
コーカサスに旅して

一一アルメニア人の復讐の話一一

いつもの事ながら、山草とは凡そ縁遠い

話で寒に申訳ありませんが、次に7ノレメニ

ア人の土耳古(トノレコ)に対する、報復に

ついて書いてみることにしましょう。

(1) 

1983年 7月の下旬、私は中学 l年生の

孫娘を連れて、 5度目の訪ソの旅について

L 、ました。

8月 1日にモスクワのウヌーコボ空港か

ら飛び立ち、南々東に機首を向けて滞空4

時間余り、途中で夏なお氷雪に:埋めくコー

カサス山脈の、エノレプノレース山 5633mの

上を越えて、外コーカサス(コーカサ見山

脈の南側)にある三つの小共和国の一つであ

る、グノレジアの首都トピリ γの空港に着き

ましTこ。

日本ではコーカサスと呼びますが、現地

ではカフカズというので、これからは此の

呼称を使うことにしましょう。

古いトピリ γの|日市街や、最近発展した

新市街を見て廻ってから、郊外の高い丘に

Eまると、まるで城砦のような構えのジワリ

僧院の遺跡があり、ここはキリストが際JfIJ

にあってから僅か 100年余りで、その教え

がこの地万に入って来たことを物語るもの

のようです。

最初型ニーナとL、う女性が布教にこの国

にきた時は、十字架を作る木がなかったの
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か、萄萄の 2校を切って、自分の毛髪で縛

って作ったということです。

ジワリ僧続の、破れた壁の際聞から下を

覗くと、北のカアカズ山脈の氷雪を水源と

するアラグピJIIと、速く南のトノレコ領から

北上してきたグラ川が、下の緑の多い平野

で合流し、僧院のドは目も舷むような絶壁

になっていますO

川の合流する一帯に、点々と家屋があっ

て、 L、かにも都びた町がここにあるようで

すO

やがて私共が乗ったツアーのバスは、急、

坂を降ってこの町に入ったのですが、ここ

はトピリシがクツレジアの都になる以前に、

首都であったムツヘタの町で、今は木立の

中で静かに眠っているという感じですo

私がこの町に降り立って、ふとアラグピ

川の対岸に目をやると、 )I[岸の高い虚の上

にあるコ階建の民家の白壌に、ロ、ンア語で

乎和と大書されてあって、私はこれを見て

一瞬、何か期待していた事とそぐわない感

じで、少し戸怒ったのですO

平和とL、う文字を見て意外とは、甚だ穏

かでない話ですが、これは勿論少し訳があ

っての事です。

私は今度の旅行に出るに当って、当然の

こと乍らカフカズに関する参考書も見、ま

た最近この地方を訪ずれた何人かの日本人
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の紀行交を読み、或る程度の知識をもった この地方は外周をイスラーム教圏にとり

積りて、やってきました。 図まれ乍ら、原始キワスト教を死守してき

それによると、カフカズの人々は皆長寿

で、 80-90歳の人も現役で働いている。

人情に厚く親切で、よく客をもてなす。

た閑々ですが、イスラームの自には目、歯

には歯の復讐の旋が、伝婚していたのでし

ょうか。

然し一族の誰かが、侮辱や危害を加えら 私が古都ムツヘタで、平和とし、う文字を

れると、必ずその当人か一族に仇を返えす。 見て、意外ともとれる感じを受けたのは、

その復讐は 1時間峻か、或いは数年後に

なるかは判らないが、加害者が報復される

のは時間の問題である、などとあります。

私は尊敬している学者の一人である、大

阪の属立民族博物館教授の加藤九砕先生が

私に贈って下さった本には、この客と敵に

ついて次のように述べてあります。

「客の歓待は彼らの神聖な義務であり、

それを怠ければ村八分にされるJr客が憎

んでもあまりある敵であっても、私はお前

の客だと言われると、少なくとも客である

間は、それを歓待しなければならなかった

j。
「報復は個人とか家族とかでなく、氏を

単位に行なわれた。侮辱きれた方は氏の成

員全体が侮辱されたと考え、一致して報復

の行動をとったJr殺された人の親族の各

人にとって、殺人者とその親族に報復を加

えることは神聖な義務であるJr報復は報

復をよび、何代にもわたるくり返しによっ

て、消滅してしまった氏族も少なくなかっ

t-:J 

以上は加藤先生が内カプカズ(カフカズ

山脈の北側)のオセチア地方で採取した話

ですが、外カフカズのグノレジ7 ・アゼノレパ

イジヤ γ アノレメニアの 3共和国も、同じ

ような慣習があったので、すo

実は以上のような訳からです。

この文字は注意していたら、其の後トピ

ザシの町でも何個所かで見たし、アノレメニ

アの国でも目にしたように思います。

トピリシの公闘に、グノレジアの母という

巨大な女神像が立っているし、アルメニア

の首都エレバソの公闘に、アノレメニアの母

の像がありますO

そのどちらも片手に責IJを持ち、片手に盃

とか楯を持っていますO

盃や楯は客の歓待と平和を表徴し、剣は

言う迄もなく、外敵に血の報復をするとし、

う意味で、夫々 2つの神聖な義務を表わし

ているのでしょう。

血の報復の方は、ロシアと合併された

1920年項までの話で、今はこの慣習は影

を潜めているそうですが、果してそうなの

でし Iうカミo グルジアは紀元前の背から、

外敵の攻撃を受けること約羽田、その中16

回は国土が町も村も焦土と化し、国民が虐

殺されている事を考えると、 L、くら人の良

い国民でも、我慢には限度があるだろうと

思われるのて、す。

(2) 

やがて私たちはトピリシでの予定の行程

を終え、準砂漠のような荒原や、ブドウ・

お茶・タパコなどの良い耕地帯も通って、

~24ー
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270粁ほど南のアノレメニア共和国の、首都

エレパンに向ってパスを走らせました。

途中でアゼノレハイジャン共和国を、 60粁

ほど通過したあとアノレメニアの国に入り、

標高 3，000m程の、高山植物が咲き乱れる

ジワジャン峠を越えて、海抜 2，000mの高

地にあるセパン湖につきました。

この辺の野草は、朱色のヒナゲシと白花

や赤花のアザミ以外、私には手に負えない

見馴れぬ事ばかりです。

枝分れしている青い頭状花序の花は、 γ

ベリアでもよく見かけるアイコウリイィの

仲間で、キク科シオン属の花でもありまし

ょうか。

グノレジアはアラブ系の民族を主とする国

ですが、今私共が入ってきたアノレメニアは

印欧系アーリア民族を主とする閣で、アノレ

メニアはアーリアの詑ったものらしいとも

言われています。

8月4日に雷雨の中、私共ツアーのパス

は市内観光をひと通り終えて、木の繁みを

分けるように丘の上の公園に登りました。

太い居と大きい目のガイド娘マワヤが、

これからアノレメニア人の悲しい歴史を秘め

た、独立記念碑に我々を案内しようとして

いるのですO

雨がなかなか止まず、マリヤはその問を

利用して、パスの中で、此の国の苦難の歴

史について語り始めました。

次の物語は、私が帰国してから本などを

みて、彼女の話に補足したものです。

アノレメニア人の先祖がこの地方に移って

きたのはy 紀元前7世紀とも言われますが

既にその頃からアツシリヤ・メディヤ・ベ
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ノレシャ(イラン)などに侵略をうけて、前

4世紀にはマケドニヤのアレキサγダ一大

王に征服されました。

次いで7-8世紀には、アラブの占領下

におかれ、 11世紀にはトノレコの攻撃をうけ

ました。

13世紀になると、今度は蒙古のジンギス

汗の軍に際摘され、蒙古の勢力が弱まると

次は中央アジアに興ったチムーノレ箪に襲撃

され、 15世紀頃には閑家としての機能を失

う程になってしまいました。

原始キリ λ ト教が入ったのは、 2-3世

紀頃の事とみられますが、彼等はこの苦難

の中にあって、アノレメニア・グレゴリ一正

教を心の種として、辛苦に耐えてきたので

すo

苦難は尚も続き、 18世紀になるとベノレγ

ャ・トノレコ・ロシ73国の争奪の場と化し

20世紀始めにはオ只マントノレコに征服され

て、国土の西半を奪われてしまいます。

いやそう言うより、国土を追われて東に

遁がれ、現在の外力フカズに落ち延びた、

と言った方がよいのかも知れません。

トルコとアノレメニアの現在の国境近くに

立っと、僅かにトノレコ側に入ったところに

富士山に良く似た高い山が見え、夏なのに

上半が雪で真白です。

これこそ旧約聖書にある、ノアの箱舟が

大洪水の時に漂着した、アララト山 5，165

mで、僅か 1.000m程の高原から 4，000m 

もそそり立つ死火山なので、下から見ると

山頂は上空の霧の中に浮んでいるかのよう

で、随分と高く見えます。

この山は今もアノレメニア人の心の故里で
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吋匂一 一一

ん

日本人と富士山の間柄のようなもので、す。

日本が前の戦争に破れた時、連合軍が九

州に上陸して、列島西半の日本人が関東以

東に逃げ込み、富士山を含めて西を連合軍

が永久占領したと想像すれば、大体トルコ

とアノレメニアの関係が判るでしょうO

今度の私の旅行目的の一つは、この山を

一目見たいという事もあったのです。この

山の旧火口周囲の外論山は7峯に分れ、そ

の聞を氷河が埋めているそうですが、その

氷河の中に、推算排水量 1万 5千トンと言

われるノアの籍舟の残骸が、氷漬けになっ

ていると信ぜられているのですO

然し日本人のある宣教師の話だと、山は

氷で滑って、登ることがて、きなL、のだそう

て、す。

私はその宣教師にこう言いました「誰も

登れないのに、どうして箱舟の残骸がある

のが判ったんでしょうかねj と。

私はこんなお伽話や伝説より、ダーウイ

γ等の進化論を信じていますが、余談が長

くなるので本題の話を進める事にしましょ

う。

アララト，LJの北に楽園で有名なエデγの

闘がありますが、ここも今は伝説と違って

住民は悲惨な生活をしているらししこれ

はキリスト教徒からみて汚れ多いイスラム

教徒の、 トノレコ人ばかりのせいでなく、神

も大変に残酷でト、 トルコの大地震の大半は

この地方で起きているのです。

mてこのトルコのアノレメニア占領は、第

l次世界大戦の時のことですが、当然の結

果としてアノレメニア人たちが、 トルコに独

立を要求すると、イスラム教国オスマント
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ノレコdfは激怒して、 1915年から翌 16

年にかけて、アノレメニア人の大虐殺を命じ

若い娘t土福音などに売り飛ばされ、男達は

窃告と懸賞金で探し出されて斬首されまし

た。

この時惨殺された人数は、一般の見方で

65万人、アノレメニア側の主張では 150万

人といわれています。

密告と虐殺に脅えた7ノレメニア人たちは

300乃至 500人のキャラパンを作り、辛く

も虎口を脱して圏外に逃れた人々は、今も

アメリカやフランスなどに、アノレメニ7 ・

コロニーを作って暮しているので、す。

その数は当時 100万人と言われましたが

その後に増えて今は約 200万人と見られて

います。

オスマントノレコは、第 1次大戦で連合国

軍に破れたので、アノレメニアに独立を与え

るように約束させられましたが、戦後のド

サグサに紛れて、これは不履行のままで終

ってしまいました。

それどころか、 トノレコ自体が敗戦後に国

土を分割される危険が迫りましたが、彼等

は国民大会議を聞いてこれに対抗し、正規

軍を強化して逆に隣国のギリシヤ軍を 19

21年に破り、黒海から地中海に出る水路

である、ダーダネノレズ海峡の両岸を確保し

ギリシヤは東端をもぎとられて、泣き寝入

りの苦境に立たされてしまいました。

トノレコは翌22年dhjを廃して、共和国

昔話lを宣言し、近代化を計り乍ら今日に及ん

でし、ます。

きて独立後のアルメニアは、海外の同胞

に対して帰国を呼びかけ、今迄に50万人が
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帰ってきましたが、彼等を迎える環境は固

にとどまった国民よりも良く、これは国外

亡命の同胞が長い間苦境に置かれたのです

から、むしろ当然の事と国民たちは納得し

ているので、すO

(3 ) 

さて昔から復讐を聖なる義務であると信

じていたカフカズの民であるアノレメニア人

が、これ程にトノレコ人に痛めつけられて、

何もしないて、凝っとしているのでしょう方、

私はこの稿を 1984年の元日に書いてい

るのですが、正午のNHKニュースはフラ

ンスとスベインで今朝起きた列車爆被事件

について報じ、犯行は誰からも声明が出さ

れていないが、多分アノレメニ7人らしいと

言うことでした。

実はこのようなアルメニア人のテロ事件

は、 1970年頃からヨーロッパ各地で目立

ち始め、トルコの出先機関である大使館な

どに、攻撃をかけてくるようになりまし7ぉ

1983年8月25目、西ベルリ γのフラ

γλ領事館も同居しているヒツレに、爆弾が

仕かけられ、 2名死亡23名が重傷を負いま

したが、同様の事件が最近プリュッセノレ・

パリーリスボンでも起きています。

考えてみると、アノレメニアの隣りのイラ

ンは、イスラム教の l派でl暗殺で有名な、

イスマーイ -y派の発生地であれこれは

背からアサシγの名でヨーロッパを震え上

らせていました。

また地中海に浮ぶγツリー(シチリ 7)

島は、米国の賠黒街の帝王たちの温床とな

ったマフィ 7が発生したところです。

カフカズの人々の本来の素地に加え、周
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聞に暗殺団テロ図を育てる雰囲気が、揃っ

ていたようにも思われるのです。

アノレメニアのトノレコ報復テロ軍は、アノレ

メニ了解放秘密軍 (ASALA)と名乗り

へイノレートやキプロス島など、転々と訓練

の場所を変え乍ら、隙をみてトルコの出先

機関に攻撃をかけてくるのですo

私がアノレメエア人のテロ活動を見ている

と、北方領土問題を抱える日本の問民とし

て、彼等の心情が判らぬでもありませんが

テロの被害がひとりトルコの出先機関にと

どまらず、ヨーロッパの無事の人々に無差

別に及ぶために、昔のアサシγ(元来麻薬

のことで暗殺者の代名詞にきれているイス

マーイーリ派のこと)と同様に、ヨーロツ

パ全体から敵視されだして、これはアノレメ

ニアの為に大変に残念なことだと思います。

(4 ) 

独立記念碑前で、雨の揚るのを待ってい

た私たちは、やがて突然に雨が止んで日も

射してきたので、パスから降りて記念碑に

向いましたO

コンクリートて合H装した記念碑前の広場

は、雨水が溜って浅い池になり、巨大な摺

鉢を伏せたような聖火の上家がこの水鏡の

上に影を落としていました。

階段を降りて型火のそばに立つと、一見

何の変哲もないこの灯火が、故郷と多くの

同胞を失ったアノレメニア人の痛恨を、切々

と鈍感な私の胸にも訴えるかのように燃え

さかり、私は身のヲi緊まる思いで、彼等の

幸福を祈らずにはいられなかったのでしTこC

( 1984. l. 1記)
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