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ただ今、ご紹介いただきました佐藤でござい

ます。今日は「イスラム史のなかの技術革新」

についてお話しするつもりですが、歴史の中で

は時々とんでもない偶然が起こることがありま

す。例えばイスラムが誕生しました時代のこと

ですが、ムハンマドが生まれた年と、日本の聖

徳太子が生まれた年がほぼ同じではないかと言

われています。はっきりしたことはわかりません

が、ムハンマドの方は５７０年頃に生まれ、そ

れから聖徳太子も５７０年頃に生まれたという

ことになっておりまして、ちょうど、東と西の

社会を改革しようとした人物が同じ年に生まれ

たのかもしれないという大変面白い偶然がござ

います。

日本の聖徳太子の改革と比べてみますと、イ

スラムは大変スケールが大きいものでありまし

て、２つの現象というのを同じように扱うこと

はできません。イスラムの場合には、間もなく

アラビア半島西部のメディナというところに信

者の共同体ができあがりました。これをウンマ

と言いますが、このウンマを中心にして、やが

て巨大なイスラム世界ができ上がってくるとい

うことになります。それはアラブ・イスラムの

戦士の活動によるわけですけれども、イラク、

イラン、シリア、さらにはエジプトが支配下に

入りまして、広大なイスラム世界が作られてく

るということになります。このイスラムの世界

の中で、次第に高度なイスラム文明ができ上がっ

ていくわけですが、そのイスラム文明を作り上

げていく上で、技術というものがどの程度、ど

のような役割を果たしていったのかということ

を具体的に考えてみたいと思います。

まず、技術革新のいろいろな側面を簡単に説
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明しておこうと思いますが、ハサンとヒルとい

う２人の著者が共同で『Islamic Technology』

という本を、１９９２年にパリからユネスコの出

版物として出版しております。これは１９９９年、

今から３年ほど前ですが、平凡社から『イスラ

ム技術の歴史』という題で翻訳出版されました。

大変いい本だと思うのですが、その『イスラム

技術の歴史』という本を見ますと、ともかく非

常に広い範囲にわたって技術革新の様子が書か

れております。

例えば、機械工学ですとか、土木や建築の分

野、さらには軍事技術、航海術、化学、繊維産

業、紙、農業、食品など多様な分野にわたって、

イスラム世界では革新的な変化が起こってきた

ということが記されております。もう少し具体

的に申しますと、例えば用水車というものには

大変高度な技術が用いられておりまして、歯車

の組み合わせによって各種の用水車ができ上が

りました。それから機械時計の考案もなされま

した。さらに、モスクに代表されるようなイス

ラムに固有な建築様式の発達も起こりました。

城を攻める兵器、火薬を用いた攻撃の仕方も登

場し、またイスラム世界の産業の著しい特徴と

して、綿織物とかあるいは絹織物、さらには毛

織物というような各種の織物が高度に発達いた

しました。織物生産と直接関係しますが、イスラ

ムに固有なデザインが考案され、そのデザイン

が非常なスピードで広いイスラム世界の中に伝

わっていきました。

今日少し詳しくお話ししようと思っておりま

すが、製紙法、紙を漉く技術もイスラム世界で

発展してヨーロッパへと伝えられていきまし

た。またガラス工芸が発展いたしましたし、銅

あるいは鉄分を発色剤に用いたイスラム三彩陶

もございます。中国の三彩陶はよく知られてお

りますが、間もなくイスラム世界でも三彩陶が

作られるようになっていきまして、果たして相

互にどういう影響があったのかということは論

争になっておりますが、いずれにしてもイスラ

ムの三彩陶が出現してまいります。

それから、さとうきび栽培の拡大と砂糖生産

の増大、あるいは消費の増大という現象も著し

い事柄として起こってまいりました。今日、砂

糖の問題についても少し詳しくお話ししたいと

思っておりますが、何故、紙と砂糖なのか、不

思議な組合せだと思いますが、紙の方は情報の

伝達ということからもある程度は納得されるか

もしれません。しかし砂糖というのが「イスラ

ムとＩＴ」とどう関係するのでしょうか。イス

ラムとＩＴと砂糖と並べてみても、あまり居心

地がよくないのですが、実はこれもやがてお話

をしていきますと、情報の伝達というような問

題と密接に絡んでいるということがわかってい

ただけると思います。これは追々とお話をして

いきたいと思います。

以上のように、様々な面でイスラム世界の技

術的な革新が起こったわけですが、こういう新

しい技術に関する情報をアラビア語でハバルと

言います。その複数形「アフバール」は、「ター

リーフ」という歴史とほぼ同じ意味に使われる

のですが、新しい技術に関する情報が様々な契

機でイスラム世界の広い地域に伝えられるとい

うことになりました。

その様々な契機とは何かというと、例えばメッ

カ巡礼の旅とかあるいは商売の旅、さらには

学問の旅などが挙げられます。学問の旅は教育

を受けるシステムに関係しているわけですが、

初等の教育を受けますと、当時の若い人たちは

１０代の後半から２０歳ぐらいにかけて１ヶ所

で勉強するわけではなく、例えば早稲田大学だ

けですべての学問を納めるということは決してあ

りませんでした。バグダードのモスク、あるいは

学校で勉強を修めますと、また別の町の先生を求

めて学問の旅を続けていく。そのようにしていろ

いろなところで免許状（イジャーザ）をもらいま

して、その免許状が何枚も集まりますと、やがて

この人は知識のある人だということで自然と、学

識者「ウラマー」という学問のある人として社会

的に認定されることになります。ですから、イス

ラム社会では一定の試験があって、その試験に合

格すると資格ができる、あるいは知識人と認めら

れるというわけではなくて、自然といつの間にか

回りの人がその学識を認めるという仕方で権威と

いうものができ上がっていくというところに特徴

があるかと思います。

とにかく旅を１つの契機として情報は伝達さ

れたわけですけれども、場合によってはムスリ

ム国家間の戦争を通じて様々な技術が伝えられ
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るということも実際に起こりました。原理的に

はイスラム教徒同士、ムスリム同士が戦争をす

るということは許されないのですが、現実の歴

史の中ではムスリム同士の戦争がたくさんあり

ました。戦争による情報伝達はイスラム世界内

部だけの話ではなくて、例えば十字軍の時代の

ヨーロッパとイスラム世界との戦争を通じて先

進的なイスラム世界の技術、あるいはモノがヨー

ロッパに伝えられるというようなことにもなり

ました。このような様々な種類の旅、あるいは

戦争を通じて新しく開発された技術の情報が伝

えられていく、他の世界と比べると恐らくより

早く遠隔の地に伝えられていく、そういうこと

がイスラムの技術と情報の問題を考える上でま

ず重要なことではないかと思います。

現地で生活された方はすぐおわかりだと思い

ますが、例えば航空便のことをアラビア語で

「バリード・ジァウィ」と言います。メールのこ

とを「バリード」と言いますが、バリードとい

うのは実はイスラム以前の社会システムに起源

を持っております。古代から存在しておりまし

た駅伝の制度が、イスラム時代になってから改

良され、全国にバリードの網の目、ネットワー

クが張り巡らされました。バリードとは数１０キ

ロメートルおきごとに駅舎を置きまして、そこ

に馬やラクダを配置して、役人あるいはそれに

類する人々が移動用に使うというシステムです。

地方の政治の動向、物価の様子、さらには自然

現象の異変などに関する情報が、バリードを

使って中央に集められるということになります。

ですから、バリードと言いますと、公の情報

を伝達する機関と言っていいかと思いますが、

例えば、１３世紀の半ばから１６世紀の初めま

でエジプト、シリア、アラビア半島の西側を支

配した王朝、マムルーク朝時代のバリードのシ

ステムの中では、首都のカイロとシリアのダマ

スクスを結ぶバリードが最も重要でありまし

た。カイロ－ダマスクス間は何キロメートルあ

ると想像されるでしょうか。例えば江戸－大阪

間のどちらが長いかと考えてみるのも面白いと

思いますが、実はカイロ－ダマスクス間の方が

少し長くて約８００キロメートルあります。そ

の距離をバリードでは４日で結ぶということに

なっておりました。大体１日平均して２００キ

ロメートルぐらいの距離を行くということにな

ります。もちろん危急の事件の場合には伝書鳩

が用いられたり、さらに重要な場合には光通信

と言いましょうか、鏡を用いた光通信のシステ

ムが用いられたりということがありました。

今日の私の話のキーワードは、イスラムと

「シナー」と呼ばれる技術、それに「ハバル」

と呼ばれる情報の３つです。ちなみに先ほどの

ハドソン先生のお話でも「ムハーバラート」と

いう言葉がしばしば登場しましたが、そのムハー

バラートも情報をひそかに集める人（秘密警察）

という意味です。そういうわけで、イスラムと

シナーとハバルというのが今日の私の３つのキー

ワードかと考えております。

次の話に進みたいと思いますが、２番目には

知識と技術を伝達する媒体としての紙という問

題を取り上げてみたいと思います。紙というの

はアラビア語で「カーギド」と言いますが、

元々はペルシャ語起源の言葉でして、それがア

ラブ世界でも紙という意味で用いられました。

皆さんもよくご存知のことと思いますが、西暦

７５１年に中央アジア、タラス河畔の戦いという

のがありました。これは新しく興りましたアッ

バース朝の軍隊と唐の軍隊とが戦った戦争です

が、その時に中国側の捕虜の中に紙漉き工が含

まれていて、その紙漉き工がサマルカンドに連

れて来られ、その技術を習得しまして、そこに

製紙工場を建設しました。それが７５０年から

少し後のことになると思われます。一説にはこ

れは伝説であって、もっと前から中国の製紙法

がイスラム世界に伝えられていたのだという説

もありますが、それははっきりしません。現在

でも一般には、この７５１年のタラス河畔の戦

いの時にイスラム世界に製紙法が伝えられたと
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言われております。

サマルカンドに製紙工場ができましたのが８

世紀の半ば過ぎということになりますが、それ

以後、着実に製紙工場が西へ西へと広まってい

き、例えばバグダードでは７９４年に製紙工場

が建設されたという記録が残っております。そ

れからエジプトの州都フスタートには８００年

頃製紙工場が建てられました。さらにモロッコ

のフェスには１１００年頃、続いてコルドバには

１１８７年頃に製紙工場が建設されたということ

になります。１１８７年と言いますのは、例のサ

ラデンが十字軍からエルサレムを奪回するとい

う事件が起きた年です。西洋史の同僚から話を

聞きますと、例えばイギリスで裁判の記録など

に紙が使われるようになるのは大体１５世紀頃

のことでした。

さて、イスラム世界の紙の原料は、コウゾ、

ミツマタというようなものが西アジアの世界に

はありませんので、別の繊維を利用するという

ことになりました。植物の繊維ですが綿ではあ

りません。綿はイスラム世界でもかなり早くか

ら使われておりましたが、綿の繊維は柔らかい

ものですから、丈夫な紙を作ることができない

ということから、原料に選ばれたのが亜麻です。

亜麻織物の亜麻です。エジプトのミイラを包ん

でいた布も「カッターン」と言われている亜麻

を原料とする布と聞いておりますが、亜麻織物

のボロを原料にして紙を作るということが行わ

れました。

もう少し詳しく紙の作り方をお話しいたしま

す。先ほどのハサンとヒルの『イスラム技術の歴

史』という本によりますと、紙を作る主要な工程

というのは以下のようになっています。まず、亜

麻の繊維を水で溶いた消石灰に１週間程度浸けて

おきますと、少し褐色がかっている元々の色が漂

白されます。漂白されました亜麻の繊維を今度は

細かく裁断しまして、石臼にかけてさらに挽き、

繊細な繊維を作ります。それを今度は水につけま

して、絹のように柔らかくなったものを紙漉きの

機械で漉きます。それを乾かすわけですが、乾か

しただけではあまり丈夫な紙はできません。塗

り加工と言いますか、澱粉と小麦粉の粉を熱い

お湯で溶いた糊状のものを表面に塗り、磨きを

かけるという工程を経ると丈夫な紙ができ上が

ると説明しています。

紙がだんだん普及してきますと、さらに丁寧

に磨き上げた紙、つまり高級紙が出回るように

なってまいりまして、例えば、イランでは「ス

レイマーニー紙」という、ソロモンの紙という

ようなものができてきまして、それが大変高級

な紙として販売されるようになりました。それ

からエジプトではファラオのアラビア名から名

づけられた「ヒルアウニー紙」が高級紙として

出回るようになってきました。またバグダード

では「ジャウハリー紙」という高級紙が有名で

した。ジャウハルというのはアッバース朝の宰

相を務めた人物（バルマク家の出身）で、羊皮

紙に変えて行政文書に紙を使おうということを

積極的に進めた人物です。そのジャウハルの名

前をとったジャウハリー紙が大変名高かったと

言われています。

以上のような紙の普及に伴って、行政文書や

書物は羊皮紙、パピルス紙から紙へと変わって

いきました。この一大変革は、イラン、イラク

では９世紀頃、エジプトでは１０世紀頃と言わ

れています。

余談ですが、１９９６年、エジプトの国立文書

館、国立図書館から日本の和紙を使って文書を

補修する技術を勉強したいので専門家を派遣し

てくれないかという話が持ち上がりました。駒

込の財団法人東洋文庫には補修の専門家が２人

おりましたので、そのお２人にカイロに行って

いただきました。私は傍で立って見ていればい

いという楽な仕事でしたが、３０人ほどのエジ

プトの図書館員に約１ヶ月にわたって技術を伝

授するということをやってまいりました。パピ

ルスの国エジプトで、和紙を使って補修の技術

を教えるというようなことは夢にも思っていな

かったので、何か不思議な気がしました。なか

なか難しい技術ですので、それが定着するかど

うか少々心配でもあったのですが、最近の情報

によりますと、その時に習得した和紙による文

書補修がぼちぼちと続いているとうことでほっ

としているところです。

さて安い紙が出回るということによって何が

起こってきたかと申しますと、ちょうどこの頃

に、イスラムの学問が発達し始めます。イスラ

ムの学問は２つに大きく系統が分かれました。
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「アラブの学問」と「アジャムの学問」の２つ

です。アラブの学問とは、例えば神学や法学、

コーランの解釈学、さらには歴史学、散文学、

文法学などの学問を指します。一方アジャムと

いうのはアラブ以外のもの、非アラブという意

味です。言わば外来の学問という意味でアジャ

ムの学問と言っておりまして、これにはギリシャ

から入ってきた哲学とか医学とか、あるいはイン

ドから学んだ数学とか、さらには中国の錬金術

などが含まれております。ともかくこのような

イスラムの学問が最盛期を迎える時期に、その

成果を発表する手段として紙が用いられたとい

うことになります。そういう意味では、イスラ

ム文明の発達と紙の普及は非常に密接な関係に

あったということが言えるかと思います。

具体的な例を１つだけ挙げてみますと、例え

ば、紙のことを先ほどカーギドと言うと申しま

したが、「ワラカ」とも申します。その紙を扱

う専門家というのが登場してきまして、書物の

原本を著者から預かり、需要があるとそれを書

き写して綴じて売りに出すという、いわば現代

の出版業のようなものをやっていた人間のこと

を紙の専門家「ワッラーク」と申します。９世

紀の歴史家ヤークービーは、９世紀のバグダー

ドにはワッラーク地区というのがあり、その地

区では約１００件以上のワッラーク、本の専門

家が軒を連ねているという記述を残しておりま

す。いわば、中世版の神田街というような感じ

であるかと思いますが、そういう紙を使った出

版の商売、情報を公開する、伝えていく役割の

人間が９世紀のバグダードにはかなりいたとい

う記録があります。つまり９世紀のアラブ・イ

スラム世界と言いますのは、紙を媒体にして新

しい知識、新しい技術を伝達する時代を迎えて

いたということができると思います。

それから３番目に砂糖の話ですが、砂糖を何

故取り上げたのかと言いますと、私の専門領域

は社会経済史的な問題でありまして、アラブの

歴史書の中から関係の情報を引き出そうとして

きたわけですが、そういう過程で砂糖の話が非

常に頻繁に出てくるわけです。アラブの歴史書

の中には砂糖を専門に扱った本というのはあま

りありません。ところが歴史のいろいろな本の

中に、例えば年代記とか、あるいは都市の歴史

とか、あるいは農業書というものの中に砂糖の

情報がかなり出てくることがわかりました。何

年かしてある程度情報が集まりましたので、砂

糖の歴史について考えてみたいと思い始めたわ

けです。

砂糖というのは、当時のイスラム社会の中で、

様々な社会的役割を持っていたということがわ

かります。もちろん砂糖ですから甘味料、甘味

をとる材料として使われるようになったことは

確かです。それまでは熟した果物とか、あるい

は蜂蜜などから甘味料をとっていたわけです

が、それに変えてもっと強烈な甘さのある砂糖

を使うようになりました。またヨーロッパ向け

の貴重な輸出商品として扱われたり、日本でも

かつてはそうでしたが、薬としても使われたり

もしました。それからさらに様々な甘菓子が祭

りの品としても使われております。このように

砂糖を調べていきますと、様々な社会的な機能

が現れてきまして、イスラム社会を砂糖の面か

ら明らかにするということも可能なのではない

かということから、砂糖を少し調べてみたわけ

です。今日は、その結果をごく簡単にではあり

ますが、お話ししてみようと思います。

砂糖は元々東南アジアが原産と言われており

ますが、やがてそれが西と北へ向かいます。西

へ向かったサトウキビ栽培はインドへ入り、そ

れからさらに西アジア世界に入りました。西ア

ジアにはいつ頃入ったのかと言いますと、イス

ラムが起こる少し前、ササン朝の末期、つまり

７世紀頃には、イラン南西部の水の豊富な暑い

地方でサトウキビが栽培され、砂糖を作るとい

うことが行われていたと記録されております。

イラクの低地にサトウキビが入ってきましたの

はそのすぐ後、イスラム時代になってからとい

うことになりますが、９世紀頃までにはシリア

の南部、トリポリより南ぐらいまでは栽培でき

るようになりました。エジプトのデルタ地帯も

そうです。そのエシプトからさらに西に向かい

まして、１２世紀ぐらいまでには北アフリカ、

あるいは地中海の島を経由しまして、大西洋岸

にまで達します。アンダルシアに入っていくの

は大体１２世紀頃と言われています。

ここで海に突き当たってしまったわけです

が、その海で途絶えることなく、さらに大西洋

４０

基調講演　２



を越えてカリブ海諸島に広まっていくというこ

とになりました。エジプトではデルタ地帯から

上エシプトの方へ中心が移っていくわけです

が、それが大体１２世紀以後ということになり

ます。上エジプトへサトウキビ栽培が移ってい

くことによって、エジプトがイスラム世界の中

でも最も先進的な砂糖生産の中心地に変わって

いきます。イスラム世界の内部に向けても、エ

ジプトの砂糖が輸出されるというようになりま

した。もちろんヨーロッパへも砂糖が輸出され

まして、アラビア語の砂糖を「スッカル」と言

いますが、それが英語のシュガーという形で伝

えられていくことになるわけです。

サトウキビの栽培は、沖縄で見学すると簡単

そうに見えますが、実際はなかなか難しいとこ

ろがあります。１つは温暖な気候でなければな

らない、もう１つは柔らかくて肥沃な土地を欲

し、それから定期的に水をかけてやらなければ

ならないということです。当時としてはなかな

か高度な灌漑技術を必要とするのですが、季節

で言いますと２月から３月の早い春の時期に、

サトウキビ栽培用に開発された大型の鋤で起こ

してやりまして、その中に苗を植えるというこ

とになります。その後定期的な潅水を行い、１１

月から１２月にかけてこれを刈り取ります。そ

の刈り取ったサトウキビは、できるだけ早くこ

れを石臼にかけて絞ります。その絞った汁を大

きな鍋にかけて煮沸するわけです。そうします

と、第１回目の煮沸で非常に黒い砂糖ができて

きます。これを普通粗糖と言っておりますが、

黒いぶつぶつを含んだ砂糖ができます。この黒

い粗糖をさらにまた水を加えて煮沸を繰り返し

ていきますと、だんだん雑物がとれまして、白

い砂糖ができ上がっていくということになりま

す。当時のイスラム世界ではさらにそれを精製

した氷砂糖も既に知られておりました。

煮沸をする時には酸性の液を中和する方が早

く固まるわけですが、中和をする材料として木

灰を用いるという方法が既に知られていまし

た。マルコ・ポーロの記録によりますと、中国

ではマルコ・ポーロの時代まで木灰を使って中

和するという知識がありませんでした。それが

バビロンからやってきた技術者が木灰で中和す

るという方法を教えたのだという、なかなか興

味深いことが書かれております。バビロンから

やってきた人というのは、果たしてどこの人で

しょうか。普通バビロンと言いますとイラクの

バビロンを言うわけですが、エジプトにも小バビ

ロンと言われている古い都、フスタートに近い

ところにバビロン城があります。つまりエジプ

ト人だという説と、広い意味でイスラム世界から

やってきた人というぐらいの意味ではないかと

いう説の２説があり、どちらかはわかりません。

いずれにしてもマルコ・ポーロの記事によりま

すと、木灰で中和する方法というのは西方から

伝えられたということになります。

以前、ヌワイリー（１３３３年没）という歴史

家のアラビア語の書物を読んでおりましたら、

白砂糖を作る時、何回目かに煮沸をする際に新

鮮な牛乳を入れるといいということが書いてあ

りました。果たして牛乳を入れると白砂糖がで

きるのかどうかというのが技術的にわからなく

なりまして、ある時、東京大学の農学部の先生

を訪ねまして、「アラビア語でこういうことが

書いてあるけれども、これは信じていいでしょ

うか」と聞いてみました。そうしますと、「信

じていいでしょう」という返事なのです。それ

は何故かというと、日本でも沖縄で白砂糖を作

る時に液の中に鶏卵を入れるというのです。つ

まり液汁にたんぱく質を加えるのだというので

す。たんぱく質は熱すると雑物を核にして固ま

るという性質を持っているので、それを利用す

るために新鮮な牛乳を使うのだろうという答え

を貰うことができました。

次に砂糖の使い方を少しお話ししてみたいと

思います。先ほど申しましたように、それまで

はイナゴ豆や、各種の熟した果物、蜂蜜などを
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使って糖分、甘味料としていたわけですが、砂

糖の生産が増大することによって、一挙に砂糖

で甘味料とするという習慣が定着いたしました。

商品としての砂糖もいろいろお話ししていると

きりがありませんが、１つだけ具体的な事例を

紹介しておきたいと思います。それは１２５２年、

ちょうど先ほどのマムルーク朝時代が始まった

直後の時代です。この時にカイロを発しました

隊商がバグダードに向かったのですが、途中で

フラグ配下のモンゴル軍に襲撃され、６００荷

の砂糖が奪われました。それは当時の現金にし

て６０万ディナールであったと言われております。

恐らくこの隊商はラクダのキャラバンを組んで行

ったと思われますが、そのラクダの積める量とい

うのは大体決まっておりまして、１荷が約２５０キ

ログラムぐらいだと思います。６００荷という

と、大体の計算で約１３５トンということになり

ます。ですから、１つのキャラバンは１００トン

以上の砂糖を積んでバグダードに向かっていた

というようなことから、大体の規模というもの

を想像していただきたいのですけれども、かな

りの量が隊商によって運ばれていたということ

になります。

また薬としての砂糖の話ですが、これは何を

見ればアラブ、イスラム世界の砂糖の薬として

の使い方がわかるかと言いますと、アラビア語

で書かれた各種の薬事書というものがありま

す。それは１３世紀、１４世紀頃に書かれたも

のですが、その薬事書を見てみますと、砂糖の

様々な使い方、効き目が書いてありまして、例

えばアーモンドの粉を溶いた砂糖水というのは

無気力とか精力減退に効くというような記録が

ありますし、バターを溶かした砂糖水というの

は利尿剤になる、砂糖をお湯に溶いたものは咳

とか喘息を止めて肺や胸の痛みをとるというよ

うなことが書いてあります。肺や胸の痛みをと

るというのは、今日では当たり前のことのよう

に思えますが、当時は時々ペストが流行いたし

ました。ペストに罹りますと関節や肺に大変な

痛みを伴うのだそうですが、そのようなペスト

に罹った時の痛みを和らげる薬として砂糖が用

いられたと言われています。したがって民間で

は、砂糖は専ら薬屋さん、「アッタール」と呼

ばれている生薬商が扱うということでありまし

て、輸出の商品以外に民間に用いられる砂糖は

生薬商が扱っていたということになります。

それからお祭りの品ですが、これはラマダー

ンと呼ばれている断食の月になりますと、砂糖

がよく使われます。ラマダーン中は日中の飲食

を断ちますので、まず体力を早く回復すること

が必要だということから、まず甘味料をとるこ

とになります。断食月に固有な様々なお菓子が

作られまして、それを日没と共に食べて、まず

は体力の回復を図るということが習慣になって

おります。これも大体１３世紀頃からの習慣で

あろうと考えております。現代でも例えばカイ

ロなどに行きますと、預言者の生誕祭とか、断

食明けのお祭りとか様々なお祭りがあります。

そういう時になりますと、カイロの甘菓子屋さ

んの店頭に様々な形をした甘菓子、例えば猫と

かライオンとか馬とか、あるいは大根や人参な

どの食べ物、あるいは花嫁などの形をした色と

りどりの甘菓子が飾られますが、それと同じよ

うなことが１４世紀のカイロでも行われており

ました。

さて、先ほどお話しいたしました大西洋岸に

達したサトウキビ栽培ですが、イベリア半島で

イスラムの製糖技術を学んだキリスト教徒は、

これをさらにカリブ海諸島に移植しまして、特

に黒人の奴隷労働を用いて大規模な砂糖プラン

テーションを始めました。

１７世紀頃になりますと、イギリスの婦人た

ちが午後の紅茶を楽しむようになり、さらには

コーヒーを楽しむようになるわけですが、コー

ヒーは１５世紀前後のアラビア半島で栽培が始

まりました。モカコーヒーというのは私たちに

も大変親しいコーヒーの種類ですが、アラビア

半島の西部のモハというところでコーヒーが栽

培され始めたのです。そこでは神秘主義が盛ん

で、修行者たちは昼間は普通の仕事をし、夜に

なると師匠の下へ集まってきて修行を積むとい

うことを行っておりましたが、やがて神秘主義

者たちは夜、眠気を防ぐためにコーヒーを飲む

という習慣を持つようになりました。１５世紀

前後のことです。その習慣を、当局はこれは麻

薬である、信仰心を忘れさせるものであるとい

うことで度々禁止しました。しかしやがてこの

慣習はカイロに広まり、さらにはイスタンブー
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ルへ広まっていきました。そしてカイロ、イス

タンブールからやがてパリへコーヒー店が移植

され、さらにはイギリスへ広まりました。つま

りアラビア半島から渡ってきたコーヒーを飲む

習慣と、カリブ海を経て１周した砂糖を作る技

術とが出合いまして、コーヒーに砂糖を入れて

楽しむという習慣ができ上がり、それがやがて

日本にも入ってくるということになりました。

コーヒー店をアラブ世界では「マクハー」と

申しますが、マクハーには情報の交換が行われ

る場という社会的役割があります。この点は

ヨーロッパのコーヒー店でも、日本のコーヒー

店でも変わらないのかもしれません。いずれに

しても、イスラムの世界と密接な関係を持って

いる砂糖とコーヒーが合わさって、情報の交換

が行われるようになって今日に至っているとい

うことであろうと思います。時間がまいりまし

たので、この辺にさせていただきます。

どうもありがとうございました。
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Ｑ：お話から、紅茶にしてもコーヒーにしても文

化の基礎というのはヨーロッパではなくて意外に

アジア、中東という感じがしましたが、イスラム

になってから特にそういうものが伝わったという

のは、それ以前の社会段階や、アラブなり中近東

を含めた広い地域では、そういう素地は駅伝以外

にはなかったということでしょうか。

佐藤：技術という点からしますと、例えば先ほ

どの用水の技術がありますね。そういうものは

イスラムの時代が始まってからまったく新しく

できてきたというものではなくて、むしろ、そ

れまで古代オリエントの時代に存在していたも

のを改良して広い地域に広めていくということ

であったと思います。それからオレンジやバナ

ナといったいろいろな栽培食物も、灌漑技術と

セットにして非常に広大な地域に広まっていき

ます。特にイベリア半島にはそういう技術を伴っ

た作物が入ってきて、それがヨーロッパにも影

響を与えていきます。哲学、思想だけではなく

て、実際のものの面でもイスラムの時代になっ

てから様々な影響を与えたというようなことは

言えると思います。

Ｑ：砂糖や紙の技術革新の成果が庶民にもたらさ

れる、つまり農村や都市の庶民が砂糖を使うよう

になったり、あるいは一般の人たちが紙を使うよ

うになったりしたのはいつの頃からでしょうか。

佐藤：歴史の本には一般の庶民がそういうもの

をいつから使うようになったかとか、いつから

食べるようになったかということはまず書かれ

ていないのです。そのためいつ頃からかという

のは大変難しいのですが、例えば紙なども先ほ

ど行政文書というようなことを申しましたが、

やはりそういうレベルから始まったのだと思う

のです。ただ、やはり当時、バクダードでジャ

ウハリー紙というのが大変評判であり、皆それ

を求めたというようなことは、かなり広い需要

があったとも考えられますので、高級紙があっ

たということは高級でない安い紙もかなりあった

ということだと思います。ですから、イラク辺り

を取り上げてみますと、９世紀、１０世紀ぐら

いにはかなりの範囲で用いられていたのではな

いかと想像しています。

それから砂糖ですが、恐らく一般の人が自由に

毎日の食卓で甘味料として使うということは難し

かったと思われます。それはマムルーク朝時代辺

りの文献を見てみますと、砂糖の栽培から生産

については政府の資本、あるいはアミールと呼

ばれているような支配階級の資本、それから大商

人の資本というものが入っておりまして、そうい

う人たちが商売用に砂糖を作らせるというシステ

ムだったようですから、民間に安い値段でどんど

ん流れていくというものではなかったように思

われます。少なくとも私が史料で見ているような

１５世紀以前の段階ではそういうことはなかっ

たのではないかと考えております。
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