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バイダル喬系譜情報とカラホト漢文文書

赤　坂　恒　明

は　じ　あ　に

　チンギス・ハンの次男チャガタイCaGatalの末子（六男）バイダルBaidarは，バ5Batu

のヨーロッパ遠征に加わったことで知られている。彼の子アルグAIUGUは，モンゴル帝国
　　　ハ　　　　ン

第四代皇帝モンケM6ngkeの没後に起きた，　フビライQubilaiとアリクmブケAriG　b6ge

との間の帝位継承争いの時期にチャガタイ家の宗主となり，モンケ即位後の弾圧によって衰

退していたチャガタイ・ウルスの復興に努めた。アルグの子チュベイ6Ubeiとその近親は，

トルキスタン（中央アジア）にハイドQaidu（チンギス・ハンの三男オゴデイの孫）の政権

が確立した頃，フビライ政権（元朝）に帰順し，以後，チュベイー門は元代を通じて甘粛か

ら袷密方面に至る河西回廊の西半を中心に繁栄し，彼らの子孫の一部は明朝からも冊封され，

引き続き活動を行った。

　このチュベイー門の動向については，松村潤氏，杉山正明氏による詳細な研究がある［松

村1957，杉山1982，杉山1983コ。特に杉山氏の研究では，碑刻史料を含む漢文史料と，チ

ムール朝事のペルシア語系図史料『ムイッズル；アンサーブ』MU　‘igg　al－ansabにおけるバ

イダル衛系図が主要根拠として用いられ，チュベイとその一族を中心とする，元朝における

チャガタイー門の姿が，具体的に明らかにされた。しかし，そこに用いられた窪ムイッズル＝

アンサーブ』の写本は，現前する最良の写本ではあるが誤写も少なくないパリ写本［MA／P］

のみで，他の諸写本は分析の対象とはされていない。また，チンギス蕎の詳細な系譜情報を

伝えるもう一つの史料，『勝利の書なる選ばれたる諸史』診αω観κ一i　gugida　’i　nusrat　ndima

が用いられていない。ここに，杉山氏の厳密・詳細を極める研究に対し，いささか補是・訂

正を加えることが可能であると思われる。

　そこで，本稿では，まず，従来より先行研究において注目されることがなかった，建勝利

の書なる選ばれたる諸史』におけるバイダル蕎系譜清報を取り上げ，それを『ムイッズル＝

アンサーブ』諸写本の記載と比較・検討し，系譜情報の原形を復元することを試みる。また，

サンクト＝ペテルブルグ蔵の二件のカラホト（ハラホト）漢文文書，TK：2G4，　TK：248には，

チュベイー門をも愈むモンゴル王族たちの名が記されていることが知られているが，彼らの

なかには，未だに系譜上の比定が行われていないものがある。それらのモンゴル王族のうち

若干の出自を，復元されたバイダル蕎系譜から確定する。更に，他のカラホト漢文文書や
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『元史』における関連する記載を検討し，元朝下のチャガタイ爾に関するいくつかの新知見

を明らかにしたい。

1　『勝利の書なる選ばれたる諸史』および『ムイッズル；アンサーブ』

　諸写本におけるバイダル喬系譜情報

　『勝利の書なる選ばれたる諸史』（以下fTGNN」と賂す）は，十六世紀初頭，「シャイ

バーニー朝」初期にシャイバーニーハンMubammad§ibani　xan自身の関与のもとに中

央アジア南部で編纂されたと考えられるチャガタイ＝テユルク語史料である1）。本史料には，

文章形式によるチンギス碕系譜があり，若干の例外はあるが基本的には『集史』各本紀の第

一部における文章形式による系譜に基づき，これを改訂・増補したものであると推測される，

但し，ジュチ齎とチャガタイ喬については，大幅に系譜情報が増補されている。既に私は，

本史料におけるジュチ喬系譜について内容の紹介と分析を行っている　［赤坂2005：50－61，

98－1043が，チャガタイ蕎については未だ検討を行うに至っていない。

　TGNNにおけるチャガタイ喬系譜は，　TGNN／Akramov：185－194にテキストの写真が

載せられている。写真の状態は比較的良好で，全般的に読解は容易である。そのうち，バ／

ダル喬の系譜情報は，TGNN／A写本のみに伝えられており　［TGNN／Akramov：156］，二

つの章，「チャガタイ・ハンの子バイダルの三三§u‘ba’一i　baydar　walad－i　jaGatay　xan」お

よび「バイダルの子ナリタ　【アルグの誤り】の子トク；テムルの分支§u‘ba’一i　tUq－timitr

ibn　naliGU　walad－i　baydarjに分載されている。このトク＝テムルToq－temgrとは，チュ

ベイの弟である。トク＝テムルに独立の章が立てられているにもかかわらず，彼の両兄カバ

ンQabanとチュベイには章が立てられておらず，構成上，首尾一貫していない。

　それはさておき，TGNNのバイダル衛系譜は次のとおりである［TGNN／A：84　a一　84　b；

TGNN／Akramov：193　一　194］。文字転写（transliteration）の「b」は点のないB，　P，　T，

Th，　N（語頭・語中），　Y（語頭・語中）を示し，「qjは点のないQ，　F（語頭・語中）を示

す。なお，原文は段落分けされていない。

　　　　　　　　　　laGatay　xanの子baydarの分支

　彼には二子慰と一恩女がいた。子患の名前はnallGO，　atjiである。息女の名前は

yOrOqan　quliである。

　このnaliGUには三子息，一息女がいた。子愚の名前はqaban，麺bay（JWBY），

tgq－timar（TWqTMWR）である。息女の名前はirinjan（ARYN耳AN）である。

1）本史料については，Axmedov　1985：12－15，および，赤坂2005：50－61，98－104，また，そ

　こに引用されている諸研究を参照されたい。
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　qabanには三子慰がいた。　その名前はlsan　baqa　（AYSN　bWQA），　kunjak

（KWNHAK），　bo面qji（BWDWQ翠Y）である。　isan魔qaには三子息がいた。かれ

らの名前はkudaSkab（KDASKB），　kubak（KBK），　sart－bay（SRTBAY）である。

　そして，jUbayには十六子息がいた。その名前はKWqJY　dOrli，　mlnk－tag

（MBNKTAS【ママ】），　jirGaday，　jikin　timar，　kambit　d痕rji，　daUd，　qatatmiS，　saqi

（SAQY），　aq－bUqa，　ditknlas，　yiliqji　（bYLQIJY），　ilji　b6qa　（AYLUY　BWQA），

buyan　t誌　（BYAN　TAS），　ngm　quli（TWM　【ママ】QLY），　basar，　tuqta

（TWQbA）である。

　①daadには三子息がいた。その名前はqiblaqtay（QBHAQbAY），　nanka

（NbKH），　iskandarである。

　qatatmig（QWbATMY§）に1ま六子息がいた。かれらの名前は次［のとおり］であ

る。qabllay　（QWBbLAY），　ba認a甑ab　（BNDASKB），　ilqadUr，　TrR　QBL，

STBRWQ，　tUGanである。

　②yil　quji（bYL　QUY）の子息はbuyan　quli。彼には三子息が【TGNN／A：84　b，

TGNN／Akramov　：

ANYKTMWR），

194】　いた。　その名前は，　inka－tim霞r　（AYNKTMWR～

tayln　quli（TWYbN　QLY），　kuna§lrlである。

③buyan－ta9（BYANTAS）。彼の子息はsulayman。彼には三子息がいた。その

名前はsul‡aS，　yaGan－9ah，　astay（ASTAY）である。　sulta9には三子息がいた。その

名前はdarmabali，　ajday，　alaka　9iri（ALWKH　6YRY）である。そして，　astayの子

別はsamadaである。

　nam　quliには二子息がいた。かれらの名前はnUm　tag，　buyan　timUrである。この

ngm　ta9には二子息がいた。かれらの名前はbNka　timgr（bYLKA　TMWR），　pitlad

timar。④palad　timarの子息はala首iri。彼には三子息がいた。その名前はaq　birdi，

BRZJMHYR，　xud2y　birdiである。

　tUqta’（TWqTA’）には二子慰がいた。かれらの名前はtUqaji（TWQ翠Y），

iskandar。機qali（TWQ耳Y）の子息はir至nj　igkab（AYRbNJ　ASK：B）。彼の子息は

qara　kalal〈である。　iskandarの子慰はbay　kiidi。彼の知恩はqUgayである。

　　　　baydarの子nahG豊の子tUq－timOr（TWqTMWR）の分支

⑥彼には二子息がいた。かれらの名前は，irinjiqbal（AYRbNHQYL～

AYRYNHQbL），　SNWQBL。　irinjiqba1（AYRbNHQbL）の子愚はkurna（KRb9）。

彼の子葱は，kubakji（KBKHY）である。　SNWQBLの子息は，　udbalaglri。彼の子

息はtOGan－timUrである。

jaGatay　xanの後窩は，以上であった。
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　本史料に挙げられたモンゴル王族の人名表記は比較的整然としており，後述するように，

『ムイッズル＝アンサーブ』諸本では読解が不能または圏難であった人名を，より正確に写し

ていることも少なくない。しかし，本史料のバイダル喬系譜情報の史料的価値を確認するた

めには，既に先行研究においても取り上げられている，『ムイッズル＝アンサーブ』の系譜情

報と比較・検討する必要があろう。

　『ムイッズル＝アンサーブ』2）（以下FMAjと略す）は，現在，五写本，　MA／P（パリ写

本），MA／L（所謂ロンドン写本），　MA／Al，　MA／A2，　MA／L　14306が知られている。これ

らの諸写本は，「トルコ系統」と’ uインド系統」（安藤志朗氏の表現による）の両諸本群に分

けられ，前者にはMA／P，後者には他の四写本が分類される。そして，「インド系統」の四

写本は，さらに，MA／L，　MA／A　1の諸本群とMA／A2，　MA／L　14306の諸本群とに分けら

れる［安藤1992：15－19；1994：122．n．12；赤坂2002：305　一　307；2005：33－35］Q

　既述のように，MAのバイダル商系図は，既に杉山正明氏によって分析の対象とされて

いる。そこでは，本史料の諸写本のうち，綴形の崩れや付点の省略が最も少ない，「トルコ

系統」のMA／P（パリ写本）が用いられており，「インド系統」に属する諸写本は基本的に

は用いられていない。しかし，MA／Pには系線の引き誤り等が少なくなく，「インド系統」

諸本と比較・検討することが求められる［赤坂2002：309－324；2005：35　一　49］。

　MA／Pと　「インド系統」諸本におけるバイダル商系譜は，それぞれ系図1と系ee　2のと

おりである。なお，「インド系統」諸本では人名表記の崩れが甚しく，各写本における人名

の山形を一々注記することはあまり有意義であるとも思われないので，諸本間に続柄の相違

があるもののみを注記するにとどめた。

　MA／Pと「インド系統」MA諸本との閤に明確な続柄の違いがある箇所を挙げたのが表

1である。なお，「インド系統」諸本の人名表記は三二の崩れが著しいので，原則として，

対応するMA／Pの人名表記に基づいた3）。

　表1に挙げられた相違のうち，2については，MA／Pに書式上の問題があるのみならず，

fインド系統」諸本の申にも相違があるので，原形がどのような続柄であったかを確定する

のは困難である。また，1，3，4，5は，「トルコ系統」写本（MA／P）と「インド系統」諸本

（MA／L，　MA／A1，　MA／A2，　MA／L　14306）との問に存在する根本的な相違であり，二形を

明らかにするのは不可能である。

　そこで，MAのバイダル商系譜情報の原形を明らかにするために，上記の異同をTGNN

のバイダル商系譜情報と比較してみよう。両史料はいずれもアルグに三二する人物を

fnaliG6～naliqsa～taliquajと誤っており4），この誤りが含まれた共通の原資料に基づいて

2）本史料については，赤坂2005：32　一　50，および，そこに引用されている諸研究を参照されたい。

3）　但し，一部には例外もある。例えば，チュベイの子ブヤン；タシュbuyan－ta9については，

　MA／Pに弓形の誤りがある。杉山　2004　：　260を参照せよ。

4）　これは，チャガタイの孫ブリの子カダキ＝セチェンの子であるナリタnaliGaの脇町である。
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系図1 『ムイッズル＝アンサーブ』トルコ系統パリ写本（MA／P）

　　　　　　　　（□は男子，○は女子）

に基づいたバイダル蕎系譜
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SSAILI43e6ではiskandarの子。漁／A2に系線なし。
顯／L143e6ではtNLbWbAの子e
MA／L14306ではVWM｛nUm］ta話の子。
liMfA1には、　Ijil　baqaの左に人名不記の男性入名捧が配される。術か。
繊／しに系線なし。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Dは男子，

『ムイッズル・・アンサーブ』インド系統諸写本に基づいたバイダル蕎系譜

○は女子）
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表1　バイダル齎系譜における『ムイッズル＝アンサーブ』両系統の相違

1

2

3

4

5

チ＝ベイJWLY【IUbay】の子イリクチylliqjiの子孫，エンケ＝テムルanka　tiln甑とグナシリ
kunagirin．

　MA／Pでは，ブヤン＝クリの子トム＝クリの子。

　インド系統諸本では，ブヤン＝クリの子で，トム＝クリの兄弟。

チュベイの子ダーウードdaOdの子孫，キプチャクタイqibjaqtayとナンガnanka。

　MA／Pでは，ダーウードの子としてイスカンダルiskandarの名前が補われ，イスカンダルの
子のようになっている。

　MA／L，　MA／A　lでは，ダーウードの子で，イスカンダルの兄弟。

　MA／L　14306では，ダーウーードの子のイスカンダルの子◎

　MA／A　2には系線なし。

チュベイの子ブヤン＝タシュbUyan　tagの子孫。

　MA／Pではチュベイの子ノムmクリnUm　quliの玄孫とされるアク＝サライaq　sarayが，「イン
ド系統」諸本ではブヤン汐シュの子となっている。

　また，ブヤン＝タシュの子（MA／Pではスライマーンsulayman，「インド系統」諸本ではアク＝

サライ）の子孫の系図も，爾「系統」では異なっている。特に，MA／Pではブヤン＝タシュの曾
孫とされるサマダイsamadayは，「インド系統」諸本ではノム・クリの玄孫となっている。

チュベイの子ノム＝クリの子孫。

　MA／Pでは，ノム＝クリの曾孫アジャシリaja§irinの子としてアク＝サライがあるが，「インド

系統」諸本では，上記「3」のようにアク＝サライはブヤン・タシュの子となっており，代わりに，

MA／Pではブヤン＝タシュの曾孫とされるサマダイが，アジャシリの子となっている。

　なお，MA／しでは，ビルゲ＝テムルbilka　timarの父がノム汐シュnOm　tasとなっているが，
これは単なる誤写か。

チュベイの弟トク＃テムルtaq－tlmUrの子孫。

　MA／Pでは，トク＝テムルの子エセン＝ブカIsan　baqaには6人の子があるとされる。
　「インド系統」諸本では，エセン＝ブカの子は2こ口，それぞれに子と孫が一人ずつあるとされる。

いることは疑いないので，TGNNはMAの系譜情報の祖形を確定するための比較材料とな

りうる。

　まず，表1の1，エンケmテムルanka　timOrとグナシリkunaSirinについて。言うまで

もなく，前者は蛤密の忠順王，安克帖木児（anka－temttr）で，後者は陰密の粛王，忽納三

里（guOa　6ri）である［杉山正明1982：7；2004：248］。上掲TGNNの下線部②を見ると，

「yil　quji」はイリクチに，「tuyin　quli」はトム＝クリに対応しているので，ここでは「イン

ド系統」MA諸本の続柄がTGNNの記載と合致する。

　2のキプチャクタイqibjaqtayとナンガnankaは，上掲TGNNの下線部①を滴ると，

fインド系統」のMA／しとMA／A　1の続柄が，　TGNNの記載と合致する。

　3のブヤン汐シュbuyan　tお蕎5）については，上es　TGNNの下線部③はMA／Pと合致

する。なお，「インド系統jMA諸本がブヤン・・タシュの子とするアク・・サライ　（MA／Pでは

ノム＝クリの玄孫）の人名枠は，MA／Pでは，ブヤン汐シュとその子スライマーンとを結

ぶ系線のすぐ隣に位置している。MA原本でも同様であったとすれば，《アク＝サラiの人

名枠とブヤン＝タシュから伸びた系線とが近接していたため，アクmサライをブヤン＝タシュ

5）　この系譜において，MA写：本間に相違があることは，杉山正：明2004：273－274においても翻商

　されている。
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の子と見誤ってしまった書写者が，「インド系統」諸本の祖本を書写する際，ブヤン＝タシュ

の子スレイマーンに対して与えられた人名枠に，誤ってアク＝サライの名を書き入れてしま

い，その結果，ドインド系統」諸本には，スレイマーン以下，人名枠と人名との間にズレと

混乱が生じるに至った》，と推測することが可能であろう。

　4のノム＝クリ磁mquli喬については，上掲TGNNの下線部④はMA／Pと合致する。

　5のトクmテムルtUq－timUrの子エセン＝ブカisan　baqaの子孫6人は，上掲TGN㌶の

下線部⑤に見える。但しTGNNには，　MAにおいてトク＝テムルの子とされるオグルクチ

UGruqjiとエセン；ブカが見えない。しかし，両史料の先行史料である『集史灘と『五族譜』

には，　トク・・テムルの子として，xセン＝ブケisan　b肱aとオグルクチiiGrUqjiの二人が晃

える　［jT／S：170　a，171　b；jT／Rawshan：761；SP／S：122　a；杉山2004：口絵20，21］。

よって，MAの「エセン・・ブカIsan　baqa」は誤りで，「エセン＝ブケlsan　bUka」が正しい

と考えられる［杉山1991：184；2004：46i　一　462コカs，ともかく二人とも『集史』とゼ五族

譜』に現れているので，TGNNに二人の名が見えないのは単なる脱落のためである可能性

が高い。そして，MAにおいてエセン＝ブカ　（即ちエセン＝ブケ）の子孫とされる6人の名

は，TGNNにおいてもトクニテムルの子・孫・曾孫として金て揃って存在しており，6人そ

れぞれの相互の続柄について雷えば，「インド系統」諸本が，TGNNと合致する。

　以上より，1，5については「インド系統」の，2については「／ンド系統」中のMA／L，

MA／A　1の，3，4については「トルコ系統」の，それぞれの続柄が，　MAにおける系譜情

報の原形であると考えられる。

　このように，誤写によって生じたMA諸本の系譜情報の異岡は，　TGNNの記載と比較す

ることによって，現前するMA諸本の祖本の原形を復元することができる。

　さて，TGNNと，祖形を復元したMAとのそれぞれにおけるバイダル商系譜情報の間に

は，いくつかの相違を見出すことができる。それらを挙げたのが表2である。

　両史料に挙げられたバイダルの子孫の人数は，TGNNでは70人（うち女性2入），　MA

（復元された小形）では77人6）（うち女性2人）であり，後者の方が7人多い（i，3，4，6，8）。

これらのうち，1における「taliqaaj（アルグの誤り）の兄弟として晃える「bRbADbTST

～nikbay」は，バイダルの兄サルバンsarbanの子＝クペイnlkpayの窟入で，　MAの単な

る誤りであると考えられる。8は，表1の5との関連で述べたように，TGNNにおける単

なる脱落である可能性が高い（但し，続柄の異伝であると公義すことも可能であるため，両

史料の比較からのみでは確定し難い）。3，4，6については，いずれも，TGNNとMAに共通

する系譜情報の上に，更にMAにおいて新情報が加えられているかのように見える7）。これ

6）MA／Pでは81人。表2の5を参照せよ。

7）　なお，ジュチ喬の系譜情報については，バイダル蕎の場合とは逆に，MAよりもTGNNの方

　が，大幅に入数が多い。
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表2　『ムイッズル＝アンサーブ』（MA）と『勝利の書なる選ばれたる諸史』（TGNN）との，系譜上の
　　　糊違

1
． バイダルの諸子。MAにはアルグ（taliqua【ママ】）の兄弟に，君主扱いの「bRbADbTST～

侍ikbay」なる人物がある。
2
． TGNNにおいてカバンqabanの子エセン；ブカisan　bOqaの諸子とされるコペクkubakら三人

ｪ，MAではチュベイJWLY【海bay】の子クタトミシュqutatmi話の孫とされる。
3
． MAには，コペク（TGNNではカバンの子鼠セン＝ブカの子。　MAではチュベイの子クタトミ

Vュの孫）に子ブダ＝メリクbuda　malikがある◎
4
． MAには，チュベイの子クタトミシュの爾子，イルグダルi1G負darとバンダシカブband飴kab

ﾉ，それぞれ子がある。
5
． チュベイの子イリクチyiliqliの子孫。　TGNNでは，エンケ＝テムルinka－timCrとトイン・クリ

qyin　qu1亙とグナシリ1循naきiriの三人はブヤン＝クリbuyan　quliの子とされるが，　MA／Pでは，

Gンケ＝テムルa賦at漁敬とグナシリkuna獣r玉nと名前不明者が，　ブヤン＝クリの子トム罵クリ
拍�獅曹浮撃堰iトイン傭クリと同一人であろう）の子とされる。なお，　MA／L，　MA／A1，　MA／A2，

lA／L　14306では，人名の綴形が崩れてはいるが，続柄関係がTGNNと合致しているので，これ
ﾍMA／Pにおける系線の引き誤りであると推測される。なお，　MA／Pには，更に四人の名前不
ｾ者が挙げられているが，これは「トルコ系統jMAにおける追加の新情報であろう。

6
。 チュベイの子ブヤン＝タシュbuyan　t舗の子孫。　TGNNには，アロケシリa1負ka§irlに子がない。

lAでは，アロケシリに根当する人物（AWKHきirin～ALWLH　bRbN）に，子ドルジdUr11が
?る。

7
． チュベイの子ノム＝クリnam　qu11の子孫。ビルゲ・テムルb11ka　tiτnUr／bilka　tiln肛，ボラド篇テ

?ルp自lad　timOr／bUlad　timar両兄弟の父と従父の名前が，両史料では入れ替わっている。
8
． チュベイの弟トク＝テムルtOq－timOr／tUq－timαrの子。　MAにおけるトク＝テムルの両子オウル

Nチ豊Gruq11とエセン罵ブカisan　ba頓がTGNNには見えない◎そのため，例えば，　MAでエセ
刀＜uカの子（つまり，トク竺テムルの孫）とされるイリンチクバル1rinjiqba1は，　TGNNではト
Nニテムルの子となっている。

らを見ると，ややもすればTGNNよりもMAの方が系譜情報としてより価値が高いかのよ

うに思われるかも知れない。

　しかし，既に述べたように，MAでは読み方が不明または二形に問題等があった人名が，

TGNNではより正確に読むことができるという事例が見られる。

・クタトミシュq濫atm贈の子バンダシカブbandagkab

　　TGNNに「BM）ASKBjとあり，「bandagkabjと読むことができる。　MA／Pには

　「bbDASK到とあり，語末の「T」（付点が上に二つ）を「Bj（付点が下に一一っ）に改め

　れば「bandagkabjと読むことが可能である。なお，「インド系統」MA諸本では綴形の

　崩れが甚だしく，この人名の原形を復元することは困難である。

　　バンダシカブについては，『元史』巻四十二「順帝本紀」至正十二年（A．D。1352）七月

　庚寅条に，「西番の首賊を殺獲するの功を以て，岐王阿刺乞巴に1沙～千錠を賜ひ，邪王鬼

　厘，諸王長子失監，平章政事鎖南班に各々金子腰一を［賜ふおとあり，「諸王病的失監」

　が「君王鬼厘」と共に「西番の首賊」を鎮定したことが記されている。「邪王」とは即ち

　「惚気」でチュベイー門の宗家にあたる［杉山1982：11－26；杉山2005：252・一・269］。よっ

　て，この「班的総監」を，チュベイの子クタトミシュの子，バンダシカブに比定すること

　は，邪王と共に下賜を受けている点から見ても，特に問題はないであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ラ　シャン
　　また，内蒙古文物考古研究所および阿拉善盟文物工作立占を中心とする中華人民共和国
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の研究者たちによってA．D．1983，1984に発掘されたカラホト漢文文書の一つで，李1991：

127に所収のF2：W51文書に晃える「班的町回大王」も，これと同一人であると考え

　られる。

・グナシリkUnagirl　egの人名の後半部「一Sirij

　MAには悉く「一9irin」とあり，語尾に「N」が付いている。これは，サンスクリット

語の「Sri」（光り輝く，の意）である8）ので，　TGNNのようにト§lrljとあるのが，より

原形に近い。

。ブヤンxタシュbuyan　ta§の曾孫アロケシリalaka　Siri

　TGNNの全形は「ALWKH　SYRY」であり，　ra滋ka§irijと読まれる。　MA／P（パリ

本）には「AWKK　SYRYNJとあるが，これについて杉山氏は，「AUkaSir1nはパリ本

には登場するものの，vンドン本など他の3種の写本のなかにはその名が見えない」と述

べる［杉山2004：273］。しかし，その続柄は異なっている［表1の3］ものの，MA／L

（所謂orンドン本）には「ALWL　bRbNjと，　MA／A　1には「ALWLH　bRbn」と，

MA／A　2には「ALWLH　bRbN」とあり，綴形は崩れてはいるが「AWKH　SYRYN」に

相当する人名は存在している。なお，MA／L　14306にも「ALWLH　bRbq」と見える。

MA／L以下「インド系統」四写本の濃絵の前半部は「ALWLHjと復元されるが，語中

形の「L」字は語中形の「K」字の一画を省略したものと酷似しているので，これを更に

ヂALWK瑚と復元すると，　TGNNの綴形の蔚半部と合致する。

　　なお，杉山氏は，「Aaka6ir鶏がArka話irinの誤写である可能性」があり，『明史』巻三百三

十「沙卵割伝」に見える「蒙古王子阿魯戯画里」をこの人物に比定し，「エルケシリErke§iri

がこの蒙古王子の名であったことになるのである」　と推測している　［杉山2004：272　一

273］。この比定は，人名復元を若干修正して，TGNNのようにfalωka　Sirljとすれば，

サンスクリット語の「aloka甜」（光り輝く灯火，の意）となるので，確定的なものとな

　ろう。

・チュベイの子トクタtUqta’の子トカチtaqaliと，その子イリンチシカブlrinj　i甑ab

　両者の名は，MAではいかにしても判読が不可能であったが，　TGNNによって初めて

正確に読むことができる。なお，後者「irinj　i§kab」の語源は，チベット語の「rin　chen

skyabs」（三宝を守る者，の意）である。この人物については後文においてあらためて考

察したい。

・チュベイの弟トク＝テムルの子（TGNN）または孫（MA）〔表2の8］のイリンチクバル

　（Vンチェンバル）lrlnjiqbal

　　MA／Pには「AYRNJQYL」とあるが，「インド系統」MA諸本では綴形の崩れが著し

8）石叩裕美子氏の教示による。以下のチベット語，サンスクリット語の語形・語義についても岡

　様である。
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　い。この人名は，TGNNでは二箇所に現れる。それぞれの綴形は「AYRbNHQYL～

　AYRYN耳QbLjと「AYRbNlf［QbL」である。ともに「AYRYNJQBLjと復元すれば

　「irinjiqbal」　（＜rin6enbal）　と読むことができ，　その語源はチベット語の　「rin　chen

　dpaH（光り輝く宝，の意）である。　MA／Pの凸形「AYRNJQYL」についても，後ろか

　ら二番目ρ）「Y」（下に点2っ）は「Bj（下に点1っ）の誤写であると考えるべきであろ

　う。この人物についてもあらためて考察したい。

　以上より，TGNNとMAには各々一長一短があることが確認された。そして，より正確

なバイダル喬（チュベイー一一FE）の系譜を構築するためには，　TGNNとMA諸本それぞれの

系譜情報を比較・検討することによって，ある程度まではその目的を達成させることができ

る。しかし，両軍壁間における続柄の矛盾である，表2の2，7，8については，第三の客観

的根拠がないままに両史料を比較・検討するだけで結論を下すことはできないので，一旦判

断を保留し，次章において，検討が可能なものをあらためて取り上げることとしたい。

9　サンクトmペテルブルグ掛簾ラホト漢文文書TK：204，

　　T｝〈・248に見えるモンゴル王族の出自

　ロシア科学アカデミー東洋学研究所サンクトmペテルブルグ支所CaHK野ReTep6yprCK曲

Φld」IMaπXHcTMTyTa　BocToKoBel［eHvaH　PAHには，　ロシアの探検：家P．　K．コズロフHeTp

Ky3bM四Ko3πOBが将来したカラボト文＝書が所蔵されているが，それらのうち二件の漢文

文書，TK：204とTK：248には，チュベイー族をも含む，元朝期の河西圃廊方面において活

動したモンゴル王族の名前が記されており　［Menshikov　1984；Menshikov　1994：285－

287，Nos。330，331］，研究者によって注目されている。

　これら二件の文書は，『俄蔵払水城文献』漢文部分④に写真版で収録されており9），共に

「甘粛行省寧夏路支面酒肉米紗文書」と表題が付けられている。その後，『俄蔵黒水城文献』

漢文部分⑥附録「野営」においては「甘早行省汐干皆野靖供応文書」と表題が改められてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　チる　〔25－26，3G］。しかし，野晒華氏は，これら二件の文書は寧夏路の文書ではなく，爆弾
ナ　　　　　ジャム　チ

下路の端赤登記簿であることを明らかにした。そして，それらを，亦集前路の域内にあっ
　　ナ　リン　　　　ジャム

た，納町道の立占である在城靖の「来往使臣登記簿」であると推定した［陳2002］。両文書と

も年代は付いていないtO＞が，歩測，杉山氏は，共に，　TK　204よりもTK：248の方が年代的

に後のものと推測している［杉山2004：306；陳2002］。

　T｝〈　204には7人（延べ9人），TK：248には1G人（延べ20人）のモンゴル王族の名が見

9）『俄蔵黒水城文献』漢文部分④：204，313－314。なお，TK　248は『俄蔵黒水城文献』漢文部分

　①の彩色図版一三にもカラー写真が載せられている。

10）TK：204の紙脊文書には，北元法認アユルシリダラ治世期の竃光二葎（A．　D．王372）八月十三日

　の日付が見える（『俄蔵黒水城文献』漢文部分④：　209，　TK　204　V）が，これはTK　204文書の紙背

　を再利用したものであり，後述するように，TK：204の作成庫代はそれよりも以前である。
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える。TK　204に見える七人のうち「速来蛮大王」を除く6人はTK：248にも見える同名の

王族と同一人であると考えられるので，計11人の王族の名が記されていることとなる。杉

山氏は，彼らのうちの何人かの出自をMA／P等から明らかにしている　［杉山2004：263－

264，281］が，前章において，MA／Pのバイダル蕎系譜情報をTG聾Nや　「インド系統」

MA諸本と比較・検討した結果，杉山氏による比定を更に増補することができる。そこで，

表3に，TK　204とTK：248に現れるモンゴル王族名を列挙し，　TGNN，　MAのバイダル蕎系

譜の中に比定し得るものをあらためて示してみる。彼らのうち，ここに初めてその出自を異

体的に系譜上に指摘することができたのが，①の亦令只六六大王／亦令只失加普憎憎王と，

②の亦令壁塗柳城王／令二巴柳城王である。

①亦令只失加大王（TK　204）／亦令只失加湿寧粛王（TK：248）

　この丁令只失加大王／亦令只失加普寧粛王は，es　1991：85，239（図版参（2））所収カラ

ホト漢文文書Y1：W22に見える「亦令只失加之大王」，同127所収F146：W・18文書に

見える「……【前欠】憐其実監寧粛王」と同一人であると考えられる。この人物は，前章に

おいてTGNNによって人名の読みを確定することができた，チュベイの子トクタの孫イリ

ンチシカブirinj　igkabに比定される11）。これは，他に同名の元朝期モンゴル王族が，系譜

表3　サンクト＝ペテルブルグ蔵カラボト漢文文書TK　204，　TK：248に見えるモンゴル王族と，彼らの比

　　　定

亦毒言失加大王（TK：204）

苧ﾟ只失加普寧粛王（TK　248）

凶1～ぬ」→lirinj　i甑ab（くrin　chen　skyabs）
①

チュベイの子トクタの孫（TGNN，　MA）

よ軸」→l　irinliqba1（＜rin　chen　dpal）

②
司令只巴柳城王（TK：204）

ﾟ只巴柳城王（TK　248） チュベイの弟トク笥テムルの子（TGNN）または孫（MA）（衷
Qの8を参照せよ）

“　　　kubak（～kabak）　（くk6pek　（～kebeg））

③ 怯白L粛王（TK　204；TK　248） カバンの孫（TGNN）またはチュベイの子クタトミシュの孫
iMA）（表2の2を参照せよ）

．）メ　　し魯一～　　bilka　ti鵬ar　（〈bilga　temUr）

④
今立傑幡木児大王
iTK　204；TK　248） チュベイの子ノム瓢クリの孫

iTG醤N，　MA．但し爾史料で父は異なる）

」メ　⊃翫9→　　pOlad　timαr

⑤
学羅丁丁児大王
iTK　204；TK：248） チュベイの子ノム＝クリの孫

iTG醤N，　MA．但し両史料で父は異なる）

⑥
響町巴太子（TK　204）

S卵焼巴安定王（TK　248）
杉山正明氏により，チャガタイの子モチの子孫と推定されてい
驕B

OLψ　sulayman⑦ 出来蛮大王（TK　204）
チュベイの子ブヤン畿タシュの子（TGNN，　MA／P）

⑧ 唐兀　大王（TK　248） 出自未詳

⑨ 阿章王（TK　248） 出自未詳

⑩ 鬼力醐王（TK　248） 出自未詳であるが，丁丁よりチュベイ衛と考えられている。

⑪ 与倫大王（TK　248） 出自未詳

11）　イリンチシカブがカラホト漢文文書に見えることについては，松井太氏から最初に示教された。

　氏からは他にも諸々の助言をいただいた。記して謝意を表す。
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上，全く知られていない以上，ほぼ問題なく容認することができるであろう。

　TK　248において，彼は「寧粛王」の王号を帯びている。この王号は『元旦』にも見える。

すなわち，『元史遜巻一百八「諸王表」金印駝紐「寧粛王」に「脱脱。至大元年封」と見え，

『元史』巻二十三「武宗本紀」二　至大二年（A．D。1309）十一月甲申条にF寧粛王脱脱に金

印を賜ふ」と見える。これによると，トクタは，至大元年（A，D．1308）に寧粛王に封ぜら

れ，翌年に金印を賜わったことになる。

　「脱脱」という名の王族は非常に多く，比定が困難であるが，イリンチシカブが寧粛王で

あることから明らかなように，彼の祖父であるトクタが，『元払』に見える「寧石心重心」

に比定されることに，疑いの余地はないであろう。

　なお，『元応凄巻一百七ヂ宗室世系表」茄赤太子位には，戎赤（ジュチJoこi）の子として

「寧黙示脱硫」が見える12）が，言うまでもなく，このド脱脱」は，バトの曾孫にしてジュチ

家の嶺主となったトクタに比定され，寧粛王のトクタとは岡名異人である。

②亦令只巴柳城王（TK　204）／令只巴柳城王（TK　248）

　この亦翻意巴／令只巴がチベット語の「rin　chen　dpaljであることは明瞭であるが，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　ンの人名は元朝期に少なからず見られ，例えば，第十四代モンゴル皇帝，寧宗の名としても用

いられており，人名比定は必ずしも容易ではない。しかし，TK：204，　TR：248両文書に現れ

るモンゴル王族の少なくとも半ばが，チュベイー門を中心とするチャガタイ蕎であることか

ら，この虚説只巴／令只田についても，前章において，TGNNによって人名の読みを確定

した，チュベイの弟トク＝テムルの孫（MA）または子（TGNN）［表2の8］のイリンチク

バル（リンチェンバル）irlnjiqbalに比定することは十分に可能であろう。

　その場合，イリンチクバルは，トク＝テムルの子，孫のいずれにあたると考えるべきであ

ろうか。前章において，TGNNにおいてはトク＝テムルの子の世代が脱落している蓋然性が

高いことを指摘してはいるが，比較資料がなかったため，ひとまず判断を留保したままにし

ておいた。

　このイリンチクバルに比定される柳城王の亦令旨既／令只瞠については，ゼ歴史』にも記

載がある。即ち，『元后善巻～百八「諸王衷」金印蠣紐「柳城王」に「亦憐真八。天暦三年

忌」とあり，『元史』巻三十一一「明宗本紀」天暦二年（AD．1329）五月壬申条に「亦憐翼八

を封じて柳城曲面となす」とある。幅寄の『蒙兀児史記』においても指摘されているように，

『元史』期宗本紀」における「柳城山王」の「郡」は街字であり13），また，冊封年について

は，「諸王表」の「天暦三年」は「天暦二年」の誤りである。この柳城王の亦憐真八が亦令

12）　『南村綴耕録』巻第一「大元宗室世系」にはr寸義虚脱」とある。

13）　なお，涯輝三下『旧史本証』十三「証誤」十三「諸王表」柳城王には，「可憐真八。天麿三年封。

　案明宗紀天暦二年，封柳城単寧」とあり，逆に「柳城王」は「梛城郡王」の誤りであると見傲さ

　れているかの如くである。
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只巴／令只巴と同一人であることに疑いの余地はない［陳2002］。

　ここから，TK　204，　TK　248両文書の作成年月が天暦二年（A，　D．1329）五月以後であるこ

とが確認されるが，それはともかく，両文書に見える王族たちのうち系譜が明らかなものは，

チュベイの孫・曾孫の輩行であるので，イリンチクバルも，MAのようにトクmテムルの孫

であれば他の王族たちと世代的に整合する。従って，トク；テムル商の系譜情報については，

前章で推測したように，TGNNに，トク＝テムルの子，一世代分の脱落があると考えられる。

　以上，柳城王の亦令只巴／令只巴／亦憐藝八を，　トク＝テムル蕎のイリンチクバルに比定

した上で，論を進めてきた。但し，両者が同一人である可能性が極めて高いと言うことはで

きるものの，これを確証するためには根拠がやや足りないことも，ここに断っておかねばな

るまい。よって，この問題については，次童においてあらためて検討したい。

　また，③の怯糺粛王は，MAにおいてチュベイの子クタトミシュの孫とされ，　TGNNに

おいてチュベイの兄カバンの孫とされる［表2の2］コペクk6pek（またはケベクkebeg）

に比定される［杉山2004：281　一　282］。そもそも「粛王」の爵位は，カバンの子ゴンチェク

に最初に与えられたものである［杉山2004：275－277］ので，二件のカラホト漢文文書TK：

204，　TK　248に見えるヂ怯乱卜占」の出自は，　TGNNに従って，カバンの孫，即ちゴンチェ

クの甥と煽るべきであろう。ここに，TGNNとMAとを比較・検討するだけでは結論を出

すことができなかったコペクら三兄弟の系譜〔表2の2］については，粛王位の継承という

点から，TGNNの記載の方が妥i当である，と結論することができる。

　では，MAにおける，コペクら三兄弟の系譜の誤りは，いかなる原因によって生じたの

であろうか。そこで，MA諸写本の構図を見ることにしよう。そこでは，コペクら三兄弟

は，写本の葉の右端に位置している　こMA／P：38　a，　MA／L：39　a，　MA／A　1：41　a，　MA／

A2：187　a，　MA／L　14306：33　a〕。また，カバンと彼の諸子の配置を見ると，これも写本の

葉の右端に位置している　［MA／P：37　a，　MA／L：38　a，　MA／A　1：40　a，　MA／A　2：186　a，

MA／U43G6：32　a］14）。よって，《現前するMA諸本の祖本ないしMA原本（または，本史

料の典拠となった原資料たる系図）においては，カバンの子エセン漏ブカから，写本の葉の

右端に，コペクら三兄弟にまで至る系線が引かれていたが，その系線は，構図上コペクら三

見弗と近い位置にあったクタ5ミシュの諸子のうち右端に位置した「qubilayjの人名枠に

重なり掛かっていた。そのため，その後の転写段階（または，本史料の編纂段階）において，

コペクら三兄弟は「qubi12y」の諸子であると誤認されてしまい，エセンmブカから

「qubilayjの人名枠にまで引かれていた系線は誤りであると見微されて書写されなかった。

このような系線の誤りを含んだ写本が，現前するMA諸本の視本となった》，と推測するこ

王4）MA／Pのバイダル爾系譜（37　a一　38　a）は，杉山2004，口絵22，　23に写真が載せられているので，

　参照して確認されたい。「Kンド系統」諸本の構図も，MA／Pと大差はない。
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とができる。

　なお，元朝期の粛王については，オーレル・スタインAurel　Steinの第三次中央アジア探

検（A．D，19王3～1915）によって将来された大英博物館（The　British　Museum）所蔵カラ

ボト漢文文書NQ　519．一KK．1，0232（t）に「不苔明相席王」の名が語える［Maspero　i953：

211］。この文書には年代が記されていない。しかし，不幸明力は，まさにこのコペクの子と

してMAに記載されているブ外メVクbuda　malikその人に他なるまい。

　ここに，元朝期の粛王の系譜は，カバン商の系譜の中に，

カバンﾑ詰論。チ。ク（2）粛謙多）（3斑ブ蜘ク

と復元することができる。但し，ゴンチェクから，コペク（ケベク），ブ外メリクに至るま

で連続的に粛王位が承襲されたとは限らず，彼ら三人以外にも，元朝より粛々に封じられた

王族がいた可能性はある。

　いずれにせよ，粛王位は少なくともカバンの曾孫の世代までは彼の系統に受け継がれてい

たという事実を，ここに確認することができた。

　以上，二件のサンクトmペテルブルグ前略ラホト漢文文書，TK・204とTK：248に見えるモ

ンゴル王族の出自を，チャガタイmテユルク語史料TGNNとペルシア語系図史料MAから

復元したバイダル蕎系譜より明らかにすることを試みた。その結果，彼らのうち，今日に至

るまで系譜が未詳であった二人のモンゴル王族の出自を確定ないし推定することができた。

即ち，止立寸恩加大王／七飯獄司加心添粛王がチュベイの子トクタの孫イリンチシカブで

あることを明らかにし，卵麺只瞠柳城王／令只巴柳城王をチュベイの弟トク；テムルの孫イ

リンチクバル（リンチェンバル）に比定した。また，怯就粛王についても，彼がチュベイの

兄カバンの孫であること，そして，大英博物館蔵カラホト漢文文書に現れる「不苔明力粛

王」が彼の子であることを明らかにして，元朝期の粛王の位がチュベイの兄カバンの子孫に

よって少なくとも三代にわたって継承されたという事実をも明確にすることができた。また，

これらの検討を通じて，TGNN，　MAそれぞれのバイダル蕎系譜情報における誤った記載の

一一狽�熬�ｳすることができた。

　杉山氏は，「14世紀なかばころの河西西半の諸王家」について，「今のところ定かにいえ

るのは，山丹以西の地にチャガタイ諸諸の王家・出島が少なくとも七つは存在したこと，そ

のうちチュベイ系の三王家は粛白・沙州・ハミをむすぶ三角形の地域をおさえて，これら河

西グループのなかでひとつの確たるまとまりを構成していたと推測されること」であると述

べている　［杉山2004：324－325］が，ここに寧粛王家と柳城王家とを加えることができれ

ば，上記の「七つ」「三王家」は，それぞれ「九つ」「五王家」となり，チュベイ系の「おさ

え」る地域の範囲も，より拡大することとなろう。これらの両王家，寧粛王家と柳城王家に

ついては，次章において，あらためて考察してみよう。
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巫　寧粛王と柳城王

　前章では，二件のサンクト＝ペテルブルグ蔵カラホト漢文文書孚K204とTR：248に見え

るモンゴル王族の出自について検討したが，従来より系統が不明であり，先行研究において

もほとんど注目されてこなかったと思われる洗芋王と柳城王について，本章において考察す

る。

　まず，初代寧粛王のトクタと，柳城王の祖と推定されるトク・テムルとが同時に現れてい

ると考えられる一次史料があるので，それについて言及する必要があろう。即ち，それは，

李1991所収カラホト漢文文書，大徳四年（A．D．1300）六月付のF116：W552文書である。

p．139に釈文，p．238の「図版試（1）」に写真がある。写真は不鮮明で読解に困難を伴う

が，部分的に釈文を修訂することができる。本文書には，「乖伯大王」すなわちチュベイの

名が四箇所に，また「脱忽帖木児大王」と「脱出苔大王1の名が見える。杉山氏は本文書に

ついて，「カdドゥ陣営との大会戦の前年にあたる大徳四年（1300年）の嚢時，チュベイが

岡方面でもった重要性をよく示している」と評し［杉山2004：317］，「チュベiの弟TUq－

Tlm霞r＞Toq－TemUrかとおもわれる白鼠三木児大王とチュベイの諸子のひとりTgqtayと

同名の脱一答大王が見える」と述べ15），「脱忽帖木児大王」と「脱忽苔大王」がそれぞれ，

チュベイの弟トク＝テムルと，チュベイの子トクタである可能性を示唆している。前章で見

たように，チュベイの子トクタが寧三王に封じられていること，および，カラホト漢文文書

丁｝〈　204とTK：248より，チュベイの子トクタと，チュベイの弟トク＝テムルのそれぞれの子

孫が，元朝のもとで，その後も一定の勢力を保ち続けていたと推測されることを考えれば，

Fl16：W552文書に見えるf脱忽帖木児大王」と「脱塩苔大王」についての杉山氏の指摘

は，的確な比定として積極的に肯定すべきであると考えられる。

　そこで，次に，チュベイの子寧乱言トクタとその子孫，および，チュベイの弟トク＝テム

ルとその子孫について，それぞれ検討してみよう。

1　寧粛王

初代寧粛王のトクタは，『集史』fチャガタイ紀」第一部において，チュベイの諸子のうち

15）杉山2004：285，n．19。なお，杉山氏は，「筆者は2002年にこれら3っの文書を申心とした分

　析・展開をllSRで発表しているが，あらためて文章化したいと考えている」と述べている　［杉山

　2004：285，n．19］。当該の口頭発表については，田時・場所・内容等，いかなる情報も持っていな

　いため，これらの文書の分析等については，杉山氏による文章化を俊つより他に方法がない。あ

　るいは，本稿において論じている諸閾題には，既に指摘されているものがあるかも知れない。仮

　にそのようなことがあった場合，雷うまでもなく“priority”は杉山氏のもとにある。その点，寛

　恕・了承を願いたい。
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最初に名が挙げられている三6）ので，チュベイの長男である可能性が高い。

　元朝がチュベイー一門に対して王号を下賜したのは，大徳八年（A．D．1304）十二月にチュ

ベイを威武丁寧王に封じた17）のを構矢とするが，実は，寧粛王トクタは，チュベイに次ぐ工

人目の受封者である。寧粛王は「金印駝紐」で，チュベイが最初に受封した「威武西寧王」

と同じ，第ニランクの王号である。なお，トクタが寧粛王を受封した時点（A．D．1308）に

おいて，チュベイは既に第一ランク（金印臨急，一字王号）の醐王に進封していた。

　ところで，前章でも述べたように，寧紅雨トクタの孫イリンチシカブは，李1991：127所

収カラホト漢文文書F146：W18にも現れる。そこには「……憐其実監寧粛王於至正十

…… ^／…掛日麗逃外拠十月至十二月終／／」とあり，イリンチシカブの葬去年月日が至正十

年（A．D．1350）から至正十九年（A．　D．1359）までの間の某月三十日であることが判明する。

これによって，カラホト漢文文書丁く・248の作成年代の下限が至正十年代（A，D．1350年

代）であるということも推定することができる。

　また，李1991：118，126，127に釈文が載せられている四件のカラホト漢文文書，すなわち，

延祐四年（A．D．1317）八月付のF116：W574文書，延祐三年（A．　D．1316）八月付のF

249：W23文書，日付なしのF51：W3文書，至大四年（A．D．1311）七月付のF26：W

lOl文書に，「阿里不花寧粛王」が現れる。　MAとTGNNから復元したバイダル蕎系図を児

る隈りでは，チュベイー門に「阿里盆花」という人物は見られない。しかし，F　249：W23

文書とF26：W101文書には写真版があり［246，図版拾（1）；245，図版玖（1）3，それ

らを見ると，明らかに「阿里不語」ではなく「阿黒不評」と読むべきものである。「二黒魚

船」ならば「アク・・ブカaq－baqa」であり，チュベイの子，すなわちトクタの兄弟の一人と

して各系譜史料にも現れている。上記文書の「阿里不調」がすべて「阿黒血花」であるとす

ると，この寧粛王アク＝ブカの在位年代は，至大四年（A．D．1311）七月から延祐四年（A．

D．1317）八月までの期間を含むこととなる。最初に寧粛王に封じられたトクタ（脱脱）は，

既述のように，至大元年（A，D．1308）に広義王に封じられ，翌至大二年（A．　D，1309）に金

印を賜わっているが，その二年後には，トクタに代わってアク漏ブカが面諭王の位を帯びて

いたのである。年代の点から見ても，アクrブカをチュベイの子，すなわちトクタの弟に比

定することに，特に閥題はないであろう。

　さらに，元朝期史料に見える寧粛王としては，スタイン将来カラホト漢文文書中のN。

518．一KK．1，0231に見える「撒昔寧国王」がある　［Maspero　1953：211］。本文書は，上記

TK　204，　T｝〈・248文書と同様，ジャムチ登記簿であると考えられている［陳2002］が，断片

であり，年代等も一切不詳であるので，この「訟訴」が，イリンチシカブより先代であるの

16）JT／S：王70　a；JT／Rawshan；761。なお，『集計』二三および『五族譜』においても，書式上，

　トクタが長男であるように排列されている。JT／S：171　b；SP／S：122　a；杉山2004：［コ絵20，21。

17）　　『テ己史』　巻一百ノ＼　「諸三蓋三表＿1　金E口駝紐　「威武西寧ヨ三jo
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か後代であるのか，判断し難い。

　なお，「撒昔」という名のモンゴル王族は，『元史』巻三十八「順帝本紀」至元元年（A．

D．1335）十月戊辰条に，「宗王三思干児の弟撒昔を以て，其の兄の封を襲はす」と見える。

この撒昔が，寧山王の忌詞と岡一人であるか否かを確定する術はないが，彼の発跡思干

見」の名が跡思干答児」すなわち「iskandar」の誤りであるとすれば，チュベイの子ト

クタの子にも「iskandarjという名の王族がいるので，撒昔の兄「亦思干児」をこのイス

カンダルに比定することも可能であろう。その場合，宗丁丁思千児から弟難戦へ襲封された

王爵とは，実に寧粛王の爵位であったと考えることもできる。この憶測が並鵠を射たもので

あるとすれば，寧粛王の爵位の継承については，《自粛王の王位は，チュベイの長男トクタ

から，一旦，彼の弟アク・・ブカに継承されたが，その後，トクタの系統に戻り，トクタの子

イスカンダルへと移った。「天暦の内乱」が終了した後のA．D．1335，イスカンダルに代わ

り，その弟，撒昔が襲爵した。その後，A．　D．1350年代までに，トクタの孫イリンチシカブ

が寧二王となっていた》，と考えることができよう。または，宗論亦思干児から弟撒昔へ急

襲された王冠が寧心乱ではなく，それとは別の無国邑名王爵であった場合には，《四幅王の

王位は，チュベイの長男トクタから，一一旦，彼の弟アク＝ブカに継承されたが，その後，ト

クタの系統に戻り，イリンチシカブへと至った。一方，イリンチシカブの叔父イスカンダル

は，国邑名のない王爵を持っており，それは，A．　D．1335，イスカンダルの弟，一昔が襲爵

した。しかし，A．　D．1350年代にイリンチシカブが死表した後，（連続的であるとは限らな

いが）この撒昔が，寧粛王の爵位を継承することとなった》，とも推測することができるが，

可能性としては前者の方がより高いように思われる。いずれにせよ，これら両案は単なる仮

説に過ぎないので，後考を挨ちたい。

　また，阿黒二途寧粛王が現れる既述のカラホト漢文文書F　249：W23には，月ごとに小

麦を支出するという内容がある。ここから，寧粛王はカラホト付近を本拠地としていたと考

えることも可能ではないかと思われる。この仮定については，カラホト文書の内容を分析す

ることによって一定の見通しを立てることができるであろう。

チュベイ

（2）寧粛王アク・ブカ

　2　トク＝テムルと柳城：王

　前章では，チュベイの弟トク＝テムルの孫イリンチクバル（リンチェンバル）が柳城王に

封じられた，と推定したが，果たしてこれが適切であるのか，あらためて検討したい。

　まず初めに，「柳城王」という王号について簡単に触れておきたい。「柳城」は地名である。
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『明史』巻三百二十九晒域列伝」一「柳城」からも明らかなように，東トルキスタン東部

のルクチュンLUk6ttn（魯陳）にあたる。『西域番国民』「魯陳城」条に，「前陳城は古への

柳中県の地にして，火州の東にあり，喀密を去ること約千余璽」とあり，同じく「火州」

（ハラホージョ）条に，「火州は魯陳城の西七十里にあり」とある。柳城王に封じられた幽幽

真八が，前章で推定したようにトク＝テムルの孫イリンチクバルであり，また，王号と封地

とが合致しているとするならば，柳城王の根拠地は，自盛（粛王の根拠地であると杉山氏に

よって考えられている〔杉山1983：688；1987：48　一　49；2004：281　一　283，323，360］）の更に

西となり，チュベイ一門の最西端に位置しているということとなる。

　次に，チュベイの弟トクニテムルについて検討する。杉山氏はチ＝ベイの兄弟について，

「兄の名はカバン，弟はトク・テムル。ただし，弟のほうは，なぜか影がうすく，表立った

かたちではほとんど記録にあらわれない」と述べており　［杉山2004：290］，わずかに，先

述の李1991所収カラホト漢文文書F116：W552から，このトク・テムルに比定される「説

忽帖木児大王」がチュベイと共に対ハイド作戦に従事していたことが知られる程度である。

彼の「影がうす」いのは，彼の名が，曇霞のトクタ同様，モンゴル人に多く用いられていた

ため人名比定が困難であることも理由として挙げられるのではないだろうか。

　次に，チュベイの弟トクmテムルの子について検討する。先述のように，MAには彼の子

息としてオグルクチUGruqjiとエセン＝ブカisan　baqaの二人が挙げられているが，後者は，

『集史』および『五族譜』の如く「単費ン＝ブケIsan　b5kajとあるべきである。このエセン＝

ブケについては，同名異人が甚だ多い「エセンmブカisan　bitqajと併せ，人名比定が困難

である。但し，『元史』巻二十一「論宗本紀」大徳七年（A。D．1303）八月己丑条に「諸王血

忌木而の子膿漏博論の所部等に紗六千九百余錠を賜ふ」とある「脱鉄心而」と「也先博怯」

は，杉山氏が指摘しているように，チュベイの弟トクmテムルとその子エセン＝ブケである

［杉山1991：461　一　462；2004：i83　一　i84］。

　また，『元史』巻ニートニ「武宗本紀」至大元年（A．D．1308）正月己卯条に，「爾面出伯，

玉六百一十五斤を進む。金千五百両，銀二万両，砂必着を賜ふ。詠人に四万錠，寛闇・弓丈

牽可等に金二千三百両，銀一万七百両，妙三万九千一百錠［を賜ふ］」とある。ここに見え

る「寛閣・也先認可」は，従来，「チャガタイ語論」のドワの益子，ゴンチェクとエセン；ブ

カに比定されていたが，杉山氏は彼らを，カバンの塩漬，ゴンチェクとエセン＝ブカに比定

し［杉山1982：32　一　33；20G4：275　一　2763，劉迎勝論もこれを支持している［劉2006：15－

16；349，n。⑤〕。彼らがドワの両子ではなく，チュベイの親族であることは確実であろうが，

カバンの面子に比定することについては問題があると思われる。それは，MAの書式，お

よび，TGNNの叙述に従うと，カバンの諸子の兄弟順は，エセン＝ブカ，ゴンチェク，の順

である可能性があるからである。「寛閣」はカバンの子ゴンチェクで問題ないが，「爪先戯

話」はカバンの子エセン”ブカでなく，トクmテムルの子エセンmブケである可能性が高いの

ではないだろうかQすなわち，『元畑のこの記載については，宗主たるチュベイを中心に，
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分家であるカバン家とトク竺テムル家のそれぞれの代表者が，同時に元朝から賞賜を受けた，

と考える方が，より蓋然性が高いように思われる。この推定が正しいとすれば，チュベイー

門は，ハイシャンQai§an（武宗）時代（A．　D．1307～1311），チュベイの子トクタが寧粛王に

封じられる（A．D。1308）までは，少なくとも形式上は三極構造を保っていたと考えられる。

　最後に，エセン＝ブケの子イリンチクバル（リンチェンバル）。

　このイリンチクバルに比定される亦憐真八が「柳城王」の王号を授爵されたのは，天暦二

年（A，D．1329）五月のことで，ホシラQosila（明宗）がカラコルム（和寧）の北で即位し

た後，モンゴル高原から大都へと向かう途中においてであった。これは，ハーン位に即いた

ホシラがモンゴル王族に対して行った，最初にして最後，唯一の王権賜与である。この事実

については，管見の限りでは，先行研究においても特に注目されてはいないようである。し

かし，この亦憐真八が，前章において推定したように，チュベイの弟トクmテムルの孫のイ

リンチクバルであるということになると，「天暦の内乱」とその前後における元朝の政治史

にも，一つの新しい視点を開くことができるのではないかと思われる。

　そもそもホシラは，『元史各巻三十一「明宗本紀」によると，父ハイシャン（武宗）の死

後ハーン位に即いた叔父アユルバルワダ（藍鼠）による迫害を逃れて「西行」し，「北辺の

金山」すなわちアルタイ山に至ったところ，それを聞き知った「西北諸王察阿台等」が来付

して彼を迎え入れたのであった。以来，ホシラは「冬は札顔に与し，夏は斡羅斡察山に忙

し」て十数年を過ごしていだ8）が，天順元年（A．D。1328）八月，所謂「天暦の内乱」が起

き，ホシラの弟トク＝テムル（文宗）は，燕帖木児（エル・・テムル）率いるキプチャク軍団に

擁立されて大都に拠り，使者を派遣してホシラを招いた。ホシラがヂ北辺を発」したとき，

「諸王察蓮台」も同行し19），カラコルムの北方でホシラが即位した後も手職し続けていた20）。

　この「察傘台」とは，チャアダイこa’adaiすなわちチャガタイのことであるが，これは個

人の人名としてではなく，チャガタイ皇国の当主のことと理解されている　〔植村1941：67，

72；杉山1996：206　一　207；劉2006：399　一　400］。つまり，ホシラは，チャガタイ汗血の軍事

力を背景に東進・南下した，とするのが今日に至るまでの定説である。確かに，ホシラが

チャガタイ汗国のエルジゲデイ　（ドワの子）と密接な関係を持っていたことは，『元史』巻

三十「泰垂衣本紀」泰定四年（A．D．1327）七月乙丑条に，「周王和世細書び諸王燕只寄台等

来貢す。金・銀・紗・幣を賜ふに差あり」とあることからも疑いの余地がない。しかし，ホ

シラが在世中に行ったモンゴル王族に対する唯一の王号賜与が亦憐真八に対するものであっ

18）『禿史』巻三十一「三脚本紀」延祐三年（A．D，1316）十一月条。「札顔」「斡綜覧築山」の地名

　比定については，歩寄『油壷児史記』巻十四r和世疎可汗本紀」の説が，今日に至るまで支持さ

　れている。劉2006：399。

19）　『元詰』巻三十一「明宗本紀」天暦元年（A．D．1328）十月辛丑条。

20）　『元史』巻三十一「明宗本紀」天暦二年（A．1）．1329）三月丙寅条。
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たという事実から，ホシラを支えたもう一つの勢力として，この亦憐真八をも挙げることは

十分野可能であろう。

　既述のように，亦憐真八に与えられた王号「柳城王」はルクチュンと関係があると考えら

れる。その西方に位置しているトルファンは，当時，既にチャガタイ汗国の勢力下に入って

いたが，給刺火州　（ハラホージョ）には，亦憐真八が柳城王に封じられた翌年の至順元年

（A．D．　1330）九月に元朝の総管府が再興されている　［『元史』巻三十四「文宗本紀」二二元

年九月癸巳321＞。従って，少なくとも「天暦の内乱」の後，ルクチュンが元朝の勢力圏内に

入っていた可能性は十分にあると考えられよう。よって，ルクチュンは，元朝側のチュベイ

一門の勢力圏の最西端に位置していたと．見ることも可能であり，前章において行った，柳城

王夕潮真八はチュベイの弟トクrテムルの孫イリンチクバルであるという比定も，説得力を

持ち得よう。

　ここに，ホシラの「西行」時におけるトクmテムル家（のちの柳城王家）は，元朝側の

チュベイー門に属していながら，元朝のアユルバルワダ（仁宗）政権からは一定の距離を保

ち，西に境を接するチャガタイ豊国と歩調を共にしてホシラを支持ないし保護していた，と

考えることができる。このことは，チュベd一門の族的結合のあり方のみならず，元朝と

チャガタイ粟国との関係や，東トルキスタン東部地域の歴史を考える上でも，重要な意味を

持つと思われる。また，「天暦の内乱」を境にチ＝ベイ～門の各王家の勢力に大きな変動が

見られる［杉山1982：19－21；2004：261－263］が，ホシラ（明宗）の有力な支持基盤で

あったと推定される柳城王イリンチクバル（リンチェンバル）がチ＝ベイ～門であったなら

ば，「天暦の内乱」の後に皇帝トク＝テムル（文宗）が行ったチュベイー門に対する諸施策に

ついても，あらためて分析・検討する必要が生じよう。

　なお，その後の柳城王については，ゼ明太祖実録』聴聞十三年（A．D．　1380）四月甲申条に，

「都督縷英，西涼に練兵し，故塁柳城王等二十二人，民一千三百余人を襲虜し，井びに馬二

千余疋を獲る」とある22）が，この柳城王の名は知られておらず，捕虜となった後の消息も不

明である。

　以上，本節では，従来その系統が全く知られていなかった寧粛王と柳城王の系譜と事績を

明らかにすることに努めたが，その目的は，ある程度までは果たすことができたものと思わ

れる。特に，トク＝テムル家（柳城王家）の動向を検討することによって，今なお不明の点

21）　なお，『元史』巻獺十一油玉本紀」至正七黛（A．D．1347）十月戊戌条に，「西蕃の盗，起つこ

　と凡そ二首余所。冶刺三州を堅し，供御の蒲萄酒を劫し，使臣を殺す」とあるので，この時まで

　は恰刺火州が元朝の支配下にあったことがうかがわれる。

22）ホ条について，和田溝は，「故智柳城王の名は今の吐魯番の東の魯克沁即ち柳城から出てみるに

　相違ないが，二二は即ち涼州であるから，柳城三等はこの時態々明選に近づいて捕虜になったも

　のと見える」と述べている£和田1959：37］。なお，七口透氏が「柳城王というのも河西：方面ら

　しい」と述べている［佐臓1951：268］のは，本条に拠るか。
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が多い天山東部地域の状況を推測するための手がかりの一つを示すことができたのみならず，

元朝政治史上におけるチュベイー門の動向の重要性をも指摘することができたのではないか

と思われる。

お　わ　り　に

　以上，本稿では，まず，「シャイバーニー朝」初期のチャガタイ＝テユルク語史料『勝利の

書なる選ばれたる諸史』とチムール朝期のペルシア語モンゴル王統系図史料『ムイッズル＝

アンサーブ』諸本におけるそれぞれのバイダル衛系譜情報を検討した。本稿で取り上げた

『勝利の書なる選ばれたる諸史』におけるチャガタイ蕎系譜情報は，刊本（TGNN／Akr－

amov）によって比較的容易に利用することができるにもかかわらず，管見の限りでは，今

日に至るまでほとんど利用されることなく放置されてきた。本吏料のジュチ喬系譜情報につ

いては，私を含め，既にいくつかの先行研究において取り上げられ，その史料的価値が高い

ことが明らかにされているのであるが，本稿におけるバイダル商系譜情報の分析・検討から，

他史料との比較は必要であるものの，本史料の史料的価値をあらためて確認することができ

たのではないかと思われる。また，写本としての評価が低い「インド系統」の『ムイッズル

＝アンサーブ』諸本についても，「トルコ系統」のパリ写本（MA／P）の誤写を訂正する上で

重要であることを，同じくあらためて確認することができた。

　そして，両史料の検討によって復元を試みたバイダル商系譜に基づき，カラボト漢文文書

に現れるモンゴル王族の比定を行った。その結果，醐王を宗主とするチュベイ～門を中心と

する，元朝下におけるチャガタイー族の情況について，従来不明であった諸点を明らかにし，

先行研究への補訂をもささやかながら行うことができた。すなわち，

　～，発野望における粛王の位は，チュベイの兄カバンの子ゴンチェク以下，ゴンチェクの

　　甥コペク（ケベク），コペクの子ブ外メリク，と，カバンの子孫によって少なくとも三

　　世代にわたり継承された。

　二，寧粛王の位は，チュベイの長男トクタ，トクタの弟アク；ブカ，トクタの孫イリンチ

　　シカブと，チュベイの子孫が保持していた。なお，トクタの子イスカンダル（イリンチ

　　シカブの叔父）も寧藩王の位を嗣いだ可能性がある。また，大英博物館蔵カラホト漢文

　　文書に見える撒単寧三王は，このイスカンダルの弟である可能性がある。

　三，柳城王亦憐真八は，チュベイの弟トクXテムルの孫イリンチクバル（リンチェンバル）

　　であると考えられる。彼とその勢力は，「西行」したホシラ（のちの明宗）の有力な支

　　持基盤であったと考えられ，「天暦の内乱」において，トク＝テムル蕎をも含むチュベイ

　　一一一一F9は，無視することができない重要な役割を演じていたと考えられる。

　但し，表2の7における系譜情報の矛盾については，遂に本稿においては結論を出すこと

ができなかった。また，カラホト文書そのものに対する分析を行うこともできず，そこに現
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れるモンゴル王族にも系譜上の比定を行うことができなかったものが残されている。さらに，

「天暦の内乱」前後におけるチュベイ一門全体の動向についても，まだ十分な分析を行うに

は至っていない。それにもかかわらず，以上の考察が，解体期のモンゴル帝国の歴史を明ら

かにする上で，研究上の空白のいくばくかを埋めるための役に立つことができれば幸いであ

る。
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