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ドゥア時代のウイグル語免税特許状とその周辺

松

トルコ共和国における古代テュルク文献学の泰斗

井

太

教授は､ そのドイツ ベ

ルリン留学時代 (1928〜1933年) にドイツ探検隊将来の古ウイグル語文献の研究に従事した｡ その
間､ 彼は将来の研究に備えてこれらの文書を写真撮影し､ イスタンブルに持ち帰った｡ この
将来写真資料は､ 第二次大戦中に原文書が失われてしまったものも相当数含んでおり､ 現在では閲
覧調査できない文書資料に唯一アクセスできるものとして貴重である [
さて､ 本稿が扱うウイグル語文書も､ この
行方不明となっているものである｡

1996

279 281]｡

将来写真資料に含まれており､ やはり原文書が

自身も､ 彼独自の整理番号 ｢77 01｣ として本文書に言

及してはいるが､ そこではごく簡潔に文書の内容を要約紹介するにとどまっていた [

1964

16]｡ 筆者は2005年にイスタンブルを訪問した際､ イスタンブル大学トルコ学研究所 (
)所長の

教授のご好意により､

将来写真資料の多くを閲覧・調査する機会に恵まれ､ 本文書についても研究・公刊すること
を許可された｡ その後､ 筆者は本文書の内容について部分的に言及していたが [
72

2007

2005

67]､ 本稿では文書全テキストの校訂・訳註を写真複製とともに提示して文献

学的な検討を行なう｡ その上で､ 本文書の歴史的背景､ とくにモンゴル時代のウイグリスタン
(

・−

) すなわち東部天山地方の南北にわたる ｢ウイグル人の地｣ をめぐる政治史的状

況の一端を考察する｡
なお､ この場を借り､ 貴重な資料の調査研究を許可下さった

教授に､ あらためて深甚

の謝意を表わしたい｡

本文書右上部分にみえる ｢

253｣ という出土地番号から､ 本文書はドイツ第３次探

検隊 (1906〜1907年) により､ 西遷以降の西ウイグル国の冬都であった高昌故城から約20㎞北方に
位置するムルトゥク (

) 遺址で獲得されたことが判明する｡ 残念ながら､ 文書の紙寸や紙色

など古文書学的な情報は不明であるが､ 写真からも縦方向に４本・横方向に３本の折り跡がみえ､
交付後に丁寧に折りたたまれて保管されていたことは明らかである｡ ９行目末の
および10行目末の

｢慣習｣

｢効力｣ に重なるように長方形の印が捺されているが､ 朱・墨はやはり判

断できず､ また印文も十分には判読できない [後文参照]｡

13

写真の左端には､ 本文書とは別にブラーフミー字またはパクパ字の書かれた文書断片が撮影され
ているが､

教授によれば､ これは

が撮影コマ数を節約するために同時撮影したもの

で､ 本文書とは直接に関係しないらしい｡

【テキスト・和訳】
1
・

2
3
4
5

γ

6

γ

7

・

8
9
10

1

ドゥアのおおせにおいて｡

2

私テュメンのことば｡ テュケレ・アダナの両名へ｡ ｢お前の父祖たちの

3

残した証書を通用させないぞ｡ カラン徭役・租税だ｣

4

と言って､ お前たちは奪っていたそうだな｡ このアルトミシャ カヤ

5

のまさに提出した証書の通り､ カラン・カグト徭役､

6

租税をお前たちは要求するな｡ 彼の母に仕えさせて

7

いるように｡ と言って､ (この) 証書を私は授与した｡ カラン徴発吏・

8

租税徴収吏が現われても､ アルトミシャからお前たちは要求するな｡

9

虎年正月三十日に｡ くにの慣習

10

通りに､ 彼の父ブヤナの証書の効力のために｡

【語註】
この表現から､ 本文書はチャガタイ ウルス (いわゆるチャガタイ ハン国)
−−

当主ドゥア (

−

1282 1307) の権威のもとで発行され

たことが判明する [後掲語註9 10参照]｡ 彼の名は､ 亦都護高昌世勲碑ウイグル文面および忻都公
碑文モンゴル文面では本処と同様に
18

劉迎勝・

ジェイト (
1962

1984

62, 64

1949

1981

16

64 111] が､ フレグ ウルス当主オル

) のウイグル字モンゴル語書簡では

γ

と綴られる [

55]｡ 上記の例も含め､ 人名

γ

の語源に関する諸説は

により整理されている [

14

と綴られる [

2006

351 352]｡ なお､ キルギス語

に

関連づける

説は不確実であり [

2004

240]､

も言及しない｡

本処と同様に､ 支配者名に後続して ｢‥‥のおおせにおいて (

)｣ というテュルク語

表現は､ フレグ ウルス発行のペルシア語行政文書中にもアラビア字で在証されており､ モンゴル
語文書の冒頭定型表現 ｢‥‥のおおせにより (
2004

14 松川 1995

γ

)｣ の透写語と考えられる [

40]｡ モンゴル時代にはモンゴル語

γ ｢おおせ｣ (

.

〜

) は原則としてモンゴル皇帝の命令 (漢語では ｢聖旨｣) に限定され､ 諸皇族・将相の命令は
｢ことば｣ と称されて峻別された [杉山 1990 ＝杉山 2004
ガタイ ウルス当主も､ 自らの命令は決して

γと称さず

372 松川 1995

と称したものの､ 彼らの家臣たち

はしばしばウルス当主をモンゴル皇帝と対等とみなしてその命令を
[松井 2008

γ と称することがあった

2008]｡ また､ モンゴル時代フレグ ウルス支配下のイラン地域で編纂された
−

ペルシア語史料でも､ フレグ ウルス当主の命令をしばしば
正明は､ これはモンゴル皇帝の命令

γ (

−

−・

における

− ・

と称するが､ 杉山

) を僭称するものではなく､ むしろ ｢勅

許状｣ をさす普通名詞と解釈している [杉山 1990 ＝杉山 2004
ゆる

26]｡ チャ

393 394]｡ この杉山説はいわ

−

という対訳例から傍証される [

2000

−

202]｡

語頭・語末部分は破損しているが､ このように推補するのが妥当と思われる｡
(

) は ｢万､ 10 000｣ の原義から ｢万人隊､ 万戸｣ さらにはその指導者

｢万人隊長､ 万戸長｣ を意味する｡ 本処では本文書の発行者の人名であるが､ あるいは彼が ｢万戸
長｣ の職にあったことを反映するのかもしれない１｡ 次註も参照｡
文書内容の通知先 (

) である｡ ここで､ チャガタイ ウルス発行モ

ンゴル語文書との比較から､ 本文書の発行者と通知先の行政的地位を検討しておきたい｡ チャガタ
イ ウルス当主自身がトゥルファン地域に発行した命令文書では､ 通知先として①高昌のウイグル
王 (イドゥククト
たち (
(

)､ ②ダルガたち (

γ

γ )・ノヤン

) つまりチャガタイ ウルスから派遣された代官・総督､ ③官員たち
という３段構成をとる｡ 特に､ トゥグルクテムル時代の２文書 (

70 71) で指名される３名の官員 (
テュケル カヤ(

)・ケレイ(

) すなわちトゥルミシュ テミュル (

)・

)は､ ウイグル語の諸文書ではベグ (

) つまり官吏

として登場し､ 住民に対する免税特権の付与 (
24) などにあたっている [

1975

ガタイ ウルス当主イルヤスホージャ (

5305

21) や住民間の契約の公証 (

196 197]｡ 一方､ 後掲する
−

−

68 は､ チャ

1363 70) の権威のもとでケドメン バアト

ルが発令したもので､ その通知先は高昌故城北方のオアシスであるシングギング (
新興､ 現在のセンギム) の官員たち (

) であった [松井 1998

書の発令者ケドメン バアトルは､ 西暦1358年前後のウイグル文供出命令文書
１

トゥルファン出土ウイグル語文書における ｢万戸長
2003
58 59] を参照｡

33 34]｡ この文
5288 でも ｢チャ

｣ の用例については, 拙稿 [松井

15

ガタイ ウルス式敬意表現｣ の対象となっている [松井 1998

4]｡ 彼は敦煌北区出土モンゴ

ル語文書 ( 163 42) でも発令者となっており､ そこでは彼が高昌・ビシュバリク (
庭)・バルクル (

北

) など東部天山南北の広域を管轄していたことが示唆されるので､ おそ

らくは前掲②の代官・総督としてチャガタイ ウルスから東部天山＝ウイグリスタンに派遣されて
いた高位の行政官であったと思われる [松井 2008

2008]｡

これらの文書と比較すると､ 前註にみた本文書の発令者テュメンも､ ケドメン バアトル同様に
前掲②の代官・総督クラスに相当する上級行政官とみなされる｡ また本文書の通知先のテュケレ・
アダナ両名は､ おそらくは③ベグ・官員クラスの在地ウイグル人官僚として､ 直接にアルトミシャ
カヤに税役を賦課する立場にあったのであろう｡
・

[

この ｢お前の父祖たち｣ を､

1964

はテュケレ・アダナ両名の父祖とみなしたが

16]､ 文書全体の文脈からは税役を免除されるアルトミシャ カヤの父祖と考えるべ

きである｡ 後続の ｢お前の父祖たちの残した証書を通用させないぞ (
)｣ というのは､ テュケレ・アダナのアルトミシャ カヤに対する主張であろう｡
本処では､
カラン (

と

で税役を包括的に総称しているが､ 狭義の

) は所有する田地を基準として賦課される徭役労働でモンゴル語

の ｢差役｣ に対応し [松井 2004
る ｢租税｣ を意味する [

2005

指小辞

219 220

γ
と熟した
2004

本処の

) は農業生産物で納入され

72 73]｡

γ

(

)

という表現でしばしば在証されている [

という表現に対して､ ３行目では

と記されることから､
2005

γ

は

が省略されて

73]｡

が接続したもの｡

｢カラン､ 徭役｣､

はウイグル語農民の盟約文書

かに ｢カラン負担者｣ と解釈された [松井 2004

7]｡ しかし､

20 の在証例は ｢カラン収税吏｣ と訳されており､ また地税
た

γ

に包摂される徭役労働の一種であると

はそれぞれ
に職掌を示す

1980

145 147]｡

γ

推測できる [

(

は第８行では省略されている｡

γ
は､

20 21]､

および漢語

がやはり ｢収税吏｣ を示す例もある [

1981

｢租税｣

5330 の在証例は明ら

所収のウイグル文契約文書
に職掌を示す

が後続し

253]｡ 従って､ 本処の

は､ 免税特権を付与されているアルトミシャに対して税役負担を迫る ｢カラン徴発吏・租税
徴収吏｣ と解した｡ なお､ 本処で ｢現われ (る)｣ と訳した

には ｢ある､ 生じる､ 現われ

る｣ 以外に ｢〜となる｣ という意味もあるので､ ｢ (アルトミシャが) カラン負担者・租税負担者
となっても｣ と解釈することも不可能ではない｡ その場合の

とは､ カランや租税

を ｢賦課された者､ 割り当てられた者｣ の意であろう｡
文書発行の年月日と発行理由を記すこの２行の行頭は第３〜８行からさらに下げられてい
る｡

16

｢虎､ 寅｣ の末字に
された可能性がある (

10

を用いて

＝

と記すのは､ モンゴル語正書法に影響

02)｡

ドゥアの治世中の ｢虎年｣ は至元27年庚寅 (1290) ・大徳６年壬寅 (1302) に限定されるが､ い
ずれに比定するにも決定的証拠を缺く｡ ただし､ モンゴル権力者 (皇帝・皇族・将相など) が付与
する税役免除特権は､ その授権者が死去・失脚すると無効となり､ 従前に発給されていた特許状も
原則的に回収され､ 新権力者による再確認を必要とした [舩田 2005

54 55；舩田 2005

88 89 97；松井 2007

274]｡ 一方､ ドゥアの主筋にあったカイドゥは､ 西暦1301年前後に死去

している [

69]｡ この点を敷衍すると､ 本文書の歴史的背景として､ 代々税役免除

1997

特権を得ていたアルトミシャはカイドゥ２死後に中央アジア最大の実権者となったドゥアに特権の
再確認を願い出たものと推測することが可能であり､ 換言すれば､ 本文書の年代として､ カイドゥ
死後の 1302 年の可能性がより高いといえる｡
なお､ 文末の文書発行の理由・目的を示す ｢彼の父ブヤナの証書の効力のために｣ という文末の
文言も､ モンゴル時代の行政命令文書の書式が影響している可能性がある｡ 例えば､ 西安碑林博物
館に展示される ｢府学公據｣ 上截の至元13年 (1276) 12月13日付け京兆路府学宛て安西王相府公據
では､ 末尾年月日の前に

｢成徳堂 (

) のために｣ というパク

３

パ字モンゴル文が記されており ､ 本文書と平行する事例とみなせる｡ また､ 草堂寺コデン
太子令旨碑第１截 (1243年) 末尾の ｢寺の文書
キたちの数
1990 ＝杉山 2004

γ

｣､ 同第４截 (1247年) の ｢ブラル

｣ というウイグル字モンゴル文添書 [杉山 2004

456

杉山

429 432 434 450 453] も､ 文書の発行理由・内容に関係するという点で､

共通する性格を有するといえよう｡
と読むことも可能である｡

は

｢行く､ 通る､

通用する｣ から派生した名詞であり､ 既知の用例は
と解釈されているが [
(

963

)｣ という解釈に従うべきである [

1991
1964

257]､ 本処では

の ｢有効性､ 効力

16]｡ ウイグル文契約文書

すなわち ｢通行棉布｣ という表現も参照 [森安 1989

07 の

54]｡

前章での校訂テキスト・訳註を総合すれば､ 本文書は､ チャガタイ ウルス当主ドゥアの権威を
奉じるテュメンという行政官が発行したもので､ アルトミシャ カヤという人物の税役免除特権を
再確認し､ それをテュケレ・アダナという現地官僚に通知するために作成・発行されたものと理解
することができる｡ 以下､ 本稿では､ 冒頭に掲げられるドゥアの名にちなんで､ 本文書を ｢ドゥア
特許状｣ と称することとする｡
さて､ 契約文書・行政命令文書 (特許状・供出命令文書など) をはじめ､ ほとんどのウイグル語
２

13世紀末葉のウイグリスタンは大元ウルスとカイドゥ・ドゥア勢力に両属していた｡ 本稿第３章で後述する｡

３

筆者は2006年8月に西安碑林博物館に展示されている原碑を確認することができた｡

17

世俗文書は､ 冒頭に文書作成年月日を記す [護 1961
1965

104

1967

87 89

226 227

1981

山田 1963

松井 1998

36 37

山田

026 松井 1998

1]｡ これに鑑みると､ 我々のドゥア特許状が年月日を末尾に置いているのはむしろ異例に属する｡
筆者は旧稿で､ 本ドゥア特許状も含めて､ 年月日を末尾に記すウイグル語文書の多くが公文書であ
り､ モンゴル帝国時代の公文書＝行政文書の書式に影響されている可能性を指摘した [
2007

67]｡

特に､ このドゥア特許状については､ モンゴル時代ユーラシア各地のモンゴル諸政権が発行した
モンゴル語命令文書と比較すると､ 年月日の配置にとどまらず､ 書式が全般的に共通・平行してい
ることに気づく｡ 具体的な比較対象として､ チャガタイ ウルス当主イルヤスホージャ治世の西暦
1369年に発行されたモンゴル語文書を掲げる｡ これはドイツ探検隊によりトゥルファン地域から将
来されたもので､

68 として校訂テキストが公刊されているが､ 以下の和訳におい

ては筆者自身の分析 [松井 1998

27 28 33 34

2005

76 77

2008] に基づ

き若干の訂正を加えている｡

68
1 イルヤスホージャのおおせにより
2

ケドメン バアトル､ われらのことば｡

3

メルキト・セングムをはじめとする

4

シングギング (＝新興) の官員たちへ｡

5 このテグルのシ [ングギング] にある１つの池の田
6 地があった｡ (それは) もともとユスから買い
7 とって､ 耕地

であった｡ 今､ このテグルが

8 ビシュ バルガスンに移って来るので､ その間はそちらにある
9 その池の田地においてアルバン税・ジャサク税 (として)
10 地税

・タガル税・アマサル税・キスマド税・サリグ税を

11 を取るな､ 力を及ぼすな｡
12 このように言われているにもかかわらず､ おまえたち２人 (すなわち) メルキト・
13 セングムをはじめとする官員たちが力を及ぼすなら､ (また)
14 地税

・タガル税・キスマド税・サリグ税・アマサル税､ 何で

15 あれ､ 賦課された

アルバン税・ジャサグ税を求め取るなら､

16 大いなる法のきまりによって恐れないのか､
17

おまえたちは｡ と言って､ 印つきの証書を与えた｡

18 鶏年秋の最初の月 (＝七月) の
19 旧十日に､ バサルにいるときに
20 書いた｡

18

①権威の所在

1 イルヤスホージャ
【チャガタイ ウルス当主】

1 ドゥア
【チャガタイ ウルス当主】

②発行者

2 ケドメン バアトル

2 テュメン【上級の行政官】

③通知先

3 4 メルキト・セングムをはじめとす 3 テュケレとアダナ
るシングギングの官員たち
【トゥルファン地域の下級官吏】

④背景説明

5 8 テグルの土地購入とビシュバルガ 2 4 アルトミシャ カヤに対する不当な
スン移住
税役賦課

⑤受権者

テグル

アルトミシャ カヤ

⑥命令内容

8 11 諸種の税役免除特権の付与

⑦威嚇文言

12 17

⑧結びの定型

17 20 発行年月日・発令地

この

4 8 アルトミシャ カヤ一族に与えられ
ていた税役免除特権の再確認
9 10 発行年月日・発行理由

68 文書をはじめとして､ モンゴル諸政権が発行した命令文書 (その多くは

宗教教団への免税特許状) の書式は､ ①権威の所在､ ②発行者､ ③通知先､ ④背景説明､ ⑤受権者､
⑥命令内容､ ⑦威嚇文言､ ⑧結びの定型､ に整理することができる [
1995

松川 1995

165 167 松川

36 44]｡ この書式分析に基づいて､ この

68 文書及び我々

のドゥア特許状の記載内容を整理すると､ 上掲の表のようになる｡ モンゴル語命令文書とドゥア特
許状との書式の共通性は､ 一見して明らかであろう｡
一方､ 我々のドゥア特許状と同様に税役免除特権を付与する特許状としての性格を有するウイグ
ル語文書で､ 10〜12世紀の西ウイグル王国時代に属するものが２件確認されている [
5319
72

1981
2006

松井 1998

050 松井 2004

14 15

5317

2005

70

38]｡ しかしこの２件の書式は､ 冒頭に年月日を記すなど､ ドゥア特許状とは

大きく異なっている｡ 従って､ 我々のドゥア特許状は､ ウイグル語行政命令文書の伝統に属するも
のではなく､ モンゴル時代のモンゴル語命令文書とそれを作成発行する行政官房機構の影響を強く
受けているものと考えられる｡
このようなモンゴル時代モンゴル語命令文書の書式に従ったウイグル文字テュルク語の行政命令
文書・特許状としては､ 我々のドゥア特許状以外に､ ①西暦1393年ジョチ ウルス当主トクタミシュ
発行国書 (
1996

1996

)､ ②1397年ジョチ ウルス当主テムル クトルグ発行文書 (

)､ ③西暦1422年ティムール朝シャールフ特許状 (

年ティムール朝ウマル シャイフ特許状 (

1957 小野 2006)､ ④西暦1469

1904) が挙げられる｡ ただし､ これら４件

はユーラシア各地でモンゴル諸政権が崩壊した後の時代､ いわばポスト モンゴル期に属するもの
であった｡ それに対し､ ドゥア特許状は明らかにモンゴル時代に属しており､ モンゴル行政文書の
書式に従うウイグル文字テュルク語文書の最古の首尾完結した例という点で貴重である｡
ただし､ モンゴル時代命令文書の一般的な書式では末尾の定型文言に発令地が記される [
166 松川 1995

44] のに対し､ ドゥア特許状にはこれが見えない｡ これは､ 定型か

らの逸脱というより､ 発令者テュメンの所在地が､ 受権者や通知先の下級官吏さらには一般住民に

19

周知されていた──おそらくはトゥルファン地域の主邑高昌 (

) に在った──か

らであろう｡

さて､ 歴史資料としてのドゥア特許状の重要性は､ 第一にドゥア特許状がチャガタイ ウルス当
主ドゥアの権威のもとウイグリスタンで発行されたということ自体にある｡
ウイグリスタンとは ｢ウイグル人の地｣ を意味するペルシア語であり､ 具体的には９世紀中葉以
降にモンゴル高原から西遷してトゥルファン盆地を中心とする東部天山地方に拠ったウイグル王国
の領域をさす｡ 13世紀初頭にチンギス カンのもと勃興したモンゴル帝国に率先投降し､ その支配
に服することとなった｡ その後､ 13世紀後半には､ ウイグリスタンは､ 東方の大元ウルスとオゴデ
イ系カイドゥ率いる中央アジアの反元勢力との対立の最前線となった｡
皇帝クビライ治世 (1260〜1294) の末期､ 高昌 (

−

元帝とカイドゥの双方に両属していたという [

1971

＝杉山 2004

集史

− −

によれば､ 第５代
) のウイグル人は

286 陳高華 1982

282 杉山 1987

361]｡ この間､ ドゥアは13世紀後半からチャガタイ家の代表としてオゴデイ系カ

イドゥの反元軍事行動に従っていた｡ しかし､ 1301年にカイドゥが死去すると､ 中央アジアではドゥ
アがオゴデイ諸系を追い落として中央アジアの単独主権を樹立し､ ｢チャガタイ ウルス｣ を実質
的に再興する [
1997

1956

128 131 加藤 1977 杉山 1987＝杉山 2004

69 77]｡ 1331年編纂の

経世大典

356 359

輿地図では ｢畏兀兒地｣ すなわちウイグリスタンは

チャガタイ ウルス当主ドレ テムル (篤来帖木児

) の支配下にあると明記されてお

り､ この時点でチャガタイ ウルスによるウイグリスタン支配は元廷からも公認されていた [杉山
1996

212 213 劉迎勝 2006

576 590]｡ ただし､ トゥルファン出土のチャガタイ ウルス

発行モンゴル語文書で最も古いのは､ チャガタイ ウルス当主ケベク (
年にトゥルファンの行政官に宛てて発行したモンゴル語命令文書 (
にエセン ブカ (
税嘆願書も存在する [

1318 1326) が1326
76) であり､ さら

1310 1318) 時代のチャガタイ ウルス支配を示唆するウイグル語免
1937]｡ これらの状況を勘案して､ 筆者は､ チャガタイ ウルスによる

ウイグリスタン支配の開始時期を1320年代後半とみなしていた [松井 1998

9 10]｡

ここで､ ドゥア特許状がチャガタイ ウルス当主ドゥアの権威を奉じる行政官によって発行され
ていることは､ ドゥア治世すなわち1282〜1307年の段階で､ ドゥアがウイグリスタンの支配者とし
て認識されていたことを明瞭に示す｡ これは､ チャガタイ ウルスのウイグリスタン支配開始を14
世紀前半におく説 [

1983

259] を補強し得るものである｡

しかしながら､ ドゥア特許状の形態的特徴・書写体例や記載内容を､ チャガタイ ウルス支配下
で14世紀中葉以降に作成されたトゥルファン地域発現のモンゴル語・ウイグル語諸種文書と詳細に
比較検討すると､ チャガタイ ウルスのウイグリスタン支配を開始時期を早めることに対しても､
いくつかの疑問が提出される｡
第一に､ 明らかにチャガタイ ウルス支配期に属するモンゴル語・ウイグル語文書の印鑑には､
いわゆる ｢チャガタイ紋章｣ が頻見する｡ ｢チャガタイ紋章｣ とは､ 14世紀以降のチャガタイ ウ

20

ルス支配下で発行された貨幣やモンゴル語・ウイグル語文書の印章に刻印された双葉状の紋章( )
であり､ チベット字

(

) を反転させてチャガタイ ウルスの名祖チャガタイの語頭音を示し

たものと考えられている [
1962

1891

406 407 松井 1998

89

1909

3 5 8 10 松井 2002

845

]｡ これに対し､ ドゥア特許状

に捺された印章には､ 不鮮明ではあるが､ ｢チャガタイ紋章｣ が見えないことはほぼ確実である｡
次に､ 文書の書写体例上の特徴に着目すると､ ドゥア特許状では､ 冒頭第１行の権威の所在 (ドゥ
ア) が最上段に､ 第２行の発令者名 (テュメン) はそれに次ぐ高さに抬頭され､ 第３行以降の行頭
はさらに低い高さに一定している｡ 一方､ チャガタイ ウルス発行モンゴル語命令文書・特許状に
おいては､ まず第１行に依拠すべき権威としてのチャガタイ ウルス当主名を記す｡ 続く第２行か
ら第４､ ５行の行頭は､ 冒頭のチャガタイ ウルス当主に敬意を表現するために ｢降格｣ され､ そ
の後の行頭は第１行と同じ高さで書き始められる (上掲

68｡ さらに

70 71 72 74 76)｡ また､ 文書中に ｢聖なる語｣ (上掲

68 文書では第16行の ｢大

いなる法｣) が現われる場合､ これは行頭に平出され､ その後の２〜３行をやはり ｢降格｣ する
｢チャガタイ式敬意表現｣ [

167 松川 1995

112 115] も頻見する｡ この ｢チャ

ガタイ式敬意表現｣ は､ チャガタイ ウルス支配時代のウイグル語行政命令文書にも多数確認され
ている [松井 1998

8 11 18 19 27 28]｡

すなわち､ トゥルファン発現ウイグル語・モンゴル語文書にみられるチャガタイ ウルス支配を
反映する諸特徴が､ 我々のドゥア特許状には確認できないのである｡ この点は､ 西暦1319〜1322年
に比定されるウイグル文供出命令文書群 ｢ヤリン (
支配を示す特徴がみられないこと [松井 2003

) 文書｣ でも､ やはりチャガタイ ウルス

53 55] と符合するといえる｡

以上の点をふまえ､ 13世紀末から1330年代のウイグリスタンの政治史的状況を再考する｡ 少なく
とも､ 1302年の時点──すでにウイグル イドゥククト王家は甘粛に避難していた──で､ チャガ
タイ ウルス権力がウイグリスタンに一定の浸透を見ていたこと [
特許状から確証される｡ 本特許状がドゥアの命令をあえて

(

1997

50] は､ 本ドゥア
γ) と称しているこ

と､ また税役免除特権の再確認のためにドゥアの権威に依拠していること自体､ 当時のウイグリス
タンにおける大元ウルス勢力の退潮を示すとみてよい｡
とはいえ､ この時点ではなおチャガタイ ウルスのウイグリスタン支配が確立せず､ それゆえに
｢チャガタイ式敬意表現｣ や ｢チャガタイ紋章｣ などの､ チャガタイ ウルス独自の書写文化・官
房慣行が本ドゥア特許状には反映されていないのであろう｡ さらに､ 西暦1314年にアルタイ方面で
勃発した大元ウルスとチャガタイ ウルスの軍事衝突で､ 元軍はチャガタイ ウルス領内に進撃し､
これと併行してウイグリスタンにも大元ウルスに属する甘粛チャガタイ系チュベイ家軍団が進駐し､
ウイグル イドゥククト王家も火州＝高昌に帰還して ｢総管府｣ を設けたという [杉山 1987＝杉
山 2004

359 361 劉迎勝 1993

38 39]｡ 上述 ｢ヤリン文書｣ にチャガタイ ウルス支配が

確認できないのも､ ウイグリスタンへの大元ウルス軍団の大々的進駐により､ チャガタイ ウルス
の支配力が弱まったことを反映しているのであろう｡ 1316〜1317年に大元ウルスの帝位をめぐる政
争から､ クシャラ (

〜コシラ

後の明宗) がチャガタイ ウルスへ亡命したことで､

21

チャガタイ ウルスに対する大元ウルスの軍事的圧力が弱まるが [杉山1995

129 132]､ チャガ

タイ ウルスはウイグリスタンにおける支配権をにわかには回復できず (それゆえ ｢ヤリン文書｣
にはチャガタイ ウルス支配が反映されていない)､ 最終的には1320年代後半まで時間を要した､
という状況が推定できるのではなかろうか｡
なお､ 本ドゥア特許状がウイグル語で発行されているのに対して､ 同様の税役免除特権付与のた
めトゥルファン地域の上級行政官が発行した上掲
地官僚 (

68 文書がトゥルファン地域の在

) に対してもモンゴル語で命令していることも､ モンゴル支配権力のウイグル人

社会への浸透という観点から留意する必要がある｡ ウイグリスタンにおけるモンゴル語行政命令文
書の出現も､ 大元ウルス・チャガタイ ウルスの二重支配下では､ 両政権の綱引きのためかえって
現地語であるウイグル語が在地の文書行政では優位を保ち得ていたのに対し､ 両属状態が解消され
た結果､ 上級モンゴル権力＝チャガタイ ウルスの支配がより強く浸透してきたことを反映するの
かもしれない｡

本稿では､ ドイツ探検隊将来のベルリン旧蔵ウイグル語文書について､ 校訂テキスト・訳註を提
示した｡ ついで､ 本文書がその依拠する権威としてチャガタイ ウルス当主ドゥアの名を掲げてい
ることに着目して､ 本文書の歴史的背景を考察した｡ その結果､ 本文書からは､ 13世紀末〜14世紀
最初期のウイグリスタンにおけるチャガタイ ウルスの一時的・限定的な実効支配が示唆され､ ペ
ルシア語・漢語史料中の情報を補うことができた｡
なお､ 本文書は､ 税役免除特権を付与する特許状としての性格を有するものであった｡ そこで言
及されている税役内容､ さらにモンゴル時代中央アジアの税役制度体系全般については, 旧稿
[

2005

72 80] で大まかに概観してはいるが､ その他の関連史料と併せて再整理のうえ

詳論する機会を持ちたい｡
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