマーン３世］が召喚した隊長たち

が，・・・彼の適切な助言と不屈の決意に助けられ

て，彼らに対しておこなったきびしい攻囲と繰り返さ

れる攻撃によって攻め立てられて，敵である異教徒の

近隣の人々に援助を乞うたが，神が彼らを打ち破り，

あてにした援助は与えられず，罰を免れることもでき

なかった。なぜなら彼らが練達の兵士からなる大規模

な援軍を送ったとき，彼らには不名誉と屈辱しか与え

られなかったからである。……かくしてトレードの反

徒たちは挫折し，逃れる方法がないことを悟り，誰も

神の罰から解放してくれないことに失望し，罪を赦し

悔悟を受け入れるように懇願した。」５１）

降伏をうけてカリフは８月２日に入市し，その堅固

な防備を見るにつけ，「もし神が自分に必要な堅固な

意志を与えてくださらなかったら，トレードを占領す

ることはできなかっただろうと思った。」５２）。年代記作

者アリーブは感慨をこめて「なんと度々トレードは君

主たちを挫き，軍隊に抵抗し，遠征軍を空しく引き返

させたことか。神の恩寵と与えられた力によって，君

主がここを征服することがゆるされるまで。」５３）と記し

た。トレードに対する支配を強化するために政府は城

砦区域アルヒザームを建設し，町への入口に当たるア

ルカンタラ橋と直結した。これによって政府の派遣し

た総督や駐留軍は外部から遮断されることなく，不服

従の市民の住む市街地から切り離された堅固な空間を

拠点にしてトレードの支配を貫徹できるようになった

のである。アブド・アッラフマーン３世はトレードの

改造をマウラーにしてカーディーであったドゥッ

リー・イブン・アブド・アッラフマーンに命じた後，

１０日後にコルドバに向けて出発し２５日に到着した。こ

うして３６日間の遠征は終わった。占領後の最初の総督

になったのはボバストロの陥落を実現させたワズィー

ルのムハンマド・イブン・アブド・アッラーフ・イブ

ン・フダイルであった５４）。

この反乱制圧の後，１０世紀の間は反乱は起こらな

かった。後ウマイヤ朝は１０３１年まで続くが，１００９年以

後はフィトナと呼ばれる混乱期にはいり，政府は名ば

かりの存在となり，トレードを含めて各地に独立勢力

が台頭し，ターイファ国という地方的独立イスラーム

国家が誕生した。したがって，この反乱は後ウマイヤ

朝時代のトレードの最後の反乱といってよいもので

あった。後ウマイヤ朝成立以来，断続的に続いたト

レードの反乱の歴史は，この時点で終止符がうたれた

のである。

３．反抗する都市トレード

以上，７１１年のムスリムによる征服から後ウマイヤ
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朝のアブド・アッラフマーン３世の治世までのトレー

ドの歴史をたどってきたが，それは一口に言えば中央

権力に対する反抗・反乱の歴史であるといってよい。

後ウマイヤ朝時代（７５６―１０３１年）は３２０年間ほど続い

たが，１００９年以降のフィトナの時期をのぞく２５３年間

のうち，トレードは断続的に反乱を起こし，都合９０年

間は政府の支配を免れた独立状態にあった。このうち

最長の時期は，８８１―９３２年の５２年間である５５）。本稿で

はことさらに反乱という側面に限定してトレードの歴

史をみてきたわけではない。この時代のトレードに関

して知られている事実をたどっていくと，それがおの

ずから反乱史となってしまうのである。いいかえれば

それ以外のトレードのさまざまな側面，都市内部の統

治組織，住民構成，経済生活，文化などについて史料

から分かることは極めて少ないのである。最大の情報

源はイスラーム側の年代記史料であるが，これは基本

的に中央権力を中心にして，その立場から書かれてい

る。したがって，そこではトレードの記述は中央権力

と関係のある範囲内のことに限られている。そしてそ

の関係の基本的性格が対立関係であり，支配と反抗の

関係だったのである。これは年代記作者がこれらの事

項に絞って記述したということもあろうが，そもそも

彼らが知りえた辺境の都市トレードに関する情報その

ものが乏しかったという面もあるのではなかろうか。

それではなぜトレードはかくまで中央権力に対して

反抗的姿勢をとりつづけたのであろうか。以下ではこ

の点について考察していきたい。

まず第一に住民の心的態度が挙げられよう。トレー

ドはキリスト教国の西ゴート王国の都であった町であ

る。宮廷とともに王国の首座大司教座もおかれ，聖俗

の中心地であった。ところがムスリムに征服されるこ

とによって，ウマイヤ朝時代にはセビーリャなどの都

市，後ウマイヤ朝の時代にはコルドバというように都

の地位を他の都市に奪われ，しかも地理的に言えば辺

境の一都市に成り下がった。トレードの住民がこのよ

うな変化に違和感をおぼえ，それをもたらした異教徒

のムスリムに対して，またその政府に対して憎悪と敵

意を抱いたとしても不思議ではない。西ゴート王室の

残党やそれに忠誠心を抱く人々が残存し，かつての地

位を取り戻すために反乱を起こしたというような明確

な動きがあったわけではないが，自分たちの町トレー

ドがかつて都であった事実，また自分たちがキリスト

教という正しい信仰を実践していることに誇り感じ，

それだけに自分たちを従属的地位においやった異教徒

ムスリムの牛耳る中央政府への支配に反抗心をいだく

というような心的態度を住民の多くが抱いていたので

はなかろうか。このような意識がすべての反乱ではな

いにせよ反乱の底流にあったのではあるまいか。

第二に住民構成の特徴が挙げられる。イスラーム側

の史料ではアフル・トゥライトゥラ「トレード人」と

呼ばれているトレードの住民はどのような人々であっ

たのだろうか。従来からの定説的理解では征服者であ

るアラブ人やベルベル人はトレードの町中に住むこと

はなく，周辺の農村地帯に定着したとされる。５６）征服

者の構成はベルベル人が多く，アラブ人は相対的に少

なかったであろう。しかし社会的地位から見ればアラ

ブ人のほうが優位にあり，征服地の分配にしてもアラ

ブ人はコルドバを中心とするグアダルキビール川流域

の肥沃な土地を手に入れ，ベルベル人は北部の比較的

不毛な土地を割り当てられたといわれる。したがっ

て，トレードとその周辺の住民構成を大雑把に言え

ば，農村地帯にベルベル人と少数のアラブ人が定住

し，町には征服以前の住民が住み続けたといえよう５７）。

征服以前の住民とは，具体的にどのような人々なの

か。ユダヤ人もいただろうが，彼らはこの時期のト

レードの歴史にはほとんど姿を現さない。基本的には

スペイン人が多数を占めていたといえよう。スペイン

人はモサラベとムラディーに分けられる。前者はキリ

スト教徒であり，後者はイスラームに改宗しムスリム

となった人々である。両者の割合がどうであったか，

詳しいことは分からない。モサラベはキリスト教信仰

を堅持し，西ゴートの伝統を保守していたことは確か

であり，キリスト養子論で有名な８世紀後半のトレー

ド大司教エリパンドゥスや西ゴート時代の法典『裁判

法典』の維持がこれを証明している。またムラディー

はムスリムになったといってもそれはもともと便宜的

な理由によるものであった。税負担の軽減化，イス

ラーム社会の中での地位の向上を考えて改宗したので

あり，イスラームという宗教の教義に共感したわけで

はない。したがってムスリムとはいっても，モサラベ

と対立するよりは共感する面が大きかったのではない

かと想像される。両者の割合がどうであろうと，基本

的立場が類似していれば中央政府に対して共同して行

動することが可能であったと推測される。

トレードはムスリムの征服者が定住して支配した町

ではなかった。基本的に反政府的立場をとる人々が大

半を占める都市であり，こうした住民構成であればこ

そ，前述のような住民の心的態度が醸成されたのであ

る。

第三に中央権力の圧政が挙げられる。住民に反政府

的傾向があったとしても，反乱に立ち上がるにはその

ような漠然とした背景だけではなく，もっと具体的な
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理由が必要であろう。すべての反乱にそのような理由

があったわけではないだろうが，政府からの圧迫がト

レードの住民を反乱に駆り立てた理由であったと推測

される。それではその圧迫とはどのような内容のもの

だったのだろうか。これを推測する手がかりになるの

が，アブド・アッラフマーン３世が９３２年にトレード

の反乱を鎮圧したとき，住民が降伏の条件とした内容

である。イブン・ハイヤーンによれば，トレード住民

たちは「和平とアマーン（赦免）を乞うた。スルタン

はわれらが望む条件に同意し書面をあたえた。……そ

の条件とは伝統的にザカート（喜捨・財産税）のみが

徴収されていたので，貢租，徴税，アルカバーラ（販

売税），宿営義務の免除するように，また礼拝指導者

を奪わないように，われらの同意なしに上長を任命し

ないように，というものであった。」５８）

これは作者がトレードの住民から聴取した話であ

り，「われら」とはトレードの住民をさしている。第

一の条件は税負担などの負担の問題であり，ザカート

以外の負担を負わせないというものである。宿営義務

は税ではないが，政府軍に宿営を提供する義務であ

り，兵士への宿泊と食事の提供の負担だけでなく，兵

士の狼藉による被害などもあったと想像される。第二

の条件の礼拝指導者とは，集団礼拝のときの礼拝指導

者であり，信仰生活への政府の干渉を排除するための

条件であろう。第三の条件の上長とはおそらくトレー

ド総督のことで，その任命にさいして住民の同意を求

めたものであろう。

こうした要求が出されたことは，逆に言えばそれら

の内容に反する事柄が政府によって押し付けられてお

り，それが反乱の原因となったと考えられるのであ

る。

第四に反乱の原因というよりはそれを助長した要因

というべきだろうが，堅固な防備が挙げられる。反乱

をおこしてもすぐに鎮圧されてしまうような軍事的に

脆弱な都市であれば反乱はおきにくいが，その点，ト

レードは堅固な防備施設を備えており，攻囲にも耐

え，抵抗を続ける条件が備わっていた。こうしたこと

が反乱者が蜂起に立ち上がる決断を下すのを後押した

と想像される。

トレードの防備の堅固さはその地形と防備施設の両

面からもたらされた。トレードは北部を除く三方を

ターホ川に囲まれた丘の上にあり，川は濠の役割を果

たしていた。イスラーム・スペインの都市は少数の例

外をのぞけば城壁をそなえており，トレードも例外で

はなかった。いうまでもなくこれは外敵の攻撃から都

市を守るためのものであり，そのほかに塔，門，コ

ラーチャ（城壁に垂直に接した壁で水や食料の供給路

を守り，場合によっては避難路となる），側堡，橋，

城塞などの防備施設があった。トレードを征服したム

スリムは既存の城壁を拡充・補充して利用し，ムスリ

ムの地理学者はその難攻不落を繰り返し強調した。た

とえば，イブン・ハウカル（１０世紀）はトレードをア

ンダルスでもっとも巨大でよく防備された都市に数え

ており，アッラーズィー（１０世紀）もよく防備されて

いて，それにより数え切れないほどの攻囲に抵抗する

ことができる，と述べている５９）。

防備施設の中で城塞（ヒザーム）はトレード住民か

ら見ると，それを占領すれば反乱の拠点にもなるが，

通常は反徒に対抗する政府側の拠点であった。政府が

トレードを掌握している時期には総督が派遣され，城

塞に駐在しトレードを支配した。つまり城塞は，たび

たび反旗を翻す住民に対する中央権力の出城という性

格をもっていた。町の北東部に位置し，アルカンタラ

橋に接しているので，町中を経ずに外部との連絡が可

能であった。町で反乱が起こった場合には，外部から

援軍を引き入れたり，外部に避難する場合に好都合で

あったと考えられる６０）。

第五にやはり反乱を助長した要素として戦略的に有

利なトレードの地理的位置がある。トレードは辺境に

位置している。辺境は都から遠く政府の統制が及びに

くいという特性がある。また北部のキリスト教国に近

く，その支援を受けやすかった。キリスト教国はつね

にイスラーム勢力と対立関係にあったわけではない

が，基本的には対立していたので，反政府的行動をと

るトレードと利害が一致した。またムスリム軍が侵入

してくる場合にも，トレードが味方となれば防壁とし

て機能したし，前線基地であるべきトレードがその役

割を果たせないとなれば，侵攻するムスリム軍の戦力

がそがれたり，そもそも侵攻を取りやめることにもつ

ながったものと推測される。このためキリスト教国は

トレードの反乱を支援してアンダルスの混乱を増幅さ

せ，自国の防衛に有利な状況を作り出した。逆にト

レードから見れば，キリスト教国の支援を当てにでき

たことが，反乱に踏み切る要因となったといえるので

ある。

第六に食料の問題がある。都市が蜂起した場合，鎮

圧する側は周辺の農村を荒廃させ，農作物を焼き払

い，果樹を切り倒して食糧生産を妨害すると同時に，

町を攻囲して供給を断ち，飢餓に追い込んで降伏させ

るという作戦を実行するのが普通である。したがって

町の側からすれば食料の生産と備蓄が十分にあること

が攻囲に耐え，篭城戦に勝利する条件であった。この
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点でトレードは，ターホ川流域の沃野や支流のグアダ

ラーマ川の流域といった豊かな生産地を抱えており，

有利な立場にあった。

地理学者イブン・ガーリブはトレードについて次の

ように述べている。「トレードは最も重要で大規模で

堅固な都市のひとつである。人々の発着地点であり，

あらゆる地方から人々がやって来るが，トレードは彼

らを親切にもてなす。その土地は肥沃であり，穀物は

時が経っても傷まないし，何日経過しても変質するこ

とはない。人々は小麦を７０年の間，倉庫に蓄えること

ができる。それだけ経過しても傷んでおらず，汚染も

腐敗も見られない。」６１）。またマッカリーも「トレード

の支配下には広範な地域が含まれ，良い耕地，豊かな

牧草地や放牧場，すばらしい町，堅固な城砦がある。

この場所の特徴のひとつは小麦が長年の間，腐敗せず

に地下にあり，それはほかの家財と同じように父から

息子へと相続されうけつがれるということである。」６２）

さらに『アッラージーの年代記』はトレードには「ス

ペイン全土の小麦畑のうちでもっとも良い小麦畑があ

る。そこは大気の良い土地であり，小麦は長持ちし，

傷むことがなく，１０年間保つことができ，ひどく傷む

ことはない。このために戦の時には大量に貯えられ

る。」６３）

以上の記事から，トレードは長持ちし腐敗しにくい

小麦を産し，これを備蓄すれば長期にわたって攻囲戦

にたえる力があったといえよう。

以上列挙した原因がすべての反乱に当てはまるわけ

ではなく，個々の反乱の原因・経緯・結末，首謀者の

属性などはそれぞれに異なっているが，考えられる原

因を挙げてみた。これにもとづいてモデルとなるト

レードの反乱像を描けば以下のようになろう。トレー

ドの住民は，ムスリムによる征服以前からの住民やそ

の子孫が多く，かつての都であった自分たちの町に誇

りをもち，征服者のイスラーム政権に潜在的敵意を抱

いており，それが権力側の圧政によって顕在化し，地

理的位置，堅固な防備，食料の問題で有利な立場に置

かれていたこともあり，反乱に立ち上がった。

おわりに

スペインの中世をどのようにとらえるのかという問

題に関して「伝統主義史観」と呼びうる見方があ

り，２０世紀の半ばまで優勢であった。この立場に立つ

代表的な研究者としてはシモネ，サンチェス＝アルボ

ルノースなどがいるが，それは西ゴート文化はアンダ

ルスにおいても確固として存続し，半島におけるムス

リムの存在はスペインの歴史に影響をあたえなかった

という見解である。つまりスペインは西ゴート王国以

来，一貫してキリスト教世界としての伝統を強く維持

してきたのであり，外来の異質の要素であるイスラー

ムはこの連綿として続いた流れを途絶えさせることは

なかったという主張である６４）。

こうした見方にとってイスラーム期のトレードはど

う評価されるのだろうか。トレードでは征服者のムス

リムはスペイン化され，在来の地元の要素によって同

化された。キリスト教徒がイスラーム化したのではな

く，ムスリムが既存の社会・文化によって同化され，

征服以前のスペイン的要素は存続したという主張とな

り，トレードはスペインの遺産の存続の象徴として位

置づけられる。この立場からトレードの反乱を見ると

どうなるのか。反乱の中核となったのはキリスト教徒

のモサラベであり，彼らが伝統的文化を守りながら，

イスラームの君主に対する反乱の先頭に立ち，キリス

ト教の回復を企てた。彼らが地元の反乱者を指導して

政府軍と対決し，１０８５年のアルフォンソ６世によるト

レードの征服を手助けしたのもモサラベである。ト

レードのモサラベこそイスラームに対抗してスペイン

のキリスト教的伝統をまもり，ついにはトレードをキ

リスト教世界に復帰させた功労者であるということに

なろう。以上のようなイスラームの影響を極小化する

見方は結局，民族主義的・キリスト教至上主義的な立

場であるといえよう。

スペインの純粋性を強調するこのような立場は，中

世スペインの多文化性を主張するカストロによって批

判された。彼はアラビア語の普及・共通語化に象徴さ

れるようにイスラーム支配下のスペインのオリエント

化は否定できないとした。またギシャールはアンダル

スの人々全体がイスラーム世界の生活と文化に染まっ

たのは疑いない，トレードはたびたび反乱を起こした

が，十分にイスラーム化・アラブ化しており，モサラ

ベの共同体はあったが，イスラーム文化の世界に属し

ていたとしており，マンサーノ・モレーノもアラブ人

の数は少なかったがそれは住民がアラブ化する妨げに

はならなかったといっている６５）。

結局，イスラーム時代のトレードの基本的性格を規

定する上で住民構成の問題が重要なポイントとなる。

既述のように住民は征服以前の先住民とその子孫で

あったという点ではる大方の意見は一致している。先

住民とは具体的には，モサラベ，ムラディー，ユダヤ

人である。ユダヤ人は政治的に大きな役割を果たさな

かったと推測されるので除外して，のこりの前二者の

比率はどうであったのか。キリスト教徒であるモサラ
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ベが住民の大半を占め，市政を牛耳り，イスラーム政

府と対決していたならば，トレードはイスラーム世界

のなかのキリスト教都市であったと規定することがで

きよう。逆にムスリムであるムラディが大半を占めて

いれば，トレードはイスラーム都市であり，中央政府

への反乱は宗教的要素をふくまない純粋に政治的利害

にもとづくものだったといえよう。

残念ながら両者の比率を推測するための史料はな

い。ポーレス・マルティン＝クレートは，モサラベは

北部のキリスト教徒世界への移住者や改宗者の増加に

よって減少の一途をたどり，政治的指導者として確認

できるのもローペ・イブン・タルビーサのみであり，

政治的影響力もわずかなものだったと結論し，トレー

ドが「モサラベの国」であったという想定は捨てるべ

きであると断言している６６）。またエパルサとルビエル

タも，トレードのキリスト教徒のコミュニティは征服

以来，非常に少人数で１０世紀には消滅したとしてい

る６７）。しかし，マンサーノ・モレーノはキリスト教徒

の多人数のコミュニティがあったといっており，クリ

スティスもかなり多数のキリスト教徒の人口があった

と書いており６８），研究者の間でも意見が分かれてい

る。

しかし，両者の数や比率だけで論じるのは問題があ

る。モサラベはアラブ化していたことは事実であり，

この点でムラディーに類似している。逆にムラディー

はもともとはキリスト教徒であったり，先祖をたどれ

ばキリスト教徒にいきつく人々である。われわれはモ

サラベとムラディーを見るとき，キリスト教徒とムス

リムという相違点にのみに目を奪われがちであるが，

両者はアラブ化したキリスト教徒とキリスト教徒で

あったムスリムであり，重なり合う部分が大きかった

と考えられないであろうか。両者を区別するのではな

く，その共通面に着目すれば，両者が利害を共有し，

一致した行動をとることが十分ありうるのではなかろ

うか。政府から見れば，両者とも反抗し逆らう「ト

レード人」なのであった。結局，この時期のトレード

はイスラーム的要素とキリスト教的要素が交錯しなが

ら共存し，しかもどちらも優位に立つことなく拮抗し

ていた複合都市だったといえるのである。
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Toledo in Al-Andalus

――A Frontier City of the Umayyad Dynasty of Cordoba――

Kunio HAYASHI

History

Abstract

Toledo, Spanish medieval city, was the capital of the Visigothic Kingdom. It was taken into the Islamic World in 711 and

stayed in this status until 1085. Toledo was a plurastic city, because musulims, christians and jews lived in it. We scrutinize the

fundamental character of this city in the islamic period, especialy until the end of the Umayyad Dynasty.

The almost only fact we can know through the arabic chronicles is that Toledo rebeled against the central government in

Cordoba many times and a long time. Why the people of Toledo rebeled so frucuently ?

We want to bring three reasons. These are the mentality and quality of the Toledan people, and the oppressive policy of the

government. In addition, we bring three factors that encouraged toledan people to rise in revolt, that is the firm fortification, ad-

vantageous strategic geographic position and stock of good wheat.

What kind of people were the rebels ? They were mainly mozarabes (the Christian people) and muladies (muslims). Which

people were more neumerous and more powerful ? If the mozarabes were more powerful, Toledo is able to be said to be a

Christian city. If contrary, we can conclude that Toledo was an Islamic city. Regrettably, we can’t reply to this question, be-

cause there are not enough materials.

Indeed the mozarabes and muladies were differrent people in religion, but they were similar in other points. So they rebeled

in coopration against Cordoban government. In the view of Islamic princes, both of them wereLa gente de Toledo(the people

of Toledo) who rebeled against. Toledo was a plurastic city in which Islamic and Christian chracters mingled and each of them

did not gain an advantage over the other.

Key words : Toledo, Al−Andalus, Umayyad Dynasty of Cordoba
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