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14 世紀のスーダーン西部の金産地を巡る情報操作
マンサー・ムーサーの語りの分析を中心に

苅　谷　康　太

Manipulation of Information on the Goldfi elds 
in Fourteenth-Century Western Sūdān

An Analysis of Mansā Mūsā’s Narratives

KARIYA, Kota

In medieval times, gold was an important resource that fi nancially supported 
the kingdoms of western Sūdān. However, the rulers, whose infl uence spread 
across the Sahel and the savannahs, seemed neither to have had direct con-
trol over the goldfields in the southern parts of western Sūdān nor to have 
established a system of governance to entirely confi scate the gold mined in the 
region. Rather, they attempted to accumulate a fortune by positioning them-
selves as “intermediaries” in the distribution of gold from the goldfi elds to the 
Sahel. � erefore, their regimes could have easily collapsed fi nancially in the 
advent of foreigners making direct contact with the source of the gold. Prior 
to the fi � eenth century and the landing of Europeans on West African coasts, 
it is evident that the potential foreign competitors were the Arab and Berber 
Muslims coming from the north in pursuit of gold.

� e rulers and merchants of western Sūdān, who sought to increase their 
profi ts in the distribution of gold, adopted certain measures to prevent compet-
itors from reaching the goldfi elds. As indicated by some scholars, concealing 
information about the goldfi elds was one such measure. � rough an analysis 
of Arabic sources written a� er the ninth century, however, we identify another 
means of information manipulation: providing information that was eff ective 
in preventing the Arab and Berber Muslims from approaching the goldfi elds.

In order to discuss this type of information manipulation, we focus on the 
two mysterious narratives that Mansā Mūsā, the fourteenth-century king of 
Mali, off ered to the people of Cairo when he stayed in the city en route on his 
pilgrimage to Mecca. � e fi rst involved “gold plants,” which were said to grow 
in western Sūdān; the second was regarding the direct relation between the 
religious beliefs of the people controlling the goldfi elds and the fl uctuations 
in the production of gold. According to Arabic sources, it appears that Mansā 
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序

マムルーク朝（1250-1517年）の行政官で
あったイブン・ファドル・アッラーフ・ア
ル＝ウマリー（Ibn Faḍl Allāh al-‘Umarī，
1349年歿）という人物は，その著作『諸都
市の諸王国に関する視覚の諸道』（Masālik 

al-abṣār fī mamālik al-amṣār）の中で，マリ
帝国最盛期の王マンサー・ムーサー（Mansā 
Mūsā，在位 1312-1337年）が 1324年に遂
行したイスラームの聖地メッカへの巡礼の旅
に纏わる様々な逸話を綴っている。そうした
逸話の中でも，この王が旅の途上で滞在した
エジプトのカイロにおいて大量の金を消費し
たために，この都市の金の価格が大幅に下落
したという話は比較的よく知られているだ

ろ う［al-‘Umarī 1963: 65; al-‘Umarī 1988-
1989: book 4: 46］1）。アラビア語資料群にお
いて，スーダーン西部（サハラ以南アフリカ
北西部）は，古くから豊かな金の産地として
描かれてきたが，実際に膨大な量の金を消費
した彼の振る舞いは，それまで語り継がれて
きた種々の逸話と相まって，黄金の国として
のマリの存在を西アジアや北アフリカ，サハ
ラ沙漠のアラビア語圏の人々に強く印象づけ
たはずである2）。
この逸話からも推察されるように，金は，
マリを始めとしたスーダーン西部の諸王権の
財政を支える柱の一つであった。しかし，こ
うした王権の権力者達は，サハラ沙漠南縁の
サヘルおよびその南に広がるサヴァンナを勢
力圏としつつも，スーダーン西部の南方地域
に位置する金産地を直接的に統治し，そこで

Mūsā was quite knowledgeable about the actual condition of the goldfi elds of 
western Sūdān. � en, in spite of this knowledge, why did he eloquently nar-
rate these baffl  ing stories to the Cairenes, in response to their queries about 
the goldfi elds? With this question in mind, we examine his means of informa-
tion manipulation regarding the source of his wealth. Further, based on this 
examination, we consider that this information manipulation exerted an infl u-
ence upon the preservation and reinforcement of the image of sub-Saharan 
Africa that was represented in Arabic writings.

目次
序
第 1節　〈黄金の植物譚〉
第 2節　金産地と王権

第 3節　金産地に関する情報
第 4節　金産地の異教性
結語

1） ウマリーのこの著作から引用を行う場合，ここに挙げた 2つの資料のうち，［al-‘Umarī 1963］を
ローマ字転写のための主要参考資料とする。しかし，［al-‘Umarī 1988-1989］にあって［al-‘Umarī 
1963］にない語を挿入すべきと筆者が判断した場合，丸括弧でその語を提示し，それに従って翻
訳を行う。また，［al-‘Umarī 1963］に記された語よりも［al-‘Umarī 1988-1989］に記された語の
方が適切であると筆者が判断した場合，［al-‘Umarī 1988-1989］の語を［al-‘Umarī 1963］の語の
直後に角形括弧で提示し，それに従って翻訳を行う。

2） マンサー・ムーサーの巡礼譚は，短期間のうちにヨーロッパにも伝わったと考えられ，1339年に
マジョルカで製作された地図上に，金塊を手に持つ彼の姿が描かれている。また，同じくマジョル
カで 1375年に製作された著名な「カタロニア地図」にも，金塊を持つマンサー・ムーサーの姿が
描かれており，そこには，彼の領土で金が大量に産出すること，そしてそれ故に，彼が極めて裕福
であることが記されている［Crone 1968: 39-48; Massing 1991: 28; 私市 2004: 60-61］。
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採集される金を全的に収奪するような支配体
制を構築しておらず，むしろ，金産地からサ
ハラ沙漠の交易路の南端（サヘル）へと至る
金の流通に「仲介者」として関与することで
富の蓄積を図っていたようである。そのため，
彼らの財政的基盤は，彼らの頭越しに金産地
へと接近するような外来勢力の登場によって
容易に破綻してしまう危険性を常に孕んでい
たと言えよう。そして，ポルトガルを始めと
したヨーロッパ勢力がスーダーン西部の沿岸
地域に現れる 15世紀以前，そうした外来勢
力となり得たのは―換言すれば，王権に
とって最も危険な存在であったのは―，サ
ハラ交易を通じて金を求め続けた西アジアや
北アフリカ，サハラ沙漠のアラブやベルベル
であったと考えられる。
王権の権力者を始め，金交易に利を求めて
いたスーダーン西部の諸勢力は，この潜在的
競合者たる北方からの訪問者を金産地に近づ
けないために諸策を講じていたようである
が，その一つが，幾つかの先行研究でも言及
されている，金産地に関する情報の秘匿であ
る。例えば，金のサハラ交易に関する古典
的研究とも言える E. W.ボヴィル（1966年
歿）の著作には，「西アフリカの金の源は，
非常にうまく隠された秘密であった。それ
は，2000年以上に亘って，ほとんど全ての
よそ者を困惑させ，また，金の出所を見つけ
出そうとする彼らの努力は，その半分の期間
に亘って，実ることのないまま続いたのであ
る」とある［Bovill 1968: 119］。また，イス
ラエルの西アフリカ・イスラーム史研究者ネ
ヘミア・レヴツィオン（2003年歿）は，「黒
人の首長や交易商人は，外来の交易商人が金
産地に近づかないようにするため，金の出
所を秘匿しようとしていた」と述べている
［Levtzion 1973: 153］。ただ，9世紀以降の
アラビア語資料群の内容を追っていくと，金
の遣り取りから利を得ていたスーダーン西部
の権力者が駆使した情報操作の手法は，どう
やらこうした情報の秘匿以外にも存在してい

たようである。
そこで本稿では，アラビア語資料に記され
たマリの王マンサー・ムーサーの語りに着目
し，このもう一つの情報操作の手法を詳らか
にする。莫大な量の金を消費してその名を轟
かせたカイロの地で，彼は，人々からの問い
かけに応じ，スーダーン西部の金産地の状況
を様々に語っている。その中でも特に注目さ
れるのが，2つの驚異譚―金産地に自生す
る「黄金の植物」に関する逸話と，金の産出
量が人間の信仰の様態に左右されるという逸
話―である。金産地の実情を把握していた
と考えられるマンサー・ムーサーが，如何な
る意図に基づいて，これらの驚異譚をカイロ
の人々に語ったのか。この点を考察すること
で，彼が外来勢力を金産地から遠ざけるため
に試みていたであろうもう一つの情報操作の
在り方―情報の供与―を検討する。そし
て，この検討を通じ，そうした情報操作がア
ラビア語圏のムスリムの抱いたサハラ以南ア
フリカ像もしくはサハラ以南アフリカに対す
る境界認識の保持・強化に影響を及ぼしてい
た可能性を指摘する。

第 1節　〈黄金の植物譚〉

イスラーム史上最初の世襲王朝であるウマ
イヤ朝（661-750年）は，ダマスカスを都と
しながら，西アジアを中心としたマシュリ
ク（mashriq）のみならず，北アフリカ西部，
すなわちマグリブ（maghrib）や，イベリア
半島へと急速にその支配地域を拡大させて
いった。871年に歿したイブン・アブド・ア
ル＝ハカム（Ibn ‘Abd al-Ḥakam）というエ
ジプトのハディース学者は，マグリブに足場
を築いたウマイヤ朝の軍が 734年に「黒人
達の土地」（arḍ al-sūdān）へと遠征し，そ
こで大量の金を獲得したと記している。

（イフリーキヤの総督）ウバイド・アッ
ラーフは，スース3）と黒人達の土地を襲撃
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するためにハビーブ・ブン・アビー・ウバ
イダ・アル＝フィフリー4）を派遣し，彼ら
に対し，（それまでに誰も）見たことがな
いような勝利を収め，望むだけの金を獲得
した5）。

この記述が正しいとすれば，7世紀半ばに西
アジアで成立したウマイヤ朝は，遅くとも 8

世紀前半には，サハラ以南アフリカの金の獲
得に乗り出していたことになる6）。
アラビア語資料におけるスーダーン西部の
金産地への言及は，ムハンマド・アル＝ファ
ザーリー（Muḥammad al-Fazārī，9世紀前
半歿）という天文学者が 9世紀初め頃に著
したと考えられる『天文暦の書』（Kitāb al-

zīj）7）の「金の国であるガーナ地方は，1,000
ファルサフ8）掛ける 80ファルサフ（の面積）

である」9）という文言を嚆矢とする。9世紀
前半に天文学者ムハンマド・アル＝フワー
リ ズ ミ ー（Muḥammad al-Khuwārizmī，
846/7年頃歿）がギリシアのプトレマイオ
ス（Ptolemaios，168年頃歿）の『地理学』
（Geographia）を土台として纏めた『大地
の姿』（Ṣūra al-arḍ）の中でも，ガーナは，
一つの町の名称として挙げられている［al-

Khuwārizmī 1992: 6］。しかし，アラビア語
資料に現れるガーナは，今日のモーリタニア
の南部に位置するクンビ・サーリフ（Kumbi 
Ṣāliḥ，クンビ・サレ）と同定される王都の
名称の他にも，この王都を中心に，サハラ南
西部からスーダーン西部に広がっていた王国
の名称，更にはその王国の支配者の称号など，
様々な対象を指す語である。上記のファザー
リーの文言は，明らかに一定の広がりを持っ
た土地を指していることから，王国としての
ガーナ，もしくはガーナを含むスーダーン西
部一帯を指していると考えられる。
更に 9世紀後半，西アジアのアッバース

朝（750-1258年）の役人ヤァクービー（al-
Ya‘qūbī，905年頃歿。アフマド・ブン・アビー・
ヤァクーブ〔Aḥmad bn Abī Ya‘qūb〕）は，
その著書『歴史』（al-Ta’rīkh）の中で，ガー
ナと金産地により詳しく言及している。

それから，ガーナ王国がある。この王国の
王も強大である。そして，彼の国には（複
数の）金鉱があり，また，彼の支配下には
複数の王がいる。アーム王国やサーマ王国
は，そうした王達に帰属する。これらの国
全てに金が存在している10）。

3） スース（Sūs）は，マグリブ南西部に広がる地域の名称である。
4） この人物は，7世紀後半に北アフリカの征服を指揮したウマイヤ朝の軍人ウクバ・ブン・ナー

フィァ（‘Uqba bn Nāfi‘，683年歿）の孫である。
5） 原文は以下の通り［Ibn ‘Abd al-Ḥakam 2008: 217］。
 wa ghazzā ‘Ubayd Allāh Ḥabīb bn Abī ‘Ubayda al-Fihrī al-Sūs wa arḍ al-sūdān fa-ẓafara bi-him 

ẓafaran lam yura mithl-hu wa aṣāba mā shā’a min dhahab
 なお，本稿で提示する翻訳では，読み易さを考慮して，適宜，代名詞などを指示対象の名詞に置き

換える。
6） アラビア語資料の記述によると，サハラ以南アフリカに豊かな金の産地が存在することは，遅くと

も 10世紀前半には，アラビア半島のイエメンの貨幣鋳造所の長にも伝わっていたようである［al-
Hamadānī 1968: 141-143］。

7） この著作の執筆時期に関しては，8世紀後半とする説が存在してきたが，以下の先行研究は，9世
紀初め頃であった可能性を示している。［Hadj-Sadok 1968: 25-31; Levtzion and Hopkins 2000: 
379-80］。

8） ファルサフ（farsakh）は，ペルシア起源の距離の単位で，イスラームにおける法定ファルサフは，
およそ 6キロメートルである［Hinz 1965: 812-813］。

9） 原文は以下の通り［al-Mas‘ūdī 1964-1965: 2: 234］。
 ‘amal Ghāna bilād al-dhahab alf farsakh fī thamānīn farsakhan

 なお，ファザーリーのこの著作は現存しておらず，ここで提示した文言は，10世紀半ばに書かれ
た著作に見られる引用である。
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この記述によれば，ガーナは，複数の王国を
支配下に置くことで，金産地を擁する広大な
土地を間接的に統治していたようである。
そして，10世紀初め頃にイブン・アル＝
ファキーフ（Ibn al-Faqīh，歿年不詳。ア
フマド・アル＝ハマザーニー〔Aḥmad al-
Hamadhānī〕）という人物が『諸国の書』

（Kitāb al-buldān）という著作を著した。こ
の書物は，既に散逸したと言われているが，
1022年に別の人物によって纏められたその
提要には，「ガーナの地では，人参が生え
るように砂の中に金が生え，日の出の頃に
（人々によって地面から）引き抜かれる」11）

という記述が見られる。先行研究は，このイ
ブン・アル＝ファキーフの文言が，ガーナの
黄金の植物に言及した最初であるとしている
が［Levtzion and Hopkins 2000: 26］，アラ
ビア語資料群を見渡すと，鉱物を植物に譬え
て描き出す手法は，イブン・アル＝ファキー
フ以前にも確認される。例えば，上述のヤァ
クービーは，889/90年に著した『諸国の書』
（Kitāb al-buldān）の中で，サハラ沙漠の北
西端に位置するダルア（Dar‘a）という地

域の町タームダルト（Tāmdalt）について，
「タームダルトの周辺には（複数の）金鉱と
銀鉱がある。それ〔金〕は，植物のように存
在する。そして，風がそれを吹き散らすと言
われる」12）と記している。「植物のように存
在する」という文言の意味するところは，金
が地表面に露出しているということかもしれ
ないが，この説明だけでは，当の金鉱もしく
は銀鉱の状況を読者が想像することは難しい
だろう13）。ところが，イブン・アル＝ファキー
フは，ダルアの金鉱以上に情報が乏しかった
はずのガーナの金産地について，曖昧な情報
の提示に止めるどころか，人参の譬えで金の
形状を明らかにしながら，特定の時間に人々
がそれを「収穫」する様まで描き出すことで，
読者の想像を掻き立てる，一つの纏まった驚
異譚を練り上げているのである。
更に彼は，古くからアラビア語圏の人々を
魅了してきた大河「ニール」（Nīl）14）の源流
に関する言説を援用し，実際に金が植物のよ
うに生育する理由も説明している。

アルワー15）の土地の向こうには，TKNH16）

10） 原文は以下の通り［al-Ya‘qūbī 1960: 1: 194］。
 thumma mamlaka Ghāna, wa malik-hā ayḍan ‘aẓīm al-sha’n, wa fī bilād-hi ma‘ādin al-dhahab, 

wa taḥt yad-hi ‘idda mulūk, fa-min-hum mamlaka: ‘Ām, wa mamlaka: Sāma, wa fī hādhihi al-
bilād kull-hā al-dhabab.

11） 原文は以下の通り［Ibn al-Faqīh 1992: 87］。
 wa bilād Ghāna yanbutu fī-hā al-dhahab nabātan fī al-raml ka-mā yanbutu al-jazar wa yuqṭafu ‘ind 

buzūgh al-shams
12） 原文は以下の通り［al-Ya‘qūbī 1992: 359］。
 wa ḥawla-hā ma‘ādin dhahab wa fiḍḍa yūjadu ka-al-nabāt wa yuqālu inna al-riyāḥ tasfī-hi
13） こうした曖昧な描写は，ヤァクービーがこれらの金鉱・銀鉱についての情報を十分に得ていなかっ

たことに起因すると考えられ，より詳細な情報を得られたと思われる金鉱に関しては，脚色を排し
た詳しい報告がなされている。例えば，彼が『諸国の書』を纏めた際に滞在していたエジプトの南
に位置し，当時，西アジアや北アフリカにとっての重要な金産地であったワーディー・アル＝アッ
ラーキー（Wādī al-‘Allāqī）については，そこに住む人々の様子や，黒人奴隷を使役した金採掘の
作業工程を淡々と叙述している［al-Ya‘qūbī: 1992: 334］。

14） アラビア語のニールは，今日，一般的にはナイル川を指す際に用いられるが，9世紀以降のアラビ
ア語資料群では，ナイル川だけでなく，ニジェール川やセネガル川といったサハラ以南アフリカ北
部の大河をも意味する語として登場する。プトレマイオスは，ナイル川の源として，赤道の南に位
置する「月の山脈」を想定したが［Ptolemaios 1843-1845: 1: 283; Ptolemaios 1986: 76; Ptolemaios 
1991: 109］，この説を展開させたアラブの地理学では，ナイル川もサハラ以南アフリカ北部を流れ
る大河もこの月の山脈（jabal al-qamar）から発した川の分流であると考えられた。

15） アルワー（‘Alwā）は，ナイル川流域に存在したヌビアのキリスト教王国の一つ，アルワ（アロディ
ア）を指していると考えられる。
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と呼ばれる黒人の民族がおり，彼らは，ザ
ンジュ17）のように裸で，その土地は，金
を芽吹かせる。ニールは，彼らの土地で分
岐する。既にその源については（この著作
の中で）言及したが，人々の語るところで
は，ニールの源の向こうには闇があり，そ
の闇の向こうにある水が，TKNH（の地）

とガーナにおいて金を芽吹かせるのであ
る18）。

こうした〈黄金の植物譚〉は，イブン・ア
ル＝ファキーフ以後，アラビア語圏で広く認
知されたようで，例えば，10世紀から 11世
紀にかけて，多様な学問領域で名を馳せたム
ハンマド・アル＝ビールーニー（Muḥammad 
al-Bīrūnī，1050年頃歿）は，金が植物のよ
うに生えるという説を否定しつつ，同時に，
金産地の人々が特定の時間に金を採集する理
由について，新たな説を展開している。

我々が（ここまでに）述べたことには，そ
れらの荒野に生える人参のような金の生長
に関するその他の諸伝説や，その金が，降
り注ぐ太陽光の輝きのせいで，日の出の頃

以外には見つからないということがつけ加
えられるかもしれない。かつて海（の中）

にあったこれらの土地や黒人達の荒野は全
て，エジプトの大地の堆積同様，もともと
月の山脈と南の山脈からの川の流れによっ
て運ばれ，堆積したもの（によって形作ら
れているの）である。これらの山脈は金が
存在する場所であり，また非常に高い。そ
のため，水流が，その力によって飾り玉に
似た幾つもの大きな金の塊をこれらの荒野
に運ぶのである。それ故，ニール（の周辺
地域）は，金の大地と呼ばれた。また，金
が日の出の頃に見つかる点に関して言え
ば，それは，（その地の）過酷な暑さのせ
いである。何故なら，夜の闇は，金の探索
を妨げるからであり，また同様に，日中の
光も，暑熱を伴うせいで（金の探索を妨げ
るからである）。従って，（金の探索に適し
た時間としては）日の出の時間しか残って
いないのである。つまり，夜の最後が最も
涼しい時間帯で，その直後に，まだ燃え盛
るようなその絶頂に至っていない日中の最
初（の時間）が続くからだ19）。

16） この民族集団名は，母音符号の振り方が判然としないため，アラビア文字を大文字のローマ字に
転写して表記した。語末のHはター・マルブータである。なお，以下の研究は，この民族集団が
今日のナイル川上流域などに居住するディンカ（Dinka）である可能性を指摘している［Lewicki 
1974: 28］。

17） ザンジュ（Zanj）は，アラビア語で「黒人」を意味するが，特に東アフリカの黒人を指す語とし
て使用された。

18） 原文は以下の通り［Ibn al-Faqīh 1992: 78］。
 wa min khalf bilād ‘Alwā umma min al-sūdān tud‘ā TKNH wa hum ‘urāt mithl al-Zanj wa 

bilād-hum tunbitu al-dhahab wa fī bilād-him yaftariqu al-Nīl wa qad dhakarnā makhraj-hu wa 
qālū min warā’ makhraj al-Nīl al-ẓulma wa khalfa al-ẓulma miyāh tunbitu al-dhahab fī TKNH 
wa Ghāna

19） 原文は以下の通り［al-Bīrūnī 1984: 240-1］。ただし，文脈を勘案し，誤記と思われる語については，
その直後に適切と考えられる語を角形括弧で提示する。翻訳は，括弧で提示した語に沿っている。

 wa qad yuḍāfu ilā mā qulnā asāṭīr ākhar [sic] fī nabt al-dhahab fī tilka al-barārī ka-al-kharaz 
[ka-al-jazar] wa anna-hu lā yu‘tharu ‘alay-hi illā ‘ind ṭulū‘ al-shams bi-lama‘ān sha‘ā‘-hā ‘alay-
hi—fa-ammā tilka al-arāḍī wa barārī al-sūdān kull-hā fa-anna-hā fī al-aṣl min ḥumūlāt al-suyūl 
al-munḥadira min jibāl al-qamar wa al-jibāl al-janūbīya ‘alay-hi munkabisa ka-inkibās arḍ Miṣr 
ba‘d an kānat baḥran wa tilka al-jibāl madhhaba wa shadīda al-shahūq fa-yaḥmilu al-mā’ ilay-hā 
bi-qūwat-hi al-qiṭa‘ al-kibār min al-dhahab sabā’ik tushbihu al-kharaz wa bi-hā summiya al-Nīl 
arḍ al-dhahab—wa ammā wujūd-hu ‘ind ṭulū‘ al-shams fa-li-shidda al-ḥarr li-anna ẓalām al-layl 
yamna‘u ‘an ṭalab-hi wa ḍaw’ al-nahār ka-dhālika li-iqtirān al-ḥarr bi-hi wa lam yabqa ghayr  ↗
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しかし，こうした異論にも拘らず，黄金の
植物に関する言説は，その後も長きに亘り，
アラビア語圏で生き続けた。例えば，12世
紀のアブー・ハーミド・ムハンマド・アル＝
ガルナーティー（Abū Ḥāmid Muḥammad 
al-Gharnāṭī，1169/70年 歿） と い う 人 物
は，ガーナでは上質の金が大量に砂から生
えていると述べている［al-Gharnāṭī 2003: 
30］。また，13世紀前半に書かれ，その後，
アラビア語圏の著述家達に広く参照された，
ヤークート・アル＝ハマウィー（Yāqūt al-
Ḥamawī，1229年歿）の『諸国辞典』（Mu‘jam 

al-buldān）には，イブン・アル＝ファキーフ
の〈黄金の植物譚〉が引用されており［Yāqūt 
al-Ḥamawī 1955-1957: 2: 13］，更に 1275年
に書かれたザカリーヤー・アル＝カズウィー
ニー（Zakarīyā’ al-Qazwīnī，1283 年歿）

の『被造物の驚異と諸国の遺物』（‘Ajā’ib al-

makhlūqāt wa āthār al-bilād）にも，恐らく『諸
国辞典』からの孫引きで，同じくイブン・ア
ル＝ファキーフの〈黄金の植物譚〉が紹介さ
れている［al-Qazwīnī 1994: 11］。こうした
権威ある先達の著作の内容を引いて新たな著
作を生み出す方法は，アラビア語圏の多くの
著述家が採用してきた一般的な手法であると
言える。そして，以上のような西アジアや北
アフリカの著述家達の執筆活動が，金と植物
とを結びつける言説を〈黄金の植物譚〉とい
う一つの纏まった驚異譚へと昇華し，アラビ
ア語圏に定着させた最大の要因であることは
言うまでもない。しかし，ある逸話を語り，
叙述し，享受する人々が構成する概念的な空
間を仮にその逸話の言説空間と呼ぶとすると

―そこには，無論著述家達の執筆活動も包
含される―，〈黄金の植物譚〉の言説空間
には，アラビア語圏の外にいたスーダーン西
部の人間も参与していた。以下に見るアラビ
ア語資料に記されたマリの王マンサー・ムー
サーの語りは，その証左と言えるだろう20）。
ウマリーの著作によると，マンサー・ムー
サーは，巡礼の途上，カイロのカラーファ
（al-Qarāfa）という地区に滞在し，その地
区の知事であったアリー・ブン・アミール・
ハージブ（‘Alī bn Amīr Ḥājib）―ウマリー
が著作を纏める際に依拠した情報源の一人
―という人物と懇意になったようである。
そして，このアリー・ブン・アミール・ハー
ジブからスーダーン西部の黄金の植物につい
て尋ねられた彼は，それまでのアラビア語著
作群に記された情報よりも遥かに詳しく，そ
の外観や性質を語っている。

（アリー・ブン・アミール・ハージブ）曰
く，「そこで私は，『黄金の植物とはどのよ
うなものなのか』と彼〔マンサー・ムー
サー〕に尋ねたのです。すると彼は，こう
答えました。『それは，2種類存在し，1種
類は，春，雨の降った直後に沙漠で芽吹く。
それにはシバムギに似た葉があり，その根
は金である。そして，もう 1種類は，一年中，
ニールの岸のよく知られた幾つかの場所で
見つかる。そこには幾つもの穴が掘られて
いて，石や砂利のような金の根が存在し，
（その金が）採取される。それらは，両方
ともティブル〔自然金〕と呼ばれるが，前
者の方が高品質で，価値も高い』」21）。

↗ al-ghadāt fa-inna-ākhir al-layl abrad awqāt-hi wa awwal al-nahār radīf-hu lam yaḥtadim ba‘d 
mutū‘-hu

20） 鉱物と植物とを結びつける言説の型について言うと，例えば，ヨーロッパでも広く知られた地理学
者ムハンマド・アル＝イドリースィー（Muḥammad al-Idrīsī，1165年頃歿）は，1154年に著し
た『地平線の横断に関する熱望者の散策』（Nuzha al-mushtāq fī ikhtirāq al-āfāq）に，サハラ中南部
のカワール（Kawār）で明礬が植物のように自生するという，〈黄金の植物譚〉に似た逸話を記し
ている。興味深いのは，この逸話がカワールの人々によって語られているという点で，サハラ交易
の要衝の一つであったカワールの人々の語りが交易路に沿って北へと伝播し，イドリースィーの叙
述によってアラビア語圏に定着した過程が窺える［al-Idrīsī n. d.: 1: 118］。
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更に，ウマリーの著作の数年前にマムルー
ク朝の役人イブン・アブド・アッラーフ・
アッ＝ダワーダーリー（Ibn ‘Abd Allāh al-
Dawādārī，歿年不詳）が著した『真珠の宝と
最良の事物の蒐集』（Kanz al-durar wa jāmi‘ 

al-ghurar）にもマンサー・ムーサーの巡礼譚
が記されており，そこには，マンサー・ムー
サーと面会して話を聞いた裁判官ファフル・
アッ＝ディーン（Fakhr al-Dīn）という人物
が登場する。そして，このファフル・アッ＝
ディーンが「金の生える場所」（manbat al-
dhahab）について尋ねると，マンサー・ムー
サーは，次のように答えている。

（マンサー・ムーサー）曰く，「（中略）それ
〔金の生える場所がある土地〕は，以下の
ような形の金を芽吹かせる特別な土地であ
る。つまり，それは，（大きさに関して）ば
らつきのある小さな欠片であったり，また
小さな輪のようなものであったり，イナゴ
マメの核のようなものであったりする」22）。

そして，こうした黄金の植物についてのマ
ンサー・ムーサーの語りは，アラビア語圏に
おける，スーダーン西部の金産地に関する情
報の蓄積に影響を及ぼしていたようである。
例えばウマリーは，『高貴なしきたりの教授』

（al-Ta‘rīf bi-al-muṣṭalaḥ al-sharīf）という別の
著作においてもスーダーン西部の金産地に言
及しており，金が芽吹く時期についての異同
もしくは混乱が見られるものの，その内容は，
明らかにアリー・ブン・アミール・ハージブ
を介してマンサー・ムーサーから得た上記の
情報をもとにしている。しかし，そこでは，
逸話の典拠が示されることなく，一つの「事
実」を伝える情報として以下のように記され
ている。

そこ〔金の生える土地〕の黄金の植物は，
8月―神が最もよく御存じであるが，そ
れは，太陽の力が圧倒的になるタンムーズ
月とアーブ月とに当たることがある―に
（その芽吹きが）始まる。それは，ニール
が増水し始める時期である。そして，ニー
ルが減水すると，（それまで水で）覆われ
ていた土地は（金を求める人々によって）

探索される。（2種類存在する）黄金の植
物のうち，（1つ目は）シバムギに似た植
物―シバムギそのものではないが―で
ある。金は，その植物の茎にある。また（2

つ目は）小石のような形で見つかるもので
ある。1つ目の方がより優れていて純度が
高く，高品質である23）

21） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 57; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 41］。
 qāla: fa-sa’altu-hu: kayfa nabāt al-dhahab? fa-qāla: yu’khadhu [yūjadu] ‘alā naw‘ayn: naw‘ fī 

zamān al-rabī‘ yanbutu ‘uqayba al-amṭār fī al-ṣaḥrā’, wa la-hu waraq shabīh bi-al-nakhīl [bi-
al-najīl] uṣūl-hu al-tibr. wa al-naw‘ al-ākhar yūjadu fī jamī‘ al-sana fī amākin ma‘rūfa ‘alā ḍifāf 
majārī al-Nīl. fa-tuḥfaru hunāka ḥafā’ir fa-tu’khadhu [fa-tūjadu] uṣūl al-dhahab ka-al-ḥijāra wa 
al-ḥaṣā (fa-yu’khadhu). wa kilā-humā huwa al-musammā bi-al-tibr, wa al-awwal afḥal fī al-‘iyār 
wa afḍal fī al-qīma.

 これら 2種類の金のうち，石や砂利のような形状の後者が地面に掘られた穴から採集されている点
は注目すべきであろう。これは，次節で言及する竪坑からの金採集の描写であると考えられる。な
お，「シバムギ」と訳したアラビア語について言うと，［al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 41］では，
nakhīl（ナツメヤシ）もしくは najīl（シバムギ）と読める。ここでは［Levtzion and Hopkins 
2000: 267］と文脈を勘案して，najīlと読んだ。

22） 原文は以下の通り［al-Dawādārī 1960: 316］。
 fa-qāla: . . . wa hiya arāḍī [sic] makhṣūṣa tunbitu al-dhahab ‘alā hādhihi al-ṣūra: wa huwa qaṭī‘āt 

ṣighār mukhtalifa al-hindām, fa-shay’ shibh al-ḥulayqāt al-ṣighār, wa shay’ shibh nawā al-
kharrūb wa mithl dhālika.

23） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1988: 44-45］。
 wa nabāt al-dhahab bi-hā yabda’u fī shahr Aghusht, wa yaqa‘u—wa Allāh a‘lam—anna-hu  ↗
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以上から，マンサー・ムーサーのような
スーダーン西部の人間の語りが，アラビア語
圏の言説空間の中に〈黄金の植物譚〉を係留
する一つの要因となっていたこと，そして，
この言説空間で育った驚異譚に変化をもたら
す力を有していたことは明らかであろう。し
かし，果たして，この言説空間に参与したマ
ンサー・ムーサーは，スーダーン西部の金産
地の実際の状況を把握せずに，もしくはアラ
ビア語圏の著述家達と同程度の情報しか持た
ずに，上記のような語りを展開していたので
あろうか24）。この点を検討するために，そし
て，上記のような語りを展開したマンサー・
ムーサーの意図を考察するために，次節では，
スーダーン西部の金産地と王権との関係を確
認していく。

第 2節　金産地と王権

14世紀頃までのスーダーン西部の主要な
金産地は，バンブク（Bambuk，バンブフ

〔Bambuhu〕）とブレ（Bure）である25）。セ
ネガル川とファレメ川との間に位置するバ
ンブクは，ガーナがスーダーン西部の覇権
を握っていた時代に開発されたと考えられ，
11世紀に書かれたアブド・アッラーフ・ア
ル＝バクリー（‘Abd Allāh al-Bakrī，1094

年歿）の『諸道と諸王国』（al-Masālik wa al-

mamālik）によると，そこには，産出する金
の取引と各地への搬出のための拠点となるギ
ヤールー（Ghiyārū）という交易都市があっ
たようである26）。

ガーナの王の国における最良の金は，ギヤー
ルーという町のものである。ギヤールーと
王都との間は，黒人の諸部族が住む土地
―彼らの住居は途切れることなく続いて
いる―を通る 18日間の道程である27）。

そして，11-12世紀頃になると，バンブク
の南，ニジェール川上流域にブレの金産地が
開発される28）。バンブクにギヤールーがあっ

↗ murakkab min Tammūz wa Āb ḥayth sulṭān al-shams qāhir, wa dhālika ‘ind akhdh al-Nīl fī al-
irtifā‘ wa al-ziyāda, fa-idhā inḥaṭṭa al-Nīl tutubbi‘a ḥayth rukiba ‘alay-hi min al-arḍ, fa-yūjadu 
min-hu mā huwa nabāt yushbihu al-najīl wa laysa bi-hi, fa-min qarāmī-hi al-dhahab; wa min-hu 
mā yūjadu ka-al-ḥaṣā; wa al-awwal afḥal wa akhlaṣ wa aqwam fī al-‘iyār.

24） なお，16世紀以降のスーダーン西部の著述家達が著した 2つの著名な歴史書（『探究者の歴史』
〔Ta’rīkh al-fattāsh〕および『スーダーンの歴史』〔Ta’rīkh al-sūdān〕）にも，マンサー・ムーサーの
巡礼譚は記されている。しかし，これらの著作には，本節で検討したような〈黄金の植物譚〉を語
るマンサー・ムーサーの姿は描かれていない［Ka‘ti (and Ibn al-Mukhtār) 1964; al-Sa‘dī 1964］。

25） バンブクやブレと並んでしばしば言及されるのは，黒ヴォルタ川流域のロビ（Lobi）の金産地で
ある。この金産地がいつ頃からどの程度の重要性を有していたのかに関しては諸説あり，例えばレ
ヴツィオンは，ガーナとマリの歴史を論じた研究の中で，バンブク，ブレ，そして後述するアカン
（Akan）の森林地帯を 3大金産地として挙げ，ロビの金産地には言及していない。しかし，現代ア
メリカの考古学者スーザン・キーチ・マッキントッシュは，ロビの金産地がバンブクと並ぶかな
り早い時期から開発されていた可能性に言及している［Levtzion 1973: 155; McIntosh 1981: 158; 
Bovill 1968: 121-128; Werthmann 2007］。また，14世紀頃からヨーロッパで金の需要が高まり，
更に 15世紀頃からポルトガルを始めとしたヨーロッパの諸勢力が海路でギニア湾岸に進出し始め
ると，スーダーン西部のムスリム商人は，今日のガーナ共和国に相当する地域を中心とした森林地
帯のアカンの金産地との交易を活発化させた。この金産地に関しては，例えば，以下のような研究
に詳しい［Wilks 1993］。

26） ギヤールーの位置については，以下のような研究で論じられている［Monteil 1928; Mauny 1961: 
124-125, 296, 302, 365; Levtzion 1973: 155］。

27） 原文は以下の通り［al-Bakrī 1857: 176］。
 wa afḍal al-dhahab fī bilād-hi mā kāna bi-madīna Ghiyārū wa bayn-hā wa bayn madīna al-malik 

masīra thamāniya ‘ashar yawman fī bilād ma‘mūra bi-qabā’il al-sūdān masākin muttaṣila
28） 先行研究によると，バンブクの金の産出量の減少がブレの開発を促したようであり，後者の金産出

量が，前者のそれの 8倍に及んだという見解もある［Mauny 1961: 300; Levtzion 1973: 155-156］。
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たように，ブレにも産出した金を扱う交易
都市が存在しており，それは，ヤリスナー
（Yarisnā）もしくはバリーサー（Barīsā）と
いう名の町だったようである［al-Bakrī 1857: 
177-178; al-Idrīsī n.d.: 1: 19］29）。アラビア語
資料では，セネガル川もニジェール川も，エ
ジプトのナイル川同様，「ニール」と呼ばれ

るため，14世紀頃までのスーダーン西部の
主要な金産地は，セネガル川とニジェール川
という 2本のニールの上流域に存在していた
ことになる。
マンサー・ムーサーを始めとしたスーダー
ン西部の権力者達は，言うまでもなく，こう
した南方の金産地から金を獲得していたので

マグリブ，サハラ西部，スーダーン西部（［Levtzion 1975: 153］の地図をもとに筆者作成）

29） ヤリスナーの位置については，以下のような研究で論じられている［Mauny 1961: 302, 365; Levtzion 
1973: 155］。
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あるが，アラビア語資料群の記述によると，
マリ王権は，この富の源泉が存在する南方地
域を，一元的に，また直接的に統制するよう
な支配体制を構築していなかったようであ
る。つまり，以下に見ていくように，マリの
王達は，多様な属性を帯びた金―友好関係
の証としての贈物，間接的な統治に基づいて
課す貢納品・税，商取引を通じた購入品―
を直接的な支配領域の外部に位置する南方の
複数の金鉱から獲得し，その結果として，カ
イロの金価格を暴落させるほどの量を集積し
ていたと考えられるのである。
例えば，ダワーダーリーの著作を見ると，
前述の裁判官ファフル・アッ＝ディーンの
「金の生える場所」についての質問に対し，
マンサー・ムーサーは，次のように答えて
いる。

（マンサー・ムーサー）曰く，「金の生える
場所は，ムスリムに帰属する我々の土地に
あるのではなく，タクルールのキリスト教
徒30）に帰属する土地にある。我々は，（人
を）派遣して，彼らに課した一種の税を徴
収するのである」31）。

また，アラビア語資料には，スーダーン
西部，特に金産地一帯における銅の需要の

高さを示す文言が散見するが［Isḥāq bn al-
Ḥusayn 1929: 410; al-Bakrī 1857: 179; Yāqūt 
al-Ḥamawī 1955-1957: 2: 12; al-Dimashqī 
1994: 268］，マンサー・ムーサーの語りによ
ると，マリ王権は，支配領域内に存在する
銅鉱から税として一定量の銅を徴収し，そ
れを金産地に運び，金 2：銅 3の重量比で交
換していたようである［al-‘Umarī 1963: 66-
67; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 47］32）。こ
れに加え，特定の金鉱においては，以下のよ
うに，非ムスリムを使役した金の獲得が図ら
れていたようである。引用中に出てくるイー
サー・アッ＝ザワーウィー（‘Īsā al-Zawāwī）
は，ウマリーの情報源の一人で，マンサー・
ムーサーに面会した法学者である。

（イーサー・アッ＝ザワーウィー）曰く，
「彼〔マンサー・ムーサー〕が私に語った
ところでは，彼の王国には不信仰者の諸集
団がいて，彼は，彼らからジズヤ33）を徴
収せず，彼の金鉱から金を採掘するために
使役している」34）。

更に，世界を渡り歩いた旅行家として広く
知られるイブン・バットゥータ（Ibn Baṭṭūṭa，
1368/9/77年歿）は，マリが覇権を握って
いた 14世紀半ばのスーダーン西部を訪れて

30） タクルール（Takrūr）は，本来，セネガル川沿いの王国の名称であるが，アラビア語圏では，スーダー
ン西部一帯を広く指す地理的語彙としても使用されるようになっていった。この資料でも，スーダー
ン西部の広大な領域を支配下に置いたマンサー・ムーサーが「タクルールのスルターン」（sulṭān 
al-Takrūr）とされていることから，スーダーン西部全域を漠然と指示する語として使用されてい
ると考えてよいだろう。また，「キリスト教徒」という語について言うと，この時期，スーダーン
西部の金産地がキリスト教徒の影響下にあったとは考えにくい。従って，この語は，イスラーム以
外の「異教」を奉じる金産地の人々を指していると考えられる。

31） 原文は以下の通り［al-Dawādārī 1960: 316］。
 fa-qāla: laysa huwa fī arḍ-nā al-mukhtaṣṣa bi-al-muslimīn, bal fī al-arḍ al-mukhtaṣṣa bi-al-naṣārā 

min al-Takrūr, wa naḥnu nusayyiru na’khudha min-hum ṣifa ḥuqūq la-nā mūjaba ‘alay-him.
32） 銅は，サハラ交易で北からスーダーン西部へともたらされる主要な商品の一つであった［Lydon 

2009: 74］。
33） ムスリムの支配下で一定の保護を受ける非ムスリムをズィンミー（dhimmī，庇護民）と呼ぶが，

ジズヤ（jizya）は，このズィンミーに課される人頭税である。
34） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 67; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 47］。
 qāla: wa qāla l-ī inna ‘ind-hu umam min al-kuffār fī mamlakat-hi wa huwa lā ya’khudhu min-

hum jizya, wa inna-mā yasta‘milu-hum fī istikhrāj al-dhahab min ma‘ādin-hi.
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いる。当時のマリの王は，マンサー・ムー
サーの兄弟に当たるマンサー・スライマーン
（Mansā Sulaymān，在位 1341-1360年）と
いう人物であったが，イブン・バットゥータ
は，この王の許に金産地の権力者一行がやっ
てくる様子を以下のように描いており，そこ
から，金産地がマリ王権の直接的な支配下に
置かれていなかった状況，そして，マリの王
がその金産地の権力者との公的かつ定期的な
遣り取りを通じて金を獲得していた状況が窺
える。

人間を食べるこうした黒人の一団が（マリ
の）スルターンであるマンサー・スライ
マーンの許にやってきたが，その一団には
彼らの長もいた。彼らは，慣習として，直
径が半シブル35）の大きな耳輪を耳につけ，
絹製の外衣を纏っている。彼らの土地に金
鉱があるので，スルターンは，彼らを厚遇
し，歓迎のための贈物として，彼らに一人
の女奴隷を渡した。すると彼らは，その女
奴隷を屠り，食べてしまったのである。し
かも，自分達の顔と手にその女奴隷の血を
つけた状態で，スルターンの許に礼を述べ
にやってきたのだ。私に伝えられたところ
によると，これを行うのは，彼らがスルター
ンの許を訪れた際の慣習なのである36）。

そして，こうした金産地との関係は，アラ
ビア語資料を検討する限り，恐らく，マリ以
前にスーダーン西部で覇権を握っていたガー
ナにも当てはまると考えられる。例えば，12

世紀のイドリースィーは，ガーナが「金の国」
（bilād al-tibr）37）に「隣接する」（tattaṣilu）
と述べており［al-Idrīsī n.d.: 1: 23］，また，
13世紀のヤークートは，金産地が「黒人達の
土地の西部から切り離された場所にある」38）

と記している。更に，同じく 13世紀のカズ
ウィーニーも，ガーナが「金の国」（bilād 
al-tibr）に「隣接している」（muttaṣila）と
述べており［al-Qazwīnī 1994: 37］，いずれ
も，金産地がガーナの直接的な支配領域の外
にあったことを示唆する記述と言えよう。
ガーナによる金の獲得方法について言う
と，例えば，11世紀のバクリーは，ガーナ
の王権が塩や銅といった商品が支配領域に入
る際，または支配領域から出る際に，関税と
して一定量の金を徴収していたと記している
［al-Bakrī 1857: 176］。また，1191年に完成
したと考えられる著者不詳の『諸都市の驚異
に関する洞察の書』（Kitāb al-istibṣār fī ‘ajā’ib 

al-amṣār）という著作には以下のような記述
があり，ガーナの王が一定の重さ以上の金塊
のみを選んで徴収し，金価格の下落を防ごう
としていたと分かる39）。

35） シブル（shibr）は，片手を広げた際の親指から小指までの長さである。英語の spanに相当すると
考えると，1シブルはおよそ 23センチメートルとなる。［Bosworth 1993: 137］。

36） 原文は以下の通り［Ibn Baṭṭūṭa 1922-1949: 4: 428-429］。
 qadamat ‘alā al-sulṭān Mansā Sulaymān jamā‘a min hā’ulā’ al-sūdān alladhīna ya’kulūna banī 

Ādam ma‘-hum amīr la-hum wa ‘ādat-hum an yaj‘alū fī ādhān-him aqrāṭ kibār wa takūnu fatḥa 
al-qurṭ min-hā niṣf shibr wa yaltaḥifūna fī malāḥif al-ḥarīr wa fī bilād-him yakūnu ma‘din al-
dhahab fa-akrama-hum al-sulṭān wa a‘ṭā-hum fī al-ḍiyāfa khādiman fa-dhabaḥū-hā wa akalū-
hā wa laṭakhū wujūh-hum wa aydī-him bi-dam-hā wa ataw al-sulṭān shākirīn wa ukhbirtu anna 
‘ādat-hum matā mā wafadū ‘alay-hi an yaf‘alū dhālika

 このイブン・バットゥータの旅行記を邦訳した家島彦一（東京外国語大学名誉教授）も指摘するよ
うに，植民地期のナイジェリアで調査を行った C・K・ミークの研究は，マリの支配領域の南に広
がる森林地帯に，かつて首狩りや食人の慣習を持った集団が数多く存在していたことを明らかにし
ている。ただし，イブン・バットゥータがここで述べている金産地の人々がミークの言及する諸集
団に含まれるか否かは判断できない［イブン・バットゥータ 1996-2002: 8: 127 (note 174); Meek 
1971: 2: 48-58］。

37） イドリースィーが言及するこの金の国は，次節で触れる「ワンカーラの地」（arḍ Wanqāra）である。
38） 原文は以下の通り［Yāqūt al-Ḥamawī 1955-1957: 4: 184］。
 fī mawḍi‘ munqaṭi‘ ‘an al-gharb ‘ind bilād al-sūdān
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この王〔ガーナの王〕の国の全ての金鉱に
おいて金塊が見つかった場合，王は，そこ
から上質のものを自らのために選び取り，
それを自分の国から他の国へと流出させる
ことはない。金塊（の重さ）は，1ウーキー
ヤから 1ラトル40）である。彼ら〔ガーナ
の人々〕は，微小な金（のみ）を国内から
流出させる。（何故なら）もし金鉱で見つ
かる全て（の金）を国内から流出させてし
まったら，人々の手許に（行き渡る）金が
増加し，（金の価値が）下落してしまうか
らだ。ガーナの王は，巨石のような金塊を
所有していると言われる41）。

さて，金の獲得のために以上のような種々
の通路を構築していたスーダーン西部の王達
は，当然，その通路の先にある金産地の状況
について相当の情報を蓄積していたはずであ
る。実際，複数の人間に対し，スーダーン西
部の金産地に生える黄金の植物の話をまこと
しやかに語っていたマンサー・ムーサーは，
その一方で，上述のカイロの法学者ザワー
ウィーに対し，次のような語りを展開して

いる。

（ザワーウィー曰く）「彼〔マンサー・ムー
サー〕が私に語ったところでは，金鉱では，
人の背丈ほどの穴が掘られる。そして金は，
その穴の側面で見つかり，またしばしば，
そうした穴の底で纏まって見つかる」42）。

こうした語りの内容の隔たりは，マンサー・
ムーサーが，対話者や対話の状況に応じて供
与する情報を選択していたためであろう。そ
して，この引用から分かるのは，〈黄金の植
物譚〉を語っていたマンサー・ムーサーが，
黄金の植物が生えていない実際の金産地の状
況―竪坑を掘って行われる金の採集―を
把握していたということである。
時代は下るものの，例えば，スコットラン
ドの探検家マンゴ・パーク（Mungo Park，
1806年歿）は，18世紀末に訪れたブレの金
産地における金の採集方法として，砂地や粘
土地に散在する粒状の金を洗い出す方法，河
床から砂金を洗い出す方法，そして，竪坑を
掘り下げ，その内部の特定の地層の土から金

39） 『諸都市の驚異に関する洞察の書』のスーダーン西部に関する記述の多くは，バクリーの『諸道と
諸王国』からの引用で成り立っている。しかし，所々で，バクリーの著作には見られない新情報の
付加，もしくはバクリーの著作で提示された情報の修正がなされている。ここでも，ガーナの王権
が，統治領域内における流通量のみならず，統治領域外への流出量も勘案した上で，金の流れを統
制していた点に言及しており，これは，バクリーの著作には見出されない情報である。

40） ウーキーヤ（ūqīya）およびラトル（raṭl）は，重量の単位である。いずれも，時代や地域ごとに，
その重さは様々であるが，以下の研究によると，19世紀までのスーダーン西部の 1ウーキーヤは，
27.0-27.3グラムに相当したようである［Garrard 1982: 457-458］。また，1ラトルは，サハラ交易
でスーダーン西部と結びついていた北アフリカの事例に限っても，時代と場所によって，400グラ
ム程度の場合から 1キログラムを超える場合まで様々である。レヴツィオンは，およそ 500グラ
ムとしている［Ashtor 1991: 120; Levtzion and Hopkins 2000: 482］。

41） 原文は以下の通り［Kitāb al-istibṣār fī ‘ajā’ib al-amṣār 1997: 221］。ただし，文脈を勘案し，誤記と
思しき語については，その直後に適切と考えられる語を角形括弧で提示する。翻訳は，括弧で提示
した語に沿っている。

 wa idhā wujida fī jamī‘ ma‘ādin bilād hādhā al-malik al-nadra min al-dhahab iṣṣafā-hā [istaṣfā-
hā] al-malik li-nafs-hi wa lam yatruk-hā takhruju min balad-hi li-ghayr-hi. wa al-nadra takūnu 
min ūqīya ilā raṭl wa inna-mā yatrukūna an yakhruja min bilād-him min al-dhahab mā kāna 
raqīqan [daqīqan], wa law tarakū kull mā yūjadu fī al-ma‘ādin yakhruju min bilād-him la-kathura 
al-dhahab bi-aydī al-nās wa la-hāna. wa yudhkaru anna ‘ind malik Ghāna nadra dhahab ka-al-
ḥajar al-ḍakhm

42） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 67; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 47］。
 wa qāla l-ī: inna ma‘ādin al-dhahab tuḥfaru al-jūra ‘umq qāma aw mā yuqāribu-hā, fa-yūjadu al-

dhahab fī janabāt-hā, wa rubb-mā yūjadu mujtami‘an fī sufl tilka al-ḥafā’ir.
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を洗い出す方法を挙げている。そして，こ
れらのうち，最も確実で利益が大きいのは，
3つ目の竪坑から金を採集する方法である
と述べている［Park 1799: 299-306］。また，
1843年にバンブクを訪れたフランス海軍の
アンヌ・ラフネル（Anne Raffenel，1858年
歿）の報告によると，バンブクでも同様の
方法が採用されていたようである［Raffenel 
1846: 371-398］。パークとラフネルの記述に
よると，こうした竪坑は，マンサー・ムーサー
が語るような「人の背丈ほどの穴」ではな
く，井戸のように相当の深度まで掘られてい
たようで，採掘作業の規模は，14世紀に比べ，
大きく変化していたと考えられる。
しかし，マンサー・ムーサーが金を入手す
るための様々な局面を通じて金産地の状況を
把握していたとすると，何故，サハラ以北の
言説空間に流布していた黄金の植物に纏わる
驚異譚を否定することなく，むしろそれに乗
じるような語りを展開したのかという点を考
えなければならないだろう。その理由は無論
一つではないと思われるが，第 1に考えられ
るのは，特にマンサー・ムーサーのような王
権の人物にとって，この驚異譚が，スーダー
ン西部を豊かな土地として演出し，自らの王
国の富厚や勢威を喧伝するために利用できる
道具であったということである。マンサー・
ムーサーがそうした王権の演出・喧伝を意図
的に行っていたことは，例えば，以下に示す
引用からも窺い知ることができる。この引用
は，複数の情報源から得た情報を比較・検討
したウマリーが，そうしたマンサー・ムー

サーの戦略を指摘している件であり，引用中
に出てくるサイード・アッ＝ドゥッカーリー
（Sa‘īd al-Dukkālī）は，ウマリーが聴取した
情報提供者の一人で，マリに 35年間住んだ
人物である。

（アリー・ブン・アミール・ハージブ）曰
く，「（マリの）スルターンである（マン
サー・）ムーサーが私に語ったところで
は，（金産地で採集される）金は，彼のた
めに（排他的に）保護されており，その土
地の人々が盗んでしまう分を除けば，税
として徴収され，彼の許に集まる」。しか
し，私〔ウマリー〕は言おう。（サイード・
アッ＝）ドゥッカーリーの語ったところで
は，（金は）好意の印として，そのほんの
一部が（マンサー・ムーサーに）贈られる
だけであり，彼は，（それを）彼ら〔王国
内の人々〕に売ることで利益を得る。何故
なら，彼らの土地には（金が）全くないか
らだ。ドゥッカーリーの言葉がより確かで
ある43）。

（ザワーウィー）曰く，「（マリの）スルター
ンであるムーサー・マンサー〔マンサー・
ムーサー〕が私に語ったところでは，彼の
王国の長さはおよそ 1年の旅程である」。
（アリー・）ブン・アミール・ハージブも
これと同様のことを私〔ウマリー〕に教え
てくれた。しかし，ドゥッカーリーが語っ
たところでは―既に（この著作の中で）

言及したが―，その長さは 4ヵ月の旅程

43） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 57; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 41］。
 qāla: wa ḥaddatha-nī al-sulṭān Mūsā anna al-dhahab ḥiman la-hu, yujma‘u (la-hu) mutaḥaṣṣil-

hu ka-al-qaṭī‘a illā mā ya’khudhu-hu ahl tilka al-bilād min-hu ‘alā sabīl al-sariqa. qultu: wa 
alladhī qāla-hu al-Dukkālī inna-mā yuhādā bi-shay’ min-hu ka-al-muṣāna‘a, wa yatakassabu 
‘alay-him fī al-mabī‘āt, li-anna bilād-hum lā shay’ bi-hā. wa qawl al-Dukkālī athbat.

 ドゥッカーリーは，他の箇所では，金がマリ王権への貢納品の一種であったことを示唆し，「金の
沙漠の地は，この王国〔マリ〕のスルターンに服属しており，（その土地の人々は）野蛮な不信仰
者であるが，毎年，彼の許に金を運ぶ」（wa anna fī ṭā‘a sulṭān hādhihi al-mamlaka bilād mafāza 
al-tibr, yaḥmilūna ilay-hi al-tibr fī kull sana, wa hum kuffār hamaj）と述べている［al-‘Umarī 
1963: 45; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 35］。いずれの情報からも，マリ王権が金産地を直接支配し，
そこで産出する金を全的に収奪するような強制力を有していなかった状況が窺える。
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であり，幅についても同様である。ドゥッ
カーリーの言葉がより確かである。何故な
ら，ムーサー・マンサーは，恐らく，自分
の王権のことを誇張した（と考えられる）

からである44）。

序で触れたように，マンサー・ムーサーは，
アラビア語圏の人々が黄金の土地と認識して
いたスーダーン西部からの巡礼の途上でカイ
ロを訪れ，その地の金の価格を大幅に下落さ
せるほどの莫大な量の金を消費し，人々を
驚かせた［al-‘Umarī 1963: 60-66; al-‘Umarī 
1988-1989: book 4: 43-46］。彼は，持参し
た金を使い果たし，ついにはカイロで借金を
することになるのだが，〈黄金の植物譚〉を
語ることで自国の豊かさを喧伝しようとして
いたとすると，こうした奔放で豪奢な振る舞
いも，人々を驚愕させるための戦略的な意図
に根ざしてなされたものであったのかもしれ
ない。
更に，第 2の理由として考えられるのは，

金交易を大きな収入源としていた―換言す
れば，金の排他的で安定的な確保を目指して
いた―マリ王権にとって，より重大な理由，
すなわち，金産地に関する情報の操作である。

第 3節　金産地に関する情報

本稿でここまで検討してきたようなアラビ
ア語著作の著者は，勿論，自ら金産地を訪れ
て，現地で見聞した情報を著作の中に反映し
たわけではない45）。彼らは，先達の著作に記
された情報を礎としながら，スーダーン西部
を実際に訪れたことのある人々，つまり，サ
ハラ交易に従事するアラブもしくはベルベル
の商人や，彼らの隊商に随行するイスラーム
知識人などから得た情報をそこに付加してい
くことで自らの著作を編んでいったと考えら
れるが，それでは，こうした北方からの商人
などが金産地に赴いてその情報を獲得してい
たのかというと，その答えもまた否であろ
う。アラブやベルベルのムスリム商人は，基
本的にサハラ交易路の南の終点であるサヘル
の諸都市，つまりアウダグスト（Awdaghust）
やガーナの王都（クンビ・サーリフ），ワラー
タ（Walāta），トンブクトゥ（Tombouctou）
などといった交易都市で留まり，そこで南の
ニール上流域からもたらされる金の取引を
行っていたのである［Hunwick 2005: 114; 
Levtzion 1973: 160-161］46）。そして，金産地
とこれらサヘルの諸都市との間の交易は，こ
の地域の覇権を握っていたスーダーン西部の

44） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 66; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 47］。
 qāla: ḥaddatha-nī al-sulṭān Mūsā Mansā anna ṭūl mamlakat-hi naḥw sana. wa bi-mithl hādhā 

akhbara-nī ‘an-hu Ibn Amīr Ḥājib. wa ammā mā qāla-hu al-Dukkālī fa-qad taqaddama dhikr-hu, 
wa huwa anna-hā arba‘a ashhur ṭūlan fī mithl-hā ‘arḍan. wa qawl al-Dukkālī athbat, li-anna Mūsā 
Mansā rubb-mā ‘aẓẓama sha’n mulk-hi.

45） 実際にマリを訪れたイブン・バットゥータのような人物も，金産地には足を踏み入れなかったよう
である。

46） ただし，全てのアラブやベルベルの商人が金産地に至らなかったというわけではないだろう。例
えば，13世紀前半のヤークートの著作には，サハラ沙漠の北西端に位置するスィジルマーサ
（Sijilmāsa）からガーナへとやってきた商人達が行う「沈黙交易」の過程として，「（ガーナに着くと）

彼らは，案内人に同行を依頼し，大量の水を準備し，また，金の所有者との取引を成立させるために，
知識人と仲介人を雇う」（thumma yastaṣḥibūna al-adillā’ wa yastakthirūna min ḥiml al-miyāh 
wa ya’khudhūna ma‘-hum jahābidha wa samāsira li-‘aqd al-mu‘āmalāt bayn-hum wa bayn arbāb 
al-tibr）と記されている［Yāqūt al-Ḥamawī 1955-1957: 2: 12］。沈黙交易とは，金を求めて金産地
を訪れる商人と金産地の人々とが，直接顔を合わせることなく商品を交換する交易形態のことであ
るが，スーダーン西部におけるこうした商習慣の実在性については疑義が呈されている［Moraes 
Farias 1974］。そのため，ヤークートの記述を実際の出来事の一部始終を描いたものとして全面的
に受け入れることは難しいが，こうした案内人や仲介人を雇うことで金産地への接近を試みるアラ
ブやベルベルの商人が存在した可能性は否定できない。
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歴代の王権，更には，そうした王権の動きと
一定の連携を保ちながら活動を展開してい
たと考えられる黒人の商人集団によって担
われていたようである。アラビア語資料で
「ワンガーラ」（Wangāra）や「ワンカーラ」
（Wanqāra）などと呼ばれるこの商人集団は，
ソニンケ（Soninke）という民族集団のムス
リム商人であり，最も古い記述としては，11

世紀に書かれたバクリーの『諸道と諸王国』
に，「ナグマーラタ族として知られる，アラ
ビア語以外の言語を話す黒人達は，各地へ金
を運ぶ商人であり，ヤリスナーから（金を）

搬出する」47）とある48）。この「ナグマーラタ
族」（Banū Naghmārata）もしくは「ナグマ
ラータ族」（Banū Naghmarāta）がワンガー
ラであると考えられており，この引用からも
分かるように，彼らは，ブレにあるヤリスナー
で金産地の人々から金を仕入れ，各地へ輸出
していたようである49）。
また，イドリースィーは，その著作の中で，
ニールに囲まれた島状の土地である「ワン
カーラの地」で金が採集され，北方へと輸出
されていく様子を描いている［al-Idrīsī n.d.: 
1: 24-25］。この「ワンカーラの地」につい
ては，バンブクやブレといったニール上流域
の金産地を指しているという説が大勢を占め
てきたが，ニジェール川内陸デルタを指して

いるという説も提示されている［McIntosh 
1981］。しかし，いずれにせよ，スーダーン
西部においてワンガーラが金交易と密接に結
びつく商業活動を展開していたことは確認で
きるだろう。
更に，16世紀初頭のものではあるが，ポ
ルトガルの文献には，サハラ沙漠からニ
ジェール川内陸デルタの交易都市ジェンネ
（Jenne）に至った塩を，更に南方の金産地
へとワンガーラが輸送し，金と交換していた
様子が叙述されている。

ジェンネは，石と石灰でできた大きな町
で，城壁に囲まれている。金鉱に赴く商人
達は，ここまでやってくる。これらの商人
は，ウンガロス〔ワンガーラ〕と呼ばれる
特定の種族に帰属している。彼らは，赤み
を帯びた，もしくは褐色の肌をしている。
実際のところ，この種族の人々しか，金鉱
に近づくことは許されない。何故なら，彼
らは，非常に信頼できると見做されている
からだ。白人であれ黒人であれ，彼ら以外
は，誰もそこ〔金鉱〕に至ることはできな
い。彼らウンガロスは，ジェンネにやって
くる時，ジェンネから金鉱まで塩を頭上に
載せて運搬させ，そこ〔金鉱〕から金を持
ち帰るため，各々，100人か 200人，もし

47） 原文は以下の通り［al-Bakrī 1857: 177-178］。
 wa min Yarisnā yajlibu al-sūdān al-‘ajam al-ma‘rūfūn Banū Naghmārata wa hum tujjār al-tibr ilā 

al-bilād
48） 先行研究が指摘するように，ワンガーラもしくはそれに類する名称は，アラビア語および欧語の資

料において，ソニンケの商人を含む，マンデ（Mande）諸語を話すムスリム商人の総称として使
われている。こうしたマンデ商人は，実際には，スーダーン西部の各地において，マルカ（Marka），
ヤルセ（Yarse），ジュラ（Jula）などの様々な名称で呼ばれてきた［Levtzion 1973: 166-170］。な
お，マンデ商人については，以下の著作に詳しい［坂井 2003］。

49） マリを含む 14世紀までのスーダーン西部の諸王権が，こうした商人集団の活動をどこまで統制し
ていたのかを明示する資料は多くないが，例えば，12世紀のイドリースィーの著作に見られる「バ
リーサーは城壁のない小さな町で，人が（数多く）住む村のようである。バリーサーの人々は（各
地を）巡回する商人で，タクルールに恭順している」（wa madīna Barīsā madīna ṣaghīra lā sūr la-
hā ghayr anna-hā ka-al-qarya al-ḥāḍira wa ahl-hā mutajawwilūn tujjār wa hum fī ṭā‘a al-Takrūrī）
という文言などは，バリーサー（ヤリスナー）のワンガーラ（「巡回する商人」）がスーダーン西部
の王権の一つであるタクルールから何らかの統制を受けていたことを示唆している［al-Idrīsī n.d.: 
1: 19］。しかし，アラビア語資料群を通覧する限り，スーダーン西部の王権と商人のどちらかが金
交易の利を独占するような状況が生じていたとは考えにくく，恐らく，両者の間には，金の利を巡
る一種の互恵的な関係が構築されていたものと推察される。
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くはそれ以上の数の黒人奴隷を連れてくる
［Fernandes 1938: 84-87］。

つまり，大きな交易の流れを見ると，ワンガー
ラは，ニール上流域の金産地とアラブやベル
ベルの商人が訪れるサヘルの交易都市とを往
来する形でスーダーン西部の域内交易を展開
し，その交易がサハラ交易に接続していたこ
とになる50）。
従って，北からの訪問者が持ち返る金産地
に関する情報は，結局のところ，彼らがサヘ
ルで接触していた人々―しかも，当の金産
地に直接足を踏み入れていたであろう人々
―，つまりスーダーン西部の権力者やワン
ガーラのような商人から伝えられたもので
あったと考えられるのである51）。そして，こ
の情報伝達経路の構造を前提とした時，マン
サー・ムーサーによる金産地についての情報
の操作が検討すべき事項として浮かび上がっ
てくる。
言うまでもなく，金の遣り取りから利益を
得ていたスーダーン西部の権力者や商人に
とって，その富の源泉たる金産地に彼ら以外
の外来勢力が近づくことは，好ましくない事
態である。このことは，新たな外来勢力の侵
略と支配によって金鉱から放逐される危険性
や，交易から得られる利益が減少する可能性
を考慮すれば，金の採集を生業の一つとして
いた金産地の人々にとっても同様であろう。
そうした事態を回避するために講じられる手
段は様々に考えられるが，例えば，最も直截
な方法は，実際に金産地に接近しようとする
外来者の行動に制限をかけることである。特
許会社の一つとして 17世紀後半に設立され

たフランスのセネガル会社（Compagnie du 
Sénégal）の報告には，18世紀初めのバンブ
クの様子が次のように記されており，金産地
の人々が外来者の進入を厳しく取り締まって
いたと分かる。

更に，バンブクの人々は，自分達の地域の
価値を熟知しており，長い経験から，全て
の人間が―その（肌の）色が何であれ
―，そこで増加する金属〔金〕を集積す
ることや，そうした金属を産する場所の支
配者となることにどれだけ熱心で貪欲であ
るかを理解している。こうした理由のため，
彼らは，それが誰であろうと，彼らの地域
に入ることを許さない―尤も，彼らの土
地の不毛さ故に彼らが受け取りを余儀なく
されるようなものを運んでくるごく少数の
人々は別であるが［Labat 1728: 4: 7］。

また，そもそも金産地の情報を外部に漏ら
さずに秘匿することで，外来者の接近を予め
抑制する方法も考えられよう。序でも言及し
たように，恐らく，金交易に携わったスーダー
ン西部の人々の多くがこの方法を実践してい
たと考えられ，例えば，イタリアのアントニ
オ・マルファンテ（Antonio Malfante）と
いう人物が 15世紀半ばにサハラ西部のトゥ
ワート（Tuwāt）で認めた書簡には，次のよ
うな記述が見られる。

私の庇護者は，金がどこで見つかり，採集
されるのかを，しばしば私に尋ねられると，
決まってこう答えた。「私は，黒人達の土
地に 14年間いたが，確かな知識に基づい

50） 勿論これは，交易の大きな流れに関する図式的な説明であり，ワンガーラが域内交易の枠外に一切
出なかったというわけではない。先行研究によれば，ワンガーラは，時に自らサハラ沙漠を越えて
北アフリカの市場に赴いたようである［Lydon 2009: 64］。

51） アラビア語資料群に現れる，驚異譚を含むスーダーン西部の金産地の情報は，その全てについて出
所が明示されているわけではない。しかし，例えば，バクリーの著作には，現地の人々から伝えら
れた話として，山羊を妊娠させる樹が金産地の町ヤリスナーに存在するという驚異譚が記されてい
る［al-Bakrī 1857: 177］。こうした事例は，アラビア語圏の言説空間に，金産地の人々が供与する
情報が組み込まれていたことの一つの証左となるだろう。
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てそれに答えられる人物など見たことも聞
いたこともなかった。どのように金が見つ
かり，採集されるのかということに関して
は，これが私の知見である。考えられるの
は，それが遠い土地，しかも私が思うに，
ある決まった地域からもたらされるとい
うことだ」［La Roncière 1918: 27-28; La 
Roncière 1924-1927: 1: 157; Crone 1967: 
90］。

更に，金産地に関する情報の操作は，こ
うした秘匿という手段のみに限られない。
例えば，17世紀に黄金海岸を訪れたフラ
ンスのニコラ・ヴィヨー・ド・ベルフォン
（Nicolas Villault de Bellefond）という人物
の報告からは，秘匿とは異なる形の情報操作
が展開されていた形跡を見出すことができる。

私に何ができたとしても，金に関すること
および金鉱からのその採掘法について，何
かしらより確実な事柄を知ることだけは決
してできなかった。それについて（現地の）

100人に話してみなさい。彼らは，それぞ
れ全く異なった風に語るだろう。（それは）

彼らがそれについて知らないからではなく，
白人に対して抱く，消えることのない猜疑
心のために，真実を隠しているからである
［Villault de Bellefond 1669: 396-397］。

この文言から浮かび上がるのは，金交易に携
わるスーダーン西部の人々が，外来者に対し，
単に正確な情報を秘匿するだけでなく，不正
確な情報を様々に語ることで，金産地の実像
を覆い隠そうとしていた状況である。そして，
マンサー・ムーサーの黄金の植物に関する語
りは，まさにこの種の情報操作―攪乱情報

の供与―と理解することができるのではな
いだろうか。つまり，金産地に関する正確
な情報の流布を回避しようとしていた彼は，
種々の交流を通じてスーダーン西部の金産地
の状況を把握していたにも拘らず，アラビア
語圏の言説空間の中で〈黄金の植物譚〉の膨
張を促す情報を積極的に供与することによっ
て，その富の源泉の実情をこの驚異譚の幕の
向こう側に追いやろうとしていたと考えられ
るのである52）。
ただ勿論，〈黄金の植物譚〉は，金産地の
正確な情報を覆い隠すことのできる言説であ
ると同時に，そこが無尽蔵に金を産出する土
地であるかのような印象を与える言説でもあ
るため，アラブやベルベルのムスリム商人に
代表される外来の勢力が抱く金産地に対する
憧憬や，そこへの接近の野望を刺激するもの
であったとも言えよう。しかし，金産地を巡
るマンサー・ムーサーの語りを検討すると，
そこには，そうした野望を委縮させるような
情報も織り込まれているのである。

第 4節　金産地の異教性

マンサー・ムーサーは，自らの王権の支配
領域とその南方に隣接する「金の生える場
所」との関係について，カイロのアリー・ブ
ン・アミール・ハージブに以下のように語っ
ている。

（アリー・ブン・アミール・ハージブ）曰
く，「彼〔マンサー・ムーサー〕が私に語っ
たところでは，彼の国は非常に広大で，環
海〔大西洋〕にまで至る。彼は，自らの剣
と軍で，24の都市―そのそれぞれに複
数の地区や村，小村などがある―を制圧

52） スーダーン西部の権力者やワンガーラのような黒人商人を介した南北間の情報伝達経路の構造，お
よびマンサー・ムーサーの時代までのおよそ 4世紀もの間，〈黄金の植物譚〉がアラビア語圏の言
説空間に存在し続けた事実を考慮すると，この驚異譚の内容を保証するような攪乱情報が，マン
サー・ムーサーのみならず，時代を通じて，スーダーン西部の複数の人間によって供与され続けて
いた可能性も考えられる。しかし，筆者は，この一般化を説得的に論証できるような資料を見出し
ていないため，この点については今後の課題としておく。
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した。そこには，数多くの牛，山羊，羊，馬，
騾馬といった動物がいて，また鵞鳥，鳩，
鶏といった様々な種類の家禽もいる。そし
て，その国の人々は，非常に数が多い。（し
かし）彼らは，南方の隣接した地域の奥深
くまで（その居住地が）広がっている黒人
の諸集団との関係で見れば，黒牛の（体表
にある）白斑のようなものにすぎない。そ
して彼は，（この南方に広がる土地にある）

金の生える場所の人々と休戦協定を結んだ
状態にあり，彼らに税を課している」53）。

黒牛の白斑の譬えを用いたこの語りから，マ
ンサー・ムーサーの直接的な統治領域の外に
金産地があり，彼がその地の人々に対して間
接的に税を課していた状況が読み取れる。ま
た，マンサー・ムーサーは，自らの直接的な
支配力が及ぶ土地（白斑）に比して，そうで
はない土地の方が遥かに広大であることを認
めている。それでは，何故マンサー・ムーサー
は，この「金の生える場所」の人々と休戦協
定を結んだ状態を維持していたのであろう
か。換言すると，彼は，何故，金産地を軍事
的に制圧し，王権の重要な財政的基盤であっ
た金を直接収奪するような支配体制を構築し
なかったのであろうか。以下では，この問い
に対する彼の答えをアラビア語資料群から読
み取り，検討を加えていく。
既に第 2節で言及したように，マンサー・

ムーサーは，カイロの裁判官ファフル・アッ
＝ディーンに「金の生える場所」について尋
ねられると，「金の生える場所は，ムスリム
に帰属する我々の土地にあるのではなく，タ
クルールのキリスト教徒〔非ムスリム〕に帰
属する土地にある。我々は，（人を）派遣して，
彼らに課した一種の税を徴収するのである」
と答えた。すると，ファフル・アッ＝ディー
ンは，この回答を聞いた人間の多くが抱くで
あろう疑問をそのままこの王に対して問うた
ようである。すなわち，何故その富の源泉を
征服しないのか，と。

裁判官のファフル・アッ＝ディーン曰く，
「そこで私は，何故その土地〔金産地〕の
彼ら〔非ムスリム〕を征服しないのか，と
言ったのです。すると彼〔マンサー・ムー
サー〕は，こう言いました。『我々が彼ら
を征服し，その土地を彼らから接収すると，
（その土地からは）何も産出されなかった。
我々は，様々な方法でそれを試みたが，そ
こに何も見出すことはなかった。しかし，
その土地が彼ら（の支配下）に戻ると，（そ
の土地は）普段通り（金を）産出したので
ある。これは，最も驚くべき事柄の一つで
ある。恐らくこれは，キリスト教徒54）の
（神に対する）不服従の増大によるものだ
ろう』」55）。

53） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 56-57; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 41]。
 qāla: wa mim-mā ḥaddatha-nī bi-hi anna bilād-hu muttasi‘a ittisā‘an kathīran, wa hiya muttaṣila 

bi-al-baḥr al-muḥīṭ, fataḥa fī-hā bi-sayf-hi wa jund-hi arba‘ wa ‘ishrīn madīna dhawāt a‘māl wa 
quran wa ḍiyā‘. wa hiya kathīra al-dawābb min al-baqar wa ma‘z wa al-ghanam wa al-khayl wa 
al-bighāl, wa anwā‘ al-ṭayr al-dawājin ka-al-iwazz wa al-ḥamām wa al-dajāj, wa anna ahl bilād-
hi ‘adad kathīr wa jamm ghafīr, wa hum bi-al-nisba ilā man jāwara-hum min umam al-sūdān al-
mutawaghghilīn fī al-janūb ka-al-shāma al-bayḍā’ fī al-baqara al-sawdā’. wa fī muhādanat-hi ahl 
bilād [manābit] al-dhahab—wa la-hu ‘alay-him al-qaṭī‘a

54） 注 30で述べた理由から，この「キリスト教徒」は，イスラーム以外の「異教」を奉じる金産地の人々
を指していると考えられる。

55） 原文は以下の通り［al-Dawādārī 1960: 316］。
 qāla al-qāḍī Fakhr al-Dīn: fa-qultu: fa-li-ma lā taghlibū-hum ‘alā hādhihi al-arḍ?—fa-qāla: idhā 

ghalabnā-hum wa akhadhnā-hā min-hum lam yanbut shay’. wa qad fa‘alnā dhālika bi-ṭuruq 
‘adīda, fa-lam narā [sic] fī-hā shay’. fa-idhā ‘ādat la-hum nabbatat ‘alā ‘ādat-hā. wa hādhā al-amr 
min a‘jab mā yakūnu. wa la‘alla hādhā li-ziyāda fī ṭughyān al-naṣārā.
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マンサー・ムーサーの回答を要約すれば，そ
れはつまり，金の継続的で安定的な産出を望
むのであれば，金産地は，非ムスリムの支
配下になくてはならないということである。
スーダーン西部に長年暮らした前出のドゥッ
カーリーも，ウマリーの著作の中で，この金
産地と異教性との強い結びつきに関するマリ
王権の認識を説明している。

「望めば，（マリの王は）彼ら〔金産地の非
ムスリム〕を制することができただろう。
しかし，この王国の（歴代の）王達は，次
のようなことを経験している。つまり，（歴
代の王達の）誰かが金（産地）の町のいず
れかを征服して，そこにイスラームが広ま
り，礼拝呼びかけ人が声を発すると，必ず
そこに存在する〔そこで産出する〕金が少
なくなり，それから次第に消えていって，
ついには完全になくなってしまう。ところ
が，隣接する不信仰者達の地では，金（の
産出量）が増加するのである。経験を通じ
てこのことが彼らにおいて真実となった
時，彼らは，金の土地をその地の不信仰者
達の支配下に残し，彼ら〔不信仰者達〕が
恭順を示すことと，彼らに課された負担
〔貢納〕（を納めること）だけで満足したの
である」56）。

マリの権力者達が王権の直接的な支配領域外
に金産地を置きながら，種々の経路を通じて
間接的に金を集積する方策を採用していた点

は，既に第 2節で確認した通りであるが，こ
こでの引用から分かるのは，マリの歴代の王
達が，そうした方策を採用する以前，複数回
に亘って，金産地の征服とその直接的支配を
試みていたということである。そして，その
試みが挫折したことを受けて，金産地におけ
る非ムスリムの支配権を認める決定を下した
ようである。上の引用によれば，この挫折の
主たる原因は，ムスリムによる金産地の支配
が金の産出量の著しい減少を招いたこと，換
言すれば，金産地の支配者の信仰の様態と金
の産出量との間に相関関係が見出されたこと
であるとされている。ウマリーは，この驚異
譚についても，〈黄金の植物譚〉同様，『高貴
なしきたりの教授』の中で，その典拠を示す
ことなく，一つの「事実」を伝える情報とし
て紹介している［al-‘Umarī 1988: 44］。
こうしたマリ王権と金産地との関係につい
て，レヴツィオンは，1945年のセネガルの
ケドゥグ（Kédougou）における金採集作業
に関する報告［Belan 1946］を参考文献に挙
げながら，「黒人の諸帝国の支配者達は，金
の主（the masters of the gold）を尊重しな
ければならなかった。何故なら，彼らが有す
る，土地の精霊との儀礼的な繫がりを通じて
のみ，その土地は貴金属を産出したからであ
る」と述べている［Levtzion 1973: 155］。レ
ヴツィオンの言う「金の主」は，スーダーン
西部を対象とした種々の先行研究で繰り返し
言及されてきた所謂「土地の主」の一種であ
ろう57）。しかし，筆者は，本稿で参照してき

56） 原文は以下の通り［al-‘Umarī 1963: 45; al-‘Umarī 1988-1989: book 4: 35］。
 wa law shā’a akhadha-hum, wa lākinna mulūk hādhihi al-mamlaka qad jurribū anna-hu mā 

fataḥa aḥad min-hum madīna min mudun al-dhahab wa nasha’a [fashā] bi-hā al-islām, wa 
naṭaqa bi-hā dā‘ī al-adhān, illā qalla (bi-hā) wujūd al-dhahab thumma yatalāshā ḥattā yu‘damu, 
wa yazdādu fī-mā yalī-hi min bilād al-kuffār. wa anna-hu lammā ṣaḥḥa hādhā ‘ind-hum ‘alā 
al-tajrīb, abqū bilād al-tibr bi-aydī ahl-hā al-kuffār, raḍū min-hum bi-badhl al-ṭā‘a wa ḥumūl 
qurrirat ‘alay-him.

57） 端的に述べると，土地の主に纏わる信仰体系を支える思想的基盤は，土地の神聖視に存する。つま
り，ある土地とそこから産出する農産物や鉱物などは，根本的にその土地の精霊に帰属し，その土
地の共同体においては，そこに最初に住みついたとされる人々の集団内で土地の主の地位が継承さ
れる。そして，この土地の主が種々の儀礼を介して土地の精霊との結びつきを維持・更新すること
で，天然資源の安定的な産出が実現すると考えられる。しかし，こうした土地の主の実質的な ↗
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た 14世紀頃までのアラビア語資料群の中に，
「土地の主」に相当する語彙を見出していな
い。また，レヴツィオンの参照した報告で論
じられている 20世紀半ばのケドゥグの金産
地に「金の主」がいたとしても，それは，マ
ンサー・ムーサーの時代の金産地に同種の
「金の主」がいたことを裏づけてはくれない。
言い換えれば，アラビア語資料群は，土地の
精霊と土地の主に纏わる信仰および儀礼の体
系を天然資源産出の機制の中心に置く世界観
が 14世紀前半のスーダーン西部の金産地に
おいて支配的だったのか否かを明らかにして
くれないのである58）。
アラビア語資料群の記述から読み取れるの
は，第 1に，マンサー・ムーサーの時代，金
産地がマリ王権の直接的な支配領域の外に位
置する「異教徒」の勢力圏にあったこと，第
2に，マンサー・ムーサーを含む歴代のマリ
の王達がそうした金産地の支配を試みたが，
挫折したこと，そして第 3に，マンサー・ムー
サーが，そうした挫折の理由を金産地の支配
者の信仰の様態と金の産出量との間の相関関
係から説明していることである。勿論，マン
サー・ムーサーを含むマリの王達がこうした
金産出の機制を信じていたのか否かという点
をアラビア語資料の記述から詳らかにするこ
とは難しい。それ故に，彼らが金産地の直接
的な支配を放棄した理由が本当にこの金産出
の機制に起因したものであったのか否かも判
定し難い。しかし，マンサー・ムーサーによ
る情報操作の試みを論じる本稿にとって重要
なのは，マリの勢威や富厚を演出・喧伝する
ことに余念のなかった彼が，「異教徒」の勢
力圏である金産地の支配をなし得ない自らの

無力を認め，そこがムスリムの力では統御す
ることのできない「異教」の根づく土地であ
ること，そして金の安定的な産出がその「異
教」の存在によって支えられていることを，
態々カイロのムスリムに伝えているという事
実である。広大な帝国を統べる王が，隣接地
域に侵攻できない自らの王権の政治的・軍事
的脆弱性を，徒に王権の外部の人間に伝える
とは考えにくい。それ故，この語りの中には，
王権の脆弱性を認めることで生じ得る「害」
を補って余りある「利」の要素が埋め込まれ
ていると考えられるのである。
現代アメリカの西アフリカ・イスラーム史
研究者ジョン・O・ハンウィックは，本稿で
参照してきたようなアラビア語資料群の分析
から，アラビア語圏のムスリムがスーダーン
西部に対して抱いた認識を論じている。それ
によると，彼らは，セネガル川やニジェール
川といった西アフリカの大河を東西に走る
一本のニールと想定し，それを境界もしく
は障壁として位置づけることで南北を分断
し，北側をムスリムの勢力圏であるイスラー
ムの土地，南側を裸体で生活する人食いの野
蛮な異教徒達の土地と捉えていたようである
［Hunwick 2005: 114］。14世紀までのアラビ
ア語資料群を見渡すと，こうした境界認識を
示す具体的な事例は枚挙に暇がないが，一例
として，14世紀の著名な歴史家イブン・ハ
ルドゥーン（Ibn Khaldūn，1406年歿）の
『序』（Muqaddima）の一節を挙げよう。こ
の著作のスーダーン西部の描写は，基本的に，
12世紀のイドリースィーを始めとした先達
の著作群の内容に準拠している。

↗ 権限は，一般に，用益権に代表される土地利用の権利の分配・管理に止まるとされる。つまり，土
地の主は，土地の利用者達から儀礼的な贈物や一定の労働力の提供などを受けることはあっても，
彼らに対する徴税特権や，共同体全体の生産活動に対する統制権などといった強力な権限を有して
いないということである。土地の主については，以下のような研究が参考になる［Labouret 1941: 
50-56; Person 1968-1975: 1: 64-73; 坂井 1999: 231-234; 坂井 2003: 59-62］。

58） なお，例えば 18世紀末のブレの様子を伝えるパークの報告［Park 1799: 299-306］や，19世紀半
ばのバンブクの様子を伝えるラフネルの報告［Raffenel 1846: 371-398］には，土地の主の存在が
明確に記されている。
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このニールの南には，不信仰者で，顔やこ
めかみに入れ墨をするラムラム59）という
黒人の集団がおり，ガーナやタクルールの
人々は，彼らを襲撃し，捕獲し，商人達に
売却する。そして，（その商人達は）彼ら
をマグリブへと搬出するのである。（その
ため）マグリブの奴隷の多くは，ラムラム
である。ラムラム（の居住地）を越えた更
に南には，文明は認められず，理性ある人
間というよりも，言葉を解さない動物に近
い人々がいるだけである。彼らは，密林や
洞穴に住み，調理をしていない草や種子を
食べ，時には，共食いもする。（故に）彼
らは，人類の数には入らない60）。

一見して分かる通り，スーダーン西部の異教
性や野蛮性を強調するこの一節には，アラビ
ア語圏で伝統的に受け継がれてきた上述の境
界認識が反映されている。そして，こうした
事例から，西アジアや北アフリカのムスリム
がサハラ以南アフリカに対して抱いた心理的
距離の背景に，サハラ以南アフリカに帰され
た異教性があったことは明らかであろう。
このような心理的距離もしくは負担を考慮
した時，金産地が「異教の地」であること，
更に言えば，支配者の信仰の様態と結びつい
た金の産出のために「異教の地」でなければ
ならないことをアラビア語圏の言説空間に広
めたマンサー・ムーサーの語りは，〈黄金の
植物譚〉の場合とは異なる種類の情報―北
方からやってくるムスリムの嫌悪と恐怖の情
を煽る情報―の供与として理解される。そ
して，金の獲得を巡る最も危険な潜在的競合

者達に心理的負担を与えることのできるこう
した情報の供与は，彼らから金産地を保護し，
王権の財政的基盤の安定を図るために，自ら
の政治的・軍事的脆弱性を認めてでもなすべ
き行為と考えられたのであろう。また，情報
を供与するマンサー・ムーサーがムスリムで
あり，「イスラームの論理」を理解できる立
場にあったからこそ，こうした「異教の地」
の情報に北方からのムスリムの歩みを止める
効果があると判断できたとも考えられる。
更に，ハンウィックによって明らかにされ
たような，アラビア語圏のムスリムの南方に
対する境界認識―「イスラームの地」と「異
教の地」とを南北に分断する世界観―を考
える上で，マンサー・ムーサーが，情報操作
の過程において，金産地を含むスーダーン西
部の南方地域の異教性を強調する上記のよう
な語りを展開していた点は注目に値する。と
言うのも，このことは，アラビア語圏で共有
された南方に対する境界認識が，アラビア語
圏内部の自己完結的な営為のみによって保
持・強化されていたわけではないことを意味
するからである。ただ，〈黄金の植物譚〉の
事例からも明らかなように，情報操作の過程
で伝えられた逸話の中には，サハラ以南アフ
リカの「劣等性」を印象づける言説だけでな
く，サハラ以北の人々の好奇心や想像，憧れ
を刺激する言説も含まれている。つまり，金
産地を外来勢力から保護することを究極の目
的とした情報操作は，恐らく，その目的達成
の過程において，アラビア語資料群に繰り返
し現れるような，嫌悪と憧憬の入り混じった
複雑な南方像をアラビア語圏の言説空間の中

59） ラムラム（Lamlam）は，スーダーン西部の王権による奴隷狩りの対象として，アラビア語資料で
繰り返し言及される人々である。アラビア語資料の記述からは，彼らが金産地一帯を含むスーダー
ン西部の南方地域に暮らしていた非ムスリムであると判断できる。

60） 原文は以下の通り［Ibn Khaldūn 1970: 1: 95］。
 wa fī janūbī hādhā al-Nīl qawm min al-sūdān yuqālu la-hum Lamlam wa hum kuffār wa 

yaktubūna fī wujūh-him wa aṣdāgh-him wa ahl Ghāna wa al-Takrūr yughīrūna ‘alay-him wa 
yasbūna-hum wa yabī‘ūna-hum li-l-tujjār fa-yajlibūna-hum ilā al-Maghrib wa min-hum ‘āmma 
raqīq-him wa laysa warā’-hum fī al-janūb ‘umrān yu‘tabaru illā anāsī aqrab ilā al-ḥayawān al-
‘ajam min al-nāṭiq yaskunūna al-ghiyāḍ wa al-kuhūf wa ya’kulūna al-‘ushb wa al-ḥubūb ghayr 
muhayya’a wa rubb-mā ya’kulu ba‘ḍ-hum ba‘ḍ wa laysū fī a‘dād al-bashar
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に保持し，時にそれを強化する因子の一つと
して機能したと考えられるのである。

結　語

南方地域から獲得する金は，サハラ交易
を通じて北へと接続するスーダーン西部の
王権の財政を支える柱の一つであった。マ
ンサー・ムーサーと面会した前出のザワー
ウィーは，サハラ南部で覇権を握っていたベ
ルベルの権力者達に比して，マリの王がより
裕福であると語り，その理由を以下のように
述べている。

マリの王は，不信仰者達の土地に近いおか
げで，（サハラ沙漠のベルベルの権力者達
に比して）より多くの収入（を得る）。不
信仰者達の土地には，金の生える場所があ
り，マリの王は，彼らに対する強制力を保
持している。こうした理由故に，また，彼
の王国で売られる商品や，彼が軍事遠征に
おいて不信仰者達の土地から獲得するもの
の多さ故に，彼の収入は多いのである61）。

この文言は，ムスリムの王を頂点とするマリ
王権の繁栄と存続が南方の「異教の地」の存
在によって支えられていたことを端的に物
語っている。
俯瞰的に見ると，サハラ以北からスーダー
ン西部の南の金産地までの広大な空間は，サ
ハラ交易などを通じて，人やもの，情報が頻
繁に，また継続的に往来することのできる一
つの纏まった世界を形成していたと言える。
マリの王マンサー・ムーサーは，この世界に
おける金の流れを「仲介者」として統制する
ことによって富の蓄積を図っていたわけであ
るが，それ故に，その頭越しに外部の勢力が

金産地に接触するような事態は是が非でも回
避しなければならなかったのである。そして，
主に 14世紀までのアラビア語資料群の記述
を検討することで見えてきたのが，そうした
事態を未然に防ぐための手段の一つ，情報の
供与である。「イスラームの地」と「異教の地」
との境界域―サヘルとその南に隣接するサ
ヴァンナ北部―に身を置き，そこから北と
南の双方に接続することのできた中間的存在
たるマンサー・ムーサーは，金産地に関する
不正確な情報や，北からやってくるムスリム
の野望を委縮させるような情報をアラビア語
圏の言説空間に供与することで，自らの繁栄
と存続を支えた富の源泉へと至る道から外来
勢力を排除しようとしていたと考えられる。
そして同時に，そうした過程で供与された情
報が，アラビア語圏のムスリムが抱くサハラ
以南アフリカ像の保持・強化に少なからぬ影
響を及ぼしていたと推察されるのである。
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