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第69回夕べのセミナー講演（2015年7月14日）

「フロンティア」からみた
ヨーロッパとイスラーム



１．「対テロ戦争」とスペイン

９・１１於アメリカ同時多発テロ
⇒アフガニスタン介入／イラク戦争

「テロとの戦い」に対する見方

十字軍とジハード？

［https://sites.google.com/site/mindarea/holylandcrusade］ ［http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1603178.stm］



いわゆる西欧とは異なる歴史的背景をもつスペイン

スペインの動向
2004-03-11 マドリッド列車爆破事件（192名の犠牲者）⇒政権交代
2004-09-21「文明の同盟（Alianza de Civilizaciones）」を第59回
国連総会にあわせて提唱

「文明の同盟」・・・
西欧とアラム・イスラーム世界との間の、軍事に拠らない別の方策に
よる、国際的テロリズムに対抗するための同盟関係

スペイン首相（社会労働党）J. L. ロドリゲス・サパテーロの発言
「我々は、多様な言語、異なる伝統そして異なる文化を保持する、

古来より多様性のある国である。」

１．「対テロ戦争」とスペイン

［http://web.archive.org/web/20070927024811/http://www.mae.es/NR/rdonlyre
s/D7DA919A‐A9CF‐4BA2‐8133‐B89EA47E49E8/0/Alianzacivilizacionesesp.pdf］



2005-03-22 同首相によるアラブ同盟諸国に対する演説
「私はスペイン、すなわち常に複数の文化、伝統そして宗教の十字路
であり、かつ遭遇の場となった国を代表している。我々は、地中海に
深く根差した多元的で多様性のあるアイデンティティを保持しており、
またこれを育んでいる。というのも、我々はその豊饒さを知悉し、評
価しているからである。」

スペインのもつ歴史的背景の違い
・711年～1492年（＝中世） イベリア半島において

キリスト教徒勢力とイスラーム勢力とが併存していた＝多元性

・スペイン人の血脈に流れるイスラーム的遺産

中世の歴史の「再評価」へ・・・

１．「対テロ戦争」とスペイン

［Ibid.］



アンダルス（イスラーム・スペイン）における三宗教の
共存［M. R. メノカル（足立孝訳）『寛容の文化―ムス
リム、ユダヤ人、キリスト教徒の中世スペイン―』名古
屋大学出版会、2005年。］

「イベリア半島のキリスト教徒は、［後］ウマイヤ朝が半
島にもちこんだズィンマの諸原則をおおむねで吸収し」た
（同、261頁）
「結局、ピレネー山脈以南の混淆文化は、多元性こそがこ
との核心であるという古い時代の観念そのものを疑いはじ
めていた」（同、219頁）
「一六世紀スペインの歴史はまさに、かつてスペインをつ
くりあげた二つの宗教文化の強いられた絶滅の悲劇にほか
ならない。」（同、279頁）

＊寛容なアンダルス⇒それを受容したキリスト教徒
⇒不寛容な近世以降 という図式

１．「対テロ戦争」とスペイン

María Rosa Menocal
(1953‐2012)



不寛容で暴力的なキリスト教徒
（⇒近代に「西欧化」という形で暴力をばら撒いたヨーロッパ）

vs.
寛容で平和的なムスリム

（⇒暴力的に介入してくるヨーロッパに対抗できなかった）

⇒「政治的に正しい」主張として用いられる

その特徴・・・「ヨーロッパ」と「イスラーム世界」の対比
キリスト教とイスラームという信仰体系の対比

ではアンダルスは、寛容であったのか？
「ヨーロッパ（＝キリスト教スペイン）」は、不寛容であったのか？

「寛容」か「不寛容」か？ 換言すれば「平和・和合・共生, etc.」か
「戦争・対立・軋轢, etc.」か？という図式で議論がなされている

１．「対テロ戦争」とスペイン



アブド・アッ＝ラフマーン三世（在位912-961）
・・・後ウマイヤ朝の最盛期を現出

「レコンキスタを徹底的に弾圧して959年にイベリア半島全土をほぼ
支配下に治め、アフリカ北部にも勢力を拡大した。［中略］文化を保
護し、イスラーム文化と欧州の文化を融合させた一大文化を形成した。
このため、後ウマイヤ朝の首都・コルドバは一大商業都市として大い
に発展し、その人口は30万人以上を数えるに至った。また、コルドバ
の近郊に離宮都市のザフラー宮殿を着工させて居城とし、建設は彼の
死後に完成した。」

２．アンダルスの歴史

［https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E
3%83%96%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A
2%E3%83%83%E3%83%A9%E3%83%95%E3%8
3%9E%E3%83%BC%E3%83%B33%E4%B8%96］

［http://www.fuenterrebollo.com/Heraldica‐
Piedra/Cordoba/abdalrahman3.jpg］
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ン・

カスティーリャ
ナバーラ・
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後ウマイヤ朝の「中
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半自立「勢力」

トレード

カタルー
ニャ諸伯

半自立
「勢力」

キリスト教勢力と
アンダルス勢力と
の暫定的境界線

アブド・アッ＝ラフマーン三世治世期の半島情勢

［E. Manzano Moreno, La frontera de al‐Andalus en época
de los Omeyas, Madrid, 1991より講演者作成］



２．アンダルスの歴史

「ほぼ支配下に治め」？

統一されえなかったアンダルス ⇒1009年にはじまる後ウマイヤ朝宮
廷闘争により、諸豪族（taifas）に分裂

・イスラーム政権の
臣民として一致せず

・キリスト教徒勢力と
頻繁に同盟を結ぶ

［http://photos1.blogger.com/blogge
r/6255/1865/1600/20.jpg］



宗教的寛容？

「アン＝ナーシル［＝アブド・アッ＝ラフマーン三世］の治世は、50
年間に及んだ。この間、キリスト教徒らは彼に恭しく4か月毎に人頭税
を支払い、誰も同期間にわたって牡馬に騎乗することもなく、また武
器を携帯することもなかった。」

二級市民としてのキリスト教徒
重税とそれに対抗するヒステリックな殉教運動

・・・理想郷とは言えないのでは？

２．アンダルスの歴史

［L. Molina, Una descripción anónima de al‐
Andalus, 2vols, Madrid, 1983, vol.2, p.178.］



• 722年 コバドンガ会戦
• 10世紀 後ウマイヤ朝最盛期
• 1031年 後ウマイヤ朝滅亡
• 1085年 トレード占領
• 1086年 サグラハス会戦（ムラービト朝介入）
• 1118年 サラゴーサ占領
• 1147年 リスボン占領
• 1148年 トルトーサ占領
• 12世紀後半 ムワッヒド朝介入
• 1212年 ラス・ナバス・デ・トロサ会戦
• 1236年 コルドバ占領
• 1248年 セビーリャ占領
• 13世紀後半～15世紀後半 膠着状態
• 1492年 グラナダ占領

＊征服が進展する時期

1080年頃～1120年頃

1140年頃～1150年頃

1230年頃～1250年頃

1482年～1492年

アンダルスの政治的混乱期のみに征服に成功
では、それ以外の時期は戦争をしていたのか？

３．「レコンキスタ（Reconquista）」の歴史



３．「レコンキスタ（Reconquista）」の歴史
・「冷徹」な外交政策
「［レコンキスタは（講演者補足）］衰弱と侵食によってのみ成し遂げられ
る。長い目で見て、アンダルスが、人員も金も無くなった時、われわれは苦
労もなく、それを回復できるであろう。」

・「穏健」な戦争行為
征服過程の類型

① 降伏協定によらない奪取 →殺害あるいは奴隷化
1487年のマラガ征服を除いて、小規模な砦に限定される

② 降伏協定による征服 →財産を伴っての強制移住
代表例：1236年コルドバ、1248年セビーリャ （大規模都市）

③ 降伏協定による征服 →残留の許可
代表例：1085年トレード、1118年サラゴーサ

（大規模都市と農村部）

［The Tibyān: memoirs of ‘Abd Allāh b.Buluggīn,last Zīrid 
amīr of Granada, A. T. Tibi trans., Leiden, 1986, p.90.］



３．「レコンキスタ（Reconquista）」の歴史

一例：1085年のトレード征服時の動向
「残留するムスリムに関して、彼ら自身、彼らの財産、彼らの子孫に
対する安全の保証。退去を希望する者は、それを妨げられないこと。
残留を希望する者は、持つ家族の頭数に応じたジズヤの支払いのみを
課されること。もしある者が退去の後、帰還するならば、保持する財
産とともに、いかなる障害もなく宿泊できること。そこでアルフォン
ソは彼らにそれ［の遵守］を約束した。彼らに対し誓約をもってこの
協約を保証して、彼らを裏切ることも欺くこともないことを請合っ
た。」

・「アメとムチ」による征服と統治の試み
＝「レコンキスタ」の実態

・キリスト教徒のもとで暮らすムスリム
＝ムデハル（残留者）の存在

［Historia de al‐Andalus (Kitāb al‐Iktifā’), de Ibn al‐Kardabūs, 
F. Maíllo Salgado ed. and trans., Madrid, pp.104‐105.］



３．「レコンキスタ（Reconquista）」の歴史
「［ムハンマド］を信奉する者は多数にのぼり、彼らは多くの地を奪
い、さらに我がものとして、現在においても保持しているのですが、
その土地は使徒たちによってイエス・キリストの信仰へと改宗したキ
リスト教徒のものでした。このゆえに、キリスト教徒とモーロ人との
間には戦争が存在し、それはモーロ人により力ずくで奪われた地をキ
リスト教徒が奪い返すまで続くことでしょう。
とはいえ、彼らモーロ人が保持するところの法のゆえに、宗派のゆ

えに、両者の間に戦争が生じるわけではないのです。なぜなら、イエ
ス・キリストは彼の法に属させるためにいかなる者も殺害してはなら
ず、また強いてはならないとお命じになっており、また神は強制され
た奉仕をお望みにはならないのであって、自身の意図で、自発的にな
されたことをお望みになるのです。
しかし良きキリスト教徒らが、モーロ人らから、かくも多くの害悪

を被ってきたことを神は同意なさるでしょう。その故に、この戦争で
亡くなった者らが、聖なる教会の命を果たしたのであるから殉教者と
なり、かの殉教によって彼らの魂が為した罪から解放されるよう、彼
らと正当にも戦争をなすべき理由を持っているのです。」

［Obras completas. Don Juan Manuel, C. Alvar and S. Finci eds., Madrid, 2007, 
El libro de los estados, Primera parte Capítulo XXX, pp.491‐492.］



３．「レコンキスタ（Reconquista）」の歴史
為政者というトップレヴェルの振る舞い・・・寛容であり不寛容 そ
の時々の実利に従っている

政治的プロパガンダに利用されるイスラーム要素
・ムスリム愛好（Maurofilia）かつ残虐（Cruel）であった

カスティーリャ王ペドロ一世（在位1350-1369）
・ムスリム愛好（Maurofilia）かつ無能（Impotente）であった

カスティーリャ王エンリケ四世（在位1454-1474）

国家と宗教の連結。前者が統治の均一化のために後者を取り込む時、
宗教的な統一と純化がもたらされる（H.カメン）
⇒かりそめの「共存」が崩壊させられた近世という時代へ・・・



４．二項対立をこえて ー 民の姿 ー

最前線に居住する一般の民は、何を考えていたのか？

「戦争と平和は国家の案件ではなかった。［中略］それは各境域民の
独自の交渉ごとであり、彼ら自身の利害と気まぐれな処断によって決
せられた。各々が自身の戦争と平和を恣意的に行使していたのであ
る。」
「戦争とは、ほぼ一度たりともひとつの民全体と他のそれとの争いと
ならなかった」「まして休戦も然りであって、それの意味するところ
とは、とりもなおさず薄弱な戦争状態であった。 」

［J. de M. Carriazo y Arroquia, "Un alcalde entre los 
cristianos y los moros en la frontera de Granada," in En la 
frontera de Granada: Edición facsímil, Granada, 2002, 
pp.85‐142. 引用箇所はp.139.］



為政者の行う政治に翻弄される姿

「当時の君候や王の資質とはかかるものであって、和平と戦争という
事柄を、かくも抜け目なく自らの利益となるように扱っていた。この
ため、家臣は安全なる時を保持できずに、常に疑念を抱きつつ自らの
地を守護していた。」

・生き残りのために、「敵」
と交渉を繰り返す民

［Anales de Orihuela, de Mosén Pedro Bellot (siglos XIV‐XVI), J. 
Torres Fontes ed., 2vols, Murcia, 2001, vol.1, pp.24‐25.］

［アルコス・デ・ラ・フロンテー
ラにて撮影］

４．二項対立をこえて ー 民の姿 ー



「アイデンティティ」にこだわる境域民

「同年[1]420年、ペドロ・マスケファがマラケシュから来訪した。彼
は以前から良き騎士として戦争において奉仕し、自身の妻と息子たち
を同地で養っていた。しかし既に老年に差し掛かり、骨を故郷に埋葬
したいと望んだのであった。」

・ムスリム君主に奉仕するキリスト教徒
・心の拠り所は故地にあり、キリスト教徒としての埋葬を望む

［Anales de Orihuela, de Mosén Pedro Bellot 
(siglos XIV‐XVI), J. Torres Fontes ed., 2vols, 
Murcia, 2001, vol.1, p.301.］

４．二項対立をこえて ー 民の姿 ー



［聖母マリア讃歌集（Cantigas de Santa María）写本より］

北アフリカのイスラーム教徒勢力同士の戦争の模様（13世紀半ば）



５．スペイン文化とイスラーム

・近現代の「スペイン人」にとっての課題
・・・アブ・ノーマルな西洋としてのスペイン
・・・血肉となったイスラームをどう選択的に取り込むか？

西欧的近代化のためのイスラーム要素の否定
EUと世界情勢を鑑みた、アンダルス的寛容の強調
観光資源としての利用

スペイン中世の歴史の実像が、語りかけてくれているものとは？

「数世紀の間、スペインは外国人が憎むべく愛し、スペイン人が愛するため
に憎む国であった。（For centuries Spain has been a country foreigners 
love to hate and Spaniards hate to love.）」

［H. R. Raley, The Spirit of Spain, Houston, 2001, p.V.］


