
Journal of Asian and African Studies, No., 
資　料

『選史』続編の研究
新出史料『ジャラーイル朝史（選史続編）』を中心に

大　塚　　　修

Research on the Continuations of the Tārīkh-i Guzīda
With a Special Reference to the Newly Discovered ‘Continuation’

Concerning Jalayerid History

Otsuka, Osamu

Ḥamd-Allāh Mustawfī’s (d. ca. 1344) Tārīkh-i Guzīda (Selected History), writ-
ten in 1329/30, is a standard account of the prophets and kings, from pre-
Islamic times to the Ilkhanid period. Although the Guzīda is usually dismissed 
by modern researchers as an insignificant work of Persian general history, 
it was very popular among intellectuals in Persianate societies, and was fre-
quently copied and quoted by them.

In spite of the Guzīda’s infl uence on pre-modern Persian historiography, 
no serious codicological research has been conducted on it and no truly criti-
cal edition has been published. � is paper is the fi rst attempt at codicological 
research on the large number of surviving copies (over 124 manuscripts).

As the fi rst step in investigating the manuscripts, I focus on the continu-
ations (dhayl) that were added to thell Guzīda by later historians. In the course 
of repeated copying, copyists sometimes added new accounts to the original 
text. In fact, it can be said that the more popular the historical works were, the 
more the original texts were altered.

In this paper, I identify four types of continuations and classify the sur-
viving manuscripts into fi ve groups accordingly:

Group A: Manuscripts without continuations.
Group B-1: Guzīda with the two continuations, written respectively by its 

author Ḥamd-Allāh Mustawfī and his son Zayn al-Dīn Qazwīnī.
Group B-2: Guzīda with the revised version of Group B-1’s continuations, 

written about 1404–1417/8.
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はじめに

イルハーン朝（1256-1335以降）後期の
知識人ハムド・アッラー・ムスタウフィー
Ḥamd-Allāh b. Abī Bakr b. Aḥmad b. Naṣr
Mustawfī Qazwīnī（1281-1344頃）は，散
文史書『選史 Tārīkh-i Guzīda』（1329/30年），
韻文史書『勝利の書 Ẓafar-NāmaẒẒ 』（1334/5
年），博物誌『心魂の歓喜 Nuzhat al-Qulūb』

（1339/40年）という三作品の著者として名
高い1）。その中でも，イルハーン朝 9代君主
アブー・サイード（在位 1316-35）の治世，
ヒジュラ暦 729年シャウワール月 1日／
1329年 7月 29日（Guzīda/Nawā’ī: 622）ま
でを対象とするペルシア語普遍史書（天地創
造から著者と同時代に至る人類史）である
『選史』は，現存する写本の数が 124点以上
にものぼることから分かるように2），前近代
のペルシア語文化圏3）において好評を博した

Group C: Guzīda with the continuation concerning the history of the
Muzaff arid dynasty, written in 1420/21.

Group D: Guzīda with the continuation concerning the history of the
Jalayerid dynasty, written about 1371–74.

� e last mentioned continuation seems to be contained only in the Paris
manuscript of the Guzīda (Ms. Paris, National Library, Suppl. persan 172).
Although this unique continuation is preserved in the famous library, it has
never been mentioned in previous studies. In the last part of this paper, I pres-
ent a detailed examination of this continuation, which I discovered through
investigating a number of the Guzīda’s manuscripts, together with my edition
of its text. As there are few historical sources from the Jalayerid period, this
continuation would deserve attention for its value as a supplementary source
on Persianete societies from 1350 to 1370.

はじめに
1. 『選史』続編の史料的性格
 1-1. 先行研究における分類
 1-2.  ムスタウフィー親子による続編（B1

写本群）

 1-3. 『ティムール朝前史』（B2写本群）

 1-4. 『ムザッファル朝史』（C写本群）

2.  新出史料『ジャラーイル朝史』（D写本群）

の史料的性格
 2-1.  フランス国立図書館 SP 172写本の書

誌学的情報
 2-2. 『ジャラーイル朝史』の内容
 2-3. 『ジャラーイル朝史』の著者
 2-4.  『ジャラーイル朝史』の情報源と史料

的価値
 2-5.  フランス国立図書館 SP 172写本の写

字生
おわりに
付録『ジャラーイル朝史』校訂テクスト

1） ムスタウフィーの出自・経歴に関しては，（Melville 2003）を参照せよ。
2） 現存する『選史』写本の内訳については，稿末の（表 1）-（表 6）を参照せよ。『選史』の残存写本

数については，既にメルヴィル Ch. Melvilleによる 95点という推計がある（Melville 2001: 73）。
しかしこの推計は，ペルシア語史料文献目録（Bregel’ 1972: 328-334）に収録されたデータを数え
上げただけのもので，独自の写本調査の成果に基づいたものではない。これに対し筆者は，ブレー
ゲル Yu. Bregel’が利用しなかった写本目録まで網羅的に参照した上で，可能な限り各地の図書館
で写本調査を実施してきた。その結果，かなりの数の新しい写本を発見するに至り，本稿執筆 ↗
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作品の一つであった。この124点という数は，
ペルシア語文化圏で爆発的な人気を誇った
『清浄園 Rawḍat al-ḍḍ Ṣafā』（1497年）の写本
の数には遠く及ばないものの（Bregel’ 1972: 
361-378），イルハーン朝期に作成された他の
普遍史書に比べれば突出した数字であり4），
多くの知識人に受容されていたことをうかが
わせる。しかもその読者はペルシア語話者だ
けに限られなかった。16世紀にはオスマン
朝 10代君主スレイマン 1世（在位 1520-66）
の王子バヤジドの命令により，トルコ語に翻
訳されるなど（写本 46），トルコ語話者から
の受容もあった5）。

このように『選史』は，前近代ペルシア語
文化圏において高い評価を得ていたにもか
かわらず，19世紀に西欧の知識人が生み出
した近代歴史学の枠組みの中では，さほど
高く評価されなかった。イルハーン朝期の
史料の中では，『世界征服者の歴史 Tārīkh-i 

Jahān-Gushāy』（1260年），『集史 Jāmi‘ al-

Tawārīkh』，『ワッサーフ史 Tārīkh-i Waṣṣāf』ff
（1328年）の三作品が一次史料として大きな
有用性を認められてきた一方，簡潔な記録が
羅列されているだけで，詳細な情報を期待で
きない『選史』が東洋学者の関心を引くこ
とは稀であった6）。当時の代表的な東洋学者

↗ 時点では 124点の存在が確認されている（その中で調査済の写本は 101点）。なお，本稿において
特定の写本に言及する際には，各写本に便宜的に割り当てた表中の番号に従い，（写本○○）と表
記する。

3） 本稿ではペルシア語文化圏を，「おおよそ 11世紀から 19世紀のいずれかの時期にペルシア語を文
学語，行政語として用い，ペルシア語文化の影響を強く受けたイラン，アフガニスタン，インド，マー
ワラアンナフル，アナトリアを中心とした地域」（近藤 2011: i）を示す概念として用いる。

4） 『ナースィル史話 Ṭabaqāt-i NāṬṬ ṣāā irī』（1260年）23写本，『歴史の秩序 Niẓām al-Tawārīkh』（1275年）

58写本，『バナーカティー史 Tārīkh-i Banākatī』（1317年）31写本，『系譜集成Majma‘ al-Ansāb』
（1337-43年）13写本，『集史 Jāmi‘ al-Tawārīkh』（1307年）72写本（Melville 2001: 73; 白岩 2000: 
10-31）。なお，メルヴィルは後に『歴史の秩序』の写本の数を 73点に訂正している（Melville 
2007: 49-51）。もちろんこれらの作品についても綿密な写本調査を行えば，新しい写本が発見され
ることは間違いない。紙幅の都合上ここでは深く立ち入らないが，筆者は『選史』以外の作品に関
しても，同様に写本調査を行い，かなりの数の新しい写本の存在を確認している。しかし例えその
数を加味したとしても，『選史』の写本の数には及ばない。『選史』以外の作品の写本の内訳につい
ては，機会があれば別稿で論じたい。

5） 翻訳者ヤークーブ・パシャ Ya‘k. ûb Paşaは，「諸々の歴史書の中より『選史』という名の書物をペ
ルシア語からトルコ語に翻訳するようお命じになられた。誰もがその内容を利用し享受できるよう
に」というバヤジドの命令の内容を伝えている（Guzīda/Nuru3213: 2a）。また，オスマン朝におけ
る『選史』の評価については，キャーティプ・チェレビーKâtib Çelebi（1657没）による，「それ
は歴史に関する信頼に足る書物の一つである」という記述もある（Kashf  1474ff ）。

6） ムスタウフィーはその著作への評価から，一般的に歴史学者・地理学者と紹介される（Melville 
2003: 631b）。しかし，ムスタウフィー自身は『選史』の序文で，「著者の生業はその学 ān fann
（歴史学）ではなく，先祖代々携わってきたのは財務術 ṣanā‘at-i taḥrīr wa siyāqatである」と自分
の専門を財務術だとしている。その上で，歴史書を書いた動機の一つを，「ミンハー・ミンザーリ
カminhā wa mindhālika」の手法で複雑な内容の歴史を簡潔に記すことだと説明する（Guzīda/

Nawā’ī: 3）。この「ミンハー・ミンザーリカ」とは，「帳簿の項目を系統立てて細分化してゆく方
法」（渡部 2011: 23），簡単に言えば，各事項を，その内容を一目見て分かるように表形式で整理
する手法のことである。『選史』の構成・文体自体は著者の意図通り極めて簡潔で読みやすいもの
に仕上がっているが，実際にこの財務術の技法が用いられている箇所は，4章 12節「モンゴル史」
の冒頭に付されたトルコ・モンゴル諸部族の一覧表のみである（Guzīda/Nawā’ī: 564-580）。東洋
学者たちの見解とは反対に，前近代ペルシア語文化圏においては，むしろこのような簡潔な歴史書
に対する需要も大きかった。この点については，『歴史の秩序』を分析した（Melville 2001）を参
照。ちなみに，ムスタウフィーが重視した表形式で歴史を書くという技法は，後世の歴史家に影響
を与え，新しい種類の歴史書を生み出した。その代表的な作品には，フスラウ・アバルクーヒー
Khusraw Abarqūhī著『歴史の天国 Firdaws al-Tawārīkh』（1405/6年）やムフスィン・ムスタウ
フィーMuḥsin Mustawfī著『歴史精髄 Zubdat al-Tawārīkh』（1741/2年）などがある。これらの作
品を受けて，18世紀後半以降には財務術に用いられる特殊な書体であるスィヤークを用いた ↗
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の評価を挙げてみれば，『集史』のような価
値を持たぬ要約にすぎない（Blochet 1910:
108），具体的な情報を多く期待できない
（Browne 1951 (1920): 94），事実の細部を知
るというより事件の起こった日付を知る上で
しか役に立たない（Elliot 1871: 60），といっ
た否定的なものも多かった7）。このような事
情から，19世紀には西欧の言語への部分訳
は散見されるものの，テクストを確定する上
で重要な写本研究は行われてこなかった8）。

20世紀に入ると刊本が出版され，『選史』
の全テクストを参照することが可能になった
が，その状況は変わらなかった。まず 1910年
に，ブラウンE. G. Browneが（写本7）のファ
クシミリ版（Guzīda/Browne）を出版した。
しかしこの版は，たまたま手に入った比較的
古い写本を出版しただけのもので，写本に関
する文献学的な考察は行われていない9）。そ
の後 1960/1年に，ナヴァーイー ‘A. Nawā’ī
の手で校訂テクスト（Guzīda/Nawā’ī）が出
版されたが，彼が校訂に用いたのも手元に
あった六つの写本にすぎず，数多く残る写本
の系統は明らかにされていない10）。このよう
に文献学的考察が不十分なままに，校訂テク
ストが出版されてしまったため，世界各国の

図書館に所蔵される『選史』の写本は，現在
に至るまで手つかずのまま放置されてきたの
である。
しかし，メルヴィルによる『歴史の秩序』
の写本に関する文献学的研究からも明らかな
ように（Melville 2001; Melville 2007），歴
史書の受容や歴史書が読者の歴史認識の形成
に与えた影響を考察する上で，『選史』のよ
うに好評を博した作品の分析は必要不可欠な
作業である。また，道は険しいが，将来的に
は 124点をこえる写本を精査し，学術的な手
続きに基づいた校訂本を作成する必要もある
だろう。以上のような『選史』写本研究の重
要性に鑑み，筆者は，これまで看過されてき
た『選史』写本群の文献学的考察を行うこと
を企図している。その最初の作業として，本
稿において特に注目するのは，後世に著者自
身，あるいは他の歴史家により加筆された続
編である。『選史』に加筆されたいくつかの
続編の存在については，先行研究でもしばし
ば紹介されてきた。しかし，これらを体系的
に分類し，その史料的性格を明らかにした研
究はいまだかつてない。そこで本稿では，『選
史』に付された続編を分類し直し，その史料
的性格を明らかにする。そして最後に，筆者

↗ 「スィヤークによる歴史 Tārīkh-i Siyāqī」という分類に属する表形式の簡潔な歴史書が大量に著さ
れるようになった（Munzawī 1382kh: 873-874）。イルハーン朝期の他の歴史書におけるスィヤー
クの技法の利用については，アフシャール Ī. Afshārの未完の遺稿（Afshār 1389kh）を参照せよ。

7） ただし例外的に，博物誌『心魂の歓喜』の校訂テクストと英語訳を刊行したル・ストレインジG.
Le Strangeはムスタウフィーの著作に強い関心を寄せていたようで，歴史書である『選史』につ
いても英訳を残している（Guzīda/Strange）。ちなみに（写本 90）は，カージャール朝君主ナースィ
ル・アッディーン・シャー（在位 1848-96）のおじファルハード・ミールザー（1888没）の注文
で書写され，ル・ストレインジに贈呈された豪華写本であり，彼のムスタウフィーへの関心を裏付
けるものである。

8） 5章 6節「詩人伝」の英語訳では，西欧とロシアの図書館に所蔵される 14写本が列挙されているが，
それぞれの写本に関する考察はない（Browne 1900: 725-726）。4章 6節「セルジューク朝史」と
6章「カズウィーン地誌」のフランス語訳もあるが，手元にあったフランス国立図書館に所蔵され
る 3写本への言及しかない（Barbier de Meynard 1857: 258; Defrémery 1848: 418）。

9） 1453年にピール・ムハンマド Pīr-Muḥammad（ティムールの孫）の息子ムバーリズ・アッディー
ンMubāriz al-Dīnに献呈された豪華写本。前述のファルハード・ミールザーが所蔵していたが，
没後，1907年夏にイギリスのブラウンの手に渡った（Guzīda/Browne: xv-xvi）。

10） ナヴァーイーが校訂に用いた写本と略称は次の通り。①Q:（写本 35），②F：（写本 12），③R：（写
本 91），④M：（写本 29），⑤B：（写本 7），⑥K：故クーヒー・ケルマーニーḤ. Kūhī Kirmānī旧
蔵写本（現在所蔵先不明）。ナヴァーイーの校訂作業では，これらの写本の中で最も古い 15世紀書
写の（写本 35）が底本とされ，底本の欠落箇所や誤書写と思われる箇所については（写本 29）の
記述が優先的に参照されている（Guzīda/Nawā’ī: xxi-xxiii）。
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が発見した，フランス国立図書館所蔵『選史』
写本 Suppl. persan 172（以下 SP172と略す）

に含まれる続編『ジャラーイル朝史』をその
テクストを付して紹介したい。

1. 『選史』続編の史料的性格

最初に『選史』本文の構成について確認し
ておきたい。本文は，序文（1-14），序章：
天地創造（15-17），第 1章：預言者・賢者
（18-74），第 2章：ペルシアの諸王（75-127），
第 3章：預言者・カリフ・教友（128-369），
第 4章：イスラーム諸王朝（370-623），第 5
章：宗教指導者・知識人（624-757），第 6章：
カズウィーン地誌（758-814），跋文：預言
者・王・賢者の系図（815-816）から構成さ
れる（括弧内の数字は校訂本 Guzīda/Nawā’ī

における頁数を示す）。これらのうち，続編
が挿入される箇所は，写本の末尾というこ
ともあるが，4章「イスラーム諸王朝」の最
後 12節「モンゴル史」の後であることが多
い。『選史』の目次には，「第 12節：モンゴ
ルの諸王について。イラン Īrān-zamīnを支
配した者たちは 13人。彼らの治世は 599／
1202/3年から 730／1329/30年までの 131年
間。彼らの王朝の歴史の続編 tatimmaをこ
の後に欲する者は誰でも（それに）取り組む
がよい」（Guzīda/Nawā’ī: 13）と書かれてい
る。この著者の言葉を意識してのことである
かは不明だが，ほとんどの続編は「モンゴル
史」の後に挿入されている。後世の歴史家は，
この後にどのような続編を加筆したのだろ
うか。

1-1. 先行研究における分類
現存する『選史』写本の中に続編を含むも
のがあるということは，これまでにもたびた
び指摘されてきた。その中でも，レニング
ラード大学（現サンクトペテルブルグ国立大
学）のタジク語・ペルシア語写本目録の編者
タギルジャノフ A. T. Tagirdzhanovによる，

『選史』の写本群を，①続編なしのもの，②
続編『ムザッファル朝史』を含むもの，③
ムスタウフィー親子による続編を含むもの，
という三つに分類する見解が一般的である
（Tagirdzhanov 1962: 31-36）。
これらのうち問題となるのは，③ムスタウ
フィー親子による続編の評価についてであ
る。タギルジャノフはサンクトペテルブルグ
写本（写本 1）には，著者ムスタウフィーに
よる，そして，彼の息子ザイン・アッディー
ン Zayn al-Dīn b. Ḥamd-Allāh Mustawfī 
Qazwīnīによる，二つの続編が付されてい
ることを指摘している。この二つの続編につ
いては，既にそのファクシミリ版がバクーで
出版されている。まず1978年にピリエフV. Z. 
Pirievがムスタウフィー自身による続編を出
版した（Dhayl/Piriev）。その後，1990年に
ピリエフはカズィモフM. D. Kazimovと共
同で，ザイン・アッディーンの続編（Dhayl-

Zayn/Kazimov）を出版した。するとこの続編
の存在はすぐにイランの研究者の知るところ
となり，1993/4年にアフシャール Ī. Afshār
による（Dhayl-Zayn/Kazimov）を底本とし
た校訂本，ザイン・アッディーン著『選史
続編 Dhayl-i Tārīkh-i Guzīda』（Dhayl-Zayn/

Afshār）が刊行された。問題が生じたのはこ
の時であった。アフシャールは（写本 1）の
『選史続編』のファクシミリ版（Dhayl-Zayn/

Kazimov）を底本としながら，校訂の際に参
照した，内容がよく似た（写本 4）の続編
を同じものだと考えた（Dhayl-Zayn/Afshār: 
5-8）。ムスタウフィー親子による続編の史料
的性格について論じたメルヴィルも，この見
解に従っている（Melville 1998: 1-2）。
実は，イランの図書館に所蔵される『選史』
の写本の中に，続編を含むものがあるという
ことは古くから知られていた。バースター
ニー・ラードH. Bāstānī-Rādはイクバール
‘A. Iqbālに宛てた手紙の中で私蔵する『選
史』続編に言及し（Iqbāl 1326kh）11），ホマー
ユーン・ファッロフ R. Humāyūn-Farrukh
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も私蔵する『選史』続編の一節を「ハムド・
ムスタウフィーのシーラーズへの旅」とい
う題で紹介している（Humāyūn-Farrukh
1354kh: 49-56）12）。アフシャールはこれらの
続編を（写本 1）に含まれる二つの続編と同
一視してしまったのである。しかし，後述す
るように，その内容を比較してみると，これ
らの続編は別々の作品とされるべきであるこ
とは明らかとなる。
そこで本稿では，新しく発見された続編も
加え，これまで三種類と考えられてきた『選
史』の写本群を，続編の種類をもとに，新た
に五種類に分類し直した（A写本群：続編な
しのもの（表 5），B1写本群：ムスタウフィー
親子による続編を含むもの（表 1），B2写本
群：続編『ティムール朝前史』を含むもの
（表 2），C写本群：続編『ムザッファル朝史』
を含むもの（表 3），D写本群：続編『ジャ
ラーイル朝史』を含むもの（表 4））13）。以下，
それぞれの続編の史料的性格を明らかにして
いく。

1-2.  ムスタウフィー親子による続編（B1写
本群）＝表 1

（写本 1）にはムスタウフィー親子それぞ
れによる二つの続編が付されており，その内
容は B2写本群の続編とは異なる。この続編
と同じ系統のものとして，他に（写本 2）の
続編がある14）。これらの続編に共通する特徴
は，①『選史』の最終章の後に付されている
点（図 1），②ムスタウフィー親子それぞれ
による序文が保存されている点，③続編の最
後の記述が 795年第 1ラビー月 12日／1393
年 1月 26日の事件で終わり，その後に神へ
の祈願文が続く点，という三点が挙げられる。
（写本 1）については，既に（Melville 1998）
で紹介されている15）。（写本 1）に含まれる
続編は，まず『選史』の著者ムスタウフィー
自身の序文から始まる。序文の中で彼は，
1334/5年 55歳の時に，韻文史書『勝利の書』

11） バースターニー・ラード旧蔵の『選史』写本は，現在テヘラン大学付属図書館に所蔵されている（写
本 4）。

12） ホマーユーン・ファッロフ旧蔵の『選史』写本は，現在議会図書館に所蔵されている（写本 3）。
13） （表 6）は，未調査，あるいは調査が不完全な写本の一覧である。これらの写本についても，可能

なものはできるだけ早く調査したい。
14） ただし，（写本 2）には，「系図」と『勝利の書続編』の部分は書写されていない（図 1）。また，

目録から判断する限り，未調査の写本の中では（写本 111）が B1写本群の続編に属すようである
（Ivanow 1924: 3）。筆者は 2011年 3月，本写本を調査するためコルカタのアジア協会を訪れたが，
整理中という名目で閲覧を許されなかった。これについては，再度調査を行う予定である。

15） 一点だけメルヴィルの議論を補足しておくと，（写本 1）を 1411年に書写したアリー・ブン・シャ
イフ・マフムード・アルアビーワルディー ‘Alī b. Shaykh Maḥmūd al-Abīwardīは，ザイン・アッ
ディーンが 1393年に書き上げた続編付『選史』の手稿本を直接参照した可能性が高い。というの
も，（写本 1）には他のほとんどの写本では欠落している「樹形図による預言者・王・賢者の系図」
が完全な形で写されているからである（Guzīda/O153: 197b-213a）。『選史』の跋文 khātimaが系
図の書き方の説明になっていることは先行研究でもたびたび指摘されてきたが（岩武 1997a: 17-
18; Binbaş 2011: 499-504），実際に図式化された系図が保存された写本の存在は知られてこなかっ
た。図式化された系図を書くのは相当手間がかかることであり，そのために早い時期にこの系図は
省略されてしまったものと考えられる。管見の限りこれ以外には，ティムール朝期以降に書写され
た写本 2点にしかこの図式化された系図は確認できず（Guzīda/Majles13668: 349b-362b; Guzīda/

Elliot355: 476b-488b），この系図が残っている写本は著者自身による手稿本に近いと思われるから
である。なお，ムスタウフィーのこの系図については別稿で詳しく論じる予定である。

構成 写本 1 写本 2
『選史』1-6章 1a-197a 1a-196a

系図 197b-213a
『勝利の書続編』 213b-231a
『選史続編』 231b-253a 197b-217b

図 1．B1写本群の構成
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を書き上げたことに言及した後，次のように
続ける。

私はこの状況にうんざりしていたのではあ
るが，これらの語っていない状況をそのま
まにしておくべきではない。ただし韻文で
語るのは相応しくないので，その詳細を説
明する『続編 Dhayl』を散文で著そうと考ll

えた。『勝利の書』の冒頭と末尾が散文で
飾られるように（Guzīda/O153: 214b）。

ムスタウフィーがここで言う「この状況」と
いうのは，アブー・サイード没後の政治的混
乱を指しており，『勝利の書』を書き上げた
後，突如わきおこった政治的混乱を記録しよ
うと再び筆をとったことがわかる。この続編
はカズィモフらにより『選史続編』と呼ばれ
てきたが（Kazimov & Piriev 1986），この序
文の記事から，メルヴィルは『勝利の書続編
Dhayl-i Ẓafar-NāmaẒẒ 』と呼ぶべきだと主張し
ている（Melville 1998: 2）。本稿でも彼の見
解に従い『勝利の書続編』という書名を採用
する。
このムスタウフィーによる『勝利の書続
編』は，ハーニー暦16）とヒジュラ暦を併記す
る年代記の形式をとり，ハーニー暦 34年／
1335年からハーニー暦 43年／1344年まで
10年間に亘る事件を一年毎に記録している。
例えば，冒頭の記事は次のようになっている。

ハーニー暦 34年の夏の終わり，すなわち
ヒジュラ暦 736年の年初，次のような知
らせがスルターニーヤに届いた。すなわち，
チンギス・ハーンの息子ジュチ・ハーンの
血をひくウズベク・ハーンがキプチャク草
原よりこの王国mulkを狙っているとのこ
とである（Guzīda/O153: 214b）。

内容に関しては，単に 1335年以降の政治的
混乱が記録されているだけではなく，随所に
ムスタウフィー自身の目撃談や自作の詩が収
録されており，政治史だけではなく，当時の
社会文化史を明らかにする上で貴重な同時代
史料となっている。
『勝利の書続編』には写本ファクシミリ版

（Dhayl/Piriev）とアゼルバイジャン語・ロ
シア語訳（Kazimov & Piriev 1986）が既に
出版されているが，校訂テクストは出版され
ていない。今後研究されるべき重要な史料の
一つである。
この『勝利の書続編』の後に続くのが，ム
スタウフィーの息子ザイン・アッディーン17）

の手になる『選史続編』である。序文には，
父ムスタウフィーが，イルハーン朝の有力武
将チョパン Chūpānの孫マリク・アシュラ
フMalik Ashrafが政権を奪取する時点まで
書き進めた『選史』に18），マリク・アシュラ
フからティムール朝（1370-1507）初代君主
のティムール（在位 1370-1405）の治世に至
るまでの歴史を，シャムス・アッディーン・

16） イルハーン朝 7代君主ガザン・ハーン（在位 1295-1304）が，領域内の徴税業務を農事暦にあわせ
て行うため，1302年に施行した太陽暦（Melville 2012: xlvii）。ガザンの名に因みハーニー・ガザー
ニー暦 al-Khānīya al-Ghazānīyaとも呼ばれる（Nuzhat（（ : 28b-29a）。ヒジュラ暦で書かれるのが一
般的であった歴史書に，『勝利の書続編』のように太陽暦が用いられる事例は極めて少ない。管見
の限りにおいて，『勝利の書続編』は，ハーニー暦で書かれた最初の歴史書である。このような歴
史書における太陽暦の使用は，著者ムスタウフィーが太陽暦で農事・徴税を司る財務長官の家系に
生まれ，財務術に通じていたことと無縁ではないだろう。

17） ザイン・アッディーンはムザッファル朝（1314-93）の有力者アーディル・アーカー ‘Ādil Āqāに
仕えていたが，アーディルがティムールに降伏した際にティムール朝の旗下に加わったと考えられ
る。その足跡は 1406年にタブリーズにいたという所まで追うことができる（Zubdat: 165）。

18） ここでいう『選史』とは，『選史』本文に 1335年から 1344年までの増補記事『勝利の書続編』を
付け加えたものを指している。
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ハースィー Shams al-Dīn Ḥāsī19）なる人物
の証言と自身が見聞きした情報をもとに著し
た，とある（Dhayl-Zayn/Afshār: 25）。この
ことは，父が著した『勝利の書続編』付の『選
史』にティムール朝期までの記述を補ったこ
とを示している。
ただし『選史続編』の叙述様式は，『勝利
の書続編』における父のそれとは大きく異な
り，自身の目撃談や自作の詩はほとんど収録
されていない。ハーニー暦も用いられず，ヒ
ジュラ暦で年代順に事件が簡潔に叙述される
のみである。対象とされるのは，ヒジュラ暦
742／1341/2年からヒジュラ暦 795年第 1ラ
ビー月 12日／1393年 1月 26日までの事件
であり，1344年までを対象とする『勝利の
書続編』とほぼ連続する形で事件が叙述され
ていく。
この『選史続編』については，既に述べた
ように，（写本 1）のファクシミリ版（Dhayl-

Zayn/Kazimov），それを底本とした校訂テク
スト（Dhayl-Zayn/Afshār）が出版されている。
以上から明らかなように，B1写本群の『選
史』に含まれるムスタウフィー親子による続
編は，1335年から 1393年にかけて，つまり
イルハーン朝滅亡からティムール朝勃興まで
の期間を扱う同時代史料として高い価値を
持っているのである。

1-3.『ティムール朝前史』（B2写本群）＝表 2
『選史続編』を校訂したアフシャールや『勝
利の書続編』の史料的価値を論じたメルヴィ

ルは，これらと同系統の続編として，（写本 4）
の続編を挙げる（Dhayl-Zayn/Afshār: 6-8;
Melville 1998: 1-2）。しかし，①『選史』の
巻末にではなく 4章 12節「モンゴル史」の
後に続編が挿入されている点（図 2），②ムス
タウフィー親子それぞれの序文が付されてお
らず，『勝利の書続編』と『選史続編』の記
事が結合し，まるで一つの続編であるかのよ
うに挿入されている点，③『選史続編』の最
終記事（1393年 1月 26日）から約 7か月後
の 795年シャウワール月 19日／1393年 8月
28日の事件までが含まれている点（Guzīda/

Majles13668: 312a; Guzīda/Majles 14091:
353a）20），の 3点において B1写本群の続編
とは異なる特徴を持つ21）。
先行研究で同じ続編と考えられてきただけ
あって，B1写本群の二つの続編と B2写本
群の続編の文体や記述の内容は非常によく似
ている。しかし，記事の異同を丁寧に比較
してみると，B1写本群の続編にはない情報
が B2写本群の続編には存在していることが
明らかとなる。そして，その文体や記述の内
容はハーフィズ・アブルーḤāfi ẓ-i Abrūに
よる『集史続編 Dhayl-i Jāmi‘ al-Tawārīkh』
（1417/8年）のテクストに酷似している22）。

19） 『集史続編』の校訂では，シャムス・アッディーン・ジャースィー Shams al-Dīn Jāsīとなってい
る（Dhayl-i Jāmi‘: 269）。

20） （写本 4）の巻末には欠葉があり，795年ラマダーン月 1日／ 1393年 7月 11日の記事の途中まで
しか確認できない（Guzīda/Dāneshgāh2402: 285b）。しかしそれでも，B1写本群の『選史続編』の
最終記事（1393年 1月）よりも後の記事を含んでいることは確認できる。

21） B2写本群の続編の中で（写本 5）の続編の構造は少し異なる。②③の特徴は共通しているものの，
5章 4節「シャイフ列伝」の最後にムハンマド・ブン・ニザーム・アルヤズディーMuḥammad
b. Niẓām al-Yazdīの項目が挿入され，その後唐突に続編の記述が始まる（Guzīda/Majles14091:
279b）。このムハンマド・ヤズディーへの賛辞は通常では，4章 12節「モンゴル史」の最後に置か
れ，その後に続編が始まる。（写本 5）では「モンゴル史」にも全く同じ賛辞が重複して記載され
ており（Guzīda/Majles14091: 260a），書写の際に何らかの混乱が生じたものと考えられる。

構成 写本 3 写本 4 写本 5
『選史』1-4章 1a-223a 1a-218a 1a-260a

『ティムール朝前史』223a-312a 218a-285b 279b-353b
『選史』5-6章 312a-349a 260a-279b

系図 349b-362b

図 2．B2写本群の構成
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B2写本群の続編部分は『集史続編』とより
近い関係にあるようである23）。
では，B2写本群の続編はどのような経緯
で作成されたのだろうか。『集史続編』との
関係から考察したい。これを解き明かす鍵は
続編の末尾の記述に見られる。

シャウワール月 19日土曜日，（ティムー
ルは）バグダードに到着した。スルターン
はその夜のうちに逃走した。陛下は河を渡
り，軍隊とアミールたちに彼を追わせた。
アミール・ウスマーン・アッバース Amīr 
‘Uthmān ‘Abbāsとアミールたちはスル
ターン・アフマドに追いつき，彼の妃と息
子のアラー・アッダウラ ‘Alā al-Dawlaを
財産とともに連れ戻した。彼は少しの男た
ちを引き連れて去った。その後，陛下はバ
グダードからティクリート城塞に向かっ
た。残りの事件については『アミール・
ティムール・グールカーン陛下の勝利の
書 Ẓafar-NāmaẒẒ 』に書かれている（Guzīda/

Majles13668: 312a）。

B2写本群の続編は，B1写本群の続編『勝
利の書続編』と同様に，ハーニー暦 34年
の記事に始まる年代記形式の歴史であ
る（Guzīda/Majles13668: 223a; Guzīda/

Dāneshgāh2402: 218a）24）。その最後にくるの
が，795年シャウワール月 19日／1393年 8

月 23日にティムールがティクリートに向け
て出発したという記事だが，その後に，残り
の事件については『勝利の書』を参照するよ
うにという一言が付け加えられている。こ
の『勝利の書』というのは，ニザーム・アッ
ディーン・シャーミーNiẓām al-Dīn Shāmī
の手になるティムールの歴史『勝利の書』
（1404年）にあたる。この一節は一体何を
意味しているのだろうか。実はこれと全く
同じ記述が『集史続編』にも存在しており
（Dhayl-i Jāmi‘: 302），『集史続編』の編纂の
背景から，この記述の意味を説明することが
可能である。
ハーフィズ・アブルーは『集史続編』の
序文において，その執筆の目的を，ガザン・
ハーンの死から 1417/8年に至る歴史を『集
史』の続編という形で記すことだと述べる
（Dhayl-i Jāmi‘: 62-63）。この『集史続編』を
編纂するに際して，ティムール勃興以降の歴
史について主に依拠したのは，シャーミーの
『勝利の書』という信頼に足る歴史書であっ
た。しかし，それ以前の歴史，すなわちイル
ハーン朝の末期からティムール勃興までの
「ティムール朝前史」を扱う史料はと言えば
どうか。彼が全面的に依拠できるような史料
は編纂されていなかったのである25）。
そこでハーフィズ・アブルーが注目した史
料の一つが，ムスタウフィー親子により加筆
された『勝利の書続編』と『選史続編』を

22） 特に 789年から 795年のテクストがほとんど同一であることに注目せよ（Guzīda/Majles13668: 
302b-312a; Dhayl-i Jāmi‘: 288-302）。このテクストの類似性については，詳細に比較しているわけ
ではないが，メルヴィルにより既に指摘されている（Melville 1998: 3）。

23） こういった特徴を踏まえ，（写本 5）の続編部分を校訂したナヴァーイーは，（写本 4）の続編は『集
史続編』を典拠に書かれた歴史書だと考え，（写本 4）の続編をムスタウフィー親子による続編だ
とするアフシャール説を否定している（Nawā’ī 1377kh）。そもそも，B1写本群（写本 1）の続編
と B2写本群（写本 4）の続編を同系統の続編と判断し，（写本 1）の続編の内容から（写本 4）の
続編もムスタウフィー親子による続編だという結論を出したアフシャールと，（写本 1）の続編を
確認することなく（写本 4）の続編の内容に基づいてアフシャール説を批判したナヴァーイーの議
論が噛み合うわけはなかったのである。

24） （写本 5）ではハーニー暦の部分がことごとく省かれ，ヒジュラ暦しか書かれていない。
25） ハーフィズ・アブルー自身，その大著『歴史集成Majma‘ al-Tawārīkh』第 1巻の序文で，「その後

約 100年にもなるが，『選史』の後には，この学問においては全ての人々を包含するような書物を
誰も編纂しなかった。もし書かれていたとしても，この国 diyārには伝わっておらず，参照されて
いない」と述べている（Majma‘: 8a）。
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含む B1写本群の『選史』であったのではな
いか。ムスタウフィーの息子ザイン・アッ
ディーンが，ティムール朝宮廷と関係してい
たことは明らかであり，ムスタウフィー家に
伝わるこの写本の利用は容易であっただろ
う。ところが，B1写本群の続編をそのまま
『集史続編』に組み込むことには問題があっ
た。そこには，ムスタウフィー親子による序
文など，本論とは関係のない記事が存在して
いたからである。そのために，『集史続編』
に採録しやすい形に再編纂する必要が生じ，
その結果作成されたのが B2写本群の続編
『ティムール朝前史』だと考えられる。『ティ
ムール朝前史』では，もともと存在していた
著者の名前が出てくる序文が削除され，事件
が大幅に補足されている。『選史』の本文に
はもともとガザン以降の歴史も含まれていた
ため，この続編が加筆された『選史』は天地
創造からティムール朝勃興までを扱う通史と
して重要な役割を担うことになったのである。
ただし，B2写本群の続編においても，ム
スタウフィーの目撃談など本文に関係のない
記述が残されており，これらは『集史続編』
に組み込まれる際に削除されている。このよ
うな内容の変化に鑑みると，B1写本群の続
編→B2写本群の続編→『集史続編』という流
れで，ムスタウフィー親子による個人的記録
がティムール朝の正史に収録されるようにな
るまでの軌跡を追うことができる。以上の写
本群の成立過程を整理すると次のようになる。

―『集史続編』成立に至る流れ
1329/30年　ムスタウフィー『選史』執筆
1344年　ムスタウフィー『勝利の書続編』
執筆

1393年　ザイン・アッディーン『選史続編』
を加筆（B1写本群に含まれる続編）

 （⇒1411年アリー・ブン・シャイフ・マフ
ムード・アルアビーワルディーが書写（写
本 1）?）

1404-1417/8年　B1写本群の続編を『ティ

ムール朝前史』として再編集（B2写本群
に残る続編）

1417/8年　ハーフィズ・アブルー『集史続
編』に採録

『ティムール朝前史』については，（写本 5）
を底本とした校訂本（Dhayl/Nawā’ī）が出
版されている。既に註で述べたように，校訂
者ナヴァーイーの史料解釈は受け入れ難いも
のであり，その上，底本とした（写本 5）は
錯簡や誤写の多い，劣等写本である。しかも，
（写本 5）の構成は（写本 3）や（写本 4）と
少し異なる（図 2）。この中では，（写本 3）
は書写年代こそ不明であるが，誤写が少ない
ばかりでなく，他のほとんどの写本で脱落し
ている「系図」部分を収録しており，著者に
よる手稿本に近い写本から書写された良質の
写本であると考えられる。この続編の校訂は，
将来的には，（写本 3）を底本に書き直され
るべきである。

1-4. 『ムザッファル朝史』（C写本群）＝表 3
B1-B2写本群の続編の存在は最近ようやく
知られるようになったきたが，C写本群の続
編の存在は古くから研究者に知られてきた。
現存する写本の数も他の続編に比べて多い。
この続編は 4章 12節「モンゴル史」の後に
挿入されており（図 3），その内容は，ムザッ
ファル朝の歴史を扱ったものである。

C写本群の続編にも著者の序文が付されて
いる。それによれば，著者は代々ムザッファ
ル朝に仕えてきた知識人マフムード・クトゥ
ビーMaḥmūd Kutubīで，執筆年は 823／
1420/1年である。クトゥビーは，ムイーン・
ヤズディーMu‘īn Yazdī（1387没）の手に
なるムザッファル朝史『神の贈物Mawāhib-i

構成 Guzīda/Browne

『選史』1-4章 1a-307b
『ムザッファル朝史』 307b-376b
『選史』5-6章 376b-425a

図 3．C写本群の構成
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Ilāhī』（1366年頃）に対し，文飾が華美であ
るため内容が理解しがたいという不満を抱い
ていた。そして，この続編を，ヤズディーの
やり方とは異なる簡潔なムザッファル朝史と
して，「歴史書の中でこの書物よりも有益で
多くの記述があるものは著されてこなかっ
た」と評価する『選史』を書写する際，「モ
ンゴル史」の後に補ったという。その目的は，
ムザッファル朝君主の事績を記録し後世に残
すことにあった（Muẓaff ar: 27）。
この『ムザッファル朝史』を含む C写本
群の『選史』は 15世紀を中心に数多く作成
された（表 3）。これに属する（写本 7）のファ
クシミリ版（Guzīda/Browne）が 1910年に
出版されたことで，『ムザッファル朝史』の
存在は研究者には古くから知られてきた。そ
の後，1955/6年に（Guzīda/Browne）と（写
本 9）を利用して，ナヴァーイーが校訂本
（Muẓaff ar）を出版している。

2. 新出史料『ジャラーイル朝史』（D写本群）
の史料的性格

前章で紹介した続編について言えば，解釈
の問題はさておき，少なくともその存在自体
は知られていた。一方，これまでの研究の中
には 124をこえる数の『選史』の写本を網
羅的に扱ったものはなく，そのために，これ
までその存在すら知られてこなかった続編も
存在する。それは，フランス国立図書館に所
蔵される SP172写本に含まれる続編である。
SP172写本の続編は，これまで紹介してき
たいずれの続編にも属さず，ティムール朝前
史を扱う上で看過できない史料的価値を持
つ。ここでは，この続編の内容を紹介し，そ
の史料的価値について論じたい（テクストに
ついては稿末の付録を参照）。

2-1.  フランス国立図書館 SP 172写本の書
誌学的情報

フランス国立図書館に所蔵される SP172
写本について，同図書館のペルシア語写本目
録には「冒頭と末尾に脱落がある写本，16
世紀中頃書写のきれいなターリーク体，403
葉，24×15 cm，装飾されたペルシア製本」
という記載しかない（Blochet 1905: 207）。
つまり，実際にこの写本をひもといた者で
なければ続編の存在に気付くことはできな
いわけである。既に述べたように，1910年
の（Guzīda/Browne）出版以後，写本までさ
かのぼって『選史』を研究しようという者は
現れず，必然的にこの続編の存在に気付く者
はいなかった26）。かくいう筆者ももちろんそ
の一人であったが，2011年 10月 17日に同
図書館でアラビア語・ペルシア語写本調査を
行った際，SP172写本に含まれるこの続編
を発見するに至ったのである。その時すぐに
この続編の史料的価値に気付き，写本の現物
を調査したことが本稿執筆のきっかけとなっ
た。まずは，その調査結果に基づき，簡潔な
目録の情報を，補足することから始めたい。
葉数 403葉，写本の大きさ 24×15 cm，書
写面の大きさ 17×9.5 cm（枠線なし），1頁
あたりの行数 17行。目録では 16世紀中頃
の書写と推定されているが，紙や書体から判
断する限り，17世紀の書写と推定してもよ
さそうである。本文の書写は比較的丁寧に行
われているが，各頁の枠線がないなど，豪華
な装飾が施されているわけではない。書写に

26） ただし，続編が始まる箇所の欄外にはペルシア語で「344b葉までの補遺 ilḥāqī ast ilā f. 344b」
（Guzīda/SP172: 334b）という書き込みがあり，厳密に言えば既に続編の存在は知られていた。し
かし，その見解が公にされることはなく，写本目録にも反映されていない。この書き込みをした人
物は，他の箇所で「トゥラン Tūrān-zamīn」という語句の下に線を引き，欄外にフランス語で「間
違い erreur」と書き込み，その下に「キプチャク草原 Dasht-i Qibchāq」と訂正語句を添えるなど

（Guzīda/SP172: 335b），複数の書き込みを行っている。

構成 SP172
『選史』1-4章 1a-334b

『ジャラーイル朝史』 334b-344b
『選史』5-6章 345a-403b

図 4．SP172写本の構成
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使われた色は黒と朱で，朱は『クルアーン』
の章句，章の見出し，詩の半句ごとの切れ目
などに用いられている。写本の装丁は花柄の
模様で彩られている。
次に一番重要な写本の中身についてだが，
目録でも指摘されているように，冒頭と末尾
に欠葉が見られる。それも数葉の欠葉ではな
い。具体的に示せば，本文は，1章 1節「預
言者伝」のスライマーンの章の途中（刊本
Guzīda/Nawā’ī: 48）から始まり，6章 6節「カ
ズウィーンの諸部族」の導入部分の途中（刊
本 Guzīda/Nawā’ī: 798）で終わっている。こ
れは，全部で 812頁になる刊本の分量で示
せば，約 63頁分の記述が欠落していること
を意味する。この続編は，他の続編（B-2写
本群，C写本群）同様，4章 12節「モンゴ
ル史」の後に挿入されており27），334b-344b
葉の 11葉分の短い記事である（図 4）。

2-2. 『ジャラーイル朝史』の内容
続いてこの 11葉分の続編が扱う内容を紹
介する。（表 7）に挙げたとおり，この続編
の記事は大きく分けて，①導入部，②マリ
ク・アシュラフの専横，③マリク・アシュ
ラフの残党アヒー・ジューク Akhī Jūqの専
横，④ムハンマド・ヤルグールMuḥammad
Yalghūrの息子たちの専横，⑤シャイフ・ウ
ワイスの戦勝，⑥マルジャーンMarjānと
カーウースKāwūsの乱，⑦ワリーWalīの
専横，という七つの部分より構成され，主に
ジャラーイル朝（1340-1432）の歴史を扱う
内容になっている。
このように，『ジャラーイル朝史』で扱わ
れている内容は，イルハーン朝君主アブー・
サイード没後のイラン Īrān-Zamīn（特に，タ
ブリーズ，カズウィーン，ライ，サーワ）

28）

における混乱した政治社会情勢である。その
中では，イランに現れた簒奪者の度重なる圧
政と，その簒奪者を倒し正義をもたらした名
君の善政とが二項対立的に叙述される。その
前半部の主人公は，マリク・アシュラフを倒
したジュチ・ウルス 12代君主ジャーニー・
ベク Jānī-Bak（在位 1342/3-57），そして後
半部の主人公はジャラーイル朝 2代君主シャ
イフ・ウワイス ShaykhUways（在位 1356-
74）であり，最終的に，名君シャイフ・ウワ
イスがイランに生じた様々な混乱を鎮めてい
くという形で話は展開する。シャイフ・ウワ
イスの名前は，例えば「世界を映す者にし
て世界を征服する者，第二のノアにしてゾ
ロアスター教徒アレクサンドロス Iskandar-i
Mughānī，チンギス・ハーン一門の精髄」

（338a）など，様々な修辞表現で飾られる。
これに対し，マリク・アシュラフは，例
えば「諸王に妬まれ全世界から望まれるイ
ランの領域をマリク・アシュラフ―両世界
カラ彼ノ名ガ消エテナクナリマスヨウニ―と
いう名の暴君が支配し，ムスリムの財産を力
づくで奪った」（336a）といった形で，イラ
ンとムスリムの簒奪者として描写される。そ
してその名前には，「アシュラフ Ashraf」のf
韻に合わせて「アスラフ Asraf」という形容f
詞が付され，「アスラフなマリク・アシュラ
フMalik Ashraf-i Asraf」（f 335a-338a）と呼
ばれる。「アスラフ asraf」というのは「無f
思慮の sarif」という形容詞の最上級であり，f
「愚か者マリク・アシュラフ」という意味に
なる。その他に，一例だけであるが，「暗愚
な kharif」という形容詞が付されている箇所f
もある（336a）。同様に，この続編の最後に
登場する簒奪者アミール・ワリー Amīr Walī
も，韻を踏んだ「惨めな shaqī」という形容

27） ただし「モンゴル史」の最後にくる，刊本の分量で 4行分の神への祈願文の記述（Guzīda/Nawā’ī:
623）は削除されている。

28） 『ジャラーイル朝史』では，「イラン Īrān-Zamīn」はイルハーン朝の旧版図を指す言葉として用い
られている。これに対し，ジュチ・ウルスの版図は「トゥラン Tūrān-Zamīn」と呼ばれる（Guzīda/

SP172: 335b, 337a, 337b）。
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詞とともに「惨めなワリーWalī-yi Shaqī」
と憎しみをこめて呼ばれる（343b-344b）。
以上のような「イランの簒奪者と対決す
る公正な君主」という構図は，この続編全
体の一貫した主題となっている。そして最
終的にその記述は，アミール・ワリーを撃破
したシャイフ・ウワイスがカズウィーンに入
城し，タブリーズに出発する，773年サファ
ル月 24日／1371年 9月 6日の日付で終わる
（344b）。

2-3. 『ジャラーイル朝史』の著者
この『ジャラーイル朝史』の史料的価値を
論じる上で欠かせないのが著者の立場と執筆
の動機であるが，残念ながら本文中に著者の
名前は記されていない。しかし既に述べたよ
うに，この著者はシャイフ・ウワイスを随所
で賞賛していることから，その一番の動機
が名君シャイフ・ウワイスの事績の顕彰で
あったと容易に推測できる。この無名の著者
は，おそらくジャラーイル朝宮廷に関係して
いたのであろう。この推測は，シャイフ・ウ
ワイスへの様々な賞賛からだけではなく，祈
願文からも裏付けられる。著者はシャイフ・
ウワイスの名前に言及するたびに，「彼ノ
王権ガ永続シマスヨウ khullida mulku-hu」
や「彼ノ帝位ガ永続シマスヨウニ khullidat 
salṭanatu-hu」といった王位の永続を願う祈
願文を用い，その回数は 10回以上にも及ぶ
（338a-344b）29）。さらに彼の息子で王位を継
ぐことになるシャイフ・アリー Shaykh ‘Alī
（在位 1374-82）に対しても，「彼ノ幸運ガ永
続シマスヨウ khullida dawlatu-hu」という
祈願文が用いられている（343a）。
続いて挙げられる特徴は，カズウィーンと
サーワという町への強い関心と町についての
詳細な情報である。例えば，カズウィーン知
事 ḥākimとして，ラーチーン Lāchīn（336b），

アリー・ハージャ ‘Alī Khwāja（337a），ムハ
ンマド・カウリーMuḥammad Qawlī（338a）
という 3人の人物の名前を挙げる。同様に
サーワ知事についても，アミール・ハーッ
ジュ・マシュハディー Amīr Ḥājj Mashhadī
（343b）なる人物の名前が言及されている。
このような人物は，管見の限り他の史料では
確認できず，著者がこれらの町の情報に精通
していたことをうかがわせる。その中で，カ
ズウィーンは，「イスラームの天蓋Qubbat 
al-Islām」（338a）や「ムワッヒドたちの王
都 Dār al-Mulk al-Muwaḥḥidīn」（344b）と
いった美称で飾られ，信仰の中心地である点
が強調されている。
以上から，『ジャラーイル朝史』の著者は
おそらくカズウィーン近郊の出身で，ジャ
ラーイル朝に仕えた知識人であると推測でき
る。彼は，同じくカズウィーン出身のムスタ
ウフィーが著した『選史』を書写する際，シャ
イフ・ウワイスを顕彰するために続編記事を
付け加えたが，それが『選史』の本文ととも
に書写され，現在まで残ったのであろう。そ
の執筆年代は必然的に，最後の事件の日付で
ある 773年サファル月 24日／1371年 9月 6
日以降，シャイフ・ウワイスが死亡する 776
年第 1ジュマーダー月 2日／1374年 10月 9
日（Dhayl-Zayn/Afshār: 92）までの約 3年の
間にしぼることができる。

2-4.  『ジャラーイル朝史』の情報源と史料的
価値

これまでのジャラーイル朝史研究は，限ら
れた史料に依拠して進められてきた。最新の
概説を著したジャクソン P. Jacksonでさえ
も，主要な史料として挙げているのは，シャ
イフ・ウワイスに献呈されたアハリー Aharī
の『シャイフ・ウワイス史 Tawārīkh-i Shaykh 

Uways』（1359年頃），前述のザイン・アッ

29） 一箇所だけであるが，「彼に慈悲と満足あれ ‘alay-hi al-raḥmatu wa al-riḍwānu」（Guzīda/SP172: 
339b）と死者に対する祈願文が用いられている箇所もある。
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ディーンの『選史続編』，ハーフィズ・アブ
ルーの『集史続編』，そして，15世紀後半に
書かれたアラビア語普遍史『ギヤースィーの
歴史 al-Ta’rīkh al-Ghiyāthī』の 4点だけであ
る（Jackson 2008: 415b（（ ）

30）。既に指摘した
ように，『集史続編』の記事の後半部は『選
史続編』の記述に依拠していること，そして，
『ギヤースィーの歴史』の成立が 15世紀後
半であることに鑑みれば，この中で同時代史
料として価値を持つのは『シャイフ・ウワイ
ス史』と『選史続編』の 2史料だけというこ
とになる。ただし，これら 2史料の記事は，
両史料を校訂したアフシャールが既に指摘し
ているように，同系統の情報に属す（Dhayl-

Zayn/Afshār: 9-10）。これらの史料に対し，
本稿で扱った『ジャラーイル朝史』は，どの
ように位置づけられるだろうか。
『ジャラーイル朝史』には，カズウィーン
やサーワの町に関する他では見られない情報
が記載されていることは既に述べた。ここで
は，これらの情報の典拠について若干の考察
を行いたい。残念ながら，この史料に明記
されている情報源は二つだけである。一つ
は，シャイフ・ウワイスに仕えた頌詩詩人サ
ルマーン・サーワジー Salmān Sāwajī（1376
没）の詩であり（339b），もう一つは，『ジャ
ラーイル朝史』の著者自身が見聞きした情報
である。彼は，カズウィーン近郊における
ジャーニー・ベクとマリク・アシュラフと
の戦いについて，「35000の武装した兵士が
25000のマリク・アシュラフの騎兵に対し用
意された。その記録 nuskhaを私は見た」と
いう形で（336b），闘いの様子を具体的に記
録している。さらに，敗死したマリク・アシュ
ラフの遺骸が埋葬された時の様子を，「私が
聞いたところによれば，（遺体には）経帷子

がなかったとのことである」という形の伝聞
情報で克明に叙述する（337a）。
著者が自分の見聞きした情報と断った上
で叙述している情報の数もさほど多くはな
い。しかし，『ジャラーイル朝史』には，他
の史料では確認できない，何年，何月，そし
て，何日に至るまでの細かい日付が克明に記
録されている（表 7の日付を参照せよ）。そ
の中でも，これまで明らかでなかった最後
のイルハーン朝君主ガザン 2世31）の即位年
代が，757年サファル月／1356年 2月 4日-

3月 3日から 758年第 2ジュマーダー月 9日
／1357年 5月 30日と明記されている点は注
目に値する（335a-335b）。これらの記録の
典拠は不明であるとはいえ，以上の説明か
ら，本書が他の史料とは異なる情報源を持
つ，貴重な同時代史料であることは明らかで
あろう。最後に，この史料の情報の独自性
について，他の同時代史料である，『シャイ
フ・ウワイス史』と『選史続編』の記述を比
較することにより確認したい。ここでは，先
行研究で言及されることの多い，ムザッファ
ル朝初代君主ムハンマド・ブン・ムザッファ
ルMuḥammad b. Muẓaff ar（在位 1318-58）
のタブリーズ占領とその撤退の記事を材料と
してとりあげる32）。なお，括弧内の言葉と傍
線は筆者による補足である。

①『シャイフ・ウワイス史』
760年シャウワール月 2日水曜日，ハー
ジャ・ルールーの所領ワルザカーン
Warzaqān-i Khwāja Lu’lu’において，ム
ハンマド・ブン・ムザッファルとアヒーの
間で戦があった。アヒーは敗れ，アミール・
ムハンマド・ブン・ムザッファル・ヤズ
ディーはタブリーズに入城し，金曜（礼拝）

30） 1966/7年にバヤーニーSh. Bayānīが大著『ジャラーイル朝史Tārīkh-i Āl-i Jalāyir』を著した時には，
『選史続編』の存在は知られておらず，『集史続編』，『清浄園』，『伝記の伴侶Ḥabīb al-SiyarḤḤ 』（1529
年）といった後世の史料が一次史料として用いられていた（Bayānī 1381kh(1345kh): 412-424）。

31） 最後のイルハーン朝君主の比定の問題については，（Ja‘farī Madhhab 1390kh（（ ）を参照せよ。
32） この事件に関する史料間の記述の相違については，（岩武 1997b）という専論がある。
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を行った。その時，常勝軍の前衛が，吉兆・
勝利をもって到着するという噂が届いた。
彼は明るいうちに出発し，タブリーズから
イラクまでどんな場所でも立ち止まること
はなかった。（中略）アミール・ムハンマ
ド・ブン・ムザッファル・ヤズディーは家
にたどり着くと，息子たちの手で目を潰さ
れた（Uways: 246）。

②『選史続編』
（760年）シャウワール月，ギャルムルード
のワルザカーンWarzaqān-i Garm-Rūd地
方で両軍は遭遇し，戦った。アヒー・ジュー
クは敗れ，ムハンマド・ブン・ムザッファ
ルはタブリーズに入城した。彼は 1週間
タブリーズに滞在し，金曜（礼拝）を行っ
た。その時突然，スルターン・ウワイスの
軍勢の噂が届いた。天文学者たちはムハン
マド・ブン・ムザッファルに対して言っ
た。「今年，背の高いトルコ人顔をした若
者から貴方に大きな苦悩が及ぶことでしょ
う」と。彼はこの特徴がスルターン・ウワ
イスに当てはまることに気付くと，恐れお
ののきタブリーズから脱出し，イラクの方
へ道をとった。彼はどんな場所でも立ち止
まることはなかった。イスファハーンに着
くと，息子たちは彼の眼を潰し，最後には
殺害した（Dhayl-Zayn/Afshār: 69-70）33）。

③『ジャラーイル朝史』
同年（760年）シャウワール月 3日水曜日，
マラーガ郊外でアヒー・アシュラフィー軍
と交戦し，その軍勢のほとんどを亡き者と
した。アヒー・アシュラフィーには抗う力
はなく，背を向け敗走した。彼はカラー

バーグ方面へと駆け抜けた。アミールザー
ダ・ムハンマド・ブン・ムザッファル―彼
ニ慈悲アレ―は，同年シャウワール月 6日
土曜日，タブリーズに入城した。金曜日に
は金曜モスクのミンバルに上り，アッバー
ス朝カリフのやり方で ba ṭarīq-i khulafā-q
yi Banī ‘Abby āsフトバを詠んだ。そして，
アシュラフの残党を葬り去り，ファールス
に戻った。スルターニーヤを通過したの
は，同年シャウワール月末日火曜日のこと
であった（Guzīda/SP172: 340a）。

まず，①と②についてだが，情報量の多寡こ
そあるものの，アフシャールも指摘している
ように，同系統の情報に属することは明らか
である。次に③についてだが，扱う地域に
ファールスが含まれないためか，ムハンマ
ド・ブン・ムザッファルの末路に関する記述
こそないが，傍線を引いた箇所の情報が①・
②とは大きく異なっている。大きくまとめれ
ばその相違点は，細かい日付が逐一記録され
ている点，記録されている地名が異なる点，
アミールザーダという称号がムハンマドに対
して用いられている点，金曜礼拝の具体的な
内容が記録されている点，の 4点に分類でき
る34）。
以上の考察より，『ジャラーイル朝史』は，

『シャイフ・ウワイス史』や『選史続編』と
は異なる系統の情報を含む史料であることは
明らかであろう。これまでのジャラーイル朝
史研究で一次史料として用いられてきたの
は，同系統の情報を伝える『シャイフ・ウワ
イス史』と『選史続編』，そして，『選史続編』
に依拠して成立した『集史続編』，さらに，『集
史続編』をもとに成立した『清浄園』や『伝

33） 『集史続編』の記事とは，内容だけではなく，文章の構造や使われている単語までほぼ同じである
（Dhayl-i Jāmi‘: 238）。

34） ムザッファル朝宮廷で編纂されたムイーン・ヤズディー著『神の贈物』では，ムハンマド・ブン・
ムザッファルのタブリーズ入城は 759年ラマダーン月頃の事件とされており（岩武 1997b: 86），
①②③の記述とは異なる系統に属す。タブリーズでフトバを行ったという記述はクトゥビーによる
『ムザッファル朝史』など，ムザッファル朝側の史料に記録されているが（杉山 2006: 94），それら
の史料とも異なる系統の情報を伝えている。例えば（Muẓaff ar: 78）と比較せよ。
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記の伴侶』であった。これらの史料に対し，
異なる系統の情報を伝える『ジャラーイル朝
史』は，11葉の短さながらも貴重な同時代史
料として大きな可能性を秘めているのである。

2-5． フランス国立図書館 SP 172写本の写
字生

ここまで『ジャラーイル朝史』の文献学的
考察を行い，その史料的性格を明らかにして
きたわけだが，校訂テクストを公表するにあ
たり，一つ大きな問題点に触れておきたい。
それは，SP172写本を 16世紀に書写した写
字生の仕事の質についてである。
『ジャラーイル朝史』の著者は，アラビア
語の知識も備えていたようで，本文中にはア
ラビア語の慣用表現がしばしば散見される。
ところがこの写本の書写生，あるいは親写本
の書写生にはどうやらアラビア語の知識はそ
れほど備わっていなかったようである。一例
を挙げれば，本文中に二度使われている「事
が頂点に達した balagha al-saylu al-zubā」
（335b, 341b）という表現は完全に理解でき
なかったようで，適当に文字の点が打たれて
いる。その他，アラビア語の慣用表現はほと
んど誤った形で書写されている。また，人名・
地名についても，親写本の形をとりあえずそ
のまま写した，という類のものが多く，原綴
りを復元するのはなかなか至難の業である。
さらに，ペルシア語の本文についても，この
ままでは意味が通らない箇所も散見され，お
世辞にも質のよい写本とは言えない。
『ジャラーイル朝史』は現時点で SP172写
本に収録されたものしか確認できておらず，
本来ならこの写本を文字おこしするだけで十
分なはずである。しかし以上のような写本の
質に鑑み，本稿においては，同じ時代を扱う
『シャイフ・ウワイス史』や『選史続編』の
記事を参照しつつ，できるだけ SP172写本
における人名・地名の誤りを訂正するように
試みた。それに加え，本文中の明らかに文意
が通じない箇所についても，筆者の知識の及

ぶ限り訂正・補足し，写本における原綴りは
脚注にまわした。

おわりに

ムスタウフィーが財務術の技法を用いて著
した簡潔な歴史書『選史』は，前近代ペルシ
ア語文化圏においては多くの読者を獲得し，
数多くの写本が作られた。その中には，後世
の歴史家により続編が加筆された写本も存在
しており，このことは，『選史』が様々な政
治社会的な要求から利用され続けていたこと
を示している。
本稿では，『選史』写本研究の第一歩とし
て，続編の種類により 124点の写本を五つ
の写本群に分類した（A写本群：続編なしの
もの，B1写本群：ムスタウフィー親子によ
る続編を含むもの，B2写本群：続編『ティ
ムール朝前史』を含むもの，C写本群：続編
『ムザッファル朝史』を含むもの，D写本群：
続編『ジャラーイル朝史』を含むもの）。そ
の上で，四つの続編の史料的性格を明らかに
した。そして最後に，著者が発見した，ジャ
ラーイル朝期のカズウィーンを扱うフランス
国立図書館 SP172写本の続編の史料的価値
について論じた。
本稿で論じたように，これまで『選史』の
写本研究は写本の全体像を把握しないままに
進められてきた。極めて残念なことに，これ
までに発表された『選史』の諸続編に関する
史料解題や校訂には幾つかの問題があった。
本稿は今後『選史』の史料研究を進めていく
上での最初の作業であり，また，史料に恵ま
れていないイルハーン朝滅亡からティムール
朝勃興までの時期のペルシア語文化圏史研究
に，新たな史料と展望を提供しようという試
みである。
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表 1．B1写本群（ムスタウフィー親子による続編含）

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
1 St. Petersburg St. Petersburg State University O. 153 1411 253 25*15 19*11.5 25
2 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts C501 1615 217 25.5*18.5 19.5*12.5 21

表 2．B2写本群（続編『ティムール朝前史』含）

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
3 Tehran Majles Library 13668 15C 362 23.5*16 16.5*10.5 19
4 Tehran Tehran University 2402 16C 285 25.5*16 18.5*11 21
5 Tehran Majles Library 14091 1539 353 22.5*15.5 — 15

表 3．C写本群（続編『ムザッファル朝史』含）

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
6 Tehran Golestān Palace Library 486 1449 461 21*13 15*7.5 17
7 Cambridge Cambridge University G4（11) 1453 427 25.4*16 16.5*10.1 19
8 Oxford Bodleian Library Pers. d. 96 1484 244 26*18 18*12 21
9 London British Library Add. 22693 1485 249 22*16 16.2*11 21
10 Qom Āstān-e Moqaddas Library 6033 15-16C 225 20.5*14.5 17*11.5 21
11 Paris National Library Suppl. persan 173 1536 306 24*18 18.2*11.3 23
12 Mashhad Ferdowsī University Adabīyāt 50 16-17C 220 25*16 18.8*11.2 25
13 Cambridge Cambridge University G5（12) 17C? 158 28.5*17.3 18*10 31
14 Tehran Shahīd Moṭahharī Madrese 1614 1879 194 35*21 24.5*11.5 27

15 Tehran National Library 5-18406 ̶ 236 31.7*20.3 21*11 21

表 4．D写本群（続編『ジャラーイル朝史』含）

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
16 Paris National Library Suppl. persan 172 16C 403 24*15 17*9.5 17

表 5．A写本群（続編なし）

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
17 Mashhad Ferdowsī University Elāhīyat50 ca.1330 159 21*15 — 23
18 Munich Bavarian State Library Cod. Pers. 205 1420 332 24.5*15.7 17.7*10.4 19
19 Rampur Raza Library F1822 1440 288 21.5*14.5 17.5*10.5 21
20 Oxford Bodleian Library Clarke 8 1443 304 27*19 18.9*10.5 21
21 Edinburgh Edinburgh University Or. ms 406 1444 258 23*15.5 17.4*11.3 21
22 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts C503 1444 252 25*14.5 17.8*11.5 21
23 Istanbul Süleymaniye Library ‘Āṭif Efendi 1856 1445 230 24*16.5 — 21
24 Tehran Majles Library 9368 1447 239 24*17 18*11 21
25 Oxford Bodleian Library Elliot 354 1448 256 24.5*16 19*11.5 21
26 Istanbul Süleymaniye Library Es‘ad Efendi 2169 1450 225 21.6*13.1 15.1*8.3 27
27 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts C795 1451 254 26*17 18*11.5 21
28 Istanbul Süleymaniye Library Fātiḥ 4459 1455 224 25.5*16 17.5*11 21
29 Tehran National Library 5-11347 1465 275 22*12.5 15.5*7.5 25
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30 Paris National Library Suppl. persan 1438 1467 361 22*14 — 19
31 Istanbul Köprülüzāde Library Meḥmed Paša 1054 1481 146 24.7*17 18.5*12 29
32 Istanbul Süleymaniye Library Fātiḥ 4458 1495 195 25.5*17 19.5*9.5 29
33 Dushanbe Firdawsī Library 540 15C 168 25*17.5 17*12 21
34 Istanbul Süleymaniye Library Ayasofya 3037 15C 225 25.4*17 17.5*10.8 21
35 Qom Mar‘ashī Najafī Library 11407 15C 202 26*18 21*15 21
36 Qom Mar‘ashī Najafī Library 8089 15C 41 20.5*14 16*11 19
37 Tehran Shahīd Moṭahharī Madrese 1613 15C 247 25.5*15.5 17.5*9.5 21
38 Aligarh Maulana Azad Library Univ F.A.13 15-16C 245 21.5*13.5 17.5*11 21
39 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts C504 15-16C 228 26*19 17.5*11.5 19-21
40 Tehran Dā’erat al-Ma‘āref-e Bozorg-e Eslāmī 102 15-16C 231 23.5*15.5 17*11 21

41 London British Library Add. 7631 1518 249 21*15.5 17*9 25
42 Tehran Golestān Palace Library 502 1531 363 34.5*22 20.3*13.5 16
43 Munich Bavarian State Library Cod. Pers. 206 1541/2 329 20*13 12.8*7.9 17
44 Oxford Bodleian Library Elliot 355 1546 489 25*18 17.5*10.7 17
45 Istanbul Süleymaniye Library Dāmād Ibrāhīm Paša 904 1548 410 24.2*14.3 14.7*7.6 15
46 Istanbul Nuruosmaniye Library 3213 1548 323 25*17.2 — 19
47 Vienna Austrian National Library N.F.192 1557 374 30*22 22.2*14.3 17
48 Cambridge Cambridge University Dd.10.13 1557 362 24.1*17 17*10 18
49 Paris National Library Suppl. persan 1977 1581/2 355 23.5*16 — 15
50 Cambridge Cambridge University Dd.3.23 1582 291 24.6*17.5 16.1*10.1 19
51 Edinburgh Edinburgh University Or. ms 185 1585 421 21*13 15*8 17
52 Istanbul Süleymaniye Library Ayasofya 3072 1586 195 28.5*19 19.2*12.2 21
53 Tehran Malek Library 5685/26, 32 ca.1589 11 22*9 — 41
54 London British Library Add. 7630 1600 246 25.5*18 17*11.5 19
55 Tehran National Library 5-12153 1600/1 220 24*16 16.5*11 19
56 London British Library Add. 11630 16C 301 24*13.5 17.5*9 21
57 London British Library Add. 23499 16C 263 24*17.5 16.5*11 21
58 Mashhad Āstān-e Qods Library 5858 16C 257 21.5*15 16*10 19
59 Patna Khuda Bakhsh Library HL07 16C 215 18*11 15.1*7 25
60 Qom Mar‘ashī Najafī Library 8662 16C 252 25*17.5 17.5*12 17
61 St. Petersburg St. Petersburg State University O. 1213 16-17C? 169 33.5*25 24.4*17 25
62 St. Petersburg National Library PNS237 16-17C? 270 23.5*18 16*10.7 21
63 Manchester John Rylands Library Persian 157 1610 353 23.8*14 16.9*7.9 19
64 Esfahan Ebn Meskaveyh Library 935 1619 191 26*15 18*10 25
65 Tehran Majles Library 3018 1643 293 24*18 18*11.5 17
66 Dushanbe Academy of Sciences 454/1 1647/8 142 25*19 17*13 19
67 St. Petersburg National Library PNS236 1652 337 24.5*16 18.6*10.7 18
68 London British Library I.O. Islamic 649 1682 263 22*14 16.5*10 18
69 Yazd Vazīrī Library 319/2 1696/7 154 24*14 19*11 20-21
70 Tehran Majles Library 8841/1 1699 59 33.5*23 30*17 53
71 London British Library I.O. Islamic 180 17C? 262 28.5*17 19.6*10.7 20
72 Paris National Library Suppl. persan 171 17C 303 27*15 — 19
73 Patna Khuda Bakhsh Library HL06 17C 278 26*16 19.5*8.8 19
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74 Tehran Majles Library 14641 17C 182 23.5*17.2 18.3*12 21
75 Tehran National Library 5-12224 17C 255 20*12.5 14.5*8.5 18
76 Tehran Shahīd Moṭahharī Madrese 7218 17C 274 23*17 16*11 15
77 Tehran Tehran University Adabīyāt 45J 17C 345 25*19 18*11 15
78 London British Library Or. 8108 17-18C 281 23*13.5 15.5*8 21
79 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts B702 1763 187 21.5*12.5 15*7.5 29
80 Mashhad Āstān-e Qods Library 9851 1791/2 214 18*15 — 17
81 Paris National Library Suppl. persan 170 18C 336 26.5*16 18.7*10.7 19
82 Tehran Tehran University 9850/2 18C 20 19*12 14*7 15-18
83 London British Library Egerton 690 1803 198 26.5*19 22.5*13.5 21
84 Tehran Tehran University 5711/2, 4 1809 7 21*15 15*9 22
85 Cambridge Cambridge University Or. 944(9)/1 1810 193 22.8*14.5 17*10 23
86 Tehran National Library 5-6089 1820/1 243 21.3*14 17.2*9.3 21
87 St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts C502 1828 173 24.5*15 17*9.6 23
88 London British Library Or. 1711 ca. 1850 278 21.5*13.5 15.5*9 13
89 Aligarh Maulana Azad Library H.G.32/2 1874 258 29.5*18.5 26.5*13 19
90 Rome Rincey Library Or. 13 1879 200 31.5*19 23.5*12.5 25
91 Tehran Majles Library 5153 1880 194 31*19 24*11.5 26
92 Kolkata National Library Buhar 1 19C 315 32.6*21 23*11 19
93 Dushanbe Academy of Sciences 1422 20C 234 26*15.5 20.5*10.5 21
94 Qom Eḥyā-ye Mīrāth-e Eslāmī 3695 20C — 25*17 17*10 17
95 Cambridge Cambridge University King’s(POTE)��� — 329 26.2*17 22.5*13 17
96 Istanbul Süleymaniye Library Yozgat 403 — 217 — — 19
97 Mashhad Ferdowsī University Adabīyāt 123 — 307 28.7*16.5 21.5*11.5 19
98 Oxford Bodleian Library Fraser 156 — 399 28*15.5 18*8 17
99 Oxford Bodleian Library Ouseley 278 & 279 — 415 27*16.5 18.7*10 15
100 Rampur Raza Library F1823 — 328 26*16.5 19*11 19
101 Tehran Majles Library 233 — 235 21*13 — 21

表 6．未調査写本

都市 所蔵図書館 所蔵番号 書写年 葉数 紙幅（cm）書写面（cm）行数
102 Tonk Arabic & Persian Research Institute Tonk 1475 14-15C 210 25*21 — 17
103 Baku Institute of Manuscripts 269 16C 307 26*20 — —
104 Lahore Punjab University Ape I 5 1587 276 — — —
105 Tonk Arabic & Persian Research Institute Tonk 1473 16C 459 22*13 — 15
106 Tashkent al-Biruni Institute of Oriental Studies 8 16C 286 24.5*18 — —
107 Tashkent al-Biruni Institute of Oriental Studies 2786 16C 146 24.5*16 — —
108 Tashkent al-Biruni Institute of Oriental Studies 3624 16C 274 23*17 — —
109 Tashkent al-Biruni Institute of Oriental Studies 7 16-17C 292 31*19 — —
110 Qom Golpāyegānī Library 7576-51/36 1692/3 168 26*18 — 15
111 Kolkata � e Asiatic Society Library PSC6 17C 280 23.5*13.5 16.5*9.5 19
112 Lahore Punjab University Ape I 14 17C 145 — — 21
113 Tashkent State University Library 09/840 17C 241 24*17 — 19
114 Hyderabad Āsafīya Library 229 1827 — — — —
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115 Tehran Khānqāh-e Ne‘mat Allāhī Library 407 1852 400 23.5*15 — 14
116 Tonk Arabic & Persian Research Institute Tonk 1474 1881 530 22*16 — 16
117 Tonk Arabic & Persian Research Institute Udaipur 2595 1885 444 30*20 — 15
118 Dushanbe Academy of Sciences 57 19C 213 21.5*15.5 — —
119 Tehran Ḥoseyn Me� āḥ Library 512/4 19C — — — —
120 Cairo National Library M23 — 436 24*17 — 19
121 Cairo National Library M25 — 352 35*33 — 19
122 Bukhara Central Library 95 — — — — —
123 Kabul National Museum 270 — 279 24.5*17.5 — 17
124 Kazan Kazan University 338 — 302 22*13.5 — —

表 7．『ムザッファル朝史』の内容

①　導入部（334b）
②　マリク・アシュラフの専横（334b-337a）
1343年 12月 9日 シャイフ・ハサン暗殺，マリク・アシュラフの即位
1344/5年 マリク・アシュラフ，アヌーシルワーンを推戴
1349-51年 3度の遠征の失敗，サーワでの圧政
1356年 アヌーシルワーン死去，マリク・アシュラフ，その息子ガザン 2世を推戴
1357年 5月 31日 マリク・アシュラフ，ジャーニー・ベク（在位 1342/3-57）軍に敗北
1357年 6月 23日 マリク・アシュラフの死
③　アヒー・ジュークの専横（337a-341a）
1357年 7月 27日 ジャーニー・ベク，ビルディー・ベク（在位 1357-60/1）に譲位，アヒー・ジュークの謀叛
1357年 9月 1日 ビルディー・ベク，キプチャク草原へ出発
1357年 9月 4日 アヒー・ジューク，タブリーズ入城
1357年 9月 15日 スルターンシャー・ジャーンダール，スルターニーヤ入城
1357年 9月 26日 ビルディー・ベク，キプチャク草原に帰還
1358年 8月 6日 アヒー・ジューク，マラーガでシャイフ・ウワイス軍に敗北
1358年 8月 30日 シャイフ・ウワイス，タブリーズ入城
1359年 2月 7日 シャイフ・ウワイス，冬営のためバグダードへ
1359年 2月 11日 アヒー・ジューク，再起しタブリーズに再入城
1359年 8月 5日 ムハンマド・ブン・ムザッファル（在位 1314-58），ファールスからスルターニーヤに到着
1359年 8月 28日 アヒー・ジューク，マラーガ近郊でムハンマド・ブン・ムザッファルに敗北
1359年 8月 31日 ムハンマド・ブン・ムザッファル，タブリーズ入城の後，ファールスに帰還
1359年 9月 18日 シャイフ・ウワイス，タブリーズ入城
1359年 11月 3日 アヒー・ジューク，シャイフ・ウワイスに敗北の後，服従
1360年 9月 12日 アヒー・ジューク，アリー・ピールタンと結託し謀叛を計画，露見し捕縛される
1360年 9月 17日 アヒー・ジューク，タブリーズで処刑
1360年 10月 22日 アヒー・ジュークの残党，ラシード区で処刑
④　ムハンマド・ヤルグールの息子たちの専横（341a-342a）
日付不詳 4人の息子がスルターニーヤ，カズウィーン，ザンジャーンなどの知事に就任
1365年 12月 13日 カズウィーンでの圧政
1366/7年 ライでの圧政
⑤　シャイフ・ウワイスの戦勝（342a-342b）
1363/4年 キプチャク草原での勝利
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マリク・アシュラフの息子ティムール・ターシュはティクリートで，ターリシュはサーワで捕縛・処刑される
⑥　マルジャーンとカーウースの乱（342b-343b）
1365/6年 アミーン・アッディーン・マルジャーン，バグダードで反乱
1366年 3月 24日 シャイフ・ウワイス，バグダード西岸制圧
1366年 4月 4日 バグダード東岸制圧，マルジャーンを捕縛
1369/70年 マルジャーンを解放
1369/70年 シャー・カーウースの反乱，失敗し捕縛されるが，後に解放される
⑦　ワリーの専横（343b-344b）
1371年 ワリー，サーワとライで圧政
1371年 6月 27日 シャイフ・ウワイス，カズウィーンへ出発
1371年 8月 10日 ワリー，シャイフ・ウワイスに敗北
1371年 9月 6日 シャイフ・ウワイス，カズウィーン入城，タブリーズへ出発
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Appendix 
The text of the Paris manuscript (Suppl. persan 172) of Mustawfī’s Tarīkh-i Guzīda, ff. 334b-344b. 

ار من ب]334[ ادي ملک و ملّ ا در زمانه گر فتوري هست در  و  ت را اساس ست     ورنه بس ني  

ار من  ن تا اين فتور از  35بريون شود          خوش نباشد جامه نيمي اطلس و نيمي پالسسعي   

ه آخر زمان سلطان مغفور مهربان مربور1[ ه ابتداي آن از سنۀ تسع و تسعني و مخسمايه بود تا آخر آن   36] و چون شعبۀ اول چنگزخانيان 

ادرخان ـ عليه الرّ  ه سادس عشر ربسعيد شهيد، ابو سعيد  ه سپري شد و سلطاىنو ثالثني و سبعما يع اآلخر سنۀ سّت محة ـ   37لّ مستق يۀ هجريه بود 

ني برداشته دادي بر اعلي ِعّليِفسق و ُفجور و ىب راشته و راياتفرماي مناند، آيات ظلم و جور و ستم اففرمان ني][و الطّ  املاءاي و قهرماىن قهرمان الرّ 

گرفت ايران به دست فرو مي به تغّلب و تسّلط اموال و امالک مسلمانانرد و مي 38وبرت شخصي را به پادشاهي منصوشبو به هر وقرت صا گشت.

ر ردند و ظلم دزمني اخذ ميايران واليات اموال ،غازاىن قانون تاش بر حسبمتور امري شيخ حسنِ  و تا زمان رد.خاليق ُمباح مي مايو فروج و دِ 

 رسانيدند.لباس عدل به ظهور مي

ملک دختر حاجي تتاش بر دست عزّ متور يه امري شيخ حسنِ ين رجب سنۀ اربع و اربعني و سبعماحادي عشر شنبهدر چهار و چون] 2[

و امري  تعجيل به تربيز آمد. چون خِرب واقعۀ برادرش بشنيد، به شهيد شد، ملک اشرف در فارس بود.در تربيز  40خاتون ابشنجبرادر گ 39بشح

رت آباد شيخ حسن اوجلتاي ـ عليه الرّ  شرت ]لفا335[محة ـ در بغداد با عدل و داد با شهزاده دلشاد با دىل شاد و ممل زاد به عيش و عشرت و با حوران 

  رد.ناز و نعمت جتّشم و تنّعم مي

ت به دست ملک اشرِف  زمام ،انکِ ديّ لِ و چون زمان به امر مَ  ت و شو ي بر ناصيۀ عدل تعدّ دادي داد و داغ ظلم و ىب و داد اسرف داد 41ممل

ان بن امري شيخ حسن بن امري  رد. 43وبت نشاند و به پادشاهي منصرا بر خت 42يه انوشروان خاند، و در سنۀ مخس و اربعني و سبعماا و امري ِال

ان را در بن امري شيخ حممود بن امري چوپان را و امري تود 44انبن امري چوپان را و محرق غانسوريه امري سنۀ سبع و اربعني و سبعما حممود در شهورشيخ 

ر  ان در ُحوَ  و به قتل در آورد. 45بگرفتحدود ديارب   يزه سنۀ تسع و اربعني وفات يافت.و امري ِال

                                                   
 ).623، ص گزيده/نوائي( است تاريخ گزيدهاصلي مىت  تا اينجا   35
 اصل: مريور  36
 اصل: مستقبل  37
 اصل: منسوب  38
ذا، در  39  ).229، ص اويسجبش خوانده شده است ( تواريخ شيخ اويس  اصل: 
اف خواتون خوانده شده است ( شيخ اويستواريخ  در  40  ).212، ص اويسنجش
 اصل: دست ملک و اشرف   41
 اصل: ابوشروان خان  42
 اصل: منسوب  43
ذا، در   44  ).183، ص ذيل جامعرغان خوانده شده است ( التورايخذيل جامع اصل: 
رفت  45  اصل: در حدود ديار ب
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رد. يه به حرِب ري ملک اشرف در سنۀ مخسني و سبعماو ام  ان رفتصفهو در سنۀ احدي و مخسني به جنِگ ا بغداد رفت و نامراد مراجعت 

رد. ،وبتندوم  رد حصولِ و ىب ،ترک رفت يه به جنگِ سبعما و در رمضان سنۀ اثنني و مخسني و و مغموم و مهموم مراجعت  و در  .مراد مراجعت 

ررمضان سنۀ اثنني و مخ ردند سني لش بعضي به قتل آوردند و بعضي به گرسنگي و سخرت مبردند و بعضي  اهاىل آجنا را، و جمموع وي ساوه را غارت 

 دند، چنانچه هيچ آفريده در ساوه.آواره ش

 ب]335[خان را در صفر سنۀ سبع و مخسني امري ملک يه وفات يافت، پسرش غازانم سنۀ سبع و مخسني و سبعمادر حمرّ  و انوشروان خان

  رد. 47دي اآلخر سنۀ مثان و مخسني پادشاهيمجا و تا تاسعرد،  46وباشرف به پادشاهي منص

امات و مرسومات و وظايف بر ارباب عمامي صدقات و خريات و مربات و ادرارات و انع زمني مسّلط شد، درِ چون ملک اشرِف اسرف بر ايران

و  48صايبو م .بر مؤمنان و مسلمانان بر گشود تنّجزاتو طريِق مصادرات و حواالت و قسمات و توزيعات و طّيارات و  .استحقاق در بست و الباب

بات و حادثات و َشناقص و نواقص به درجۀ  اليِف ماال رسيد. 49الُزىببلغ الّسيل نوايب و ن  و خاليق را از غايت طاق به مرتبۀ نامنتها اجناميد.يُ و ت

ايت ا50ارافتق اضطرار و  ار به جان رسيد.،  نجه هالک مي عضي در زيِر چوب وب رد به استخوان و  و  ند و زندان گرفتار بودند.شدند و بعضي در بش

ّ ههر  رد، سر از دست ح  زي و مأمىن پناهيد.ربه حمُ  ظالم جهانيده، امرا ياور ياري و پاي و دست ياوري و ياري 

بار و ا فّ االشرار و قمع الظّ  ابر ابرار و اعاظم احرار لدفع شرّ اتفاقًا بعضي از مشايخ  سلطاِن مغفور  آوردند، نزد زمنيار، روي به تورانلمة و ال

ـ، و ُعشري خان بن چنگزخان بن توشيقان بن باتوخان بن تقوخان بن طغرجلهخان بن ازبک 51بکجاىن خان ـ رمحة اهللا عليه و علي آبائه املسلمني 

ي از بسيار بل 52راشاز ِمع ي از صد هزار هزار از ظلم و تعدّ و اند سرف و و عدوان امري ملک اشرِف ا ]لفا336[ي و جور و طغيان و زور و ستم ه ي

ار و وزراي حشم جّرار به گوش هوش امراي ه بر ُملک ايرا امياب و ُحّجاِب با وقار از جناب 53و نّواب نامدار ام ه حمسود ناو رسانيدند  زمني 

ي امالک مسلمانان به دست ب و تعدّ ط شده، و به تغلّ مسلّ ـ  هر دو جهان باد نامش زم ه گـ  خافقني بودي، ظاملي ملک اشرف نام خواقني و مقصود

ّ فرو گرفت، و به تسلّ   ]78[النساء /<بروج ُمشّيدة>و  گرخيتعني در قلعۀ تربيز اتباع شياطني مال مؤمنان مباح گردانيده، و به دمايم فروج و ط و حت

ني اموال اهل ساخته، و با ِاباحت فروج و دما و فر و احلاد ساخته، و پنجاه هزار ظامل جاير مالعني پُر ه  را مدت اسالم و  سري  چهارده سال است و 

نگدر ايران انداخته و ايشان با پنجاه  اده و ميصفت در افتاده و مششري و وار و اژدهاهزار تبع و حشم  لنگ در  اق و  زنند و گريند و ميتري و 
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م برند.و مي شندنند و ميمي   اشارِت  به ح

 54اذا قيل مت ،اذا مت امر دنا نقصه      توقع زواال

ّن و مطرّ بک ـ عليه الرّ ين حممود جاىنمربور، جالل الدّ  مغفورِ  باري ـ سبحانه و تعاىل ـ در خاطر عاطر سلطانِ  روي در  ز فرموده، به عزِم غزامحة ـ مر

امران ه سلطاىن  ردند  اد، ناگاه با امري اشرف ملکِ َخِرف خرب  ران از  ب]336[اردان و اتباع و اشياِع ىب  با فرزندان و امراء و وزراي ايراِن ويران 

رد.ي اآلخر سنۀ مثان و مخسني و سبعمامجاد 55دربنِد شروان در دوازدهم ه ف را معلوم و حمقّ سلطان ملک اشرِف اسر 56چون اعوان يه گذر  ق شد 

ني و با ه باحلقيقة او به حدود دوربني و عقل 57ينراي رز پادشاهي چنني با مت  ]78[النساء /<بروج مشّيدة> اوجاِن آذرباجيان رسيد، به دِر زاويۀ هاويه 

رده بود رفتند. اف انزوا  تصّور  ّد و شّد از اعت ه خصِم جان به حدود  بريون آورد. ه زوربو  زورو او را به هزار هزار  چون ملک اشرف دانست 

رد.اوج ر را مجع  ر من م ان رسيد، عسا ور از قزوين بريو شنبهدو قزوين الچني بود، روز و در آن وقت حا ن رفت، و سي م مجادي االوىل سال مذ

رده است.سو ن نج هزار سوارِ ملک اشرف مرّتب شد.پوش با بيست و پو پنج هزار مرِد جبه  خۀ آن اين ضعيف مطالعه 

شيدند.سبعمادهم مجادي اآلخر سنۀ مثان و مخسني و  شنبه و در روز ِم  يه فريقني صف  در آن زمان به  58»هّيأ اسبابه اذا اراد اهللا شياً «به ح

 ملک اشرف چون طاقت وع اثري نبود.هر يک مقدار ختم مرغي، و نزد فرقۀ اسالم هيچ از آن ن رگي بر سِر آن ظاملان باريدن گرفت،تگ ،امِر باري تعاىل

ر    نده و آواره شده، به جهّنم رفتند.پرا 59متفرق و منهزم شده، هر يک به طرىفمقاومت نداشت، عنان از حرب برتافت و در گريز بشتافت، و لش

ي  ِم  ]لفا337[ملک اشرِف اسرف با اند سيزدهم مجادي  روز مجعه 60»اذا جاء القضاء ضاق الفضاء«مردم تا به حدوِد خوي بگرخيت، و به ح

ُردي مملوک ور بر دست  ور در  روز مجعهو در  مغفورش آوردند. گرفتار شد، و نزد سلطان 61اآلخر مذ  شربِت فنا چشيد. تپهيديرابع رجب سال مذ

ردند و پيش برادرش امري شيخ حسنِ  63جسمش 62بعد از سه روز ردند. ىب سر به تربيز نقل  فن نداشت،  64انچن متورتاش دفن  ه  <فاعتربوا شنيدم 

ومت شنبهسهو ،  ]2احلشر / [يا اولو االبصار>  قزوين آمد. هشتم رجب علي خواجه نامي به ح

را در تربيز بر ختت  خانبکر بريديين اىب املظفّ سلطان ناصر الدّ بک هشتم شعبان سنۀ مثان و مخسني پسر مهتر خود را ] سلطان جاىن3[
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ت نشاند.   جزاه اهللا تعاىل خرياً. زمني برد.يابان با خود به تورانپايان و اسباب چون ريگ برزندان ملک اشرف را با امواِل ىبو زن و ف ممل

رد منود.ه و تنت جتّشم 65چهل روز در آذرباجيان تخان مدّ کبسلطان بريدي ار نفرمود و بر دمشن ابقا  ياست را  فايت را و  و اتباع  ،و چون 

ه در آن حواىل به ظهور رسيده بود، چون  66و اخي جوِق اشرىف را به مرند فرستاد بياورد ،و اشياع اشرىف را در قضايا مدخل داد جامه از جواهر قيمرت 

ه در رده بود به دست آورد،  بداجنا رفت و آن جامه و اموال و اسلحه بسيار  و ظاملاِن اشرىف با او مّتفق  67و مجاعرت از ُمفسدان ب]337[آن واليت تاالن 

رد، و نيز آن خان به سبِب بکبه تربيز آوردند، سلطان بريدي 68روي ،شدند و ياغي و باغي شده ر توّهم  ي لش  يه ميالن طبيعت او و امراء و وزراگاند

ور ز خرب بيماري پدرش بدو رسيده بود.بودند، و نيزمني مياو به توران رد.توران عزميت ،و در پانزدهم رمضان سال مذ   زمني 

ور در تربيز آمدند.و اخِي اشرىف با اتباع و اشياع شياطني مالعني ه ه از امريزاده حممد بن مظفّ  جدهم رمضان مذ ر و امري سلطانشاه جاندار 

ور در سلطانيه آمد. بيست و عهمجروز  ،گردان شده بوديزدي روي ور از آِب در عاشر شوّ  69خانبکو سلطان بريدي م رمضان مذ ُر  ال سال مذ

ي و چون اتباع و اشياع ملک اشرِف اسرف آن اطراف خاىل يافتند، اسِب جور و ظلم و طغيان و گوي ستم و تعدّ  زمني رفت.بگذشت و به توران

ان نساختند 70ايناً  ،و با هيچ آفريده و اسباب ايشان تاختند ختند و بر اموالااهِل اسالم تيدان انداختند و بر عدوان در م و در هيچ ميني يسار  .من 

ّلي از ميان   مسلمانان برداشتند. ]لفا338[نگذاشتند، و شعار و دثار اسالم به 

وت و مقّربان حضرت جربوت د نان خطۀ مل ه سّد باب يأجوج و مأ 71ان ندار گوش هوش دل و جان ِانس و جناگاه سا ن جوج آردند 

ندري صاحبسعي نوايب و مصايب ىب ت و غضنفري صاحباس به التفاِت خاطر عاطر و ضمري  ،حدّ ود نگردد، و فتح الباب آن سّد ىبدولت مسدشو

ندر ُمغاىنجهان شورگشاي نوح ثاىن، اس ـ ابّ ، خالصۀ دودماِن چنگزخان، معّز الّدنيا و 72مناي  ادرخان  ه و خّلد عمره ـ تواند الّدين، شيخ اويس  د مل

اده 73مظلومان ستمديدگان آذرباجيان بود. ه اتباع و اشياع شياطني ،روي بدان حضرت  مالعني ملک اشرِف اسرف مجع  74به عّز عرض رسانيدند 

ّم دمااند، و به تسّلط و گرفته فرو 75اند، و به تغّلب اموال و امالک مسلمانانشده  77و فروج مؤمنان مباح گردانيده، و دماغ و دل انسان بادگري َنفخۀ 76حت
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اري  ،خانۀ متّناي خسروي و مرزباىن شدهشيطاىن و خيال ِم دياري، مهچونداري ه هر سرداري بر سرِ بلو هر سرداري را سر و   ، و هر عّياري حا

محممد قوىل لوىل ىب اينًا من  ة االسالم قزوين.قبّ  دين حا و مؤمن و مسلمان هر يک به دست ده حمفل نادان و ظامل با ُعدوان گرفتار، و هيچ آفريده را 

ان قرار، و نه جمال فرار، و نه جاي گفتار،  ان نه ام

 بيت

شته و سوخته     نه بيم از نگهبان نه ترس از خدا ب]338[ نده و   مهه 

 اقربا ز اقرباچو روز قيامت گريزان شده     پدر از پسر، 

نجهو جمموِع اهِل اسالم به چوب و به هيچ  آرند.مي ه روزب به زور و همّ  به صد هزار غم شىبو ، به شب ، روزي به هزار ُغّصهو خواري خواري و ش

ار و بار و بريونوجه ندرو هيچ صاحب دانند.احوال و اعمال مني شدِ ، سامان  ه ُمنطفِي آن آتش دولرت و س رت   غري از آن حضرِت  78به ،فتنه باشدشو

ته ـ به هيچ احضرت جربوت و ُملهمان خطّ  بانو مقرّ  بندد.نوع صورت مني با رفعت ـ ابّدت ممل وت در گوش هوش جناب  مآب مياب سلطنتۀ مل

ه شعار معدلتخالفت ردند  ه ـ ندا  ادرخان ـ خّلد مل امللهوفني خري من عبادة  ةاعانة املظلومني و اغاث«دثار، معّز الّدنيا و الّدين، سلطان شيخ اويس 

امران فرو آمد تا عنان ععاطر آن سلطا 79به خاطر »الثقلني ار  ام داشت، و به عزم  80َملک معطوف و منسوبنايت رايات مهايون برين ُملکِ ىبن 

ر نا با وقار و مدبّران نامدار و امراي رزم جزم فرمود، و با وزراي 81عزمِ  ،غزا مشار از بغداد روي به مور و حشم بسيار و ساز و سالح ىبمعترب و عسا

رد.ياع شياطني مالعني استقبو اش ]لفا339[اشرىف با اتباع  اد، و اخيِ  82آذرباجيان  ال 

شيدند،  فوقيه به حدود مراغه به منتل ين شعبان سنۀ تسع و مخسني و سبعماتاسع عشر نبهو در روز ش سلطان در  83اعوانو فريقني صف 

ر ر اسالم آمدند، خسرو مربور با عسا ار آن ديار برآورد. از ظاملانِ  بيفشرد، و دما 84ايپنگ منصور در ج مقابل لش و چون شب در آمد و بعضي  ناب

شيدند، بامداد روز يکاز اهل بغي روي در  ادر خضر اهل اميان، شيخ ،ممقوي دين اسال ،شنبه، خسرِو هفت اقليمنقاب حجاب  خان ـ خّلدت اويس 

ه در عقب آن ظاملان و اعوان سلطان ببايد تاخت و  ّلي بر بايد انداخت.سلطنته ـ فرمود  ار ايشان را به  ر جّرار در  بغي و ُعدوان  زار آمدند، اهلعسا

 پوشيدند و متالشي شدند. بر دوختند و در و ارباب و احزاب غدر و طغيان هزميت شده، شعار عار و دثار ِادبار و لباس ِخزي و َخسار برداشتند و

ر منصور بعضي را به مش رد، به مَ  ري قهر آبدار به دوزخ رسانيدند،شعسا ر مهايون و بعضي را زهر قهر چشانيدند، و بعضي را دستگري  وقف معس
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شيدند، و مهاي مهايون عدل سايۀ امن و امان رسانيدند. توان، شيخ اويس ِن گردونو سلطا بگسترد. 85بوم شوم فتنه و فساد سر در نقاب حجاب 

ته ـ در تربيز، روز مجعهادرخان ـ ا اختيارات قمر در برج  ب]339[ هجدهميۀ هجريه، رم رمضان سنۀ تسع و مخسني و سبعمابيست و چها بّدت ممل

ّن شد، 86شانه و عظم سلطانه ـ بر سرير اسد، به فرمان حضرت عزت ـ عزّ  خواجه مجال الّدين سلمان ساوجي در شعر و صاحب اعظم  سلطنت متم

ه در بغداد در رجب رد.سنۀ مثان  87آورده است    و مخسني سرير سلطنت را مشّرف 

ستان و آن طرف با مجاعرت از ياشرىف در حواىل خنجوان و گرج ه و تنّعم فرمود، و اخيِ و تنت جتّشممّدت پنج ماه و دوازده روز در تربيز 

يه با مجاعرت از ني و سبعماابع ربيع االوّل سنۀ ستّ س شنبهروز چهار 90جاغرغانطلبيد، در حواِىل فرصت مي 89ردند، و ِانتهازُمتواري مي 88ُمفسدان

ر منصوره   ، از طرفني مجاعرت به قتل آمدند.به مهديگر رسيدند، و حرىب عظيم واقع شد به قادرهعسا

ه باحلقيقة باغ داد و  ادرخان ـ عليه الّرمحة و الّرضوان ـ در بغداد  امران، شيخ اويس  شِت برين و  نسخۀو چون مزاج مبارک سلطان 

هواي  آجنا بود، و در گرمسري پرورده، از ِافراط سردي الرأس ىف حّب املسقط من االميان مسقطِغلمان و حور عني است، توّلد و تعّيش فرموده بود، و 

دوازدهم ربيع  شنبهدواشرىف  اخيِ  يه با قشالق بغداد مراجعت فرمود.ني و سبعمال سنۀ ستّ هشتم ربيع االوّ  شنبهلول شد، و در پنجمَ  91ارزهتبتربيز و 

، و ماه در تربيز بودت شش بر گشود، و مدّ  92و مصادرات خاليق تنّجزاتو  ]لفا340[قسمات و حواالت  ني در تربيز آمد، و باز طريقۀ ستّ ل سناالوّ 

رد.  اسلحه و آالت حرب ترتيب 

اد با  حسبة هللا تعاىل و طَلبًا ملرضاتهر يزدي رسيد، ِي او به مسع امريزاده حممد بن مظفّ و چون ظلم و تعدّ  از فارس روي به عراق عجم 

ري مرّتب،  رد، و به ظاهر شرع دهم رمضان سنۀ ستّ  شنبهدولش تقويت دين اسالم و دين مصطفوي ـ عليه رد، و مي 93زندگاىنني در سلطانيه نزول 

مل التّ  لافضل الّصلوة و ا ردي، و  افت.حيات ـ به غايت  رد و بش ّلي خراب  ور به تربيز روانه شد.بيست و دو روز شنبه يساها به  و  م رمضان مذ

ور در حواىل مراغه با اخِي اشرىف حربسيوم شوّ  شنبهچهاردر  و اخِي اشرىف چون طاقت مقاومت  و بسياري ازيشان را به قتل آورد. رد، ال سال مذ

ـ روز شنر ـ عليه الرّ امريزاده حممد بن مظفّ  يز بشتافت، و به طرف قراباغ تاخت.نداشت، روي برتافت، و در گر ور در تربيز رفت.محة   به ششم شّوال مذ

يف اشرىف به قتل آورد، و با فارس مراجعت و بعضي از بقية السّ  اس خطبه خبواند.جامع بر منرب رفت و به طريق خلفاي بىن عبّ  در مسجد مجعه و روز
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ور از سلطانيه بگذشت.سلخ شوّ  شنبهسه و روز رد.  ال مذ

وتاهادر ب]340[مآِب جهانيان، اويس و بندگي سلطنت ته ـ نيز دراز دسرت و  عدىل اخِي اشرىف و اتباع او شنيده بود، به  خان ـ خّلدت ممل

امياب به حدود مراغه رسيد، ملک از شرر و ضرر اشرفيان صاىف  اد. 94عزم دفع و قلع او از عراق عرب روي به آذرباجيان اب مهايون  و چون ر

ت معاودت فرمود.ديد، چون سليمان ـ عليه السّ  يه در تربيز شد، و بر ختت ني و سبعماال سنۀ ستّ شوّ  شنبه بيست و چهارمچهار و روز الم ـ با ممل

ه بسياري قرن ّن گشت  ت متم اري مبانادها در معدلت و َنَصَفت و ممل ام  !امراىن و 

ر از عقب اخِي اشرىف بفرستاد، و در   اخِي اشرىف چون يه ميان ايشان حرب شد.ني و سبعماة احلرام سنۀ ستّ ذي احلجّ يازدهم  شنبهچهارو لش

ر منصوره با تربيز مر پناهيد. 95بگرخيت، و به قلعۀ النَجق مقاومت نداشت طاقت العدم مشردند.عسا رد، و او را  ه ُملک بر  چون اخيِ  اجعت  اشرىف 

ناف از اشرار و اغيار صاىف و خاىل شد، سلطاِن گردون ادرخان قرار گرفت، و اطراف و ا روي بدان حضرِت واال  96ةو املرّ رب ّص لباتوان، شيخ اويس 

 و رفعت پادشاهانه يافت. ]لفا341[اندازه و منتلت عت رسيد، نوازش و سيورغامتيشي ىبگهر آورد، به انقياد و اطاعت تلّقي منود، چون بدان حضرِت با رف

ردها نبود، با امريزاده علي بن سليمان آن نوازش 99موافقِ  اشرىف اخيِ  98غريزيو حسِد  97و حقد تندگرييچون   و در قصد حضرت مواضعه 

م شوّ سلطنت امياب رسيد، و در بيست و  زاده علي امري دو را بگرفت. يه هرني و سبعماال سنۀ احدي و ستّ مآب، اين معىن به گوش هوش آن جناب 

ر نامزد فرمود، و اخِي اشرىف  رد.ني و سبعماسنۀ احدي و ستّ  شنبه خامس ذي قعدهدر تربيز پنجپيلىت را به حبس قلعۀ ديارب و روز عيد  يه سياست 

ور رئوس ه جمموع را پادشاه نوازش ميشياطني مالعني اشرىف را به شعبد 100اضحي سال مذ فرمايد دهد و جامگي تعيني ميد و خلعت مينۀ آن

ون رشيدي طلب فرمود عمارت ربع 101در ه رئوس .مس ند بگرفت، و شرار آتش ايشان و برگزيدۀ سلطان بود 102و سي و هشت فرعون ملعون را 

قرار  ثبوتباز فرو نشاند و جمموع را به مششري بگذرانيد، و عامل فتنه را هر آبدار جانو طغيان ايشان را به قهر آب تيغ زفتنه و جور و ظلم و جور 

ر حق ـ تعاىلخال گرفت. ه  جلّ  يق جمموع به اتفاق ش رده، و به زبان فصيح گفتند  لغفور  103الذي اذهب عنا احلزن ان ربنا<احلمد هللا جالله ـ 

ور>   .]34فاطر / [ش

                                                   
 اصل: آذربيجان  94
 اصل: اجلق  95
 اصل: مره  96
 اصل: حقه  97
 اصل: حسد و غريزي  98
 اصل: اشرىف و موافق  99

 اصل: روس  100
 فرمايد و دراصل: مي  101
 اصل: روس  102
 اصل: زبنا  103



201大塚　修：『選史』続編の研究

8 
 

ناف فرستاد، و به هر واليت مرزباىن و نگهباىن تعيني فرمود ،ين] بعد از ا4[ ام ثغور و تعمري بالد و ترفيه عباد به اطراف و ا ّام به اح از  .ح

ايشان درين مواضع ظلم  ، پسراِن حممد يلغور نامزد فرمود.شاه و جاىنو قتلغو اين حواىل به عبدل و سايت  104و زجنان ب]341[آن مجله سلطانيه و قزوين 

وفتند 106زوربه زور و و متامت امالک و اسباب  رسانيدند. 105الُزىببلغ الّسيل يني و جور و ستم به مرتبۀ و تعّدي به اعلي العلّ  ي  ظلم به دست فرو  ه ي

 و ختم ايشان در روي زمني مماناد!ازيشان 

ردندني و سبعماو ستّ ل سنۀ سبع بيست و هشتم ربيع االوّ  مجعهروز و  نود هزار دينار از قزوين و  بعد مهو  .يه به قزوين آمدند و رودبار غارت 

  د!م شوان از روي زمني گه نامش ش بگرفتندواليت

ردند و چندين هزار شتر  .حضرت ـ خّلدت سلطنته ـ بديشان داد 108بندگي ،ساوه 107واليتِ  اقنيو خو ءو وزرا ايشان خيل اعراب را غارت 

ني تظلّ  گوسفند ازيشان به غارت بياوردند. و اسب و گاو و ه آن مسا ه حق و هر چند  ايشان را به زمني سياه فرو  جمموعـ تعاىل ـ م منودند، فايده نداد 

  براد!

و ري و  رفتند. 109يه بداجناني و سبعماچهار در سنۀ مثان و ستّ  و ايشان هر شاه پسر حممد يلغور داد.ت به قتلغو ري و واليِت آن بندگي حضر

ّلي خراب  ردند.ردند ]106[طه / <قاعًا صفصفًا>واليِت آن را به  يب  ردند. و قالع آجنا را  . و غارت و قتل و  حماصره منودند. و متامت را مسّخر 

ردند. رد شاه خوف برقتلغ ،بدان سبب و مجلگي را خراب  ه معاتبت گردد. ]لفا342[د و توّهم  اب بسيار و مواشي و اموال و اسب از بندگي حضرت 

رده بود متچهارپايان ىب ه حاصل   ،و به شومي ظلم ايشان ن پيش شاه حممود رفت.گردان شده، به اصفهاامت برداشت، و از بندگي حضرت رويمشار 

آن  ر ساوه و واليتو بدان سبب طمع د ف آورد و معمور ساخت.و ري بگرفت و قالع در تصرّ  بياوردند.ه وىل پناهيدند و او را مجاعرت از راجيان ب

رد. دخدايان آن دو واليت با زن و بچه به 110و متامِت رئوس رد. و آن نيز بگرفت و غارت   استراباد برد. و 

اريه به حرب ترک رفت با سي و سبعما ني] و بندگي حضرت در سنۀ مخس و ستّ 5[   زار، مظّفر و منصور مراجعت فرمود.و پنج هزار سوار 

و از آجنا به  در خراسان مجاعرت بديشان پيوستند.، و 112بيامدند از داِر خوارزم 111ايسرو هم درين سال پسران ملک اشرِف چوپاىن از 

ه در آن واليات بودند فهان رفتند.اص ردستان  ق شدند.، بديشان ُملحق و ُملصو مجعي از بقية الّسيف اشرىف  ري بزرگ از راه ُلر به  و متورتاش با لش
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ريت، و آن را مسخّ  ردند.رفتند و از آجنا به موصل رفتند به قلعۀ ت بندگي حضرت از تربيز با  و آن واليت با ايشان مّتفق شدند. آن قلعه و اهل ر 

ري گران به عدد برگ ريت را مسّخر فر فتران بداجنا رىب اسلحۀ بيابان به درختان و ريگ لش ه با و متورتا .مودو قلعۀ ت ش را بگرفت، و فرمود 

 يز مراجعت فرمود مظّفر و منصور.ترب 114با ب]342[و  و ياغيان به ياسا رسانيدند. 113اغيانمجعي ب

ه از راه ساوه به سلطانيه رود.خواسا مجعي ديگر ميو تالش پسر ملک اشرف ب در حواىل به ساوه او را و اتباع و اشياع مالعني او را  ت 

م  ناشايست پاک شد. 115ايستنامبارک نابو عامل از آن ختم  شعار به ياسا رسانيدند.سلطنت يرليغ حضرت بگرفتند و به ح

 و مردانه وار راه ومت نداشتند.ايشان منهزم شدند و طاقت مقا ترک رفت. ب به حربو بندگي حضرت بعد از آن با چهل هزار سوار ُمسّلح مرتّ 

و از  در عقب ايشان بر ظفر رفت، و دلريي عظيم فرمود. 116آساصفت و بربوار و ضرغامگهر ـ خّلدت سلطنته ـ غضنفرواال حضرت د.گريز برداشتن

ادريو به نفِس مبارک مردانگي هاي سهمناک بگذشت.اي عظيم و دربندهتنگ ر نهزم گردانيد.منود، و ايشان را م 117هاها و   منصوره و غنامي عسا

 و منصور با تربيز مراجعت فرمود. و بندگي حضرت مظّفر بياوردند. حد و عدّ ىب

دثار سلطنت و بندگي حضرت ، عاصي و ياغي شدند.يه امري امني الّدين مرجان با مجاعرت از عراق عربني و سبعما] و در سنۀ سبع و ستّ 6[

ّرار مرّتب فرمود، و  ري جّرار  ادند.چون خرب يافت، لش حواىل بغداد  شان را ازين حال معلوم شد، جمموعچون اي از تربيز روي به عراق عرب 

ردند.ها و جسرشرت ها ساختند و آب در انداختند، وخندق   ها مجله غرق 

رد.ني رجب سنۀ سبع و ستّ  ]لفا343[حادي عشر  شنبهدو بندگي حضرت چون به بغداد رسيد، روز و در روز  او جانب غرىب بغداد را مسّخر 

ش منه ثاىن عشرين شنبهسه ي و طالع سعد از شّط به  رد.به مبار ّدين مرجان آغا امري امني ال قي را نيز مسّخر و مشّرف گردانيد.شر و جانب رت عبور 

ه به ياسا رسانيدند، و مجو ا رد. را گرفته حمبوس 118اغيانطو ديگر ياغيان و  اعرت به هزميت به طرف دمشق مري پيلىت را و چندي ديگر را بفرمود 

ّل فرمو شدند. يه بندگي و در سنۀ احدي و سبعني و سبعما د.و بندگي حضرت امري امني الّدين مرجان را با خود به تربيز برد، و چهار سال در تربيز مو

سلطان  119خان، غياث الّدنيا و الّدينچنگز پيش شهزادۀ جهان و خالصۀ دودمانحضرت با امني الّدين مرجان به عنايت آمد و او را به بغداد فرستاد 

ـ. ـ خّلد دولته   .شيخ علي 

اوس عاصي شد.و در سنۀ احدي و سبعني و سبعما ه در قراداغ و  يه شاه  و آن  120جرديکگلستان و بردع و و مجاعرت از صحرا نشينان 
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رد.حواىل  اوس را گرفته و بيک را ـ عليه الرّ سعيد بريام مرحوم مربور و بندگي حضرت بودند، متامت را غارت  ُغّل بر گردن محة ـ بفرستاد تا امري 

و و خصال اده به حضرت آورد. پاش حق ـ سبحانه و تعاىل ـ خاطر گوهرشد، و  دستگري اوپسنديدۀ او  محيده و افعال و بعد از چند روز به نيت ني

اوس با عنايت آمد، و در باره وي مآب ـ خلّ سلطنت بندگي حضرت مرمحت فرمود و عاطفت گسترانيد و  ب]343[دت سلطنته ـ انداخت تا با امري 

ام با ملک فرستاد. سيورغامتيشي فرمود،  و او را دوست

ر يه وىلِ و سبعما 121سنۀ اثنني و سبعني و در شعبان] 7[ زاده ساوجي ـ عليه ما يستح د.شقي به ساوه آمد و ساوه را حماصره  ـ با وي  قّ مل

رد. مّتفق دخدايا 122و جمموع رئوس شد و شهر ساوه را به دست وي داد. و آن ملعون ساوه را غارت  ابر و اصاغر ساوه را بگرفت.و  و امري  ن و ا

شاه  ومت نشاند.و امري حاج  .استراباد فرستاد و اشياع و با زن و فرزند به حبس را با اتباع دوىلمبار و چون به ري رسيد،  مشهدي را در ساوه به ح

رد به غري از سه قلعه:و متام .جمموع قالع ري را در تصّرف آورد ندر، و قلعۀ سد، و قلعۀ شهريار.قلعۀ ا ت را خراب  ي معتربي معتمد را  س و در هر ي

ربنشاند  ت شد.با لش  ي، و او در حدود دماوند سا

ه تا حدود ايرانچون بندگي حضرت ـ خّلدت سلطنته ـ را ازين معىن خرب شد، به غايت در غضب رفت، و فرمود تا ل ردند  ري مجع  -ش

ر مجع نشده و در هيچ تارخيي خنوانده امي و نشنيده  ر به ترتيب و آيني بوده زمني بود، هر گز در هيچ قرىن هيچ پادشاهي را چندين لش ه چندين لش

سي مجع  ار رده.يا  ه نود هزار مردان  سنۀ  و در ذي قعده و هزار مسّلح مرّتب.پوش و چهل و دزار بودند و پنجاه و دو هزار جبهچنان استماع افتاد 

ي و طالع سعد از تربيز بريون آمدو سبعما 123اثنني و سبعني ور به سلطانيه رسيد. بيست و پنجم ماه شنبه ]لفا344[سه  و روز .يه به مبار -و روز پنج مذ

ور از س هدوازدهم ذي احلجّ  شنبه   لطانيه بريون رفت.سال مذ

يا مرحوم امسعيل به دستبوس حضرت مستعّد گشت، و سيورغامتي و چون به حدود ياء اعظم ملک بن   ]و[ شيقزوين رسيد، سلطان حممد بن 

اشان ن به واليتچو و اندازه يافت.ىب نوازش ر به بندگي حضرت ،ري رسيد، ملوک اصفهان و قم و  خود  رستمدار متامت 124و ملوک فرستادند. لش

ـ رسيدند. بوسبه پاي ـ خّلدت سلطنته  رها فرستاد حضرت  ناف عامل لش ر منصورۀو از اطراف و ا ه عسا را  شقي بندگي حضرت وىلِ  ند، و هر چند 

م مييش ميب  يافتند.طلبيدند، 

ر منصورۀ بندگي  ،خواريه قريب واليات احلرام سنۀ ثالث و سبعني و سبعما مبيست و هفتم حمرّ  شنبهروز يکو در  ناگاه بعضي از عسا

ته ـ زد، و  وىلِ  افتاد و حماربۀ اّتفاقي واقع شد. شقي مالقات حضرت را با اتباع و اشياع شياطني مالعني وىلِ  شقي بر ميسرۀ بندگي حضرت ـ ابّدت ممل

ران نامدار ايشان   125چنديپسر حممد يلغور را و  بکزاد و جاىنفّرخامري  شتند.از نو ران امري سايت را ب ر و به تصوّ  را و نو ه اين خود لش ر آن
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سي ديگر  ردند و طنتها زدند.نيست، شاديبندگي حضرت است و  ر ها  ار را ازين  ناگاه عسا ام منصورۀ نامدار و امراي با وقار و مقّربان حضرت 

ه در مشار و عدّ   شد، وِىل شقي را در ميان گرفتندمعىن خرب شتند  شته  نيايند. و از هر طرىف در آمدند، و چندان از اتباع شياطني مالعني را ب و چندان 

ه چندين ها ها و آبجوي ب]344[و زنده در ميان  سي از آن آافتادند  در پاي سواران  گويند شش هزار پياده بودند، متامت ب نيارست خوردن.روز 

  پَست و فاىن شدند.

ردند و صفحرب مردانگي 126اعظم شيخ علي ايناق و امري اعدل عادل و امري اعلم امري فقيه درين مريا ستند و رستميها  ردند، ها ش ها 

انو سر راه بشتافت،  127شقي روي برتافت و گريز وىلِ  ر  ت.تا استراباد هيچ جمال توّقف نياف يافت و 128باب بندگي حضرت ـ خّلدت سلطنته ـ بر لش

وب ترحُّ  ه مِ  م فرمود و سايۀ عاطفت گسترانيد.خمذول من سي را به قتل در نياورند. و در عقب او تا مسنان برفت.و يرليغ رفت  ها واقع و خراىب ن بعد 

ّلي ُمندرس و ُمنطمس گرداند، اما حقّ و مي ِميشوم. نآ شد به شومي افعال بد ه برود و استراباد و آن واليت به  ـ سبحانه و تعاىل ـ توشي و  خواست 

ود، و مظّفر و منصور ، پس از آن سبب عاطفت فرم[نبود] موجودو بايست ميگري شد، و نيز هر شب چهارصد من عالِف چهارپايان را حلم دامن

رد.  مراجعت 

ي و طالع سعد به دار امللک املوّحدين قزوين ن مجعه ر روزِ و د ور به مبار  زول فرمود، و در مهان روز به طرفبيست و چهارم صفر سال مذ

 لک تربيز روانه شده. و اهللا اعلم.دار امل

  

                                                   
 اصل: در درين  126
 اصل: برتافت و و گريز  127
ذا  128  اصل: 
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