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マムルーク朝（1250–1517）時代の史料において「ウルバーン」と呼ばれる人々は、7世紀のアラブ・イス

ラーム軍の侵攻に伴ってアラビア半島から移住してきたアラブの諸部族と理解されてきた。彼らは遊牧と

結びつけられ、しばしば水利社会の敵対者として見られてきた。他方、オスマン朝が制定した「カーヌー

ンナーメ」には、アラブ部族のシャイフが土手（ジスル）の維持管理や徴税において一定の役割を果たし

ていたことが明記される。本報告は、アラブ部族が灌漑の維持管理にどのように関わったかを明らかにし、

研究におけるウルバーンの叙述をめぐる矛盾の解消を目指す。 

マムルーク朝における著作物において、アラブ部族とその序列が整理されたのは、イブン・ファドラッラ

ー・ウマリー（1349年没）による『高貴なる用語の解説』が最初と見られる。書簡術におけるこうした変

化は、スルターン政権側の狙いを反映している。3度目の即位を成し遂げたナースィル・ムハンマド（第 3

治世在位 1310–1341 年）は、上下エジプトの開拓事業を進め、その過程で反抗的なアラブ部族を捕縛し、

彼らを土手の建設をはじめとする灌漑の維持のための強制労働に送るなどした。軍事的制圧とアラブ部族

の移住、そして灌漑の維持管理のための労働力の振り分けが連動して行われた結果、1315年に上下エジプ

トを対象とした検地（ナースィル検地）を実行することが可能となったと考えられる。 

その後のスルターン政権の地方統治の方針は、一貫して、利害を一にする部族を取り込み、アラブ部族間

の敵対関係を利用しながら敵対する部族を排除していくというものであった。行政指南書等の記述に表れ

る、アラブ部族を分類し・序列化しようという要求の高まりは、地方社会の隅々にまでその支配権を伸張

しようとするスルターン政権の狙いを反映する。一方で、スルターン政権側にとってもアラブ部族の協力

は不可欠であった。特に上エジプト地域の農民の間では、アラブ部族の権威がスルターンの権威に勝り、

スルターンの権威はアラブ部族によって保障されるという状況であったためである。このようなスルター

ン—農民—アラブ部族という三者の関係は、オスマン朝に引き継がれ、「カーヌーンナーメ」の規定に反映

されることとなったと考えられる。 

 
The ʿurbān of the Mamluk period (1250–1517) have been understood as the Arab tribes that migrated from 
the Arabian Peninsula following the invasion of the Arab-Islamic armies in the seventh century. They were 
associated with nomadism and often considered opponents of the hydraulic society. On the other hand, the 
Ottoman Ḳānūnnāme-i Mıṣır clearly states that Arab shaykhs played a significant role in the maintenance 
of irrigation banks (jisr) and the collection of taxes. This paper clarifies how the Arab tribes were involved 
in irrigation maintenance and resolves the contradiction regarding the narratives of ʿurbān in studies. 
al-Taʾrīf bil-muṣṭalaḥ al-sharīf by Ibn Faḍlallāh al-ʿUmarī (d. 1349) seems to have been the first to catalogue 
Arab tribes and their ranks in Mamluk writings. This change in the art of writing reflects the aims of the 
Cairo Sultanate: after his third accession to the throne, al-Nāṣir Muḥammad (third reign: 1310–1341) 
proceeded to develop Upper and Lower Egypt. As part of this process, he captured rebellious Arab tribes 
and sent them as forced labour for the construction of irrigation systems. Due to the presence of military 
control, displacement of Arab tribes, and allocation of labour in irrigation maintenance, the cadastral survey 
called al-rawk al-Nāṣirī was successfully conducted in Upper and Lower Egypt in 1315. 
The subsequent policy of the Sultanate was to consistently bring in tribes with common interests and to 
take advantage of the rivalry between Arab tribes. The growing demand to catalogue and categorise the 
Arab tribes reflects the Sultanate’s desire to extend its control to every corner of local society. On the other 
hand, the Sultanate required the cooperation with the Arab tribes. Particularly among the peasants of Upper 
Egypt, the authority of Arab shaykhs was superior to that of the Sultan, and the latter’s authority was 
guaranteed by Arab shaykhs. Consequently, the Ottomans followed this triangular relationship between the 
Sultan, peasants, and the Arab shaykhs and reflected it in the provisions of the Ḳānūnnāme-i Mıṣır. 

 


