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In his previous article [Kawamoto, 2000], the author, using the name of the 
territorial division unit of tümän (the literal meaning is “ten thousand”) as a 
clue, undertook an inquiry into the actual structure and circumstances of the 
rule that the Mongol Empire—which in the 13th–14th centuries a� er pursuing 
aggressive wars in all directions controlled the greater part of the Eurasian 
continent—exercised over the sedentary populations.  e author focused on 
the census conducted in each of the conquered territories during the period 
of rule of Ögödei qaan (r. 1229–1241), a� er the large scale invasions led by 
Cinggiz Khān. As a result of this census, the sedentary population was divided 
into units of tens, hundreds, and thousands and the qupchur tax, compulsory r

military duty and other taxes and duties were levied upon each unit of ten.  e 
author also held that the new census carried out in the conquered territories 
in the times of Möngkä qaan (r. 1251–1259) further strengthened the requisi-
tion system established over the sedentary population.  e article also briefl y 
touched on the army of the Mongol Empire and its conquests.

Carrying on from this previous inquiry, the present publication mainly 
deals with the army of the Mongol Empire. It affirms such facts as that, at 
the early stages of the Mongol Empire, each tribe of Mongolian nomads 
was organized as a military unit of a single army; these tribes were under the 
domain of the Mongol khans and aristocracy, but their army troops as a whole 
constituted the state itself; and the conquests were accomplished by the tribal 
army having such dual organization.  is article shows that a� er conquering a 
sedentary society Mongols tried to re-organize it into the military-based struc-
ture using the model of their own nomadic society.
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はじめに

筆者はかつて，中央アジアのテュメン
tümän（万）という地域区分名称を手がかり
に，13–14世紀にユーラシア大陸の大部分を
支配したモンゴル帝国が各方面に行った征服
戦争後の定住民に対する支配の実態を考察し
た。チンギス・ハンの大規模な征服戦争の後
をうけて，オゴタイ・大ハーン（カーアーン
qāān）1）（在位 1229–1241年）時代には各征

服地で人口調査が行われ，定住民は十，百，千
の単位に分けられ，基本的には十の単位ごと
にコプチュル税，軍役その他の徴発が行なわ
れていたこと，またモンケ・大ハーン（在位
1251–1259年）の時代には再度征服地の人口
調査が行なわれ定住民の徴発体制が強化され
たことを述べた［川本 2000］。その際，簡単
にモンゴル帝国の軍隊と征服戦争にもふれた
が，本稿はその考察の続きとして，（1）遊牧
民からなる帝国中枢の軍隊も，国家形成の際
に行われた人口調査によって戦利品として登

In addition, the author asserts that the Mongol Empire managed to wage
its wars due to utilizing the various knowhow of the nomads who in their
everyday lives were accustomed to moving and managing big herds of live-
stock. To the nomads, the army, the state, and wars were not something out
of ordinary, they regarded them as realities naturally evolving as an extension
of their routine nomadic lifestyle. In this sense, it was impossible to avoid
cultural frictions between the nomads and sedentary populations regarding 
the nomad’s rule over the sedentary society. However, these frictions were
defi nitely not simply a matter of the nomads settling down or of a collision of 
barbarism with civilization, but they represented a clash of two cultures which
were based upon essentially diff erent foundations.

はじめに
Ⅰ. 部族戦争時代の遊牧民の社会と軍隊
 1. 遊牧民の「家」と財産と相続
 2. 遊牧民の「家」と氏族と部族
Ⅱ. チンギス・ハンによって創られた新し
い部族と軍隊

 1. チンギス・ハンの軍制と新編成の部族
制度

 2. 軍隊の分配・分与
 3. 遊牧民の人口調査と戸籍簿
 4. モンゴル軍の特異性
Ⅲ. 征服戦争の軍隊
 1. フラグの西アジア遠征の軍隊

 2. モンケ・大ハーンの南宋遠征の軍隊
 3. タンマとよばれる軍隊
  3-1. タンマとは？
  3-2. 西アジアへ派遣されたタンマ
  3-3. インド・カシミール辺境地域に派

遣されたタンマ
Ⅳ. 征服戦争後の定住民の人口調査とその分配
 1. チンギス・ハンの征服戦争における工

匠の分配とハシャル
 2. オゴタイ・大ハーンとモンケ・大ハー

ン時代の 3大外地属領における人口調
査と人民の分割

おわりに

1） カーアーン qāānは，ハーンの称号をもったチンギス・ハン直系の子孫たちの中から選ばれ，彼ら
が支配する諸ハーン国の連合としてのモンゴル帝国全体の首長をさす称号である。本稿では，史料
の訳文中ではそのままカーアーンと音写し，その他では大ハーンと訳すことにする。
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録され，モンゴル人王侯・貴族たちに分け与
えられた隷属的な遊牧民たちからなっていた
ことを述べ，（2）前稿で述べた被征服民の定
住民の人口調査と十進法的分割とその分配・
分与について新たに発見された事実を付け加
え，（3）似通ったこの二つの事柄を「一つの
もの」として考察する2）。
モンゴル帝国の行った個々の戦争とその軍
隊についてはすでに多くの優れた専論があ
り，その実態の様々な側面が明らかにされて
きた。しかし，今日まで，モンゴル国家の戦
争と軍隊の形成を，遊牧民の軍隊の編成から
征服戦争によって得られた定住民たちの十進
法的軍事組織への編成へとの一つの流れ，ま
たは一体のものとして捉え，それを実証的に
提示した論考はなかったと思われる。
また，21世紀の現在，戦争は，「テロとの
戦い」をも含めて人間の科学技術の粋を尽く
して行われているといってよいであろう。そ
の意味では戦争の技術は現在の人間のもって
いる科学技術文化の最も重要な一部である。
本稿では，特定の時代の，特定の人間集団の
もつ文化としての戦争をその文化全体の中に
位置づけることを試みる。
モンゴル帝国の戦争は「部族戦争」，「征服
戦争」，「内戦」の三つに分けられるであろう。
「部族戦争」とは，12世紀後半から 13世紀
の初頭まで現在のモンゴル高原において展開
した遊牧部族間での覇権をめぐる戦争である。
初代チンギス・ハン（1155 or 1167–1227
年）によって，12世紀の末には 1210年代以
降の征服戦争をになう軍隊の核が形成されて
いたが，明確に一個の軍隊の形を取るのは

1206年であった。それは，彼がモンゴル部族
連合の首長の座を獲得し，タタール部族連合，
ケレイト部族連合，ナイマン部族連合を打ち
倒していく，モンゴル高原に展開した部族戦
争の過程に形成されていった軍隊であった。
次の段階の帝国形成期には「征服戦争」が
展開された。帝国の形成はモンゴリアから外
部に向けて行われた征服戦争成功の結果であ
る。戦争の大部分は，定住民地域の城郭都市
と都市要塞にたいするモンゴル軍の包囲攻撃
か，定住民支配の在地政権との戦闘である。
主なものは，チンギス・ハンによって行わ
れた河西のタングート王国（西夏）遠征（第
1次 1205年， 第 2次 1207年， 第 3次 1209
年，第 4次 1218年，第 5次 1226年），女真
の金朝攻撃と河北征服（1211～1217年），中
央アジア征服（1219～1225年）［Barthold 
1928］，オゴタイ・大ハーン時代に行われた
金朝攻撃・河南征服（1230～1234年），ジュ
チ家のバトゥ率いる諸王の軍隊によるキプ
チャク平原，ロシア，東ヨーロッパ遠征（1236
～1242年）

3），モンケ・大ハーン時代に行わ
れたフビライによる雲南遠征・征服（1252～
1253年），フラグによる西アジア遠征・征服
（1253～1260年）

4），モンケ自身とフビライに
よる南宋遠征（1258～59年）［杉山 1982］，
フビライ・大ハーン（在位 1260–1301年）時
代の元朝による南宋攻撃と江南征服（1267～
1276年）などがある。
「内戦」とは，各ウルス間または王族間の
戦争を意味し，モンゴル軍同士の戦闘である
ことを特徴とする。内戦後に生じる政治勢力
の対立は，最終的にはジュチ・ウルス，フラ

2） 本稿で，主に使用する史料は，モンゴル時代研究の基本史料である『モンゴル秘史』，ジュバイニー
『世界征服者の歴史』，ラシード・ウッディーン『集史』である。主要史料のテキストの略号と研究
は本稿末尾の参考文献参照。これらの史料を含めたモンゴル時代史研究の基本的文献については本
田：535–594参照。モンゴル帝国の通史は，ドーソン・佐口 1968～ 1979を参照せよ。

3） その結果，黒海の北からアラル海の北に広がるキプチャク草原（dāsht-i Qipchāq）にキプチャク・
ハーン国とよばれる巨大なジュチ・ウルスが成立した。

4） イスマイル派を攻め滅ぼし（1256年），バグダードのアッバース朝カリフを殺し（1258年），シリ
アをガザに至るまで征服し（1260年），西アジアにイル・ハン国とよばれるフラグ・ウルスが形成
された。
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グ・ウルス，チャガタイ・ウルス，大元・ウ
ルスの 4国家の並立にいたる帝国の分解を引
きおこした。
モンケの死後 1260年に相次いでカラコル
ムおよび上都で大ハーンとして即位したア
リク・ブカとフビライ間の戦争（1260–1264
年），1262年フラグ（イル・ハン在位 1260–
65年）とベルケ（キプチャク・ハーン在位
1257–66年）との間に初めての衝突が起こり
14世紀の初めまで時に再開されたジュチ・
ウルスとフラグ・ウルスとの戦争，フラグ・
ウルスのアバガ・ハーン（イル・ハン在位
1265–82年）がホラサーンに侵入したチャ
ガタイ・ハーンのバラクを打ち破った戦争
（1270年），大ハーン・フビライの元朝に対
してチンギス・ハンの弟たちの一族が戦いを
挑んだ「ナヤンの反乱」（1287年），途中「シ
リギの反乱」（1277年）をふくむカイドゥ王
国と元朝との「40年戦争」（1268–1305年）

［村岡 1985, 1999］などがある。
征服戦争は，元朝の江南征服を除いてほ
ぼ 4代目大ハーン・モンケの時代までに行わ
れ，内戦はモンケの死以降に発生した。モン
ケ・大ハーンの死を境にモンゴル帝国は分解
過程にはいった。
以上の三つの戦争の相を前提として，まず，
部族戦争期の，遊牧民であるモンゴル人の軍
隊と戦争について考察しよう。

Ⅰ. 部族戦争時代の遊牧民の社会と軍隊

1. 遊牧民の「家」と財産と相続
モンゴル帝国軍の中核を担った騎馬軍団の
将校たちおよび兵士たちは遊牧民である。彼
らは，植物栽培による農業生産を基盤とする
定住民社会とはまったく異なる，遊牧という
形態で行われる牧畜業を基盤とした，常に移

動する人びとと家畜の群れからなる遊牧民社
会を形成してきた。
遊牧とは，冬期に寒さと牧草の欠乏から
家畜を護るために長期間とどまる冬営地
（qishlāq）と暑さを避けてとどまる夏枯れの
ない豊かな牧草地の夏営地（yaylāq）との間
を家畜の群れを追って 1年周期で循環移動
する牧畜である5）。遊牧民は，固定家屋をも
たず，1家族または数家族の人間集団を一単
位として家畜の群れと共に季節移動の生活を
おくる人々である。家財道具一切を携えての
移動のたびごとに建てられる天幕の生活であ
る。植物栽培とは異なり，家畜の群れは 1日
たりとも放置しておくことはできないので，
一つの群れをいくつかの群れに分けて毎日放
牧に逐っていく「日々の移動」は欠かせない。
それには少なくとも小分けにした群れの数だ
けの牧夫が必要である。また，移動する天幕
または天幕群は，移動する群れ全体のベー
ス・キャンプとしての役割を持つ。家畜の群
れがそこにいる間，搾乳や悌毛や屠殺が行わ
れる。そこは乳製品や毛織物やフェルトなど
の遊牧「産品」がつくられる小さな工場であ
る。このベース・キャンプで働くのは主に遊
牧民の女性たちである。
遊牧民の家族世帯，牧夫，群れ，天幕そ
の他の諸施設を含めた全体を仮に遊牧民の
「家」とよんでおこう。

1253年にカラコルムを訪れ，翌年モンケ・
大ハーンに謁見したルブルクのウィリアム修
道士はキプチャク草原のモンゴル人の季節移
動について次のように述べている。

　タルタル人の各首領は，その支配下の人
びとの多寡に応じて，自分の牧地の境界，
および，冬，夏，春，秋に自分の家畜群を
放牧すべき場所を知っております。冬には

5） 家畜は，モンゴル高原では羊が一般的であった。1221年に内モンゴルの地をおとずれた趙珙は，『蒙
韃備録』に「モンゴル人の土地は，水と草が饒で羊や馬の飼養に適している。―中略―かの国
において，一頭馬を持つ者は，必ず六，七頭の羊を所有しており，百頭の馬を所有する者は六，七百
頭の羊群を所有しているとのことである。」と述べている［『蒙古史料』：447］。
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南方のより暖かい地域へ降り，夏には北方
のより涼しい地域へ昇っていくからです。
冬，そこに雪が積もっておれば，その雪が
水を供給してくれるので水のない牧地へ家
畜を追っていって放牧します［カルピニ・
ルブルク：138, Rubruck: 72］。

冬営地，夏営地を含む一定範囲の遊牧移動
圏のことをトルコ語でユルト yurt，モンゴ
ル語でヌトゥク nutuγという［『秘史』1: 10, 
Doerfer 1975: 212–216］。
遊牧民の生産活動の単位は家族であり，家
族単位で家畜の一群を管理し，遊牧させてい
たと推定されるが，モンゴルでは当時の家族
の形態は一夫多妻制であった。1246年から翌
年にかけてモンゴリア6）に滞在したプラノ・
カルピニのジョン修道士は次のように伝えて
いる。

〔モンゴル人は〕どの男も，その養える
かぎりの妻をもっています。100人ももっ
ている者がおれば，あるいは 50人，べつ
のものは 10人さらにはもっと多く，また
はもっと少なく，という具合です［カルピ
ニ・ルブルク：8］。
タルタル人が 1人で多くの妻をもってい
るときには，それぞれの妻が自分の住居と
世帯をもち，その夫は，1日は 1人の妻と
飲食・寝床を共にし，あくる日はべつの妻
とともにします。しかし，それらの妻のう
ち 1人が主たるもので，夫はほかの妻より
余計にこの妻のもとにとどまります［カル
ピニ・ルブルク：23］。

ウィリアム修道士は，フランス王ルイ 9世
に提出した報告書において，モンゴル人王侯
の妻たちについて次のように述べている。

〔ジュチ・ウルスの〕Baatu（バトゥ）の
夫人は 26人いて，その 1人 1人が一軒の
大きい家のほかに，その背後に立てられた
小さいのを幾軒かもっています。その小
さい方の家々は，まあ部屋といってもよ
く，そこには夫人の従者どもが住んでおり
ます。これらの家々に，それぞれ，たっ
ぷり 200台はある車が付属しているので
す。家を張るときは，第一夫人が一番西の
端にその住居（curia）を建て，ほかの夫
人たちは序列にしたがって，その後に順々
に建ててゆくので，最後の夫人は一番東の
端に来るということになります。ある夫人
の幕営から次の夫人のそれとのあいだに
は，石を投げたら届くくらいの間隔があり
ます。こんな具合で，富裕な一モンゴル人
（Moal）の宮廷（l curia）は，まるで大き
な町のように見えるかもしれませんが，お
そらくその中には男はごく僅かしかいない
と思われます［カルピニ・ルブルク：140, 
Rubruck: 74］。
こうして私どもは，エティリア川から三

日行程はなれたところで〔バトゥの息子の〕
サルタクに会いました。その宮廷（curia）

は私どもには非常に大きいように思われま
した。というのは，サルタクには 6人の
夫人があり彼といっしょにいた長子にも
二，三人の夫人があるほかに，その夫人た
ちがてんでに，大きな家を一軒と，おそら
く 200台にのぼる車をもっているからで

6） 当時，現在のモンゴル高原の地がなんとよばれていたのかわからないが，本稿では東の大興安嶺山脈
と西のアルタイ山脈に囲まれたほぼ今日のモンゴル国の領域にあたる地域をモンゴリアMongolia
とよぶことにする。モンゴルという固有名詞を地域名にまで使うと混乱が生ずるおそれがあるから
である。ラシードは，時にMoghūlistānという言葉を使っているが，その言葉がさす範囲を明ら
かにできなかったので使用しない［Rashīd 8: 276, 279, 281］。また，カルピニ，ルブルクはハンガ
イ山脈の北に位置するカラコルムを訪れ，そこで大ハーンに会っている。そこがモンゴリアおよび
帝国の中心と見なされていたに違いない。
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す［カルピニ・ルブルク：170, Rubruck:
114］。

妻たちが天幕（家）とそれぞれの家財道
具と世帯をもち，それらが集まってベース・
キャンプを形成し，それぞれのユルトの中を，
家畜を放牧しながら季節移動するという当時
のモンゴル人の基本的な「家」の形態は王侯
貴族も同じであった。
さらに，ウィリアム修道士はバトゥの宿営
について次のように述べる。

　〔旧約聖書の〕イスラエル人
びと

は誰でも，
「神の幕屋」（Tabernacle）のどちらに自分
の天幕を張らなければならないかを知って
いたように，これらの人々は住居を車から
おろしたさい，その〔宮廷である〕住居
（curia）のどちらがわに位置すべきかわ
かっております。彼らの言葉で，宮廷のこ
とをオルダ ordaといいますが，これは「真
ん中」という意味です［カルピニ・ルブル
ク：184, Rubruck: 131］。

最後の文は，トルコ語の orta「真ん中」
と混同した修道士の誤解であり，トルコ語
ordu/orda，モンゴル語 ordoは，君主の住
居すなわち宮殿と君主の宿営の二つの意味が
ある［Clauson 1972: 203–4］。遊牧民の君主
は宮殿など造営しないから，オルドとは君主
の居る天幕のことであり，夫人の居ない天幕
に君主が住むことはなく，また天幕はそこに
住む夫人のものであるから，オルドとは夫人
とその世帯が共に住む天幕をさす。

2番目の意味は，君主が駐留している場と
しての，夫人たちの全オルドおよび所有する

家畜も含めた付属施設全てを指し，一般の遊
牧民の遊牧活動におけるベース・キャンプを
指す。それは常に移動しているから宿営とか
campと訳される7）。君主の宮廷，オルドと
は遊牧民の「家」の大きなものなのである。
遊牧民にとって，財産は家畜と人である。
遊牧民の基本的な財産は家畜であるが，家
畜を大量に所有することは，家畜を遊牧させ
る技術を持った人間を群れの規模に見合った
数確保しないかぎり不可能である。家畜の群
れは 1日として放置することはできないから
である。また，もしも家畜資産が最低限度数
（それぞれの単位の 1家族に対して約 20頭
から 40頭）を下回ったとすれば，隣の部族
の家畜を奪う必要が出てくるが，たとえ大量
に奪ってきたとしても，この戦利品は貯蔵す
るということがまったくできない。奪ってき
た家畜は遊牧のためにただちに分配されなけ
ればならない。もし財産の家畜を増やそうと
すれば人を増やさねばならないのである。遊
牧民にとって，人は所有する財産の大きな部
分を占めている［Fletcher 1986: 15］。

12世紀の部族戦争の時代，モンゴリアの
遊牧民社会には，「奴隷」bool，「私有財産
の奴隷」emčü boolや，「隷民」と訳されて
いる haranなどの言葉があった［『秘史』1:
38, 42,『秘史』2: 178, 187–188］。ペルシア語
史料には，モンゴル語の「世襲奴隷」ötägü
boγolという言葉が現れる［Rashīd 6: 130］。
また，夫人たちのオルドにいた「家の子」（モ
ンゴル語 ger-ün köüd，トルコ語 ev-oγlān）も
隷属的な人々であった［『秘史』3: 72–73］8）。
チンギス・ハンの母がオルドにおいて養った
部族戦争の孤児たちが「家の子」とよばれ，
後にチンギス・ハンの親衛隊長，千戸長にな

7） モンゴル帝国時代におけるモンゴル人君主たちの季節移動については，本田 1991: 357–381「イル
ハンの冬営地・夏営地」参照。

8） ペルシア語史料中には，トルコ語形が，īv-ughlānという形で出る［Rashīd 2: 195, Rashīd 6: 259,
Rashīd 8: 115, 593］。漢文に現れる「怯憐口」は ger-ün köüdの音写で，この語がチンギス・ハ
ンの 4大オルドや元朝のフビライのオルドが管轄する人間集団の名称として現れるのは興味深い
［箭内 1930: 720, 724］。
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り，「功臣」とよばれる帝国の遊牧貴族となっ
たことはよく知られている［本田 1991: 13］。
富裕なモンゴル人たちは，こういった奴隷，
隷属民を牧民としてだけではなく家内奴隷と
しても使っていた。一般の遊牧民の「家」に
も彼らは存在していたと考えられる。これら
の奴隷，隷属民は，大部分が自分の「家」を
失い，他の「家」に寄食せざるを得なくなっ
た人々であろう。
部族戦争は遊牧社会組織を流動化させ，大
小様々な「家」の解体・再編成をもたらし，
結果においてではあるが，遊牧資産の再分配
をもたらす。
大規模な部族戦争においては，「時として
敗者が早く勝者に服従して，そのために部族
がいわば本領ともいうべき部民の安堵を許さ
れる場合もあるが，一般には勝者によって人
民の分配が行われて，敗北した部族は滅亡す
るのが普通である。」［植村 1941: 2］。
ラシードは，チンギス・ハンがケレイト部
のオン・ハンに略奪した財産を分配したこと
を述べている。

私は，―中略―，メルキト部族を
略奪した。彼らの家畜の群れ（galle va 
rame）と天幕（khar-gāh）とオルドと美
しい着物（jāma-yi nīkū（ ）を奪い取って，
あなたにさしあげたではないか［Rashīd 1: 
220–221, Rashīd 8: 389］9）。

本田 1991: 49は，人の分配について，『秘史』
を引用しつつ次のように述べている。

チンギス・ハンは自分に敵対した諸部族
を容赦なく誅滅したが，戦闘は一面におい
て「国

クニタミ

民ヲ聚
アツ

メ合
ア

フ」ための手段であり，
捕虜を親兵達と「分

ワ

ケ合
ア

」ったのである。
『元朝秘史』によれば，ジュルキン部に就

いて「カカル勇
ユウ

アル民
タミ

ヲ成
チ ン ギ ス カ ガ ン

吉思合罕ハ降
マツロ

服
ハセテ，主

ジユルキンウジ

児勤氏アル者
モノ

ヲ滅
ホロボ

セリ。彼
カレラ

等ノ
民
タミ

ヲ部
ブラ ク

落ヲ，成
チ ン ギ ス カ ガ ン

吉思合罕ハ己
オノ

ガ昵
ジツキン

近ノ民
タミ

ト
ナシタリ」とあり，タタル部に就いてチン
ギス・ハンが「御

ミオヤ

祖ナル父
チチ

ノ讎
アタカエ

復シテ怨
ウラミムク

報
イテ，車

シヤカツ

轄ニ比
クラ

ベテ屠
ホフ

リテ殺
コロ

シテ与
アタ

ヘン。
絶
タ

ユルマデ屠
ホフ

ラン。残
ノコ

レルヲ奴
ヌ ヒ

婢トセン。
各
オノオノ

ニ分
ワ

ケ合
ア

ハン」と言ったとし，ケレイ
ト部に就いて「カク客

ケ レ イ ト

列亦惕ノ民
タミ

ヲ屈
クツプク

服セ
シメテ各

オノオノワ

分ケテ虜
トラ

ヘサセタリ」とある。敵
対者はことごとく殲滅されたのではなく，
降服する者もあり，捕虜とされる者もあっ
たのである。降服者や捕虜は戦功者に与え
られた。

人を含めたこれらの財産は，相続される私
有財産と見なされた。モンゴル語の「所有物」
「私有財産」を意味する emčüは，ペルシア
語文献に īnjū/īnchūと出るトルコ語の inčüで
ある［『秘史』1: 311–12, Doerfer 1965: 220–
225, Clauson 1972: 173, Ligeti, Kara 1991: 
265, 293（梯巳 emčü=property）］。この語は，
もともと遊牧民の家族・氏族の所有する財産
を意味し，とくにその首長の私有財産の意味
であった。『秘史』でモンゴル語として使わ
れる場合，対象は常に人を意味する。emčü 
boolはすでに見たが，上の本田の引用の
「己
オノ

ガ昵
ジツキン

近ノ民
タミ

」は emčü irgenの訳，また
チンギス・ハンはケシクとよばれる自分の親
衛隊を emčü kešigtenといっている［『秘史』
1: 302,『秘史』2: 219,『秘史』3: 64］。
また，財産に関する言葉として，qubiと
いう言葉がある。意味はもともと「部分」「一
部」，そこから「取り分」「分け前」の意味で
使われ，遺産の取り分の意味をもつ［『秘史』
1: 34, 40, Doerfer 1963: 422–423］。動詞は，
「分ける」qubiya-で，引用の「分

ワ

ケ合
ア

ハン」
は qubiyaldu-である。

9） 『秘史』2: 161の対応部分では，このチンギス・ハンの言葉は「彼らのあまたの群（aduu）や宮室
（ordo ger）や，彼らの田穀類（tariyad）まですべてを奪い取って」となっている。
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emčü qubiは「己が身ひとりの力にて獲
たる，集め置きたる人口，馬匹のいかほど
か」のうちの自分のものとなった取り分を指
し，qubi kešig（kešigの意味は「部分」「一
部」）は，「己が父より譲り受けたる」とある
から遺産の相続分を意味し，内容としては前
文と同じく「人口，馬匹」であろう［『秘史』
3: 41］。
以上，当時のモンゴリアの遊牧民にとって，
財産・資産とは主に家畜群と人であり，土地
はかれらにとってユルトとしての意味しかも
たない。
やや先走るが，後に行われる征服戦争にお
いても，その目的は土地ではなく人である。
拙稿において，征服地における人口調査につ
いて述べたが，戦争目的が人の獲得であるな
らば人口数の把握は当然のことでなければな
らない。また，それは得られた人口を一族の
あいだで qubiとして「分

ワ

ケ合
ア

ハン」がため
には必要不可欠なことであった。
さて，次に遊牧民における「家」はどのよ
うに相続されていくのであろうか。qubiと
いう言葉の使いかたからすると分割相続が一
般的であったようだ。
ラシードによるモンゴル人の相続について
の言説を引用する。

　〔トゥルイ・ハーンはチンギス・ハンの
4番目の息子であり，父の〕ユルト，オル
ド，財産（amwāl），宝庫（khajīna），騎
兵軍団（īr-akhta），アミールたち，ネケル
nökörたち，チンギス・ハン自身に属す
る軍隊（lashkar-i khāṣṣ-i Chīnggīz-khān）
は全て彼のものであった。なぜならば，モ
ンゴル人，トルコ人の昔からの慣習は，父
は生前に上の息子たちに，財産，家畜の群
れ（galle va rame）と従者（tabac）を分
け与え，残ったものは末の息子に属すると
いうものであったからである。末の息子を
オッチギン otchigīnという。その意味は，
家の火といろりを持つ子という意味であ

る。つまり，それは，家の基礎は彼にある
ということを示している［Rashīd 3: 213,
Rashīd 8: 784, Doerfer 1963: 155–59］。

相続について，ウィリアム修道士も同じこ
とを伝えている。

　このこと（モンゴル人は，死後妻は初め
の夫のところに帰っていくと信じているこ
と）から，誰かが死ぬと，その息子の一人
がときとして，父の妻たち―自分の実母
以外の―を残らずめとるという，実に恥
ずべきしきたりが生まれます。その理由は
次のとおりです。父母の住居（curia）は
つねに末の息子に相続されますから，その
末子自身が，父の家財ともども自分にひき
つがれた父の妻全部の面倒を見なければな
らないのです［カルピニ・ルブルク：153,
Rubruck: 131］。

すでに見たように，ここで住居とよばれて
いるのは，夫人の居る天幕のこと，君主の夫
人たちのオルドのことである。それらは財産
として相続されるのである。
また，修道士は，ハンガリーの Belegrave
という町から連れてこられた職人ウィリアム
親方は誰の所有かということについて次のよ
うに述べている。

　〔モンケ・ハーンの〕同母兄弟のうちの
末弟は，アラブッカ（アリク・ブカ）とい
う名ですが，カンは彼を自分の手元に置い
ています。彼はキリスト信徒であった，自
分たち兄弟の母の住居（curiam）に住んで
おり，ウィリアム親方はその奴隷なのです。
―中略―ウィリアム親方は，マング
（モンケ）の母が熱心に懇請したので，彼
女に与えられました。その母親の死後，ウィ
リアム親方は，彼女の住居に付属するその
ほかのものすべてとともに，アラブッカの
手にうつって，その持ちものとなり，さら
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にアラブッカを通じてマング・カン（モン
ケ・ハーン）の目にとまったのです［カル
ピニ・ルブルク：260–261, Rubruck: 223–
224］。

この住居とは彼等の母のソルコクタニのオ
ルドである。
初代イル・ハンのフラグは末弟ではなかっ
たが，フラグの大ハトゥンであり，キリスト
教徒として有名なケレイト部族出身のドグ
ズ・ハトゥンは「父（トゥルイ）のハトゥン」
であった［Rashīd 5: 6–7, Rashīd 8: 963］。
モンケは，自分の大ハーンへの即位に反対
してクーデタを企てて粛正されたオゴタイ家
の王族のうち，クーデタに参画しなかったオ
ゴタイの第 2子キョテンの 3人の息子「それ
ぞれに，カーアーン（オゴタイ）のオルドと
天幕のうちから，1オルドをそれぞれの夫人
たちと共に賜った。」という［Rashīd 3: 307, 
Rashīd 8: 842］。
理念型としてのモンゴルの相続は，兄たち
は，それぞれ財産を分与されて新たな遊牧民
の「家」をつくり，新たなユルトを得て独立
していき，末弟が父の家を引き継ぐ。「家」
とはこのようにして発展していくべきもので
ある。君主や富裕な牧民の間で見られるよう
に，隷属的な牧夫や使用人に新たな「家」が
分与されることもあったであろう。このよう
にして展開・発展していった複数の「家」は，
血縁関係を持つ父系親族集団としての氏族を
形成する。
しかし，これは神話的，伝説的過去におけ
る理念型であり，理想としての「家」の発展
であるにすぎない。後で見るように，妨げる
もののない強大な権力を得たチンギス・ハン

は上の原則に従って子供たち，弟たちに遺産
を分割したが，実際には新たな「家」をつく
ることが可能なほどの家畜や人を所有する富
裕な遊牧民は少数であった。また，当時のモ
ンゴリアは，牧民を増やしたところで家畜の
増殖はたいへん難しかった10）。したがって新
たな「家」の創設は元の「家」の細分化を意
味するだけである。また，たとえ「独立」し
たとしてもユルトの問題がある。他の群れの
ユルトに侵入せざるを得ないからである。
これらの問題は，当時，一般には部族戦争
によって解決されていたに違いない。部族戦
争の勝者が，他の「家」集団を解体し人と家
畜群を得ていたことはすでに見た。そのこと
によって新たなユルトも得られる。分離・分
散よりも強制的な統合が一般的傾向であった
と考えられる。また，「家」の家畜と人とユ
ルトを守るためにはむしろ団結して戦わねば
ならなかった。

2. 遊牧民の「家」と氏族と部族
多くの「家」がまとめられ，ユルトと財産
をまもる戦争のためにその内部から徴発され
た軍隊をもつようになった遊牧民の集団が部
族である。
部族戦争時代のそれぞれの部族がどのよう
に形成されてきたのかは伝承（神代にまでさ
かのぼる）によって説明され，それらの伝承
は，部族民が自分たちの部族をどのような集
団と考えていたかを示しているだけである
が，そういった伝承が豊富に存在すること自
体が 12世紀後半のモンゴリアに成熟した遊
牧部族社会が形成されていたことを示してい
る。また，モンゴル，ケレイト，ナイマン，
タタールなどの名を持つ巨大な部族連合も存

10） 遊牧が行われているところは一般的に厳しい自然条件であり，モンゴリアの場合，特に冬の寒さと
雪は家畜の増産をほとんど期待させない。モンゴリアの遊牧民経済の脆弱性，特にゾド зудとよば
れる「寒害」「雪害」によって今日でも何年かごとに大量の家畜が死に，家畜を殖やしていくこと
はほとんど不可能であることについては，原山 1982が明確に述べている。このゾドという言葉は，
トルコ語 yutのモンゴル語形  udの変化した語であること，yutが当時の文献にしばしば現れるこ
とについては Doerfer 1975: 209–211参照。
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在しており，それらは一部族の部族長であり
かつ部族連合全体の首長に率いられていた。
モンゴル部族連合のように，連合全体の首長
を含む部族長たちは一つの父系親族集団に属
している場合が多い。すなわち上に述べた氏
族の単位家族の一個一個が部族となっている
と考えられているのである。当時の人々は部
族も大な父系親族集団であると信じていたの
である。
フレッチャーは，「部族（tribe）が，社会
の基本的構成単位である。」として，次のよ
うに述べている。

　一般民（haran）も含めて，部族の全て
のメンバーは，伝承によって一人の先祖の
子孫たちと見なされていた。特別緊密であ
るのは，指導的役割を果たす家族の血縁関
係である。彼等は一般的には高貴なる生ま
れの人たちと考えられていた。指導的役
割を果たし，また高貴なる生まれとされ
る家族は，部族血縁関係システム内の氏
族（obogh）と枝氏族（yasun（ ）を示す姓

かばね

を
もっており（一般民が oboghと yosunに属
するかどうかはわかっていない），それら
の中でも最も有力なのは，慣習的に部族
長（noyanまたは beki他の称号）がそこ
から選出される最も主要な血統家系である
［Fletcher1986: 16–17］。

世襲的にノヤンとかベギとよばれる部族長
が選出される家族は遊牧貴族家系と位置づけ

られ，選ばれた部族長は部族の領主と考えら
れ，部族軍の総司令官となる。
ラシードの『部族誌』（Rashīd 6）は，大
小それぞれの部族を，部族連合も含めてア
ラビア語の qawmとよんでいるが11），当時
のモンゴリアでは部族は aimaq/oimaqと
よばれていた［Doerfer 1963: 182–186,『秘
史』2: 64（「部落」と漢訳）, 68–69, 『秘史』3:
232］12）。この言葉は，後述する従来の部族と
は異なるチンギス・ハンによって新たにつく
られた部族であるミンガンmingγg an（「千」・
「千戸」）もさしていた。また，元時代の漢文
に，「投下」と書かれる集団は「愛馬」とも
書かれ，それは aimaqの音写で，部族を意
味する13）。
また，ラシードの部族や部族連合の説明に
は冬営地，夏営地の場所やユルトの所在が書
かれている場合があり，共通のユルトをもっ
ていたと思われる。
軍隊としての部族を意味する言葉として，
モンゴル語 kürien（漢語訳「圏子」）がある
［Doerfer I: 477–480, 『秘史』1: 142, 150–152,
Rashīd 8: 389］。kürienに関しては，『秘史』，
『集史』，『聖武親征録』に記録のあるチンギ
ス・ハンの「十三翼の戦い」（翼とは kürien
のこと）を分析した有名な本田の論文がある
が［本田 1991: 1–16, 『秘史』2: 269–78, Rashīd
1: 147–56, Rashīd 8: 327–331,『蒙古史料』：
19–30］，部族と部族軍の関係の観点からもう
一度史料にあたってみよう。
ラシードはつぎのように述べている。

11） このほか shucba, shacbが，支部族という意味で使われ，ペルシア語の gorūhも同じ意味である。
cArabc の部族を指すアラビア語 qabīlaはあまり使われていない。

12） 『集史』においても，qawmとならんで ōymāqという形が使われている［Rashīd 5: 456, 542, 544,
547］。aimaqはモンゴル語とされるが，語源も北アジアでいつ頃から使われるようになったかも
わかっていない。しかし，同じものを指す後述する「投下」という言葉は，「頭下」として契丹族
の遼時代（916–1125年）の漢文史料中にあらわれている［村上 1993: 1–4, 岩村 1962: 127］。

13） 一般的に「投下」とは，チンギス・ハンの建国に功あった「功臣」とされる将軍（ノヤン）および
彼の配下の部族集団をさす。チンギス・ハンの一族に属する諸王，皇妃，公主，附馬たちおよび彼
等の配下の人間集団をさす「位下」という言葉もある。これらの語はあくまでも首領とその配下の
人間集団を指す語であり，それ以外のことを指さないことに注意しておく必要がある。「投下」と「愛
馬 aimaq」は同義であることは，村上 1993: 30, 37注（24），岩村 1962: 129–130参照。
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その時代（チンギス・ハンの 7世代前），
その諸部族の支部族や種類についてはすで
に説明した Dürlügin（平民のモンゴル人）

に属するジャライル Jalāyirとよばれるモ
ンゴル人のいくつかの部族（qawm）が，
ケルレン地方に 70 kūrānいた。kūrānと
は，平原に多くの天幕（khāna）が輪状と
なって野営するとき，その輪のことをいい，
その時代は，このように野営した 1,000の
天幕のことを 1 kūrānといった。この意味
において，その部族は 7万天幕の規模で
あった［Rashīd 1: 21, Rashīd 8: 230］。

kūrānの意味は輪（khalqa）である。昔，
部族（qawm）がある場所に野営すると
き，輪のようになり，彼らの長（bozorg-i 
īshān）は，輪の中心点に位置した。これ
を kūrānといった。今の時代においても，
敵の軍が近くにいる時は，敵やよそ者を中
に入れないように，彼らはこの形態で野営
した［Rashīd 1: 150–51, Rashīd 8: 329］。

kürienとは，当時の部族間戦争の臨戦の
陣形であった。特定の部族に属する遊牧民た
ちが，日常的に部族とどのように関わってい
たのかははっきりしない14）。しかし，大規模
な部族戦争においては，すべての「家」が軍
司令官としての部族長の「家」を中心に集合
し戦いに臨んだのである。
岩村は，漢文史料から，「モンゴルの遠征
には貴賤ともに家族を伴い，動産は携えてい
くのが常例であった。そして，宿営の時には，
テントを立てたり，取り払ったり，食事をと

とのえたり，また武器，馬具，衣服，テント
その他のものの制作や修理は，みな夫人の
任務であった。」と述べている［岩村 1968: 
230–31,『蒙古史料』：454］。
戦闘が行われるさいには，兵士が出たこれ
らの「家」は後方に残り，auruγ（モンゴル
語）を編成した。この語は，もともとトルコ
語 ağrukで，「重い物」「重たい荷物」「家具」
の意味であるが，それは，遊牧民にとっては，
男たちが群れを連れて放牧に出た後に残され
た「家」をさし，同様に，兵士が出た後に残
された家族集団，戦闘部隊が出たあとの部族
を意味するようになったものである。軍制上
では，「本営」とか「輜重」とか「兵站部」
とか「留守部隊」と訳され，そうした役割を
果たした［Clauson 1972: 90, Doerfer 1965: 
496–97, 『秘史』1: 297, 304–305］15）。auruγ
は，部族戦争の記述においてはきわめて一般
的に見られる語であり，しばしばオルドと一
緒に現れるのは当然であるが，征服戦争にお
いても「本営」や「移動する補給基地」を意
味する言葉としてやはりオルドとともにしば
しば現れる。モンゴル騎馬軍団のきわめて優
れた機動性と補給なしの長距離遠征が可能な
ことの秘密はこの auruγにあるのである［岩
村 1968: 245–54］。また，大規模な部族戦争
における auruγの存在は，部族が全体とし
て一つの軍隊として活動していることを表し
ている。
子年（1204年）の事件としてラシードは
次のように伝えている。

14） 『秘史』1: 124, 127, 134, 200には，遊牧民の「集落」をさす ayilという語が出る。モンゴル語 ayilは，
トルコ語の ağılで，もともとの意味は「家畜の囲い」，そこからそういった囲いのそばにある天幕
の集落を指した［Clauson 1972: 83, Doerfer 1965: 83–84］。ayilとは，ひとつの「家」またはなん
らかの理由によって共に遊牧を行うようになった複数の「家」の天幕からなる可視的な集落をさし
たものである。部族とか氏族が観念的な血縁共同体をさす言葉であるのに対して，現実の遊牧活動
を行っていく上での経済的・経営的必要性から成立した生活を共にする（期間は短期的かもしれな
い）天幕共同体の「テント村」を指す。『秘史』の用例からすれば一部族中に複数存在していたよ
うである。また，近代のカザフやキルギス遊牧民社会において，「集落」「部落」を awlというが，
同じ言葉である。

15） ペルシア語では，aghrūq, āghrūq, ūghrūqの形で現れ，漢文では「奥魯」と音写されている。
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　チンギス・ハンは，彼ら（降服してきた，
ウハズ・メルキト部族）を，百戸（ṣada）
ごとに分け与え，（その残りに）シャフネ
shaḥnaをおいて，aghrūq（複数）に残し
ていった。ところがチンギス・ハンが出立
すると，彼らは再び敵対して，aghrūq（複
数）を略奪した。aghrūqに残っていた人々
全てが集まって戦い，彼らに奪われたも
のを取り返した。その部族は逃れ去った
［Rashīd 2: 8–9, Rashīd 8: 419］16）。

また，チンギス・ハンは中央アジア遠征出
発に際して，「皇妃のうちからクラン妃を連
れて，進み，弟らのうちのオッチギン・ノヤ
ンに〔モンゴリア本地の〕yeke auruγ（大本
営）を委ねて出馬した。」［『秘史』3: 199］。
西アジア遠征部隊を率いたフラグ・ハーン
は，第三ハトゥンのグユク・ハトゥンとその
オルドをその子のジュムクルと共にモンゴリ
ア（Moghūlistān）に残した。「ジュムクル
は，グユク・ハトゥンから生まれた。―中
略―フラグ・ハーンは，イランの地に向
かったとき，彼をオルド（複数）と共にモ
ンケ・ハーンのもとに残し，他の aghrūq
（複数）を伴った［Rashīd 5: 9, Rashīd 8:
965］。」とあるが，別の箇所では「フラグは，
自らの aghrūqをモンケ・ハーンのもとに残
していった。アリク・ブカの争乱の際，ジュ
ムクルはアリク・ブカ側にたった［Rashīd
5: 105–6, Rashīd 8: 1064］。」となっており，
aghrūqとオルドが交代して現れている。
部族の規模はどうであったのだろうか。上
述のジャライル部族 7万などという数は考
慮する必要はないが，チンギス・ハンによっ

て新たにつくられた部族が，千人の兵士を
出すことを前提にミンガンmingγgg an（「千」
「千戸」）とよばれ，また，かつて部族では
1kürienは 1,000の天幕からなっていたとさ
れている。これは，前者すなわちmingγgg an
「千」から逆に昔の部族の天幕数が推定され
たと考えるべきだろう。当時の一般的な部族
と部族軍の規模は，1天幕から一人の兵を出
すことを前提にして，千天幕程度，千人程度
の部隊と考えられていたことを示している。

Ⅱ. チンギス・ハンによって創られた
新しい部族と軍隊

1. チンギス・ハンの軍制と新編成の部族制度
まず，チンギス・ハンの新モンゴル国家の
誕生とは，既存の多くの部族と部族軍が解体
され，そこに属していた遊牧民たちの新しい
遊牧国家を構成する新部族と征服戦争をにな
う組織的な軍隊への再編成であったことを，
本田の論文［本田 1991: 17–52「チンギス・
ハンの千戸制」「チンギス・ハンの軍制と部
族制」］に依りつつ再度確認しておく。解体
を免れた部族や部族連合も存在し，また解体
された旧部族，旧部族連合の名称が史料中に
後世まで使い続けられ，研究者もそれを無批
判に踏襲しているという事情もあって，いま
だにモンゴル国家誕生における新部族編成の
歴史的意味が充分に理解されているとは言え
ないからである17）。
部族戦争の最後の段階の 1204年にチンギ
ス・ハンによって十進法区分軍事編成をもつ
軍隊が新しく編成された。

16） 『秘史』2: 308–09, 316のこの記事の対応部分では，auruγにいた kötöčin（漢訳「家人」）なる人々
が戦ったことになっている。

17） 植村 1941: 3は，「ある時代に強大だった部族は，次の時代には跡形もなくその姿を没している。
―中略―偶々前代に聞こえた名が残っているのは，大抵は部族長其他の出自を示すような個人
的のもので，部族全体には関係のない偶然的なものである。名称の一致によつて，疑つた部族の同
一であることを認めるのは，誤りも最も太だしいものである。」と警告している。集団の名称の由
来と，集団の成り立ちの歴史は別物であり，集団の名称はより古く由緒ありそうなものが選ばれて
いることが多い。
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即ち，兵員数を数えて，千人隊に区分し，
この千人隊を更に百人隊，十人隊に分け，
それぞれ千人隊長，百人隊長，十人隊長を
任命したのである。―中略―千人隊長
は主として親兵達が任命された。彼等は征
戦の度毎にチンギス・ハンより分

ク ビ

前の捕虜
人口を得，遊

ヌ ト ッ ク

牧地を設定して貰った。千人
隊長を領

ノヤン

主とし，捕虜人口を内容とする新
しい部

アイマク

落が形成された。言い換えれば，こ
の部
アイマク

落が千人隊の母体であり，部
アイマク

落の領主
は千人隊長に任命されることによって，千
人隊を自己の部

アイマク

落から提供することを義務
づけられた［本田 1991: 43］。

モンゴル高原統一後の 1206年の新遊牧国
家の樹立の大集会においては，チンギス・ハ
ンは，「国をともにうち立て，ともに仕えて
来たれる者たちには，ミンガンmingγgg an（千）

をミンガンとして，彼らをミンガンのノヤ
ンに任命し，恩賜の言葉を申し渡そう」と，
88人の千人隊長一人一人を指名し，彼等は，
「95のミンガンのノヤン」となった［『秘史』
2: 342–43］。「ここに西は陰山山脈に至る蒙
古高原にフェルトの天幕を営んで遊牧する民
はすべて何れかの千人隊長の指揮下にはいる
ことになった［本田 1991: 44］。」のである。

この部
アイマク

落は，千人隊長を領主とし，その
一族を上層部とし，捕虜人口を下層部とす
る複合部族であり，一定範囲の遊牧地を持
つものである。即ち千人隊の隊

ノヤン

長は，軍司
令官であり，部

アイマク

落の長であり，部
アイマク

落の領主
である。したがって千人隊は軍制の基本単
位であり，同時に親衛隊員を出し，新遠征
軍編成の割り当てに応ずべきものであっ
た。後には駅站費も千人隊単位で科せられ
た。チンギス・ハンの定めた千人隊はこの

ような軍事的，部族的，行政的機能を持つ
ものであった。―中略―
千人隊制度の成立によって旧部族体制は
崩壊し，新しい部族秩序が生み出された。
千人隊と表裏一体に形成された新部族は，
旧部族体制とは一応絶縁させられ，チンギ
ス・ハンの権威においてのみ，その存在理
由を保証された。新部族の長の貴賤は問わ
れなかった［本田 1991: 50］。

1204年には，チンギス・ハン自身の軍隊
であり宮廷すなわち多くのオルドからなる
「家」を守る親衛隊（ケシグテン kešigten18））

も整備された。

更にチンギス・ハンは 6人の侍
チ ェ ル ビ

従官を
任命すると共に，千人隊から千人隊長，百
人隊長，十人隊長及び彼自身の子弟の技
能・身材の優秀な者 1500人を選抜して親
衛隊に入れた。これは原初の親衛隊の面目
を一新したもので，夜間警護にあたる宿

ケプテウル

営
80人，昼間勤務の侍

トルカウト

衛 70人と箭
コ ル チ

筒士 400
人，及び勇

バアトル

士 1000人であった。各々の職
分を厳格に定め，3昼夜交代とした［本田 
1991: 43］。

1206年にはその規模は拡大され，宿営は
1,000人，箭筒士は 1,000人，侍衛 70人は勇
士 1,000人と合併されて 8,000人の侍衛とな
り，総計 10,000人の親衛隊となった。この
親衛隊は，yeke qol「大中軍」とよばれる。

95の千人隊は兵員によって計算すれば
当然 95,000人であり，これに親衛隊員
10,000人を加えれば 105,000人となる。
これが 1206年当時のチンギス・ハンの常
備兵力であった。親衛隊 10,000人という

18）kešigは，おそらくもとの意味は「分けたものの一部」で，「部分」「部隊」を意味するが，他の軍
隊と区別するために特に交代で勤務する親衛隊を指すようになったものであろう［Doerfer 1963: 
467–70］。
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数は太宗オゴタイ時代になっても変わらな
かったが，千人隊の方は，オイラト部の 4
つの千人隊と契丹軍・女真軍各々 10の千
人隊が編入されたので，チンギス・ハンの
没年時，その全軍の兵員数は 129,000人と
なった［本田 1991: 44］。

全軍 129,000人は必ずしも兵員数の実数で
はなく，129のミンガン（千・千人隊）の意
味である。この兵員数は，功臣のノヤン（ア
ミール）たちに遊牧の民を分け与えて創ら
せ，彼等が率いる軍隊を徴発させた，モンゴ
リアのそれぞれのユルトにおいて遊牧を行
なっている 100程の新編成の部族の存在を
前提としているのである。

2. 軍隊の分配・分与
次いで，これらの軍隊は息子たち，弟たち，
その他の親族たちに全て分け与えられた。
ジュバイニーは次のように述べる。

　オン・ハンのことが片付き，モンゴル諸
部族（qabāil-i Moghūl）が，ある部族は
選択的に，ある部族は強制的に，彼（チン
ギス・ハン）の命令と指令に服するに到っ
た時，彼はモンゴルとナイマンの諸部族
（qabāil wa aqwām）とその全ての軍隊を
上述の息子たち（ジュチ，オゴタイ，チャ
ガタイ，トゥルイ）に与えた。また，より
下の子供たち，兄弟たち，親族たちそれ
ぞれ全員にその軍隊の取り分をさだめた

［Juvaynī: tx. I, 30, tr. I, 41［ ］。

この 129,000人のうち，中軍，左右両翼軍
からなる 101,000人が遺産として，末子トゥ
ルイに与えられた。この軍隊は，チンギス・
ハンの親衛隊 10,000人を中軍（qol）として，
「右手のアルタイ山に拠れる tümän（万人隊）

（万戸）」の右翼軍 38,000人はアルラト部の
ボオルチュ千人隊長が万人隊長として率い，
「左手のカラウン・ジドン山（大興安嶺）に
枕せる tümän」の左翼軍 62,000人はジャラ
イル部のムカリ国王が率いていた［『秘史』3:
402, 406］。この記述から，左翼，右翼に属
する諸部族（ミンガン）にあたえられたユル
トのおおざっぱな位置が推定されよう。
また，28,000人がその他の息子と弟たち
に分与された。ジュチ，チャガタイ，オゴタ
イ，クルゲンの 4子にはそれぞれ 4,000人が，
末弟オッチギンには 5,000人，次弟ジョチ・
カサルには 1,000人，3弟カチウンには 3,000
人，生母オルン・エケには 3,000人が分与さ
れた。
そして，時期は不明ながら 3人の弟には，
当時のモンゴリア（Moghūlistān）の東のは
ずれ，大興安嶺の西斜面にそれぞれのユルト
が与えられた19）。同じく時期は不明であるが
3人の息子ジュチ，チャガタイ，オゴタイには
モンゴリアの西の境界アルタイ山をはるかに
越えたイルティシュ川流域からセミレチエ地
方にかけての地にそれぞれユルトが与えられ，
末子のトゥルイは父のユルトを受け継いだ20）。

19） 3人の弟たちへの分与数とユルトは，Rashīd 1: 86–89, 95, 97–98, Rashīd 2: 221–223, Rashīd 8:
276, 279–80, 280–81を見よ。ジョチ・カサルのユルトは，「やや北に寄った東のモンゴリアの内
部（dar andarūn-i Moghūlistān ast az jāneb-i sharq māil be shomāl）」の「アルグン（川）流域
（ḥudūd-i Ergänä）とキョケ・ノールKöke nāūr（フルン湖）とハイラルQaylār」にあり，カチ
ウンのユルトは，同じく東のはずれの「モンゴリアの内部」で，女真の地方に近く（be wilāyat-i
Jurche nazdīk ast），南の長城線近くにあった。オッチギンのユルトは，「東北にあり，その方面に
はモンゴル部族はまったく住んでいない程のモンゴリアの果て（aqṣā-yi Moghūlistān）」にあった。

20） 3人の息子たちのユルトの所在地は，ジュバイニーの記述［Juvaynī: I, 31, tr. I, 42–43［ ］およびチ
ンギス・ハン亡き後オゴタイが大ハーンとして即位したクリルタイに，オゴタイ，チャガタイ，
トゥルイがどこからやってきたのかを見ればわかる［Rashīd 3: 15–6, Rashīd 8: 635］。ジュチの
ユルトについては，Rashīd 3: 131, Rashīd 8: 731を参照。息子たちのユルトの所在地については
Barthold 1928: 392–3,杉山 1978も参照せよ。
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すでに見た遊牧民の遺産分けの原則が当
てはめられている。上の 3人の息子たちと 3
人の弟たちは，本家と同じような新しい「家」
と遊牧民の軍隊（部族）が与えられ，本家の
ユルトの東西の外側にユルトが設定された。
末子トゥルイ以外のそれぞれの王族たちは，
新天地を得て，新しい「遊牧国家」を営んで
いくことになった。
ジュチに与えられた軍隊について，14世
紀初めの状況についてラシードは「チンギ
ス・ハンは，〔既述の〕この 4人のアミール
を 4,000人の軍隊と共にジュチ・ハーンに与
えた。現在，トクタとバヤンの軍の大部分は
この 4,000人の子孫である。また，最近，彼
らに加わったルースやチェルケスやキプチャ
クやマジャルその他の軍隊によっても増加し
た。また，親族（āghā-o-īnī）間の争乱の中で，
幾つかの部族がその地に行った［Rashīd 2: 
216–17, Rashīd 8: 606］。」と述べ，遊牧民の
国家としてのジュチ・ウルス（キプチャク・
ハーン国）の発展をその軍隊の増加として描
いている。
また，チャガタイに与えられた軍隊につい
て，「チンギス・ハンは先に述べたこの二人
のアミールと名の知られていない二人のア
ミールと共に 4,000の軍隊をチャガタイに与
えた。現在はドゥワとともにいる彼の子孫た
ちの軍隊の大

オオモト

本（aṣl）はこの 4,000人であっ
た。彼らは，世代毎の増加によっても増え，
また，おそらくモンゴル以外の様々な部族か
ら人が加わることによっても増えていった
に違いない。」と述べている［Rashīd 2: 218, 
Rashīd 8: 607］。
後の大ハーン，オゴタイに与えられた軍隊
についても，大ハーンの権力と諸子，諸弟の
軍隊との関係，元朝と 40年にわたって戦っ
たカイドゥの軍隊とオゴタイ・ウルス（オゴ
タイ・ハーン国）との関係についての興味深
い記述がある。

チンギス・ハンは，上に述べた 4人の
アミールを全て 4,000の軍隊と共にオゴタ
イ・カーアーンに与えた。―中略―，
カーアーンの所有にかかる（be-khāṣṣe-yi 
Qāān tacalluq dāsht）全ての軍隊は，全
てこの 4つの千人隊（hezāre）の子孫たち
からなっていた。
彼が皇帝（大ハーン）になったとき，慣
習通り，ほかの諸子たちの軍隊は，彼の
指揮下にはいった（be-farmān-i ū bar mī-
neshastand）。息子のグユク・ハーンの時
代も同じであった。
しかし，オゴタイの子供たちが，彼の言
葉を聞かず，それを未熟なる自分たちの言
葉に変えてしまったので21），モンケ・カー
アーンが皇帝位に就いた時，〔オゴタイの
二番目の息子の〕キョテンKötänに属す
る軍隊以外の彼らに属する軍隊を分割・分
与してしまった。キョテンだけは常にモン
ケ・カーアーンと親交を保ち，〔忠誠〕心を
変えなかったからである。そして今日まで
キョテンの息子たちはカーアーンの下にひ
かえており，彼らの軍隊もそのままである。
一方，オゴタイ・カーアーンの一族

（ūlūgh）の軍隊は分割・分与されてしまっ
たので，カイドゥが集めた軍隊は大本（aṣl）
の軍隊ではなかった。というのは，カイドゥ
は，「アリク・ブカの争乱（bulghāq）」の
際にアリク・ブカの側に付き，彼が自らの
無能さの故に兄のクビライ・カーアーンの
下に降って行った後，カイドゥは逃れて，
―地方にある父（オゴタイの 5番目の息
子カシ）と祖父の大本のユルト（yurt-hā-yi 
aṣlī）に行った。分散させられた兵が各地
から彼の下に集まってきて，だんだんと全
ての集団（ṭāyifa）から集まってきた。ま
た，その地方の古い兵たちのうち，一騎で
も残っている者すべてが彼に加わった。現
在，彼の子供たちのもとにいる軍隊はこう

21） 宣約を翻したということであろう。
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いった類の人々であり，チンギス・ハンが
彼（カイドゥ）の祖父（オゴタイ）にあた
えた軍隊であり，それに何ら付け加わっ
てはいないのである［Rashīd 2: 219–20,
Rashīd 8: 608］。

また，トゥルイが継承した十万人ほどの帝
国軍の中心となる軍隊およびその軍を出す部
族については次のように述べている。

　これらの〔トゥルイ以外の息子，弟たち，
母に定めた〕軍隊以外の全ての軍隊を，チ
ンギス・ハンは自分自身のオルドとユルト
と共に最年少の息子トゥルイ・ハーン（彼
のラカブはイェケ・ノヤンであった）に与
え，トゥルイはその全てを統括した。左
右両翼と中軍（qol）に属し，その名が登
録されている有力なアミールたち全てとそ
の他の軍隊の名前の知られていないアミー
ルたち全てが彼に従った。彼の死後，そ
のアミールたちは，規則にのっとり（bar
qācida），彼の大ハトゥンだったソルコク
タニ・ベギ，彼の息子モンケ・カーアーン，
クビライ・カーアーン，フラグ・ハーン，
アリク・ブカに従った。
　オゴタイがカーアーンになったとき，
イェケ・ノヤンの息子たちに属する軍全部
から，イラガイ・ノヤンの兄弟のアミー
ル・トゥラダイ・バウルチとスンニト部族
の一人のアミールを，1千のスンニトの軍
隊とスルドゥズ部族の 2千の軍隊と共に，
自分かってに，諸王たちやアミールたちに
相談することなく自分の息子のキョテンに
与えてしまった。―中略―
　オゴタイ大ハーンの一族がモンケ・カー
アーンに背いたとき，キョテンだけは〔モ
ンケに対する忠誠〕心を変えなかった。そ
れ故に，すでに述べたように，モンケ・カー
アーンが彼らの軍を分割したとき，キョテ
ンの軍だけはそのままにした。その後，ク
ビライ・カーアーンも，キョテンの子供た

ちと安定的な関係を保ち，彼らも誠心誠意
仕えた。現在，彼（キョテン）の一族は全
員オルジェイト・カーアーン（成宗）に仕
え，以前通り自分たちの軍隊を統括してい
る。また，あらゆる局面において，イェ
ケ・ノヤンの全一族との一体性を強調して
いる。
　イェケ・ノヤンに属した全ての軍隊は，
この間にクビライ・カーアーンに仕えるよ
うになり，現在は，彼の息子で，時のカー
アーンであるティムール・カーアーン（成
宗）に仕えている。また，同様に，チンギ
ス・ハンが，兄弟たち，兄弟の子供たち，
5番目の息子クルゲン，母のオルン・エケ
に与えた軍隊も全て〔ティムール〕カー
アーンに仕えている。いくつかの軍人たち
の部隊は，争乱の時，やむを得ぬ理由によ
りトゥルキスタン地方やマー・ワラー・ア
ンナフルに残されたが，彼らの大本の千人
隊（uṣūl-i hezāre-hā-yi īshān）はカーアー
ンの下にいるのである。そして，現在まで，
世代毎の増加により初めの代の何倍にも
なっているのである［Rashīd 2: 224–27,
Rashīd 8: 612–614］。

弟たちや母へ分与された軍（ミンガン部
族）も，紆余曲折を経て最終的には元朝の大
ハーンに帰したのである。

3. 遊牧民の人口調査と戸籍簿
1204年以降のチンギス・ハンによる遊牧
民の兵の分与は，どのようにして行われたの
だろうか。また，彼らはそれをどのように考
えていたのだろうか。まず，それらを明確に
しめす『秘史』の記述をみよう。
チンギス・ハンは，ノヤンたちへのミンガ
ン（「千」集団）の分与に先だって，シギ・
クトゥクに「あまねき民（irgen）を，〔苦労
したまいし〕母に，弟らに，わが子らに，取
り分・分け前の民（qubi irgen）として―
中略―分かち与えよ。何人といえども，汝
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の命令に背くことなからしめよ。」と命じた。
また，その直後の記述に，「普き衆人を分け
前（qubi）として分かちたるを」書き記し
た kökö depter（漢訳「青冊」）がシギ・ク
トゥクに委ねられている［『秘史』2: 397–98, 
404］。kökö depterは，「戸口青冊」すなわ
ち「戸籍簿」のことである。この時点ですで
に遊牧民の人口調査が完了し，一人ひとりの
遊牧民がミンガン部族に登録された戸籍簿が
つくられ，それを基にして王族へのミンガン
の分配・分与が行われたことがわかる。考え
てみれば，「兵員数を数えて，千人隊に区分
し，この千人隊を更に百人隊，十人隊に分け
る」とは，「家に男子 15以上 70歳以下の者
があれば，多少に関係なく全て集めて兵とし
た」［『元史』：巻 98，兵一，2］という男子
皆兵のモンゴル遊牧民社会においては，まさ
しく人口調査を行ない単位ごとに登録して
いったということである。また，これらの区
分は軍隊の 1部隊でもあるから兵員名簿が必
要であったはずである。それが最終的にまと
められたのがシギ・クトゥクの保管する戸籍
簿「戸口青冊」であったのである22）。
また，上に述べたケシクの兵員徴集に関し
ても，『秘史』は「〔ケシクにはいらせるにあ
たって〕ミンガン（千）のノヤンの子らには，
十人のネケル（僚友）を，hujaurのミンガン，
ジャウン jaun（百）から徴発し」，伴はさせ
ねばならないと述べる［『秘史』3: 41, 52］。
hujaurとは，モンゴル語で「根」，「根源」，
「源」の意味で，そこから「本貫」すなわち
本籍とか原籍と訳され，ペルシア語史料の中
でも同じ意味で ūjāuūr, hūjāuūrの形でそ
のまま使われている［Doerfer 1963: 535–37, 
Ligeti, Kara 1991: 273, 330］。ここでは，こ
の語は人口調査の結果を登録した上述の戸籍

簿の内容を指している。遊牧民たちはその戸
籍上ではミンガン「千」やジャウン「百」に
分けて登録されていた。

1233年にオゴタイ・大ハーンの宮廷を訪
ねた彭大雅は，その報告書『黒韃事略』に「そ
の民戸〔の組織〕は，10人を統括する者を
排子頭23）といい，「十」より「百」が，「百」
より「千」が，「千」より「万」が編成され，
それぞれ〔の単位に〕長が置かれている。」
［『蒙古史料』：495］と述べている。その当
時のモンゴル帝国の民戸であった遊牧民たち
が，人口調査の結果として十進法的編成区分
をとっていたことがわかる。
また，モンケの大ハーン即位に反対して
クーデタを企てた王侯たちの率いた軍隊に対
して，王侯たちの逮捕後に，モンケは，「彼
らと共に来たネケルたちと軍人たちは，千
人隊，百人隊，十人隊全て，自らの ūjāuūr
に帰れ。」と命令している［Rashīd 3: 292, 
Rashīd 8: 834］。
遊牧民にとっての本籍，原籍は，（土地と
はまったく関係なく）自分が所属する「家」
とそれが所属する部族にある。それが記録さ
れていた原籍簿がシギ・クトゥクの保管する
「戸口青冊」であり，その原籍としての内容
は 1250年代まで個々の兵に記憶されていた
のである。
また，『秘史』の引用に，qubi irgenとい
う言葉が使われていることに注意しよう。つ
まり軍隊の分配・分与とは，遊牧民の人民が
分け前・取り分として与えられたということ
である。部族戦争を最終的に勝ち抜いた新た
な王侯の一族と新たな遊牧貴族たちがその
成果を分け合ったのであり，その成果とは
irgenすなわち人の獲得であった。与えられ
た人びとは，軍隊とはいっても「馬に上れば

22） 後述する金朝征服後の 1333年から 1336年にかけて旧金領河北における定住民の人口調査もシギ・
クトゥクが責任者となって行われている。

23） 『至元譯語』では，「牌子頭 qaur noyan」となっている語で，意味は十戸長である［Ligeti, Kara 
1991: 264, 317］。『元史』：巻 98，兵一，2では，「兵 10人を 1牌とし，〔それに〕牌頭を設けた。」
とあり，牌子または牌は一般的に十戸を意味するが，qaurの意味はわからない。
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戦闘に備え，馬を下りては集まって牧畜に従
事する」［『元史』：巻 98，兵一，2］普通の
遊牧民であり，王侯や功臣たち遊牧領主たち
の隷属民として分配・分与されたのである。
また，第Ⅰ章で見たように，部族戦争の過程
において，新モンゴル人支配層は，すでに戦
利品として遊牧民人口を多数保有していた。
この人口調査および戸籍登録，支配者層への
軍隊の分配・分与によって，彼らがすでに保
有していた人民の所有権が最終的に確認され
たのである。

4. モンゴル軍の特異性
ジュバイニーは，モンゴル軍が非常に優れ
た軍隊であることに驚嘆の念を持ちながら
も，軍隊としての特異性にも気がついていた。

　給料（jāmegī（ ）や封土（iqṭāc）の望み
や収益や昇進の期待に由るのではないにも
かかわらず，いかなる困苦においても我
慢強く，休息には感謝し，幸運な時も困
難な時も軍のアミールに従順なタタール
軍（lashkar-i Tatār）24）のような軍隊をか
つて一国の支配者が持っていたとは，いか
なる歴史にも書かれてはおらず，いかなる
書物にも記されてはいない。―中略―
世界中いったいどこの軍隊が，モンゴル
軍（lashkar-i Moghūr）のようであり得よ
う！ 襲撃，侵行における行動は，狩猟に
おける獰猛な猟犬のようでありながら，平
和と平静の日々には，あたかも乳や羊毛

その他の有用な物品を産する羊の群れで
あり，苦楽の状況においても彼らのあい
だには不和や対立もない。彼らは，種々
の夫役（muan）に耐え，自分たちに課
せられるものは家畜税（qūpchūr），額外
課税（cawāriḍat），往復する旅行者の経費
（ikhrājāt-i ṣādir va vārid）であろうと，駅
逓（yām）と駅馬（ūlāgh）・糧秣（culūfāt）
の整備であろうと不平を言わない農民
（racayyat）の習性もつ軍隊であり，時いた
れば上から下まで，高貴から貴賤まで剣士，
射手，槍兵となり，時に求められること全
てを喜んで受け入れる軍隊の外見をもつ農
民なのである。―中略―彼らが戦闘の
真最中にいても，様々な有用な物品が，彼
らからの種々の臨時税（ikhrājāt）として
取り立てられている。また，彼らが〔ユル
トに〕居るときに彼らがおこなうべき夫役
（muūnat）は，〔彼らが居ない時には〕彼
らの妻や家に残る人たちにしっかりかかっ
ている。例えば，彼の夫役（bīgār）を必
要とすることが起こり，彼が〔出征して〕
いない場合には，彼の妻が行って，それを
代行するほどなのである［Juvaynī: tx. I,［
22, tr. I, 30–31, 本田 1991: 282］。

ガザン・ハーン（イル・ハン在位 1295–
1304年）の「イクター授与」ヤルリグにも
モンゴル兵が負担していた税と夫役に関する
言及がある。

24） タタールという名称とモンゴルとの関係について，ラシードはタタール部族（qawm-i Tātār）の説
明の中で，「現在では，ヒタイ，女真，ナンキヤス（南宋），ウイグル，キプチャク，テュルクメン，
カルルク，カラジKalajの諸部族の人たちとモンゴル人（Moghūl）の中で育った全ての戦争捕虜
たちとタージーク人諸集団（aqwām-i Tājīk）の人たちが，自分たちのことをモンゴルとよぶに到っ
ている。それらの集団は，自分たちをモンゴルとよぶことが，自らの〔来るべき〕繁栄や地位に有
利であると知っているからである。以前にも，タタール〔部族〕の〔かつての〕強大さと栄華によっ
て同様なことが起きていた。この為に，いまだに，ヒタイ，ヒンドとシンド，チーンとマーチーン
の諸国，キルギズ，キラールKilāl，バーシュグルド Bāshghurd，キプチャク草原，北の諸地方の
諸国，アラブ諸部族，シリア（Shām），エジプト（Miṣr），マグリブ地方では，全てのトルコ人の
諸部族（aqwām-i Atrāk）をタタールとよんでいる。」と述べている［Rashīd 6: 163–164］。タター
ルと言う言葉とヨーロッパから来た修道士たちの使うタルタル人（Tartari or Tartarian）との関係
については Juvaynī: tr. I, 20, n.4参照。
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従前我等の良き父達の時代にモンゴルの
民（ūlūs-i moghūl）は，現在すべて廃止
した家畜税（qūpchūr-i mawāshī），大駅
站（yām-hā-yi buzurg）の維持，厳しい
法（yāsāq）の負担，夫役（qalānāt）の如
き各種の徴発・重荷を課せられ，〔然も〕
彼等の大部分は倉庫から何も受けず，糧食
（taghār）〔の給与〕を受けなかった。その
ような困苦にも拘わらず，彼等は赤心を以
て仕え（kūch dāda），勤めを果たし，遠
路の旅の苦痛を忍び，不満を訴えなかった
［Rashīd 4: 304, 本田 1991: 239–40］。

ここに挙げられている家畜税と訳される
クプチュル qūpchūrは，モンゴル語の動詞
qupči-「（漁網で）捕る」「選び出す」「集める」
「徴集する」から派生したモンゴル語 qupčiri
がペルシア語にはいった形で，遊牧民の財産
の家畜や遊牧製品に対する税で，オゴタイ
の大ハーン時代 1234年に保有家畜の 1パー
セントの割合に定められた［Doerfer 1953: 
387–91, 本田 1991: 287, Rashīd 7: 120］。
また，チンギス・ハンの即位以前に，オン・
ハンが放浪の末わずか 5頭の山羊と二三匹の
らくだと共に，父のエスゲイ・バハードゥル
とのアンダ関係を頼ってチンギス・ハンのも
とにやってきた時，チンギス・ハンは「彼の
ためにモンゴル人からクプチュルを出してや
り，彼を自分自身のキュリエンとオルドの中
にいれてやった。」［Rashīd 1: 178, Rashīd 8: 
363］25）。このクプチュルが家畜を意味するな
らばクプチュルは部族長が臨時に徴集する家
畜税として部族戦争時代から存在していたと
考えられる。しかし，クプチュルを，「モン
ゴル人から」「選び出した」者たち，「集めら

れた」者たちととるならば新しい遊牧民集団
をオン・ハンに付与してやったということに
なろう。いずれにしろ徴発された財産である。
また，遊牧民の負担する駅站に関しては，
やはりオゴタイ・ハーン時代に，新たに建設
されたカラコルムからヒタイ諸地方までの間
に「5ファルサング毎に駅站を置き，37駅
を設置し，一つ一つの駅に〔遊牧民の〕ヘザー
レ hezāra（千）をその駅站を維持するため
においた。」とある［Rashīd 7: 143］26）。

Ⅲ. 征服戦争の軍隊

1. フラグの西アジア遠征の軍隊
征服戦争を実行したモンゴル軍はどのよう
な軍隊であったのだろうか。
ラシードはフラグの西アジア遠征軍につい
て次のように述べている。

モンケ・カーアーンが，父のユルトと地
位を継承し，その後大ハーン位（qāānī）
が彼の上に定まったとき，彼は，イランの
国土（mamālik-i Īrān）全てを征服するこ
とを望んだ。チンギス・ハンとオゴタイ・
カーアーンの時代に，何度か軍隊と共にア
ミールを送り，最後にはチョルマグンを一
軍と共に送ったにもかかわらずそこは完全
には征服されていなかったからである。ま
た，未だにバグダートの〔アッバース朝
の〕カリフは〔イスラムの〕王たちの総元
締めであり続け，有名なルームのスルタン
たち，シーラーズのアタベクたち，シリア
とエジプトの王たち，異端イスマイル派
（mulāḥida）は敵対し続けており，征服し
た地方でさえ不安定な状況であり，少しの

25） 『秘史』2: 25に対応する記事がある。
26） オゴタイ・大ハーンによる駅伝の設置とその遊牧民のミンガン（千）の負担については『秘史』3: 

362–3, 365により詳しい記述がある。また，1233年および 1235–6年モンゴリアを訪ねた彭大雅
と徐霆は，遊牧民のコプチュルを差發とよび，駅站も彼らの出す差發によって維持されているとし，
後述する定住民のコプチュル（「漢地の差發」）と区別して「草地の差發」とよんでいる［『蒙古史
料』：489–90］。
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状況の変化で失われそうであったからであ
る。そこで，協議の結果，彼は自らの弟フ
ラグ・ハーン―中略―に，イランの地
（Īrān zamīn）にタンマ tammāとして送
られていた軍隊とサリ Sālī・ノヤンの下に
同じくタンマとしてカシミール地方とバダ
フシャンとバルフの辺境地帯に送られてい
た軍隊とを全てフラグ・ハーンの軍隊とす
ることを定め，また，イェケ・ノヤン（トゥ
ルイ）の一族（ulūgh）に属する軍隊から，
また他の諸王たちの持つ軍隊の全てから，
大本の数（aṣl）が少しも減らないように，
〔かつての基となる〕人口調査（shumāra）
では登録されていない十人のうちの二人
を徴発して〔彼の軍隊となし〕，〔フラグ・
ハーンが〕この国土（イラン）に来て安定
して住むことができるようにと，その全て
を私有財産（īnchū-ī ← emčü）として彼
に与えた。そして，彼（フラグ）は征服を
行い，その地方はその軍隊とともに彼と彼
の息子たちのものとなることになったので
ある。全ての人は，かの人口調査にははいっ
ていなかった自分の兄弟や息子たちを，「十
人のうちの二人」として何人かの奴隷と従
者とともに任命し，また，大アミールたち
は，万人隊のアミールにふさわしい自分の
兄弟や息子を任命した。これら全てがフラ
グ・ハーンと共にイランに送られた。そし
て，これらのアミールの子弟たちは全て
万人隊，千人隊，百人隊のアミールとな
り，チンギス・ハンの時代のほとんどの大
アミールの子弟たちと同様に，彼ら（送
られた大アミールたち）の一族はフラグ・
ハーンに仕え，それぞれが自分に適した官
職と報酬を得ていた［Rashīd 2: 228–29,
Rashīd 8: 614–15］。

ここに述べられている人口調査は，すでに
見た 50年ほど前にシギ・クトゥクによって
おこなわれ，チンギス・ハンの軍隊の分配・
分与の拠りどころとなった「戸口青冊」とよ
ばれる部族の原戸籍簿を作成した調査のこと
に違いない。原戸籍の数を減らさないように
増加した部族の人口から兵が出されたので
ある。

1246年7月のグユク・大ハーンの即位の時
モンゴリアを訪れていたプラノ・カルピニの
ジョン修道士も，即位の「宮廷会議」におい
て「軍隊の戦士たちと首長たちとがそれぞれ
任務を与えられました。10人ごとに 3人の兵
士が，その召使いたちとともに，タルタル人
支配下のあらゆる国から送られつつあります。」
と報告している［カルピニ・ルブルク：56］。
また，フラグに，征服軍が，私有財産とし
て与えられていることに注意しなければなら
ない。しかし，これに関してはラシードの記
述は曖昧である。

　たとえ，モンケ・カーアーンは，心の中
で，フラグ・ハーンは彼に与えられた軍隊
とともにずっとイランの地の国土において
帝王，権力者となり，現在の状況のよう
に，この王権が彼と彼の名だたる一族に確
固として委ねられるであろうと思い描きそ
う決定していたにしても，しかし，現実に
は「この重大な任務を終えたら，元の宿営
（mukhayyam-i aṣlī）に帰還せよ。」と命じ
ていたのである［Rashīd 5: 24］。

モンケはフラグにモンゴリアに帰ってくる
ように命じたらしい。とすると，イラン征服
のために彼に与えられた軍隊がイランの地で
彼と彼の子孫たちの私有財産となっているの
は結果的にそうなったのであり，もともとの
モンケの計画ではなかったということになる27）。

27） 前述したように，フラグはアウルクとしてオルドをモンゴリアに残している。このオルドとフラグ
のモンゴリアのユルトについては，松田 1980: 44–46参照。
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また，各王家から王家派遣の軍隊を率いた
王子たちが参加していたこともよく知られて
いる。
ジュチ家からの派遣について，「バトゥが
生きている時代に，モンケ・カーアーンは，
イランの地の国土に 3番目の弟のフラグ・
ハーンを名だたる勇敢な軍隊と共に差し向
けた。全ての王（shāhzāda）は，その軍の
十分の二を，フラグ・ハーンのもとに送っ
て彼を援助するために任命した。〔ジュチの
長子の〕オルダは，自らの長子のクリQūlī
を 1万人隊の軍と共にホラズム，デヘスタ
ン経由でおくり，バトゥは，シバンの息子の
バラカン Bālāqānとジュチ・ハーンの 7番
目の息子のボアル Būalの息子のミンカドゥ
ルMingqadurの子のトゥタル Tūtārをキプ
チャクのデルベント経由で送った。」［Rashīd 
3: 137, Rashīd 8: 736］。チャガタイ家からは，
チャガタイの 2番目の息子モチ・イェベの長
子テクデル［Rashīd 3: 158–59, 北川 1977］，
トゥルイ家からはフラグ以外にスベテイ
Sübeteiが参加し［Juvaynī: tx. III, 90–92, tr. ［［
II, 607–8］，チンギス・ハンの弟のジュチ・
カサル家からは庶子のカラルチュQaraljūの
孫のアルスランが来ていた［Rashīd 1: 92, 
Rashīd 8: 278］28）。
オゴタイ・大ハーン時代，1236年にはじ
まるキプチャク遠征はチンギス・ハンの息子
たちの王家の王子たちが多く参加していたこ
とがよく知られている。それぞれ王家派遣の
軍隊を率いていたであろう。また，チンギス・
ハンの軍隊の左翼に属する 1千戸を率いてい
たスベテイ・バハードルも 1軍を率いて参加
していたこともよく知られている［Rashīd 7: 
123–25］。必ずしも西方に位置する諸子の王
家と右翼軍が，西方への遠征には主力となる
というわけではないようであるが，少なくと

も中国への遠征においては，モンゴリアの東
側にユルトを持つ王家と部族が左翼軍を形成
するのは，チンギス・ハンの時代から一般的
であったと思われる。
部族すなわち元となるミンガン（千人隊）

は，チンギス・ハンによって全て彼の諸子，
諸弟，親族に分配・分与され，いずれかの王
家に属していたから，征服戦争は諸王家の共
同事業ということになる。当然その成果も参
加した王家の間で分配されることになるであ
ろう。これは征服戦の大原則であった。征服
活動以外の活動においても，チンギス・ハン
一族の共同事業，利益の分配という考え方は
貫かれていた。
後述するように，征服地は，大ハーン任命
の大ジャルグチの下に各王家が送ったダルガ
チたちの代表者が集まって統治にあたってい
た。また，大規模な王家間の駅站は，各王家
2名ずつ派遣のイルチたち īlchiyānが敷設し
管理していた［Rashīd 7: 120–22］29）。

2. モンケ・大ハーンの南宋遠征の軍隊
1258年にはじまり，59年の大ハーン・モ
ンケの死で中断する南宋遠征の初期の段階の
左翼軍と右翼軍の編成が書き残されている。

右翼に属する王たち
オゴタイ・カーアーンの一族に属する枝
族
カダン，トガン
チャガタイの一族に属する枝族
クシカイとその他の王たちすなわちア
ビシュカ，ナリン・カダン，カダクチ・
セチェン
トゥルイの息子たちの枝族
ムケ，アスタイ

〔トゥルイの〕叔父たち（チンギス・ハ

28） 王家派遣のアミールたちとイル・ハンの下での彼らの動向については，志茂 1995: 133–268「イル
汗国におけるモンゴル諸武将の動向」参照。

29） すでにみた遊牧民「千戸」部族が負担して維持する駅伝を nārīn yāmとよんだが，この王家間の
駅站組織を tāyān yāmといった。
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ンの弟たち）の息子たちの枝族
〔テムゲ・オッチギンの孫の〕ジャウ
トとその他の子供たち

〔右翼に属する〕アミールたち
モンケ・カーアーンの一族に属するバ
イジュクルチ・ノヤン30）

左翼に属する王たち
オッチ〔ギン〕・ノヤンの息子のタガ
チャル
ジュチ・カサルの息子のイェスンゲ

〔左翼に属する〕アミールたち
エルチダイ・ノヤン31）の息子のチャ
クラ，ムカリ・グーヤン32）の息子の
クルムシ，コンキラート〔部族〕のナ
チン・キュレゲン，イキレス部族のデ
レゲイ・キュレゲン，ウルート部族の
ケフテイとブジル，マングート部族
のモンケ・カルジャとチャガン・ノ
ヤン［Rashīd 3: 320–22, tr. 224–225,
Rashīd 8: 849–50］33）。

左翼は，モンゴリア東方にユルトを持つチ
ンギス・ハンの弟たちの王族率いる軍隊が中
心であり，オッチギン家のタガチャルが総司
令官であった。では左翼のアミールたちの下
にいる軍隊はどういう人たちであったのだろ

うか。
チンギス・ハンは中央アジア遠征に先立っ
て，征服した金の領土であった河北の地を左
翼軍の総司令官ムカリに委ねたが，その時の
記録に，

614年にあたる虎年を意味する bars yıl
のズー・ルカアダ月（1218年 1月）に
チンギス・ハンは，ムカリにグーヤン
Gūyāng←Kuo-wang（国王）という称号を
与え，―中略―オングート34）の軍隊
からなる 1つの万人隊（tümän）を彼に与
えた。また，Qūshīqūl?の千人隊（hezāre），
ウルート部族の 4つの千人隊，ブトゥ・
キュレゲン率いるイキレスから成る 2つ
の千人隊，クイルダールの息子のモンケ・
カルジャ率いるマングートの 1つの千人
隊，アルチ・ノヤン率いるコンキラートか
ら成る 3つの千人隊，タイスン Ṭāysūnと
いう名のムカリ・グーヤンの兄弟の率いる
ジャライルの 2つの千人隊，モンゴル以外
では，それぞれウエル・ワンシャンUyār
Wāngshān烏葉児元帥とトガン・ワンシャ
ン Tūghān Wāngshān禿花元帥率いるカ
ラヒタイQarākhitāy（遼の契丹）とジュ
ルチャ Jūrcha（金の女真）の軍隊（čerig）

30） 右翼のアミールの名についてはテキストが混乱しており，ここでは Rashīd 3にしたがった。
31） チンギス・ハンの侍衛軍の千人隊長の一人であり 4ケシクの長の一人でもあるジャライル部族のア

ルチダイ／エルチデイである［本田 1991: 24–25, 45, 64–65］。
32） チンギス・ハンの左翼軍総司令官であるジャライル部族のムカリ国王である。彼自身は 3つの千戸

から成る「千戸」集団を率い，万人隊長（amīr-i tūmān）に任じられていた［本田 1991: 23, 35, 47］。
33） 人名の読みはほぼボイルの翻訳に従った。
34） 「オングート（Öngüt）部族は，チンギス・ハンの時代およびそれ以前からヒタイの皇帝アルタン・

ハーンに服従しその軍隊に属していた。別種であるがモンゴルによく似ている部族である。4,000
天幕（khāna）だった。ヒタイの皇帝たちは，称号としてアルタン・ハーンとよばれていたのだ
が，彼らは自らの領土をモンゴルやケレイトやナイマンその他の遊牧民の部族から守るために防
壁（sadd）を築いていた。それをモンゴル語で öngüといい，トルコ語で yoqurqaという。その
防壁は，女真川（daryā-yi Jūrja）の岸から〔西に延び〕，チン・マチンとヒタイとの間を流れ，そ
の源はタングートとチベットにあり，渉る場所は一カ所もないというカラ・ムレン（黄河）に到っ
ている。アルタン・ハーンたちはその防壁の門をこのオングート部族に委ね，彼らに報酬を与えて
防衛の責任を負わせていた。」とされ，現在の内モンゴルの長城線の北側に遊牧していた部族であ
る。比較的早くチンギス・ハンに帰順し，金朝攻撃に協力したので，解体をまぬがれ，チンギス・
ハンの娘アラカイ・ベギ Alāqāy Bīgīの駙馬（kürgen）王家の部族集団として存続した［Rashīd 6:
307–308］。
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―中略―これらすべての軍をムカリ・
グーヤンに委ね，またヒタイとジュルチャ
の王国の諸地方の征服された地域全てを彼
に委ね，それらを守りまだ征服されていな
い所を可能な限り征服するように命じた
［Rashīd 2: 53–54, Rashīd 8: 459］35）。

この時ムカリに委ねられた軍勢は，後に
トゥルイが受け継ぐことになるチンギス・ハ
ン直属の中央軍の左翼を構成するいくつかの
ミンガン部族軍である。ムカリの千戸がチン
ギス・ハンの左翼軍の第 1番目に位置づけら
れ，この引用のウルートの 4つの千人隊とは
左翼第 3番目のケフテイ・ノヤンとブジル・
ノヤン兄弟の率いるウルート 4千戸36），ブ
トゥ・キュレゲン率いるイキレス 3千人隊は
左翼第 4番目，モンケ・カルジャのマングー
トの 1千人隊は第 23番目37），コンキラート
の 3つの千人隊は第 6番目38），タイスン率い
るジャライルの 2千人隊は第 21番目，カラ
キタイと女真の 2つの万戸が第 24番目と 25
番目にそれぞれ位置づけられている［本田 
1991: 35–6］。
下線を引いたジャライル以下，それぞれ旧
部族の名前で出てくるのは，これらの部族が
比較的早い段階でチンギス・ハンに服して彼
の国家建設に参じたため部族解体を免れ，当
該部族出身のアミールの下に旧部族の構成員
をそのまま残していたためであると思われる。
チンギス・ハンは，左翼の一部を，現在の
内モンゴルに遊牧していたオングート部族と
ともにムカリに委ね，河北方面に進駐させた
のである。これらの左翼諸集団は，モンゴリ
アから，オングートがいた内モンゴル地域に
移動し，モンケの大ハーン時代まで引き続き

その任にあったと思われる。
先のモンケの左翼軍のアミールの下の軍
は，下線の旧部族名がすべて共通しているか
ら，河北方面，今日の内モンゴルに駐屯して
いたムカリに委ねられた左翼軍の千戸集団の
後裔たちのアミールと兵からなるそれらの部
族軍そのものであろう。
モンケの右翼軍は，息子たちの系統の王族
の参加のみ明確に書かれアミールたちの名前
がよくわからない。また，なぜこの征服軍が
中軍を欠き左右両翼軍のみからなっていたの
かもわからない。しかし，モンケの南宋遠征
軍は，全部族の 10人のうち 2人が選抜され
て編成された上述のフラグの西アジア遠征軍
とは異なり，少なくとも左翼軍は基本的には
チンギス・ハン時代の遠征軍の構成すなわち
弟たち王家の軍にチンギス・ハン直属の中央
軍左翼を構成する諸部族軍が加わり編成され
ていた。右翼軍は息子たちの王家の軍に中央
軍の右翼がこれに加わって編成されていたと
思われる。この二つの征服軍の相違は，南宋
遠征は，大ハーンがミンガン部族軍からなる
帝国中枢の軍隊を直接率いておこなった最後
の征服戦争であったことによるであろう。

3. タンマとよばれた軍隊
3-1 タンマとは？
次に，上の引用文中（p. 132）のタンマ

tammāについて述べよう。
この名でよばれる軍団については今日ま
で多くの論文が書かれたが，最近になって，
タンマとはどういった軍団かについて松田
孝一と Donald Ostrowskiが論じてほぼ完
全な結論に達している［松田 1980, 1992, 
1996, Ostrowski 1998］39）。それらによれば，

35） 『元史』：巻 119列伝 6 木華黎伝 4の対応記事では，この派遣は丁丑（1217年）八月となっている。
36） すでに見たモンケの左翼軍のウルートのアミールにケフテイとブジルが出てくる。40年はたって

いるから世代交代していても当然かとも思われる。
37） 左翼 7番目には父のクイルダル・セチェンの 1千戸がいるが，これとは別の千戸である。
38） 左翼 6番目に位置するアルジ・キュレゲン以下 5人のアミールが率いるコンキラート 5千戸の一

部であろう。テキストのアルチ・ノヤンは，アルジ・キュレゲンの誤りかもしれない。
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tammaとは，言葉そのものは騎馬の斥候を
意味する宋代の軍制用語「探馬」がモンゴル
語にはいったものと考えられ，意味としては
チンギス・ハンの死（1227年）以降オゴタ
イ・大ハーンの統治の初期の段階において，
征服された地域の辺境地域に送られ駐屯し防
衛する「鎮戍軍」をさす［松田 1996: 160］。
漢文史料には探馬赤 tammačiの形しかなく，
ラシードには逆に tammāの形しかないが，
『秘史』には tammaと tammačinの 2つの形
が出てくる。アルメニア語史料には，tctt emayčcčč i

と出てくるので，tamma-čiというモンゴル
語・漢語折衷形が使われたことは確かだが意
味は同じである［Ostrowski 1998: 268］。
タンマ軍の派遣は，オゴタイ時代の初めの
数年間だけの事件である。それは，この時期
チンギス・ハンの征服地の中央アジアおよび
オゴタイ自らが征服した旧金領河南の辺境地
帯を守る必要が生じてきていたからである。
その時，先鋒部隊（manglai）や前方偵察隊
（qaravul）と区別するために，部族戦争時代
のモンゴリアには存在しなかった鎮戍軍の意
味で「探馬」という外国語が採用されたもの
かもしれない。
オゴタイは，父のチンギス・ハンの事業を
引き継いだこと以外に自らの成し遂げた第 4

番目の事業として「各方面の諸城の民の所
に，先

アルギンチ

鋒軍として鎮
タンマチン

戍軍を置いた」ことを
誇っている［『秘史』3: 373］。しかし，『秘史』
と『集史』のタンマ軍の派遣の記事が一致す
るのは引用の中のチョルマグンのアゼルバイ
ジャン鎮戍軍のみである40）。
3-2 西アジアへ派遣されたタンマ
このタンマ軍のリクルートについて，ラ
シードはつぎのように述べている。

　チョルマグンはチンギス・ハンの箭筒士
（qūrchi）であった。―中略―オゴダ
イ・カーアーンは，チョルマグンを，4つ
の万人隊（tümän）41）のタンマ軍（lashgar-i
tammā）の長に任命して，こちらの方面
（イラン）に派遣した。タンマ軍とは，諸
軍隊に割り当て，千人隊（hezāra）や百人
隊（ṣada）から徴発して，ある地方に派
遣し，そこに駐屯する軍隊である。千人隊，
万人隊の大アミールたちも彼と共に来てい
た。―中略―
この軍に属する万人隊長（amīr-i tümän）
に，ジェベの親族であるベスート部族のバ
イジュ Bāyjū・ノヤンがいた。チョルマグ
ンが死んだとき，カーアーンはバイジュを
彼の地位につけた。―中略―

39） Ostrowski論文の後半（p. 270以降）のダルガについての論説はタンマとはほとんど関係ない無意
味な議論である。この両氏の論文以外に，堤 1992が華北のタンマ軍の詳細な研究であり参照した。

40） 『秘史』3: 318で金滅亡後に河南に置かれたとされる鎮戍軍についてラシードはなにも語っていな
い。漢文史料の中に断片的に現れる河南のタンマ軍団については松田 1987，堤 1992参照。

 　女真，高麗方面へのタンマの派遣は，『秘史』3: 328–9ではジャライルタイ・コルチ，イエスデ
ル・コルチになっているが，Rashīd 7: 55–56, Rashīd 8: 638では，エルジダイ・ノヤンとグユク（後
の大ハーン）にQūnqānは征服され，tammahとしてタングートのアミールのバハードルが一軍
と共に置かれたとなっている。『秘史』の記述は明らかに時代錯誤であり，ラシードの記録につい
てはQūnqānがどこであるのかわからない上に，他資料から確認ができない。

 　同じく，『秘史』3: 328のキプチャク草原，ロシア方面へのタンマチンの設置は，バトゥ，モン
ケたちの遠征の後のことのように書かれ，チョルマグン派遣と同時期に「〔オゴタイは〕キョクテ
イKūkdāiとスベデイ Sūbdāi・バハードルをキプチャク草原，サクシン Saqsīn，ブルガール方
面に〔チョルマグンと〕同様な軍隊とともに送った。」とある Juvaynī: tx. I, 150, tr. I. 190およ
び Rashīd 7: 56–7, Rashīd 8: 638の記事は明らかにタンマのことを言っているのだが，ここにだ
け現れる記事で，それが事実であるかどうかの確認ができない。その直後の記述の「チベットと
ソランガ Solangai」への軍の派遣もタンマのつもりで書かれているようだがこれも確認されない
［Juvaynī: tx. I, 150, tr. I. 190［ ］。

41） 前注で述べた Juvaynī: tx. I, 150, tr. I. 190および Rashīd 7: 56–7, Rashīd 8: 638では，どちらも 3
万人（sī hezār）となっている。
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別の万人隊のアミールはコルラス部族の
ヤカ・イェスル Yākā Yīsūrである。チン
ギス・ハンの時代に大アミールであった。
彼（チンギス・ハン）との間に舅

おじ

（母の兄
弟）・甥の関係（rāh-i naqāchūyī）42）をもっ
ていた。―中略―
別の万人隊のアミールはマリク・シャーで
あった。ウイグル人，カルルック人，トゥ
ルクメン人，カシュガル人，クチャ人から
1軍が集められ，彼に与えられた［Rashīd 
6: 150–54, Rashīd 8: 73–74］43）。

この軍団は，箭筒士などの君主側近が各部
族軍から徴発されたモンゴル兵を率いた部隊
から編成されていたことがわかるが，注目す
べきはマリク・シャー率いる 4番目の万人隊
である。少なくとも，ウイグル人44），カシュ
ガル人，クチャ人は定住民を指していると思
われる。つまり，今まで扱ってきた遊牧民の
軍隊とは異質の軍である。この師団は土木工
事などを担う歩兵部隊であろう。ウイグル人
以下の人びとの居住地から考えると行軍の途
中で徴発された可能性がある。この軍団はモ
ンゴリアを出発したときはモンゴル人の 3つ

の万人隊であったのかもしれない。
このチョルマグンの軍隊の援助・補給を命
ぜられたのが，チン・ティムールというジュ
チ家に属するアミールであり，その下には各
王家を代表するアミールが派遣され，彼の配
下の機関が後述するホラサーン総督府であ
る45）。後にこの機関はアルグン・アカの下に
フラグの西征の補給をおこなうことになるの
だが，ジュバイニーは，チョルマグンとチ
ン・ティムールとの関係を次のように述べて
いる。

〔オゴタイは〕各方面の首領たちやバス
カーク bāsqāqたちに，自らハシャル
ḥashar（この語については後述する）を率
いてチョルマグンを援助せよとの命令を出
した。チン・ティムールは，命令に従って
シャフリスターナ道にてホラズムを出発し
た。そして，各王家から来た他のアミール
たちを彼（チョルマグン）の配下におい
た46）。チョルマグンもまた，同じ理由によ
り，各王家から来た一人のアミールをチ
ン・ティムールの配下に任命した。クル・
ボラトは〔オゴタイ・〕カーアーンの下か

42）Rashīd 6: 153では，baqājūyīとなっているが，『至元譯語』には「舅（母の兄弟）naqaču」とで
ている［Ligeti, Kara 1991: 264, 311］。「母方のおじと甥の関係」とはどんな関係を指すかよくわ
からない［Doerfer 1963: 516–17］。

43） この軍団および軍団がイル・ハン指揮下に入ってからの命運については志茂 1995: 97–132参照。
チョルマグンおよび彼を継いで軍団長となったバイジュの活動については，ドーソン・佐口 1968: 
246–265, ドーソン・佐口 1973: 61–107参照。

44） モンゴル時代のウイグル人は，その大部分が，イディ・クート Īdī kūtとよばれる国王に服属し，トゥ
ルファン盆地を中心とする東部天山地方をさすウイグリスタンのオアシス農耕民・都市民のことで
あった。このことは，トゥルファン盆地出土のウイグル語で書かれた文書に，農耕地の売買の記録
があり［梅村 1977: 495–498］，出土のウイグル語文書にでてくる諸税の名称はあきらかに定住農
耕民の税をさしていること［松井 2002: 92–94］から明白である。また，ウイグリスタンは，オゴ
タイの大ハーン時代に定住民に対して行われた人口調査を受け，その結果，住民は十・百・千の単
位に分けられ登録されていたことは後述する。
　確かに，カラ・ヒタイから派遣されていたシャフネ shaḥnaを殺して，チンギス・ハンの新興モ
ンゴル国側に早々とついたイディ・クートのバルチュク Barchuqは，しばしばウイグル兵を率い
てモンゴルの征服戦争に参加している。しかし，それらの出征は全て，モンゴル君主の命令をウイ
グリスタンで受けウイグリスタンから徴発した兵を率いて参加したと考えられ，それはウイグルと
よばれる遊牧民の軍隊ではない［Juvaynī: tx. I, 32–33 tr. I. 44–47［ ］。

45） ホラサーン総督府に関しては本田 1991: 101–126参照。
46）Rashīd 6: 106では，この文章は「他の方面からは，それぞれの王家から〔チョルマグンと行動を

ともにするために〕一人のアミールが来ていた。」となっている。
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ら，ノサルはバトゥの下から，クズル・ブ
カはチャガタイの方から，イェケはソルコ
クタニ・ベギとその子供たちの方から〔そ
れぞれがチン・ティムールの下に入った〕
［Juvaynī: tx. II, 218–19, tr. II, 483, Rashīd［
6: 105–106］。

ハシャルを率いて来る者と，それぞれの王
家派遣の軍隊を率いてきた者たちがいた。
また，このタンマ軍の編成は，松田がタン
マであることを明らかにした河南淮北蒙古軍
とよばれる軍団の編成によく似ている。この
軍団も，チンギス・ハンの宿営（ケシク）の
箭筒士であった初代の軍団長ターチャルに，
太宗オゴタイが，「宿営と諸王に属する軍士
を分けあたえ，率いさせた」軍であり，金滅
亡後は「中原と黄河線各地の防衛駐屯軍と化
した」。チョルマグン配下の軍と同じく 4つ
の万人隊の 4人の万人隊長の一人が全体を率
い，また，そのうち 2つの万人隊はダルガチ
がおかれた漢人歩兵部隊から成っていた［松
田 1987: 38, 42–43, 49–52］。
3-3  インド・カシミール辺境地域に派遣され
たタンマ
モンケ・大ハーンによってフラグの指揮下
にはいることを命ぜられたもう一つの「サ
リ・ノヤンの下に同じくタンマとしてカシ
ミール地方とバダフシャンとバルフの辺境地
帯に送られていた軍隊」が，後にカラウナス
またはニクダリヤーンとよばれる遊牧部族連
合の前身である。この集団に関しても多くの
論文が書かれ，13世紀から 15世紀の初めに
かけての史料中の断片的記述がほぼ全て集
められその歴史の全容を知ることができる
［Aubin 1969, 志茂 1995: 36–96「カラウナ
スの軍隊」, 北川 1980, 1981, 1983a, 1983b,
1984］。
それらによれば，この部族連合の原初的集

団もオゴタイ大ハーンの即位直後に西方に派
遣されたタンマ軍である。チョルマグンとバ
イジュ派遣の記事の後にラシードはつぎのよ
うに述べている。

やはりタンマとしてダイルṬāyir・バハー
ドルとともにカシミールとインドHind
方面に送られた一軍もフラグ・ハーンの
ものとなるようにと決められた。ダイ
ル Dāyir・ノヤンの率いていたこの軍団
（lashkar-hā）は，彼の死後，〔ムンゲドゥ
Mūngadū〕が率い，その後は〔フクトゥ
Hūqūtū〕が率い，その時点（フラグのも
のとなるように決められた時点）では，タ
タール部族のサリ・ノヤンに与えられてい
た［Rashīd 5: 21–22, Rashīd 8: 975］47）。

一方，インド側の史料では，チョルマグ
ンの西アジア遠征の記述の後に，「同じ時期
に，モンゴル人のいくつかの軍隊が，トゥル
キスタン方面から，カーブルとガズニーン
Ghaznīnとザーヴリスターン Zāvlistānへ派
遣された。―中略―また，トゥルキスタ
ン方面からダイル・バハードルṬāyir Bahādr
が，ヘラート地方（bilād-i Herāt）に派遣さ
れた［Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II, 168, tr.II, 1119］。」
とあるが，再度，「オゴダイが王座に就いた時，
いくつかの部隊をグールGhūrとガズニーン
方面に派遣した。ダイル・バハードル Ṭāyir
Bahādrはシースターンの町の門において勇
敢な働きをした。彼は一人の大ノヤンの下の
奈落に（dar warṭa）いたのだったが，シー
スターンでの戦いにおいてそのモンゴル人が
地獄に墜ちてから後，オゴダイの命令によっ
て，地獄に墜ちたその大モンゴル人に替わっ
てそのモンゴル人集団（ṭāyifa-yi Moghul）
の最高指令官となった［Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II,
162, tr. II, 1126］。」と述べている。インド側

47） Rashīd 5では，ムンゲドゥとフクトゥの名前はブランクになっているが，後述する『集史』の引
用と『秘史』の対応記事から補われている［志茂 1995: 76–79］。
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の史料は，派遣部隊の駐屯先を把握していた
ようである。しかし，あたかもダイル・バハー
ドルの前に別の総司令官がいたかのように書
いている。
また，ラシードは，モンケがサリ・ノヤン
の勇敢さを見て，アミールとし，自らの側近
（īnāq）に取り立てた後のこととして次のよ
うに述べている。

以前に，2万人の軍隊（do tūmān-i lashkar）
がヒンドゥスターンとの国境地帯（sar 
ḥadd）に送られ，クンドゥズ・バグラー
ン48）とバダフシャンの辺境（ḥudūd）に
居るように命じられていた。彼らの指揮権
はムンゲドゥという名の者に与えられ，彼
が亡くなったときフクトゥという名前の者
に与えられた。彼が亡くなったとき，こ
のサリ・ノヤンを彼の地位すなわちこの 2
万人の軍隊のアミールとして送った。フラ
グ・ハーンをイランの地に指名した時，モ
ンケ・カーアーンはサリ・ノヤンに言っ
た。「汝が行く地方はヒンドゥスターンと
ホラサーンの国境地帯である。そして，フ
ラグが行く地方と諸王国に接している。汝
は，彼の軍の支部隊にならんと欲せよ。す
なわち，汝の仕事と軍隊はフラグに委ねら
れ，汝は彼の命令に従わねばならぬ。」と。
その時，サリ・ノヤンは「いつまでそこに
居るのでしょうか。」と尋ねた。モンケは
「永遠にそこに居れ。」と命じた。サリ・ノ
ヤンは，軍をヒンドゥスターン，カシミー
ルに率いて，多くの地方を征服し，戦利品
をもたらし，フラグ・ハーンのために多く
のインド人奴隷（bande-yi Hinduwī）を
送った。この地（イラン）における私有財
産（īnjū）の村々のインド人たちの大部分

は彼らである［Rashīd 6: 187–89］49）。

これらの司令官たちのうち，モンゲトゥと
フクトゥとは，『秘史』3: 288の，オゴタイ・
大ハーン時代の鼠年（1228年）チョルマグ
ンの後詰め（gejige）として出征したオコト
ルOqotur，メンゲトゥMönggetüの二人の
将軍である。
『秘史』にダイル・バハードルの名が見え
ないのが不思議であるが，チョルマグンとと
もに先発していたのかもしれない。彼は，早
い段階からヘラートの北の遊牧地バドギース
に駐屯しており，ホラズム・シャー朝の残
党を逐ってシースターンにまで遠征してい
る［Rashīd 7: 107–108］。インド側の史料に
よれば，639年（1241–2年），「ヘラートと
バドギースを支配するダイル・バハードル
が，グールとガズニーンとギャルムシール
Garmshīrとトハーリスターン Tokhāristān
を支配する他のノヤンたちと共にシンド川の
ほとりに至り，」インドに侵入した。この時彼
はラホール近くの戦闘において死んだという
［Boyle 1963: 240, Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II, 163］。
ラシードの『インド史』によれば，カシ
ミールにはじめて侵入し首都を征服したモン
ゴル軍は，オゴタイ・カーアーンの命令に
よりUkutu Noyonに率いられていたという
［Rashīd 9: 22, 122］。オコトルのことをさし
ている。また，インド側の史料によれば，オ
ゴタイは「625年（1228年），メンゲトゥ・
ノヤンをガズニーン方面に派遣し，同じ年の
内にトハリスターンとクンドゥズとタリカン
Ṭāliqānを彼に委ねた50）」とされる［Boyle 
1963: 242, Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II, 153］。また，
同史料には，オゴタイの息子グユクが大ハー
ンになると「メンゲトゥ・ノヤンを，トハ

48） クンドゥズ，バグランは今日のアフガニスタン北部の南北に隣接するオアシス。クンドゥズの東側
の後述のタリカンを越えたところがバダフシャン。

49） インド側の史料によればサリ・ノヤンは 655年ズル・ヒッジャ月（1257–8年）にシンドのウチュ
Uchaとムルタン方面に侵入している［Boyle 1963: 239, Ṭabaqāt-i Nāṣirī: I, 493］。

50） タリカンはクンドゥズの東側のオアシスと中心都市名。
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リスターンとフッタラーンKhuttalānとガ
ズニーンの軍隊に，再度，総司令官とした。
―中略―メンゲトゥがイランの地に来た
とき，タリカンとクンドゥズとヴァルワー
リジュWalwālij51）を自らの駐屯地とし，643
年（1245–46年）シンドの諸王国をめざし，
それらの地域の軍隊をウチュUchaとムルタ
ン方面に率いてきた。」とある［Boyle 1963:
242, Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II, 169］。
オゴタイにインド・カシミールとの辺境地
帯に送られたこのタンマ軍が，13世紀から
15世紀にかけてヒンドゥークシ山脈の北側
のクンドゥズ周辺からガズナ，カンダハール，
シースターン方面にいたる地域に展開した蔑
称カラウナスとよばれる幾つかの部族集団の
前身である52）。
また，これらの集団を指すもう一つの言葉
ニクダリヤーンは，ネギュデルNegüderと
いう人名に由来している。彼は，上に述べた
4人の軍団長とはどういう関係にあったのだ
ろうか。サイフィーの『ヘラート史記』には
次のような記事がある。

　帝王オゴタイは，自らの下からキョケ
Köke・ノヤンを，バトゥ王の下からはコ
ルラチンQorulachin・ノヤンとネギュデ
ルNekūderを，チャガタイ王の下からは
ダイル Ṭāhir・バハードル53）とブジャイ

Būjāy・ノヤンをヒンドゥスターン方面に
派遣した。―中略―アム川を渡って，
シャブルガーンに到ったとき，コルラチ
ン・ノヤンがなくなり，ネギュデルが彼の
地位に就いた［Tārīkh-nāma-yi Herāt: 174］。

このタンマ軍にも，各王家からアミール
が派遣されており，ネギュデルは，ダイル・
バハードルの派遣の時ジュチ家から派遣さ
れたアミールであったことになっている54）。
インド側の史料では，ネギュデルは，アン
バーン Anbān・ノヤンとともにホラサーン
とグールに駐屯する軍隊を率いて，636年
（1238–39年）にハサン・カルルックを逐っ
てガズニーン方面に侵入した［Boyle 1963:
242, Ṭabaqāt-i Nāṣirī: II, 162］。ラシードの
『インド史』によれば，ネギュデルは，モン
ケ大ハーンの時代にカシミールに侵入したモ
ンゴル軍をサリ・ノヤンとともに率いていた
ことになっている［Rashīd 9: 22, 122］。
さて，この幾つかの部隊から成るタンマ軍
は，フラグの指揮下にはいることになってい
たのであるが，モンケ・大ハーンの死後の混
乱において分裂した。
バドギースに駐屯していたこの軍団の一部
は，モンケの命令通りフラグの指揮下に入っ
たものと思われるが55），指揮下に入らなかっ
た部隊については，アバガのイル・ハン即位

51） クンドゥズを指すと言われている。クンドゥズと一緒に使われてクンドゥス・オアシスを指すのか
もしれない。

52） qaraunは，「暗い」「黒」という意味のモンゴル語である［Doerfer, 1963, 403–404］。諸史料では，
qarauna，qaraunasという言葉で上述の人間集団を指し，前者が単数形，後者が複数形で「黒い人」
「黒い人たち」を意味する。この軍団の人々は，13世紀後半において，50年以上のインド辺境地
帯での駐屯でインド系の人々との混血が進み，皮膚の色が黒くなっていたに違いなく，その蔑称で
以降その集団は知られることになったとされる［Aubin 1969: 66–67］。

53） 『ヘラート史記』ではダイル・バハードルは常にこの形で出てくる。
54） この引用に出るアミールのうち，ダイル・バハードルとネギュデル以外は他では知られておらず，

ダイル・バハードルがチャガタイ家からの派遣であることも知られていないし，上述のメンゲトゥ
やオコトルの名も出てこないので，この記事には 1228年の最初の派遣の時のことではない，その
後の，例えばグユク・大ハーンの派遣軍の話などが混入している可能性がある。すでに見たように，
サリ・ノヤンはモンケ・大ハーン即位後の派遣である。

55） アバガの即位時にはすでにイル・ハンの軍隊の中にカラウナスとよばれる軍団がいた。その後のイ
ル・ハン国における彼らの命運については志茂 1995: 38–64「「親衛カラウナス万人隊」と「ホラサ
ンカラウナス万人隊」」「「ホラサンカラウナス万人隊」の消長」参照。
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（1265年）以降も，イル・ハンは強く彼らに
帰順を働きかけていた56）。彼らの帰属がチャ
ガタイ・ハーン国との間の紛争の種になって
いたのである。

1259年モンケが亡くなると，クビライに
対抗してカラコルムで大ハーン位についたア
リク・ブカは，チャガタイ・ハーンとしてア
ルグ（チャガタイ・ハーン在位 1261–66年）

を派遣したが，アルグは現在のアフガニスタ
ン北東部から東南部にかけて展開するこの軍
団を支配下に取り込むことに成功したらしい。
ワッサーフは，アルグが，サダイ・エルチ

Sādāy Īlchīをヒンドゥスターンの辺境に派
遣して，サリ・バハードルを捕らえて送るよ
うに命じ，サダイ・エルチは，Marghāul？
とクトゥルグ・ティムールとティムール・ブ
カその他のアミールたちを懐柔して従わせて，
サリを逮捕して連行し，彼の軍隊全てを自分
のものとしたと伝えている［Vaṣṣāf: 12］。
また，この事件との前後関係はわからない
が，キプチャク・ハーン国のベルケとイル・
ハン国のフラグとの戦争（1262年）の直前
に，フラグの指揮下に入っていたジュチ家派
遣の軍隊が逃亡するという事件が起きた。そ
の時「一部の軍は，ホラサンを経て出奔し，
ガズナやビーニー・ガーウ Bīnī gāvの山々
からヒンドゥスターンの辺境であるムルタン
やラホール Lūhāwūrまで占拠した。彼らの
指令官で最大のアミールはネギュデルであっ
た。」と伝えられる［Rashīd 3: 139, Rashīd 8: 
538］57）。ジュチ家派遣軍の一部は同じくジュ
チ家から派遣され，おそらく当時シースター

ンにいたネギュデルの下に逃れたのである。
これにより，ネギュデルの部族が強力となり，
かつイル・ハンと鋭く対立するようになった
と思われる。イル・ハンに帰順した軍団以外
のカラウナスがニクダリヤーンともよばれる
ようになった直接の原因である。
さて，このカラウナス＝ニクダリヤーンと
よばれる複数の部族軍は，アルグの強い働き
かけにより，チャガタイ家の支配下に入って
より，おそらくアルグ以降，チャガタイ家の
王を戴くことになった。

698年（1298–99）までは，ニクダリヤー
ンの支配者（ḥākim）は，チャガタイの孫
のモチの息子のアブド・アッラーであっ
た。その後，バラク Barāqの息子のドゥ
ワ Duwaが彼をよび出し，自分の息子のク
トゥルグ・ホージャをその地位につけた。
彼（クトゥルグ・ホージャ）も，700年

（1300–1301）にファールス地方に軍隊を派
遣し略奪した［Rashīd 5: 151–152. Rashīd 
3: 177も参照］。
ドゥワは何度かカイドゥと協同して，〔ク
ビライ・〕カーアーンの軍隊と戦い，打ち
破られてきた。この最後の一戦において，
両者とも負傷し，カイドゥはこの負傷によ
り死に，ドゥワは半身不随となった。彼
（ドゥワ）には息子たちがいたが，彼は，息
子の一人クトゥルグ・ホージャにガズニー
ン地方と以前から彼ら（チャガタイ家）に
属するカラウナ軍（lashkar-i Qarāuna）
を委ねていた。彼らは，夏はグールGhūr

56） 例えば次のような記事がある。
　「卯の年にあたる 677年ムハッラム月初日（1278年 5月 25日），アバガ・ハーンはタブリーズを
出発してホラサーンに向かった。678年ラビー・アルアッヴァル月 3日（1279年 7月 14日）アル
グン王子を，一軍と共にニクダリヤーンの撃退のために派遣した。彼はシースターンに至り，包囲
し，帰還し，ムバーラク・シャーの長子のオルジェイ・ブカと他の彼の親族（urūgh）を連れてき
た。その年のラビー・アルアッヴァル月 14日（1279年 7月 25日）アバガ・ハーンはヘラートに
行き，その月末，カラウナ qarāunāのアミールたちが服属してきた。ラビー・アルアーヘル月 2日，
彼らは贈り物を献上して謁見した（aūljāmīshī kardand）。アバガ・ハーンは彼らを慰撫し，首都
のタブリーズに帰還した。」［Rashīd 5: 152–153］。

57） 合流した軍がヒンドゥスターン辺境派遣軍であったことが記述にやや混乱をもたらしているようで
ある。
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とガルジスタンGharjistānにおり，冬は
ガズニーンとその方面にいる。彼らは常に
デリーのスルタンたちと戦わねばならず，
デリーの軍隊は何度も彼らを打ち破った。
また，強盗，追いはぎとしてこの国（イラ
ン）の境域にも侵入し，恐慌を引きおこし
た［Rashīd 3: 174, Rashīd 8: 757–58］。

いうまでもなく，ドゥワは，カイドゥの支
配のもとで 1282年にチャガタイ・ハーンに
即位し，カイドゥの死後（1301年）その後
継者チャパルその他のオゴタイ家の諸王を排
除してイリ渓谷を牧地とするチャガタイの子
孫の王族たちの遊牧国家を独立・復活させた
チャガタイ・ハーン国の「真の創設者」であ
る［加藤 1991: 28–42］。その死後（1307年）

の短い混乱期をのぞいて，1330年代の初め
までドゥワの息子たちが連続してチャガタ
イ・ハーンであった。
この間，カラウナス＝ニクダリヤーンの軍
団には，上のクトゥルグ・ホージャがインド
遠征においてなくなった後，ドゥワは息子の
エセン・ブガを派遣し，エセン・ブカがチャ
ガタイ・ハーンになって去った後（1309年）

はクトゥルグ・ホージャの息子ダーウード・
ホージャがそのカラウナスの長の地位を受け
継いでいる［北川 1981: 11–15, 1983: 1–10］。
この後もチャガタイ家のこの軍団に対する支
配は継続していたと筆者は考えているが，そ
れについてはチャガタイ・ハーン国末期の
ハーンたちの在位年代の問題も含めて別稿に
て論じたい。
以上，オゴタイ・ハーン時代に派遣された
各王家の派遣軍から成るインド・カシミール
辺境タンマ軍は西アジア遠征軍のフラグ指揮
下におかれることになっていたのだったが，
モンケ大ハーン死後の混乱期に，イル・ハン
に帰順した一部をのぞいてチャガタイ王家の

統制下に入った。
チャガタイ・ハーン国は，現在のアフガニ
スタン北東部からシースターンにかけて展開
する複数のカラウナス＝ニクダリヤーン部族
軍をその統制下におき，彼らを使って西にイ
ル・ハン国を牽制し，東にインド侵入を繰り
返していたのである。
同じように各部族から徴集された軍によっ
て成り立っているとはいえ，君主の親衛隊出
身者が率いるタンマ軍は，明らかに，王侯た
ちの率いる遠征軍より低く位置づけられてい
る。いずれは王侯率いる征服軍に接収されて
いくべき存在と考えられていたのであろう。

Ⅳ. 征服戦争後の定住民の人口調査とその分配

1.  チンギス・ハンの征服戦争における工匠
の分配とハシャル
モンゴルの征服戦争における征服地の手工
業者つまり工匠たちの分配・分与はよくしら
れている。まさに戦利品の分配であり，近辺
の都市やモンゴリアに連れていき工場（kār-
khāna）を建てて，工芸品の生産を行わせ
た58）。
工匠以外は，征服地から徴発した人々をハ
シャル ḥasharとよばれる軍役の不正規兵と
して使ったことが知られている。ハシャルは
攻城戦での土木工事の工兵，前線での「弾よ
け」として使われた。
チンギス・ハンの中央アジア遠征におい
て，モンゴル軍は，ホージェンド要塞が難攻
不落であるのを見てシル・ダリア川を堰き止
めて水攻めの作戦をとり，「ホージェンドの
街から若者をハシャルとしてそこに追い立
て，すでに征服しているオトラル，ブハラ，
サマルカンドなどの町 （々qaṣaba-hā）や村々
（deh-hā）から応援を連れてきて 5万人のハ
シャルと 2万人のモンゴル兵を集め，全て

58） 中国ではこの工場とそこで働く工匠の組織を局といい，諸王はダルガチをおいて局を管理させてい
た［松田 1980: 40–41, 松田 2002: 171–199］。
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を十人，百人にわけて，定住民（tājīk）の
全ての十人隊（dahe）59）に一人のモンゴル人
を任命し，3ファルサング離れた山から徒歩
で石を運ばせてジャイフーン川に投げ込ま
せた［Juvaynī: tx. I, 71, tr. I, 92, Rashīd 2: ［
73–74, Rashīd 8: 493］。」とある。
また，チンギス・ハンのサマルカンド征服
後には次のようなことがおこなわれた。

町と要塞が完全に崩壊して地面の高さと
等しくなり，アミールたちや兵士たちの多
くが殺されたその翌日，残された者の数を
数え（shumāra kardand），その中から，
3万人を工匠（pīshe-varī）として登録し，
〔チンギス・ハンの〕息子たちや夫人たち
やアミールたちに分け与えた。同じ程の数
の人々がハシャルとされた。残りの助けを
求めて退去を赦された者には，感謝のしる
しとして総額二十万ディーナールが要求さ
れた。サマルカンドの貴顕のシカトゥル・
ムルクとアミール・アミード・ボゾルグを
その徴集の任に当てた。また，一人のシャ
フネ shaḥnaを任命した。ハシャルのうち
の幾らかを，息子たちと共に〔まだ征服さ
れていない〕ホラズムに送った。その後も
何度か引き続いてハシャルが要求され，そ
れらのハシャルからはほとんどの人は逃れ
られなかったので，この地方は完全に荒廃
した［Rashīd 2: 89–90, Rashīd 8: 503］。

また，ホラズムを征服した息子たちは，
「人々を一挙に平原に集め，技術を持つ者約
1万人を分離し，東方の国（モンゴリア）に
送り，若い女と子供は捕虜とし，他の者は兵
達に分けて殺させた［Rashīd 2: 109, Rashīd 
8: 516.］。」。
その他多くのオアシス都市征服の記述にお
いて職人たちの分配とハシャル徴発の記録が

ある。
このように，モンゴル人は必要あるごとに
占領支配下の定住民を徴発して労働させたり
軍隊を編成させたりしたが，その制度化はチ
ンギス・ハンの時代には行われず，彼らに税
を負担させる制度と共に次の大ハーン・オゴ
タイの時代に行われた。

2.  オゴタイ・大ハーンとモンケ・大ハーン
時代の 3大外地属領における人口調査と
人民の分割
オゴタイは，まず征服地を 3つの行政区に
分けて，そこにそれぞれ総督をおいた。

カーアーンは，ヒタイの諸王国の全てを
サーヘブ・マフムード・ヤラワチュに委ね
た。ウイグリスタンに属するビシュ・バリ
クとカラ・コチョ（高昌）からホタン，カ
シュガル，アルマリク，カヤリク，サマル
カンド，ブハラなどのジャイフーン川に到
るまでをヤラワチュの息子のマスード・ベ
クに委ね，ホラサーンからルームとディヤ
ル・バクルの辺境までをアミール・キュル
ギュズKūrkūzに委ねた。これら全ての
地方の諸税（amwāl）を集めさせ，年ごと
に国庫に送らせた［Rashīd 7: 244–245］。

これらが，『元史』：3巻　憲宗 3の燕京等
處行尚書省，別失八里等處行尚書省，阿母河
等處行尚書省の 3機関で，それぞれ，すで
に征服された定住民地域である旧金領の河
北・河南・山東・山西，ウイグリスタンから
マー・ワラー・アンナフルにかけての中央ア
ジアの諸オアシス，アム・ダリヤ川以南のホ
ラサン・マーザンダラーンおよびチョルマグ
ン征服地域の三つの大外地属領の統治・徴税
をになった。
オゴタイは，徴税をはじめる前に，徴税を

59）Juvaynīでは，「全ての 10の十人隊（dah daheh）に一人のモンゴル人」となっているが，Rashīd
に従う。
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行うためにこの 3大外地属領において人口調
査を行わせた。
河北におけるオゴタイ大ハーン時代のシ
ギ・クトゥクによる定住民の人口調査，その
戸籍簿である乙未年（1935年）籍，税・夫
役の決定，王侯・功臣への登録した人口の分
与，モンケの時代の再調査と壬子年籍とその
登録人口の分与については松田孝一の一連
の論文があり，それらによりつつ筆者も以
前論文を書いたことがあるので結論だけを
述べよう［松田 1978, 1985, 1990, 松田 1980:
42–44, 47–56, 川本 2000: 38–46］。
シギ・クトゥクによって調べられた乙未年

（1235年）籍に登録された 100万戸あまり
のうち 76万戸以上を，翌年，オゴタイは諸
子，諸弟，公主，附馬などの王家，功臣とさ
れるアミールたちに分与した60）。残りの 30
万ばかりの人口の分与は記録されていないだ
けで，登録された人口は全て分与されたと考
えられる。松田によれば，「1236年の分与の
基礎となった戸籍に登録された人戸は，それ
までのモンゴル軍の征服活動で俘掠された
り，降付したりして，モンゴル支配層の保有
になっていたものである。―中略―厳密
に言えば，〔この分民は〕モンゴル支配層の
権益の再整理とも言えるであろう。」［松田
1978: 37］とのことである。すなわち，人口
調査をおこない戸籍に登録することによって
彼らの所有権を確定させたのである。
また，モンケの時代に再度行われた人口調
査の結果，壬子年（1252年）籍に新たに登
録された 20万戸あまりのうち少なくとも 14

万戸以上を，モンケは王侯や功臣たちに分与
している。これも全て分与されたと考えて良
かろう。
この定住民の分配・分与は，シギ・クトゥ
クによる人口調査もふくめて，すでに見たチ
ンギス・ハンによる息子たち，弟たち，功臣
たちへの遊牧民の軍兵の分与と同じことが定
住民に対して行われたということである。ま
たこれは戦争の成果の分配・分け取りという
まったく同じ意味を持っている61）。
人民を分け与えられた王侯，功臣たちは与
えられた人間集団ごとにダルガを派遣し，与
えられた民からの徴発の体制をととのえ，ま
た，各王家の送ったダルガたちの代表者たち
は大ハーン派遣の大断事官と協力して征服地
の統治にあたった。征服地の経営・管理は，
チンギス・ハン一族の共同事業として行われ
ている。
この 2つの戸籍は，一戸を最小の単位とし
て十戸というユニットがあり，それが 10集
まって百戸，次に千戸，万戸と区分されてい
たと推定される。十戸毎にまたは百戸毎にコ
プチュル税や夫役といった徴発が行われた。
正税である「税糧」や「商税」以外に，
遊牧民にかけたのと同じ名称のコプチュル
（「科差」「差發」）を定住民にもかけた。オゴ
タイ時代の河北でのコプチュルは，10戸で
7斤の絹糸を納める「絲料」とよばれる年ご
との税であった62）。また，モンケは，新たな
人口調査を行った後に，3大外地属領にコプ
チュルを課したが（1251年），河北において
はこのもう一つのコプチュルは「包銀」とよ

60） 「中原諸州の民戸を，諸王，貴戚に分賜した」［元史：巻二，太宗，5］。
61） ここで注意しなければならないのは，確かに，漢文では「湯沐邑」「食邑」などの言葉が使われて

いるが，与えられているのは人であって，町や村や農耕地ではないことである。地名があらわれる
のは，定住民は一カ所に居住することが多いので，監督上，地名を付しておく必要があり，従来の
行政区分の地名が使われたのであり，あくまで分け与えられたのは人である。そういう意味では，「分
地」，「分封」，「投下領」，「食邑制度」などという言葉は使わない方がよい。

62） 「それぞれの戸の上下を調べて科した」ので 1戸 1戸の納める額には差があるが，10戸を 1単位と
して 1単位ごとに 7斤納める。また，いったん行尚書省に納められた 7斤のうち，2斤分がその民
を所有する遊牧領主の取り分として支給され，5斤分が大ハーンの中央政府の取り分となる。前者
を「5戸絲」（5戸ごとに 1斤），後者を「2戸絲」（2戸ごとに 1斤）という［川本 2000: 45–46］。
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ばれ，これも当初は年毎に 10戸に 60両の
銀を課したものである63）。
また，オゴタイは遊牧民の千戸集団に駅站
を委ね，その維持のために他の千戸集団にも
物資を提供させていたことはすでに見たが，
同じことを定住民の戸籍上の千戸集団にも課
していた。漢站とよばれる定住民地帯に敷設
された駅伝の駅を管理する站戸とよばれる定
住民の集団は明らかに十進法的軍事組織とし
て編成されており，オゴタイ時代に整備された。
また，上述のハシャルは，中国では制度化
され，漢人歩兵の徴集制度である「軍戸」制
が設定された。兵を出した戸を軍戸として，
軍徴発は必要に応じて「10丁に 1卒」「1牌
子（10戸）ごとに軍 1名」「20戸毎に 1名」「20
丁ごとに 1名」という基準で行われた。これ
らの数値を見るに，明らかに定住民（漢人）

も外見上は軍徴発を前提とした十進法的軍事
組織に編成されており，戸籍自身が軍事的編
成を意識してつくられていたと考えられる。
また，上に見たハシャルの徴集に比べると，
モンゴル軍の遠征派遣部隊に対するのと同じ
ような配慮が見られる。こちらも戸籍登録数
外の人員の派遣であったのかもしれない。民
を分与されたモンゴル諸侯たちへの配慮であ
ろう。
また，站戸も軍戸も耕作地 4頃（約 22ヘ
クタール）までは免税とされ，両者とも人員
を出した後に残された戸は他の戸とは別に管
理され，奥魯すなわちアウルク (a’uruγ)を
編成した［川本 2000: 44–45］。これも，遊
牧民の軍隊と同じ扱いである。
チンギス・ハン時代に行われていた遊牧民
の軍事編成過程において「すでに確立して
いた慣行に従い，〔定住民にも〕人口調査を

行い，全ての人を十，百，千単位にわけ正税
（māl）以外に，軍役（lashkar），駅站（yām）

―中略―を出させ，これらの重荷のう
えに更にコプチュルを課した。」のである
［Juvaynī: I, p. 25, tr.I, 33–34,［ 川本 2000: 40］。
次に，ホラサン・マーザンダラーン総督府
であるが，すでに述べたようにこれはチョ
ルマグンの軍隊の補給の確保のために，オ
ゴタイの命令によりチン・ティムールに
よってつくられた機関である。各王家から
アミールが派遣されていたことはすでに見
た。この機関の 3代目の総督が上述のキュ
ルギュズである。彼に対して，オゴタイ・大
ハーンはヤルリグを授けて「その地方の人
口調査（shumār-i wilāyat）をなせ。」と命
じ，キュルギュズは帰任して「人びとの人口
調査（shumār-i mardom）と税の割り付け
（qarār-i māl-hā）を新たに行い，工場（kār-
khāna-hā）を作った。」とされている［本田 
1991: 111］。しかし，実際に大規模なイラン
の人口調査が行われたのは次の総督アルグ
ン・アカの時代である。大ハーン・モンケは，
彼に，フラグ西征の補給の確保を命じ，また
人口調査，戸籍登録，コプチュルの課税を行
わせた64）。彼のイラン，アルメニア，グルジ
アにおける人口調査，コプチュル査定につい
ては本田，オルセンがその過程を明瞭に述べ，
筆者もそれによって生じたテュメンについて
論じたので省略するが，その調査が人民を
十，百，千単位にわけたものであったことはい
うまでもない［本田 1991: 119–126, Allsen 
1987: 130–134, 川本 2000: 48–50］。
アルグン・アカの調査が報告された時点
で「このたび，諸地方の人口調査（shumār-i 
wilāyāt）が完了したので，世界の帝王（モ

63） ジュバイニーによれば，モンケはこのコプチュルを「ヒタイの諸王国では金持ちには 11ディーナー
ルが科せられ，それ以下は階級に応じてへらし貧者は 1ディーナールとした。」という。これが「科
差は戸の上下を験してこれを課す」ということの意味である。また，包銀では民を所有する領主と
中央政府の取り分比は 1対 1であった［川本 2000: 46–47］。

64） これは，3大外地属領総督全てに出された命令である。上述の壬子年（1252年）籍や包銀とよば
れるコプチュルと同じ命令による。
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ンケ）は，諸地方を全親族と兄弟たちに分配
した。」とあるが，分配されたのが諸地方の
民であることはいうまでもない。『元史』憲
宗 6年丙辰年（1256年）の記事では「アム
川のイスラム教徒たち（回回）の降ってきた
民を，諸王，百官に分け与えた［『元史』：巻 3，
憲宗，7］。」となっている。アム川とは阿母
河等処行尚書省の略である［Juvaynī: tx. II,［
260, tr. II, 523, 本田 1991: 123,川本 2000: 49］。
その後，モンケの死，イル・ハン国の成立
などを経て分配された民がどうなったかわか
らない。しかし，この時の戸籍簿はそのま
ま使い続けられており，14世紀初めのガザ
ン・ハーンの税制改革の時に「従前の人丁簿
（shumāra-yi pīshīn）によってコプチュルを
公平に決定せよ。」との命令が出されている。
これがまさしくアルグン・アカが作った戸籍
であろう［本田 1991: 304］。
最後に，モンゴルの外地属領としての中央
アジアについてである。
前稿において，筆者は 14–15世紀の中央ア
ジアにテュメン（万），ヘザーレ（千）という
地域区分が現れ，モンゴル帝国のモンケ・大
ハーンの時代にマー・ワラー・アンナフルに
「新たに」人口調査が行われ，明らかに定住民
の集団であるヘザーレが王侯たちに分け与え
られていること，この人口調査は上述の壬子
年（1252年）籍が作られたときに 3大外地
属領全てに命ぜられたものであることから中
央アジアにおいても河北と同じくオゴタイ・
大ハーンの時代の初期に人口調査が行われ定
住民を十，百，千単位にわけていたであろうこ
とを推定した［川本 2000: 34–38, 46–48］。
拙稿をうけて，松井太はモンゴル時代の中
央アジアのウイグリスタンにおいて，オゴタ
イ・大ハーンの時代に行われた人口調査の結
果として，住民が十，百，千単位に分けられて
いたこと，出土のウイグル語文書中の onluq,
yüzlükが，人口調査によって徴発対象の人
間集団として区分された十戸，百戸にあたる
こと，さらに十戸組織が諸税の徴税単位と

なっており，十戸長が徴税責任を負っていた
ことを論証した［松井 2002: 87–92, 100–106］。
松井が有力な証拠として挙げている王惲が
記録した「以前のカアンのお言葉（先帝聖
旨）」が最近翻訳されたので再度検討してみ
よう。中都（現在の北京）付近に住む西方出
身の富裕な商人たちが「差役」を負担してい
ないという話のなかに王惲が引用している聖
旨である。

　オルトク（ortoq）の商売を行う畏吾兒・
木速兒蠻・囘囘は，もともと所属した千戸
や百戸の者のもとへ帰れ。もし田産や商売
があって帰らぬという者があれば，聖旨に
よる以前からの決まりにしたがって，現住
所において大小のさまざまな差發・鋪馬・
祇應を，民戸と同様に負担せよ［『烏臺筆
補』: 88–9,高橋 2007: 59］。

この史料はクビライ・大ハーン時代初期に
属するから，先帝とはモンケ・大ハーンのこ
とである。
松井によれば，同じ聖旨を伝えた他資料に
は，「根脚の千戸や百戸」とあり，根脚とは
hujaur（「本貫」すなわち本籍とか原籍）の
訳語である［松井 2002: 91］。また，木速兒蠻・
囘囘はムスリム（イスラム教徒）を指すので
あれば，畏吾兒（ウイグル）も含めてここで
いわれる商人たちはウイグリスタンのみなら
ず中央アジア以西出身の商人たちを指してい
る。彼らは，中央アジアおよびそれ以西の「も
ともと所属した千戸や百戸」「本貫の千戸や
百戸」から来ていたのである。
ジュバイニーも同様なモンケの命令を伝
えている。やはりオルトク商人について述
べた後，「彼らは常に金儲けしているのだか
らなおのこと，彼らは一人残らず人口調査
を受けた場所において（dar mawḍicī kī dar
shumār āmade bāshad），自分に割り当てら
れた夫役（muan）を下層の者たちと平等に
はたさなければならない［Juvaynī: tx. III,［
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88, tr. II, 66］。」と命じたという。
ここでモンケが言及する人口調査は，自分
が命じた人口調査のことではないだろう。つ
まり「聖旨による以前からの決まり」は，オ
ゴタイ時代に行われた人口調査の時に定めら
れたものであろう65）。
引用文中の「差發」とは，いうまでもなく
コプチュルのことである。彼らは以前と同じ
くコプチュルを負担しなければならないとさ
れている66）。また，ジュバイニーのいう夫役
（muan）とは軍役やハシャルや強制労働な
どを含む概念であり，漢文中の差役と同義で
ある。
では，中央アジアのコプチュルとはどう
いったものであったか。
ジュバイニーは，モンケは，大ハーン即位
に際して民の負担を減らすための統一的税制
を探した結果，中央アジアの「ヤラワチュの
税法」を採用したことを伝えている。

サーヘブ・ヤラワチュがマー・ワラー・
アンナフルにおいて定め，コプチュルとよ
ばれている税法に決定した。それは，一人
が，一年に一度，その財力と富に応じて支
払い，いったんその量をはらえばその年に
は 2度と請求されることはなく，その人に

は 2度と割り付け（ḥawālatī）られること
はないというものである。結局これにより，
金持ちには 10ディーナールを，階級に応
じて貧者には 1ディーナールを課すこと
を命じ，その収益はハシャルと駅站の経費
と使者の経費（ikhrājāt-i ḥashar wa yām 
wa kharj-i īlchiyān）に使うことを命じた
［Juvaynī: tx. II, p. 254, tr. II, p. 517［ ］。

ジュバイニーは，ヤラワチュは中央アジア
の復興に努め，そこから「ハシャルと軍役
（cherīk）からなる夫役（muan）と額外課付
加税（cawāriḍāt）の重圧と過多をとり除いた。」
とものべている［Juvaynī: tx. I, 75, tr. I, 97［ ］67）。
これらの徴発がコプチュル税に一本化された
ことを言ったものである。
また，この決定を受けて，イラン総督に任
命されたアルグン・アカはホラサーンでは
10人に 70ディーナールという税率を決めて
いるので，ヤラワチュの中央アジアでのコプ
チュルも 10人単位でかけられていたと思わ
れる。また，同時期に課されることになった
河北におけるコプチュル「包銀」は銀をださ
したのであったから中央アジアのそれはもと
もと貴金属貨幣か秤量貨幣としての銀であっ
たのかもしれない。

65） 『元史』：巻 22　武宗一　32に，「至大元年（1308年）9月癸亥，サマルカンド（薛迷思干）など
の都城から，万戸の也列門合散なる人物が来て，太祖（チンギス・ハン）の時代に造った戸口青冊
を進呈した。」という記事がある。青冊は kökö depterの訳である。戸口青冊が進呈されたのが事
実であるならば，第Ⅱ章でのべたチンギス・ハン時代につくられたモンゴル遊牧民の戸籍簿を，サ
マルカンド等の万戸（tümän）の長が持っていた可能性は少ないので，文中の太祖は太宗（オゴタ
イ）の誤りで，この戸口青冊とはオゴタイ・大ハーン時代につくられた中央アジアの定住民の戸籍
簿であったと推定される。

66） コプチュルの徴集法を考えれば上の聖旨翻訳文中の「民戸と同様に」は，「民戸とともに」とする
ほうがいいかもしれない。

67） 『秘史』3: 232–33では，チンギス・ハンが，ヤラワチュを中都において旧金領を治めさせ，息子の
マスウードに中央アジアの諸都市を治めさせたとある。ヤラワチュはオゴタイ時代の初めにはモン
ゴリアにいた。その時，耶律楚材との間に人口調査についての戸か丁かの議論が行われたのであろ
う［川本 2000: 41–42］。それから再び中央アジアに帰って，中央アジア総督をつとめたが，1241
年のオゴタイの死の時にはヤラワチュはすでにヒタイ総督になっているから，このヤラワチュ税法
とよばれるコプチュルが中央アジアで施行されたのは 1230年代の後半であろう。河北のコプチュ
ルである「絲料」が決定した 1236年は，前年に乙未籍冊が完成して，民の分配・分与がおこなわ
れた年である。中央アジアでの人口調査は河北と併行して行われたと仮定すれば，その頃にヒタイ
とは異なる中央アジア独自のコプチュルが決められたと考えることができる。
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問題は，中央アジアのオゴタイ・大ハーン
時代の民の分配・分与である。
チャガタイとヤラワチュの間のマー・ワ
ラー・アンナフルの統治に関するエピソード
が伝えられている。

　オゴタイ・カーアーンの時代に，〔オゴ
タイの兄の〕チャガタイは〔かってに〕ヤ
ルリグを書き，カーアーンの命令によっ
てヤラワチュの自由裁量権下にあった
（dar taṣarruf-i Yalawāch būd）マー・ワ
ラー・アンナフルの地方の幾つかを他の人
（dīgarī）にあたえた。ヤラワチュはカーアー
ンに報告した。カーアーンは非難のヤルリ
グをチャガタイにおくり，「返事を書いて
よこせ。」と命じた。チャガタイは，返答
に「知らずにやってしまいました。血迷っ
たのです。―中略―。」カーアーンは，
〔返答を見て〕喜び，彼の言い訳を聞き入
れ，その地方を，チャガタイに，īnchūと
して与えた［Rashīd 3: 196, Rashīd 8: 775］。

ここの「他の人」はもちろんヤラワチュ以
外の人という意味で，大ハーン直属の中央ア
ジア総督ヤラワチュの配下に入らないチャガ
タイ直属のアミールまたはダルガ daruγaに
委ねようとしたという意味であろう。大ハー
ンおよびその直属の総督の支配を，チャガタ
イといえども自らの支配に代えることはまっ
たく許されなかったのである。
では，īnchūとしてある地方が与えられた
とはどういうことであろうか。それは，その
地方の民（定住民）がチャガタイに与えられ
たと考えられる。この時代のモンゴル人に
とって私有財産（īnchū←emčü）とは人間以
外をさすとは考えられないこと以外の推定の
根拠を以下に述べる。

この記事の載る同じラシードの『チャガダ
イ・ハーン紀』には，1211年（未年）にチ
ンギス・ハンのもとでのチャガタイ，オゴタ
イ，トゥルイの金朝攻略軍の征服地を挙げた
後，そのうちの「Tāy wān fū太原府の aghār
tamārは，チャガタイに属する。」とされ，
また，トゥルイに関しては，同じ金朝遠征に
おいて「ヒタイの大都市の一つであり，モン
ゴル人はチャガン・バルガスンとよぶ Chīn
dīn fū真定府の aghār tamārはトゥルイ・
ハーンに属する。そして，彼が征服した諸
地方の aghār tamārは相続財産と分け前の
取り分（mīrāth wa qismat）として，彼の一
族にもたらされていた。」とある［Rashīd 3:
179–181, 216–217, Rashīd 8: 763, 786, 松田
1978: 41–44］。

aghār tamārは，発音も何語であるかも
わからない言葉であるが，王惲は阿合探馬
児と音写し，意味は「五戸絲料」であると
いう［『中堂事記』: 80–9a, 岩村 1962: 139］。
五戸絲料とは，オゴダイによってコプチュル
として 10戸ごとにかけられた絲料の七分の
二，すなわち民を所有するモンゴル諸侯たち
のコプチュルの取り分である。上に見たよう
に，コプチュルは駅伝の維持費などに使われ
るための特別税であるが，民の所有者にはそ
のうちの 7分の 2が与えられたのである［前
注 62］。『元史』：巻 95　食貨三　4には丙申
年（1236年）のオゴタイによる上記の兄弟
2人に対する五戸絲料の分与は「五戸絲料：
丙申年分撥，太原の四萬七千三百三十戸」「五
戸絲料：丙申年分撥，真定路の八萬戸」と出
ている。五戸絲料といっても人（戸）が与え
られているのであり，都市の名が書いてある
とはいえそこに住む人が与えられているので
ある68）。そして，同じ時期に同じ人物が同じ
人物に対して中央アジアにおいて私有財産

68） ちなみに，元史の同じ箇所には，それぞれ「江南戸鈔：至元十八年分撥，澧州路の六萬
七千三百三十戸，計鈔二千六百九十三錠」，「江南戸鈔：至元十八年分撥，撫州路の一十萬四千戸，
計鈔四千一百六十錠」とある。つまり，チャガタイ家もトゥルイ家も，元朝の江南征服（1279年）

後，至元 18年（1281年）にそれぞれの王家の取り分として江南戸鈔という鈔（紙幣）があた ↗
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īnchūとして与えたのも同じく人の集団で
あったと推定しうるであろう。息子たちは，
河北遠征と同様に，チンギス・ハンの中央ア
ジア征服においても，それぞれが軍隊を率い
て各地を征服していることも考慮すべきかも
しれない。
最後に，その後中央アジアの帰属はどう
なったか。

1269年に，ジュチ家のベルケチェル，オ
ゴタイ家のカイドゥ，チャガタイ家のバラク
が，「タラスとカンジャクの草原」に集まり
クリルタイが開催され，「マー・ワラー・ア
ンナフルの 3分の 2はバラクのものであり，
3分の 1はカイドゥと（ジュチ家の当主）メ
ンギュ・ティムールが支配する。」ことが決
められた。ヤラワチュの息子で中央アジア総
督マスウード・ベグはこの 3者同盟の側につ
いた。バラクは，その後，ここでの決定にし
たがってアム川を渡ってホラサーンに侵入し
て大敗を喫した［Rashīd 5: 110–12］。
大ハーンの直轄領であった中央アジア最大
の農耕地マー・ワラー・アンナフルは，この
時，クビライ大ハーンとイル・ハンのアバ
ガ・ハーンの属するトゥルイ家を完全に無視
して他の三王家によって分割されたのであ
る。税収をこの比率で分けようとしたと考え
られている。
これ以降，少なくともマー・ワラー・アン
ナフルはチャガタイ家とオゴタイ家の連合で
あるカイドゥ王国に属し，カイドゥの元朝と
の長年にわたる戦争の大後背地となった。そ
こにあった諸王，諸侯たちの持っていたヘ
ザーレやカール・ハーネがどうなったのかは
わからない69）。カイドゥ亡き後は，ドゥワに
よってチャガタイ・ハーン国に組み込まれ

た。東のウイグリスタンは元朝との係争地に
なっていたが，マー・ワラー・アンナフルは
1330年代の前半まではチャガタイ・ハーン
国の最も重要な一部をなしていた。
以上，征服戦争後の定住民の人口調査と人
民の分配を再度見てきた。
征服戦争の成果すなわち獲得された定住民
も，部族戦争の成果の分配とまったく同じ過
程（人口調査，それに基づく戸籍登録，戸籍
簿に基づく分配・分与）を経て帝国を構成す
る王家と軍事支配者層の所有に帰していたの
である。

おわりに

本稿では，モンゴル帝国における「部族戦
争」，「征服戦争」，「内戦」における軍隊を検
討し，「部族戦争」の時代にはつぎつぎと遊
牧民部族が解体され，その部族民が戦利品と
してチンギス・ハンのおよびその一族と武将
たちによって分け取られ，その最終的局面に
おいてはモンゴル王侯・貴族たちの所有する
遊牧民たちの属する遊牧部族一つ一つが一部
隊の軍隊として編成されていったこと，そし
てその総体がモンゴル国家であったこと，ま
た，そのように編成された部族軍と後にそれ
ぞれの部族から抽出された遊牧民を新たに編
成した征服軍やタンマ軍によって「征服戦
争」は遂行されたこと，また，定住民社会の
征服後は定住民社会をも自分たち遊牧民社会
と同じように軍隊組織に編成しモンゴル王
侯・貴族たちに戦利品として分配したこと，
つまり獲得した全人民を，チンギス・ハン，
オゴタイ・大ハーン，モンケ・大ハーン時代
に行われた 3度の人口調査によって数を数え

↗ えられているのだが，これらの記述からすれば現金を与えられたとはいえ，形の上では江南の行政
区分「路」に属する民戸が与えられているのである。

69） 諸王，諸侯の所有するヘザーレとカールハーネには手をつけなかったようにも読み取れる資料があ
る［川本 2000: 36］。この後，1272年から 73年にかけて，アバガが派遣したイル・ハン軍はマー・
ワラー・アンナフルに侵入し，ブハラの住民をホラサーンに連れ去った［Rashīd 5: 140–141, 
Rashīd 8: 1098–1100］。ワッサーフはこの時 5万人の若者をアム川の岸に逐っていったと伝えてい
る［Vaṣṣāf: 77］。自分たちの分与分の民を回収しようとしたのかもしれない。
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分割し分け取ったのであったことを確認する
ことができた。
また，モンゴル帝国の戦争は，大量の家畜
を日々管理し移動させていく遊牧民が生きて
いくためにもつ遊牧の生活に根ざした技術の
上になりたっていることを確認した。つまり
遊牧民にとって軍隊，国家，戦争は非日常的
なことではなく，日々の遊牧の生活の延長上
にあったのである。そういう意味において，
まったく別の文化をもつ定住民社会の支配に
おいて文化的軋轢は避けられなかった。しか
し，それは遊牧民の定住化とか，野蛮と文明
とかいう問題とはまったく異なる文化的衝突
であった70）。
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