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マムノレーク朝時代15世紀末の

一史書の成立過程について
一一-'Abdal-Basit al・Hanafiのイスラム暦848年/西暦1444年

4月20日から1445年 4月8日の絞述の検討を遁じて一一

菊 池

はじめに

一 著者と著作と ar-RawQの絞述の成立過程の検討方法

-= ar-RawQの著作の目的と叙述方法

四の一年代記情報

四の二俸記情 報

五おわりに

はじめに

忠 純

中世の西ア シア史研究においてマムルーク朝時代は他の時代に比べて史料が

多く残っていることからさまざまな分析がなされてきた。 しかし一方では史料

批剣の覗角や寓本聞の異同を明らかに示していないなど，これまでの刊行史料

の歓黙が指摘されてきた。しかし現在では，刊行された史料の幾っかについて

は，再校訂の試みが準行中である。また概要のみが紹介されてきた史料あるい

は篤本でのみ言及されてきた史料が刊行されており，史料系統をはじめとした

さまざまな研究を行う客観的吠況が整備されつつある。また一方で、は残存して

いるワクフ文書などが後期に集中しているので，それらを歴史の流れのなかに

有機的に位置づけるために後期の祉舎についてのより詳細な情報が必要と考え

る。

本稿でで、は， マムル一ク朝時代の代表的な歴史家でで、あるal

年)， al-‘Ayn凶1註i(13鉛61一145日l年)， 1比bn1思王a幻jaralト-ノ‘As叫qa叫l孟加n叫li(1日37η2-144必9年)λ， 1防bnl 

Taghr立ri山bi比rd出i(α14ω09/10一1470年)， Ibn Dawud a号-~ayrafí (1412-1495年)， as-
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Sakhawi (1427-1497年)， また IbnIyas (1448-1542年〉とほぼ同時代人であ

り， 歴史と侍記集を著述したアブドル=パースィト・アル=ハナフィ-'Abd 

al-Basit al調I:Ianafi(844-920/1440-151必引をとりあげる。

彼のイスラム暦 9世紀の牢ばから後牢/西暦15世紀の宇ばを封象とする歴史

書 ar-Rawclのイスラム暦848年の記述の成立過程を，その過程を如寅に示すあ

る寓本の彼の書き込み部分と掛照することで検討する。それによって同時代史

料を彼はどう利用したのかを明らかにしたい。また彼の史書にある情報が後代

にどのように縫承されたかを示し，その著作の評債と特徴を探ることにする。

ニ 著者と著作と ar-RawQの絞述の成立過程の検討方法

著者の父 Gharsad-Din Khalil b. Shahin a干-Zahiri(813-873/1410-1468年〉

は(1)， Zubdat Kashf al-Mamalik を著した人物である。イブン・イヤ ースに

よるとマムルークの子孫 (awladan-nas)では破格の経歴とし、う生涯を迭り ，ま

た本稿で、関連することではハディース事についてイブン・ハジャルからイジャ

ーザを得たと言われている。息子 'AbdaトBasitb. Khalil b. Shahinは父がナ

ーイブとして赴任していた小ア ジアのマラティーヤで844年に生まれ， 父の赴

任やj直前豊に同行してタラーフールス，夕、、マスカス， アル=ヒジャーズ， カイロと

各地を移った。また28歳のときマグリブとアン夕、、ルスへ醤事修行のために放だ

った (866-871/1462-1467年)'2)0 その後カイロに居住して首時の知識人と交際

し宮廷にも出入りした。彼にはハナフィ一波法事， 醤事， 歴史の著作があり

920/1514年にカイロで渡した。

(1) この人物の生涯については， ar-Rawclの彼の波年873年の記事を他の史料と比較し

て検討した。拙稿「我が父ハリーノレ・プヌ・シャーヒーンー‘Abdal-Basit al-I;Ianafi 

の記述の比較研究J Ii西南アジア研究.JJNo.47 (1997)， pp.53-73. 
(2) 彼のマグリプとアンダノレスの放については ar-Rawclの中から該嘗部分を校訂誇出

した研究 Brunschvig，R. (1936)と LeviDella Vida (1933)がある。その放行記

としての性格に注目した下記の諸研究のなかでこの著者について筒車に燭れられてい
る。I;Iasan，Zakr Mul;ammad， ar-Rahhalat al-Muslimun fi-l-'U~ür al-WUS!a， 
al-Qahira， 1945_ Kratchkovskiy， L Y_， Arahskaya geograficheskaya literatura， 

lzbrannye Sochinenia， T.IV， Moskva-Leningrad， 1957_ (transl. by Hashim， 

'Uthman; Tarikh al-Adah al-Jughrafi al-'Arabi， 2nd ed.， Bayriit， 1987ふ
Khamida，‘Abd ar-Ral;man， A'lam al-Jughrafin al-'Arah， Dimashq， 14161 

1995. (1st ed. 1984). 
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本稿で主に検討するのは歴史書 ar-Rawclal-Basim fi I;Iawadith al-'Umr 

wat-Tarajimであ り，この著作は， 二巻の寓本としてヴ ァチカン国書館に所蔵

されている (VaticanArabo， 728， 729)。 この完本の寓員版はエジプトの園立圃

書館 (Daral-Kutub al-Mi寺riya)に所蔵されているく2403tarikh Taymur)。ヴ

ァチカン園書館所臓の寓本はその製本時に全瞳の内容を検討せずに葉数が記さ

れていて，年記順になっていなL、。一方カイロの園立国書館所蔵のコピーはそ

れを年記順に並び替えてあ らたに業数を附け直している (3)。またこの二巻の寓

本は，この歴史書のうち844--874~1440--1469~70年の30年間分で、あるが，そ

れぞれ844~1440年か ら850~1446--7年の部分と 865~1460--1年から874~1469

--70年の部分に過ぎなしお)。 彼は 1年を絞速する方法として，年代記部分と

その年に亡くなった人物を中心とする俸記部分という 2つの部分で構成する

が，前者の寓本で様式的に整っているのは一年分のみであり，前者と後者の開

850--64年の14年聞の部分は現在迄のとこ ろ護見されていな L、。 また後者につ

いても一部依けている。)。現在迄のとこ ろこの著作はこの寓本のみが知られて

いる。執筆の時期については， 887年から890年頃に推定される (6)。

(3) 何人かのアラブ人研究者は 2403tarikh Taymurを VaticanArabo， 728 とし

て引用しているが，それは VaticanArabo，728を1加そして VaticanArabo，729 

を三加に製本した四加本である。また VaticanArabo， 728を年記順に foL1a-foL 

19b の次に foL48a-foL 66a (Vatican Arabo， 728の末尾〉そして foL20a-47b 

(foL 39bと foL40aの聞には飲落部分がある〉の順に並び替えている。内容を検討

して拙稿もこの並べ方に従う。しかし葉数は VaticanArabo， 728のまま引用する。
(4) Vatican Arabo，728_ f_ 48b には，ある人物について述べた記事の中で， r私が本

書を書き始めた (8)87年に死んだ，彼のことは後で述べる」と記されていることから

彼の歴史書は，少なくとも887年までは書かれていたと考えられる。
(5) Vatican Arabo，728は， 844年の年代記と俸記部分の一部，そして845年の年代記

の一部と俸記部分，次に846年の年代記の一部， 848年の年代記と停記部分， 849年の

年代記と俸記部分の一部， 850年の年代記と俸記部分の一部である。一方 Vatican

Arabo，729は874年の俸記部分で終わっているが， Yashbak min l:Iaydar al-
Ashrafiと最後の歴史家 Yusufb_ Taghri Birdiの俸記の聞に少なくとも一葉が飲
落している。

また， Levi Della Vida (1933)また‘Izzad-Din (1990)はこの二つの篤本を著

作者自筆本とするが叙述内容と本文の閲違いを検討して，私としては少なくとも
Vatican Arabo，728については自筆本でないと考えている。

(6) 執筆の開始時期は前記注(4)参照，また掬筆時期については VaticanArabo，729の

最終葉f_260aには「第2巻」の部分は赤字で害かれており不明瞭であるが「第2巻
の執筆は890年 Rabi' 1月18日月曜日に終えた。」と讃むことができる。 しかしその
後にある895年と書いてある部分の意味は不明である。 (Brunschvig，R. (1936) p.10 
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本稿ではこの潟本を補うものとして彼のそれぞれ一つの寓本のみ俸わってし、

る二つの著書と彼自身の書き込み部分を持つ別人の著作を利用する。

先ず，‘Abdal-Basit= Nayl al-Amal fl Dhayl ad-Duwal， Bodleian Library， 

MS. Hunt. 285， 610 (Uri Arab. Moh. 802， 812. Nicol1. p.596)とい う二巻の寓

本である。 この書物は adh.Dhahabi(748/1348年波〉の Duwalal-Islam (744 

年までの歴史書)の績編 (Dhayl)として書いたも の で， 744/1343年か ら896/

1490年迄の歴史書である。上記著作 ar-Rawclの100年前から始まり， その要約

版ともいえるものである (7)。 この著作の各所に， 詳 しくは ar-Rawclに述べた

とあることから執筆時期が推定される。

次に，‘AbdaトBasit;Majma‘al-Mufannan bi-l-Mu'jam al-Mu'anwan， 

Maktabat Baladiyat al-Iskandarlya， 4448/800b， musalsal 5 tarlkh.はー加の

寓本であるが，これは彼の大部な人名録の一部である。 著者は， 序文部分で

844年か ら889年の執筆時這に渡した人物を劃象と しており， ar-Ra wcl v;こ附け

加える著作である と述べている。 903年に初稿が完成したと考えられるが， 残

念ながらこの寓本はアルファベットのアリフからジームまでわずか五文字で始

まる人物しか扱っていないが線人名数は1188名に上る (8)。

次に彼自身の書き込みのある寓本とは Ibnl;Iajar al-'AsqalanI; Inba' al-

Ghumr bi-Anba' al-'Umr， Topkapl Sarayl Muzesi kutuphanesi， III Ahmet， 

は895年の部分については述べていない。〕

(7) 第1巻は， 355葉からなり， 744/1343年から839/1435年迄を含み，第2容は， 380葉
からなり ，840/1436年から896/1490年迄を扱ってし、る。 Brunschvig，R. (1936). p.10 
の895年までは間違L、。また Martel-Thoumian，B. (1991) p.21は896年までと正確

に記している。
またこの著作の叙述形式は， ar-Rawgのように年代記部分があり次に同年に淡し

た人物の停記部分が績くとしろ形式ではなく，年代I1買に年，月順に書いている。日と
曜日については原則として記されていなし、。また人名についても ar-Rawgや後述の

Majma'のように質名(イスム〉が最初にくるのでなく通り名(シュフラ)，傘稽

(ラカプ)そして費名の順に述べられている。

(8) この篤本は269葉からなる。表紙部分に Mu}:!ammadMurtaga al-I:Iusayni，すな

わち Tajal-'Arusを著した az-Zabidi(1206/1791年波〉の名前が見られることか

ら彼の奮蔵本と思われる。執筆開始は889年 Jumada 1月初め/1484年であると述べ

ているが，掬筆時期については， fo1. 134bに， ある人物の波年を記した部分で，

「彼は疫病のためタ ラープノレスで903年 Jumada1月初旬すなわちこの歴史書を書き

終えて暫くして亡くなった」とあることからー態903年に初稿が完成したと考えられ

る。所牧の停記情報の数について‘Izzad-Din (1990)は1104名と述べている。
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2941/2. である。すなわち有名なイブン・ハジャル・アル=アスカラーニーの

年代記である。この寓本の第一巻にあたる IIIAhmet， 2941/1の徐白の書き

込み部分については一部はダマスカスで刊行された校訂本 (Inba'(D))の注に

引用されているがその経緯や内容については詳しく検討されていない。 トプ

カプ圃書簡の目録によると， この寓本は849年迄の歴史書で， 880/1475年に

書かれたものであるとされている(9)。 しかし貫見すると， ハイデラバード版

(Inba' (日))また最近完結したカイロ版 (lnba'(C))の校訂本ωは共に， 850年

の年代記部分の一月 Mu]:Iarram月で終わっているが， この篤本の最終葉198a

は，上記の 2種の校訂本の終わりに績けて 3行にわたり同年 Rabi‘I月12日月

曜日の 1件の年代記情報を附加して結びの文章が記載されている。そして次に

同年に湿した 5名の人物の俸記が記され，次に再び表現は少し遣うが，同じく

結びの文章，それに第 2巻目の終了とし、う文言が来て， 886年 RabγII月6日

火曜日の年期が明記されて終わっている。すなわち著者イブン・ハジャル渡後

34年の日附である。またこの寓本は，本文の徐白部分に敷多くの書き込みがみ

られる。書き込みは，末尾に‘Abdal-Basit al-I;Ianafiと署名のあるものと無

署名の明らかに別人の手になると思われるものがあり，私は今の所三人以上の

書き込みと考えている o 'Abd al-Basit al-I;Ianafi と署名がある部分を検討す

ると本稿で指摘するが ar-Rawclの著者であることが剣明する。この書き込み

部分の記述と ar-Rawclの文章を比較すると彼の歴史絞述の形成過程の一端が

(9) Karatay，F..E.， Topkapl SaraYl Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar 
Katalo量u，vol. 3， Istanbul， 1966， p. 391. 

帥 この 2種類の校訂本の作成に用いられた諸定本は以下の遁りである。
lnba'(早〉は，ハイデラバードの al-Maktabatas-Sa'idiya所蔵篤本を基礎とし

て，エジプト園立画書館所蔵篤本， 2種のパリ園立圃書館所蔵篤本を利用したと述べ
ているが，全て篤本番貌は奉げていない。
lnba' (C)はダマスカスの al-Maktabata芋-Zahiriya231 tarikhを基礎として，

その他7つの篤本を校訂作業に用いたと述ベている。それは①Maktabatal-Azhar， 
710 tarikh，②III Ahmet 2942/1，③B.N.1601，④al・Maktabatas-Sa・idiya，94
tarikh， @メディナ篤本， 523 madina，⑥イエーメンのサヌア定本でエジプト園立圃
書館にマイクロフィノレムとして所蔵されている篤本，⑦B.M.1601である。

2種類の校訂本で共通なものは，③と④それに確定はできないが⑤と恩われる。
②について， この定本の第二各自にあたる IIIAhmet 2942/2は校訂に利用して

いない。④にはカイロ版校訂者l;Iasanl;Iabashi博士によると al-Biqa'iの書き込

みがあるとするが，ハイデラパード版の校訂者は人物を特定してはいないが脚注部分
にその篤本の異同を示している。

- 38-



567 

うかがわれる。

三 ar-Rawc;Iの著作の目的と紋述方法

アブドル=パースィトは ar-Rawc;Iの始めに以下のように述べる。

「私は， 私が生まれた844年からこの歴史書を始めたが， それは年代記部分

(al・}:!awadithal-m凶 ajaddidat)と嘗該年に湿した人物の俸記部分 (al-wafayat)

を的確に停えるためである。私は， この書において日々の出来事の輝きや嘗時

の事件の有名な事柄とこの時代の人々のうちの名土の俸記 (tarajim)や黙鬼簿

(wafayat)の部分を明確に詳しく述べることにする。 しばしば私は，現存する

名士について，停記部分あるいは嘗該人物が就任した職務を述べる部分におい

てあるいはそれ以外の場所でも，適切にあるいは主題から逸れることがあって

も何事も軽視することなく注意深く停記情報を記述した。私は， この絞連

(ta'liq)の徐白部分 (hamish)に赤字で幾つかの俸記部分や艶鬼簿部分の内容

を示す表題を記入したが，それはそれらの朕況を知ろうと求める者に，求める

部分を容易に見つけることが出来るためにである。私はこの書物を書寓する寓

字生に，検索を容易にするためのこの部分を徐白部分に書き落とすことがない

ようにと指示した。

我々は，この歴史書が，大カーディー Badrad-Din al-'Ayniの二つの歴史

書やシャイフル=イスラームでハーフィズル=アスルである Ibnl;Iajar al-

'Asqalaniの歴史書や at-Taqi al-Maqriziの歴史書それにその他歴史書の名に

恥じない熟達した諸賢が執筆した有盆で著名な数多くの史書の績編 (dhayl)と

なることを望む。過ぎ去った何年かの部分を，これらの歴史書に重複して記述

することは，前述の諸史書の扱っている年度に績く年度を扱う績編に相醸しい

と考えた。相互に重なった部分の年度については，績編として有盆となる附加

部分をつけ加えた。

この方法が全うされて完了して香り高く，買を結んだとき，私はそれを「生

涯の出来事と諸々の俸記における微笑む庭園 (ar-Rawclal-Basim fi l;Iawadith 

al-'Umr wat-Tarajim)J と名附けた。

私はこの書物に，素晴らしく信頼の置ける諸先達が俸えた情報のなかで私が
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確信したもの，あるいは私自身が目撃したこと，あるいは停えられたもののな

かで詳しく信用に値するものを盛り込もうとした。神-~買えあれーが私にご援

助下さり， 目的を全うさせ賜わんことを。至高至大なる紳よ，私を適切な言葉

遣いをするように導いて下さり，人を誹誘中傷することを避け，偏った見方に

陥ることなく叉思い違いをしないようにお助け下さい。また私が〈この書物を

著すことで)， 相躍しい全ての者にしかるべき権利を輿え， 春められ名撃を高

める行いを求める人に導きを輿え，また恥ずべき生涯を遺った者どもの悪徳か

ら遠く離れることの一助となることが出来ますようにご援助下さい。これこそ

が私が意園するものです。J(Vatican Arabo， 728， fols. 1b-2a) 

著者はここで彼が模範とする歴史家をあげている。とりわけ歴史書を自分の

生年から始めていることや，績編 (Dhayl)として歴史を書き縫ぐと述べてい

る部分は，彼の師の一人であるイブン・ハジャルが生年の773年から絞速を始

めていることを強く意識していると考えられるω。

寓本を検討するとこの序文に明確に述べられている方針に従って絞述されて

いることが確認出来る。すなわち先行する歴史家の絞述を名前を奉げて，ある

いはある者がと名前を奉げずにしかし概ね引用箇所を明記して日々の出来事を

絞述している。彼が述べているように，年代記部分に彼が貫際に目撃したこと

や知人からの俸聞情報が盛り込まれているとともに，出来事の嘗該人物につい

ての停記情報が書かれている部分もある。他の同時代史料に比べても月， 日，

曜日という枠組みをできるだけ貫徹して絞述しようとしていることも指摘でき

る。

年代記部分に績いて，その年に捜した人物についての侍記がイスムのアルフ

ァベット順に，イスムを赤字で表示して，書かれている。また嘗該人物の息子

や孫など執筆時に現存する人物について職名をはじめ様々な情報が紋述されて

いる場合もある。彼が生年から紋述を始めているので嘗該人物のことを良く知

叫 lnba' (C)， vo1.1， pp.3-50 Dhaylについて Farah，Caesar E.， The Dhayl in 
Medieval Arabic Htstoriography， New Haven， 1967が，また簿記集研究からみ
た俸記情報の時代間な襲警化については， al.Qadi， W.，“Biographical Dictionaries: 

lnner Structure and Cultural Signi邑cance"The Book iπthe Islamic W orld， 
(ed. by Atiyeh， G. Nふ Albany，1995， pp.93-122が概括している。
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っていた人に直接接燭できたためである。様式的な特徴として序文で彼が指示

したと述べているように年代記部分と傍記部分の雨者の絵白部分に適宜赤字で、

表題や入名が記されている。

別稿で検討したように著書の個人史的情報も挿入されていることはこの書物

のもう一つの特徴であるω。著者自身のマグレブとアンダルスへの按の様子も

それが行われた年代記部分に日附順に他の情報と並んで紋述されている。

四の一年代記情報

次に具睦的に彼が史買をどのようにして確定して，絞述したのかを年代記部

分と俸記情報の二つに分けて検討する。

ar-Rawclの記述の成立遁程を跡づけるためには， 850年迄についてはイブ

ン・ハジャルの史書の記述との比較であり，それ以降はアッサハーウィーをは

じめとした同時代史料との照合が考えられる。本稿で848年を取り上げたのは

二つの理由のためである。一つは， 850年以前の彼の絞述方法の一つのモデル

を作ること，二つめは潟本の残存朕況のためである。 すなわち寓本の第一巻で

年代記部分と停記部分が依けることなく，形式的に整って一年分を停えている

のはこの848年のみであるためで・ある。また848年は歴史の流れの面からも，あ

るいはイプン・ハジャルやアッサハーウィーそれに著者自身の個人史的な面か

らも重要な事件が績鼓した年でもあった。

848年の記述は寓本 ar-Rawcl(Vatican Arabo， 728)で20aから 31aまでであ

る"。

同 Weintritt，0.，“Concepts of history as reflected in Arabic historiographical 

writing in Ottoman Syria and Egypt (1517-1700)ヘTheMamluks in Egyptian 

politics and society， (ed. by Philipp， Th. and Haarmann， Uふ Cambridge，

1998， pp. 188-204が指摘する個人的な傾向は既にそれ以前の時代に辿ることができ

る。
帥 20aの本文の始まる上の童生白に本文とは別人の筆跡で「そしてスィラージュ ・プヌ

ノレ=ムラッカン」と人名が書かれている。これは形式的に 19bに綬くことを示して

いるが，内容を検許すると 19bは844年の俸記部分であり，ここに綬くものではな

い。エジプ ト園立国書館 2403tarikh Taymurは，前記注(3)と注(5)に述べたように

このような部分を並べ直したものである。
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表 1は ar-Rawclの年代記部分の記事を他の史料と劃照した表で主要な出来

事をとりあげたものである。右端からI1慣に(1)イプン・ハジャルの lnba'の2種

の校訂本の記事， (2) lnba' (T)の徐白部分の書き込み部分〈年代記部分はアブ

ドル=パースィトの署名があるものが大多量主である)，次にアブドル=パースィトが

ar-Rawclを執筆する際に参照した(3)イブンータグリーピルディーの an-Nujum

とI:Iawadithの記事と(4)アル=アイーーの‘lqdの記事， (5)は，著者の同時代

のイブン・ダーウード・ア γサイラフィーの Nuzhatにみられる記事， (6)に著

者の ar-Rawclの記事， (7)著者の師の一人アッサノ、ーウィーの at-Tibrの記

事， (8)著者の拳生の一人イブン ・イヤースの Bada'i‘の記事であり，それぞれ

の史料の引用箇所も表に奉げた。向，‘lqdをはじめいくつかの史書は ar-Rawcl

とは遣って，巌密に月日]1僚に妓述されていないが，それを月日順に並べて表示

したω。

この表1について，大まかな情報の流れを考えると，アブドル=パースィト

は， (1)の記事に(3)と(4)の停える重要と思われる部分を(2)という (1)の一つの寓本

の徐白部分に書き込み，また濁自の情報をつけ加えている。さらにまとめて(6)

ar-Rawcl を執筆した。 (5)と(7)については殆ど同時期に作業が進んで、いたと思

われる。 (8)についてはアブド、ル =パースィトからの情報がどのように俸わって

いるのかに注目したい。

以下この年の事件の幾っかを取り上げ， どのように ar-Rawclの絞速が形成

されたかを検討してその特徴を指摘する。

表 1に示したよ うにこの年は前年から緩く疫病で年が明けた。 ar-Rawd に

は「カイロでは死者はディーワーン (dlwanal-mawarIth al-l;lashriya)によると

帥 この表の配列について附記すると， (5)は同時期に著作されていたようで(3)や(4)をも
とに著者自身の情報源からの情報をつけ加えて ar-Rawclとは直接には関連なく著作
されたと考えられる。 (3)や仏)の情報が， (2)と(5)にそれぞれ取捨選揮されていること
も比較していただきたい。 (7)については， 著者はときに「アッサハーウィーの歴史
(Tarikh al・Kh拍手 as-Sakhawi)Jとして言及しているが，現在刊行されている校
訂本at-Tibrよりはるかに情報量が少ないものであったと考えられる。この書物は現
在再校訂の作業が進行中であり，それによると著作の初期の段階では，情報量が少な
いものであったことが指摘されている。したがってアブドノレ=パースィトが利用でき
たのは(7)自慢ではないので(めの後に配列することにした。
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毎日120名とのことだが，ディーワーンが把握していない者が200名以上である

といわれている。私はこれ以上の死者であったと思う。というのは死者の多く

は子供や奴隷が多く，大部分の子供はディーワーンが把握していないし奴隷も

同様であるからである。従って300名か400名以上の者が亡くなったと言える。

この扶況は悪化して，特にこの月の下旬〈メッカから〉巡穫圏が戻ってきた

後，巡櫨に参加していた子供や奴隷が多数病に倒れ一日に1000名に上る死者が

出た。」と紋述する(1$。それは Inba'の簡単な数字に比べると an-Nujum等を

参照して剣断したことがうかがわれる。

この時 Inba'の著者イブン・ハジャルは何度目かのシャーフィイー涯大カー

ディーであったが伺，瞳調を壊したことは自著に記述されており， ar-Rawclと

at-Tibrにも記されている。また疫病について彼が著した書物はこの年に完成

したといわれるω。 しかし快復後，彼は， ar-Rabγ11月の Mul:ubbad-Dinを

めぐる事件の嘗事者の一人として一時克職されたこともあり，またスノレターン

Jaqmaqのメッカ政策に積極的に閥興して弟子の Burhanad-Dinをメッカの

シャーフィイ一波カーディーに推奉したり，彼自身がアムル・モスクの監督

官に任命されたりと積極的に活動してし、る。また， ar-Rawcl には著者の父

Khalilが牢に繋がれたときにその穣放運動にイブン・ハジャルが乗り出した

と惇えているが Inba'にも at-Tibrにも燭れられておらず，その員備は不明で

ある。アッサハーウィーは， Rabi' 11月8日にある商人の娘と師イブン・ハジ

ャルのもとで結婚契約を結んだことを at-Tibrに記す程であったが Khalilの

件については Rabi‘11月4日に迫放されたとのみ俸えているだけで， 穣放運

動については述べていない。

この年の園際関係を反映している記述は， くA)(l$ロードス島遠征軍の涯遣と

帥年度が這うが，このディーワーンの数字を引用している叙述は， Dols， Michael 
W.， The Black Death in the Middle East， Princeton， 1977， pp.169-85に整理

されており，また附録部分にはこの年を含む750年から922年(西暦1349-1517年〕ま

での疫病流行のー質表がある。
(16) E. 1.， vol. III， pp.776-8， art.，“Ibn I;Iadjar al-‘Aslj:alani" by F. Rosenthal. 
(1カ IbnI;Iajar al-'Asqalani， Badhl al-Ma‘un fi Fac.l a!-Taもn，ed. by Ibrahim 
Kilani Muhammad Khalifa， San'a'・Bayrut，1413/1993， p.231. また at-Tibr，

p.87参照。
M <A)以下 <K>までの印は，表1の各史料における出来事の取り扱い方を比較する
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戦闘そして敗北と蹄還，くK>オスマン・トルコのムラト 2世によるヴァルナの

戦いでの勝利と戦果を誇示するために，獲得した捕虜をマムルーク朝，アク・

コユンル，ティムール朝に迭っていること，またくJ)スルターン Jaqmaqがシ

ャー・ルフにメッカのカアバに(マムルーク朝が迭るキスワの下に〉用意した

キスワを懸けることを前年に許可したことを受けて，キスワがカイロに運び込

まれ混簡Lを巻き起こしたが，最終的にメッカに懸けられたことなどである。

くA>については， ar-Rawcは他の史料に比べて月日順に詳しく記述して

いる。彼は lnba'が Mul)arram月22日を遠征軍の出護日としていることを述

べ，それは師の思い違い (wahm)であり，正しくは後に述べるように RabγI

月のことであると記す。 at-Tibrは lnba'の日附を踏襲して遠征を記述してい

る。この遠征については， ar-Rawcは，基本的にはイブン・タグリービ‘ルディ

ーの an-Nujumあるいは草awadithの日附に従って絞述している。遠征の情

報については lnba'にも燭れられているように，遠征軍に参加していた歴史家

Burhan ad-Din al-Biqa'i の書簡などから集めた と思われるがω， これまで刊

行されている歴史書には見られない戦いの詳細で生き生きとした記述がある。

この遠征は前年に行われたロードス島の東にある小島Qashtil(Castellorizzo) 

遠征の成功に績いて計重されたもので，西暦1444年 8月にロードス島に到着し

て後40日開要塞を包圏したが失敗に終わったもので，翌年1445年に講和の協定

を結ぶ動きが始まるきっかけとなり，これ以降はマムルーク朝はロードス島に

軍事的に勢力を伸ばすことはなかった"。

ために，安蛍と思われる生起したJI買に表の記事の最後にアノレファベットを附けたもの
である。したがって ar-RawQが燭れていない事件についても情報の流れを示すため
に附した。

帥 lnba'(I:I)， vol. 9， pp.223-4， lnba' (C)， vol. 4， pp.226-70 lnba' (C)は，注で

al-Biqa'iの書き込みのある lnba'篤本を明記して， Jumada 1月7日附のこの知ら

せの lnba'本文に「後で詳しく述べる」とあるが後の部分に述べていないことにつ
いて，徐白部分に al-Biqa'iit.， i私はこれを見つけなかった」と不卒をもらしてい
ることを指摘している。 lnba'(日〉は， この書き込みが al-Biqa'iのものとは認識し

ていないので，この書き込み部分を別の箇所の附加部分としたために文意が不明瞭と
なっている。
また al-Biqa'i，l~hãr al-'A~r li-Asrar Ahl al-'A~r ， (ed. by Mul)ammad Salim 

b. Shadid al-'Awfi) vo1.1-3， ar-Riy吋， 1312/1992には，この848年の部分は未だ
刊行されていない。

帥 Rossi，E.，“The Hospitallers at Rhodes， 1421-1523" (in A History of the 
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くJ)ティムール朝のカーン・シャー・ルフの使節の事件とは， 100名以上

の随行員と共にカイロに到着して，城塞でスルターンに謁見して， キス ワを手

渡した出来事である。すぐにこの経緯が設費して，マムルークを始め住民の怒

りを招き，使節圏は襲われ宿舎も略奪された。この使節に同行して著名なカー

ディーも来ており，アッサノ、ーウィーは at-Tibrでイブン・ハジャルが彼にイ

ジャ ーザを興えたときに同席していたと俸えているが， lnba'にはこの曾見に

ついては記事がない。アブドル=パースィトは lnbaてT)の書き込み部分で前

年にスルターンが返答として述べた承諾の言葉を引用しているが，これは an-

Nujumの記事の引用である。 ar-Rawclではさらに，使節が襲繋されたことを

聞いてスルターンが激怒して警察長官 (walisal!ana)を叱責する様子を丁度そ

の場に立ち舎った人物からの情報としてつけ加えている。

くK>ムラト 2世がハ ンガリ ーとスラ ブの軍を破ったヴァルナの戦い(西暦

1444年11月10日〉についても， lnba'には記述がなし、。 Inba'(T)には an-Nujum

と同じ文章が書き込まれている o ar-Rawclには rカイロにアドリアノーフ。ル

(エディノレネ Adr凶〉とフゃルサ (Bur号のそれにその雨者の背後のノレームの地の

支配者 (mutamallik)である al-MalikMurad b 'Uthmanの使節」が到着して

「ノ、ンガリー人 (al-Anukrus)と呼ばれる Banual-A干farJを破ったことを停

えたと記している oar-Rawcl には捕虜の迭致については後述するとあるが，そ

の部分は我々の ar-RawclにはなL訓。しかし an-Nujumを含め他の史料には

2カ月後に捕虞が到着したときの雰園気を停えている。この戦いはオスマン ・

トルコによるコンスタンチノ ープル陥落に至る動きの始まりと評債されω， ロ

ードス島遠征の失敗と並び以降のマムルーク靭の針外政策に大きな影響を持つ

ものであった。

以上封外闘係の 3つの事件を概観して， ロートス島遠征を除いて Inba'に

Crusades， voL lII， ed_ by Hazard， H_ W_， Madison， 1975) pp_ 319-20_ 

帥験いの経過については翌年849年 al・Muharram月始めに行われたカイロに迭致さ

れた捕虜のイスラーム致への改宗を述べた部分で詳述している。 (VaticanArabo， 

728， fols_ 31a-32b)_ 

伺 Geanakoplos，D_“Byzantium and the Crusades， 1354-1453" (in A History 

01 the Crusades， voL III， ed_ by Hazard， H_ W_， Madison， 1975)， pp_ 96-7，ま

た 1mber，Colin_， The Ottoman Empire 1300-1481， lstanbul， 1990， pp_129-136_ 
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は述べられていないがアブドル=パースィトは lnba'(T)の書き込み部分，

ar-Rawcl と執筆を進めていくなかで新たな情報を牧集・整理した経緯がうか

がわれる。

次にエジプトを中心とした若干の記述を分析する。先ず気がつくのは，劉外

関係の部分でも指摘したが， lnba'の情報量の少なきである。この歴史書は絞

述の終わりに近い年代は簡車な記述が緩く。 lnba'(T)の除白部分を検討する

と，アブドル=パースィトが an・Nujumまた早awadithあるいは‘lqdから

の情報を書き込んでいることが明らかとなる。官職の任克情報については，

an-Nujum から引用したとは明記せずに一字一句同じ文章が同じ順序で記入

されている一方‘lqdからの情報は 「アル=アイニーは衣のように述べてい

る」と明記している貝引用はイスラム暦第二月の Safar月から年末に至るま

で同様であるが特に Ramaçlãn 月から以降の部分に多くみられる ~o lnba' (T) 

の fol.193bの本文が第一二月の Dhu'l・I;Iijja月の出来事の絞述であるから，

fol. 193aには Dhu'l-I;Iijja月までの情報が，まさに徐白を残すことなく書き込

まれている。そのためであろうか， 表 Hこ示したように特に Ramaclan月以降

をみると，同月また同日あるいは同年と始まる記事が多い。これはそれを引用

する際に開遣いを引き起こす一因であったように思える車場。

アブドル=パースィトは lnba'(T) の徐白部分に書き込み， そして再び

an・NujumとI;Iawadithまた 'lqdを参照して整理して ar-Rawclを執筆した

と思われる。それは lnba'(T)の書き込み部分に比べると ar-Rawclでは月

日をはっきりと特定しているととから明らかである。また Inba'(T)の書き込

み部分にある記事で ar-Rawclにない記事もあることから，幾つかの情報は

帥 このヲ開の形式は ar-Rawclにおいても概ね同様である。異議を唱えるときにはイ
プン・タグリ ーピルテ・ィーの名前を明記するときと， rある者は次のように述べる」
と明記しないときがある。

帥 lnba' (T)， fol.193aの書き込み部分は an-Nujum，vol.15， pp.363-367の該蛍
部分の引用である。

帥 fihiとfiha，この二つの句を取り這えていることも多い。一方 ar-Rawclでは，同
月すなわち某月または同日すなわち某日，同年の某月と特定して，閲主主いを防ごうと
している。しかし全慢にわたり同じ方式で絞述されているわけでない。篤字生が月や
日を閲違えるとそれが長く行文の混筒しをもたらすことになる。
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ar-Rawcl の別の箇所に移動したかあるいは除外したと思われる。 特に停記情

報を書き込んでいる部分は嘗該人物の波年に移したとも考えられる。

表 1に示したように ar-Rawclと他の史料を比べると， Rajab月以降の記述

は一つを除いて出来事の記述は，それぞれの著者に取り上げ方や絞述の相違は

あるが， 日にちが殆ど一致していることである。唯一の例外であるブハイラの

遊牧民討伐の事件についてアブドル=バースィトは lnba'(T)には Dhu'l・

f，Iijja月16日と書き込んでいるにもかかわらず， 26日となっているのは撃に10

と20というアラビア語で間違えやすい語尾を寓し間違ったと考えられる。

しかし ar-Rawclの Rabi‘II月と Jumada1月と JumadaII月の記述と

他の史料に見られるこの三カ月の記述との聞には大きな相違がある。イブン ・

タグリービルディーは Jumada1月と JumadaII月には取り立てて事件はな

かったと書き，何も記述していなし、。しかし ar-Rawclには，著者が最も書き

たかった事件の一つで、あったと考えられる父 Khalilの事件が詳細に記述され

ている。

結論から先に述べると Rabi'II月の記事の多くが Jumada1月の項目以降

に記されてしまったと考えている。その剣断の根擦は表 1のくI)ナイル川の

漏水の記述とくH)ダマスカスの城塞のナーイブ職の人事の記述とくG)Khalil 

の事件の記述の日附である。

先ずくI)ナイル川の漏水の日附は， Inba'(f，I)では Rabi‘II月9日(火)，

Inba' (C)では19日(火〉としている。 lnba'(T) の寓本の本文には19 日(火)~

とある。アブド、ル =パース ィトは Inba'(T)の寓本の本文に附加することがあ

れば徐自に書き込んでいるが，この部分にはないことから， これは ar-Rawcl

では同様に Rabi'II月19日 (火)の部分にあるべきで， al-Jumada II月19日

としているのは彼か寓字生の開遣いのために起きたと考えられる。また後に著

作された Badaγ が al-JumadaII月としているのはこの ar-Rawclを引用し

ていることが明らかとなる。また lnba'(草〉の日附については，脚注部分に

注記がないので何らかのミスと考えている。

同 Inba' (T)_ foL 192b，書き落としたよ うで ‘ashara(10)は9の上，前行との行関

に書いている。
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くH)ダマスカスの城塞のナーイブ職の人事の記述とくG)Khalilの事件の

記述は，爾者とも Inba'(T)には RabγII月 3日と彼自身が書き込んでいる。

くC)の Rabi‘I月17日のロードス島遠征軍出航の記述に見られるように

Inba'(T)に彼自身が書き込んだ情報を ar-Rawclにまとめる段階で襲警更があ

れば原則的にそれを明記している。例えばこの部分では彼は f17日(土〉に，

イブン・タグリービルディーは16日と述べているが」とその記述をはじめてい

る。その彼の記述の様式的な方法を考慮してくH)の部分を検討すると，彼は

fJumada 1月2日(月〉に， 3日と述べている者は誤っている」と記してい

る。このある者とはイブン・タグリービルディーと考えられ彼の俸える 3日を

襲更していると考えられる。問題は Jumada1月の部分である。一方著者の別

の著書 Naylは，原則として日にちと曜日は記述せず各月ごとに出来事をまと

めていて，しばしば月についても不明確な絞述があるが，このくH)にあたる

記事ははっきりと RabγII月の部分にある。従ってこの部分は Rabi'II月3

日を 2日に獲えていると考えられる。 くG)Khalilの事件の記述も同様に考え

られる。少なくとも事件の震端は Rabi‘II月であったと考える。この事件に

ついても Bada'i‘は JumadaII月に述べていることから， ar-Rawclに擦って

いることが判明する。また同じ月に起きたくH) とくG) を ar-Rawclで

Jumada 1月と JumadaII月に分けている理由は私には今の所不明である。

以上検討したように ar-Rawclの Jumada1月と JumadaII月の記述は，

ロードス島遠征軍の記述部分を除いて全て Rabi‘II月の開遣いでありそれは

今の所，篤し開遣いと考えざるを得ない。また Bada'i‘が ar-Rawclの記述を

縫承していることも明らかとなった。

次にその他の記事を表 1に示した史料相互の関係と ar-Rawclの絞述内容の

特徴を若干考えてみたし、。

くB)はハーンカー・アッシャイフーニーヤのハナフィー涯のスーフィー

Ibn al-‘Attar al・l;Ianafiが閉じハーンカーの ash-Shamsal-Katibのスルター

ンへの謹言によって失脚させられたが，最終的にはやはり同じハーンカーの

al-Kamal b. al-Hamamが彼を擁護してスルターンに書簡を迭り，追放を思い
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とどまらせた事件で‘ある。この事件について ar-Rawclには「ア ッサノ、ーウィ

ーが惇えているのみである」と記している。イブン ・タ グリ ービ、ルデ ィーの記

事を検討すると an-Nujumにはその記述はなく I:Iawadithで記 しているのみ

である。その他の記述の比較から私は ar-Rawclが利用したイブン ・タグリー

ビルディーの記述は少なくともこの年度の記述においては an-Nujumのみで

あったと言えるのではないかと考えている。 Bada'i'が Rabi‘II月の項目にこ

の事件を記しているのは くD>の扱いと同様に RabγI月を RabγII月と間

違ったのか校訂本のミスと考えられる。

くC>の記述は an-Nujumから Inba'(T)そして ar-Rawdという情報の流

れが典型的に見られるものである。Inba'(T)の書き込み部分にある遠征参加

者とされる人物がこの遠征に参加したかど うかとし寸疑問は ar-Rawclに繰り

返されている。こ の記事の後宇部 Sudunas-Sudaniについて， 'Iqdや at-Tibr 

や Nuzhatが翌月の部分に述べているのはそれぞれの史料系統を示していると

も考えられ紛， あるいはこの人物が最終的にアレッポに追放されたのが翌月に

なったとも解穫できる。

くE>は，イブン・ハジャルが一時大カーディー職を 克職になった事件で

ある。シャーフィイ ー涯の裁剣官代理のカ ーディ ー Mul)ibbad-Din Abu 

al-Barakatが，ある件に認、謹を興えたが，スルターンはその裁定に疑わしい瓢

があるとみなしカーディーと裁定に係わった誼人たちを呼び出した。召喚さ

れた謹人たちは驚き，各人がそれぞれ遣ったことを申し立てたので，スルター

ンはカ ーディーを刑に慮して入牢を申し渡した。イブン ・ハジャルはこの人物

が彼の代理であるために，責任者として，貫質的には克職である塾居を命じら

れたので、ある。最終的にはイブン・ハジャルが申し聞きの機舎を輿えられ，ス

ルタ ーンは以降裁判官代理(ナーイプ〉 の数は 10人を越えてはならなし、と釘を

刺して彼を復職させ，ついで彼の推執でこのカーディーの復職も認めて幕を閉

じた。 lnbaて喧)(C)は，著者イプン ・ハジャル自身が係わったこの事件につ

いて，経緯とカーディーに科せられた罰などについては詳しくは述べていな

伺 これは表1のくF>アズハノレ・モスクのナーズイノレ職の記事もその一例と考えられ

る。
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い。一方アブドノレ=パースィトは Inba'(T)の書き込み部分で，アル=アイニ

ーの名を明記して‘lqdから文章を引用して，スルターンが激怒してこのカー

ディーに科した罰，すなわちターパンをとって城門まで歩かせたり，重罪人の

牢に入牢を命じたことを述べた後，スルターンに近い知人からの情報としてこ

のときの激怒の様子を停えている。そして著者(アル=アイニ-)の絞述がその

様子をよく俸えていると感想を記している。すなわち徐白部分に関連記事を書

き込み，次いでその関連記事に自身の感想を記入しているのである。事件の目

撃者ーから経緯を聞いて確認している彼の執筆態度を良く示すものであろう。し

かし ar-Rawclには目撃者の謹言記事と自身の感想の部分は書かれていない。

また興味深いのはスルターンの命令の俸え方と納め方である。宣告居の命令は

スルターンに近侍するマムルーク (kha号号akiyaas-Sultan)で秘書(ad-dawadariya

a号守ighar)の一人が俸えたが， 績いてスノレターンに近侍しており相伴役 (jalis)

の Shamsad-Din al・Katibar-Rumiが来訪して克職を後悔しているスルター

ンの員意を俸えて翌日の朝早く伺候するようにとの命令を停えている"。 この

人物については lnba'(T)の書き込みによると，即位する以前からスルター

ン 勾-ZahirTatarに仕えた人物で，スルターン Jaqmaqの時代にも影響力を

持っており，知識はないが交渉事に長けていたとある。そして父 Khalilが彼

と親交があったと記して，ユーモラスな彼の様子が好意的に活寓されている。

この事件については大カーディーのイブン・ハジャルを巻き込んだので，本

稿で検討している全ての史書に記述があるが，その裁定の内容に踏み込んで絞

越しているのは Nuzhatのみである。彼によると，事の起こりは，ある裕幅な

人物が相績人たちに多額の遺産を残して死に，その遺産の件は子供たちが幼L、

ためにシャーフィイー涯カーディーに任されたことにあった。そのカーディー

は渡した人物の妻たちの一人に寡婦産擢を認めたところ後見人の一人がそれを

不服としてスルターンに訴えたためにこの事件が起きたと記している。それに

績けて彼はこのカーディーは毎日600ディノレハムの i投入があるのにカーディー

職を僻さないとは不思議なことであると調陪食する。 Nuzhat とし、う史料の濁自

倒 Nuzhat，pp_ 300-1のみその経緯が異なっている。すなわち事件がおこりイプン・
ハジャノレが，自ら辞任しそれを聞いてスノレターンがアッノレーミーを源遣したと俸えて
いる。
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性の一端を示す紋述と言えよう。

くL>は自稽マフディ - al-Farrayaniについての記述である。この年の末

スルタ ーンは， この人物のl噂を聞き，エルサレムのナーイフに書ltkを迭り彼を

カイロに連行するように命じた。彼は JibalNabuls (Jaba! I;Iumayda)の遊牧民

の聞で‘慕われた人物で、マフディーとして運動を展開したといわれた。彼はナー

イブのもとに出頭 したがその後は活動をやめたので，カイロに連行されること

なくこの事件は終息した。この人物については， Inba'(日)(C)と at・Tibrが

彼の JibalNabulsに向か うまでのカイ ロなどでの活動を中心として記述して，

この活動停止までを述べているのに比べると，Inba' (T)の書き込み部分はそ

のまま ar-Rawclに記されているが，それは表だった活動をやめた彼の後日談

である。それによると彼は以降夕、、マス カスとタラ ープルスとの聞を移動して，

タラ ーフ。ルスでは彼を厚遇 したその軍務官 (n匂irjaysh)の Sharafad-Din 

Musa b. Yüsuf~ の館に留まるのが常であり彼の多蚊の書物は彼の舘に保管さ

れていたと述べている。また彼はラタ キヤで862年に死んだとも{事えている。

このように詳しい情報に接近できた理由は，父 Khalilが嘗時20人長の待遇で

家族とともにタラ ーフeルスに居住していたからであり，著者自身も18歳になっ

ており，この人物の噂は記憶に鮮明に残っていたと思われる。そ して ar-Rawd

には， この人物はマグリブで嘗て運動を展開したマフディーの‘UbaydAllah 

や Mubammad b. Tumat の事跡についてもよく知っていたとつけ加えてし、

る。

くG>は著者の父 Khalilをめぐる事件でありその概要については前掲の拙

稿に述べたが，アレッポのナーイブ Qanbayal-l:Iamzawiが Khalilを中傷し

てスルターンに申 し立てたために， Khalil がアレッポのアタ ーバク職を解か

れて城塞の獄につながれた事件である。 Inba'(T)の書き込み部分には「何の

罪もないのに父は獄につながれた」とのみ記入されているが，ar-Rawclには詳

倒 アッサノ、ーウィーは acl-J;>aw'，vo1.10， p.192でこの人物の傍記を記しているが，
彼の家柄はもともと シャウバクのキ リスト数徒である ことや， 彼がタラープノレスの軍
務官の職にあったことを記しているが好意的な記述ではなし、。またこの人物との関係
については述べていなし、。一方アプトーノレ=パースィトは862年の彼の死去に燭れた部
分で好意的に扱っており ，タラーフツレスの有力者であったことを記している。 (Nay!，
(Hunt. 610)， fo!s.121a-b). 
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しく経緯を述べている。それによると Qanbayが不正を行い，一方 Khalilが

公正さとシャリーアを傘重して，彼に不嘗に扱われた者のために縛護したため

に，南者はかねてから敵劉関係にあったと説明して， Qanbayは策略をめぐら

しスルターンが入牢を命令するように教唆したと記す。興味深いことは彼が断

罪された理由として， アターバクとしてアレッポに就任したときの行進(マウ

キプ〕の際の行震があげられている事である。彼はアレッポの郊外でマウキプ

の用意、を整え，彼の旗が贋げられ，小太鼓や大太鼓が叩かれ，笛が吹かれ，vこ

ぎにぎしく町を行進してアレッポのスルターンの城塞の門前を通り過ぎようと

した際に，何かが門に投げられた。彼はこれはスルターン樺力を言祝ぐ(namus

as-SaI~ana) 慣例であると主張したが， その説明は受け入れられずに彼を追求

する口実とされた。故貫に明る L、Zubdaの著者 Khalil らしい主張であった

が受け入れられなかった。後彼は穣放されると，エルサレムを経由してハリー

ル(へプロン〉に戻り，著者と家族を残してメッカ巡躍に放立った。

ar-Rawclの個人史的記述として，著者は父 Khalilがこの無買の罪で入牢し

た償いとして，スルターンからイクターとして変通の要衝カークーンの町と園

庫から Battatbi-Murabba‘a村をリズクと して輿えられたことを述べ，後に必

要なことがあってそこを買却したが， J枚盆は年に800ディーナールぐらいあっ

たが1000ディーナールとし、う安債で責却したと記している。また著者は首時4

歳であって， lnba' (T)の儀自には， この年マラティーヤで胸に刺し傷を負

ったと書き込んでいるが，告余りにも個人的な事と考えたのか ar-Rawclには記

していない。

四のニ俸記情報

表2はこの年に設した人物の停記情報を俸えている史料と人名を一覧にした

ものである。左端の人名欄は，検討した史料のなかで最も多くの人名を挙げて

いるアッサハーウィーの at-Tibrの傍記部分にある人物36名(欄4)とその他

の4名を加えた40名で， 通し番披を附した。左から次の11の欄に史料を並べ

た。すなわち，欄 1はイブン・ハジャルの lnba'の俸記部分でハイデラバード

版 (Inba'(日))とカイロ版(Inba'(C))にある人物，欄2は著者アブド‘ル=パ

- 52-



553 

ースィトの ar-Rawclの停記部分にみられる人物(この欄の番挽は ar-Rawclの俸

記部分にある人物19名をアノレフ 7 ベットI1闘に番挽を附けたもので表3の右端の欄に附した

番貌と同じである)，欄 3は同著者の Naylにみられる人物と Majmゲにその侍

記が残っている人物，欄5はア ッサノ、ーウィーの傍記集 acl-:Qaw'に停記が掲

載されている人物，欄6は同じくアッサハーウィーが ad-Dhahabiの Duwal

al-Islamの綾編として書いた al-Wajizと adh-DhaylMにみられる人物，欄7

はイブン・ダーウードの Nuzhatの停記部分にある人物，欄8は後代に著述

されたイブン・イマートの Shadharatにみえる人物，欄9と欄10は著者が

ar-Rawclを著作するために常に参照した書物で欄 9はアル=アイニーの‘Iqd

にみえる人物，欄10はイブン・タグリービルディーの歴史書と侍記集にみられ

る人物，欄11は著者の事生イブン・イヤースの Bada'i‘にみられる人物，以上

である。史料の各欄に停記情報が記載されている箇所を記入した。空欄はその

人物の記述がないこ とを示している。

先ず人名欄に at-Tibr 記載の36名に附加した 4名について説明すると，

ar-Rawcl をはじめ幾つかの書物には， ある人物がその年に湿したと他の書物

で俸えられていれば，先ずその人物名を事げて，その後で彼は寅際は遣う年に

湿したと考えると絞述する。例えば，通し番銃2の AbuBakrは Inba'のあ

る寓本に記述があるので人名欄に加えた。同様に Inba'あるいは ar-Rawclが

同年に浸したあるいは浸したとする情報があると述べている人物を表に加えた

(通し番貌14，15，16)。すなわちこの表 2は848年に湿した， また湿したと惇えら

れている全ての人名とそれに言及している史料の箇所を表している。検討する

史料の範園を贋げればより多くの人名を採録できるだろうが ar-Rawclの停記

部分を比較するには今のところ充分と考えている。

ヨ穴に表2から考えられることをまとめてみたい。

表 2の欄 3の著者の別の著作 Naylには欄2の ar-Rawclの情報が一人を除

いて停達されている。その一人とは ar-Rawclの No.18 (遁し番貌39)Yusuf 

b. Khalil b. Shahinすなわち著者の異腹の一つ遣いの五歳の兄，それに閥連し

帥 この二つの書物は題名が這うが同じ内容の 2種の校訂本である。 ここではそれぞれ

の該嘗ベージを記入した。
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てその兄の母が父の解放奴隷であり執筆時には約70歳で著者と貫母と同居して

現存しているとし、う記事である。

欄4と欄5と欄6はアッサハーウィーの著作であるが，欄4の at-Tibrと欄

5の浩滴な人名録 acl-I;>aw'を比べると acl-I;>aw'は at-Tibrにみえる人物の大

多数の人物について牧録しているが全てではないことが剣明する。また欄6の

al 

わち欄4に記述があつて，欄5に記述がなくて欄 6に記述がある人物はない。

欄8の後代に著作された Shadharatは，欄4と欄5と欄6の流れにある書物

で欄6をさらに精選したことも指摘できる。また欄 9，欄10に遡って検討して

いないことも指摘できるかもしれない。

欄 7の Nuzhatは，三人の人物しか奉げていない。 ar-Rawclの Nos_3， 11 

(遁し番鋭11，27)と ar-Rawclにない通し番競35の三人である。欄9と欄10を

利用して，特に師であるアル=アイニー(欄 9)に従って紋述したので‘あろう

が，通し番競35の人物については イブン ・タグリ ービ、ルテ‘ィー(欄10)に従っ

たために ar-Rawclと異なった記述となったと指摘できる。この逼し番競35の

人物については，後に lnba'の2つの刊本と lnba'(T)の記述を検討すると

き(表3)に述べたい。

欄11の Bada'i'にみられる停記情報は全て ar-Rawcl(欄 2)から選んでいる

ことも確認できょう。以上表2は，少なくとも lnba'が扱っている時代の停記

情報の流れの一端を示すものであると考える。

決に lnba'の2つの刊本(すなわち lnba'(思〉と lnba'(C))と lnba'(T) 

の本文部分と書き込み部分それに ar-Rawclを比べて， アブドル=パースィト

がどのように紋述しているのかを，また lnba'の2つの刊本の特徴と問題黙に

ついても考えてみたいわ

表3は，この 4つの資料を比較してどのように俸記情報が俸えられたかまた

編集されたのかを示したものである。まず気がつくことは lnba'自髄の停記情

報の少なさである。 lnba'(日〉は 6名のみ， lnbaてC)は10名であるが848年に

湿した者は 9名で，さらに al-Biqa'iの書き込みのある寓本についての校訂

者の注記を参考にすると，その寓本自睡では4名のみであったことが剣る。
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Inba'(T)の本文部分には.すなわち表 3の Inba'(T)の欄で本文と記してい

るものであるが 3名である。 Inba'(C) の校訂者は， 校訂する際に検討した

8つの寓本のうち 1つにでも，名前が記載されていれば，それを採って校訂本

のなかに含め，脚注で異同を注記している。その例は Inba'(C)の最初に奉げ

られている AbuBakr Yusuf (表2のjiii.し番続2)である。他の史料では彼の設

年は847年であり同じ InbaてC)でも847年の部分にその俸記がある。しかし彼

の浪年を848年としている寓本が存在するので校訂本本文にその篤本の文章を

掲載して脚注で注記している。 Inba'(日〉は847年の脚注部分でその異説を注

記している。この方法は注記を詳しく書き説明すれば， Inba'の様々な寓本聞

の関係を示すことができょう。 ar-Rawcl を検討するとき繋がりの見えてこな

かった情報について，最近刊行されたこの校訂本 Inba'(C)は有金な手がかり

を輿えてくれる。

さて Inba'(T)と ar-Rawclを比較してアブドノレ =パースィトがどのよう

にして侍記情報を記述しているのかを徐討したい。先ず ar-Rawclの傍記部分

の最初に奉げられている 1.A}:!mad b. Mu}:!ammad (遁し番挽5)の記述は，

Inba'(T)こそ彼が買際に讃んで利用した Inba'の寓本であることを如買に示

している〈圃 1参照 Inba'(T)，fol.193b本文下から 2行目〉。すなわち ar-Rawcl1';こ

i A}:!mad b. Mu}:!ammad b. Ibrahim，イ ブン・ハジャルは， うっかり Al;.mad

b.Isma'Il とされている (saha)Jとある。校訂本の Inba'(草〉と lnba'(C) 

の南者になく，またそれぞれの注記部分を見てもこのように記しである潟本は

ない。しかし Inba'(T)の本文はまさにこの通りに書かれている。したがって

この篤本の徐白に 'Abdal-Basit al-I:IanafIと署名している人物は我々の著者

に他ならないことが明らかである。この人物はマーリク涯カーディーでイブ

ン・ハジャルの年長の弟子で、あり，アッサノ、ーウィーの at-Tibr， acl-I;:>aw'に

も詳しい停記が記されている。 ar-Rawclはこの人物の知人からの情報として

アッサノ、ーウィーが侍える彼の誕生年を訂正している。

この年の ar-Rawclの停記情報は大きく三つのグループに分けることができ

る。一つは，アッサハーウィー(表2の欄4)から情報を得たと考えられる傍

記である。時には前述の1.Al).mad b. Mu}:!ammad (表2の通し番鋭5)の場合
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のようにはっきりと名を翠げている場合があるが，多くは名は奉げていない

が，内容からまたそれ以外からはその情報を辿れないために彼からの情報と今

のところは考えざるを得ないものである(表3の ar-Rawgの Nos.1，2， 4， 8， 10， 

13， 14， 16， 17，19)。

二つめは， アル=アイニーの‘Iqd(表2の欄 9)やイブン・タグリービルデ

ィーの歴史書と俸記集(表2の欄10)を利用して， それに自身がJ&集した情報

をつけ加えて記述した停記である(表3の ar-Rawgの Nos.3，5，6，(7)，9，ll，12)。

三つめは，著者が濁自に選んだものである(表3の ar-Rawgの Nos.15，18)。

以下この三つに分 て具瞳的に個々の惇記の妓述の成立と特徴を概括するこ

とにする。

一つめのグループは， 先ずダマスカスの muqaddam alf の 2.Timraz 

al-Mu'ayyadi (遁し番挽7)， ダマスカスの amirtablkhanaの 4.Sunqur (通

し番挽13)， エルサレムで渡したシャイフの 8.‘AbdAllah (遁し番挽19)， メッ

カで湿したシャイフ 10.'Abd al-MuQ.sin (通し番挽23)， ハンバル涯、ンャイフ

13. Mul).ammad b.‘Abd Allah (通し番鋭31)， シャ ーフィイー涯シャイフ 19.

Yusuf b. Mul).ammad (還し番親40)があげられる。共通している黙は，その記

述が Inba'(T)にはなく，現在までのところアァサハーウィーの at・Tibr等か

らの情報以外に辿ることが出来ないものである。

その他の以下に述べる三人の記述は InhaてT)の徐白部分の無署名の書き込

み部分にみえる。この書き込みの書き手は不詳であるが， at-Tibr等からの情

報と同種で，時期的には少々前に遡る情報源であると考えている。シャーフィ

イー涯シャイフの 14.Mul).ammad b. 'Abd ar-Ral).man (通し番貌32) について

は Inba'(C)のみ採録している。シリアの大商人 16.Mul).ammad b. 'Ali b. 

Abi Bakr (通し番銃34)も Inba'(C)のみ採録しているω。 この人物は著名で、

あるが，停記は at-Tibrからの情報あるいは同種のものからの情報によって

帥雨者とも lnba'(C)の注記によると， al-Biqa'iの書き込みのある篤本にはない
とのことである。 lnba'(I;I)にないのはこれと同ーの篤本であるためと思われる。し
たがって lnba'の初期の潟本にはない記述でイプン ・ハジャル本人か，あるいはよ
り可能性は高いと考えるが，別人が後に附加した部分と考えられる。
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書かれたと考えられる o ar-Rawclには，著者がマグリプの放の途中867年にチ

A ニスの大商人から聞いた彼に闘する逸話が紹介されるとともに，著者が父と

ダマスカスに居住していたときに父と親交があったと記している。シャーフィ

イー涯シャイフで多数の著作を著したl7_Mui)ammad b. Yai)ya， Ibn Zahra 

(通し番貌~37) の停記記事は Inbã'(日〉にも Inbã'(C) にもみられないo

at-Tibrにはより詳しい師弟関係についての記述があり， アッサハーウィー自

身タラープルスで息子‘Abdal羽Tahhabに舎ったと記している。 ar-Rawclに

は，著者自身が Mui)ammadの自筆の著作を見たことや，著者一家が862年

から865年か少し前までタラープルスに居住していたので，著者は‘Abdal-

Wahhabのタラープルス・モスクでの講義に出席していたと記している。また

彼は，この息子の短い侍記情報をつけ加え，彼の詩の一節を引用しているがこ

れは at-Tibrにある息子の停記にも見られないものである。

二つめのグループには以下の停記情報が含まれる。 3.I:Iamza b.‘Uthman 

(遁し番鋭11)はアク・コユンルの支配者でこの人物については Inba'(T)本

文になく無署名の書き込みにあるもので，その文章は an-Nujum(表2の欄10)

からの引用である。 ar-Rawd~.こは，より詳しい記事があり，その内容は彼の父

'Uthmanすなわち Qarayalikの詳しい博記とI:Iamza以降の Qarayalik族の

歴史の概要である。また， これは ar-Rawclの侍記部分の紋述の一つの特徴で

ある表題の人物の停記部分に比べて関連する事柄や人物について絞述している

部分が多いことの一例である。

夕、、マスカスのi)ajibal-i)ujjabの 5.Sudun an-Nawruzi (通し番貌14)は，

InbaてT) 本文になく無署名の短い書き込みにある。この人物については渡年

を848年とした史料は見つからなかった。

ガザのナーイブ 6.Tukh al-Abubakri (通し番鋭15)と dawadar の 7.

Tughan (通し番続16)について ar-Rawclでは 2名とも貫際は849年に渡した

のだが， この年に渡したと誤って述べている (wahama)者がし、るので項目を立

てたと記している。 ar-Rawclで名を家げずに非難されてし、る人物は多くの場

合イブン・タグリービ、ルディーであるが，はたして 6. については Inba'(T)
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本文になく無署名の書き込みがあり， また an・Nujum(表2の欄10)は848年と

俸えている。 7. については lnb亙てT)になく an-Nujumにもないことから，

at-Tibrからの情報と思われるが， 6. と同時に亡くなったので、ここに含めた。

渡年の相違の内容を讃むと848年 Dhu'l・I:Iijja月と翌月849年 Mul;larram月と

の差であって，傷を負って何日後に死んだのかは徴妙であったために，史料に

よって渡年の相違が生じたと思われる。イプン・タグリービノレディー自身も別

の書物では849年と記している。

著名な説教師 9.'Abd ar-Ral;lim b. Abi Bakr， Zayn ad-Din (通し番挽20)

の記述については幾つかの間題鮎が浮かび上がってくる。先ず ar-RawQ.は，

i'Abd ar-Rabim b. Abi Bakr b. Muhammad b. 'Ali b. Abi al-Fath b. 

al，Muwaffaq al-I:Iamawi al-Qadiri al-Qahiri ash-Shafi'i， ash-Shaykh Zayn 

ad-Din. イブン・ハジャルはうっかりされて (saha)彼の父の名前(イスム)を

'Ali，ラカブは N勾irad司Dinとされている。イブン・タグリービ、ルディーは

イスムもラカブも関連っていて(wahama); Shams ad-Din Mul;lammadとして

いる。」と絞速を始めている。 Inba'(T)の本文では，父のイスムを 'Ali，ラカ

ブを N勾irad-Dinとしている。 lnba'(日〉と lnbaてC)はともに，父のイス

ムを‘Ali，ラカブは Zaynad-Dinとしている。この ar-RawQ.の記述は，

lnbaてT) こそ著者が讃んだ潟本であることを示している例誼の一つである。

イブン・タグリービ、ルディーが Shamsad-Din Mul;lammad と呼んでいるの

は， an-Nujum (表2の欄10)の記述にある。 at-Tibrは ar-Rawclと同じく父

の名前は Ab包 Bakrである。従ってここでは，著者は lnbaてT)の本文を讃み

an-Nujumの情報を批剣的に取り入れ at-Tibr等を参照して絞述したことが

剣る。また Inba'(T)の徐白部分の彼の署名のある書き込みはこの人物の息子

Mal;lmudとやはり評判が高かった孫 lbrahimについての情報であり，行文を

饗えながら殆ど同内容が ar-Rawclにある。

さて表3には16と17の聞に奉げた Mul;lammadal-I:Iamawi (遁し番貌35)

はこの 9. と同一人物であると考えられる。彼のことは lnbaてT)には署名の

ない二種類の書き込み部分にみえる，はじめに彼の停記情報を簡単に述べてい

るが，績けて別人の筆でこれはこの 'Abdar-Ral;limであると書き込まれてい
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る。従って ar-Rawclは，この人物は採録していなし、。 Inba'(C)は， al-Biq自

の書き込みがある al-Maktabatas-Sa'idiya所蔵寓本にはないがと脚注に注記

して本文に Mu]:Iammadal-I;Iamawiの短い停記情報を校訂している。また脚

注には前述 an-Nujumの同じ箇所を史料として示している紛。校訂された本

文にもカッコにいれて「‘Abdar-Ra]:Iimで先にでている，彼の名前は先に書か

れた」とし、う部分があり，校訂者はこの意味は不明としているが，私はこの停

記の記述内容は 9. と異聞は幾つかあるが要約であると考えている。特に捜し

た日を Dhu'l-Qa'da月3日水曜日としている黙が 9.の記述と違っているが，

'lqdが 9. の渡した日を全く同じ日として曜日まで一致して傍えていることも

根擦になるのではないかと考えている伺。 また lnba'(日〉には， この人物の俸

記は記載されていない。また Nuzhat がこの名前で情報を俸えているのは

‘lqdや an-Nujumからの情報をまとめる段階で an-Nujumの記述を中心とし

て記述したためと考えられる"。

スルターン al・Mu'ayyadShaykhの杯持ち (saql)11. Fayruz at-Tawashi 

(通し:番挽'27)については， Inba'(T)では，徐自に無署名の 書き込みと署名の

ある書き込み部分にみられる。署名のある部分は‘lqdからの引用部分で，そ

の部分は ar-Rawclの文中の該嘗部分に文意が明瞭になるように分けて引用さ

れている。また「ある者が述べているが」として an-Nujumの一部を引用し

ている例。

シャーフィイー涯の法撃者で詩人である 12. Mu]:Iammad b. A]:Imad (通し

番貌29)は lnbaてT)の本文に長文の博記が書かれており，徐自に無署名の書

き込み部分がある。 ar-Rawd~こは lnbã' からと明記して多くの部分を引用し

ている。詩の引用に注目すると lnba' には彼の詩は引用されていないが，

ar-Rawd と at-Tibrを比べると 3つの詩の内 1つのみ共通で‘あることから，

ar-Rawclが at-Tibrをそのまま引用しているのではないことが推察される。

同 表2の通し番挽35の欄10参照，通し番銃20(すなわち 9)の欄10と比較。
帥表2の通し番貌20の欄 9参照，‘Iqdは‘Abdar-Ral:lIm al-Wa'j亭 al-I;Iamawl

と名前を重量げているのみ。
帥表2の遁し番蹴35の欄7参照，彼は Shamsad-Dln al-I;Iamawl al-Wa'j写とのみ

名前を翠げている。
帥表2の通し番抗27の欄 9と欄10参照。
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また Bada'i‘と比べると 3つの内 2つが共通している例。

三つめのグループは以下の 2名の記事である。シャーフィイ一波シャイフ

15. Mu~ammad b. 'Ali (通し番鋭33)については，著者自身良く知らないが，

ただこの年メッカで捜したとされていると俸えている。今のところこの人物に

ついての記述は他の史料に見つけることができなかった。 18.(通し番貌39)は

前述した著者の異腹の兄の記事である。

以上 ar-RawQの俸記部分を Inbaて日〉と Inba'(C)の2つの校訂本とアプ

トソレ=パースィトが寅際に讃んだ Inba'(T)の本文を， Inba'(T)の徐自の書

き込み部分の記述を鍵としてそれぞれの絞述を比較することによって， どのよ

うに著者が情報をまとめて19名の惇記を記述したかを検討した。表2を説明し

て概略を示したその成立過程の情報の流れの一端を跡づけることができたと考

える。

特徴としては，著者が嘗該人物を知る人から情報を集めていることで，人物

やその時代を生き生きと物語風に描いていること，またそれと表裏一睡のこと

であるが著者の個人史が浮かび上がる部分があることがあげられる。またトル

コ人の名前の意味を解説していることも特色と言えよう。ウラマーの子弟関係

の情報については at-Tibrが優っているが，それは著者の関心のありょうを反

映しているのか，あるいは彼が利用できた資料が現在刊行されている at-Tibr 

よりは情報量の少ないものであったためかとも考えられる。ちなみに ar-RawQ

が俸えていない表2の通し番競の 3， 8， 9， 18， 26， 36の停記情報につい

て，アッサノ、ーウィーは，メッカの情報に詳しい IbnFahdが記していると述

べているが，この記述から ar-RawQ執筆時に利用できた「ア γサハーウィー

の歴史」は IbnFahdからの情報が盛り込まれていないものであったと考えら

れるのではないか。また ar-RawQが俸える17名は著者が執筆した嘗時のカイ

ロの知識人で博記情報を調べる者に把握されていた数と言えるかもしれない。

帥 表2 の通し番挽29の欄 4 と欄 5 また欄11~参照。
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五おわりに

イブン・ハジャルの歴史書 lnba' の一つの寓本であるトプカプ所蔵寓本

(1II Ahmet 2942/2) (Inba'(T))はアブドル=パースィトが寅際手にとって利用

した寓本で‘あり，彼はこの篤本の徐白部分に他の史料からの情報や自身の調査

の成果を書き込んだ。本稿は特にその書き込み部分に加えられた情報を検討し

て，著者がどのように lnba'の情報を ar-Rawclに盛り込んだのかを追跡し

た。先ず著者あるいは別人によって書き込まれた情報は， an-Nujumを主とし

たイブン・タグリーピルディーの情報であったこと，次に‘lqdからの情報と

ともに彼自身の停聞やその他の情報をつけ加えていることが確認できた。ま

た ar-Rawclの該嘗部分を検討すると，この書き込み部分の情報が日附と記述

内容の基礎の一つであることが検誼された。それを詳細に検討すると，本稿で

封象とした 1年の記述には， 日附が関連って書かれた，あるいは書寓されたこ

と，またその誤りはイブン・イヤースの記述に引き縫がれていることが剣明し

た。

Inba'(T)の俸記部分については，本文に燭れられていない人物の停記情報

が，書き込まれているが，そのなかには明らかに an-Nujumからと思われる

情報もある。この部分でも，アブドル=パースィトが情報を附加しているため

に，停記を掲載されている人物の息子あるいは孫と L、う執筆首時現存している

人物の博記ともなっている。この Inba'(T)の停記部分の本文と徐白部分に奉

げられている人物が全て ar-Rawdに記載されていることと絞述内容からも，

ar-Rawclの俸記部分の紋述の基礎となっていることが明らかとなった。 ar-

Rawclの俸記部分はそれに加えてアッサノ、ーウィーからの情報を主として書か

れた。

ar-Rawcl の年代記部分と俸記部分南方には， 個人史ともいうべき著者の家

族の動向が Inba'(T)の徐白部分の書き込みから取捨選揮されて盛り込まれて

いる。

アブドル=パースィトに師事したイブン・イヤースが俸える彼の俸記情報に
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は，生前の彼の様子が描かれている例。彼は歴史書において， KhaliI b. Shahin 

を述べるときに1"彼は ar-Rawcl.al-Basimとしづ歴史書の著者の父」と表現

したり，またその他の記事の中にも「彼の父」とし、う表現を用いている倒。 し

かしアブド、ノレ=バースィトの名前が言及されている記事を検討してみると，管

見では一箇所を除いて全て彼の作った詩の引用部分である叱そのためかイブ

ン・イヤースに興えた具瞳的な影響についてはこれまで検討されていなかった

と言えよう。しかし本稿で一年のみを検討しただけであるが，枠組みである日

附はもとより出来事の記述と俸記の情報には ar-Rawcl.の絞述が強く反映して

いることが明らかとなったと考える。また逆に ar-Rawcl.が封象とする年代の

Bada'i‘の記述は飲落部分の多い ar-Rawcl.を検討するときに参考とすることが

できる。

アブドル=パースィトの師の一人ア ッサノ、ーウィーは，彼の事問の放，彼が

教えを受けた先生やマグリブへの政を述べた後に「彼は多くの分野において優

れており，著述をしたり詩を詠み，また歴史に関心を向けるようになった」と

述べ， 1"その面では多くのことを私に負っておりしばしば私を訪問している」

と述べているω。

本稿で検討したことから，少なくともアブドル=パースィトが ar-Rawcl.を

執筆していたときに利用したア ッサノ、ーウィーの歴史書は，現在我々が手にし

ている書物よりも情報量の少ないものであって， この後に現在ある形になった

と推察され，彼の歴史書の形成過程も浮かび上がってくるのではないかと考え

られる。

史料と主要な参考女献

鶏本

Inba' (T): Ibn I;Iajar al-'Asqalani， lnba' al-Ghumr bi-Aπba' al-'Umr， Topkapl 

Sarayl Muzesi kutuphanesi， III Ahmet， 2941/2. 

Majma':‘Abd al-Basit， Majma' al-}.ゐifannanbi-l-Mu‘'jam al-Mu'anwan Mak-

伺 Bada'i'，IV， 373-3. 

帥 Badaγ，II， 153，169，172，174，176，177，205，215，254，375，448: III， 25. 
el9) Bada'i'， III， 263，318，424-5，455-56: IV， 83-4. 
帥 acl-J;>aw'，IV， 27. 



543 

tabat Baladiyat al-Iskandariya， 4448/800b， musalsal 5 tarikh_ 
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6 vols， Wiesbaden， 1960-75. Indices， 6 vols， Stuttgart， 1984-92. 
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表1 年代記部分の記事の比較

(め 。)
(1) 

ha(saq f (乃 (6) Nuz.b1l1 ~d 付)
阻 -Nujiiin

lnbずσ。ヲ) 
lnba'， 

at-T.br ar-Rawd 回 -N凶官S， vo1.l5例
vol.9(f;I) vol.2 とl!nw砧出vol4 

何〕
vol.4(。

w-M叫町叩1凶月-M初u旬h町T街宣1 al-M初曲昔:町四m al-M山g司 m 叫-Muh町四m
d月-初M，旬ltarram al-Muha司 m a月1-M初山旬町祖m

月初旬 月句 月初旬 月初旬 月初旬
疫病の流行 疫病の流行 疫病の流行 疫病の流行 疫病の流行 疫病の流行 疫病の涜行 疫病の涜行

(p.8η (p.298) (p.620) (H p.219-

20/C.p 224) 
12日(金) 12日(金) 12日(金) 12日(金) 12日(金)
ムフタシプ ムフタシプ ムフタシプ ムフタシプ ムフタシプ
Baz 生r 'AiJ 

国YE-zAl田《NdT・
YiiZ匂「プ yiir 仏Ji

副-<"Ajumiづ 副ふl即 Eプ ーラクの油 副 Khcrsanr
ーラクの油 ーヲクの泊 副Khurむoru圧錦所の騒 ブーラクの
圧f事所の脳 圧j唱所の騒 プーラクの ltJ鎮圧 f由庄矧所の
動鎮圧(p.87)動鎮圧 油圧掬所の (p 620) 騒動鎮圧(ザ

騒動鍋圧 p.104) 

同月 (p.298) 

ロードスcl.

遠征軍絹

成.

ダミエッタ

からアレキ

サンドリア

に踊~fJの移
22日 動. 22日(月)

ロードス'" 22日 ロー ドス島
遠征軍アレ (Inba'を釘 遺征軍アレ
キサンドリ 正.

出航行月
は キサンドリ

アから出 ar-Rabi アから出
銃. 1 2日 であるとす 航. 1 2日
前にダミエ る.) 前にダミエ
ッタからア <A> ~af ... 月 ッタからア
レキサンド 疫病の涜行 レキサンド
リアに盟主の が猶鍬を僅 リアに艦船
移動完了 めた の移動完了
(p.87) (N p359) (lj P 220lCp 

<A> 224) 

~A 

2Ed日E(木月) 2や日fa(r木月) 
;iorer月
2日(木) 2日(木)

ワクフ監督 ワクフ監督 ワクフ監督 ワクフ監督

官lbn 官lbn 官lbn 官lbn

呼-~uh.y什壬 a干.-~uhay吋壬 ヰーや同叶壬 ~-~uhayrf壬
F3a日f...月{金)

命(p.87) 命 命(p.620) 命('!.p1伺)

激しい風.

3日(金) 疫病の終，息

激しい凪l を予期

雨.疫病の (lj p.220/Cp 

終息を予期 224) 
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(8) (η (6) (5) (4) (3) 。) (1) 

5日(日) 5日{日) 5日(日)

Ibn Ija.戸痢 Ibn 1;1町町病 著者病床に

床につく 床につく っくが、後

が、1圭侠復 が、後快復. 快復.疫病
(P_8η 疫病の終息 の終息

(H_p_220・

21日{火) lIC.p.224) 

Kasbayを 21日(月) 21日 (月) 21日 (火)

?afadに追 K帥 ayを K田b宣Vを K田b冨yを

放.スルタ Saf，叫に追放.子d叫に追鮫.Saf，副に追放
争far丹一ンのマム スルターン スルターン (N_p.359) 

ルーク のマムルー のマムルー
K苗bayを

Shal:Jin追放 クSb勘白過激 クSb砧in退
Saf，叫に追放

(p.299) 放(P_620)

町-R血，fI月 町一R.ぽ守月
1日(木)= l日(木)=
B'una月24日 B古田月24日

2日(金)
or-RabirI月(1日とする ar-R必ずI月 町長曲ず1月 2日(金)

者を批判) l日(金) 1日(金) l日(金) ミクヤース
Yllnus追放. YUIlus追徴 四 則 S追放 Y宜nus追徴 測量
ミクヤース (p_29ヲ) (P_621) 3(F 日p.l04) (~ _p _221/C_p 

測量 (日) 225) 
3日 {土) M曲~ibb 3日(土)
ナイルJII地 ad-D函 ナイル川増
水と告知(4 副Ha界h町田 水とその告
日). 事件 知 (4日). 
ヒジャーズ (!l-p_104) ヒジャーズ
情報の到 <E> 情報の~J
着.疫病終 疫病終息 者.疫病終
，息. (N_p.359) ，包

町R曲γI月
(I;I_p_104) (tr-p_221/C.p 

同月 2笥〕

5日(副月-2) 5日(副月C)L世事 5日(副月司勾〕Et 
Ibn凶ふwfr

Ibn 包母 5日{月) Ibn Ibn 事件
事件 Ibn 副-~生命 f牛 事件 (1;1 p_l04-
(p_90 ，cf _a~・ 事件 (p.3∞) <B> 5小Jにはな
QaW>， <B> <B> しドB>
voL2 

9日(土)
p.115-η 

Fgbanのマ
<B> 

ムJレーク

Sud白アレ
ッボに追徴

(~p. l 例)

<F> 
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(8) (η (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

17日(土) 16日(土) 16日

ロード7.s ロード1島 ロード1島
途征軍出 遠征軍出 遠征軍出

航.従軍し 航.軍の編 航.従軍し

た入物につ 成.(N.p360) た人物につ

いての疑問 同日SDdUIl いての疑問

同日 回-Sud盃ず 同日
S古仮h をQu，チこ追 Sudun 

as-$五dai古を 放 出 S百daniを

Q百Eに追放 (N p 360/tI.p Qusに追放

<C> 104) <C> 
27日{火) 27日。() <C> 
S.('d時前、の S，{d凶ーD而 30日(火)

息子倒電車し の息子倒頃 S.~d ad-田

た壁の下敷 した壁の下 の息子倒犠

きとなって 敷きとなっ した壁の下

死亡(p.90) て死亡 敷きとなっ

<0> <0> て死亡

(I;! p.22I!C.p 

225) 

<0> 

町R拍子rr月 町-R曲ifn月 ar-R由ifn月
or-R曲ij'("n月 町-R晶子日月 岳 Rob1-il月 a.RaザiII月

lbn al-l)勾量
1日(金) 1日(金) 1日(金) 1日(金) 1日(土) 1日(金)

事件 3日(日) 3B(臼} 3日(日) 3日(日) 3日(日)
ω242) Muljibb M吟ibb Mulribb Mu炉bb Muqibb M凶討bb

<B> 国-Din事件 副-Din事件 回-D品事件 国師事件と 国ーDin事件 回-D而

Sld ad-Dinの とIbo早njar とlbnI;!町町
とIbntlajar Ibn I;!ajar に関連し 事件と著者

息子倒織し (pp.90-1) <E> 
と人物評 ω622) て、この人 <E> 

た壁の下敷 <E> 句3∞-1) <E> 物評と父 15日{木)

きとなって rRa町r~月 <E> Kh副司と 事件落着.

死亡ω242) でこの事件 町-R:面rut:の (fJ.p.221-
<0> を伝えてい 関係.<i刑事|2/C.p.225-6) 

る者がいる 用部分もあ

が間違いで り

あるJ <E> 

3日 3日 3臼

Tirg国nのマ Fghiinのマ Fg厄nのマ

ムルークの ムルークの ムルークの

Suctun S古dUI:t副ー Sudw. 
アズハルー As同官 アズハル

モスクのナ アズハル モスクのナ

ーズィル験 モスクのナ ーズィル職

免畷 ーズィル職 免職.アレ

<F> 免職 ッボ.に追放

(p.299) 伊 621)

<E'> <F> 
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(8) (乃 (6;】 (5) (4) (3) (2) (1) 

4日(月) 3日 4日(月) 3日(月) 3日

何an-回N四waFEz「
値宅uwaが.Q~wa が、 Qañ~曲 Qaajuwa 

マラティー マラティー an-N酬 ruzi;/，)Ian-Nawr奇zl
が、マラテ ヤのナーイ ヤのナーイ マラティー が、マラテ

ィーヤのナ プに前任者 プに前任者 ヤのナーイ ィーヤのナ
ーイプに，前 σiTii旨lIan Q1z Tug回a プ.前任者 ーイプψ に，

任者M壬 はアレッボ はアレッポ C厄Tughan 前任者は、

Tughanはア のアターバ のアターJ，はアレッポ 父の後任。;z

レッボのア クであった クに のアターバ Tughanであ
ターバクに、 (p.302) <G> クに った.同年
そしてその <G> (3E63P) 106小J.p 父はアレァ
前任者の ボのアター
K.baIiJ. b 前任者の パク職を免
Sh缶、而は迫 K.h叫ilb ぜられ後任
放 Sh曲;nの追 はく)iz

<G> 放(N.p.363) 7屯han

<G> <G> 
4日 3日 4日 3日 3日
S占e!UI101- S古dUI101- s面白 01- suei品副ー S示Jun叫ー

Muh町四百adI Muham!IlllO1 Mが曲.町ダE皿マaスdI 
M呼m 血 adi

Mダuマpスmカaスr 
ダマスカス ダマスカス ダマスカス
減塞のナー 城塞のナー カス城塞の 減塞のナー 城塞のナー
イプに h 前 イプに、前 ナーイプに イプに前 イプに、前
任者五nbak 任者Jゐb拙 また、ダマ 任者JiiIlbak 任者応b出
nn-NaSiriτま 四 一N奇t司ま スカスの大 副-N""~n1ま an-N均台司ま
ダマスカス ダマスカス ハージプ職 ダマスカス ダマスカス
の大ハージ の大ハージ 兼務ω623) の大ハージ の大ハージ
プに プに(p.301) <H> プに プに

<H> <H> (N p.363/tl.p <H> 

I05)<H> 
4日 3日 4日 3臼
副 Kunuz族 副長unuz族 副-K阻む族 副 Kunuz族
討伐の途征 討伐の遠征 討伐の遠征 討伐の遠征
軍上エジプ 軍上エジプ 軍上エジプ 軍上エジブ
トに向かう トベp.302) トに向かう トに向かう

4日(月) (p.623) (~ .p. I06) 
S百dUsaI-

su同b瞳了

ダミエッタ

のナープ、
5日(火) 前任者
D司atBiiy Tugh"anはシ
アズハル リアに向か 5日{火)
モスクのナ う(p.303) D司亙 Bi寺
ーズィルに 5目。() アズハル
任命 Dul;;' B今 モスクのナ
8日(金) アズハル ・ーズィル
著者が商人 モスクのナ に任命
の娘とIbn ーズィルに 伊 621)
相官のもと 任命
で結婚契約 (p.302) 
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(8) (η (6) (5ヲ (4) (3) (2) (1) 

9日(上) 9日(土) 9日(土) 11日{木)
Sudun Sudun Sudun ロードス島逮
国 -S古'duniを 国高diuuを 拙~ãwüを 征軍.シリア

Qú~へ追放、 Qú~に追放 Qti~に追放. の兵士と合流

最終的には 級車専的には Jll終的には するためにタ
アレッボに アレッボに アレッボに ラープルスに

追徴 追放 追紋 向かってアレ

<C> (P299)<C> (P_621)<C> キサン ドリア

とダミエッタ

から出航
(N_p.361) 

15日(土)

Sudun 

a1-B町<Ibakl

ダミエッタの

ナーイプに.

18日(月) 18日(月) 前任者T電信n

Sudun S古'dun はシリアに

副-BlInlbakI a1-B..-.lb也T向かう

ダミエッタ ダミエッタ (t'.p 106) 

のナーイプ、 のワーリー 18目。。
前任者 に、前任者 DU1iii B町

Tu連hiinはシ Tリ'ugア鼠に2はシ
アズハルモ

リアに向か 向か スクのナーズ 19日伏)ナ

う う(p.623) ィルに任命 イル川の曜

19日(火) 19日 19日(水) (!i.p.¥06) を切る

ナイル川の ナイル)11の ナイル川の
町 一Ra1ii行1月

(19日ω()

i積水 lIfを切る 曜を切る C.p.2261 

(p.9~93) ω.312) (p.632) ナイル川の}伺 9目。o

<1> <1> <1> 水 ち宇.222-3)

(~ .p 106-7) <1> 
<1> 24日

ロート・hs

遠征軍上

陸.(ι 

JWIIadal月

7日に情報

をf尋る)
副-Ju回百dal 凶-Ju出直dal (日 p223-

月Z日{月)r3 月2日(月) 4/C.p.226・η
日は誤りJ おfb r a1-JuoIada I 

s百dunal- Aqb師が 月とw-Ju泊da

M叫四百madi ワクフ監督 H

ダマスカス 官に、 前1壬月には何も起

減塞のナー 者lbn きなかった.J 
イプに、前 ~uh.yta (H.p.107) 

任者Jiinb出 (p.620) 

田-1'匂n1i
ダマスカス

の大ハージ

プに

<H> 
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(8) (乃 (6) (め (4) (3) (2) (1) 

ロードス島 4日(木)(マ ロードス島

遠征軍の戦 マ) 遠征軍の峨 副-Jum百dai

況 ロードス島 況 月9日付け

(p.89. 遠征軍の戦 15日(木) (N.p.361-3) のロードス

のMu項p目mにmま月
況 Jbn I;Iojarがア 島遠征軍の

al.Ju田iidaJ ムル，モス 戦況報告届

とめて) 月 クのナーズ く

20日(木) ィル.前1壬 (J;I.p.223-

28日 Jbn J;la戸が 者Fayru'z.... 4/C.p.226-

メッカの アムル ・モ Rul<ru- 7)<B> 

カーディー スクのナー

に、JbnIjajll!' ズィル.前

の弟子 任者Fayr哉

Burl1昔、副-Din 町 -Rukm-

任命(p.94) (p.303) 

困-Ju田adan 副-Jumadan

月 月2日(月)

マラティー マラティー

ヤのナーイ ヤのナーイ

プに プに

Q匂m Qan早川a

回 Naw市zl. 皿 .Nawr苛五:

前任者Qiz 前任者。z

Tiighiinはア Tu'ghiinは
レッボの アレッボの

アターバク アターバク
に、その前

(voI.2.p.242) 任者の著者

<G> の父KIIゐH

b. Shibutは

入牢.Jbn 

走J;lajのE結等果の解奔

放され、ハ

リールに戻

る

<G> 

副J四百dan 19日{火)

月 ナイル川の

ナイル川i筒 堤を切る

水(p.242) <1> 

<1> al-J旧宮mJaJJ 凶-Jurriidan

月末 月末 月末

ロードス島 ロードス島 ロードス島 ロードス島

遠征軍n.m途征軍帰還 遠征軍への 遺征軍帰遺

ドリ7帰還 (p.94) 緩軍到着の
(C FFPIZ2ZZ7I ) 

匂243) 前に本隊が

アレキサン

ドリア帰還
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(8) (乃 (め σ) 付) (3) (2) (1) 

Rajab月2日 Rajab月 Rajab月 R司曲月2日 R司曲月

(木)ある 2日 (市木月) 2日(木) (木) Z日(木)

いは3日 R曲?に 副-K叩 UZ:逮 副-K叩 .UZ遠征 凶-Kunuzよ霊

副-Kunu:司重 派遣した佐 復1ll飢錠 軍凱旋 征軍聞l旋
征軍自l旋 Kunuzj遠征 (p.303) (p.624) (~p. 107) 

匂94) 軍凱旋
Raj血月

Rajab月 5日(土) 4日 4日 4日 4日(土) 4日{土)

4日 あるいは4 ハマーの ハ7ーの ハマーの ハマーの ハマーのナ

ハマーの 日 ナーイプ ナーイプ ナーイプ ナーイプ ーイプ

ナーイプ (Iqdを引用) BIlTdb拙 Burdbak B目、jbak 日町由lIk 日山由也

Bu同bak ハマーの 副ふj四「 副-'A.jami 出'Ajami 国-1Ajami 副'A阿nl

叫-'A.j印「 ナーイプ アレキサン アレキサン アレキサン アレキサン アレキサン

アレキサン 日町dbak ドリアで入 ドリアで入 ドリアで入 ドリアで入 ドリアで入

ドリアで入 副-'Ajruni 写.1主任に 竿.後任に 字.後任に 牢.後任に 字.後任に

寧.後1壬に アレキサン サファドの サファドの サファドの サファドの サフ7ドの

サファドの ドリアで入 ナーイプ ナーイプ ナーイプ ナーイプ ナーイプ

ナーイプ 牢.後任に Qiinb勾F叫ー 何時刻ー Qanbay凶ー Qanbay凶ー Qiinbayal 

QaJ由主yal- サフ7ドの 自国由Iwa五、 Bahlaぜ吾首、 日制問缶、 BahI四an. 日制剛Eλ

日出回也、 ナーイブ サファドの サファドの サファドの サファドの サファドの

サフ7ドの Qiinbaシ凶ー ナーイプに ナーイブに ナーイプに ナーイプに ナーイプに

ナーイブに 日出制弘、 はBayg応tを はBaygbUtを はBayg而kを はBaygbiiiを はBaygbiiIを

はsaygbiitを サファドの 任命 任命 任命 任命 任命

任命ω243) ナーイプに (p.304) (p.625) (N.15.p，3634 (N.15.p.363-

はホムスの lI~l. p . 1 07-8) 4あるいは

ナーイブ iqdを引用)

BayghUtを!壬 Raj曲月初旬

命 Rajab月の巡

Rajab月初旬 ω94) Raj曲月初旬 マフマル巡 マフマル巡 礼団出発

Rajab月の巡 Raj曲月初旬 Rajab月の巡 行に際して 行に際して BIFt品品

礼団出発 Rajab月の巡 礼団出発 危険とのこ 危険とのこ Din同行

(p.243) 礼団出発. Tbn可勾留の とで姶患を兵 とで槍騎兵 (li.p.224/C.p 

マフマル巡 Ibn l;lajarの 弟子B町han の参加禁止 の参加禁止 227) 

行に際して 弟子Bur!iaa 凶 D百同行.

危険とのこ ad-Dm同行 マフ?)レ巡 Sh側 W司月

とでtiI騎兵 ω94) 行に際して に行う予定

の参加禁止 マフマル巡 危険とのこ としたが再

(p.243) 行に際して とで鎗騎兵 ぴ禁止

危険とのこ の参加禁止 (N.p.366/IJ.p 

12日(木) とで槍騎兵 12日(木) .111) 

ロードス島 の参加禁止 ロードス烏 12日(木)

遠征軍カイ ω95-6) 遠征軍カイ ロード1島

ロ入減 ロ入城 遺征軍カイ

(p.243) ロ入械

(N.p363) 

Sha'han月 Shaも岨月 Sh.'biin月 Sha'ban月

aS1Zhrt日bB(a月母月) シリ12日(日) 12日(日) 仏12r日B(月EP)• 
12日(月)

~Aj'-BiiJ'シリ 公JiB号シリ 三~-B，手シリ

ア追般を許 ア追般を許 ダミエッタ ア追放を許 ア追放を許

されてカイ されてカイ から出獄し されてカイ されてカイ

ロに ロに て、カイロ ロにω.626) ロに

(p.96) に.(p305) (lJ.p.I08) 
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(8) (η (6) (~り (4) (3) (2) (1) 

Sbaban月 14日(木) 15日(木) 14日(木) 15日(木) S加もゐ月

15日{木) シャー・ル シャー・ル シャー・ ル シャー・ ル IS日

シヤール フの使節と フの使節 フの使節 フの使節 シャー ・ル

フの使節と キスワ カイロ到着 カイロ到着 カイロ到着 フの使節

キスワ ω.96) とキスワ とキスワ とキスワ カイロ到着

(P244)<1> <1> <1> (p.62η (N.p3制/ とキスワ

同月 <1> '!.p.l09) <1> 
ディーヤー ディーヤー <1> 

ルバクルで ルバクルで
Qariiy町並と Q留王砂町並と

して知られ して知られ
るJa鼠a岳が るlal五h臣子

権力掌鐙 が循力掌握

(Ra帥月の

項目で、 19日伺) 19日(月) 20日(月) 20日(月) 19日(月)

p243) Ba.bii'副ーDin Baha'国-Din Baぽ品Din Ba.ba'時Din Baba'国ーDin

カイ ロ到着 カイロ カイロ カイロ到着 カイロ

(p.96) 到着 到着 (p.626) 到着
(p.30S) (t!.p.l08) 

20日(水) 21日ωく) 21日。()

アレッボの 21目。() アレッボの アレァボの

ナーイプ アレッボの ナーイプ ナーイプ
。晶lIb号馬等 ナーイプ 。盈ubらP馬等 Q面lIh奇馬

を献上(p.96， 領mbay馬 を献上 等を献上
。砂曲ayとあ 等を献上 (p.626) (H.p.l08) 

る) (p.305) 

R阻呼品月 b皿呼&月 R阻叫ゐ月 R師団d品月 R回叫品月 R町田d品月 R四叫五五月
11日(日) 11日(日) 4日(木) 12日(月) 11日(月) シャー・ ル

シャー・ル シャー ・ル シャー ・ル シャー・ル シャー・ル シャー・ル フの使館の
フの使節の フの使節の フの使節の フの使節の フの使節の フの使節の 登械と使節
登城と使節 登織と使節 登械と使節 到着(p.306) 登械と使節 登城と使館 に対する略
に対する略 に対する略 に対する略 12日(月) に対する略 に対する略 奪事件
奪事件 奪事件 奪事件 使節の登城 奪事件 奪事件 <1> 
(p.2件 5) (p.96-8) <]> と使節に対 (p.627-8) (N.p.36S匂P

<1> <1> する略奪事 <1> 109-110) 
1キ <1> 
(p.306-8) 

<1> 

shawwal月 Shawwal月16Shawwiil月 Shaww司月 ShawwaJ月 Sbaww誼月 Sh四 W司月
オスマン朝 日(月) 始め 16日 16日(月) 16日(月) オスマン朝
ムラ卜H世 オスマン朝 オスマン朝 オスマン朝 オスマン朝 オスマン靭 ムラトH世
の使館到着 ムラトH世の ムラトH世 ムラトH世 ムラトH世の ムラトH世 の使節到
(p.245-。 使節到着 の使節劃j の使節到着 使節到着 の使節到着 着.日間古凶ー
<K> (p.98-100) 着.BIlsU (p.308-9) (p.629) (N.p.366守PAsf...を破っ

<K> 時Asr...を破 <K> <K> 110-1)<K> たと報告
ったと報告 <K> 
<K> 

L 」
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(8) (乃 (6) σ} (4) (3) 。) (1) 

19日(木) 19日(木) 19日(木) 19日(木) 19日(木) 19日(木) 同年

巡礼団出発 巡礼団出発 巡礼団出発 巡礼団出発 巡礼団出発 巡礼団出 マフマル巡

(p2係) (p.l∞) (p.309-10) (p.630) 発.Ra炉b月 行に際して

の約束を反 危険とのこ

放にする とで槍騎兵

(N.p.36611.1 の参加禁止

p.lll) 

DbJl-0.'cla Dhu'I-Oa色 DJru't-Oa'da Dhu'l-Oa匂 Dhu'I-Oa'da月 Dbu'I-0lda 

月1日(月) 月1日(水) 月1日(月) 月1日(月) 1日(月) 月1日(月) 何年

Mu毎ibb MulJibb M功ibb Mゆibb M曲ibb Muljibb Mul)ibb 

ad-DIn ad-Din ad-Din 国ーDin ad-D窃 匝ιDin ad-D苦1

アレッポの アレッボの アレッボの アレッボの アレッボの アレッボの アレッボの

ハナフィー ハナフィー ハナフィー ハナフィー ハナフィー ハナフィー ハナフィー

派カーディ 派カーデイ 派カーディ 派カーディ 派カーディ 派カーディ 派カーデイ

一職とN奇廿 一職とN長廿 一職とN碍r一職とN令廿 ー職とN匂r 一環とN匂r 一職とN向廿

凶-Jay曲目置と 剖-Jaysh職と a1-Jay曲臓と 副-Jay曲隙と 時 Jay:油験と a1-Jay油験と aJ-Jaysh職と

Kiiib田 -S町 Kiiib as-Sirr K五ib田 S町 Ka缶b田 -S町 K亘ib田 ーSirr K量ib田 -S町 K盃ib田 -Sirr

臓を兼務 織を兼務 職を兼務 臓を兼務 臓を兼務 臓を兼務 職を兼務

(p.246) (p.l00) (p.310) (p.630) (N.p.366/t'.p 

7日(日) 7日(日) 111) 7日(日) 7日(日)

メッカの メッカの 左の項目に メッカの

アミール アミール 注記してジ アミ}ル

Abu lt_QiiSim Abu'l- エッダの商 Abu ~ -Qãsim 

とカーディ Qas由1 人Baa"晶 とカーディ

-Abu'l・ とカーディ Dτn J:In且 n -Abu~ー

B田必の事 -Abu)1・ ，_，c戸lrirと巡 B筒埴互の事

1牛と巡礼団 B田Jcatの事 干Lのアミー 件と巡礼団

(p.l0(}-1) 件と巡礼 ルTamarl>ay

団. についての

伝記情報、

特に後者に

ついて著者

の父との関

係

Dbu'l・早ijja月 Dbu'l-尽ijja Db~-I;liiia Dbu'!-Hijja D凶・1-弓1JJa月 Dbu'!-Ijijja Dbu'1-ljijja Dbu'I-ljij炉

メッカで天 月1日(水) 月1日 月 月1日(水) 月 月1日(木)

候不順.新 メッカで天 (木Xカイロ (tI.p.ll勾 右記の情報 メッカで天

月観測の図 候不順.新 で水昭日) の提供者で 候不順。新

簸さ(p.24η 月観測の困 メッカで天 あるメ ッカ 月観測の困

難さω101 候不順.新 のカーディ 簸さ.

2) 月観測の困 (DJru't-Qa~担 ーについて (守p.224-

殺さ 月としてい の伝記情報 S/C.p.227-8) 

るが、 校~J (署名なし)

者が訂正)

同月 16日(木) 16日(木) 16日(木) 16日(木) 16日

プハイラ遼 プハイラ逮 プハイラ遺 プハイラ逮 プハイラ逮 プハイラ逮

征軍出発 征軍出発 征軍出発. 征軍出発. 征軍出発 征軍出発

(p.24め (p. 1 02) (p.311) (p.631) (N.p.367匂P

112) 
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(8) (η (匂 (5) (4) (3) 。) (1) 

21日(火} (Dh.tl-<;祖<a. 21日(火) 21日{火)

ムラト日世 月としてい ムラトI世の ムラトH世 同年

の使節、鋪 るが、校訂 使節、摘虜 の使節、捕 年少の著者

H障を連れて 者が訂正} を連れてカ 虜を連れて はマラティ

カイロにJ!J 22日(火) イロに到着 カイロにJ!Jーアで胸に

者(p.98・100) ムラトH世 ω631) 者(l;'-p.112) 事IJし傷を負

<K> の使宣伝 f甫 <K> <K> った

虜を連れて

カイロに到

着(p.311-2)

<K> 

25日(土) 25日(土) 25日(土) 25日(土)

巡礼団の報 巡礼団の報 巡礼団の報 巡礼団の報

告者がカイ 告者がカイ 告者がカイ 告者がカイ

ロに戻る. ロに戻る. ロに戻る. ロに戻り.

メッカの状 メッカの状 メッカの状 メッ カの状

況報告 況報告. 況報告. 況報告

(p.l02) 著者の父の 著者の父の (l;I.p.226/C.p 

巡礼. 巡礼. 228) 

26日(日)

ブハイラ途

征軍出発

同月 下旬 月末 月末 月末

Sb曲目凶ーoII1Shams晶 Shams s:ι Sb副ns'"ι Shams 品

a1.(ih町志向m-Oin剖ー oID副ー Din副ー DIo副ー

事件 G国首yani事 Farra'向写 Farmyan一事 Far四y討事

(vol 2.p 746-件(p.1 02- f宇 件、その顛 1キ
7)<1> 3)<L> <L> 末、当時著 (l:I.p.226-

者と父は aie.p228-

M同団u年事戸件waE集

同年 タラープル 9，副ー

副 Bu市古1as スに居住 G金四百lynru-

Susi古Sメッ <L> と)<L>

(p. 1 03-5) カら田-Siiaj

昨タ日ラuーm‘プ市ル

スからカイ

ロに到着.
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表2 停記情報の比較

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1踊 himb p.105 vol.l 
Mahm百d 10.170 

2.Abu Bakr b. Yusuf (c) 847年 847年 847年 847年 847年 847年 847年 847年
H- (時44ap.78 vol.ll (W) vol.9 p.613-(問 p.238 
847 (M)44a p.26 vol.2 p.37915 p.5011 
生手 45a 7 p.591 

(p写1)00 
(DH) 

10.643 

3抽 madb. iiill p.105-vol.2 
b.A知nad 6 p.12-3 

4Ahmadb弘、 p.106 vol.2 
， 

Muhammad 10.33 

5.Ahmadb. (号) (N)47a p.106 vol.2 (W) vol.9 
Muhammad (c) 。i) 7 p.69 vol.2 p.381 

112a 70 p.598 -2 

|(PD6H4) 9 
一・

6.Tajar ibnat 誠一、 p.l07 vol.l2 
Muhammad 10.16 

7 2 (時46bp.107-vol.3 p.242 
Timraz a1・MJayyaO1 小Il) 8 p.38 

243a 
， 

、

8.Jamaz b.Mifiah p.108 vol.3 

10.78 

9枠組 b.Qir匂 戸、 p.108 vol.3 

10.121 

1a0l-KH盈国な組uni 
p.108 vol.3 

p.161 
， 849年 :-1: 

11. 
((CH) ) 

3 (向48ap.108 vol.3 仰〕 p.313 p.644 別)
H阻 zabも伽互h p.165 vol.2 p.508 

Qar今alik p.599 
(pヲ1)15 

(DH) 

10.651 

12.Safj百a1-Ba1ini p.l08 vol.3 

p.256 

13 Sunqur 4 (時48bp.l08 vol.3 p.245 

p.273 
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847年14. 5 (問 847年 847年 847 

SudUs姐 Nawr包f 46b- 848年 「と思 年 Iと
47a 両年 われ 848 考え

にな るJ 年両 られ

し vo1.3 年に るj

p.287 なし (D) 
11335 

， (M) 
61 
172-3 

15. 
((草C)) 

(6) (時50bp.129 vo1.4 (W) 848年 849年

<TUkh a1-Abub山号 849 849年 p.10 vo1.2 没 没

年 没 848年 p.606 (6 写)11p.242 

没 あるい 849 
は849 年没

、てμ

(時50

年没 (OH) 8 

p.656 (問
849 7/14 

年没 849年

没
(0) 
11371 

16 849 (7) 849年

のghる) 塁手 849 没
年 p.129 

も 没
な
し

17. 'Abd Alliih p.108 vo1.5 

b. AbiBakr p.15-6 

18. 'A.bd刈品b p.108 vo1.5 
'Ah- Ip.35 

19. 'A.bd Al1ゐ 8 (N)50b p.108 vo1.5 p.245 

az-Z釘ヤ Ip.76 

12A0b. d az--Rahhb ((C草119 (N)49b p.108-vo1.4 (もわ vo1.9 p.632 (N) p.246 

9 p.170 vo1.2 p.382 p.506 

盆正量註 p.598 
(p守1)13 

下記35参照 (OH) 
Ip.650 

211hbbd d al GhmaT p.109 
v01.4 

b. .Abd Aillih Ip.251 

22. 'A.bd a1-Kariin 
p.109 

vol.4 

b. lbrabun Ip.306 

23. 'Abd al-Muhsi且
10 別)46ap.109 

vo1.5 
a1-B裕hda(Ji Ip.79 

24.むUl.IIlanb. Abl p.109 vo1.5 
B法r Ip.127 
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2M5uhむamlbmEabd . p.109 
ー10

26弘h-b.Yusuf p.IIO vo1.6 
Ip.52 

27. (!:l) 11 (N)48a p.ll0 vo1.6 (w) p.313 p.633 (D) p.244 
Fayruz ~-Tawashi (c) p.176 vo1.2 21523 

p.599 例)
-600 4/348 
(DH) 別)
p.651 506-8 

(1早14)-5 

2b8A.hMm凶adamb mBM dkh 
p.II0 

29 (草) 12 別)48ap.II0 vo1.7 ryf) vol.9 (D) p.244 

bMuwU与mmm町 ad b.崎血ω (c) -2 p.28- vo1.2 p.382 2/592 
30 p.598 

(D町
p.648 

A30HTMSauhd ammad b p.112 

31. M吟岨madb. 13 p.112 vo1.8 
'Abd Al1ah p.159 

n32bMd uahr-細R油血dad b (c) 14 p.112 
泊四五

33. M¥Ulam皿adb 15 
如、 AbiBa位 b.
<Alrb. Yusuf 

134k.Mb.uA 担姐 血ωb. (c) 16 (問47 p.112 vo1.8 (W) vo1.9 p.243 
AbiBakrb b -3 p.173 vo1.2 p.383 

M¥Ulammad p.599 
(DH) 
p.650 

{3上必5記rM2au0与-参B姐組照m問adη(b. 
(c) p.312 (問

-3 p.506 

(pF.1) 13 

36. M¥Ulammad b. p.113 vo1.9 

M¥Ulammad b. AbT p.67 
Bはr

3y7ap戸Mubh.am持血皿aωd b. 
17 (N)47a p.113 vo1.l0 ryf) p.242 

-4 p.71 vo1.2 
2 p.596 

7 
(DH) 
p.648 
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38. M喝阻madb p.114 vol.10 

もY油bdYEMbfaAM. MAbす p.71 

39. Yilsuf b. Khafil b. 18 ~! L 
S1i亙un
40. Y百ゐfb 19 47b p.114 vol.1 0 ryt) p.243 
Muhammad p.328 vo1.2 

p.598 
(DH) 
10.649 

各欄の史料と略稽並びに表1の史料との関連

l-Ibn l;Iajar， Inba'，ll;Iayderabad ed. (日)jCairoed. (C) ...・H ・-…H ・H ・-表1の欄(1)
2-‘Abd al-Basit， ar-Rawcl …...・H ・...…....・H ・..…・H ・H ・.....・H ・......・H ・....・H ・表1の欄(め

3-Abd al-Basit， Nayl (N)jMajma'(M) 
4-as-Sakhawi， at-Tibr al・Masbuk・......・H ・.....・H ・.......・H ・.....・H ・....・H ・......表1の欄(7)

5-as-Sa凶 awi，acl-J;>aw' 
6-as-Sakhawi， al-Wajlz (W)jas-Sakhawl， adh-Dhayl at-Tamm (DH) 
7-Ibn Daw白da号ー号ayrafl，Nuzhat an-Nufus， vol. 4 ・…....・H ・........・H ・...表1の欄(5)

8-Ibn Imad， Shadharat adh-Dhahab 
9-al-'Ayni， 'Iqd al-Juman…...・H ・...・H ・...…....・H ・..…...・H ・...・H ・..…...・H ・-表1の欄μ)
10-Ibn Taghribirdl， ad-Dalil ash-Shafl(D) (巻敷/ベージ，と省略〉

Ibn Taghrlbirdi， al・Manhala号-~ãfi(M) (巻数/ベージ，と省略〉

Ibn Taghribirdi， an-Nujum az-Zahira， vol.15(N)jl;Iawadith ad-Duhur(日〉

…表1の欄(3)
ll-Ibn Iyas， Bada'i'， vol. 2・・ H ・H ・....・H ・-…...・H ・..…...・H ・.....・H ・........・H ・...表1の欄(8)
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表 3 3種類の Inba'と ar-Rawclの停記情報の比較

hd何ayd帥叫 I Inba'(Cairo) Intiiσopkaが) ar-Rawd 

IAb古B法rb. Yusuf 

I.Aやnadb.Mul]岨mad
b.Ibr泊丑n

ttZぷMu~am.mad 問主;剛山陸邑Ismã'jJ.
2百mrるa1-Mu)ayyooi

Hamzab.勺也maIl 13.Har回 ab. 1.抽出an

￥ト

H岨 zab. 'l加盟主h
Q置-ay必ik

h・

Hamzab有志man

伯母a1ik Oar骨組k(余白に無署 10信号必k

名の書き込み)

S古oun組 -N冊昂zl
(余白に無署名の書き

込金L

|4.Sunqur 

5.S百dunan-Nawf音a

T弘ha1-Ab弘法n Ir也ha1-Atiもb出 1 Ir也h佐 Atr弘法n- 16.σ込ha1-Ab弘樹ぢ

司 目 I(余白に無署名の書き

、主主L
I 17.(1右ghan)

i 、 |凶bdAll温 az-Zar~-

'Abd ar-R待.iinb. 'Ali 1 'Abd ar-R叫.unb. lJut-1 'Abd ar-Ra血 b.<Jill19.'Abd町長待五nb.鍾

叫岨間生ZaynOO-D五|叫個師'i;Zayn00-Din 1 a1可祖師i，N尋r:. I邑匙ZaynOO-凶
IOO-Din (本文にあっ ' 

Fayr苛z3!-1'awashi 

Mub岨 mOObA担ad
b. Kumay1 

受

、

Fayruz得-1'awashi

て、余白に署名があ

ゑ童主込企L
10. 'Abd剖 Mu騨且

生E坐盟三
Fay品 af-Tawるhi 111.Fay而zat-T四盆hi
(余自に無署名と署名
がある書き込み3

Muhammad b.Ah血adb .IMuhammad b.Ahmad 112.Muha血madb.

町一 b.K四 ayl Ibピ'umayl • I崎madbむmarb. 

Muμmmadb弘bd

ar-Rahm冨且

"': 

(本文にあって、余白 1Kumayl 

に無署名の書き込み)I 

M吟岨madbちもbd

ar-R油maii

(余白に無署名の書き

込み}

出吟叫“b.'Abd 

14.M油岨mOOb. 'A.bd 
ar-Rahman 

15. Muha血madb記F
b. AIn-[lakr b也市.
Y古田f
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M曲祖国db.弘Iib.
Mu与祖国db.弘司

16M凶阻madb仏r
AbrB法rb.Muha血mad

AbiBakrb. Mubammad (余白に無署名の書き
b. AbiB釦

込み)
b.Muhammad 

Mu与岨血1Id(b.包r剖 M，SuhM-U姐m5maadd-DaE i H・amawi 
Hama司 .
Sha血sad-Din 

(余白に 2種類の無署
名の書き込み)

(行M本の油式余aの血白m終aかわdbらり.欄h、外h最zの終
17. Muhammad b 
Ya!Jyab拘madb.
A悼1Idb. D'afa b 

余白にわたる無署名 zabra 
の書き込み)
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seemed to sｅr゛ｅas an attractivemodel for the youthful intelligentsiaof

China.

　

The family, composed ofａ nuclear family freed from the bonds of

the extended family, with a husband working industriously at a job, which

provided a steady income, and the wife firmly managing the household,

was accepted with enthusiasm. However, those who actually established

such families were but an ｅχtrememinority; the vast majority expected that

the wife too would find work and bring home an income｡

　　　

The dawning of the age of wage-labor in China made the reality of

just who brought how much income into the household clearto one and all.

Chinese men and women reacted sharply to this phenomenon.　The income

or the lack thereof provided by each family member was seen as the

determiner of family authority｡

　　　

Only

　

when

　

middle-class women　approached　working women in　３

China that had been unable to accepted either the Japanese-constructed

image of good wife and wise mother or the Christian image of the mother

and wife was an image of the family based on norms of a broader social

classborn. It was in this fashion that by the second half of the decade of

the twenties, both men and women had come to value the　notion　of

securing an income through wage labor as part of the image of the ideal

family of the youthful intelligentsia,and the influence of the working-class

households deeply imbued the image of the family of the intellectuals.

ON THE PROCESS OF CREATING Ａ HISTORY DURING

　　　　　　　　　

－

　

THE MAMLUK PERIOD IN THE LATE-FIFTEENTH

　

CENTURY―THROUGH AN EXAMINATION OF 'ABD

　　

ＡＬ･BASIT AL-HANAFl'S DESCRIPTION OF THE

YEAR ８４８Ａ．ＨべAPRIL ２０，1444 TO APRIL 8，1445 C.Ｅ.)

　　　　　　　　　　　　

KIKUCHI Tadayoshi

　　

Many historians appeared during the later Mamltik period and they

have left us various works. However, criticalevaluations of these works

and a consideration of the interrelationship of the works has not
been

ｃｌａ琵ledto this point due in part to limitations on access to sources｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－85－



　　

In this article, l examine the process of creation of the ａｒ-Ｒａｗｄ　ａｌ

Ｂａｓim　ｆｘ　Ｈａｔむａｄｉthal-゜Ｕｍｒ ｗａ･t-ＴａΓaiim(Vatican Arabo, 728, 729), a

history written by ‘Abd al-Basit al Hanafi (844―920 A. H./1440―1514

C. E.), as part of ａ study of historiography during the later Mamltik period

and try to clarify his method of description and handling of historical

sources by ａ comparison with other sources.

　　

In addition to his intention to write ａ continuation of existing works

of other historians, 'Abd al-Basit was determined to create ａ more accurate

history by commencing his description from the year of his own birth.

He was particularly intent on continuing his master Ibn
ｕａｊａ内history,

InbWal-Ghｕｍｒ bi-ＡｎｂＳａｌ-’Ｕｍｒ,which described events up to the year

850.

　

By comparing two versions of the corrected edition of the Inbぶ

with the contents of ａ manuscript of the Inha'preserved in the Topkapi

Library (III Ahmet 2941/1 and 2941/2), it can be demonstrated that there

are portions found in this manuscript that do not appear in two edited

versions. Thus it has become clear that this was the very manuscript of

the Inba'　ｕsed by ‘Abd al-Basit and the signature 'Abd al-Basit written in

the margins is that of the historian himsel£

　　

Finally, in addition to ｅχamining the marginalia in this manuscript,

which may be called “drafts” of the αΓ一尺axvd, by using the year 848

A. H., which is the sole year in Vatican Arabo, 728 that contains complete

sections of both the chronicle of the year and biographies, I have sought to

explore the process of the formation of‘Abd al-Basit's description through

its culmination in the description in the ４ｒ一Ｒａｌむ4，l have also employed

the　Ｎａｙl　al-Ａｍａｌ,which might be termed ａ summary version of his

history, and the Ｍａｉｍａ‘ｄ-Ｍ.ｕｆａｎｎａｎ,his directory of names, in order to

supplement the many lost portions of the αΓ一双αｚむび.

　　

In addition to copying the related portions　of the histories of 乃ｱz

Ｔａｇｈｒｔbiｒｄｌ　ａｎｄｊＺ-゛Aynt in the margins of this manuscript of thelnbd＼

‘Abd al-Basit often added first-hand accounts of events which he himself

had collected.　At this stage, the framework of the ａｒ-Ｒａｔｔ)ｄmonths, day

of the month, name of the day, had been established.　Returning to

research

　

the

　

accounts

　

ｏ£　Ｉｂｎ　Ｔａｇｈｒｔbiｒｄｌ　and

　

Ａムツiyni, again, 'Abd

al-Basit then used as-Sakhawi's history (it can be surmised that this version
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contained

　

less information than the currently　published　αZ-Tibｒ), and

added other materials and accounts that he had collected in the process of

sifting information for the descriptions in the a「―Ｒａxｖｄ.It can be said

that his personal historical descriptions and detailed narrative description of

events are characteristics of the work because his own times were the object

of his　study.　Moreover, having　compared　the　αΓ-Rawd　to　other

comtemporary histories, l have been able to indicate concretely how ‘Abd

al-Basit's manner of description was carried on later by Ibn Iyas, ａ fact

that has not heretofore been illustrated sufficiently.

THE OLD TIBETAN 召びAND THE THOUSAND DISTRICT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IWAO Kazushi

　　　

In Tibet proper during the age of the Tu fan 吐蕃, units of military

organization

　

known

　

as

　

ｒｕ.originally

　

meaning

　

horn

　

and signifying ａ

banner, were instituted across the seventh to the ninth century. Each ru

included eight ｓtｏｎｅsde (a thousand district), a singleｓtｏｎｇ ｂｕ　chｕｎｇ(ａ

small thousand district), and ａ single ｓfeｕｓｒｕｎｇｇt ｓtｏｎｇｓｄｅ(ａ thousand

district of royal bodyguards). The ru formed the basis of Tu fan military

strength. As ａ number of scholars have previously noted, the origin of

this organization is thought to be found in the northern nomadic states, and

as the high plateaus of Tibet are crisscrossed by mountains and ravines,

unlike the grassy plains of the nomadic peoples, it is difficult to imagine

that the ru was ａ development solely of the　Tu fan.　In this article ｌ

consider how the ru actually functioned in regard to the following two

points.

1. The ru system as it appears in post Tu fan Tibetan literature.

　　

In Tibetan-language literature there are now known to be five works

that contain detailed information on the ru system, i. e., the Ｂｌｏｎ夕o bka'

tｈａｎｇ，　theＭＭｉａｓｐｃＣｉｄｇａ:ｓｔｏｎ.the Ｍｅ tｏｇｐｈｒｅｎｇｈａ, and two versions

of the Ｌｄｅ’ｕｃｈｏｓ’hｙｕｎｇ.They divide the ru system into two archetypes,

ａ stable form, composed of eight thousand districts, and an unstable type｡
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