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12 イマーム派古典期（ヒジュラ暦 5世紀まで）の主要人物年表

吉田　京子 *

　本年表は、イマームの在位期からヒジュラ暦５世紀までの12イマーム派思想史における「古典期」

について、特に同派独特のイマーム論を含んだ信仰教義の体系化、理論化に貢献したと考えられる

主要学識者、およびイマームの弟子を年表形式にとりまとめたものである。

　歴史年表の本来的目的は歴史時間を視覚化し共時化することであり、さらには、過去を振り返る

ための道具として事件の前後関係や相関関係の理解に役立ち、一連の出来事を一筋の線の如く通史

的に俯瞰することにある1）。このような年表による歴史俯瞰が日本においては馴染み深いものとし

て広く研究者の間でも利用される資料であるのに対し、イスラームの知的伝統の中に同様の年表意

識を見出すことほとんどない。中国や日本と異なり、イスラームには年表形式による紀年意識は乏

しく、少なくとも近代以前の段階では自らの歴史を年表に表すという作業はなされてこなかったと

推定される。

　イスラームにおける紀年史の問題は別にしても、基盤となるべき紀年表の欠如は、必然的に、「イ

スラーム年表」を近代以降の研究者による研究対象周辺の出来事の「便宜的切り取り」や「配置」

といった、研究上の一工程にすぎないものならしめる。言い換えれば、年表に反映されているのは、

イスラームの歴史意識や客観的歴史像ではなく、年表作成者個々人の学問的趣向や個人的歴史俯瞰

にすぎない。さらに、そのような年表は、研究途上の限定的な当座の知識に依拠したものであるた

め、常に補完と収集、取捨選択の作業を要請する未完成体にとどまる。

　その半面、研究者の需要に応じた様々な学問的アプローチによる多様な「イスラーム年表」の作

成が可能であり、それらがイスラームの歴史を視覚的、俯瞰的に理解するための大きな助けとなる

ことは間違いない。しかし、年表作成者の意図と学問的立場を明示し、一作成者の作成時点におけ

る個人的研究成果による選択に基づいた「暫定的とりまとめ」であることを強調しすぎることはない。

　本年表は、12イマーム派思想史をイマームを起点とする学者間の伝達を通じて行われた知の継

承の系譜としてとらえたものである。同派の宗教的知識人、有識者は独自の私見を誇示することは

なく、自らの主張をそれまでの知的伝統の一部に組み込ませることに腐心するのが一般的である。

これは、真知の源泉はイマームであるという同派独自の意識に基づくもので、思想や議論の正当性

はイマームへ帰結する知の系譜を示すことで確保されると考えられてきた。その結果、イマームか

らの知の伝播と継承の歴史を示す人物事典、文献目録が多数編纂されたのである。本年表は、これ

らの資料をもとに、イマームから直接教育を受けた弟子第一世代からイマームのお隠れ後の同派の

教義や法学の最初の構築期となったヒジュラ暦 5世紀までを網羅する人物年表である。初期 12イ

マーム派における知的伝統がどのような人物群によって構築されたと理解されているかを知るため

の一助となるべき年表であり、同派の思想史や伝承学、人物学に興味のある者に限定的に活用され

うる類のものである。

＊　駒澤大学非常勤講師
1）　「視覚化された時間・共時化された時間－紀年認識の発達を歴史年表に探る」佐藤正幸　『歴史を問う 2』岩波
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12 イマーム派古典期（ヒジュラ暦 5世紀まで）の主要人物年表

1) 年代特定（ヒジュラ暦、西暦）

　本年表では、一般的なイスラームの紀年法であるヒジュラ暦と西暦を併置した。正確な年代特定

が可能な出来事や人物に対応して年号を付したが、両暦の年内差が照合しきれない事項もある。二

次資料に併記されている場合はそれらに倣い、一次資料においてヒジュラ暦のみ示されていたもの

については、対応西暦年数を‐で示した。

２）12イマーム派におけるイマーム史

　シーア派共同体において認知されている12人のイマームの生没年、主要事項をとりまとめた。尚、

イマームの生没月日については主にイラン地域で記念日と特定されているものを括弧づけて採用し

ている。

３）主要人物没年、没年不明の主要人物

　本年表でとりあげた「古典期」の主要人物や思想家、学徒に関する情報は、主にナジャーシー

Abū al-ʿAbbās, Aḥmad b. ʿAlī al-Najāshīの『リジャール』を典拠とする2）。同書を含めたリジャール

やタバカートと称される人物記録、人名事典類は思想史、人物史の全体像を網羅、把握するための

ものとして構成されておらず、通時的視点についても、これらの記録からうかがえるのは知識や伝

統の伝達系譜としての通時性であり、年号による正確な人物史を提供しようとする紀年意識には基

づいていない。むしろ、当該人物が誰（何）と重なっているかに注目する、共時的視点が中心であ

る。このため、人物の時代特定は同時代人や師弟関係の記述によって行われるのが通常で、年表形

式に当てはめにくいものである。

本年表では、

①イマームの言葉や知識の受け手としての知者、学徒を「没年」と「没年不明人物」欄とで分けて

表記した。「没年不明人物」については、おおよその年代を世紀の前後半で設定した。

②イマーム顕在期（874 年のお隠れ以前）の人物は、在位していたイマームの代数を○内数字で

前付し、それ以降の人物についてはおおよその世紀区分の内にいれた。

③人物の出身地、ないしは活動拠点ごとに分けた表記を試みたが、活動拠点が明確でない人物も多

く、それらについては「その他」に配置した。

④人物の貢献分野がイマームからの伝承伝達（およびその伝承収集、伝承集編纂）以外の特定の学

問分野（法学、神学など）に及ぶ場合、もしくは 12イマーム派以外の宗派に属する場合、それら

の情報を人物名の後に括弧づけで述べた。

４）イスラーム世界における主要関連事項

　12イマーム派のイマーム史と人物年表に併置して、主に同派と関係の深いシーア派他派（ザイ

ド派やイスマーイール派）の動向を参考程度に併記した。

2）　Rijāl al-Najāshī, Qum:Muʾassasa al-Nashr al-Islāmī al-Tābiʿa li-Jāmiʿa al-Mudarrisīn,n.d. 
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

600 初代イマーム、アリー・イブン・

アビー・ターリブ (ʿAlī b. Abī Ṭālib)

誕生（ラジャブ月13日）

1世紀

3 624 2 代目イマーム（Abū Muḥammad, 

al-Ḥasan b. ʿAlī b. Abī Ṭālib）、ハサ

ン誕生（ラマダーン月 15日）

①ミクダード（Miqdād）

4 626 3 代目イマーム、フサイン（Abū 

ʿAbd Allāh, al-Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī 

Ṭālib）誕生 ( シャアバーン月３日）
10 632 ガディール・フンムの出来事

( ズー・アル＝ヒッジャ月 18日）
インクと紙の出来事

11 632-633 フ ァーティマ・ザフラー

（Fāṭimah al-Zahrāʾ）
13 634

23 644

32 652 ①アブー・ザッル（Abū Dharr 

al-Ghifārī）(四側近の一人）
35 655 － 6 ① サ ル マ ー ン（Salmān 

al-Fārsī）( 四側近の一人）
36 656 アリー４代目カリフ就任 ( ～

661）

37 657

38 658-9 ４代目イマーム、アリー・ザイ

ヌルアービディーン（ʿAlī  Zayn 

al-ʿĀbidīn b. al-Ḥusayn）誕生 ( シャ

アバーン月 5日）
40 661 初代イマーム、アリー暗殺事件 (ラ

マダーン月１９日）と殉教(２１日）

①アブー・ラーフィウ（Abū 

Fāfiʿ）

49　or 50 669 or 670 ２代目イマーム、ハサン「殉教」( サ

ファル月 28日）

51 671

57 676 ５代目イマーム、ムハンマド・バー

キル (Abū Jaʿfar,  Muḥammad al-Bāqir 

b. ʿAlī) 誕生（サファル月 3日）
60 680

61 680 ３代目イマーム、フサインのカル

バラー殉教（ムハッラム月 10日）

12 イマーム派草創期主要人物年表（ヒジュラ暦 5世紀まで）
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

600 初代イマーム、アリー・イブン・

アビー・ターリブ (ʿAlī b. Abī Ṭālib)

誕生（ラジャブ月13日）

1世紀

3 624 2 代目イマーム（Abū Muḥammad, 

al-Ḥasan b. ʿAlī b. Abī Ṭālib）、ハサ

ン誕生（ラマダーン月 15日）

①ミクダード（Miqdād）

4 626 3 代目イマーム、フサイン（Abū 

ʿAbd Allāh, al-Ḥusayn b. ʿAlī b. Abī 

Ṭālib）誕生 ( シャアバーン月３日）
10 632 ガディール・フンムの出来事

( ズー・アル＝ヒッジャ月 18日）
インクと紙の出来事

11 632-633 フ ァーティマ・ザフラー

（Fāṭimah al-Zahrāʾ）
13 634

23 644

32 652 ①アブー・ザッル（Abū Dharr 

al-Ghifārī）(四側近の一人）
35 655 － 6 ① サ ル マ ー ン（Salmān 

al-Fārsī）( 四側近の一人）
36 656 アリー４代目カリフ就任 ( ～

661）

37 657

38 658-9 ４代目イマーム、アリー・ザイ

ヌルアービディーン（ʿAlī  Zayn 

al-ʿĀbidīn b. al-Ḥusayn）誕生 ( シャ

アバーン月 5日）
40 661 初代イマーム、アリー暗殺事件 (ラ

マダーン月１９日）と殉教(２１日）

①アブー・ラーフィウ（Abū 

Fāfiʿ）

49　or 50 669 or 670 ２代目イマーム、ハサン「殉教」( サ

ファル月 28日）

51 671

57 676 ５代目イマーム、ムハンマド・バー

キル (Abū Jaʿfar,  Muḥammad al-Bāqir 

b. ʿAlī) 誕生（サファル月 3日）
60 680

61 680 ３代目イマーム、フサインのカル

バラー殉教（ムハッラム月 10日）

バグダード コム クーファ バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者

①スライム・イブン・カイス

(Sulaym b. Qays al-Hilālī)
①アスバグ・イブン・ヌバータ

（Aṣbagh b. Nubātah）
①ウバイドゥッラー・イブン・

アビー・ラーフィウ（書記）

（ʿUbayd Allāh b. Abī Rāfiʿ）
①ザイド・イブン・ワハブ（Zayd 

b. Wahb）
① ル シ ャ イ ド・ フ ジ ャ リ ー

（Rushayd al-Ḥujarī）

フザイマ・イブン・サービト

（Khuzaymah b. Thābit）

アブー・アイユーブ,アンサーリー

（Abū Ayyūb al-Anṣārī）
ジャービル・イブン・アブドゥッラー・ア

ンサーリー（Jābir b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī）
アブー・サイード・フドゥリー

（Abū Saʿīd al-Khudrī）

ムハンマド没、アブー・バクル初代カリフ就任 ( ～ 634）

②③アブー・ハーリド・カーブリー

（Abū Khālid al-Kāburī）

ウマル２代目カリフ就任 ( ～ 644）

ウスマーン３代目カリフ就任 ( ～ 656）
アラブによるコム征服

らくだの戦い

スィッフィーンの戦い
ナフラワーンの戦い

ムアーウィヤ　カリフ就任、ウマイヤ朝成立（～750）
アリー・イブン・イスマーイー

ル・マイサミー (神学者）（ʿAlī b. 

Ismāʿīl al-Maythamī）

⑤⑥ムーサー・イブン・アブドゥッ

ラー・イブン・サアド・アシュアリー

（Mūsā b. ʿAbd Allāh b. Saʿd al-Ashʿarī）
⑤⑥フダイル・ナフディー（Fuḍayl 

al-Nahdī）

ムハンマド・イブン・ムーサー・

イブン ･アブドゥッラー・アシュ

アリー・クンミー（コムの長）

（Muḥammad b. Mūsā b .ʿAbd Allāh  

al-Ashʿarī al-Qummī）

フジュル・イブン・アディー・キンディー（Ḥujf b. ʿAdī 

al-Kindī）の反乱と殉教

⑤フムラーン・イブン・アーヤン 

（神学者）（Ḥumrān b. Aʿyan）

①マイサム・タンマール

（Maytham al-Tammār）

⑤アブー・ジャアファル・アフワル・

ムウミン・ターク（神学者 ）（Abū 

Jaʿfar al-Aḥwal Mu’min al-Ṭāq）

ムアーウィヤ没、ヤズィードカリフ就任

ハーリス・イブン・アフワル（ム

ウミン・タークの息子）（Ḥārith b. 

al-Aḥwal）

12 イマーム派草創期主要人物年表（ヒジュラ暦 5世紀まで）
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ヒジュ
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西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード コム クーファ バスラ
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

65 684 ①ハーリス・アウワル（Ḥārith 

al-Aʿwar）
66 686
67 687
81 700

82 701 ①クマイル・イブン・ズィヤー

ド (Kumayl b. Ziyād)
83 702 ６代目イマーム、ジャアファル・

サーディク (Abū ʿAbd Allāh, Jaʿfar 

al-Ṣādiq b. Muḥammad al-Bāqir) 誕

生（ラビーウ・アウワル月 17日）
84 703

92 or

94 or 95

711 or 714 ４代目イマーム、アリー「殉教」( ム

ハッラム月 11日）
2世紀

114 or 117 732 or 735 ５代目イマーム、ムハンマド・バー

キル「殉教」（ズー・アル＝ヒッジャ

月 7日）

⑥イーサー・ムバーラク (ʿĪsā 

al-Mubārak)( アリーの子孫）

⑥⑦イーサー・イブン・アブ

ドゥッラー・イブン・サアド・

アシュアリー（ʿĪsā b. ʿAbd 

Allāh b. Saʿd al-Ashʿarī）

⑤アブー・ジャールード（ザ

イド派）（Abū al-Jārūd）

122 740 ハリーズ・シジスターニー

(Ḥarīz al-Sijistānī)（法学者）
125 743 ⑤⑥⑦ ヒシャーム・イブン・

サーリム (Hishām b. Sālim)( 神

学者）
127 744 ⑥ギヤース・イブン・イブラー

ヒーム (Ghiyāth b. Ibrāhīm)（ブ

トリー派）
128 745 ７代目イマーム、ムーサー・カー

ズ ィ ム (Mūsā al-Kāzim b. Jaʿfar 

al-Ṣādiq) 誕生 ( サファル月 7日）

⑤ジャービル ･ イブン・ヤ

ズィード・ジュウフィー (Jābir 

b. Yazīd al-Juʿfī)

⑤⑥ムハンマド・ハラビー

(Muḥammad al-Ḥalabī)

129 747 ⑥⑦アブー・アブドゥッラー・

ジュウフィー (Abū ʿAbd Allāh 

al-Juʿfī)（グラート）
129 or 130 746 or 748 ⑥アブドゥッサマド・ウラー

ミー (ʿAbd al-Ṣamad al-ʿUrāmī)
131 748-9 ⑥アブドゥッラー・イブン・ア

ビー・ヤアフール・アブディー

(ʿAbd Allāh b. Abī  Yaʿfūr al-ʿAbdī)

⑥アリー・イブン・アブドゥ

ル ア ズ ィ ー ズ (ʿAlī b. ʿAbd 

al-ʿAzīz)
132 749 ⑥⑦アブドゥルマリク・ナハ

イー (ʿAbd al-Malik al-Nakhaʿī)
133 750 ⑥ムアッラー・イブン・クナ

イス (Muʿallā b. Khunays)

⑥⑦アバーン・イブン・ウ

スマーン・アフマル (Abān b. 

ʿUthmān al-Aḥmar)
137 754 ⑤サーリム・イブン・アビー・ハフ

サ(Sālimb. Abī Ḥafṣah)（ブトリー派）

⑥⑦アリー・イブン・ウクバ

(ʿAlī b. ʿUqbah)
138 755 ⑥⑦ヒシャーム・イブン・サー

リム(Hishām b. Sālim)(神学者）
141 758 ⑥アバーン・イブン・タグリブ

(Abān b.Taghlib)(クルアーン学者）

⑥アブドゥッラー・イブン・

スィナーン(ʿAbd Allāh b. Sinān)
145 762 ⑤⑥フジュル・ハドラミー

(Ḥujr al-Ḥaḍramī)
147 763 ⑤⑥アブドゥルムウミン・アンサー

リ ー (ʿAbd al-Muʾmin al-Anṣārī)

（アブー・マルヤムの兄弟）
148 765 6代目イマーム「殉教」(ウァウワー

ル月 25日）

8代目イマーム、アリー・リダー

(ʿAlī al-Riḍā b. Mūsā) 誕生（ズー・

アル＝カアダ月 11日）

バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

⑤カイス・イブン・マサル（神学

者）（Qays b. al-Mathal）

タッワーブーンの反乱

ムフタールの乱
ムフタール没
ムハンマド・イブン・ハナフィーヤ (Muḥammad b. 

al-Ḥanafīyah) 没

アブドゥルラフマーン・イブン・アシュアス (ʿAbd 

al-Raḥmān b. Ashʿath) の反乱

⑥ イ ブ ン・ カ ッ ダ ー フ (Ibn 

al-Qaddāḥ)

フライズ（Ḥurayz） ザイドの反乱と死亡

⑤ ⑥ イ ス マ ー イ ー ル・ イ ブ

ン・ジャービル・ジュウフィー

(Ismāʿīl b. Jābir al-Juʿfī)

ヤフヤー・イブン・ザイド (Yaḥyā b. Zayd) の反乱と死亡

⑤ ⑥ ア ブ ー・ マ ル ヤ ム (Abū 

Maryam)

アブドゥッラー・イブン・ムアーウィヤ (ʿAbd Allāh b. 

Muʿāwiyah) の反乱

⑤⑥⑦アブー・サッバーフ，キナー

ニー (Abū al-Ṣabbāḥ al-Kinānī)

⑥イブン・カスィール・ハーシミー

(Ibn Kathīr al-Hāshimī)

アッバース家の反乱開始

⑥ イ ブ ン・ ブ カ イ ル (Ibn 

Bukayr)( 法学者、神学者）

アブドゥッラー・イブン・ムアーウィヤ処刑

アブー・アル＝アッバース　カリフ就任、アッバース朝

成立 ( ～ 1258)

アブー・ハッターブ (Abū al-Khaṭtāb) の反乱

ムハンマド・ナフス・ザキーヤ（Muḥammad, al-Nafs 

al-Zakīyah）の反乱
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バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

⑤カイス・イブン・マサル（神学

者）（Qays b. al-Mathal）

タッワーブーンの反乱

ムフタールの乱
ムフタール没
ムハンマド・イブン・ハナフィーヤ (Muḥammad b. 

al-Ḥanafīyah) 没

アブドゥルラフマーン・イブン・アシュアス (ʿAbd 

al-Raḥmān b. Ashʿath) の反乱

⑥ イ ブ ン・ カ ッ ダ ー フ (Ibn 

al-Qaddāḥ)

フライズ（Ḥurayz） ザイドの反乱と死亡

⑤ ⑥ イ ス マ ー イ ー ル・ イ ブ

ン・ジャービル・ジュウフィー

(Ismāʿīl b. Jābir al-Juʿfī)

ヤフヤー・イブン・ザイド (Yaḥyā b. Zayd) の反乱と死亡

⑤ ⑥ ア ブ ー・ マ ル ヤ ム (Abū 

Maryam)

アブドゥッラー・イブン・ムアーウィヤ (ʿAbd Allāh b. 

Muʿāwiyah) の反乱

⑤⑥⑦アブー・サッバーフ，キナー

ニー (Abū al-Ṣabbāḥ al-Kinānī)

⑥イブン・カスィール・ハーシミー

(Ibn Kathīr al-Hāshimī)

アッバース家の反乱開始

⑥ イ ブ ン・ ブ カ イ ル (Ibn 

Bukayr)( 法学者、神学者）

アブドゥッラー・イブン・ムアーウィヤ処刑

アブー・アル＝アッバース　カリフ就任、アッバース朝

成立 ( ～ 1258)

アブー・ハッターブ (Abū al-Khaṭtāb) の反乱

ムハンマド・ナフス・ザキーヤ（Muḥammad, al-Nafs 

al-Zakīyah）の反乱
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イスラーム世界研究（2007）2号

ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

148-50 765-7

150 767

157 773-774

169 786

172 789

175 791

177 793 カリフによる７代目イマームの投

獄
179 795 ⑥⑦ヒシャーム・イブン・ハカ

ム (Hishām b.al-Ḥakam)( 神学者）
180 796

182 798 ⑦アリー・イブン・ヤクティー

ン (ʿAlī b. Yaqṭīn)
183 799 ７代目イマーム「殉教」( ラジャ

ブ月 25日）
184 800 ⑤⑥イブラーヒーム・イブ

ン・アビー・ヤフヤー (Ibrāhīm 

b.Abī Yaḥyā)
194 809-810

195 811 ９代目イマーム、ムハンマド・ジャ

ワード (Muḥammad al-Jawād b. ʿAlī)

誕生 ( ラジャブ月 10日）
199 815

3 世紀
201 816

201 817 カリフ、マアムーンによる８代目

イマームの後継指名

203 818 ８代目イマーム「殉教」( サファ

ル月 30日）
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

148-50 765-7

150 767

157 773-774

169 786

172 789

175 791

177 793 カリフによる７代目イマームの投

獄
179 795 ⑥⑦ヒシャーム・イブン・ハカ

ム (Hishām b.al-Ḥakam)( 神学者）
180 796

182 798 ⑦アリー・イブン・ヤクティー

ン (ʿAlī b. Yaqṭīn)
183 799 ７代目イマーム「殉教」( ラジャ

ブ月 25日）
184 800 ⑤⑥イブラーヒーム・イブ

ン・アビー・ヤフヤー (Ibrāhīm 

b.Abī Yaḥyā)
194 809-810

195 811 ９代目イマーム、ムハンマド・ジャ

ワード (Muḥammad al-Jawād b. ʿAlī)

誕生 ( ラジャブ月 10日）
199 815

3 世紀
201 816

201 817 カリフ、マアムーンによる８代目

イマームの後継指名

203 818 ８代目イマーム「殉教」( サファ

ル月 30日）

バグダード コム クーファ バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者

⑥ズラーラ・イブン・アーヤ

ン (Zurārah b. Aʿyan)( 神学者、

クルアーン学者、法学者）

④⑤⑥アブー・ハムザ・スマー

リー (Abū Ḥamzah al-Thumālī)

⑥イブン・アビー・クッラ (Ibn 

Abī Qurrah)

⑥ヤアクーブ・マイサミー (Yaʿqūb 

al-Maythamī)（マイサム・タンマー

ルの孫）
⑦ファドル・イブン・ユーヌス・

カーティブ (al-Faḍl b. Yūnus 

al-Kātib)（ワーキフ派）

⑤⑥アブー・バスィール、ヤ

フヤー・イブン・カースィム・

アサディー(Abū Baṣīr Yaḥyā b. 

al-Qāsim al-Asadī)

⑤⑥ムハンマド・イブン・

ムスリム・イブン・ラバー

フ、サカフィー・タッハーン

(Muḥammad b.Muslim b.Rabbāḥ, 

al-Thaqafī al-Ṭaḥḥān)( 法学者）

⑤⑥ブライド・イブン・ムアー

ウィヤ・イジュリー (Burayd 

b.Muʿāwiyah al-ʿIjlī)

⑥⑦ジャミール・イブン・ダッ

ラージュ (Jamīl b. Darrāj)( 法学

者）

⑥⑦イスハーク・サイラフィー

(Isḥāq al-Ṣayrafī)

⑥⑦イブン・ムスカーン (Ibn 

Muskān)（法学者）

⑥⑦イブン・アビー・ハムザ・

ス マ ー リ ー (Ibn Abī Ḥamzah 

al-Thumālī)

⑥⑦イブン・ハッジャージュ (Ibn 

al-Ḥajjāj)( 法学者）

⑥アブー・ミクナフ (Abū 

Mikhnaf)（クーファ史家）

⑥⑦カッラーム・カスアミー

(Karrām al-Kathʿamī)( ワーキフ派）
⑥⑦ドゥルスト・イブン・アビー・

マンスール・ワーシティー(Durst b. 

Abī Manṣūr al-Wāsiṭī)( ワーキフ派）
⑥⑦イブン・リアーブ・タッハー

ン (Ibn Riʾāb al-Ṭaḥḥān)

サーヒブ・ファッフ（Ṣāḥib Fakhkh）の反乱

⑥⑦イスハーク・ムウタマン

(Ishḥāq al-Muʾtaman)( ⑥の息子）

モロッコ　イドリース朝成立（～ 926）

⑥⑦ムアーウィヤ・イブ

ン・アンマール・ドゥフニー

(Muʿāwiyah b. ʿAmmār al-Duhnī)

⑦⑧ハサン・イブン・アリー・イ

ブン・ヤクティーン (al-Ḥasan b. 

ʿAlī b. Yaqṭīn)( 神学者）

ヤフヤー・イブン・アブドゥッラー・イブン・ハサン (Yaḥyā 

b. ʿAbd Allāh b. al-Ḥasan)、ダイラマーンに逃亡

⑦アブー・マーリク・ハドラミー

(Abū Mālik al-Ḥaḍramī)（神学者）

⑥アブドゥルラフマーン・

アルザミー (ʿAbd al-Raḥmān 

al-ʾArzamī)

⑥ハフス・カーディー (Ḥafṣ 

al-Qāḍī)( 法学者）

ムハンマド・ディーバージュ(Muḥammad)の反乱（イブン・

タバータバー？）

⑥⑦アリー・イブン・アビー・ハ

ムザ・バターイニー (ʿAlī b. Abī 

Ḥamzah al-Baṭāʾinī)（ワーキフ派）

⑩アフマド ･イブン ･ムハン

マド・アシュアリー（Aḥmad 

b. Muḥammad  al-Ashʿarī）

ハサン・イブン・バターイニー

(al-Ḥasan Ibn a;-Baṭāʾnī)（アリー・

イブン・アビー・ハムザの息子）

⑨ハサン /フサイン・イブン・サ

イード・アフワーズィー (al-Ḥasan 

/ al-Ḥusayn b.Saʿīd al-Ahwāzī)

ファーティマ（ハズラテ・マースーメ）（Fātimah 

al-Maʿsūmah）メルヴ旅路で死去

⑨ヤアクーブ・イブン・ヤ

ズィード (Yaʿqūb b. Yazīd)

⑥⑦ハナーン・サイラフィー

(Ḥanān al-Ṣayrafī)（ワーキフ派）

⑨アリー・イブン・マフズィ

ヤール・アフワーズィー (ʿAlī b. 

Mahziyār al-Ahwāzī)
⑩⑪アイユーブ・イブン・ダッ

ラージュ (Ayyūb b. Darrāj)

アリー・イブン・アビー・ハムザ・

ス マ ー リ ー (ʿAlī b. Abī Ḥamzah 

al-Thumālī)

ファドル・イブン・サフル・バルマキー (al-Faḍl b. Sahl 

al-Barmakī) 処刑

ムハンマド・ディーバージュ没
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード コム クーファ バスラ
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

208 823 ジャアファル・イブン・バシー

ル・バジャリー（Jaʿfar b.Bashīr 

al-Bajalī）
212 827 10 代目イマーム、アリー・ハー

ディー (ʿAlī al-Hādī b. Muḥammad) 誕

生（ズー・アル＝ヒッジャ月 15日）
219 834
220 835 ９代目イマーム「殉教」（ズー・

アル＝カアダ月 29日）

⑧ムハンマド・イブン・スィ

ナーン (Muḥammad b. Sinān)
221 836 ⑧⑨アフマド・イブン・ムハ

ンマド・バズナティー (Aḥmad 

b. Muḥammad al-Baznaṭī)
224 839 ハサン・イブン・アリー・イ

ブン・ファッダール (al-Ḥasan 

b.ʿAlī b.Faḍdāl)（ファトヒー派）
232 846 11 代目イマーム、ハサン・アス

カリー (al-Ḥasan al-ʿAskarī b. ʿAlī)

誕生（ラビーウ・サーニー月 8日）
233 848 カリフ、ムタワッキルによる 10 代

目イマームのサーマッラーへの召喚
236 850
246 860

250 864 アブー・サイード，アッバー

ド・イブン・ヤアクーブ・ウ

スフリー (Abū Saʿīd, ʿAbbād b. 

Yaʿqūb al-ʿUṣfurī)
254 868 10 代目イマーム「殉教」( ラジャ

ブ月 3日）

255-6 869-70 12 代目イマーム・ムンタザル

(al-Imām al-Muntaẓar) 誕生（シャ

アバーン月 15日）
260 873

260 874 11 代目イマーム、ハサン・アス

カリー「殉教」（ラビーウ・アウ

ワル月８日）

「小ガイバ」の始まり ( シャアバー

ン月 8日）

初代サフィール、アブー・アムル，

ウスマーン・アムリー (Abū al-ʿAmr, 

Uthmān b. Saʿīd  al-ʿAmrī) 就任
261 874-5 アフマド・イブン・アブドゥッ

ラー・イジュリー (Aḥmad b. 

ʿAbd Allāh al-ʿIjlī)
262 876

263 877

267 880 初代サフィール没

ムハンマド・イブン・ウスマーン・

アムリー (Muḥammad b. ʿUthmān 

al-ʿAmrī)2 代目サフィール就任

バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

ムハンマド・イブン・カースィム (Muḥammad b. Qāsim) 没

ハサン・イブン・マフブーブ

（al-Ḥasan b. Maḥbūb）

カリフ・ムタワッキルによるフサイン廟破壊
カースィム・イブン・イブラーヒーム・ラッシー (al-Qāsim 

b. Ibrāhīm al-Rassī) 没
イブン・クッバ（キバ）・ラーズィー

(Ibn Qubbah al-Rāzī)( 神学者）

ハサン・イブン・ザイド (al-Ḥasan b. Zayd)、タバリスタ

ンとギーラーンを支配 ( ～ 928）

イブラーヒーム / ムハンマド・

イブン・アリー・イブン・マフ

ズィヤール (Muḥammad b. ʿAlī b. 

Mahziyār)（アフワーズ）
ファドル・イブン・アビー・サフル・

ナウバフティー ( 神学者）（al-Faḍl 

b. Abī Sahl al-Nawbakhtī）
⑧⑨⑩ファドル・イブン・

シ ャ ー ザ ー ン (al-Faḍl b. 

Shādhān al-Nīṣābūrī)( ホ ラ ー

サーン、神学者、法学者）

イスマーイール・イブン・ア

リー・イブン・イスハーク・ナウ

バフティー (Ismāʿīl b. ʿAlī b. Isḥāq 

al-Nawbakhtī)( 神学者）
⑩⑪アブドゥッラー・イブン・ジャ

アファル・ヒムヤリー (ʿAbd Allāh 

b. Jaʿfar al-Ḥimyarī)

ムハンマド ･イブン ･フサイン ･

イブン・アビー・ハッターブ・ザ

イヤート(Muḥammad b. al-Ḥusayn 

b. Abī al-Khaṭtāb al-Zayyāt)
ハサン・イブン・サマーア・サ

イラフィー(al-Ḥasan b. Samāʿah 

al-Ṣayrafī)（ワーキフ派）
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バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

ムハンマド・イブン・カースィム (Muḥammad b. Qāsim) 没

ハサン・イブン・マフブーブ

（al-Ḥasan b. Maḥbūb）

カリフ・ムタワッキルによるフサイン廟破壊
カースィム・イブン・イブラーヒーム・ラッシー (al-Qāsim 

b. Ibrāhīm al-Rassī) 没
イブン・クッバ（キバ）・ラーズィー

(Ibn Qubbah al-Rāzī)( 神学者）

ハサン・イブン・ザイド (al-Ḥasan b. Zayd)、タバリスタ

ンとギーラーンを支配 ( ～ 928）

イブラーヒーム / ムハンマド・

イブン・アリー・イブン・マフ

ズィヤール (Muḥammad b. ʿAlī b. 

Mahziyār)（アフワーズ）
ファドル・イブン・アビー・サフル・

ナウバフティー ( 神学者）（al-Faḍl 

b. Abī Sahl al-Nawbakhtī）
⑧⑨⑩ファドル・イブン・

シ ャ ー ザ ー ン (al-Faḍl b. 

Shādhān al-Nīṣābūrī)( ホ ラ ー

サーン、神学者、法学者）

イスマーイール・イブン・ア

リー・イブン・イスハーク・ナウ

バフティー (Ismāʿīl b. ʿAlī b. Isḥāq 

al-Nawbakhtī)( 神学者）
⑩⑪アブドゥッラー・イブン・ジャ

アファル・ヒムヤリー (ʿAbd Allāh 

b. Jaʿfar al-Ḥimyarī)

ムハンマド ･イブン ･フサイン ･

イブン・アビー・ハッターブ・ザ

イヤート(Muḥammad b. al-Ḥusayn 

b. Abī al-Khaṭtāb al-Zayyāt)
ハサン・イブン・サマーア・サ

イラフィー(al-Ḥasan b. Samāʿah 

al-Ṣayrafī)（ワーキフ派）
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イスラーム世界研究（2007）2号

ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

270 884
274 or 280 887 or 893

283 896

286 899
287 900
288 901
290 902-3

297 909
299 or 301 911-914

4 世紀
301 914

305 917 2 代目サフィール没

305 918 フ サイン・イブン・ルーフ・

ナ ウ バ フ テ ィ ー (Abū al-Qāsim 

al-Ḥusayn b. Rūh al-Nawbakhtī) ３

代目サフィール就任
306

307 919

308

311 923

312 924 3 代目サフィール投獄
313 925
317 929 ３代目サフィール釈放
318 930
319 931

320 932
323 935

325 936-7 イブン・アビー・サルジュ (Ibn 

Abī al-Thalj)
326 938 ３代目サフィール没
328 940 アリー・イブン・ムハンマド・サン

マリー(ʿAlī b. Muḥammad al-Sammarī)

４代目サフィール就任
329 941 ４代目サフィール没

「大ガイバ」の始まり
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

270 884
274 or 280 887 or 893

283 896

286 899
287 900
288 901
290 902-3

297 909
299 or 301 911-914

4 世紀
301 914

305 917 2 代目サフィール没

305 918 フ サイン・イブン・ルーフ・

ナ ウ バ フ テ ィ ー (Abū al-Qāsim 

al-Ḥusayn b. Rūh al-Nawbakhtī) ３

代目サフィール就任
306

307 919

308

311 923

312 924 3 代目サフィール投獄
313 925
317 929 ３代目サフィール釈放
318 930
319 931

320 932
323 935

325 936-7 イブン・アビー・サルジュ (Ibn 

Abī al-Thalj)
326 938 ３代目サフィール没
328 940 アリー・イブン・ムハンマド・サン

マリー(ʿAlī b. Muḥammad al-Sammarī)

４代目サフィール就任
329 941 ４代目サフィール没

「大ガイバ」の始まり

バグダード コム クーファ バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者

ハサン・イブン・ザイド（Muḥammad b.Zayd）死亡
アブー・ジャアファル , アフ

マド・イブン・ムハンマド・

バルキー (Abū Jaʿfar, Aḥmad b. 

Muḥammad al-Barqī)
イブラーヒーム・イブン・ム

ハンマド・サカフィー (Ibrāhīm 

b. Muḥammad al-Thaqafī)
イスマーイール派分裂、カルマト派
ムハンマド・イブン・ザイド死亡
イエメンのザイド派王朝成立

サ ッ フ ァ ー ル・ ク ン ミ ー

(Muḥammad b .  a l -Ḥasan  b . 

Farūkh al-Ṣaffār al-Qummī)

カルマト派によるダマスクス包囲

ファーティマ朝成立（～ 1171）
サアド・イブン・アブドゥッラー・

アシュアリー・クンミー (Saʿd b. 

ʿAbd Allāh al-Ashʿarī al-Qummī)(コ

ムのシーア派長、法学者）

ムハンマド・イブン・ウマル・

カ ッ シ ー (Muḥammad b. ʿUmar 

al-Kashshī)

ハサン・イブン・アリー・ウトルーシュ（al-Ḥasan b. ʿAlī 

al-Uṭrūsh）によるタバリスタンのザイド派

ハサン・イブン・ムーサー・ナ

ウバフティー (al-Ḥasan b. Mūsā 

al-Nawbakhtī)( 分派学者、神学者）

ナースィル・ウトルシュ (Nāṣir al-Uṭrush) 死亡

アイヤーシー・サマルカンディー

(al-Ayyāshī al-Samarqandī)（ ク ル

アーン学者、法学者）

アフマド・イブン・イドリー

ス・アシュアリー(Aḥmad b.Idrīs 

al-Ashʿarī)（法学者）
アリー・イブン・イブラーヒーム・ク

ンミー (ʿAlī b. Ibrāhīm al-Qummī)
ジャアファル・イブン・ムハン

マド・アラウィー（サーマッラー）

（Jaʿfarb. Muḥammad al-ʿAlawī）
ア ブ ー・ サ フ ル・ ナ ウ

バ フ テ ィ ー (Abū Sahl 

al-Nawbakhtī)( 神学者）

カルマト派による巡礼団襲撃

イブン・フラート（Ibn al-Furāt）処刑
バラーサーモスク破壊

カルマト派によるカアバの黒石略奪
アブー・カースィム・バルヒー

(Abū al-Qāsim al-Balkhī)
ブワイフ朝成立（～1062）

シャルマガーニー (Muḥammad 

b. ʿAlī al-Shalmaghānī)

ク ラ イ ニ ー (Muḥammad b. 

Yaʿqūb al-Kulaynī)

アリー・イブン・バーバワイヒ

(ʿAlī b. Bābawayh)（神学、法学

者、シャイフ・サドゥークの父）
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12 イマーム派古典期（ヒジュラ暦 5世紀まで）の主要人物年表

ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード コム クーファ バスラ
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

333 944

334 946

335 or 336 947 or 948 
340 951 ジャアファル・イブン・ア

フマド・クンミー（Jaʿfar b. 

Aḥmad al-Qummī）
343 954-5 イブン・ワリード・クンミー

(Ibn al-Walīd al-Qummī)
ca. 345 or 

360

ca.956 or 

971

ヌウマーニー (al-Nuʿmānī)

350 961 アフマド・イブン・ムハンマ

ド・イブン・ドゥール・クン

ミ ー (Aḥmad b. Muḥammad b. 

Duwl al-Qummī)
351 962

358 968-9 アブー・ムハンマド、ハサン・

イブン・ハムザ・タバリー

(Abū Muḥammad, al-Ḥasan b. 

Ḥamzah al-Ṭabarī)（法学者）
367-369 978-9 ジャアファル・イブン・クー

ラワイヒ (Abū al-Qāsim, Jaʿfar 

b. al-Qūlawayh)
381 991 シャイフ・サドゥーク、イブン・

バーバワイヒ (Muḥammad b. ʿAlī 

b. Bābawayh, al-Shaykh al-Ṣadūq)
384 994
385 995

387 997
394 1004

5 世紀
401 1011 アフマド・イブン・ムハンマド・

イブン・アイヤーシュ・ジャ

ウハリー(Aḥmad b. Muḥammad 

b. Ayyāsh al-Jawharī)

ムハンマド・イブン・アリー・

アシュアリー・クンミー

（Muḥammad b. ʿAlī al-Ashʿarī 

al-Qummī）
406 1016 シ ャ リ ー フ・ ラ デ ィ ー

(al-Sharīf al-Raḍī, Abī al-Ḥasan 

Muḥammad b.Ḥusayn)（アリー

家ナキーブ、『ナフジュ・ア

ル＝バラーガ』著者）
411 1020 フサイン・イブン・ウバイ

ドゥッラー・ガダーイリー(Abū 

ʿAbd Allāh, al-Ḥusayn b. ʿUbayd 

Allāh al-Ghaḍāʾirī)（人物学者）
413 1022 シ ャ イ フ・ ム フ ィ ー ド

(Muḥammad b. Muḥammad b. 

al-Nuʿmān, al-Shaykh al-Mufīd)

（神学者、法学者）
427 1035

436 1044 シャリーフ・ムルタダー

(al-Shar ī f  a l -Murtaḍā ,  Ab ī 

al-Qāsim ʿAlī b.Ḥusayn, Aʿlam 

al-Hudā)（神学、法学者）
447 1055

バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

イブン・ウクダ (Ibn al-ʿUqdah)

（ジャールード派）

ハムダ－ン朝によるシリア支配

ブワイフ朝ムイッズ・アッダウラ（Muʿizz al-Dawlah）バ

グダード入城
スーリー (al-Ṣūlī)

ブワイフ朝下でのガディール・フムとアーシューラーの

祭典化
ア ブ ー・ ム ハ ン マ ド、 ハ

サ ン・ イ ブ ン・ ム ハ ン マ

ド (Abū Muḥammad, al-Ḥasan 

b.Muḥammad)

イブン・ジュナイド・アスカー

フィー（法学者）（Ibn  al-Junayd 

al-Askāfī）
マルズバーニー (al-Marzbānī)
サーヒブ・イブン・アッバー

ド (al-Ṣāhib b. ʿAbbād)
シャイバーニー (al-Shaybānī)

アブ－・アフマド・ムーサーウィー (Abū Aḥmad al-Mūsāwī)、

ナキーブ職に任命

ムハンマド・イブン・アビー・クッ

ラ (Muḥammad b. Abī Qurrah)

ハールーン・イブン・ムーサー・

タッラウクバリー (Hārūn b. Mūsā 

al-Tallaʿukbarī)

アブー・アブドゥッラー，アフマ

ド・サイマリー（Abū ʿAbd Allāh, 

Aḥmad al-Ṣaymarī）

ア フ マ ド・ イ ブ ン・ フ サ イ

ン・ガダーイーリー（Aḥmad b. 

al-Ḥusayn al-Ghaḍāʾirī）

アフマド・イブン・ムハン

マド・サアラビー (Aḥmad b. 

Muḥammad al-Thaʿlabī)

セルジュク朝によるバグダード支配
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バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者

イブン・ウクダ (Ibn al-ʿUqdah)

（ジャールード派）

ハムダ－ン朝によるシリア支配

ブワイフ朝ムイッズ・アッダウラ（Muʿizz al-Dawlah）バ

グダード入城
スーリー (al-Ṣūlī)

ブワイフ朝下でのガディール・フムとアーシューラーの

祭典化
ア ブ ー・ ム ハ ン マ ド、 ハ

サ ン・ イ ブ ン・ ム ハ ン マ

ド (Abū Muḥammad, al-Ḥasan 

b.Muḥammad)

イブン・ジュナイド・アスカー

フィー（法学者）（Ibn  al-Junayd 

al-Askāfī）
マルズバーニー (al-Marzbānī)
サーヒブ・イブン・アッバー

ド (al-Ṣāhib b. ʿAbbād)
シャイバーニー (al-Shaybānī)

アブ－・アフマド・ムーサーウィー (Abū Aḥmad al-Mūsāwī)、

ナキーブ職に任命

ムハンマド・イブン・アビー・クッ

ラ (Muḥammad b. Abī Qurrah)

ハールーン・イブン・ムーサー・

タッラウクバリー (Hārūn b. Mūsā 

al-Tallaʿukbarī)

アブー・アブドゥッラー，アフマ

ド・サイマリー（Abū ʿAbd Allāh, 

Aḥmad al-Ṣaymarī）

ア フ マ ド・ イ ブ ン・ フ サ イ

ン・ガダーイーリー（Aḥmad b. 

al-Ḥusayn al-Ghaḍāʾirī）

アフマド・イブン・ムハン

マド・サアラビー (Aḥmad b. 

Muḥammad al-Thaʿlabī)

セルジュク朝によるバグダード支配
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ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

448 1056

449 1057
450 1058
460 1067 シ ャ イ フ ッ タ ー イ フ ァ・

ト ゥ ー ス ィ ー (Shaykh 

al-Ṭāʾifah al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar)

（法学、神学、伝承学者）
463 1070-1

481 1088

489 1095
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12 イマーム派古典期（ヒジュラ暦 5世紀まで）の主要人物年表

ヒジュ
ラ暦

西暦 12イマーム派における
イマーム史

メディナ バグダード
主要人物没年 没年不明者 主要人物没年

448 1056

449 1057
450 1058
460 1067 シ ャ イ フ ッ タ ー イ フ ァ・

ト ゥ ー ス ィ ー (Shaykh 

al-Ṭāʾifah al-Ṭūsī, Abū Jaʿfar)

（法学、神学、伝承学者）
463 1070-1

481 1088

489 1095

バグダード コム クーファ バスラ その他 イスラーム世界における主要関連事項
没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者 主要人物没年 没年不明者

アブー・ サ ラ ー フ・ ハ ラ

ビ ー (al-Shaykh Abū al-Salāh 

al-Ḥalabī)( 法学者）
カラージャキー (al-Karājakī)

ナジャーシー (al-Najāshī)

ハムザ・イブン・アブドゥ

ルアズィーズ・ダイラミー

(Ḥamzah  b .  ʿAbd a l - ʿAz īz 

al-Daylamī)（法学者）
イブン・バッラージュ (Ibn 

al-Barrāj, al-Qāḍī ʿAbd al-ʿAzīz)

（法学者）
フサイン廟の破壊
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