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演純太郎課

四世紀の後牛頃︑書記官のＭｎｈａヨヨｅｄ‑Ｈｉｎｄｕ‑Ｊａｈに

特に金賞汗國の歴史にとっても重要たる資料となるの

いから︑隨って此書は波斯のみならず他の蒙古人の國

ツド・ヒンヅーシャフの著程に詳細に説明されてゐな

よって︑國務の書記官や公用文書掛のものｘ手引とし

である︒金窯汗國史家

Ｈａｍｍｅｒ‑Ｐｕｒｇｓｔallは此波斯

て編纂され︑未だ出版にたってゐなかった波斯文の書

著述家の著書を此目的に多少利用して文書の全文から
③
闘謬して出してゐるが︑脆文も誤謬も深山ある︒

ぺ︑エム︑メリオラヱス午イの主として論じたるは

分の最初の故郷の性質や思想に依攘してゐる事を明示

る︒此の書の標題はＩ〇六九年ｃｏｇｒａ汗のカシュガ

民裁判官︵断事官︶に對する訓令を載せたるものであ

ムハメッドーヒンヅーシャフが引用せるＫｕｄａｔｋｕ‑Bilik
④
︵又はＫｕｔａｔｋｕ‑Bilik︶で︑成吉思汗のだと云はれて國

してゐる︒是等の官職は蒙古帝國崩壊後に出来た他の

ル知事の狐め忙編纂されて近頃迄紅土耳古語の最古資

牧民族が︑其國を征服してから百年も経過しても倚自

容とは︑成吉思汗の孫に波斯へ連れて行︒かれた此の遊

官職の名搦と其等の官職を設けた際に呉へた辞令の内

物から︑故ｐ. M. Melioｒａｎｓkiiは散條を抜いて︑千
②
九百年に之を校刊した︒この書の中に散へあげられた

①
西部波斯でヂェライル族又はヂェライル家の國で十

石ヴ
國々にても記載されてあるが︑其職務の特質はムハメ
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jβ
じ事である︒ぺ︑エム︑メリオランス午イはボグラ汗

料と考へられたる内容の仝然異ってゐる書の名前と同

も属する様だ︒

中に︑里元智識の義︶の語と同じくＫｕｄａｔｋｕ jHる語

７々の翻ｉＳＣｋｕｔ幸厖と云ふ語から出て﹁幸福ならし

此語の正しい意義は今迄決定されてゐない︒くＱ？

る成吉１ 汗の近臣に知られてゐたのは疑ふべがらすと

むる﹂︶はＶ. Ｖ. Ｒａｄｌｏｖによって探用されたが︑ぺ︑

Ｋ乱ａｔｋｕ‑Bilikはウイグル族の代表者た

して︑成吉思汗のだとせられてゐる書物は此十一世紀

エム︑メリオラヱスキイは之に散條の反問をした︒彼

のウイグル

の著述に鍛って名を付けたものだと定めか︒しかしボ

ビア文字に使更されてはゐたかっバ０ 官職其他の名栢

で︑ボグラ汗の國にてはウイグル文字はまだ全くアラ

古人に占有されたウイグル文化の感化を受けてゐたの

ラハヱ家が出た民族は回教を探用する迄は︑後に蒙

が同じだからだと云へば容易に説明がっくだらう︒ヵ

中々疑はし心︒所書の名栢が同一だと云ふのは其本源

思はれる成吉思汗のウイグル師傅鐘が探用し得たとは

そこで又余は他の仮説を出した所︑ぺ︑エム︑メリオ

は９ 乱ａｔの名将は知られてる限りでは見付がらぬ︒

スタンの官制の内にも這入ってゐるが︑トルＪ方面で

の國主は此の名将を付けてゐたので︑現に露領トルキ

試みたか否やは知らないが︑アラビア優勝時代に多く

をイラご語王公の将９ 乱ａｔと結び付けて考へる事を

エム︑メリオランスキイがトルつ形容詞の

此の意味を持ってるだらうと想像するのであった︒ぺ︑

Ｋｕｄａｔｋｕ

の著者は其序

文に此書のトルＪ語題名の外にペルシャ語及びアラビ

ア語のも引いてゐるが︑此の術語の方は共に帝國とか

が示す如く︑ウイグルＫｕｄａｔｋｕ‑Bilik

グラ汗が泌するカラハン朝たるものがウイグル族から
区
出たかと云ふ問題は決定してゐないし︑叉ボグラ汗の
Ｋｕｄａｔｋｕ‑Bilikの様だ純回教的著作を或は佛教或は基

のアラビア式及び彼斯式以外にトル＝風のも見られる

ラ″スキイは彼の論文の注に之を引いたが︑印ち︑ｒ

王國とかの意を含んでゐるので︑自然トルコ語にも亦

のみならす︑種々なる形式で此等の名柳が後に蒙古

と云ふ語は原義︵幸禰︶以外吾等が﹁陛下﹂と云ふに

督教を信じて宗旨敵きの回教とは到底和合し難くいと

人によってウイグル人から借用さ﹂匹︒是等の名籾の

‑
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等しい汗位の名稀としても用ひられるので︑隨って︑

汗の出た部落の名︵この名孵の正しい形は

入に回でない︑アラビア文字の性質から見れば其誤が

分る︶と一緒にしたのは全く誤ってゐるが︑然し彼等

Ｋｕｄａｔｋｕ‑bilikと云ふ名は字義通りの直詳︵幸厖を輿ふ
る知識︶以外に︑﹁王公に教ふる知識﹂と云ふ他の義を

が引用したウイグル文書の名柳が書名

の一族の官人以外にては金冊を蔵すべき名岑の義務が

に利用されたのだ︒此の所書は汗の賓庫に蔵して︑汗

纂︑又は成吉思汗の金冊即ち蒙古族の公用記録の撰著

んだの恥是等の文書こそ蒙古の慣例法︵大札撒︶の編

文書を紺紳の若者達︑其大多数は其の國の子弟だが學

説明は破られ無い︒成吉思汗の命により︑ウイグルの

Ｊｙ
ｘＷで

この新しい資料によっても上記のＫｕｄａｔｋｕの語の

Ｋｕｄａｔｋｕ‑bilik

も持ち得るのだ︑とかうである︒此説明は故ぺ︑エ﹁

の前牛と一致せる事は疑はれないだらう︒

Ｉｂｎ‑

メリオランスキイの意見にも﹁多分誤らないだらう﹂
とあったが︑私には現に必ずさうだらうと思はれる︒
已にぺ︑エム︑メリオランスキイが逝去した後︑余
が偶然注意した十五世紀のアラビアの歴史家
Ａｒａｂ＾ａｈの資料によるとＫｕｄａｔｋｕ︵叉はＫｕｔａｔｋｕ︶と
云ふ語は中央アジアに於てもウイグル文書の名柳とし
て同じく使用されてゐた︒イブでアラブジャブの言葉
⑨
によると︑﹁成吉思汗は自分の種族の智者や自分の國の

順に営る只散人の諸侯のみ許されて近づき見るを得る
⑩
のだ卵蒙古人の建てた國゛ではヽウィグ゛文書は特に

賢人に命じて︑彼等にとっては知識の目標とも亦旗印
︹印ち徽哉︺ともなる文書を編纂せしめた︒彼等は彼の

﹁汗のもの﹂と云はれてゐて︑それが篤めに國民も學者

もそれを畔ない時でさへも特に外交文書には檀いて

認めに蒙古人の文書を編纂して︑共助けによって大事
を決する様にし︑そして其︹文書︺に彼︹成吉思汗︺の種

用０ られた︒

書が用０ られたので︑國家の内へ編入された各國民は

ムハメ″ドーヒンヅーシ十フの語によれば︑蒙古やト
⑩
ルＪの﹁戦士及び住民﹂に具ふる命令にはウイグル文

族の名に抹って名搦をつけて︑かくして彼の優勝を示
す様にして

の語を成吉思

Ｋｕｔａｔｋｕ Ｓちｒｔａｔ等の文書と云ふ語
０
︹成吉思汗︺の部族の事で
を用ひだが︑是はあの破壊１

ある﹂︒イブンアラブシャフがＫｕｔａｔｋｕ
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ａ
み
さうすると西部波斯の遊

自分の國語で命令を受けたら了解するに困しまぬだら
Ｊ
うと云ふ主義から出心の祐
牧民は富時恂ウイグル文書をアラビアのよりは善く知
つてゐたと云ふ事に定めてよからうし︑まして叉其ウ
イグル文書には常時の資情とは関係が無くて只前代か
ら傅はつてゐる傅脆の影響を受けてゐる︑そんな意味
も含んでゐたと信ぜられる︒他の蒙古國に於ての如く
ヂェライル國にてもペルシ″の書記官︵ｒふ︶と並んで
⑩
⑩
ｂａｃｈ＾iiや biｔｉｋｅｕ
§ちウイグル文字でトル三１ に書
⑩
く文書掛かあったし︑辞令書も﹁大ビチクチイ﹂︵￡兵

万一Ｆ︶ の職務のは引用されてあるが︑しかし集録に

入りこんでゐる

(Ｈ.

Ａ.
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XIII｡

Ｓｅｓｋｏｍ ｓｏｓtａｈ６ tｊｕｒｋｓｋｉｃｈ ｐｉｅｍｅｎ｡ Ｓｐｂ. １８９７｡ ｓtｒ. ３２｡

に於るヂェライル人の民族の源流はこんなので成吉思汗

５４｡ １１４;

Ｒ.

の子孫とは姻戚であって王朝滅亡後自已の手中に政握を
掌撮してゐたのだ︒

③Ｚａｐ. Ｖｏｓt.０７一｡ Ｉヨｐ.
ｏ１'‑０２３｡

４６３‑５１６.
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の著書からの抜草は同書の附録︵特に２４４卜２４６頁︶に牧

︷︸ｅｓｈt １８４０｡ Ｓ.

められ非常なる注意で出来てゐる︒

④此語の正確な凌吾はまだ疑問である︒ウイグル文字は︷

とａ ｒと収との区別が無い︒Ｖ. Ｖ. Ｒａｄｌｏｖの云ふ

Ｋｕｄａtｋｕの蹟み方にもＶ. Ｔｈｏｍｓｅｎ

￨＾授の云ひ出し

vl Ｋｕtａｄｇｕの漬み方︵Ｋｅｌｅti Ｓｚｅヨle 1901｡ ｐ. ２４５)

ｔｖija｡ ６. II｡ ｓtｒ. ４１９.

アラビア文字の外にウイグル文字のもある︒１ 照

①東方トルキスタンの都市で十一世紀に鎔造した貨幣には

Ｍａｒｋｏｖ｡ Ｉｎｖｅｎｌａｒｎｙj ｋａtａｌｏｇ
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④Ｖ. Ｂａｉｔol'ｄ｡ Ｔｕｒｋｅｓtａｎ ｖ ｅｐｏｃｈｕ ｍｏｎｇｏｌ'ｓｋａｇｏ ｎａ＾ｅｓ‑

Ｏtｄ. Ｉ. Ｒ. Ａｉｃｈ.〇ｂＸ６ ｡ t. XI｡ ｓtｒ. ３４８ｊの余の批評︒

④參照Ｈ. Ａ｡ Ａｒiｓtｏｖ｡ 1. ｃ. ｐ. １６５｡ ｎｏtｅ及びＺａｐ｡ Ｖｏｓt.

Ｋｕtａtｇｕ又Ｋｕtａtｋｕと書いてゐる︒

も語學的の根禄はある︒ムハｚツドーヒンヅーシヤフは

挿入さ．れた凡ての文書はアラビア文字でペルシャ語で

ｆ＾ic

書換えてあるのべ︵ヤ絹紡福月︶

註①此王朝に開する詳細なる著作をなし仁のはＡ. Ｋ. Ｍａｒ‑

る︒ヂェライル家(Ｄｉｅｌａｉｉｉｄｙ︶と云ふ語は同書にも又他

ｋｏｖ ( Ｋａtａｌｏｇ ｄＳｅｌａｉｒidｓｋｉｃｈ ｍｏｎｅt"｡ ＳＰｂ. １８９７)

の書にも採用されてゐるが︑全く正富な形と云はれぬの
はヂヱライル︵︷︸ｚ.'laiｒ)は同朝が出た民族の名将であつ
て族長の名では無いからだ︒他の蒙古種族等と一緒に成
吉思汗の征職に奥つで蒙古帝國の至る所に繁帚し︑中に
は他種の民族として多くの蒙古トルコ人の風俗中に迄這

‑
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⑧Ｖ. Ｂａｒｔ0I'ｄ｡ 1. ｃ｡ ｐ. ３３２｡

Ｐ. ２３２.

イプンーアラブシ

ｅｄ. Ｇ.

.ａｎｇｌｅｓ
(Ｎｏｔｉｃｅｓ ｅt Ｅｘtiaitｓ ｄｅｓ ｍａｎｕｓciitｓ

Ａｓｉｅｎｓ｡ Ｌｐｊ. １Ｓ２８｡ Ｓ. １１５) 隨つて彼とハムｙアーア

Ｆｏｒｓｃｈ‑

Ｒａｄｌｏｖの語︶︒

＼ムｙアーアルグスタルの録

この語の意昧に就てはＶ. Ｂａｒtol'ｄ｡ 1. ｃ. ｐ

ハムマアーデルグスタルに銅鐸ある︒1. ｃ. ｐ. ４Ｔ０.

譚では Ｆｅｌｄｂｅwｏｈｎｅｉ ｡(l. ｃ. ｐ. ４７１)

⑩原文ではｓａｃｈｒｏｎｉｊｉｎａｎ

⑩

ａ .ｄ ４１７を見よ︒

⑥ibid.

︵大正五年五月二十一日寫︶

ハムマアープルグスタルに無罪がある︒1

の言ひ表しが用ゐられてゐる︒

‑ｗ示して

５２

ｃ. ｐ. ４８６‑

ゐるがＩ.ｅｙｄｅｎ抄本Ｎｏ ５７４(ｆ. １８０ａ)では此場合bitikSi

に)
蒙古文書掛を同じく ｋａｔib
︵一｡ ｃ. ｐ. ４７０

⑩Ｉｂｉｄ.｡ ｐ. ‑３３２︷
. Ａマアープルグスタルは文書の銅鐸の注

⑩

４８７｡

て居ったが︑昨年フト見付け出したんである︒然し原論

この恐ろしく古い譚文原稿は久しく余の箆底に埋没し

文は鈴り我國では注意されてゐない様で︵例へば蒙古學

後記

ルグスタルとの間の論争の目的物となつてゐ仁が其後忘

第二珊一九六頁を見よ︶あるから︑世に出して見ようと

︵昭和十三年一月二十日記す︶

稿の値にする外はない︒大方の諒恕を請ふ︒

のかこの雑誌も紛失してゐて見雷らない︒巳むを得ず奮

思ふ︒然らば原文を參照訂正すべきであるが︑どうし仁

れられてメリオランスキイは彼の論文に此の資料を利用

殆んど関係の無い形である︒︶
Ｖ｡

原文ではｋｕｔａｔ｡ mｕｆtａttと韻を踏んゐる︒︵﹁破攘者﹂は

しなかつ仁︒

ｓｔｒ.８９;

６.

ｕｎｇｅｎ im Ｇｅｂｉｅｔｅ ｄｅｒ Ｇｅｓｃｈｉｃｈtｅ ｄｅｒ Ｖｏｌｋｅｒ Miｔtｅｌ‑

ｎｎtｅｎ Ｂｅｌ ｅｕｃｈtｕｎ？ ｕｎｄ Wideｒｌｅｇｕｎｇ ｓｅｉｎｅｒ

ｒｄｉｇｕｎｇ ｕｎｄ Ａｂｆｅrｔigｕｎｇ ｄｅｒ Ｋｌａｐｒ０tｈｓｃｈｅｎ ｓｏｇｅｎａ‑

一八二六年にシミットに引用されて(Ｊ.Ｊ.Ｓｃｈヨ一ｄｔ｡ Wｕ‑

イブンーアラブシャフのＫｕｄａtｋｕに開する言葉は已に

ゐるが︑是等の資料にはＫｕｄａtｋｕ ｔ*る語は見えない︒

ｄｅ la Bibl. Ｎａｔｉｏｎａｌｅ｡ t. Ｖ｡ ｐ. ５８６‑５Ｓ８)に引用されて

料は已にＩ

ャフの他の著︵チムル傅︶の中のウイグル文書に開する資

Ｇ. Ｆｒｅｙtａｇ｡ Ｂｏｎｎａｅ １８３２｡

⑧Ji'iｕｃｔｕｓ impeｒａｔ０ｒｕm ｅｔ ｉｏｃａｔi〇ｉｎｇｅｎｉｏｓ０ｒｕm｡

⑩

⑨Ｔｒｕｄｙ Ｖｏｓｔ Ｏtｄ｡ Ｉ. Ｒ. Ａｒｃｈ.０Ｕｉ. ６.

はＫｙiotである︒

Ｘｌｉr｡ ｓｔｒ. ５１. Ｉ. Ｎ. Ｂｅｉｅzinの意見によれば蒙古の変音

⑩Ｖ. Ｂａｒlol'ｄ｡ 1. ｃ｡ ｐ. ４１６
⑩Ｉｂｉｄ. ｓtｒ. ４２ i ４５.
＠ Ｚａｐ. Ｖｏｓt.０ｉｄ. Ｉ. Ｒ. Ａｉｃｈ. ０Ｕ６.｡ ｔ. ＩＪ｡ ｓtｒ. ３rＶ.Ｖ.

87−

‑

