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ラ ヒ ジ 　 ― 　 ア ゼ ル

バイジャンで最も古い集

落の一つで、現在、国の

Ismailli（イスマイリ）地

区の村である。それは、

大コーカサスの東斜面、

海抜1 2 0 0メートルの高

度、Niyalのふもとに、位

置している。この村は、ギ

ルディマン・チャイ川の左

岸に沿って広がっている。

Tat「タテゥ」を名乗る

村人の言語は、インド·ヨ

ーロッパ語のイランの枝に

属し、新しいペルシャ語の

副詞である。ラヒジ人口の

ほとんどはバイリンガル

で、ネイティブタティ語の

以外に、アゼルバイジャン

語も広く使用している。

Lahic（ラヒジ）－アゼルバイジャンの 
歴史と文化 リザーブ

アイナ・アリザデ
歴史学の博士
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ラヒジの人々の起源に

関する、いくつかの伝説が

生き延びた：その下で、彼

らはイランのラギジャナ 

（ギーラーン県）の原住民

である。著名な東洋通者

V.Minorskiiは、現代のラ

ヒジの場所と名前は、4世

紀のソースに含まれていて

いたライザンの公国に対応

していると示唆していた。

上記で書いたに関わら

ず、地元住民は自身をアゼ

ルバイジャンの先住民とし

て検討している。

ラヒジは昔から、手工

芸品生産の中心地として有

名されている。特に、高度

銅製品の製造で有名だ。昔

でも、現在でも、ここの工

芸品の開発は決済自体の構

造とラヒジ人の生活上に特

定のインプリントを課し

た。昔から、アゼルバイジ

ャンのこのユニークなコー

ナーは、旅行者の注目を集

めている。そしてこの日ま

でに、訪問する世界中の観

光客は必ずラヒジを訪れる

ようにする。

ラヒジで、民俗方法と

銅生産技術はこの日までに

保持されている。ラヒジの

銅生産は、高レベルの開発

に達した。また、アゼルバ

イジャンの他の多くの地域

と全体コーカサスで同じ業

界の発展は、銅溶かす工
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場の近くに移動した、多く

のラヒジ人の銅細工に大き

く貢献している。このよう

にしてラヒジは、その製品

にだけでなく、熟練した銅

細工職人も「供給」をやっ

た。

銅生産の開発に成功は

ラヒジで、錫メッキ、鍛

冶、木炭生産のようにいく

つかの補助工芸品に貢献し

た。19世紀にラヒジで 約

40種類の工芸品や裾野産業

が開発された。

銅生産は「ミスギャル・

バザル」（銅細工のバザー

ル） 通りの両側に位置し

ていた、また、特に銅工場

の大量呼ばれている「アガ

リ」と言うところに集中

していた。製造された銅製

品はすぐ工房では販売され

た。工房のファサードとプ

ラットフォームの一部は親

切のお店の用であった。

旅行
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コーカサス工芸品産業

の研究では19世紀のラヒジ

の銅工場の数に関する情報

が含まれている。だから、 

O.Evetsikiyここで200店舗

銅細工の存在を指摘した。

しかし、19世紀の終わりま

でに、安価なロシアの工

場生産の輸入の理由によっ

て、このようなお店の数が

大幅に削減されていた。銅

生産に伴って、鍛冶、皮革

工、鉄砲工などの工芸品が

減少した。

銅生産の大幅な減少にも

かかわらず、今でも、工房

では装置および機器は昔の

伝統的な外観、銅製錬、鋳

造プレート、鍛造、彫刻製

品などのような伝統的な労

働過程が保存してされてい

る。アゼルバイジャンの博

物館では、書かれたソース

だけでなく、銅調理器具の

豊富なコレクションが保存

されている。グルジア、ロ

シア、ヨーロッパでは過去

80以上の種の銅食器を幅広

く示していた。ラヒジのほ

とんどの銅製品は装飾品で

飾られていた。この仕事は

普通、特別なマスター彫版

師「hakkak」（ハッカク）

によって処理された。

ラヒジの銅製品はアゼル

バイジャンだけでなく、全

てのコーカサス、ダゲスタ

ン、中東·小アジアでも需

要があった。

ラヒジの銅細工製品は色

々な展示会で常に賞賛され

た。それで、1850年コーカ

サス作品の展覧会でMammed 

Kadirマスターの「銅の道

具」賞金に提出された製品

は有名になった。

1873年ヴィーンの世界展

でラヒジマスターが大活躍

を得た。特別展の新聞にこ

のテーマに関する書いた：

「ラヒジ村（シェマハ郡）

が長く、銅食器と調理器
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旅行

ラヒジの景色
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具のコレクションで非常に

有名で、ウィーン展に提示

されて、この栄光をサポー

トし、拡張することができ

る。出展皿、ボウル、カッ

プは非常に美しくて、特徴

的であり、強く、その種の

完璧な仕事に属している。

全ての食器は豊かで繊細刻

まである。」

このように、ラヒジマ

スターの芸術はアゼルバイ

ジャン人の応用美術と文化

の分野での数世紀の歴史的

伝統をバック出発を証明し

ている。ラヒジ人の銅製品

の製造に高度な技術の証拠

は、ヨーロッパの博物館に

保存されているアゼルバイ

ジャン工芸品のサンプルで

ある。だから、ルーヴル美

術館でアゼルバイジャン工

芸品のサンプルの間にラヒ

ジの銅食器がある。ベルン

美術館でラヒジの豊かな装

旅行
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飾品やインレイで装飾して

いるライフル、サーベルと

短剣がアゼルバイジャンか

らの銃器やブレード兵器の

格納されたサンプルの中で

特に強調している。

昔から、ラヒジで金属加

工の後に皮なめし生産は最

も開発されていた。ラヒジ

のザワロと言う道で、お店

や住宅がダレル・イヤ川に

沿って並んだタナーズ主に

移入された。地元のタナー

ズのヤギ革はコーカサスで

も最高と考えられていた。

ラヒジのタナーズはサメ

革、ヤギ革、牛・馬革で素

晴らしい味とスキルを持つ

すべて種類の製品－- 靴、

ベルト、革のジャケット、

パッド入りのジャケット、

ブックカバー、 手綱など
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を作製することができた。

タナーズ産業に基づいての

開発でその他の工芸品－馬

具、サドル、靴、うなず

き、毛皮商が開花した。

何世紀も昔の工芸品の生

産技術と伝統は、ラヒジの

カーペットの急速な発展と

普及のための条件を作成し

て、20世紀の真ん中にカー

ペットの関連付けがに設立

された。ラヒジの銅細工、

金細工、鍛冶屋などマスタ

ーの様々な伝統的な装飾品

はカーペットの職人やアー

ティストがカーペットアー

トとして使用した。ラヒジ

のカーペットは、その高い

芸術性のおかげで、すぐに

人気となり、大きな輸出額

を得た。彼らは他のカーペ

ットと異なる単数形の美し

さおよび多色で世界市場に

大きな需要がある。ラヒジ

でこの新たな産業の出現

旅行
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と発展は、村の経済、イン

トラ、家族関係などに大き

な変化をもたらした。絨毯

織りが大きな収益を生み出

すようになって、ラヒジの

経済を強化した。同時に、

女性の仕事の価値を増加さ

せ、有名な女性の不平等な

状況が解消した。

ラヒジの物質文化の分野

で雇用手工芸品の生産と過

去に関連する社会的な違い

は大幅に集落、町の住居の

形に影響を与えたことに留

意すべきである。今まで、

保存されている原形その計

画構造及び決済は町とし

て判断することが可能であ

った。ラヒジは二つの独立

した部分に分割：ラヒジと

アラキルドで、二つとも8

つの宿舎分割りしている。

ラヒジのように宿舎の二つ

以上の部分に分割のやり方

が、アゼルバイジャンの他
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の町及び、コーカサスや中

央アジアでもやっている。

ラヒジの構造はその住民の

専門基に、町の典型的な分

割が特徴的である。すべて

の宿舎はギルディマン川の

ほぼ2キロに沿って広がっ

ていた。各宿舎は独自の面

積、モスク、バス、墓地を

持っていた。

ラヒジは他の都市との緊

密な貿易や工芸品の接点に

もかかわらず、 アイデン

ティティを維持し、街の外

観に有意な変化は現れなれ

ていない。今も面積（メイ

ダン）はここで重要な社会

的役割を果たしている。

ラヒジの外観は通りの

小さな町ですが、石の破片

で健全とフラットモザイク

を舗装し及び収益性の改善

で、このような他の村と違

っている。このような観点

から、ラヒジは工芸品とし

ても興味深い伝統的な都市

住宅を魅了している。ラヒ

ジ住居の特長は独特の生活

や手工芸品の生産に起因す

る。例えば、多くの銅細工

や鍛冶マスターのお店は家

と関連していた：お店から

の庭の一部へのアクセスを

持っていた。昔の住宅は今

まで生存していて、また、

過去数年にわたりラヒジの

計画では有意な変化がなか

った。空き地の不足のため

に新しい家は通常、古い建

物の代わりに構築されてい

る。ラヒジの住居の家は、

高度な住宅文化を示すいく

つかの特徴的な機能を持っ

ている。主要なショッピン

グ通りに構築された住宅の

一階にはショップや商業施

設のために予約されてい

る。

家の内部の伝統的な要素

は、装飾的なボウルやその

旅行
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他の装飾品を入れて、様々

なサイズ（tahcha（タフチ

ャー）、dzhomohatan「ジ

ョモハタン」）とウォール

シェルフ（Ref（レーフ））

のニッチである。

住宅の特徴の一つは、

壁のクローゼットの中に構

築された、必須の儀式の体

を洗う「gusul（ギュスー

ル）」ためのもの屋根裏

「ovaro（オワロ）」であ

る。

ラヒジの家屋はほとんど

が2階建てで、1階及び3階

建てが少なかった。これら

は地震リスクを考慮して、

地元の灰白色の石畳で建設

された。

ラヒジ人の精神的な生

活の中で、この日までに密

接な関係と相互作用を有す

る、古代の伝統、習慣や儀

式を保持した。ラヒジは

地理的に、主にアゼルバイ

ジャンの北東エリアの民族

誌に属する。アゼルバイジ

ャン人が共和国の主要国家

であって、ラヒジのペルシ

ャ語で話しているタテゥ人

の経済的そして精神文化の

多くの要素に重大な影響を

与えた。この進歩的な現象

は、アゼルバイジャンの古

代の土地で一緒に生活と仕

事をリードする何世紀にも

わたってすべての民族コミ

ュニティ間の長期的な友好

関係に貢献した。

 過去にこのような伝統

的な銅生産、鍛冶や皮革製

品などが現在は少なくなっ

た。しかし、これらの工芸

品は消えず、伝統、主に銅

工芸品は、まだラヒジ人口

の中に住んでいる

明確なアイデンティティ

を持つラヒジは、今でもア

ゼルバイジャンのユニーク

な民族誌的領域に留まり、

人が見たものに感動したま

ま訪れた後、観光客の関心

を集めていく。
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