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悲劇の都市、サライェヴォでの
フィールドワークから
永田雄三
ながた ゆうぞう / 東洋文庫研究員、元AA研

フィールドワークで出会った
人びととの懐かしい思い出は、
あれから何十年も過ぎたいまでも
消え去ることはない。

1　ヘルツェゴヴィナの主都モスタル、16世紀にネレトヴァ川に架けられた橋スターリー・モースト。内戦で破壊されたが、現在修復されて世界遺産になっている。（内戦前の写真）

イスラム都市サライェヴォ
　旧ユーゴスラヴィア（ユーゴスラヴィア
社会主義連邦共和国）の町サライェヴォと
聞くと誰しも思い浮かべるのは、1990年
代初めの民族紛争のさなか、日本のテレビ
にも映し出されたあの光景、街路樹を燃や
して寒さをしのいでいた人びとの姿、そし
て「民族浄化」といういまわしい言葉が飛
び交った悲惨な「殺し合い」であろう。現
在、サライェヴォを首都とするボスニア＝
ヘルツェゴヴィナは、歴史的にみると、19
世紀末から第一次世界大戦にいたるまでの
時期もまた、国際紛争の焦点であった。そ
の結末は、セルビア人民族主義者の青年に
よる、オーストリア＝ハンガリー帝国の皇
太子夫妻の暗殺（1914年6月28日）であ
り、この「サライェヴォの銃声一発」が第
一次世界大戦に発展するひとつのきっかけ

になった。
　サライェヴォがバルカン半島におけるイ
スラム文化の一大中心地であることは日本
では存外知られていない。しかし、ここは
15世紀半ばにオスマン帝国に併合されてか
ら、住民の多くがしだいにイスラムに改宗
した結果、町にはモスク、バザール、イス
ラム学院（メドレセ）が多数建設されて、
典型的なイスラム都市の景観を備えるにい
たった。しかし、一方では、キリスト教徒
やユダヤ教徒の数も多く、かれらは近代に
いたるまでムスリムたちと平和裡に共存し
ていたのである。
　私が初めてこの町を訪れたのは、AA研の
三木亘助教授（当時）を団長とする海外学
術調査「イスラム圏社会・文化変容の比較
調査」隊の一員として調査を行った1977
年の9月と11月の2か月だったから、この町
がまだ平和であったほぼ最後の時期である。
このころ、ユーゴスラヴィアは、チトー大
統領の晩年だったが、町の人たちのあいだ
では、チトーが大統領でいるあいだはこの
国はなんとか治まっているが、その後はわ
からないよ、という噂がしきりにささやか
れていた。ちょうど、サライェヴォ大学に
イスラム学部が新設されて、イスラム神学
に関する連続講演が行われたりしていた。
私の記憶に間違いがなければ、セルビア・

ふりかえる
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クロアチア語に翻訳された『コーラン』に
ボスニア＝ヘルツェゴヴィナ共産主義者同
盟の書記長がなんと！序文を書いて出版し
たため、信者たちが怒って序文を破り捨て
て書記長のもとに送り返したという話も
あった。
　サライェヴォは、海抜537メートルの高
地に位置するが、周囲を高い山々で囲まれ
ている盆地である。夏は暑く、冬は寒い。
11月になると、夜は零下10度を超える寒
さに震えたものであった。それでもこの町
では地中海地方の「シエスタ」の習慣がま
だ残っていて、図書館は事実上昼までしか
やっていない。それもそのはずで、この町
を出て山を越え、ネレトヴァ川を下って、
ヘルツェゴヴィナの主都モスタルを過ぎる
と、あとは、地中海の一部に属するアドリ
ア海に向けて一直線の道のりである（写真
1）。夕方になると、昼寝を終えた人びとが
厚い外套を着こみ、毛皮の帽子を目深にか
ぶってコツコツとブーツを鳴らしながら、
凍てついた道を歩く姿が印象的だった。

東洋学研究所で
　さて、私がこの町を調査の対象に選んだ
のは、この町に残された86冊の「『シャリー
ア』法廷台帳」（以下台帳）を使って、アド
リア海とバルカン内部にいたる交通の要衝

として栄えたこの町の歴史の一端を明らか
にしたいと思ったからである。ちなみに、

「『シャリーア』法廷」というのは、イスラム
法、すなわちシャリーアにのっとって行わ
れる法廷であると同時に、これを主宰する
裁判官カーディは地方行政の責任者でも
あった。このため、アラビア文字表記のトル
コ語で記録されている台帳には裁判記録だ
けでなく、売買契約、婚姻関係、そして遺
産相続などに関係する、はば広い分野の記
録が残されている。旧オスマン帝国領で
あった現在のトルコ、バルカンおよびアラ
ブ諸国の地方都市には多数の台帳が残され
ており、地方史研究の最も重要な史料群で
ある。
　台帳は、いわばこれを所蔵する国にとっ
ては、その歴史を明らかにするための貴重
な「文書」であるから、これを閲覧するた
めには許可を得なければならない。私は東
京のユーゴスラヴィア（当時）の大使館を
通じて正式の許可を取得していた。だが、
サライェヴォに到着してさっそく「東洋学
研究所（Orijentalni Institut）」に出向いて
調査許可を取った旨を伝えると、驚いたこ
とに、「ああ、その許可は連邦の首都のベオ
グラードの話であって、ボスニアには関係
ないよ。ここで文書を見たいのなら、カー
スィム・エフェンディのところへ行って、

2　サライェヴォの旧市街を行き交う人びと（中央にトルコ帽を被ったハッジの姿が見える）。

許可をもらいなさい」ということであった。
「ユーゴスラヴィア」というのは、そういう
国なのだ、と痛感させられた。正しくは、
カースィム・ドブラチャ教授というこの人
が「エフェンディ」というオスマン時代の
学者に対する尊称で呼ばれていたのには驚
いたが、彼がサライェヴォの台帳が保存さ
れているガーズィ・フスレヴ・ベゴヴァ図
書館（旧メドレセ）の館長さんだった。
　万事この調子で、この町では、いまだに
オスマン帝国時代の生活習慣が色濃く残っ
ている。一例をあげれば、メッカの巡礼を
済ませた人（ハッジ）は、トルコ共和国で
は禁止されている「トルコ帽」を1977年
当時でもかぶっていて、人びとに尊敬のま
なざしで見られていた。寒冷なこの国から
極暑のメッカへの巡礼は並大抵の苦労では
なく、かつては、多くの人が巡礼の行路で
死亡していることを、台帳の記録から確か
めることができる。このように、サライェ
ヴォでは、近代化の波に洗われて伝統的な
街の景観が失われてしまったトルコとは
違って、往年の中世イスラム都市の面影が
いまなお残されている（写真2、3）。
　さて、「エフェンディ」の「お許し」を得
て、さっそく台帳に向かい合う。台帳は
1551年から1851年におよぶ86冊 から
なっていた。とくに1762年以降は、ほぼ
毎年連続している。私の調査の最初の目論
見は、アドリア海にのぞむ商港ドゥブロヴ
ニクからサライェヴォへとネレトヴァ川沿
いに伸びるルート上で活躍した「カペタン」
と呼ばれる人びとに関する史料を探すこと
だった。ところが、台帳を開いてみて驚い
た。なんと！！この大事な文書の中の「カ
ペタン」という文字の下に赤鉛筆で線が引
かれているのである。誰かがすでに研究に
着手しているのか？（それにしても、日本
でいえば、重要文化財に匹敵する貴重な文
書に線を引く、などということは考えられ
ないではないか！）私はすぐに町へ飛び出
して、本屋に「カペタン」と名がつく本が
ないか確かめに行った。たしかに、1954
年に『ボスニア＝ヘルツェゴヴィナにおけ
るカペタン制』という本が出版されていた。
その著者が赤線を引いたのかどうかは確か
めようもないが、私は、このテーマを諦め
ざるを得なかった。
　
現場感覚のある古文書研究を！
　そこで、私は、18世紀のオスマン帝国各
地に勃興した「アーヤーン」と呼ばれる地
方名士の研究に方針を転換した。というの
も、私は1974年の第一回目の海外学術調
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査で、トルコ西部のマニサ地方に残されて
いる台帳を用いて、この地方に強大な勢力
を築いたカラオスマンオウル家の研究をす
でに行っていたからである。この家系は、
19世紀以後の中央政府による「近代化」に
名を借りた中央集権化政策下の弾圧をかい
くぐって、現在なおこの地方の名家として
存続している。それを可能にしたのは、在
地社会の生活に密着した「チフトリキ」と
呼ばれる大農場経営である。その際の私の
研究姿勢は、台帳の文字面をただ読むだけ
ではなく、地域の自然環境・生態系の観察
によって行間を読み取ることで得られる現
場感覚のある分析をすることだった。この
ため、できるだけマニサ地方一帯を歩き回
り、人びとと交流することを心掛けた。そ
の結果、当のカラオスマンオウル家の方々
とも知り合い、いまでもおつきあいをして
いる。
　サライェヴォでの調査でも、地方名士の
手にあるチフトリキの分析に中心を置き、
できるだけ台帳の文面と地域の自然的・生
態的環境との関連を考えることに集中し
た。私は、86冊の台帳のうち、年代的に連
続性の高い後半期の76冊（1762-1851年）
のすべてを点検し、合計5470人（大部分
はムスリム）分の遺産目録を確認し、この
うち資産内容の豊かなアーヤーン26人の遺

産の内容を逐一筆記しはじめた。この時、
思いがけないことが起こった。それは、私
がとくに重要な遺産目録の記載されている
いくつかの台帳の当該箇所に紙を挟んでお
いたところ、図書館員の一人が、それらの
台帳を無言で持ち去ってしまったのであ
る。それは私がセルビア・クロアチア語を
話せないからである。私はあぜんとしてい
た。ところが、しばらくすると、その人は、
私が紙を挟んだ台帳の当該箇所のすべてを
コピーして持ってきてくれたのである。そ
れはそれでありがたかったが、考えてみれ
ば、コピーは原本を損傷する度合いの大き
い複写の仕方である。胸が痛んだが、おか
げでこの調査の報告としてMaterials on 

the Bosnian Notables（AA研、1979）
を出版したとき、26人のアーヤーンの遺産
目録のうち、コピーのある5人については、
その全財産を、シャツ一枚にいたるまでラ
テン文字に転写して掲載することができ
た。サライェヴォ滞在中に親しくお世話に
なった東洋学研究所のサーリヒ・トラコさ
んが、のちにこの本の書評をしてくれたと
きに、全財産を含んだ5人のアーヤーンの
部分が最も役に立つと評価してくれたのが
うれしかった。
　台帳の分析にあたって、私が関心を集中
させたのは、チフトリキに関する部分であっ

た。当然、カラオスマンオウル家のチフト
リキと比較しようとする意図であった。そ
こで気がついたのは、ボスニアの場合、チ
フトリキで収穫された穀物に関する計量単
位がきわめて微細であることである。マニ
サ地方では、イスタンブルの穀物市場で使
われる基本単位キレ（約25.65kg）がその
まま使われている（ただし、それがイスタ
ンブル標準と同量とはかぎらないが）のに
対して、サライェヴォでは、その四分の一
にあたるシニックを基本とし、さらにその
四分の一であるチャールという単位が使わ
れているのである。そしてまた、農地に関
する記述の中にトルコ語で「頂上」ないし

「丘」を意味する「テペ」という単語がしば
しば大事な財産として記録されている。図
書館の机にへばりついていた時は、この単
語が何を意味するか全くわからなかったが、
休日にトラコさんの案内で近隣のチフトリ
キを散策しているときに、はじめてわかっ
た。それは、刈り取って脱穀した後に残さ
れた小麦の藁を畑の真ん中に山のように積
み上げて乾燥させ、その上に雪が積もった
状態のまま、冬の間の家畜の飼料にする、
つまり天然のサイロである。寒冷な山地で
あるボスニアでは、チフトリキといっても、
農業と牧畜が有機的に結びついた、再生産
ギリギリの農家経営の一形態であって、と
ても「大農場」といえるものではない。だ
からサライェヴォ周辺だけでも912のチフ
トリキが数えられる。他方、採草地で刈り
取った干し草も大事な財産として記録され
ている。そこで、さっそく、大鎌で草を刈
る光景を、トラコさんに「やらせ」で再現
してもらって写真撮影をした（写真4）。

「近代」の呪い
　このように、貧しいながらものどかに暮
らしていたボスニア地方が、国際社会を揺
るがせる紛争地帯となったのは、ヨーロッ
パ列強による干渉と近代化による社会の画
一化とが、地域の人びとの生活の微妙なバ
ランスを破壊したからである。その結末が、
冒頭に記した「サライェヴォの銃声一発」
である。1990年代の紛争で東洋学研究所
は灰燼に帰したが、幸いガーズィ・フスレ
ヴ・ベゴヴァ図書館は焼失をまぬがれ、台
帳も無事だったようである。しかし、セル
ビア・クロアチア語もドイツ語も話せない
私を温かく迎えてくれた方がたは、あの紛
争を生き延びることができたのだろうか、
考えるだけでも胸が痛む。

３
サライェヴォ旧市街の中
心地バシュチャルシー
ヤ（後方にモスクのミナ
レットが見える）。

4
大鎌で採草地の草を刈
る仕草を再現してくれた
サーリヒ・トラコさん。


