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清代初期のモンゴル法のあり方とその適用

―バーリン旗の事例を手がかりに―

清代初期的蒙古法和它的使用

―以巴林旗的案件为例―

王長青

王長青

本文主要利用顺治时期有关巴林左旗发生的两起案件的理藩院题本，通过相互比较和详细分

析，明确了当时清朝蒙古法的存在方式。具体结论如下：

一.　明确了在顺治时期，蒙古地区有两种性质截然不同的法律存在。一种是清朝中央政府

制定的蒙古法；另一种是蒙古族自己制定的传统法律。

二.　明确了顺治时期清朝中央政府处理和判决蒙古案件时的依据。一种是依据法律。这里

既包括清政府制定的法律，还包括蒙古族传统法律；一种是依据理藩院的商定。在很多案例中理

藩院的商定起到了关键性的作用。一般在没有相应的法律条文时依据理藩院的商定。

要旨
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はじめに

　現在までの清朝モンゴル法に関する研究においては、
清朝の制定した法規あるいは旗レベルで作成された裁
判文書への分析が中心に行われ、法規の意味解釈とそ
れの実効性、法と実際の社会状況との関係1、裁判の
実態などが検討されてきている2。しかし、成立・拡
大の過程にあった太宗、順治時代のモンゴル法につい
ての研究は史料の不足や閲覧情況が困難であるなどの
理由によりかなり遅れている。従って、この時代にお
いて、いかなる法規があり、いかに適用されていたか
という根本的な問題さえ十分に解明されてない。
　そこで、本論では、主に順治時代のバーリン旗に発
生し、当旗のザサグであったマンジュシリにかかわっ
た「バーランの奴隷返還要求事件」や「エセン・ソム
のアルバ過徴収事件」を記録した史料を利用して、成
立・拡大の過程における清代のモンゴル法の在り方、
法規の適用、裁判の流れなどを分析する。
　この 2つの事例に関する文書はいずれも 2010年に
出版された『清朝前期理藩院満蒙文題本』3（以降「理
藩院題本」とする）に収録されており、事例 1は、順
治 10年 7月 25日に上奏された題本に書かれた「バー
ランの奴隷返還要求事件」4で、事例 2は、順治 10年
7月 25日に上奏された題本に書かれた「エセン・ソ
ムの反アルバ過徴収事件」5である。清代初期において、
清朝が直接事件に関係する王族に対する態度を分析す
るため、第 1節では、2つの事件の被告であるマンジュ
シリ・ベイセを紹介する。第 2節、第 3節で各事例を
具体的に取り上げて分析し、当時の事件捜査方法、裁
判の流れ、事件に適用された法規などを明らかにし、
最後に清代初期のモンゴル法の在り方、その適用をま
とめる。

第 1 節　バーリン旗初代ザサグ・マンジュシリ
　1.1　マンジュシリとその人物

　バーリンは元々ダヤン・ハーンの第 5子 Alcu bolod

の子孫が支配していた内ハルハ 5部の一つである。当

旗は清朝に服従した後、2旗に編成された。マンジュ
シリが支配したバーリン旗は後のジョー・オダ盟の
バーリン左翼旗になる。しかし、この時は右翼・左翼
と呼ばれてなかった。バーリンの清朝への服従過程、
服従後の旗・ソム編成については楠木（2009, pp. 21-

70）、岡（2006, pp. 46-49）の詳細な研究がある。それ
によれば、マンジュシリを含むバーリンは「天命 11

年にマンジュ国側の攻撃を受け、続いてリンダン＝
ハーンのチャハル部に襲撃され、敗走し、嫩江流域の
ホルチン部に身を寄せていた。しかし、ホルチン部の
搾取が厳しいため……属民を率いて天聡 2年 4月マン
ジュ国に来帰した」（楠木、2009, p. 45）。そして、マ
ンジュシリが崇徳元年（1636）にモンゴル貴族の一代
表としてホンタイジを清朝の皇帝として推戴した。こ
の年に清朝による外藩モンゴルにソム編成が行われ、
マンジュシリが支配したバーリンは 17ソムに編成さ
れ、マンジュシリの属民が 15ソム、マンジュシリと
いとこ関係にあるセレン・エフの属民が 2ソムに編成
された6。
　続いて、崇徳 3年（1638）に、フフホトを攻撃にし
たとされたハルハのザサグト・ハンと戦うため、清朝
がマンジュシリなどのモンゴル貴族たちを集め、戦い
の準備をすることにした。そこで、マンジュシリは乗
馬が痩せていたことを理由に自分の軍隊を撤退させる
ように理藩院の高官に申し入れた。それに対して、理
藩院の高官は「汝より遠いところから来たノン・ホル
チンは乗馬が痩せたと言っていないのに汝が急いて帰
るのはなぜなのか」と言い、彼の申し入れを拒否した。
それにも関らずマンジュシリは勝手に自分が率いる軍
隊を率いて、集まった場所からバーリンへ撤退した7。
この過ちがなぜか崇徳 4年（1638）になってようやく
審理されることになり、審理に参加したモンゴルの王
公や理藩院の大臣がマンジュシリをザサグから罷免
し、属民を剥奪するように協議した。しかし、清朝皇
帝の恩赦によって属民から 10戸を取ることにし、別
のモンゴル貴族に引き渡した8。
　そして、順治 3年にハルハのダンジン・ラマ属下が
バーリンを略奪するという事件が発生した。この略奪
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に対して、マンジュシリが自分の軍隊を率いてハルハ
軍を国境まで追撃したが何も取り戻すことが出来ず、
そのままバーリンに戻った。だか、国境までしか追撃
しなかったのは不十分だとされ、清朝はマンジュシリ
のベイセ爵位を剥奪した。しかし、2年後の順治 5年
にベイセ爵位に復帰し9、康煕 11年（1672）に生涯を
終えた。

　1.2　マンジュシリのザサグおよびベイセ
　　　 任命

　清朝のザサグ旗が成立した時期について研究者の間
で意見が分かれており、达力扎布（2003, pp. 260-272）
は崇徳元年をザサグ旗が成立した時期として捉えてい
る。それに対して、岡（2006, pp. 31-32）は『王公表伝』
の中のザサグ任命の記録をまとめ、『王公表伝』中の
ザサグ任命の時期はかなり異なっていると指摘し、さ
らに『旧満州檔』『満文老檔』『太宗実録』にはザサグ
任命に関する記載が一切ないと指摘した。
　一方、楠木（2009, pp. 47-48）は『旧満州檔』『満文
老檔』の「マンジュシリの旗は 880家、17ニルである」
（楠木（2009, p. 47）との記載を用いて『王公表伝』の
順治 5年（1648）にマンジュシリがザサグに任命され
たとの記載が不正確と指摘した。しかし、マンジュシ
リがいつザサグに任命されたかについては明言してい
ない。一方、爵位任命に関しては『王公表伝』の順治
5年にマンジュシリが固山貝子を授けられたとの記載
を参考に「ホルチン部10に比べるとかなり遅れるので
あるが、爵位が与えられ、外藩の王公に列せられてい
る」と述べ、マンジュシリは順治 5年に初めて爵位を
授けられたと考えた。
　本論においては、モンゴル語で書かれたいくつの
史料を用いてマンジュシリのザサグに任命された時
期と爵位が冊封された時期を明らかにしたい。まず、
Arban doloduGar jaGun-u emUn-e qaGas-tu qolboGdaqu 

mongGol UsUg bicig debter 第 2部・第 15番文書（崇徳
4年 8月 20日）には、崇徳 3年のマンジュシリが出
兵から勝手に自分の軍隊を撤退させた件に関して、理

藩院の役人が外藩モンゴルの王公と協議して以下のよ
うに罰することにした内容が書かれている。

モンゴル語テキスト
ded tUsimel Šereng, Niqan, GadaGadu MongGol-

un olan vang-ud, noyad bUgUdeger sigUjU ulus-aca 

GarGaju jasaG-i inu bayilGaqu gejU torGaGsan.11 

和訳
参政の Sereng, Niqan、外藩モンゴルの王ら、ノヤ
ンらの全員が審理し、（マンジュシリを―引用者）
属民から離脱させ、ザサグを罷免すると協議した。

　この史料から崇徳 4年にマンジュシリはすでにザサ
グであったことが証明され、『王公表伝』の順治 5年
の記事はマンジュシリがザサグに任命された年代をあ
らわす内容ではないことがわかる。次に、「モンゴル
語内秘書院檔」の順治 5年 3月 5日の条に、マンジュ
シリに与えた冊文12に次のように書かれている。

モンゴル語テキスト
baGarin-i Manjusiri ci caqar-un qaGan-aca dutaGaju, 

qorcin-dur ecigsen bile. Qorcin-aca Ober-Un qariy-

a-tu aqa degU ba, ulus-iyan abun, oroju iregsen-U 

qoyin-a, qosiGun-u tayiji13 bolGaGsan bUlUge. qalq-

a-yin qoyar cUkUr-Un cerig, tan-u qoyar baGarin-i 

dobtolju, kUmUn mal abcu odoGsan dur nekejU 

odoGad dayisun-u qaraGul-i Ujeged, qariju iregsen-

dUr qosiGun-u tayiji cola-yi baGuraGuluGsan bUlUge. 

qayiralaju mOn qosiGun-u tayiji bolGaba14.　

和訳
バーリンのマンジュシリ汝はチャハルのハーンか
ら逃げて、ホルチンのところに身を寄せたのだ。
（その後―引用者）ホルチンから自分の兄弟や属
民を率いて来帰した。それでベイセの爵位を賜与
したのだ。ハルハの 2人の貴族の軍が汝らバーリ
ン 2旗を攻めて、属民や家畜を略奪した。それを
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（汝らが―引用者）追いかけたが敵の哨所を見て
（恐れて―引用者）戻って来たため、ベイセの爵
位を剥奪したのだ。（現在―引用者）恩恵して再
びベイセの爵位を回復させた。

　ハルハがバーリンを略奪したのは順治 3年（1646）
のため、マンジュシリは少なくとも順治 3年以前にす
でにベイセの爵位に冊封されているはずである。さら
に、マンジュシリがホルチンの厳しい搾取から逃げて
天聡 2年（1628）4月に来帰したことから考えれば、
順治 3年よりもかなり前にベイセであったと考えられ
る。また、この冊文にはマンジュシリのベイセ爵位が
剥奪された件のみ書かれていることから見れば、ザサ
グ職は終始維持されていたと考えてもほぼ間違いな
い。従って、『王公表伝』の記事はマンジュシリの爵
位復帰の冊文に依拠したと考えられる。
　一方、清朝の「崇徳元年のニル編成なるものは、既
存のモンゴル側社会における支配集団たるタイジの父
系分枝構造に即して組織されており、これを解体した
り、大幅に再編したりしたものとは言い難い。……分
枝構造におけるタイジと属下（ニル構成員）との関係
を切断・解体するような処置であるとはとても言い難
い」（岡 2007、p. 59）とはいえ、清代モンゴルの貴族
と平民の関係は決して従来のそれと同じではない。マ
ンジュシリが用いるバーリン旗において、すでに従来
の王族と属下の支配関係に根本的な変化が生じ始め
た。本論に利用する史料ではそれについて書かれてい
る。ハルハの略奪によりマンジュシリはかつてのない
経済的な危機に直面したと考えられる。清朝はハルハ
に対して表では略奪されたバーリンの属民や家畜の返
還を厳しく要求するふりを見せ、裏では朝貢関係の構
築を強く望んでいた。長年にわたる交渉の結果、ハル
ハの 4タイジが順治 14年に清朝に謝罪したため、ハ
ルハと清朝の朝貢関係が成立し、清朝がハルハの謝罪
に対する見返りとしてバーリンの略奪された属民や家
畜の返還要求を無効にし15、さらに中止されていた貿
易の再開をも認めた。それに対して被害者だったマン
ジュシリは補償や援助を受けることは一切なかった。

　このようにマンジュシリ・ベイセは建国功労者であ
りながら様々な問題を抱えていた人物でもあった。彼
に関わる事件を清朝はどのように扱っていたのだろう
か。

第 2 節　事例1－バーランの奴隷返還要求事件
　2.1.　概略

　この事件 1は、マンジュシリが勝手に管轄のエセン・
ソム16のバーランという人物の奴隷17＝ ahaであるア
ドーチ＝ Aduci、セレン＝ Sereng親子 2人を別のソム
のトゥメンタイという人物に渡したため、バーランが
自分のザサグであるマンジュシリをまず順治 9年に行
われた盟会に訴え、「私の両親がなくなると我が家の
奴隷をマンジュシリ・ベイセが奪い、アユシ・ソムの
トゥメンタイに奴隷として与えた」と述べた。それに
対して、盟会に参加した理藩院の大臣と外藩モンゴル
の王公らはマンジュシリの行為は不適切と判断し、直
ちに返還するように判決をくだした。しかし、盟会が
終わって地元に帰った後、マンジュシリはこの判決を
無視し、アドーチが死亡したのを理由に返還を拒否し
た。そのため、バーランは今度は理藩院にマンジュシ
リを訴え、セレンの返還を要求した。訴訟を受理し
た理藩院は当院の員外郎トーライ＝ Toolaiを派遣し、
さらにバーリン左翼旗の周辺にあるバーリン右翼旗
の精奇尼哈番18ネメフ＝ Nemehu、ザルグチ19のフザ
イ＝ Hūjai、アルホルチンの管旗章京アシフ＝ Asihū、
ザルグチのセレン＝ Sereng、オンニオドの管旗章京バ
ンディ＝ Bandiらを同行させて事件の捜査を依頼した
（この捜査については第 3節で分析する）。注目すべき
は、今回の取り調べにおいて、マンジュシリは被告で
ありながら捜査の対象から除外され、奴隷を受け取っ
たトゥメンタイが被告に転じた点である。アドーチの
死亡に関して、トゥメンタイと彼の妻の供述に食い違
いがあったため、管旗章京に宣誓させて事件の是非を
決めることに決定した。しかし、管旗章京が宣誓を拒
否したので、トゥメンタイに罰 9頭の刑罰を課し、さ
らにアドーチの身代わりとなるものをバーランに賠償
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することに決定した。

　2.2.　裁判の流れと判決

　この事件の裁判は、盟会で第 1審が行われ、盟会に
参加した清朝の大臣らが裁判官となった。そこでは、
返還の判決が出されたが、それにマンジュシリが同意
したかどうかは不明である。結局盟会での判決が実現
されなかったため、被害者は理藩院に直接訴訟を行っ
た。理藩院の大臣が第 2審として登場し、理藩院の役
人を派遣しバーリン周辺の 3旗からも役人を同行さ
せ、事件の取り調べや尋問を担わせた。そこで得た内
容に基づいて、理藩院が判決の擬案を作成し、最終的
には皇帝の裁可によりセレンをバーランに返還するこ
とになった。
　この事件において、理藩院による捜査や擬案作成の
第 2審の流れは島田（1992, pp. 165-231）の紹介した『刑
部檔』には見えない崇徳 3、4年の事件（『内国史院檔』
および『太宗実録』に含まれる）の裁判のそれとまっ
たく一致する。しかし、島田氏の紹介した史料は事件
の簡略的な記述であったため、事件および裁判全体の
流れ、事件に適用した法規などはわからない。一方、
順治年代は崇徳年代と違ってモンゴル地域の訴訟手続
きに関する規定が定められていた。それは順治 8年に
制定された規定でモンゴル人が訴訟する際に管轄のザ
サグを経由せずに直接理藩院に訴訟することを禁止す
るというものだった20。しかし、この事例ではザサグ
や合同裁判者（协同会审旗分）の介入21が全く見当た
らない。なお、訴訟手続き自体は最初から問題とされ
なかった。順治 8年（1651）の規定がどの程度の効力
をもっていたのかということに関しては疑問が残る。

　2.3.　裁判に適用された法規
　  2.3.1.　マンジュシリの行為について

　すでに述べたようにこの事件において、元々被告
だったマンジュシリは突然被告から除外され、奴隷を
受け取ったトゥメンタイが被告に転じ、処罰された。

この題本において、マンジュシリはどのような目的で
バーランの奴隷を他人に引き渡したのかは書かれてい
ない。理藩院からその目的を尋問することさえなかっ
た。「会典」などの法制史料には他人の奴隷を勝手に
第三者に渡した場合に関する規定が存在しない。
　しかし、この事件が発生した翌年の順治 11年に発
生した「アバガ旗のサンジンの壮丁不登録摘発事件」
に関する題本には注目すべき内容が書かれている。こ
れはアバガ旗に発生した事件で原告なる佐領サンジン
らが自分のタイジであるボディザブ22に対して、①登
録すべき壮丁を登録しなかったこと、②属民23を勝手
に他人に贈与したこと、③箭丁に余計なアルバを負担
させたことの 3点を違法として理藩院に訴えた。理藩
院は訴訟を受理し、取り調べた後次のように表明した。

満洲語テキスト
gai tucibuhe24, sargan jui be dahabuha25, ihan, honin 

gaiha sere babe Monngoi beise ini jušen be bure gaira 

be ini ciha be dahame, gisurere ba akū. 

和訳
（ボディザブ・タイジ―引用者）が厄払いしたこと、
（結

ゆいのう

納として―引用者）女性を（他人に―引用者）
贈ったこと、（属民から―引用者）牛、羊を徴収
した件に関しては、モンゴルの貴族は彼らの属民
の贈与や徴収は自由であるため、議論の余地はな
い。

　このなかの jušenはモンゴル語の albatuに対応する
語である。この表現で問題となるのは ini jušen be bure 

gaira be ini cihaである。満洲語の beは対格および主
格をあらわす26ので、jušen自体は贈与や徴収の対象
物になりうる。従って、この文章はモンゴルの貴族た
ちは自分の jušenを他人に勝手に引き渡すことが自由
であったことを示す。
　そのため、被告だったボディザブ・タイジの平民に
対する贈与や徴収は無罪となり、さらにオルドスの僧
侶に何人かを贈与したことも無罪となった。従って、
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当時のモンゴル社会において、清朝のモンゴル法には
確認できないまったく別のルールが存在し、それによ
りモンゴル社会内部が規律化されていたことがわか
る。そのため「バーランの訴訟」においてもマンジュ
シリ・ベイセは被告でありながら罰されることは一切
なかった。
　しかし、「バーランの事件」においては、マンジュ
シリが他人に引き渡した奴隷を元主人に返還するよう
に結審され、結果的に「アバガ旗のサンジンの壮丁不
登録摘発事件」とまったく異なる結果になった。しか
も、「バーランの事件」には、マンジュシリ・ベイセ
の供述が全く見られない。自分の行為が理にかなって
いたため、理藩院の捜査に強引な態度を取っていたと
も考えられる。理藩院の役人もマンジュシリの無罪を
知っていたはずである。では、なぜ「アバガ旗のサン
ジンの壮丁不登録摘発事件」では、原告側の訴状を無
効にしたのか。それはボディザブ・タイジの供述と深
く関係すると思われる。彼は以下のように述べた。

満洲語テキスト
mini beye nimekungge ulha geren nadan minggan 

morin, juwe minggan ihan, nadan minggan honin, 

hūsun hamirakū ofi mini beye ejen i jūšen, mini 

ulha inu ejen i ulha, uttu ofi nirui niyalma be ulha 

tuwakiyabuha mujangga sembi.

和訳
「私は持病があるうえに家畜が多い。馬 7千頭、
牛 2千頭、羊 7千頭がいるため労働力が不足する。
私自身が皇帝の属民であり、私の家畜も皇帝の家
畜である。そのため、箭丁に家畜の世話をさせた
のは事実だ」と言った27。

　ボディザブ・タイジはこのような都合の良い言葉を
述べ、清朝への忠誠を表明したため、属民に対する贈
与や徴収に関する件はまったく問題とされなかった。
　清朝はモンゴル貴族の属民の徴収や贈与を認めてい
たとはいえ、その解釈権や執行権は清朝政府に握られ、

類似事件であっても、対象者によってその判断は様々
である。そのため、さまざまな問題を抱えるマンジュ
シリと清朝に忠誠であることを明確に表明したボディ
ザブ・タイジに対する判決に違いが生じたのである。

　  2.3.2.　トゥメンタイの行為について

　トゥメンタイがいかなる経緯でバーランの奴隷を受
け取ったのかは、題本には書かれてない。しかし、奴
隷の 1人であるアドーチがトゥメンタイに引き渡され
た後に死亡したのは確実であった。理藩院はアドーチ
の死亡について、彼の息子であるセレン、そして、トゥ
メンタイ夫婦から事情を尋問した。その結果、セレン
とトゥメンタイ夫婦の供述、さらに、トゥメンタイ夫
婦 2人の供述も相互に矛盾したため、管旗章京に宣誓
させることにした。しかし、管旗章京は宣誓しなかっ
たためトゥメンタイは処罰された。清朝のモンゴル
法であれ、伝統モンゴル法であれ宣誓＝ siqaG-aはそ
の重要な内容の一つである。宣誓について、Heushert

（1996）は証拠の不足する案件に使われる裁判手段で
あり、1631年代の満洲皇帝の決めた法律にすでに宣
誓に関する内容があったことを指摘し、さらにその行
われる形式などをまとめた。しかし、Heushert（1996）
の研究当時においては史料が限られていたため、宣誓
の利用される条件を明確にすることができなかった。
つまり、宣誓はあらゆる事件に適用されていたかどう
かは明確に示されなかった。康煕 6年（1667）、康煕
30年代およびそれ以降の清朝のモンゴル集成法の中
でも宣誓が利用される条件は明確に定めてられておら
ず、やはりその条件とされる範囲は不明確だった。し
かし、同じく「理藩院題本」に収録された順治 13年
の「オンニョードのサウサ・ベイセの壮丁不登録事
件」28に、取り調べの対象となった人々の供述が矛盾
し、かつ証拠が不足したため、清朝が当事者に宣誓さ
せて結審することに決めたとある。宣誓させるに当
たっては次のように記述されている。
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満洲語テキスト
toktobuha fafun i bithe be tuwaci yaya weile be alime 

gaijarakū oci gashūbu sehebi.

和訳
定められた法書を調べてみると「すべての（案件
において―引用者）罪を認めないなら宣誓させよ」
と決めている。

　これによると、宣誓はすべての案件に適用される
裁判方法であり、当時定められた法の書＝ toktobuha 

fafun i bitheと呼ばれていた集成法の 1条文であった。
この集成法はいかなる法規だったかが不明だが、恐
らく崇徳 8年に制定されたモンゴル集成法のそれだ
と推測される。というのは崇徳 8年から順治 14年ま
でにほかの法典は公布されなかったからである（王、
2011）。康煕 6年の『蒙古律書』にはこの規定が見ら
れない。恐らく康煕 6年に新しい法典を編纂する際に、
この規定は削除されたのであろう。従って、トゥメン
タイに対する宣誓はまったく現行法に従って行われた
ことであり、理藩院による一方的な解釈による行為だ
とは考えられない。
　そして、宣誓により罪が確定されたトゥメンタイに
対して、理藩院は以下のような処罰を課した。

満洲語テキスト
toktobuha fafun i dangse be tuwaci, buya niyalma 

ini booi aha be waci, emu uyun ulha gaimbi sehebi. 

Jurgan i gisurehengge, togtobuha dangse i songkoi 

weile emu uyun ulha gaifi, barang de bume, oron29 de 

haha toodabume beidehebi.

和訳
定められた法の檔冊を調べると、そこに平民が自
分の奴隷を殺害したら、罰 9頭にすると定めてい
る。そのため、理藩院が決めた法の檔冊に従って、
刑罰家畜 9頭を徴収し、バーランに引き渡し、（さ
らに―引用者）殺害された者に代わる者を賠償さ

せると結審した。

　この判決文から以下のような内容が理解される。
　まず、順治 10年にすでに toktobuha fafun i dangse（定
めた法の檔冊）が存在していた。しかし、満洲語の表
現から今回利用されたものは一冊にまとめられた集成
法なのかあるいは過去の異なる時期に制定された法規
文書の 1通なのかはわからない。
　次に、この文書に書かれた奴隷殺害罪に関する規定
は『康煕会典』の「国初定」の規定とまったく一致す
る。しかし、国初定や順治時代において、奴隷殺害に
科した家畜の分配30に関する決まりは見られない。今
回の訴訟では 9頭の家畜を奴隷の主人であるバーラン
に与えた。一方、奴隷殺害について、乾隆時代に制定
された『蒙古律例』第 7巻・第 9条の「もし殺害動機
があった場合は、罰畜を奴隷の家族に与える。過失殺
害あるいは殺害動機が明らかでない場合は罰畜を政
府に納める」31と定められ、殺害の動機に重きを置き、
故殺と過失致死を区別した。しかし、この事件におい
ては、故殺か過失致死かが問題にされず、殺害の結果
のみが量刑の基準となっている。従って、後の時代の
史料をもって清朝全体の法律を概観してはならない。
そして、さらに本件において、亡くなった奴隷の身代
わり＝ oroをバーランに引き渡すように結審し、トゥ
メンタイにはかなり重い刑罰が科された。殺害された
奴隷の身代わりが引き渡された刑罰は、清朝の法規か
ら該当の規定を確認できない。これは、マンジュシリ
への不満を示すため、本来ならまったく問題のない属
民への徴収を制限し、モンゴル伝来の貴族と属民の関
係を認めながら、その関係を破壊しようと努めた清朝
の意図ではないかと思われる。

第 3 節　事例 2 －アルバ過徴収事件
　3.1.　概略－原告・被告

　アルバ過徴収事件は順治 10年 7月 25日に理藩院が
上奏した題本に書かれた事件で、当時バーリン左翼旗
エセン・ソムの佐領エセンが度を越したアルバ徴収に
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反対し、同ソムの 8人32を連れて、自らのザサグであ
るマンジュシリを理藩院に訴えた事件である。捜査の
結果原告なる平民側の主張は完全に否定され、さらに
処罰された33。
　この事件の原告は、事例 1の原告とまったく同じソ
ムの者で、かつソムのトップである佐領が指導者と
なって、マンジュシリを訴えたのである。すでに述べ
たようにエセン・ソムはマンジュシリの直下のソム
で、従来の属民である。当時清朝支配下のモンゴルの
各旗のザサグが、同旗に属する他の王族やその属民か
らアルバ徴収をしていたかどうかは残念ながら不明の
ままである。従って、エセン・ソムの人々とマンジュ
シリの争いはザサグと旗民の関係より、むしろ清朝統
治における分枝集団内部の変化として捉えるべきであ
ろう。

　3.2　起訴の開始―理藩院・第 1 審

　この事件において原告の 9人が直接北京にゆき、理
藩院に起訴をし、理藩院が第 1審として登場した。こ
れは「バーランの事件」のそれと異なる。このときは
理藩院が起訴を受理し、事件当事者の旅費や往来にか
かる時間を考慮し、被告や証人を理藩院に来院させず、
逆に理藩院から役人を派遣した。
　このように理藩院が第 1審を行った事例は「理藩院
題本」に散在しており、成立・拡大の過程において、
外藩モンゴルの裁判制度は必ずしも旗＝第 1審、盟＝
第 2審、理藩院＝第 3審といった流れではなく、理藩
院が第 1審を行う事例もかなりあった。これは、清代
初期のモンゴル法の 1つの特徴である。順治 8年に
清朝はザサグに訴えずに、来院して訴訟することを
禁止した34。しかし、その規定において、直接理藩院
に訴訟した場合の処罰がないため、ほとんど機能せ
ず、モンゴルから直接理藩院に訴訟する者は度々あっ
た。そのため、康熙 9年の「会盟に下した命令書」35

（ciGulGan-du baGulGaGsan jarliG-un bicig）に次のように
定めた。

　（以前、―引用者）訴訟者は、まず初めに管轄の
ザサグに訴えよ。結審できなければ、管轄のザサグ
から使者を得て、（使者の同行で―引用者）隣接す
る別のザサグ36に訴えよ。また結審できなければ、
（訴訟者本人が―引用者）自分のザサグからの使者、
（そして、―引用者）証人37、被告とともに理藩院
に訴えに来るように決めた。現状を見れば、管轄の
ザサグや隣接する別のザサグに訴訟せず、証人や被
告人の同行もなく（理藩院へ直接）訴訟に来る者が
いるという。自分のザサグには訴えたが、隣接する
別のザサグへの訴訟を経ずに、証人および被告人の
同行もなく（理藩院へ訴訟に―引用者）来る者もい
る。さらに自分のザサグの王、ノヤンらに訴えたが
一部のザサグは訴訟者に証人や被告を同行させず来
院させたこともある。以上のような形で（もし）貧
しい者が訴訟に来たら、（理藩院が該当の―引用者）
ザサグへの照会や、または、証人や被告を来院させ
ることに、苦労するだけではなく、事件の処理も遅
れてしまう。訴訟に来た貧しい者は、待機中に食料
を食べ切り、乗用馬を売って（食料を買っても滞在
費が―引用者）足りなかったことがあった。このよ
うな苦しみがあったとしても、貧しい者が（事件解
決のため理藩院へ―引用者）訴訟に来ないとは断言
できない。（そのため―引用者）これから、すべて
の訴訟者は以前の決定に従って（まず初めに―引用
者）自分のザサグに訴えよ。結審できなければ、ザ
サグから使者を得て、隣接する別のザサグに訴訟せ
よ。また結審できなければ、ザサグが使者を派遣し
て、証人および被告とともに理藩院へ来院させよ。
もし、訴訟者が上記の通りに自分のザサグや近くの
別のザサグに訴訟せず、自分のザサグからの使者、
証人および被告の同行なしに（理藩院へ―引用者）
訴訟に来たならば、最初に禁令無視の罪を議論し、
それから訴訟の件を受理する。ザサグに訴えたにも
かかわらず、ザサグが使者や証人および被告人を同
行させず（訴訟者だけが）来院したならば、真偽を
確かめて、ザサグを処罰せよ。以上のように各ザサ
グが各々の属民に宣伝せよ。
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　この史料から以下の内容が読み取れる。
（1）康煕 9年以前にすでに旗に第 1審を実行するよ

うに決めたが、それは訴訟者に対する呼びかけ
だけであって、ザサグに第 1審の権利を与えた
ものではない。従って、ザサグは最初から管轄
旗内の事件に関与できない場合があり、理藩院
は直接モンゴル各旗の内部問題に関与してい
た。

（2）康煕 9年以前は訴訟者がザサグに訴訟しない場
合の刑罰がないため、事実上理藩院への直接訴
訟が許可されていた。

（3）康煕 9年にザサグに起訴しない場合の刑罰を設
け、ザサグ・第 1審を定着させようとした。定
着させる理由の 1つは、訴訟のため上京してく
る者の滞在費であり、もう 1つは、突然にやっ
てくる訴訟について理藩院が事件の全貌をまっ
たく把握できないため、事件現地での取り調べ、
証人の集まりなどの複雑な作業を最初からしな
いといけないことにあった。

（4）上記の理由で、ザサグに第 1審を担わせること
と決定した。しかし、それはザサグ重視の立場
からザサグに第 1審の権限を与えたものではな
く、長年に渡って上京してきた訴訟者の事情か
らやむを得ず決定したものである。そのため、
清朝のザサグの権限を論じる際には、このよう
な背景に注意を払う必要がある。なお、この時
のザサグの役割は裁判官というより、むしろ擬
案作成役の性格が強い。

　3.3　理藩院による事件捜査

　今回の訴訟においても、理藩院は訴訟の旅費などを
考慮し、現地から証人などを来院させず、員外郎トオ
ライ＝ Toolai、筆帖式ケシト＝ Kesituを派遣し、さら
に、バーリン左翼旗の周辺にあるバーリン右翼旗の精
奇尼哈番（jingkini hafan）ネメフ＝ Nemehu、ザルグ
チのフザイ＝ Hūjai、アルホルチンの管旗章京アシフ
＝ Asihū、ザルグチのセレン＝ Sereng、オンニョード

の管旗章京バンディ＝ Bandiらを同行させ、事件の捜
査を依頼した。これは「バーラン事件」とまったく同
様である。事件の捜査に当たって、理藩院が事件発生
地域の役人を一切参加させず、理藩院の役人の他に隣
接する 3旗からそれぞれ数名の役人を事件捜査に加え
た。この第三者による捜査は、捜査中に起こりうる不
正行為を防ぎ、確実な証拠を収集するためであると考
えられる。しかし、「理藩院題本」に収録された他の
事件記載を見れば、理藩院による事件の捜査は一様で
はない。ザサグが事件に関係しない場合は、他の旗か
らの役人を参加させず、理藩院の派遣した役人とザサ
グが捜査官として登場した事例も見られる。理藩院に
よる事件捜査のほとんどは、事件当事者を尋問し、尋
問の終始を記録し、現代法学でいえば、尋問調書を作
成し、理藩院に持ち帰ることであった。「バーラン事件」
において、その尋問の形式は言及されていないが、こ
の事件の取り調べに当たっては、当事者を集めて、対
質尋問することにした。
　対質は、満洲語で angga acabumbiといい、清朝の裁
判、特に上級機関による裁判によく利用されていた尋
問方法である。原告と被告、または証人を同席させて、
当事者の供述が矛盾する場合に、矛盾した供述のいず
れが真実であるかを判断する。現代法の対質と違って
被告人の黙秘権や供述拒否権は認められなかった。残
念ながらこの史料には対質の流れ、尋問者、対質され
た期間などの詳細な点が書かれてない。この史料と比
べてかなり後代の史料になるが、萩原が発見したいわ
ゆる「オンボフの事件」の第 3文書38によれば、盟の
役人が被告の女性オンボフと彼女と不倫関係をもち、
彼女に示唆して犯罪に至らしめたチャバグという人物
の両者に対して対質尋問を行った。具体的に「娘オン
ブフの供述ではチャバグが彼女に教唆しザサグ夫妻を
傷つけようとして行なったということなので、（両者
の）39供述を照らし合わせて尋問すると、チャバグは
あれこれと言い逃れをして拒み、全く受け付けません。
ひざまずかせたままオンボフをそばに居らせて口供を
照らし合わせ、夜通し眠らせないで尋問するうちに、
チャバグは突然気絶して死んでしまいました。」（萩原、
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2006, p. 247）と書かれている。ここの「供述を照らし
合わせ」の原文が angga acabumeとなっている。この
例では、対質させたのは原告、被告ではなく、いずれ
も被告であった。ひざまずかせたまま長時間尋問した
ため 1人が死亡したことから見れば、現代の対質とは
異なってかなり残酷な面もあった。

　3.4　裁判に適用された法規
　  3.4.1　マンジュシリ・ベイセの供述と彼
              に適用された法

　対質尋問に当たって、マンジュシリ・ベイセは以下
のように供述した。

供述 1

満洲語テキスト
Manjusiri beise de funjici jaburengge. Taidzung 

hūwangdi hese, suwani da songkoi alban gaisu sehe. 

bi inu da songkoi jui bure, urun gaijira, haha jui 

delhebure de an i gaimbi. jai an i jeterengge seme, 

juwan ihan ci emu ihan, juwan honin ci emu honin 

gaiha dabala, fulu gaihangge akū. 

和訳
マンジュシリ・ベイセに尋問すると彼の供述は（以
下の通りでした―引用者）「太宗皇帝は汝らは元
通りにアルバを徴収せよと命令した。私は元来通
りに、息子の嫁取り、娘の嫁入り、息子の分家に
かかるアルバを従来通りに徴収している。また、
元通りに 10頭の牛ごとに 1頭牛、10頭羊ごとに
1頭羊を徴収した、ほか余計に徴収したことはな
い」（と言った―引用者）。

供述 2

満洲語テキスト
jai Manjusiri  beise i  jaburengge, Dalai Lama 

de hingkileme genembi seme, Esen i niru de de 

hingkileme genembi seme, Esen i niru de kutule 

gamara niyalma, morim, kunesun i honin gana seme 

Jorig Seoselei be takūraha bihe. 

和訳
また、マンジュシリ・ベイセの供述は（以下の通
りである。―引用者）「ダライ・ラマに参拝に行
くため、エセンのソムから馬子、馬、食用の羊を
取って来いと Jorig、 Seoseleiを派遣した。」

 

　この供述の da songkoi＝元通りとは明らかに清朝に
服属される前のアルバ徴収の仕方を指している。当時
のバーリンにおけるアルバ徴収は清朝の規定ではな
く、モンゴル伝来の規定によって課していた。なお、
fulu gaihangge akūという表現から見れば、モンゴル伝
来の法にも整ったアルバ徴収基準があったのであり、
マンジュシリは、その基準を無視したり、超えたりは
しなかった。このアルバ徴収の方法は清朝の初代皇帝
のホンタイジの許可によって存続され、二代皇帝の時
も有効性があったのである。
　マンジュシリの伝えるモンゴル伝来法のアルバ徴収
の内訳は以下のような内容だった。
（1） 嫁娶に関るアルバ―息子の嫁取りと娘の嫁入り

にかかる費用のこと。
（2） 分家に関るアルバ―結婚した息子を別の家族と

して生活させるためにかかる費用のこと
（3） 所有家畜数に応じて徴収するアルバ―具体的に

10頭の牛ごとに 1頭の牛、10頭の羊ごとに 1

頭の羊を徴収していた40。
（4） 宗教活動に関るアルバ。この文書では、マンジュ

シリがダライ・ラマに参拝するため、エセン・
ソムをエセンの半分＝ hontoho、センフルの半
分＝ hontohoと二つに分けて、徴収することに
し、エセンの半分から馬

ま ご

子 1人、馬 4頭、羊
10頭を取った。センフルの半分からいくら取っ
たのかは書かれてない。もし、同じ量で取った
とすれば、50戸からなるエセン・ソムから計
馬子 2人、馬 8頭、羊 20頭取ったことになる。

王長青
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　一方、この時期に清朝が支配下のモンゴルに対して、
すでに新しいアルバ徴収方法を定めていた。それは以
下の規定である。

順治初年定：蒙古王公台吉等每年征收所屬，有五牛
以上及有羊二十者，並收取一羊。有羊四十者，取二
羊，雖有余畜，不得增取。有二羊者取米六鍋。有一
羊者取米一鍋。其進貢、會盟、遊牧、嫁娶等事，視
所屬至百戶以上者，于什長處取一牛一馬之車。有三
乳牛以上者，取乳油一腔。有五乳牛以上者，取乳酒
一瓶。有百羊以上者，增取氈一條。濫征者罪之41 42。

　この規定はモンゴル伝来の規定によりアルバ徴収の
基準が明確化されており、徴収量も圧倒的に少ない。
おそらく、この規定がエセン・ソムの人々に伝えられ
ていて、そのため、従来のアルバ徴収方法に反対する
ようになったと推測される。しかし、太宗皇帝のモン
ゴル貴族に対する約束があるため、マンジュシリが清
朝のモンゴル法を完全に無視し、従来の徴収方法でア
ルバを徴収した。従って、順治時代のモンゴル社会に
おいて、清朝が制定したモンゴル法とモンゴル伝来の
法が併存していたことが確認される。
　このように次元が異なる法が併存するなか、理藩院
はマンジュシリ・ベイセのアルバ徴収について以下の
ように述べた。

満洲語テキスト
monggoi da an i alban gaira be nakabuha ba akū…（略）
… ere ninggun niyalma, an i gaira ulha be fulu gaiha 

seme, še i cargi43 weile be habšaha turgunde susaita 

šusiha tantame.

和訳
モンゴルの元通りのアルバ徴収を中止したことは
ない。…（略）…この 6人は例によって徴収した
家畜を余計に取ったと赦免の前に起こった事件を
訴えたので 1人ずつ鞭で 50回打つように。

　理藩院はマンジュシリのアルバ徴収を an i gaira ulha

＝「例によって徴収した家畜」といい、マンジュシリ
のアルバ徴収の正当性を認め、それに反対する平民側
に処罰を与えた。これで、清朝はバーリンにおけるモ
ンゴル従来のアルバ徴収を引き続き承認し、自らの規
定を完全に無視した。結果から見れば、モンゴル伝来
の法は実際の事件において優先的な位置にあった。で
は、清朝がマンジュシリにアルバ徴収権を与えながら、
なぜ平民側の訴訟を受理したのかという疑問が生じ
る。清朝はモンゴル貴族たちに従来通りのアルバの徴
収権を与えたが、それは無制限のものではなく、清朝
の監督を受ける必要があり、そのため、今回は従来通
りの基準を超えたかどうかを判断する必要が生じた。
これは理藩院が事件を受理したことの一因であろう。
一方、平民側には清朝の定めたアルバ徴収規定がすで
に伝えられており、今までの徴収方法に対抗し、基準
が明確にされた、受け入れやすい清朝の徴収方法を導
入しようとしたが、清朝はモンゴル王族との関係に重
きを置き、自らの規定を無視し、平民側に処罰を与え
た。しかし、清朝の定めた規定は無意味なものではな
く、その存在によって、モンゴル貴族と平民の間にさ
まざまな摩擦が生じたのである。

　  3.4.2.　エセンらの供述と彼らに適用され
　　　　   た法
　
　原告たる 9人は全員一致でマンジュシリ・ベイセの
アルバ徴収について以下のように述べた。

満洲語テキスト
geren i jaburengge juwe jui be delhebure, urun gaijira 

de gaiha inu. be yadara be dahame jai kemuni ere 

gese gaime ohode adarame banjire seme doigomšome 

habšarangge. 

和訳
皆の供述するのは（以下の通りである―引用者）。
「（マンジュシリが―引用者）息子 2人44の分家

清代初期のモンゴル法のあり方とその適用
―バーリン旗の事例を手がかりに―
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や嫁取りのためアルバ徴収したのは事実である。
我々は貧しくなっているので、引き続きこのよう
に徴収するなら（我々は―引用者）どうやって生
計を立てるのか」と率

そっせ ん

先して訴えた。
　
　平民側は、貧しくなっていることを理由に、分家や
嫁娶においてこれまでの徴収方法の継続に反対した。
マンジュシリの説明したアルバ徴収方法の中に分家や
嫁娶に徴収するアルバの基準が明確にされておらず、
これは清朝の制定した規定と異なる。平民の立場から
見れば、清朝の規定を受け入れるのがもっとも有利で
ある。
　また、平民側は分家や嫁娶にかかる費用のみならず、
マンジュシリのダライ・ラマ参拝にかかる費用の徴収
にも反対したのである。アルバ徴収に来た役人を押し
とめたセンフルは自らの行為について次のように述べ
た。

満洲語テキスト
gaira labdu ofi, bi durime gaiha mujangga sembi.

和訳
（センフルは―引用者）「徴収は過多だったので、
私が押しとめたのは事実である」と言った。

　宗教にかかる費用の徴収が過多だったことが反対の
理由だった。しかし、どういう基準から見て過多だっ
たのかは残念ながら書かれてない。やはり、清朝が制
定した「会典」の規定が、平民に知られていて、それ
が今回の事件を引き起こした一因だと考えられる。
　しかし、理藩院は取り調べの結果、平民側の供述を
全く無視し、彼らに赦免の前の事件を訴えた罪が言い
渡され、さらに、各々の事情を区別して以下のように
処罰した。まず、佐領エセンに以下のような処罰を言
い渡した。

満洲語テキスト
monggoi da an i alban baira be nakabuha ba akū, tuttu 

bime še i cargi  weile be habšaha turgunde, Esen be 

niru bošoro i nakabume, weile emu uyun ulha gaifi 

Manjusiri beise de bume.

和訳
モンゴルの元通りのアルバ徴収を中止したことは
ない。なお、これは赦免の前の事件を訴えたため、
エセンをソム章京から罷免し、罰として 9頭の家
畜を取って、マンジュシリ・ベイセに引き渡す。

　エセンは正当な徴収を不当として訴えたため、佐領
の職を罷免され、さらに家畜 9頭を取られ、それがマ
ンジュシリ・ベイセに引き渡された。
　そして、宗教にかかる費用の徴収を押しとめたセン
フルと自分の馬がマンジュシリ・ベイセに無理やり
に取られたと供述したバト（Batu）という人物の 2人
が鞭 70回に処せられた。残りの 6人は「例によって
徴収した家畜を過徴収した」と（an i gaira ulha be fulu 

gaiha seme）訴えたため、それぞれ鞭 50回に処せられ
た。
　エセンらにいい渡された処罰は清代の法規から確認
することはできない。それはまったく理藩院の大臣の
協議によって決まった。このように「理藩院題本」に
は、法規ではなく理藩院の協議によって言い渡された
処罰が多数存在する。順治 15年 8月 21日に上奏され
たある事件についての理藩院の審議に対して、順治皇
帝は以下のように指示した。

満洲語テキスト
wesimbuhe be tuwaci, haise be wambi sehei. togtobuha 

kooli be yaruhakū bime, adarame wara babe geli 

tusibuhekūbi. dasame getukeleme gusurefi wesimbu.45 

和訳
上奏したのを見れば、haiseを処刑するように決
定したのだ。決められた法規を引用せず、さらに、
処刑する理由も明らかでない。協議して明確にし
てから（再―引用者）上奏せよ。

　

王長青
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　この指示から見れば、理藩院が事件を審議し、結審
するに当たって二つの原則があり、その一つは法規を
直接引用すること、もう一つは処罰の理由を明確にす
ることであったことがわかる。エセンらは後者の原則
によって処罰され、清朝の立場からは極めて適切な結
審である。清代初期のモンゴル法を研究するに当たっ
て、この二番目の原則を無視することはできない。

おわりに

　以上、順治 10年に理藩院によって結審された 2つ
の事件について分析してきた。それをまとめると以下
の結論が導き出される。
　まず、2つの事件において、いずれも被告だったマ
ンジュシリ・ベイセは無罪となった。それは、清朝の
モンゴル法から判断されたのではなく、モンゴル伝来
の法から判断されたものだった。従って、少なくとも
順治時代まで清朝制定のモンゴル法とモンゴル伝来の
法は併存して、実際の事件にモンゴル伝来の法が優先
されていた事例のあることが確認された。これは、こ
れからの清代モンゴル法の研究、ひいては清代モンゴ
ル研究の全般において極めて重要であろう。　

　次に、旗のトップであるザサグが事件の当事者に
なった際、清朝は理藩院の役人のほかにできる限り多
くの異なる地域の役人を参加させて、事件捜査を行っ
ていた。
　第 3に、犯罪に対する処罰は、定められた法規の適
用および理藩院の協議の適用といった 2種の方法に
よって出されていた。「バーラン事件」には、前者の
方法が適用され、それに対して「アルバ過徴収反対事
件」には、後者の方法が適用された。
　第 4に、「バーラン事件」および「アバガ旗のサン
ジンの壮丁不登録摘発事件」の審理結果の比較から拡
大・発展の過程にあった清朝にとって、帝国に対する
モンゴル貴族たちの忠誠は何よりも重要で、それは裁
判事件にも反映された。
　第 5に、当時理藩院には満洲語で toktobuha fafun i 

bithe, togtobuha fafun i dangseと書かれた法律集が存在
し、実際の裁判に適用されていたことが確認できた。
　第 6に、清代初期の裁判において、理藩院で第 1審
が行われていたことが度々あった。なお、旗に第 1審
をさせようとしたのは、旗のトップであるザサグの権
利を拡大するためではなく、訴訟者の裁判にかかる膨
大な費用や負担を縮小するためだった。

注
 1　清朝モンゴル法に関する研究は主に法規中心、いわば法規の意味を解釈し、そこからモンゴル社会を再現
しようとした研究が主流だった。しかし、二木（1984、1987）により清朝モンゴルの法規と実際の社会の
状況には大きな隔たりがあったことが証明され、それ以降の研究に多大な影響を与えた。

 2　清朝モンゴル法の研究については萩原（2006, pp. 39-45）に詳しい。そのほか、李保文（2006）、乌力吉陶
格套（2007）、萩原（2011）、額定其労（2011a, 2011b（1, 2, 3）, 2012）などがある。

 3　これは中国第一歴史档案館が当館所蔵の理藩院の題本を影印版で出版した史料集である。全 23巻からな
る（第 23巻は目録）。順治 10 年（1653）から乾隆 16（1795）年までの題本が収録され、その中に順治時
代の 149通（満洲語）、康煕時代の 130通（11通はモンゴル語、他は満洲語）の題本が収録され、主にモ
ンゴル、チベットなどの民族と関係する。その詳細については池尻（2010）を参照せよ。一方、順治、康
熙時代の内容が ErkimtU（2013）によりモンゴル語に翻訳されている。しかし、氏の翻訳にかなりのミス
が存在するので、利用するのに注意が必要である。

 4　「理藩院題本」第 1巻、pp. 29-30。
 5　「理藩院題本」第 1巻、pp. 32-34。
 6　崇徳元年のこのようなソム編成について岡（2007, p. 60）は「崇徳元年にニル編成は、ノヤン達の属下を

50戸ずつニルに編成したもので、王族分枝集団の構成に新たな編成を加えたものであるが、その編成方
法は、原則として分枝集団ごとに行われており、分枝集団自体を破壊するものではなかった」とソム編成
の性質を指摘している。
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 7　Arban doloduGar jaGun-u emUn-e qaGas-tu qolboGdaqu mongGol UsUg-Un bicig debter , p. 252.
 8　しかし、「王公表伝」28巻BaGarin ayimaG-un Sastir-un quriyangGui には、今回のマンジュシリに対するザサ
グ罷免についてまったく言及されていない。

 9　Dayicing gUrUn-U DotoGadu yamun-u mongGul bicig-Un ger-Un dangsa・第 2巻、pp. 400-401。
10　ホルチンの王族は崇徳元年に爵位を授けられた。
11　Arban doloduGar jaGun-u emUn-e qaGas-tu qolboGdaqu mongGol UsUg bicig debter , p. 252。なお、この記載は康

煕朝『清実録』崇徳 4年 8月乙巳（20）条に「議奪所屬人員革札薩克銜」と書かれている。島田（1992, 
p. 211）によれば、順治初纂本太宗実録巻三一・8月 20条に「應撥出人丁革札撒滾之名」と書かれている。
やはり、マンジュシリが崇徳 4年にすでにザサグであったことが確定できる。

12　冊文 ,モンゴル語で se bicigという。また、漢語で誥命、満洲語で ejeheb bitheあるいは g΄aoming、モンゴ
ル語で jiGuqu bicigともいう。官吏の任命や封爵の冊封に関する内容が書かれた皇帝の命令である。実際
に作成されたものは冊文とされ、冊封された人物に与えられる。冊封された人物の死亡（犯罪や高齢化に
よって子孫に爵位を継承させる場合がある）などにより子孫が冊文を持参して理藩院に行き、継承の手続
きをする。崇徳元年のモンゴル貴族に対する冊封が有名で楠木（2009, pp. 167-190）による詳細な研究が
ある。

13　清朝前期の史料にモンゴル貴族に授けたベイセ（beise）爵位はモンゴル語では qosiGun-u tayiji漢語では固
山貝子と書かれていた。

14　「モンゴル語内秘書院」＝ Qing ulus-un dotoGadu narin bicig-Un yamun-u mongGul dangsa ebkemel-Un 

emkidkel 第 2巻、pp. 400-401。日本語訳は楠木（2009, pp. 167-190）を参照。なお、この内容は康煕朝『清
実録』順治 5年 3月庚子条に「複巴林部落貝子滿珠西里爵」とかかれてある。

15　LiBaoWen, Dayicing ulus ba mongGol-un qalq-a qaGantu ulus―1655  on-du, 2004.
16　このソムは崇徳元年に編成されたマンジュシリ・ベイセ直下の 15ソムの一つで、エセンが佐領に任命さ
れた（『満文原檔』第十冊、p. 585）。

17　清朝のモンゴルの奴隷＝ ger-Un boGolについては Х. Фүтаки(2002, pp. 21-28)のXYII-XIX зууны үеийн 
Халх Монголын гэрийн боолын тухай および二木（1987）を参照。

18　一種の爵位、清朝がモンゴルの貴族に対して、親王、郡王、ベイレ、ベイセ、公または精奇尼哈番（jingkini 
hafan）、阿思哈尼哈番（ashan i hafan）、阿達哈哈番（adaha hafan）、拜他喇步勒哈番（baitalabure hafan）、
拖沙勒哈番（tuwašara hafan）の爵位を授けた。『内秘書院檔』を見ると、哈番の文字がある爵位は主に八
旗モンゴル人に授けられている。ザサグ旗にも精奇尼哈番の爵位を持つ人物がいたのは興味深い。

19　Jargūci、モンゴル語で jarGuciという。これは乾隆時代の裁判文書にも見られる。萩原氏（2006, p. 241）は「訴
訟担当者、裁判官」と訳し、訴訟専門の役人だと説明した。そして、取り扱った史料に基づいて「中国本
土の仵作に相当する検屍担当役人そのものではないか」とも推理し、さらにほかの史料から Jargūciの下
に検屍を担当する仵作がいたことを紹介している。今回の史料ではこれらの人物は検屍とまったく関係し
ない。なお、『満蒙題本』から当時のすべての旗に jargūciなる役人が存在していたと判断される。これは
モンゴル伝来の役人で、この時期にまだ存続していた。その権限に関する史料は見られないが旗内におい
て一定の裁判権をもっていたと考えられる。

20　『欽定大清会典事例』第 997巻・審断「順治八年題准、外藩蒙古人有訟，赴各管旗王貝勒等處伸告，若審理不結，
令協同會審旗分之王貝勒等公同審訊，仍不結，王等遣送赴院。如未在王、貝勒處伸告，越次赴院者，壹概
發回」を参照。

21　この事例では被告はザサグ自身だったため、ザサグの介入は不可能だと考えられる。しかし、清朝のモン
ゴル法には、ザサグ自身が被告になった場合の訴訟手続きに関する規定が見られない。その場合、理藩院
への直接訴訟が許されていたかもしれない。

22　この人物の詳細は今のところ不明。
23　ボディザブが自分の病気を完治したオルドスの僧侶にお礼として 5人を寄進したことを指している。
24　これはモンゴル語の Gai GarGaGsanの直訳で、満洲語的な表現ではない。厄払いすることを指す。ここでは、
ブダシヒブ・タイジが厄払いするためにオルドスの僧侶に 5人を寄進したことを指している。

25　これはブダシヒブ・タイジが娘の結納として小間使いをおくったことを指している。
26　高娃（2005, pp. 55-58）、早田（2011）を参照。
27　「理藩院題本」、p. 85。
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28　「理藩院題本」、p. 179。
29　モンゴル語、モンゴル法の専用用語であり、一般的に賠償と翻訳される。
30　清朝モンゴル法や伝統モンゴルの規定に罰畜の分配に不明な点が多い。この刑罰に徴収したもの分配につ
いて Heushert (1998, 147-157)を除いてほかの研究が見られない。氏は康煕 30年代に制定されたモンゴル
法から刑罰に徴収したものの分配に関する jasaG-tur abqu, gereci-dUr OgkUなどを細かく研究した。

31　MongGol caGajin-u bicig, p.175.
32　原文には nirui janggin esen ini nirui uwan niyalma be gajime＝「佐領のエセンが同ソムの 10人を連れて来て」
と書かれているが、実際は 9人のみだった。

33　「理藩院題本」第 1巻、pp. 32-34。
34　注 19を参照せよ
35　「モンゴル語内秘書院蒙古檔」、第 6巻、pp. 271-281
36　「隣接する別のザサグ」とは康煕 6年に編纂された『蒙古律書』第 94条、第 95条及び康煕 30年代に編纂
された『理藩院律書』第 88条による規定に従って、当該の旗が合同して裁判を行うことをいう。順治年
代の合同裁判については、順治 16年（1659）の有名な「アブナイ親王が起こした合同裁判制度無視事件」
（康煕朝『清実録』順治 16年 5月 21日（1659．7.10））の事例が知られており、また、2009年に公開され
た「理藩院題本」（第 1巻、pp. 178-180）に収録されている順治 13年（1656）に理藩院が審理した「オン
ニョードのサヤン・タイジの男丁隠蔽事件」に関する上奏文には合同裁判における罰金の均等分配に関す
る内容が多少書かれている。

37　康斯坦（F. Constant）（2008）が述べたように、モンゴルの訴訟制度は当事者主義（Adversarial system）的
な性質が強く、清代初期においても、事件当事者は自分の主張が事実であることを証明するため、自ら裁
判に証人を立てることが一般的であった。その証人がモンゴル語で kOndelen kUmUnと呼ばれ、事件当事
者は理藩院へ上訴する際に、証人の同行が義務づけられていた。

38　萩原（2006、pp. 59-60）によれば、この第 3文書に日付、宛先の役所名がない。氏はその内容から乾隆
56年（1791）7月 28日以降のものだと指摘した。

39　括弧内は萩原が補足した内容。
40　残念なことにこれは、年単位か季節単位が不明、年単位だと考えられる。
41　『会典事例』第 980巻および乾隆朝内府抄本『理藩院則例』・錄勳清吏司下・征収を参照。この規定が多少
変更・補足がなされた形で『蒙古律例』、『理藩院則例』に引き継がれる、その詳細について島田（1982、
pp. 235-243）、二木（1984）を参照せよ。二木（1984）は道光版『理藩院則例』の該当条文を翻訳し、検
討した。その翻訳は「順治元年に制定した。モンゴルのすべての王公、タイジたちが毎年、属下の者から〔貢
租を〕徴収する際、牛 5頭有する者からは羊 1頭を取れ。羊 20匹有する者からは羊 1頭をとれ。羊 40匹
有する者からは羊 2頭をとれ。それ以上の家畜を有する場合でも余計に徴収してはならない。羊 2頭を有
する者からは「米」6鍋、羊 1頭有する者からは「米」1鍋をとれ。王公、タイジたちが朝貢、会盟、遊牧、
嫁娶を行う場合、もし、属戸の数が 100を超えるならば十戸長の処（十戸）から牛 1頭、馬車 1輌を徴発
せよ。乳牛 3頭以上有する者からは乳油 1腔、乳牛 5頭以上有する者からは牛乳酒１瓶をとれ。羊 100頭
以上を有する者からはさらにフェルト 1枚をとれ。」である。下線のある箇所は『理藩院則例』と異なる
ため、筆者が取り換えた内容である。

42　同じ規定でありながら、乾隆朝内府抄本『理藩院則例』の表現は多少異なり、二重線の部分は、すべて「准取」
となっており、点線の箇所の「于」、「腔」、「增取」はそれぞれ「准于」、「肚」、「准增取」と書かれている。

43　Se i cargi（赦免の前）とは清朝皇帝よる大赦の前を指す。大赦の前に起こった事件（「十悪」の罪を除く）が、
起訴されたかどうか、結審されたどうかと関係せず、そのすべてが恩赦の対象となり、処罰を免れる。な
お、赦免の前の事件を赦免の後に訴えてはならない。

44　Bolor erike によれば、マンジュシリには息子が 6人いた（KOkeOndOr, 1985, pp. 890-891）。
45　「理藩院題本」第 1巻、pp. 209。
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