
聖者と殉教者の記憶

ケララのイスラム巡礼地マンブラムとマラプラムの事例

川野美砂子

Memories of saints and martyrs
 

Cases of Mambram and Malapulam,Muslim Pilgrim Centers in Kerala

 

Misako KAWANO

 

Abstract
 

This paper aims to clarify the aspect of jaram (Islamic mausoleum in Kerala)as a device to form, fix and
 

transmit collective memory.Here I discuss the cases of Malapulam and Mambram which had an important role in
 

the Mappila (Kerala Muslim)history of resistance against Hindu landlords and English rule. Malapulam Jaram
 

enshrines 44 martyrs who are believed to have died in the battle between a local chieftain and Mappilas in the 18

century.Its Nercha,the festival played a role to transmit the collective memory of antagonism between Mappila and
 

Hindu landlords which prevailed in the region and the idea of martyrdom,and to produce a spiritual climate to have
 

Mappila Rebellion occur in the 19 century.Mambram Jaram is the largest Muslim pilgrim center,where Sayyid
 

Alawi is enshrined.He and his son Sayyid Fazel had lower caste people convert to Islam in south Malabar in the 18

century and preached Mappila people not to follow the caste rule,which constrained them even after conversion.

Furthermore they played a role as a spiritual leader in the rebellion,by sanctioning the revolt against Hindu landlords
 

and colonial power. Then Jarams of martyrs became to make the next martyrdom by transmitting collective
 

memories of martyrdom,which will be discussed in the next paper.In this paper,I discuss the collective memories
 

about Sayyid Alawi and Mambram which are transmitted to the present in the perspective of the following
 

development of Jarams.

序

ケララはインドの南西端に位置し，西ガーツ山脈によっ

てインド亜大陸の他の地域から隔てられる一方，古代より

アラビア海に対して開かれたところであった．タミールと

共に南インドのドラヴィダ文化圏を構成するケララの社会

とその歴史，そして文化は，その一方において環アラビア

海世界で形成されてきたといえる．

ケララにはアラビア半島でイスラムが起こったその世紀

には，アラビア海を定期的に航海していたアラブ商人たち

によってイスラムが伝えられ，ケララのイスラム教徒マー

ピラは，自らの祖先をこうしたアラブ商人たちに求める．

時代を下り18世紀になると，アラビア半島より商人たちに

ついてアラビア海を渡ってきたサイイド たちが，聖者と

してケララのヒンドゥー下位カーストの人々の信仰を集

め，多くの人々をイスラム改宗へと導いた．そして改宗後

のマーピラ農民たちの精神的指導者となったのである．

本稿は，ケララにおける宗教的多元性の構造を，ケララ

のイスラム教徒マーピラの宗教実践の中心となっているジ

ャーラム（聖廟) 信仰を焦点として論じる一連の論考の

一つを成し，前稿「文化的記憶装置としてのジャーラム

(1)南インド・ケララにおけるイスラム聖廟をめぐる宗教

実践」 の続編に当たる．

南アジアのイスラム聖者廟ダルガは，そのシンクレティ

ックな性格と，ムスリムだけでなくヒンドゥー教徒にとっ

ても信仰の対象となる現象が注目され，その意味でこうし

た「生活宗教の有する融合的性格」 にコミュナリズムを
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溶解させる原理を見出そうとする立場もまた，十分根拠を

もつものといえる．ケララにおいてもイスラム聖廟ジャー

ラムは，マーピラの教育程度が中間以上の層からは「真の

イスラムではない」と批判される一方，一般的には「ケラ

ラの宗教的調和」を体現するものであるという認識が人々

の間に存在する．しかし歴史的，地域的に広く視野をとれ

ば，ケララのジャーラムは常に宗教的共存の場であったわ

けではなく，本稿で論じるように，個々のジャーラム，そ

してその時代，その地域の社会状況によっては，むしろコ

ミュナリズムの原動力としての役割を果たした．また一つ

のジャーラムが集団によって同時に異なる意味を帯びるこ

とがしばしば観察される．これらのことを理解するため

に，本稿に連なる一連の論考では，ジャーラムを宗教的多

元性の場と集合的記憶装置という二つの側面から理解する

必要があるという命題を立て，それぞれの側面について検

討を行ってきた．前稿と本稿は後者の側面に焦点を当てて

論じるものである ．

前稿で述べたように，ケララ北部のマラバール地方に

は，いわゆる「インド航路発見」によってヴァスコ・ダ・

ガマが初めてケララに到達した後の16世紀初めから，1921

-2年のマーピラの反乱の年までの間に，ポルトガル軍，

イギリス軍，そしてヒンドゥー領主などに対する闘いで死

んだ殉教者を祀ったジャーラムがあり，毎年殉教を記念す

るナーチャ（祭り）が行われる．殉教者はイスラム世界に

おいてそうであるように，アラビア語で「シャヒード」と

呼ばれるが，これをマラヤラム語化した「シュハダーカ

ル」（複数形）という言葉も用いられ，こちらの方が一般

的である．聖者廟，ダルガをめぐる信仰はイスラム世界に

広く見られ，マーピラのジャーラムもその例外ではない

が，ケララには聖者のジャーラムの他に殉教者のジャーラ

ムがあり，ここで開かれるナーチャは年ごとに殉教の記憶

を更新していくのである．マーピラの殉教者のジャーラム

は集合的記憶装置としての側面を強くもち，殉教の記憶は

ジャーラムによって景観に刻まれて，マーピラの人々に，

ポルトガルの侵略，イスラム改宗後も強制力をもった厳し

いカースト規制，イギリス植民地支配による過重な税負担

と強大化する地主の権力など，その苛酷な歴史的経験の中

で，迫害に対して闘う歴史を生きる者としてのアイデンテ

ィティを与えてきた．

しかし集合的記憶装置としての側面をもつのは殉教者の

ジャーラムだけではなく，マーピラ最大の聖者として現在

もなお信仰を集めるサイイド・アラウィから，コンドーテ

ィという町の創設者である聖者コンドーティ・タンガル，

そして巡礼者を集める規模としてははるかにささやかなコ

ーヤ・パパと呼ばれる聖者に至るまで，ケララ各地には世

界のイスラム聖者廟，南アジアのダルガと同じように，聖

者の奇蹟譚，伝承を集合的記憶として伝えるジャーラムが

数多く存在する．殉教者のジャーラムは，このイスラム聖

廟のもつ集合的記憶装置としての側面が，本稿で論じるよ

うにマーピラが経験した固有の歴史の中で固有の役割を果

たし，そのことによってそれを特に発達させたものと言え

るだろう．その意味でケララの殉教者のジャーラムは，世

界のイスラム聖廟のもつ集合的記憶装置としての側面を浮

かび上がらせるものである．

前稿と本稿の目的は，この集合的記憶の形成・固定・伝

達装置としてのジャーラムの側面を明らかにすることであ

り，前稿では，16世紀，ポルトガルのケララ侵略とそれに

対するマーピラの闘いの集合的記憶を伝えるジャーラムを

扱った．本稿では，それより後の時代になるヒンドゥー地

主とイギリス植民地支配に対する抵抗の歴史－それはマー

ピラの反乱となって最終的に1922年に鎮圧されることにな

るのだが－の中で重要な役割を果たした殉教者のジャーラ

ムと聖者を扱う．

Ⅰ．マラプラム・シュハダーカル

（マラプラムの殉教者)

1. マラプラムのジャーラムとマーピラの反乱

マラプラム・ディストリクトの内陸に位置する中心都

市，マラプラムのワリヤンガリ地区にあるジャマーエッ

ト・モスクの隣には，マラプラム・シュハダーカルのジャ

ーラムがあって，ここで毎年３月末にマラプラム・シュハ

ダーカルを記念するナーチャが行われる．マラプラム・シ

ュハダーカルとは，18世紀から19世紀にかけての時期に，

カリカット王ザモリンの臣下であり，地域の首長だったパ

ラ・ナンビと，地域のマーピラとの間に起こった戦闘で亡

くなったとされる44人の「殉教者」のことである．この戦

闘は，ブラーミンの首長パラ・ナンビが，ムスリムの傭兵

アリ・マラカルをいさかいの結果殺し，その後さらにムス

リムの小作をすべて自分の土地から追放する命令を出した

ことに端を発する．パラ・ナンビのこの行為に対してマー

ピラの小作たちは抵抗し，これに対してパラ・ナンビはム

スリム社会の拠点であったジャマーエット・モスクに火を

つけようとした．マーピラはこれを阻止しようとしたが，

モスクで行われた戦闘で，44人のマーピラと一人の金細工

師カーストの男が殺されたというものである．しかしその

後この土地に起こった災厄とそれを占う託宣の結果，パ

ラ・ナンビは自分のしたことを後悔し，追放したマーピラ

すべてを呼び戻して，自分の土地に住まわせ，戦闘で一部

破壊されたモスクを自分の費用で建て直した．この出来事

は1728年から29年にかけて ，あるいは1740年から41年に

かけてのことであるとも ，また19世紀初めのことである

ともいわれる ．

この事件に関して残された記録はないが，カダルンディ

川上流の町マラプラムの，モスクを守る戦いで殺されたム

スリムがシャヒードとして祀られていることは，マーピラ

の間ではよく知られている．それは彼らの死を記念して毎

年町でナーチャが行われるからである．ナーチャによって
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記念されるこの戦闘が，この地域のムスリム・コミュニテ

ィの歴史として記憶されている最初の出来事である．

マラプラムの殉教者のジャーラムと呼ばれるものは，殉

教者の遺体が埋まっているとされる小さな一区画の地面

に，44人の殉教者を象徴する44個の石が置かれただけのも

ので，しかも44個あるといわれる石も，地面を覆い尽くし

た草に隠れて見えない（Fig.1）．人々はその前に建つ小

さな社に入り，柵で囲われた「墓地」に面した窓ごしに，

地面を見つめてシュハダーカルに祈る．窓の脇のプレート

には，この出来事とコーランの文句が記され，室内には献

金箱と燈台が置かれている（Fig.2）．

ナーチャではジャーラムをライトで明るく飾りつけし，

供物を捧げて，シャヒードを称える詩を朗誦する．ナーチ

ャが最初に行われたのがいつのことかはわからない．しか

しナーチャが，この地域を覆っていたマーピラとヒンドゥ

ー地主層の間の敵対的な関係と，シャヒードの観念をコミ

ュニティの間に伝え，19世紀の間にマーピラの反乱を生む

土壌となった精神的風土を醸成する役割を果たしたと考え

ることは説得力をもつものである．マーピラの反乱とは，

マラバール地方で19世紀から20世紀にかけて散発的に起こ

った，マーピラ小作農民あるいは土地なし農業労働者によ

る，ヒンドゥー地主あるいはイギリス軍に対する蜂起で，

すべてシャヒードとして死ぬことを目的とするジハードの

形をとっていた．

マラプラムのジャーラムとナーチャは，19世紀後半，マ

ハーカヴィ・モインクッティ・ワイディヤル（1851-91）

によるマラプラム・キッサパートゥ（マラプラム叙事詩）

を生み，それはこの地域のマーピラの間で広く読まれたと

いわれる．1896年の反乱でシャヒードとして死んだ二人の

マーピラの体の上には，このマラプラム・シャヒードに捧

げられた殉教の詩の写しが乗っていた．それは殉教の計画

を遂行する情熱をかきたてるために読まれていたと考えら

れ，マラプラム・キッサパートゥが同様にマーピラの反乱

に影響力をもったと考える根拠となっている ．

マーピラにはアラビ・マラヤラムで書かれた詩あるいは

歌，すなわちマーピラ・パートゥ（マーピラの歌）の伝統

があって，それにはパダパートゥ（闘いの歌）の他に，聖

者の生涯の重要な出来事を歌うマラパートゥ（花の歌），

結婚式の際に歌われるカリヤナパートゥ（結婚の歌），預

言者たちの生涯の物語を歌うキッサパートゥ（叙事詩）な

どがある．マラプラムの出来事を伝えるこの歌は，マラプ

ラム・キッサパートゥともマラプラム・パダパートゥとも

呼ばれる．アラビ・マラヤラムはアラビア文字で記された

マラヤラム語で，７世紀，ケララにイスラムがもたらされ

て間もない時代から，一般の人々に対する宗教的な目的の

ためにアラビア語の文章を翻訳する際に用いられてきたと

考えられている．20世紀に入ってからの文字の改良とリト

グラフの導入によって，容易に印刷し，マドラサ（宗教学

校）の教育しか受けていない女性たちも読むことができる

ようになった．

現地の言語をアラビア文字で表記する方法は，ケララの

アラビ・マラヤラムだけでなく，アラビ・パンジャービ

ー，アラビ・タミールなど，インド各地のムスリムの間で

用いられ，アラビ・マラヤラムもマラヤラム語だけでな

く，人々の話す地方の口語，タミール語，テルグー語，ヒ

ンドゥスターニ語，アラビア語などが混じり合っている．

このアラビ・マラヤラムで書かれたマーピラ・パートゥ

は，マーピラの文学と音楽の豊かな伝統を形成している
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Fig.1 Malapulam Jaram;View seen through
 

the window in Fig.2

 

Fig.2 Mappila people praying martyrs,offering box (center)and ritual
 

lamp (left)in the shrine.
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が，その中でもマラプラム・キッサパートゥは，19世紀に

モインクッティ・ワイディヤルによって作られると，マー

ピラの間で書き写されて回覧され，現在ももっともよく知

られるものの一つである．

このようにして伝承されてきた集合的記憶は，今は各ジ

ャーラムの「チャリトラム（歴史）」として印刷され，小

冊子の形で10ルピーで売られている．識字率が100％近い

ケララでは，各ジャーラムの「チャリトラム」は集合的記

憶の固定と標準化と拡大に効果的であると考えられる．マ

ンブラムやプッタンパリやビーマパリのような多数の巡礼

者を集めるジャーラムの前には露店や商店が立ち並んで商

店街を形成し，そこでは各地の聖者や殉教者のチャリトラ

ムを並べた本屋が何軒も軒を並べている（Fig.3) ．

ヒンドゥー領主とマーピラの対立の結果引き起こされた

マラプラムの「殉教」の物語には，その前史となるパラ・

ナンビの先代からの物語がある．『マラプラム・チャリト

ラム（歴史）』に記された物語の詳細は以下の通りであ

る ．

2. マラプラムの集合的記憶

パラ・ナンビはマラプラムを含むエルナードを治める領

主だった．彼は他の領主と対立していたが，地域のムスリ

ムがザモリンに対する忠誠心からパラ・ナンビを助けたた

め，戦闘で勝利を収めた．彼はムスリムたちの時宜を得た

行動と戦闘力に満足し，魅了されて，その土地でムスリム

のコミュニティが繁栄するよう後援することにした．ナン

ビはムスリムのためにモスクを建てることにして，そのた

めの土地を探し，計画を立てる権威をカシ・ハッサン・ク

ティ・サヒーブに与えた．

ナンビの命令に従い，ハッサン・クティの主導でハジ

1144年（1731年A.D.），マラプラムにモスクが建設され，

祈りと儀礼が始められた．モスクの周りにムスリムが住み

始め，村ができた．モスクの評判は国のあらゆる地域に広

がり，エルナードの誇りとなった．その時代の大工の技術

がモスクの評判をさらなるものにした．

モスクは３階建てだった．モスクの窓と扉には装飾が施

され，壁にはアヤース（コーランの文句）とハディース

（預言者の言行録）が刻まれた．彫刻を施した美しいミプ

ラ（金曜日の説教台）が造られ，信徒のためのホールが造

られた．パラ・ナンビはモスクに満足し，マラプラムの名

声は国中に広まった．パラ・ナンビが亡くなり，その甥が

次のパラ・ナンビになった．

時が過ぎ，マラプラムのモスクとその周りに住むムスリ

ムを好まない人々が，自分たちの影響下にある予言師に，

ムスリムがそこに住むことを許すのは破滅を招くことにな

るという予言をさせた．新しいパラ・ナンビは初めのうち

この予言を信じなかったが，次第にムスリムが危険だと考

えるようになった．彼はその頃４人の友人たちと共にマラ

プラムに来たアリ・マラカルを傭兵として雇っていたが，

親戚の不満にあい，マラカルを秘密裏に殺すことにした．

Fig.3 Bookshops in front of Mambram Maqam selling booklets about saints and martyrs
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パラ・ナンビはアリ・マラカルに自分の前に来るように

命じ，マラカルはナンビの召使いに従って屋敷に行った．

彼はナンビの意図を疑っていなかったが，友人がその疑い

をそれとなく彼に伝えた．しかしマラカルはナンビのため

に働いてきたので，ナンビが自分を裏切るとは信じなかっ

た．彼は引き返すことをせずに，ナンビの屋敷の門に着い

た．

アリ・マラカルはそこに大勢の人々が押しかけているの

を見たが，その理由が分からなかった．人々は，ナンビと

マラカルの間でこれから起こりそうなことに対する好奇心

で集まっていたのだった．マラカルはナンビが地域の首長

たちと話をしているところに着き，到着を告げた．

ナンビはマラカルに腕を置くように言った．陰謀に気づ

いたマラカルは，ナンビの要求に従うことを拒んだ．彼は

臆病な退散より英雄的な死を選んで，勝利者の英雄として

ナンビとその臣下たちの席に進み，挨拶をした．

マラカル，腕を置きなさい」ナンビは命令した．「なぜ

ですか」マラッカルは訴えた．「私はあなたの意思に背く

ことはしていません．私はあなたに忠実に仕えています．

私の行為は，税金を払うことを拒んだ人間を奴隷にするこ

とも含めて，すべてこの国の法に則ったものです．それな

のになぜあなたは私を罰しようとするのですか．」

お前に対するたくさんの不満がある」パラ・ナンビは

答えた．「もし私がお前に対する行動を控えれば，人々は

怒るだろう．私はそれには堪えられないだろう．」

あなたは私が無実なのを知っている．それにもかかわ

らずなぜあなたは人々の言葉に従って行動するのですか．」

私はお前の忠告を聞くために呼んだのではない．腕を

置いた方がお前のためだ．」ナンビは脅した．マラカルは

ナンビの意図を理解した．彼はナンビの意図が自分の腕を

切り落として殺すことにあるのを知り，突然叫び声をあげ

るとナンビに飛びかかった．マラカルはナンビの腕を打

ち，それを切り落とした．即座にナンビの兵士たちがマラ

カルを襲った．マラカルは英雄的に闘い，ナンビの兵士を

数多く殺し，死んだ．クニ・モハンマドと二人の人間が彼

と共に殺された．

この出来事はパラ・ナンビの心に復讐的な気持ちを植え

つけた．彼はムスリムのコミュニティを破壊する極悪な計

画を立て，「マーピラ殲滅計画」のために仲間のヒンドゥ

ーの助けを求めて日々を過ごした．彼は住民のほとんどが

マーピラであるマラプラム村を破壊し，モスクを破壊する

ために他の首長の助けを求め，ザモリンの助けを求めた．

邪悪なヒンドゥーがこの計画を助け，多くのコミュニティ

が激励のメッセージを送った．ナンビはマラプラムに軍隊

を組織した．マラプラムのムスリム住民はこれを見て攻撃

を恐れ，慈悲を嘆願した．彼らはナンビに背くことは何も

していないことを説得しようとし，それでもナンビが望む

なら村を離れるつもりだった．

ナンビは大変狡猾で，表向きにはムスリムを攻撃する意

図はないと伝えながら，同時にマラプラムに大きな軍隊を

組織していた．ある日モスクは破壊されるべきだという寺

院の託宣が下り，ナンビはこの託宣に従った．地域のムス

リムはこれを聞いて恐れ，女性たちは差し迫った攻撃を避

けて逃げた．ヒンドゥーの狂信者はムスリムを脅迫し，ム

スリムは衝撃を受けたが，しかし彼らはどのような試練に

も立ち向かう勇気をもっていた．彼らはモスクに集まり，

どんな犠牲を払ってもモスクを救うため，攻撃に抵抗する

決意をし，決意の徴としてタクビール を唱えた．

最後に彼らはパラ・ナンビに女性を送り，もし彼が望む

なら全ムスリム・コミュニティはその土地を離れることを

約束しようとしたが，この試みも無益であった．この出来

事はムスリムの心に新たに闘う精神を生むことになった．

彼らはユースーフという男を選んだ．ユースーフはモスク

で自分に従うために集まった者たちに，家に帰って負債を

払い，責任を果たし，殉教の準備をしてモスクに戻ってく

るよう指導した．「シャヒード」になるために地上の絆は

すべて断ち切らなければならない．彼はそう勧め，人々は

その要望を受け入れた．

戦士たちは信仰のための英雄的な死の準備をして，家か

らモスクに戻って来た．彼らはナンビの兵隊に抵抗し，一

度は破った．しかしナンビの兵士は銃を持ち，近代的な武

器を持っていた．恐ろしい戦闘が起こり，モスクに火がつ

けられ，全焼した．

しかしパラ・ナンビの勝利は長くは続かなかった．彼の

家族は奇妙な皮膚病にかかった．多くの者が若くして死ん

だ．ナンビは大変狼狽し，病気と予期せぬ死が自分の残酷

な行為とモスクの破壊の結果であることを確信した．彼は

自分の行為を悔やんで再び託宣を仰ぎ，託宣は彼にムスリ

ムを呼び戻すようにと告げた．彼はムスリムを古い村に呼

び戻し，彼らのために新しいモスクを建てた．それから両

方のコミュニティは平和に暮した．

3. マラプラム・ナーチャ

マラプラム・ナーチャは2007年から８年にかけての年に

は開催されなかった．その前にナーチャのワラウー（行

進）の間の衝突で死傷者が出たため，警察によって禁止さ

れたのである．マラプラム・ナーチャはこの衝突のために

中止と再開を繰り返してきたことで知られる．デイルによ

れば1970年代最初にも多くの死傷者を出し，そのために開

催は数年間延期された．マラプラム・ナーチャには，コン

ドーティやクーターイのナーチャとは異なる暴力の伝統が

あり，人々はナーチャを恨みを表現し復讐するときである

と考えているという．しかしデイルは他方で，近隣地域か

らのワラウー参加者の集団間の暴力的な衝突は，ナーチャ

の原型となっているドラヴィダの祭りヴェーラの特徴であ

るとも述べて，マラプラム・ナーチャの暴力的な伝統が，

非ブラーミンの民俗的な祭りの競技的な様相の表れである

可能性も認めている ．
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マラプラム・ナーチャでは旗をもったワラウーの代表

が，シャヒードのジャーラムの近くに立てられた旗ざおに

最初に旗を立てようと競う．この競争が押し合い突き合い

となり，時に致命的な結果を招くのである．デイルによれ

ば1976年３月21日に行われたマラプラム・ナーチャは，カ

ーニバルの雰囲気をもつナーチャの一般的なパターンに従

っていたが，コンドーティやクーターイのナーチャのワラ

ウーのパフォーマンスに比べると，はるかに粗雑であった

という．コンドーティやクーターイのナーチャが，トリチ

ュールのプーラムのようなヒンドゥー化した壮観な祭りに

似ているのとは対照的に，マラプラム・ナーチャはヒンド

ゥー化以前の祭りヴェーラに似ている．

2008年の時点ではジャーラムの管理を行っている人々

は，これはヒンドゥーとムスリムの間の衝突ではなく，ワ

ラウーを行っている地域のグループ同士のアイデンティテ

ィの発露であることを強調していた．祭りの行進を行って

いるグループ間で対立が生じることは，ナーチャに限らず

他の祭りでもしばしば起こるが，それは宗教間の対立では

なく，地域的なアイデンティティの衝突であるのだと．そ

れに従えばデイルの解釈，つまりヒンドゥー領主とマーピ

ラ小作農民の対立と殉教の集合的記憶は，19世紀のマーピ

ラの反乱の殉教を生むエトスを醸成する働きを担ったばか

りでなく，現在においてもなおナーチャが宗教集団間の対

立と怨恨を想起する機会となっているという解釈は，妥当

ではないということになる．

デイルも指摘する通り，マラプラム・ナーチャの場合，

洗練されたパフォーマンスで構成されたコンドーティやク

ーターイのナーチャとは異なり，祭りの粗雑な様式よりも

ナーチャの主題であるシャヒードに対する礼拝の方がはる

かに重要である ．それはケララのムスリム文化の中心に

ある意味を表現している．19世紀の間，殉教者を記念して

多くの歌が書かれ，印刷して読まれた．マラプラム・ナー

チャは，シャヒードを歌った歌と伝説によって，マーピラ

の間のシャヒードの観念を継承し，16世紀まで遡ることが

できるマーピラの戦闘的な伝統が，いかにして時を超えて

存続したのかを明らかにする．マラプラムではナーチャは

地域のマーピラの重要な歴史的事件の記憶を宗教儀礼とし

て保存してきたのである．これに対してコンドーティやク

ーターイのナーチャではこうした主題は後景に退き，ジャ

ーラムが人々に与えるバラカ（祝福，Fig.4）とカラマト

（奇蹟力）と祭りを構成する文化的パフォーマンスが主題

となる．その超自然力と祭りを構成するドラヴィダ文化要

素と世俗的要素は，ムスリムのみならずヒンドゥーの参加

をも促し，ナーチャは宗教的多元性の場となるのであ

る ．

2007年から８年にかけての時期は，クーターイのナーチ

ャはもう行われないのだということであったが，2008年１

月にトリチュールで行われたBPヤンガリ・ナーチャは，

近郊のクーターイで行われていたものと同じ様式をもつと

言われ，デイルが記述したクーターイ・ナーチャとも多く

Fig.4 Distributing barakath (i.e.blessing)among people in flag hoisting ritual of Kondotty Nercha
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の共通点をもっていた．クーターイ・ナーチャが行われな

くなった理由は，マラプラム・ナーチャの禁止理由とは異

なり，ワラウーの祝祭性とそれが可能にする他宗教の参

加，つまりまさにナーチャのもつ宗教的多元性にあった．

それは「真のイスラムではなく，ヒンドゥーの祭りプーラ

ムである」と地域のスンニ指導者たちは判断し，廃止の決

定を行ったのである．現在この理由で多くのナーチャが廃

止，あるいはワラウーを取り止める方向に向かってい

る ．つまりコンドーティ・ナーチャやBPヤンガリ・ナ

ーチャのような聖者を祈念するナーチャは（Fig.5），宗

教的多元性の場としての側面が大きく，集合的記憶装置と

しての側面は後方に退くのに対して，マラプラムのような

殉教者を祈念するナーチャでは，集合的記憶装置としての

側面が重要性をもち，宗教的多元性の場としての側面は小

さいのである．

ナーチャにおけるこの対比はジャーラムにおける対照性

に対応している．コンドーティやプッタンパリ，ウマルカ

ーシーやBPヤンガリ，マンブラムなど聖者のジャーラム

と異なって，殉教者のジャーラムはマラプラム，チェルー

ル，ムティアラ，プーコートゥールのいずれも，ただ殉教

者の遺体が埋まっているとされる地面を柵で囲っただけの

ものである．ただ同じ殉教者のジャーラムでも，ポルトガ

ルに対する殉教者であったラーマンダリやクニ・マラカ

ル・シャヒード，コットゥ・パリの場合は聖者のジャーラ

ムと同じ構造をもっていた．これらシュハダーカルの遺体

は，聖者の遺体と同様にカラマトを発すると考えられてい

るが，聖者のカラマトのようにそれを求めて来るヒンドゥ

ーの人々の姿を見ることはない．

マラプラムの殉教者」の集合的記憶は，マラプラム固

有の物語ではなく，マーピラの「歴史」に関する人々の語

りの中で至る所で繰り返されるモチーフの組み合わせであ

る．最初の物語は，地域のヒンドゥー支配者間の対立→ヒ

ンドゥー支配者に対するマーピラの軍事的協力→ヒンドゥ

ー支配者によるモスクの建設とマーピラ・コミュニティの

創設→モスクの美しさと名声という筋を辿るが，この，ヒ

ンドゥー領主に対するマーピラの協力とヒンドゥー領主に

よる後援の物語は，マーピラ・コミュニティの起源として

ケララで広く一般的に語られるものである．前稿で論じた

カリカット近郊にあるコットゥ・パリという名のマーピ

ラ・コミュニティの起源もまた，ヒンドゥー領主の土地で

生じた問題を解決するために呼ばれ，それに応えて解決し

たマーピラたちと，彼らが建てたジャーラムとモスクの物

語として，コットゥ・パリ・マラ (コットゥ・パリの歌)

とコットゥ・パリ・ナーチャ・パートゥ （コットゥ・パ

リ・ナーチャの歌）で歌い継がれてきたものであった ．

これは，ケララのムスリムのみならずヒンドゥーも誇りを

もって繰り返す，カリカット中世のヒンドゥー王ザモリン

に対するアラブ商人とその子孫のマーピラたちの協力と，

ザモリンによる後援の物語のサブ・ヴァージョンである．

すなわちケララのマーピラの起源の物語，マラバール海岸

Fig.5 Praying saints at Kondotty Jaram at the beginning of nercha
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とヨーロッパを結ぶスパイス貿易を担い，ザモリンをイン

ドでもっとも裕福な王にしたアラブ商人たちとその子孫の

マーピラ，アラブ商人に住居とモスクを建てるための土地

を与えてケララに住むことを奨励したザモリンの物語であ

る．これが史実であることはケララの歴史学者たちによる

詳細な研究によって確認することができるが ，しかし現

在ケララに住むマーピラの圧倒的多数はアラブ商人とは別

の出自の，ヒンドゥー下位カーストからの改宗者の子孫で

ある．マラプラムのある南マラバール内陸は，ヒンドゥー

高カーストの地主の元で小作あるいは農業労働者として重

労働を行い，生活のあらゆる側面に至るまでカースト規制

によって拘束されていた下位カーストの人々が，18世紀の

頃からアラビア半島より渡ってきたサイイドの布教者たち

を聖者として信仰し，数多くイスラムに改宗した地域であ

るが ，マーピラ・コミュニティの起源としては，このマ

ラプラムの場合のように，ヒンドゥー支配者との協力関係

の物語が，人々が生きる歴史を構成している．

またヒンドゥー支配者に対するマーピラの軍事的協力と

ヒンドゥー支配者による裏切りというモチーフは，ポルト

ガル軍に対する海上の戦いでザモリンを助けたマーピラの

傭兵クニャリ・マラカルと，最後にそれを売り渡すことに

なるザモリンの物語－これはケララの歴史学者たちによっ

て史実であるとされている－とも酷似している．

マラプラムの集合的記憶のクライマックスとなる２番

目，すなわちヒンドゥー領主の裏切りによるマーピラの殉

教の物語もまた，前稿で論じたラーマンダリの殉教者のジ

ャーラムが伝える集合的記憶の場合と同じように，マラバ

ールの殉教者のジャーラムで繰り返されるモチーフであ

る．殉教のための準備としてタクビールを唱え，家族や負

債などこの世の関係のすべてを清算し，武器としては剣の

みを携えてモスクに立てこもり，近代的装備を備えた敵の

多くを勇猛果敢に倒した後，殉教者として命を落とす．こ

れはまたマーピラの歴史認識，すなわち古代から続いたヒ

ンドゥーとムスリムの輝かしい調和的世界とヴァスコ・

ダ・ガマのカッパード到着により始まったヨーロッパ人

（キリスト教徒）の侵略とヒンドゥー地主の横暴，そして

その不正義に対するムスリムの行動規範としてのジハード

の物語 のサブ・ヴァージョンとして見ることもできる

だろう．

最後にヒンドゥー領主の邪悪な行為の結果としての身辺

の病気と死，後悔と託宣による調和的関係の回復によっ

て，協力と後援→裏切りと殉教→調和の回復のこの物語は

結ばれることになる．ヒンドゥーの託宣が物語の中で２度

までも民意を社会的に表現し，領主の予定している行動を

承認する役割を担い，秩序の破壊と回復の両方にあずかっ

ていることは興味深い．

このようにマラプラムの殉教者の集合的記憶は，実は相

矛盾する多義的意味を担っている．あるいはまたマーピラ

の反乱においてジハードを促すエトスを醸成する役割を果

たした，ヒンドゥー支配者によるマーピラの受難とジハー

ドのモチーフが，社会の本来の姿を実現していた神話的時

代としてのヒンドゥー・ムスリムの協力関係のモチーフと

ともに集合的記憶を構成していることに，ケララのヒンド

ゥー・ムスリム関係が，歴史的にマーピラの反乱の時代を

経験しながらも，ついには北インドのコミュナリズムのよ

うな形には発展しなかった理由の一つを見ることもできる

だろう．

Ⅱ．南マラバールの内陸マーピラ

マラプラムのシュハダーカルのジャーラムのあるマラプ

ラムは，現在はマラプラム・ディストリクトのほぼ中央に

位置する地方の中心都市である．マーピラは伝統的にケラ

ラの中でも主に北部のマラバールにコミュニティを形成し

てきたが，マラプラム・ディストリクトはそのマラバール

の南部の内陸部を占めるムスリム優位のディストリクト

で，1975年ケララのムスリムにとって重要な歴史的場所を

包摂するように設置された．マーピラの重要なナーチャの

ほとんどがこのディストリクト内で行われる．この南マラ

バールが，19世紀から20世紀にかけてマーピラの反乱の舞

台となった地域である．

テオドール・ガブリエルは，南マラバールの内陸のマー

ピラを北マラバールのマーピラと比較することによって，

マーピラの反乱の背景を明らかにしているが，それによる

と1820年，イギリス植民地官吏の徴税官であった J.ヴォ

ーガンは，この地域に住むマーピラを「ジャングル・マー

ピラ」と記している ．この名称はおそらく「もっと文明

化した海岸のマーピラ」と区別するために用いられたので

あろうというが，この内陸のマーピラと海岸のマーピラの

間には，1970年代まで大きな社会的・経済的格差が存在し

た．

かつて海岸地域のマーピラは内陸地域のマーピラとは結

婚しなかったが，その理由は経済的な格差と同時に，海岸

マーピラは自分たちをアラブ商人の子孫と考えているのに

対して，内陸マーピラをヒンドゥー低カーストあるいはア

ウト・カーストからの改宗者の子孫とみなしていたからで

あるという．1970年代に中東諸国が外国人労働者に対して

門戸を開放すると，いち早くアラビア海を渡り，出稼ぎに

出かけたのは，マラバールの内陸地域に住む貧しいマーピ

ラの人々であったと言われる．

中東からの出稼ぎ収入によって，それまで存在した形で

のマーピラ地域集団間の経済的格差がなくなり，現在では

経済的，社会的に釣り合いの取れる相手であるならば，マ

ーピラ同士で自由に結婚できると多くのマーピラは言い，

ジャングル・マーピラという言葉を知る者はいない．しか

し現在も少数ではあるが，マラプラムのマーピラとは結婚

しないと言う海岸マーピラがいる．あるいはこうした差別

的な言い方は避けて，海岸マーピラはマルマッカタヤム
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（叔父-甥相続．母系制）であるが，内陸マーピラはマッカ

タヤム（父-子相続）なので，結婚はできないのだという

説明をする場合もある．しかしこの言説は，ケララ社会で

マルマッカタヤムはヒンドゥーの高カーストであるナーヤ

ルとの結びつきを，マッカタヤムはヒンドゥー低カースト

の出自を暗示することを前提としてもいるのである ．

ガブリエルは北マラバールの海岸マーピラがヒンドゥー

のナーヤルの母系のタラワド 制度とマルマッカタヤム

を採用していたのに対し，南マラバールのマーピラはイス

ラムの父系相続と核家族の型を順守していたとしている

が ，内陸マーピラの家族形態を低カースト，イスラムい

ずれのものと考えるにせよ，海岸マーピラと内陸マーピラ

の間のこの違いは現在も存在し，マーピラの人々がしばし

ば口にすることでもある ．

ヴォーガンによれば，ジャングル・マーピラと呼ばれた

南マラバールの内陸マーピラが住んでいたのは「孤立した

家々の地域で，集落の生活が通常形成する社会関係すら明

らかに欠けていた」．そしてたとえ社会関係をもったとし

ても，それはコミュニティ内であって，ヒンドゥーとでは

なかったという ．これは北マラバールの海岸マーピラ

が，11世紀の頃よりカリカットのヒンドゥー王ザモリンと

の間で築いてきたとされる互酬関係の歴史とは対照的であ

る．

北マラバールと南マラバールの内陸マーピラの間の重要

な違いの一つとして指摘されるものにその職業形態があ

り，南マラバールの内陸マーピラが，その大部分が水田稲

作に従事する小作か農業労働者であったのに対し，北マラ

バールのマーピラには農業労働者もいたが，彼らにとって

農業は南マラバールのように主たる職業ではなかった．そ

の上同じ農業でも北マラバールのマーピラの場合は，南マ

ラバールの内陸マーピラのように水田耕作ではなく，主に

ココナツその他の現金作物のプランテーションで雇われて

いた．水田耕作は高度な技術を必要としない単調な重労働

で，泥につかり，強烈な日差しなどの過酷な条件に身をさ

らして長時間働くことを要求する．南マラバールではこの

水田耕作の広大な谷があらゆる方向に延び，交錯してい

た．これとは対照的に北マラバールの土地は，コショウ，

カルダモン，マンゴー，ジャックフルーツ，ココナツのよ

うな果実や香辛料の栽培に適し，水田耕作ははるかに小規

模であった．

この農業の種類と規模の相違に対応して，土地所有形態

も北マラバールと南マラバールの内陸とでは大きく異なっ

ていた．北マラバールでは土地所有ははるかに小規模で，

南マラバールに典型的な不在地主の形態はまれであり，土

地を所有するジェンミ（地主）はふつう農地にある家に住

み，自分自身も農作業を行う例も珍しくなかった．さらに

現金作物は稲作より注意深い作業を労働者に要求するた

め，北マラバールのジェンミは小作の忠誠と協力を離反さ

せる傾向が，南マラバールの水田耕作の場合より小さかっ

た．これに対し南マラバールでは大ジェンミによる広大な

土地所有形態がとられていた上に，ジェンミの多数はナン

ブーディリ・ブラーミンであった．ケララは「カーストに

基づく狂信的とも言われる排外主義と，不可触性と穢れに

関する厳格な，ほとんど耐え難いまでの」 カースト規制

で注目されてきたところであり，したがって南マラバール

は，ジェンミと小作の間の階層的区別，そして小作と労働

者に対する抑圧が，マーピラの住むマラバールの中でも特

に厳しいところであったとされる．

この南マラバールのマーピラの間の緊張は，植民地政府

の政策によってさらに強まることになった．ケララがイギ

リスの植民地支配下に入るのは1792年のことであるが，ウ

ッドの指摘によれば，イギリスはこの地域の伝統的土地所

有慣行を理解していなかったため，ジェンミを英国農村の

土地所有者と同様，土地の唯一の独占的所有者とみなし，

ジェンミがより大きな利益を求めて，あるいは単に自分の

好みを満足させるためにマーピラの小作を追い立て，自分

の望む人間に土地を貸すことを許容する法律を制定し

た ．伝統的なケララの慣行では，小作が定期的にジェン

ミに使用料を払っている限り，地主は小作を追い立てるこ

とはできなかったのである．

イギリスの政策はジェンミがメラッチャルタム(賃借権

を小作の頭越しに第三者に与えること．賃借権の所有者を

追い立てる権利をもつ)の権力を行使することを可能にし，

ジェンミの絶対的な権威を強め，マーピラ小作の権利を損

なうものだった．こうしたことに対する不満が，内陸マラ

バールのマーピラ農民たちの間で，ほとんどが上位カース

トのナンブーディリとナーヤルからなるヒンドゥー地主と

イギリス政府の双方に対する敵意を生んだことは間違いな

いと考えられる．マラバールのマーピラの反乱の主な発生

地はこのような水田稲作地域であった ．

この南マラバール内陸でイスラムの布教活動を行って，

厳しいカースト規制の元にあったヒンドゥー下位カースト

の人々のイスラムへの改宗にあずかり，またマーピラの

人々に，イスラム改宗後も拘束されていたカースト規制を

拒否することによって，ヒンドゥー地主に対抗するムスリ

ムとしてのアイデンティティを主張することを説いたの

が，アラビア半島から渡ってスーフィーとしての一生を送

った，サイイド・アラウィとその子サイイド・ファゼルで

あった．この聖者たちは，ヒンドゥー地主と植民地権力に

対するマーピラ農民の蜂起に対して宗教的承認を与えるこ

とによって，反乱の精神的指導者としての役割を果たし

た．マーピラの反乱におけるその影響力を恐れたイギリス

権力は，1852年，サイイド・ファゼルをアラビア半島に追

放し，彼はそこで一生を終えることになる．今日マーピラ

の人々にとって最高の巡礼地になっているのは，サイイ

ド・アラウィを中心とする聖者たちのジャーラムである．
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Ⅲ．マンブラム

1. マンブラム・マカームとサイイド・アラウィ

マンブラム・マカームはケララ最大のイスラム巡礼地

で，毎日ケララ各地から多くの人が祈願に訪れる（Fig.6）．

土日になればそう大きくはない境内は，全身を真っ黒なブ

ルカで覆った女性たちなどで身動きがとれないほど混雑

し，サラート（祈り）が行われる木曜の深夜には，白い服

に白い帽子に身を固めた無言の男性たちで夜の闇が埋め尽

くされる．まして年に一度のナーチャともなれば，マカー

ムへ向かう人々とそうした人々を乗せたバスとオートリキ

シャで，はるか遠方までも活気に満ちた混乱に巻き込まれ

るのである．

マンブラムはマラプラム・ディストリクトを通ってアラ

ビア海に注ぐカダルンディ川の北岸にあって，マーピラ最

大の聖者サイイド・アラウィの名とともに，ケララ全土の

ムスリムに知れわたっている．ここは彼が18世紀から19世

紀にかけて住み，偉大な奇蹟を行って，聖者として貧しい

農民たちの信仰を集めた土地である．

サイイド・アラウィはムスリムだけでなく，ヒンドゥー

のあらゆる階層の，特に農村の人々に尊敬されて，その中

から多くの改宗者を出したことでも知られる．ヒンドゥー

のコンドゥ・ナーヤルはマネージャーとして生涯仕え，ま

たティルランガリ近くのカリヤッタムックで行われるヒン

ドゥー農民の祭り，コーリ・カリヤッタムは，サイイド・

アラウィの祝福によって始まったといわれている ．彼は

自分の住んだ土地の名にちなんでマンブラム・タンガルと

も呼ばれ，死後遺体が安置されてジャーラム（マカーム）

とされたのである．

サイイド・アラウィはアラビア半島のイエメン，ハドラ

マウトの町タリムの名高いアラウィの家系に生まれ，1768

年，17歳の時に，マンブラムで聖者として亡くなった叔父

のシャイク・ハサン・ジフリの遺言に従って，マンブラム

に来た．サイイドは預言者の娘ファティマといとこのアリ

を通して預言者の血統を継ぎ，その血統によって独特の精

神的力と聖性をもつと考えられている家系の人々を指し

て，イスラム世界で用いられる名称であるが，「アラウィ」

はそのサイイドの家系で，南アラビアのほとんどの地域で

大きな影響力をもっていた ．

しかしサイイド・アラウィはサイイドの血統だけでな

く，その深いイスラムの学識で，カリカットに来た時すで

にその名声は広く知れ渡っていた．叔父たちと同様，彼も

簡素で敬虔な生活を送り，瞑想と学問，執筆と説教に生涯

の時間を捧げたといわれる．そして寛容と誠実，同胞に対

する愛と博愛の徳を身につけ，「アラウィ」のスーフィー

としての伝統に従って，権力者からの贈り物を受け取ら

ず，裕福な信者から献納された物は，最も貧しくそれを必

要とする者たちに与えたと伝えられる．

彼はケララ北部のある程度教育のあるマーピラには，イ

Fig.6 Mambram Maqam
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ギリス権力に対する抵抗の精神的指導者として，マーピラ

農民の間で重要な役割を果たし，19世紀の農民闘争の中心

となったことで知られている．叔父のハサン・ジフリによ

って始められた，不正義に対する抵抗に祝福を与える制度

は，サイイド・アラウィとその子サイイド・ファゼル・プ

ーコーヤ・タンガルによって，イギリス権力やヒンドゥー

地主に対する蜂起を信仰のための戦いとして祝福する制度

となって，イギリス権力が恐れるほどの力を発揮したので

ある．彼は18世紀後半から19世紀にかけてのマーピラ社会

における指導者，ウラマたちの中でももっとも影響力のあ

る人物であった．

ジャーラムの前に並ぶ露店で売られているパンフレット

『マンブラム・タンガルの歴史』には，「コミュニティを愛

した者として，イスラムの教えを厳しく順守した人とし

て，外国支配に抗した勇敢な愛国者として，偉大な社会改

革者として，すばらしい力をもつ人として，すなわち万能

の天才として，彼は人々に知られていた」と書かれてい

る ．しかし一般の人々にとってサイイド・アラウィは，

政治的に影響力をもった指導者というよりは，まずバラカ

（祝福）をもつ敬虔な聖者で，病気を治し，隠れている泥

棒と盗まれた財産を探し出し，雨を降らせ，様々な身体的

苦しみの中にある請願者を助けるその奇蹟によって知られ

ていた．彼はこれらの奇蹟をアラーの力に帰したとされ

る．カーストと宗教の違いを超えて多くの人々が，問題を

解決するために聖者を訪れて，祝福を求めたといわれる．

サイイド・アラウィはその生涯で不滅の名声を獲得し，亡

くなった時には，奇蹟を働く偉大な聖者としての彼の地位

は不動のものになっていた．そして現在もなおマーピラの

聖者として最高の地位を保持しているのである ．

マンブラム・マカームはこのタンガルの棺の安置された

社で，カダルンディ川を挟んでちょうど向かい側には，テ

ィルランガリ・モスクがある．マンブラム・マカームがケ

ララ最大の巡礼地として多くの人々を惹きつけているのも

また，マンブラム・タンガルが果たした歴史的役割による

というよりは，そのマカームが発すると考えられているカ

ラマト（奇蹟を起こす力）の偉大さによるものである ．

マンブラム・マカームは，著名な政治家から一般の人々ま

で，その社会的地位の違い，教育の違いを超えて多くの

人々が祈願に訪れ，また宗教の違いを超えて，ヒンドゥー

のあらゆるカーストの人々にも開かれている．マンブラム

のある南マラバールのヒンドゥー農民の間では，望みをか

なえたり，自分たちの儀礼のために祝福を得る目的で，こ

のマカームを訪れることが一般的な慣行となっているので

ある ．

サイイド・アラウィとその子サイイド・ファゼル，そし

てマンブラムを築く先駆者となった二人の叔父の4人の聖

者たちの生涯と活動は，アラビ・マラヤラムのマオルード

（聖者をたたえる歌），マルツィヤ（挽歌），パダパートゥ

（戦闘の歌）などに歌われ，現在に伝えられている．中で

もサイイド・アラウィの死に際してヴェリヤンコードのウ

マル・カーシーが贈ったマルツィヤやモイポトゥ・アリー

カル・ムハマド・ムサリヤ，パング・アフマド・クティ・

ムサリヤによるマオルードは，タンガルたちの一生と業績

を伝えるものとして知られる．マーピラの反乱のパダパー

トゥも，その英雄的な戦闘をたたえる歌のほとんどがマン

ブラム・タンガルたちに捧げられているが，代表的なもの

としては，カイヤトによるチェルール・チント，マムド・

クティとムヒユディーンによるチェルール・パダパートゥ

がある．マンブラムの聖者たちを歌うアラビ・マラヤラム

の歌は，ほとんどすべてその超人間的な資質と奇蹟を歌

い，タンガルたちに対する敬愛に満ちた賛辞となってい

る．アラビ・マラヤラムの歌詞は，今ではマーピラの一般

の人々が理解することはできなくなっているが，儀礼や集

まりの折々に歌われてきた旋律が，その内容を伝えている

のだと人々は言う ．

これらジャーラムとナーチャ，マーピラ・パートゥによ

り形成され，伝承された集合的記憶は，マーピラの学者た

ちによって一般的な書物にまとめられているが，中でも

K.K.ムハマド・アブドゥル・カリームによる『ハズラー

ト・マンブラム・サイイド・アラウィ・タンガル（マラヤ

ラム語）』（1989年），C.K.カリームによる『ケララ・ムス

リム，歴史，統計，案内（マラヤラム語）』（1991年）は，

マンブラムの聖者たちに関する豊富な記憶を伝える読み物

となっている．ジャーラムの前に並ぶ本屋で売られる小冊

子「マンブラム・タンガル・チャリトラム（マンブラム・

タンガルの歴史）」も，聖者たちの生涯とその奇蹟譚を参

詣者に伝える．

他方，イギリス植民地政府の記録文書を用いて，19世紀

から20世紀初頭にかけてのマーピラの反乱と，マーピラの

人々の間で影響力をもち，反乱を後援し祝福を与えたマン

ブラム・タンガルたちの姿を再構成した重要な資料とし

て，1887年に発行されたウィリアム・ローガンの『マラバ

ール・マニュアル』がある．デイルの著作『南アジアのフ

ロンティアにおけるイスラム社会－マラバールのマーピラ

1498-1922』（1980年）もまた植民地文書を用い，サイイ

ド・アラウィとサイイド・ファゼルの生涯と業績に光を当

てている．クンジュ(1989)，コーヤ (1983)， K.N.パニ

ッカル（1989），サタール（1999）など，またマラバール

に４半世紀住んでマーピラ社会についての重要な著作を著

したミラーは，マーピラの人々の間の伝承とイギリスの植

民地文書の両方を用い，中でもパニッカルの『地主と国家

に抗して―マラバールの宗教と農民反乱1836-1921』とサ

タールの『ケララのバ・アラウィの歴史』は，サイイド・

アラウィとサイイド・ファゼルのマーピラ農民に対する

影響と反植民地的活動を知る上で重要な文献となってい

る．
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2. アラウィの聖者たち～マンブラムの集合的記憶～

(1）イエメンからのイスラム布教者たち

マンブラム・マカームで信仰されているサイイド・アラ

ウィは，イエメン，ハドラマウトの町タリムの名高いサイ

イドの家系アラウィ（バ・アラウィ）に生まれて，若干17

歳でアラビア海を渡り，マンブラムで聖者として尊敬と信

仰を集めることになったのだったが，彼の前には先駆者と

しての仕事を行って，マンブラムの基礎を築いたバ・アラ

ウィの二人の叔父たちがいた．サイイド・アラウィ自身も

含めて彼らは，イエメンからイスラムの布教のためにケラ

ラに渡り，そこで生涯を終えた人々だった．ケララで信仰

されている聖者たちの中心には，彼らのようにイエメンか

らの布教者で，ケララで聖者としての一生を送り，その遺

体がジャーラムとして信仰されている人々とその子孫たち

がいる．

イエメンからのイスラム布教者たちは，14，15世紀頃か

ら商人たちについて東南アジアに渡り，インドネシアやマ

レーシアにおけるイスラムの拡大に貢献したといわれる

が，ケララ北部に渡って来るようになるのは18世紀初めの

ことである．当時イエメンからイスラム布教のために多く

の人々が商人に伴ってカリカットに来た ．

叔父のサイイド・シャイク・ジフリもその一人としてカ

リカットに渡り，カリカットの王ザモリンに迎えられた．

次に彼の招きでもう一人の叔父サイイド・ハサン・ジフリ

がカリカットに到着し，マンブラムに移って居を構えた．

さらにその招きでサイイド・アラウィがマンブラムに来た

のである．二人の叔父たちはスーフィーとしての一生を送

り，聖者として人々の問題に応え，真のイスラムへの覚醒

と布教に努めたと伝えられる．しかし サイイド・アラウ

ィとマンブラムで生まれたその子サイイド・ファゼル・プ

ーコーヤ・タンガルはそれにとどまらず，反植民地運動と

農民闘争の精神的指導者としての活動を展開した．プーコ

ーヤ・タンガルはそのために，ついにイギリス権力によっ

てアラビア半島に追放になった．マンブラムにジャーラム

として安置されているのはサイイド・ハサン・ジフリとサ

イイド・アラウィであるが，マンブラム・タンガルとして

人々の記憶に残り，信仰を集めているのはこの４人のタン

ガルたちである．

(2）サイイド・シャイク・ジフリ（1726～1808）とカリ

カット

サイイド・アラウィの叔父サイイド・シャイク・ジフリ

は1726年，ハドラマウトのタリムに生まれ，1746年，アラ

ブ隊商と共にマラバール海岸のコイランディに上陸した．

彼はそこからカリカットのカーシ（ムスリムの長で争いの

調停を行う）とムスリム要人に案内されて，ザモリンの宮

廷に赴いた．ザモリンはジフリを暖かくもてなして，カリ

カットのクティチェラに住む土地を与え，さらに日々の食

料のためにココナツ園を与えた．シャイク・ジフリはそこ

にマリヤッカル（「２階建ての家」という意味）と呼ばれ

ることになる家を建てて住み，聖者としての一生を送った

のである．

サイイド・シャイク・ジフリの一生は，その師サイイ

ド・ムハンマド・イブン・ハミドと共に，簡素，寛容，誠

実，同胞愛，ホスピタリティというイスラムの理想の見本

だったといわれる．そしてその理想の生活で宗教を異にす

る人々にも感銘を与え，宗教，カーストを問わず広く人々

に尊敬されたとされる．それは，ザモリンが交易による歳

入の増大のために自国内の人々のイスラムへの改宗を奨励

したこととあいまって，低カーストの人々のイスラムへの

改宗を促す要因になったと考えられている．ザモリンはサ

イイド・シャイク・ジフリのカリカットでの存在を自国に

対する祝福と考え，彼をマラバールのムスリムの宗教的指

導者とみなして，税を免除した ．マイソール王国の王で

あったティプ・スルタンもまたシャイク・ジフリの弟子で

あった．

シャイク・ジフリに関して語り継がれている話には，こ

の，時の権力者ティプ・スルタンにまつわる有名な奇蹟譚

がある．

シャイク・ジフリは彼の住居を訪れたティプと数百人

のお供を昼食でもてなした．昼食は小さな銅の鍋に用意

してあったが，数百人の客に食事を出した後もまだ残っ

ていた．人々は驚いて，「シャイクの家の銅の鍋のよう

に」という有名な諺ができたのである．

シャイク・ジフリは生涯を信仰と瞑想，学問と著作に費

やして，人々にコーランとスンナ（範例）の本質を教える

ことに全力を尽くしたといわれる．彼はイスラムの教えを

説き，非イスラム的な慣習と信仰を批判した．マーピラは

誕生，結婚，死者儀礼に関連して数多くの饗宴を催し，死

者儀礼に関しては，毎年の命日の他に，葬儀後９日目，14

日目，39日目，179日目の饗宴が催され ，誕生に関して

は，コンドーティ・タンガルの後援でムハラム（生後１カ

月）の祝いが行われていた．サイイド・シャイク・ジフリ

はコンドーティ・タンガルの信仰と実践を非イスラム的で

あるとして非難し，そのような慣習をやめるようにとマー

ピラたちに説いたのである ．

シャイク・ジフリは1808年１月８日，83歳で亡くなり，

その遺体はカリカットのムスリム地区クティチェラのマリ

ヤッカルに埋葬された．

(3)サイイド・ハサン・ジフリ（1720～1764）とマンブ

ラム

シャイク・ジフリはカリカットに来て９年後，いとこの

サイイド・ハサン・ジフリを招いた．サイイド・ハサン・

ジフリは1720年にハドラマウトのタリムに生まれ，1755年

から６年にかけて35歳の時に，シャイク・ジフリの招きに
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応じてマラバールに来たのだった．ハサン・ジフリはティ

ルランガリのカーシであったジャマルディーン・マクドゥ

ムに招待されてティルランガリに移り，そこのジャマイエ

ット・モスクに数日間滞在した後，ムタワリ（管理者）で

あったカム・モラに家を与えられて住んだ．そしてその娘

と結婚した後，家族の住居をカダルンディ川北岸のマンブ

ラムに定め，タラメルと呼ばれる家で聖者としての生涯を

送ったのである．サイイド・ハサン・ジフリが来た当時，

ティルランガリはイスラムの宗教的学問の中心であると同

時に商業の中心地であり，また郵便局やイギリスの徴税の

仕事を請け負うターシルダールの在所であって，反英活動

の盛んな所だった．「神聖なバザール」という意味をもつ

その地名に表れているように ，ティルランガリは毎週市

が立ち，離れた地域の人々が生産物の交換に集まる所だっ

た．サイイド・ハサン・ジフリはティルランガリで熱狂的

な歓迎を受け，高貴な出自の人が来たというニュースは，

野火のように地方の人々の間に広まったといわれる．

ハサン・ジフリもまたスーフィーとして一生を送り，富

を蓄えず，瞑想と学問，説教に生涯の時間を捧げたと伝え

られる．彼はマンブラムを本拠地と定めると，アラウィの

伝統に従ってエルナード，ワルワナード，ポナニなど，南

マラバールの各地を回り，また義父のカム・モラや弟子た

ちを派遣して，イスラムの教えを説いた．彼はマーピラの

人々の宗教実践をコーランとハディース（言行録）に反す

るものとして批判し，シャリア（イスラーム法）を守って

禁じられた習慣を戒め，異端を遠ざけるようにと説いたの

である．カーストと宗教を超えて多くの人々が問題を解決

するためにその元を訪れ，祝福を受けたといわれる．彼は

弟子たちにもまたイスラムの教えである寛容の見本となる

よう説いたため，マンブラムは異宗教間の調和，友愛，宗

教的結合の中心になったと伝えられている．ハサン・ジフ

リのこのような活動の目的はあくまでマーピラ社会から

「迷信」を取り除き，同胞と心からの関係を保つことであ

り，人々の政治的，社会・経済的不満には関わらなかった

とされる．つまり彼は，サイイド・アラウィとその子サイ

イド・ファゼルのように，ヒンドゥー地主やイギリス権力

に対する反乱を指導することはしなかった．

サイイド・ハサン・ジフリは1764年，マンブラムで亡く

なった．死後，タラメルには，その遺言に従って，甥であ

り義理の息子であるサイイド・アラウィがアラビア半島の

タリムから渡って来て住み，さらにそこで生まれたその息

子サイイド・ファゼルが住むことになった．サイイド・ア

ラウィは，サイイド・ハサン・ジフリが終えたところから

仕事を始めた．あるいはサイイド・ハサン・ジフリは，サ

イイド・アラウィとその息子サイイド・ファゼルのもとで

最高潮に達した反植民地活動への基礎を用意したとも言え

る．バ・アラウィのサイイドたちはマンブラム・タンガル

あるいはタラメル・タンガルとして有名になり，ティルラ

ンガリは19世紀，マーピラの反乱でインド全土から注目さ

れる所となるのである．

ハサン・ジフリの墓は現在のマンブラム・マカームの西

側部分にある．マンブラム・マカームは，ハサン・ジフリ

の遺言でマンブラムに来たサイイド・アラウィが，着いて

から３年目（あるいは８年目）にその墓の上に建てたもの

で ，後にケララの巡礼の中心になった．人々は長引いた

病気からの回復や豊作などを願って，マーピラもヒンドゥ

ーもマンブラムを訪れるようになったのである．

(4）サイイド・アラウィ（1750～1844）

サイイド・アラウィは1750年，ハドラマウトのタリムに

生まれた．父，サイイド・ムハンマド・イブン・サール・

マウルダヴィーダはタリムの著名な学者であり，神学者で

あった．母サイイダ・ファティマはサイイド・ハサン・ジ

フリの妹で，高貴さとその慈善によって広く知られる存在

だった．サイイド・アラウィは幼い頃から崇高な考えのす

べてをすでに有していたといわれる．彼はまだごく幼少の

時からコーランを暗唱する知識を身につけていた．宗教的

気風の中に生まれ育ち，タリムの尊敬される学者の元で初

等教育を終えて，先行者たちと同様，禁欲的で不屈のイス

ラム精神を培ったとされる．彼は母方の伯父サイイド・ハ

サン・ジフリの招きに応じて1768年２月７日，17歳の時に

マラバールに到着し，マンブラムに住んだ．その高貴な出

自のために，当時マラバールで並ぶ者のない宗教的権威を

謳歌し ，その世紀の間に広く人々に尊敬される博学な宗

教指導者となった．その結果マンブラムはケララでもっと

も重要な宗教的センターの一つになったのである．

サイイド・アラウィはバ・アラウィのサイイドの伝統に

従って布教活動を行った．彼はマーピラがイスラムとして

結束するためのモスクの必要性を認識し，エルナードとワ

ルワナードの様々な所にモスクを建てて，宗教文化活動の

中心とした．ケララの歴史学者パニッカルは，「サイイ

ド・アラウィの教えの重要性は，マーピラに活力を与え，

彼らが生き返るプロセスを歩み始めるのを可能にしたこと

にある．彼は人々の宗教実践を浄化し，ムスリムの間に結

束の感覚を生み出すことに努力した．地域を広く旅して，

様々な所で説教を行い，新しいモスクを建て，古いモスク

を修復した」 と述べているが，サイイド・アラウィに対

するこの評価は，マーピラ知識人たちの間で共有されてい

る．

サイイド・アラウィが地方の裕福な地主を訪れたときの

逸話は，彼の正義と平等の感覚と悪に対する勇気ある抗議

を示すものとして語り伝えられ，しばしば引用される．

サイイド・アラウィは国中を旅しているとき，カルパ

カンチェリのマンダヤプラトゥ・アフマド・クッティ・

ムーパンの家を訪れた．アフマド・クッティ・ムーパン

はその地域で最も裕福な地主で，古いタラワドの成員だ

った．サイイド・アラウィが訪れたとき，ムーパンは友
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人たちとチャトゥランガ（チェス）をしていた．召し使

いがサイイド・アラウィに食事を出し，サイイド・アラ

ウィは昼の祈りをした．しかしアフマド・クティ・ムー

パンは祈りをせずにチェスを続けた．夕方，召し使いが

再びサイイド・アラウィに食事を出し，サイイド・アラ

ウィが夕方の祈りをしたときも，ムーパンは祈りをせず

にチェスを続けた．こうしてムスリムとしての義務を怠

り続けるムーパンに対して，サイイド・アラウィはつい

に杖を取り，彼を打った．ムーパンは後悔し，船いっぱ

いの米と野菜をタンガルに贈った．

サイイド・アラウィの一生はイスラムの徳の典型であっ

たと伝えられる．彼はファード（強制的な宗教的義務）と

スンナ（自発的な宗教的義務）を熱心に守り，生涯を預言

者や先達たちの例に倣って送った．バ・アラウィの伝統に

従って少しだけ語り，約束を守り，貧しい者たちのために

祈願した．毎週断食を行い，少ししか眠らなかった．彼は

コーランとハディースの勉強と瞑想にその時間を費やし，

説教で言ったことを自ら実践し，そのためその布教は成功

をおさめた．ムスリムに聖なるコーランとスンナの教えに

忠実であるようにと説き，シャイク・ジフリと同様，コン

ドーティ・タンガルの教えと実践を，イスラムと相容れな

いものとして激しく批判した．現在のマーピラ社会の評価

によれば，マーピラはサイイド・アラウィのこうした布教

活動の結果，イスラムの真の信仰と実践に戻ったとされ

る．

しかし，彼は非イスラム的な慣習に妥協することはなか

ったが，また他の宗教の慣習と伝統を嘲ることもせず，異

宗教間の調和と兄弟愛を体現した人であったとも伝えられ

る．多くのヒンドゥーがその祝福を求めてサイイド・アラ

ウィの元を訪れた．低カーストの貧しい人々だけでなく高

カーストの人々もタンガルを訪れ，彼はこれらの人々とも

誠実な関係を築いたといわれる．サイイド・アラウィの忠

告と指導はヒンドゥーにも受け入れられ，特に低カースト

の人々はそれを拠り所とした．ムティアラ（ムニユール）

の低カーストの人々の間で雨季と農作業の始まりに関連し

て催される祭り，コーリ（コック）カリヤッタムはサイイ

ド・アラウィの祝福によって行われた．彼は祭りの日をイ

スラムの休日である金曜日にして，異宗教間の調和の印と

して参加を保証したのである．

サイイド・アラウィはマラバールの先達たちとハドラマ

ウトのバ・アラウィの聖者たちの伝統を守って，いつでも

喜んで困窮した人々を助けたといわれる．裕福な弟子や信

者たちがタンガルに寄付した米や野菜，金や銀，金銭は，

カーストと宗教に関係なく困窮した人々に与えられた．こ

の聖者がマーピラだけでなくマラバールの虐げられた階層

の人々の心をつかんだのは当然のことであったとされ

る ．しかしマンブラム・タンガルとその教えがマーピラ

社会で絶大な影響力をもった理由としては，やはり彼の行

う奇蹟に対する信仰が広く人々の間に広まっていたことが

指摘される．ハドラマウトの人々の間には古くからバ・ア

ラウィ・サイイドは超自然力をもっているという信仰があ

ったが，サイイド・アラウィの信者たちもまた彼を奇蹟を

働く人として信仰し，多くの奇蹟を彼のものとして語り伝

えたのである．その一つとして有名なものに次のような話

がある．

ある人が雄牛をなくして，それを見つけるようにとタ

ンガルに依頼した．タンガルは彼に雄鶏を渡して，それ

について行くようにと言った．雄鶏は彼を雄牛が閉じ込

められていた納屋へと導いたのだった．

その超自然力にはヒンドゥーの人々もまた動かされ，こ

れが人々が彼の指導を求めた大きな理由の一つだった．

彼はタリーカを設立することはせず，不滅の評価を獲得

し，ケララ最大のアラウィの聖者としての地位を確かなも

のとしたのだった．

3. 社会変革と宗教的多元性

マンブラム・ナーチャは現在はワラウーを廃止し，祭り

のクライマックスを構成するのは食糧の分配である．食糧

の分配は，イスラムで説かれる義務の中心にある貧者への

施しとして，ワラウーとは違って「正しい」とする見解が

ケララのスンニ派知識層の間で一般的であり，近年マンブ

ラム・ナーチャと同じ形式をとるナーチャが大勢を占めつ

つある（Fig.7）．マンブラム・ナーチャの場合は，サイ

イド・アラウィの子孫が運営するジャーラム管理組織ダル

フダ・イスラム・アカデミーの生徒たちが，外部に発注し

トラックで運んできた大量のギーライス（バターで炊いた

ご飯）の箱詰めを人々に配る．貧者に限らずこれを聖者の

バラカ（祝福）として受け取りに来る老若男女のため，当

日マンブラムは身動きもできないほどの混雑になるのであ

る ．

アラウィの聖者たちに関する集合的記憶は，ケララ各地

のジャーラムで聖者たちについて「チャリトラム（歴史）」

が記し，信者たちが語る集合的記憶と同様，「理想的な生

活を送った」，あるいは「スーフィーとして生きた」とい

うモチーフの繰り返しによって構成されている．マーピラ

が「理想的な生活を送る」と言う場合，それは「イスラム

の理想」，簡素，寛容，誠実，同胞愛，ホスピタリティを

実践することを意味している．他方「スーフィーとして生

きる」ことは，彼らの言う「理想的な生活」を構成する要

素の中の特に簡素であることに重点を置き，奢侈を避けて

清貧の生活を送ることを意味している．

例えばサイイド・シャイク・ジフリとその師サイイド・

ムハンマド・イブン・ハミドの一生は，簡素，寛容，誠

実，同胞愛，ホスピタリティというイスラムの理想の見本

だったと言われる．彼らはその理想の生活で宗教を異にす
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る人々にも感銘を与え，宗教，カーストを超えて広く人々

に尊敬された．またシャイク・ジフリはスーフィーの一生

を送り，ハドラマウトのアラウィの伝統に従って，支配者

や名士からの贈り物をいっさい受け取らなかったという．

その例としてしばしば引かれるエピソードが，ティプ・ス

ルタンがシャイクを訪れたとき，贈り物を受け取るように

と言ったが，シャイクはこれを断ったというものである．

彼は慈善とホスピタリティの人で，弟子や人々からの贈り

物は，その一番いい部分を貧乏な人々に施しとして与え

た．同じモチーフはハサン・ジフリについてもサイイド・

アラウィについても繰り返され，ケララのムスリムの集合

的記憶を構成している．

スーフィーは，東長によれば，アッラーとの合一をめざ

して清貧に甘んじて修行に励む人々であり ，竹下によれ

ば，イスラムの教えを内面化し，倫理化することにより，

神との直接体験をめざした人々のことであるが ，ケララ

ではこの言葉は語源に近い意味で用いられている．スーフ

ィーの語源は「羊毛」という意味のアラビア語「スーフ」

であるという考え方が一般的であり，これによれば，この

言葉は羊飼いの着る荒い羊毛の外套を指して使われるた

め，スーフィーとはぼろのような粗末な服をまとって修行

に励む人といった意味合いであるとされる．竹下は，教団

が普及してからはスーフィーとは何らかの教団に属してい

るものを言うのであり，また，スーフィーの中で神に到達

した者が聖者と呼ばれるとしているが ，ケララではその

ような厳密な使われ方はされていない．聖者はイスラムの

理想の体現者であり，スーフィーであって，人々の間で簡

素な生活を送って一生を終えた人々である．

ケララの人々が聖者について語る言葉には，「アッラー

との合一」あるいは「神との直接体験をめざした」，「神に

到達した」など内面の宗教的価値に関わるものはない．

「修業をした」という表現すらも見当たらず，聖者たちは

その豊富な宗教的知識，奇蹟を働く力を含めて，もっぱら

その社会的行動によって聖者とみなされてきたのである．

ケララにおいてイスラムの理想として挙げられる聖者の資

質，簡素，寛容，誠実，同胞愛，ホスピタリティはどれも

神に対峙する個人の価値というよりは，社会における個人

の価値，あるいは人々に対する行動様式であり，スーフィ

ーとしての清貧の生活も，内面の宗教的価値に至る修行の

形態というよりは，社会におけるあり方，あるいは行動様

式として理解することができる．このように考えるとき，

（イスラムの）理想の生活を送り，スーフィーとして生き

たイスラム聖者たちが，ヒンドゥーの人々からもまた聖者

として信仰されることも理解されるだろう．

スーフィズムはイスラムにおいて内面を重視する思想と

運動であると一般に定義されるが，18世紀になるとそのタ

リーカ（教団）は自己変革から社会変革へと力点を移し，

また非日常的・形而上的な神秘主義哲学よりも，平易な日

常倫理が強調されるようになる ．ケララの聖者たちをめ

ぐる宗教・社会現象は，このように変革をとげたスーフィ

Fig.7 Cooking rice as barakath (i.e.blessing)to distribute in Umar Qazi Nercha
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ズムという意味で，ネオ・スーフィズムと呼ぶのが適切で

あるだろう．

さらに特にケララでマンブラム・シュラインの聖者たち

の出身である「ハドラマウトのアラウィの伝統」という言

葉が用いられる場合，そこで意味される内容の中心には，

権力者におもねらないことがある．このアラウィの伝統

が，マンブラムの聖者たちの後の代になって，シャイク・

ジフリの甥サイイド・アラウィとその息子ファゼル・プー

コーヤ・タンガルが地主に対する闘争と反英活動を指導す

ることになる思想的支柱となったと言うことができるだろ

う．これはまたタリーカが反植民地闘争の担い手として立

ち上がる，スーフィズムの18世紀の動きの一つとしても理

解できる ．

マンブラムの集合的記憶を構成するモチーフとしては，

さらに高貴な血統，奇蹟，「真のイスラム」への覚醒と

「迷信」の除去，地域の民衆の間を広く回る布教活動，モ

スクの建設，そして宗教的調和が繰り返される．最初にケ

ララの地を踏んだシャイク・ジフリを温かくもてなし，土

地を与え，聖者の存在をカリカットに対する祝福とみなし

て税を免除したヒンドゥー王ザモリンの伝承は特に好ま

れ，しばしば耳にするものである．「真のイスラム」の追

求とマーピラ農民のヒンドゥー農民と共通の慣習を「迷

信」と呼んで除去しようとする布教活動が，宗教的調和と

どう両立しうるのかは実際には難問であると思われるが，

ここでは宗教的調和もまたイスラムの理想を構成する寛容

の徳とみなされていることに，注意を喚起する必要があ

る．つまりケララにおいて「真のイスラム」は，現在の原

理主義的傾向の人々が主張するようなヒンドゥー排除より

も，むしろヒンドゥーとの共存を意味してきた．そしてま

たヒンドゥー農民を受け入れる「宗教的調和」の地であっ

たからこそ，ヒンドゥーのまま信仰し続ける信者と共にイ

スラムへの改宗者も多く生んだのであった．しかしまた改

宗後もカースト規制に拘束される小作たちにイスラム・ア

イデンティティを説いたのもマンブラム・タンガルであっ

た．このようにマンブラムが伝える集合的記憶は互いに対

立し合うモチーフに満ちている．

Ⅳ．マーピラの反乱前夜

～サイイド・アラウィの反植民地活動～

サイイド・アラウィがマンブラムで聖者として人々の信

仰と尊敬を集めていた1792年，マイソールのティプ・スル

タンはイギリスとの間にスリランガパタムの条約を結んで

マラバールを割譲した．マラバールにおけるティプの権威

の失墜とイギリスの入植は，ヒンドゥー高カーストの社会

経済的地位の回復につながったが ，他方マーピラの小作

たちの置かれた状況は，イギリスの法廷や警察などの行政

が，ヒンドゥーのジェンミを土地の法的な所有者とみなし

て優遇したことによって悪化した．19世紀前半，マーピラ

の社会的，経済的状況はさらに悪化の一途をたどった．

サイイド・アラウィは，このような状況の中で妥協を許

さない 反植民地的姿勢を貫いたことで，現在のマーピラ

社会において記憶され，高い評価をもち続けている．イギ

リス権力はマーピラ社会の宗教的指導者であるタンガルの

懐柔に最大限の努力を払ったが，彼はハドラマウトのアラ

ウィのサイイドたちの長年の伝統に従って，政府役人と会

うことをいっさい拒絶したといわれる．非協力はタンガル

やヴェリヤンコードのウマル・カーシーなど，マラバール

のウラマたちがイギリス政府に抗してとった方法だった．

サイイド・アラウィの姿勢は，その有名な著作「アサイ

フ・アル・バタル（鋭い刀）」に明確に表明されてい

る ．この著作はコイランディのアブドゥラ・イブン・ア

ブドゥル・バリ・アブダル・タンガルによる8つの質問に

対するサイイド・アラウィの回答として発行されたファト

ワの集成である．ファトワの写しはマラバールのマーピラ

のマハルの間で密かに回覧されたが，原本は質問表と共

に，サイイド・アラウィの息子サイイド・ファゼルに手渡

された．サイイド・ファゼルは神学者たちの他のファトワ

と一緒にして編纂し，1856年から57年にかけてエジプトで

出版したのである．「アサイフ・アル・バタル」はその中

の24～38ページに当たる．

サイイド・アラウィはこのファトワの中で，植民地支配

に対する信者の態度について，その見解を詳細に述べてい

る．ヨーロッパ人は最悪の不信心者であり，キリスト教徒

とその支配を賞賛すれば，彼らのあらゆる悪に従い，彼ら

の仲間に，すなわち異教徒になり，神の怒りが落ちるだろ

う．彼はコーランの一節を引いて，異教徒が国に侵入した

とき，ジハードは義務となると宣言したのである．そして

そのような状況下では，武装が義務ではない老人，女性，

子どもたちまでもジハードに参加すべきであるとした ．

サイイド・アラウィは国を植民地支配から解放することは

信者の義務であるという結論を下し，ムスリムに対して最

後までイギリス権力と闘うようにと忠告し，命令した ．

彼はムスリムたちが直面する問題に対して，もっぱら宗

教的観点から解釈を与え，その反植民地的見解はあくまで

宗教的信念の形をとった．しかしタンガルに反植民地的立

場をとることを促したのは，その宗教的信念だけではな

く，イギリスのとった社会経済政策であった．サイイド・

アラウィがイギリス権力に対して敵対感情を抱いていたこ

とは広く知られていたが，イギリスのとった植民地政策は

タンガルに憤りを抱かせるに十分だった．彼はイギリスの

法廷でマーピラが正義を得られるとは考えなかったが，そ

れはイギリスの役人ですら次のように述べていることから

も，正当な判断であったと言うことができる．「イギリス

の法廷ではマーピラはヒンドゥーと平等には扱われず，マ

ーピラの書いた文書は信ずべきものとはみなされない．事

件に対してはジェンミに好意的な判決を下され，貧しいマ

ーピラは容赦なく土地から追い立てられるのである」 ．

東海大学紀要海洋学部「海―自然と文化」
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デイルも述べるように，イギリスの役人の行動はマーピラ

の反乱への直接のレールを敷くことになったのである ．

同時代，ヴェリヤンコードの宗教指導者ウマル・カーシ

ーが，植民地権力に対する税金の不払いと非協力によって

世論を喚起する革新的な方法を採用して，植民地主義に対

する独自な闘いを続けていた．サイイド・アラウィはウマ

ル・カーシーと親交を重ね，宗教的・政治的見解を交換し

ていた．ウマル・カーシーがその反植民地活動によって徴

税官の前に呼び出され，逮捕された時，サイイド・アラウ

ィはマラバールのマーピラを率いてカリカットを行進し，

釈放を要求した．徴税官はマーピラ大衆の蜂起を恐れ，ウ

マル・カーシーを釈放した．サイイド・アラウィはまたイ

ギリス植民地権力と闘うためにはヒンドゥーとムスリムの

連帯が必要であることを強調したのだった．

結 語

本稿では，ケララのイスラム教徒マーピラの中心的な巡

礼地マンブラムと，殉教者のジャーラムによってマーピラ

の間でよく知られるマラプラムの事例について，それぞれ

のジャーラムとナーチャ，そしてそれらによって伝えられ

る集合的記憶を検討した．

マンブラムは，マーピラの歴史上最大の聖者サイイド・

アラウィが，18世紀，アラビア半島から渡り，19世紀にか

けてヒンドゥー，ムスリムを問わず信仰を集めた所であ

る．現在はそのジャーラムによってマーピラ社会で最も重

要な信仰の場の一つとなっている．サイイド・アラウィと

その子サイイド・ファゼルは，下位カーストからの多くの

改宗にあずかり，また改宗後もヒンドゥー地主に対するカ

ースト規制に拘束されるマーピラ農民に対してイスラム・

アイデンティティを確立するよう導いた．そしてヒンドゥ

ー地主とイギリス植民地権力に対する抵抗の精神的指導者

となったことで，マーピラの歴史で高く評価されている．

他方その時代マラプラムのモスクを守る戦いで殺された

ムスリムがシャヒードとして祀られていることも，マーピ

ラの間ではよく知られている．その時代その地域でヒンド

ゥー領主とマーピラの間に存在していた対立と，その結果

引き起こされたとされる事件は，マラプラムのシュハダー

カルとして，ジャーラムと彼らの死を記念して毎年町で行

われるナーチャによって伝えられ，19世紀，マラプラム・

キッサパートゥと呼ばれるバラードを生んだ．この歌の写

しはマーピラの間で回覧され，ヒンドゥー地主に対するマ

ーピラの反乱の「殉教」を生む役割を果たした．南マラバ

ール内陸のマーピラ社会では19世紀の間，殉教者を記念し

て多くの歌が書かれ，印刷して読まれたのである．

コミュナリズムの解決を最大の課題としてきたインドの

政治・宗教的コンテクストの中で，イスラム聖者廟ダルガ

におけるヒンドゥー，ムスリムのいわゆる混淆状態は，両

宗教間の寛容を示すものとして肯定的にとらえられてき

た．本稿で検討したケララのジャーラムも，インドのダル

ガの地域的ヴァリエーションとしてこの同じ特徴を示しな

がらも，しかし歴史的に見れば，むしろそれとは反対のヒ

ンドゥーに対する敵意を醸成する役割を果たした．マンブ

ラムとマラプラムはその中心的な例である．

ケララの南マラバール内陸に位置する現在のマラプラ

ム・ディストリクトは，19世紀から20世紀にかけて，ヒン

ドゥー地主に対するマーピラ小作農民あるいは農業労働者

による散発的な蜂起，すなわちマーピラの反乱の舞台とな

った地域である．マラプラムとマンブラムはともにこのマ

ラプラム・ディストリクトにあって，マーピラの反乱を引

き起こす重要な役割を果たした．南マラバール内陸のマー

ピラは，アラブ商人の子孫を自負する「もっと文明化した

海岸のマーピラ」とは異なって，ヒンドゥー下位カースト

の改宗者たちだったが，彼らはまた別の意味で，つまりア

ラビア海を渡ってきたサイイドへの信仰によって新たなア

イデンティティを獲得したという意味で，やはりまた環ア

ラビア海文化圏の中に生きていたのである．

マラプラム・ナーチャは，シャヒードを歌った歌と伝説

によって，マーピラの間のシャヒードの観念を継承し，マ

ーピラの戦闘的な伝統が時を超えて存続することを可能に

した．マラプラムではナーチャは地域のマーピラの重要な

歴史的事件の記憶を宗教儀礼として保存する役割を果たし

たのである．マラプラムのような殉教者を祈念するナーチ

ャでは，集合的記憶装置としての側面が重要性をもち，宗

教的多元性の場としての側面は小さい．これに対しコンド

ーティ・ナーチャやBPヤンガリ・ナーチャのような聖者

を祈念するナーチャでは，宗教的多元性の場としての側面

が大きく，集合的記憶装置としての側面は後方に退く．

ナーチャにおけるこの対照性は，ジャーラムにおける対

照性に対応している．殉教者のジャーラムは聖者のものと

は異なり，殉教者の遺体が埋まっているとされる地面を柵

で囲っただけのものである．ただし同じ殉教者のジャーラ

ムでも，ポルトガルによる殉教者のジャーラムの場合は，

聖者のジャーラムと同じ構造をもっている．しかしいずれ

にしてもこれらシュハダーカルの遺体は，聖者の遺体と同

様にカラマトを発すると考えられているが，聖者のカラマ

トのようにそれを求めて来るヒンドゥーの人々の姿を見る

ことはない．

マラプラムの殉教者に関する集合的記憶は，しかし実は

相矛盾する多義的意味を担っていた．マーピラの反乱にお

いてジハードを促すエトスを醸成する役割を果たした，ヒ

ンドゥー支配者によるマーピラの受難とジハードのモチー

フと共に，社会の本来の姿を実現していた神話的時代とし

てのヒンドゥー・ムスリムの協力関係のモチーフが集合的

記憶を構成しているのである．

マンブラムに関する集合的記憶もまた相矛盾する意味を

担い，マンブラムは宗教的共存の場であると同時に反植民

地活動の中心であり，ヒンドゥー地主に対する抵抗の拠り
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所であった．ジャーラムの聖者たちに関する反植民地的行

動の記憶は，ケララにおいてしばしば地域としてのアイデ

ンティティに支えられた宗教間の協力関係による宗教的多

元性と相互的関連をもっているが，マンブラムは，反植民

地闘争と同時にマーピラの反乱の精神的支柱となり，ジャ

ーラムはコミュナリズムを超える宗教的融合の場ではな

く，むしろ次のヒンドゥー殺害の殉教志願者の巡礼地とな

るのである ．しかしパニッカルを初めとするケララの，

少なくともマーピラの歴史学者たちは，マーピラの反乱を

宗教対立とはみなしていないことはここで確認しておく必

要がある．それはコミュナリズムあるいは宗教対立ではな

く，農民闘争であり，階級闘争であると理解されているの

である．マーピラ農民が殺害したのは個々の暴虐をふるっ

た地主であって，それ以外のヒンドゥー一般ではない．そ

してそれを後援したマンブラムの聖者たちはあくまで不正

義に対する宗教的行動ジハードとして承認したのであっ

た．ジハードは他宗教の者に対する行為としてではなく，

不正義に対する行為として現在のマーピラ社会においても

高い価値を与えられている．それはアラウィの聖者たちの

集合的記憶の中で繰り返される権力者に対する毅然とした

態度のモチーフによっても継承されているのである．

しかしながらマーピラの反乱の中で最後の1921-22年の

反乱では，反英闘争に端を発しながら無差別のヒンドゥー

殺戮に転化し，その始まりにおいて殉教者のジャーラムで

巡礼が行われた．マンブラムとマーピラの反乱，そしてマ

ーピラの反乱の殉教者のジャーラムについては稿を改めて

検討し，そこでマーピラの歴史の中で特殊な発展を遂げた

集合的記憶装置としてのジャーラムについて議論を行いた

い．

１）サイイドはムスリム社会で預言者ムハンマドの血を引く

とされる家系の者に対する尊称であるが，ケララではタ

ンガルとも言い，こちらの方がふつうに用いられる．タ

ンガルは元来ドラヴィダ語でヒンドゥーの最高位カース

ト，ブラーミンを意味する言葉であった．サイイドすな

わちタンガルはその血統によってカラマト（奇蹟力）を

もつと考えられ，聖者として人々の信仰を受ける．

２）イスラム世界には聖者の遺体を祀った聖者廟が広く存在

するが，これは南アジアではダルガと呼ばれ，ケララで

はふつうジャーラム，時にマカームと呼ばれる．ケララ

のジャーラムには聖者の遺体を祀ったものだけでなく，

殉教者の遺体を祀ったものがあるので，ここでは聖者廟

とは呼ばず，聖廟と呼ぶ．イスラム世界の聖者廟で行わ

れる生誕祭はマオルードと呼ばれるが，南アジアではウ

ルス，ケララではナーチャと呼ばれる．ナーチャはケラ

ラでは聖者の生誕祭とは限らず，聖者や殉教を記念する

祭りとなっている．

３）川野 (2011a)．

４）関根 (2006)．

５）前者の側面，すなわち宗教的多元性の場としてのジャー

ラムについては川野（2009）で，また宗教的多元性を実

現している要素としての「ケララのセキュラリズム」に
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要 旨

本稿はジャーラム（ケララのイスラム聖廟）の集合的記憶の形成・固定・伝達装置としての側面を明らかにすることを

目的として，ヒンドゥー地主とイギリス植民地支配に対するマーピラ（ケララのムスリム）の抵抗の歴史の中で重要な役

割を果たしたマラプラムとマンブラムの事例を扱う．マラプラムのジャーラムは，18世紀に地域の首長とマーピラの間で

起こった戦闘で亡くなったとされる44人の殉教者を祀るもので，その祭りナーチャは，当時この地域を覆っていたマーピ

ラとヒンドゥー地主層の間の敵対的な関係と，殉教の観念を集合的記憶としてコミュニティの間に伝え，19世紀にマーピ

ラの反乱を生む土壌となった精神的風土を醸成する役割を果たした．マンブラム・ジャーラムはケララ最大のイスラム巡

礼地であり，サイイド・アラウィとその叔父が祀られている．サイイド・アラウィとその子サイイド・ファゼルは，ヒン

ドゥー地主とイギリス植民地権力に対するマーピラの反乱の精神的指導者としての役割を果たした．反乱において殉教者

のジャーラムは殉教の集合的記憶を伝え，次稿で論じるように次の殉教を生むようになるが，本稿ではジャーラムのその

ような展開を視野において，現在に伝えられているサイイド・アラウィとマンブラムに関する集合的記憶を検討する．
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