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はじめに
13 世紀にデリー・スルターン朝が覇権を握る以前、北インドでは多くの地域王権が割拠し、そ
れぞれの国家は宗主権力（overlord）とそれに従属する複数の王権（サーマンタ såmanta）によっ
て構成されていた。前稿において、筆者は当時の国家体制を探る上で宗主もサーマンタもともに
発給していた施与勅書（ßåsana）の様式を分析することの重要性を訴え、その分析を通して 9 〜
10 世紀プラティーハーラ朝の重層的王権構造を論じた [ 三田 2008]。本稿はその直後の時代であ
る 11 〜 13 世紀のチャウルキヤ朝の銅板施与勅書様式を検討するものである。前稿のように宗主
発給勅書とサーマンタ発給勅書の様式を比較しつつ論ずるのが、この時代の国家編成を明らかに
する上では有効なのだが、チャウルキヤ朝の銅板文書史料の量が多いため、紙幅の関係もあって
本稿では宗主勅書のみを検討し、サーマンタ勅書については別稿を用意する。なお、プラティー
ハーラ朝の後継王朝というべき王朝はいくつもあるのだが、プラティーハーラ朝のサーマンタ発
給の施与勅書史料が残っているのはグジャラート周辺だけなので、11 〜 13 世紀グジャラートの
王朝であるチャウルキヤ朝がプラティーハーラ朝との比較材料として有効であると考えた次第で
ある。
本稿の対象であるチャウルキヤ朝は、北インド一帯に勢力を張っていたプラティーハーラ朝が
10 世紀半ばに衰退する中で勃興していった地方王権のひとつで、グジャラート北部のアナヒラ
パータカ（現在のパータン）を王都にしてムーララージャ 1 世（在位西暦 942 年頃 -997 年頃）が
打ち立てた王朝である。最盛期は 12 世紀のジャヤシンハ（在位西暦 1094 年 -1142 年頃）およびク
マーラパーラ（在位西暦 1142 年頃 -1172 年頃）の時で、サウラーシュトラを統合し、カッチ湿原
からラージャスターン南部、マディヤプラデーシュ西部、ラータ地方にまで至る最大領域を維持
したが、12 世紀末にゴール朝アイベグの侵攻を受けて以降は衰退に転じ、13 世紀前半にジャヤ
ンタシンハなる者に一時王位を簒奪されたり、13 世紀半ばにはチャウルキヤの一支族ヴァーゲー
ラー家に王位が移るなど政局が不安定なまま経緯する中で、14 世紀初頭にハルジー朝の侵攻を受
けて滅んだ。
1

現存する同王朝の宗主勅書は、偽書の疑いのあるものを除けば 27 文書であり 、初代ムーララー
1

ヴィクラマ暦 1184 年ジャヤシンハ発給の文書（HIG, III, pp. 196-197）は 1 枚の銅板であり、おそらく 2 枚綴
りの前半部分のみであるが、他のチャウルキヤ朝宗主勅書と異なり、後述する告知形式をとっておらず、
（1）
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ジャから第 12 代トリブヴァナパーラ（在位西暦 1241 年頃 -1243 年頃）までに発給されたものであ
る（本稿末尾の表参照）。そのうちテキストや写真版ないし拓本が刊行されているものは 25 文書
である。本稿の論及する時代は、現存宗主勅書の存在しない王朝末期のヴァーゲーラー時代には
及ばない。
以下ではまず典型的な宗主勅書の例をとり上げて解説し、すべての宗主勅書に共通する特徴を
検討した後に、文書様式が定型化する盛期以後と定型化する以前の初期に分けて書式を検討し、
チャウルキヤ朝宗主勅書の様式的特質とその時間的変化を明らかにする。

１

チャウルキヤ朝宗主勅書の文書構成

後述するようにチャウルキヤ朝宗主の銅板勅書は、初期の文書では様式が十分定まっておらず、
12 世紀の盛期以降に完全に定型化すると言いうる。まずは典型的な同王朝宗主勅書の事例とし
て、盛期以降の宗主勅書である Kadi 発見のヴィクラマ暦（以下、VS と略す）1263 年の文書（本
稿末尾の表中 No. 19）を以下に訳出する。訳中、①、②などとあるのは、後述する様式構成のナ
ンバーを指す。
①成就あれ（siddham の記号）。吉祥（svasti）。
② 先 行 す る す べ て の 王 統 に よ っ て 飾 ら れ た 至 高 の 尊 者（paramabha††åraka）、 諸 王 の 王
（mahåråjådhiråja）、至高の君主（parameßvara）、ムーララージャ MËlaråja 様（deva）の両足から恵
みを受けた 至高の尊者、諸王の王、至高の君主、チャームンダラージャ Cåmuˆ∂aråja 様の両足か
2

ら恵みを受けた至高の尊者、諸王の王、至高の君主、ドゥルラバラージャ Durlabharåja 様の両足
から恵みを受けた至高の尊者、諸王の王、至高の君主、ビーマ Bh¥ma 様の両足から恵みを受けた
至高の尊者、諸王の王、至高の君主、三界の勇士、カルナ Karˆa 様の両足から恵みを受けた至高
の尊者、諸王の王、至高の君主、アヴァンティーの王 、トリブヴァナガンダ Tribhuvanagaˆ∂a にし
3

て先住部族（varvaraka）の征服者、シッダ・チャクラヴァルティン（覇王に到達した王）、ジャ
ヤシンハ Jayasiµha 様の両足から恵みを受けた至高の尊者、諸王の王、至高の君主にして、シヴァ
施主も宗主ジャヤシンハではない。詳しくはサーマンタ勅書を論ずる別稿に譲るが、こうした文書はチャ
ウルキヤ朝宗主勅書では全く見られず、むしろ私的文書（民の文書 laukika, jånapada）に見られる形式であ

2

3

る [ 三田 2010: 41]。おそらく宗主文書を装った偽文書だと思われる。H.G, Shastri もこの文書を偽文書と見
ている [Shastri 1989: 103]。
あるいは「両足に思慮する（pådånudhyåta）」。主従関係や継承関係において用いられるテクニカル・ター
ムで、Sircar によれば、“meditating on the feet or favoured by the feet of ̶” [Sircar 1966: 224] である。
ジャヤシンハはマールワー（アヴァンティー）のパラマーラ朝ヤショーヴァルマンを破ってアヴァンティー地
方（Avant¥-maˆ∂ala）を獲得し、配下の武官マハーデーヴァ Mahådeva に統治させたことが、ウッジャインの石
刻に記されており（IA, XLII, p. 258）、これはそのことを語っていると思われる（Cf., [Majumdar 1956: 74]）。し
かし同時に「アヴァンティーの王とトリブヴァナガンダと先住部族の征服者」と解釈することも可能。
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神の最高の恩寵（prasåda）を得、威厳に満ち、自己の力と武勇をもって戦場でシャーカンバリー
の王 を倒したクマーラパーラ Kumårapåla 様の両足から恵みを受けた至高の尊者、諸王の王、至
4

高の君主、至高のシヴァ崇拝者、強力な腕の武力をもって、傲慢から成る傲慢のカリ時代におい
て汚点のないラーマの統治を［地上に］顕現させ、サパーダラクシャの王 を貢納提供者にさせ
5

たアジャヤパーラ Ajayapåla 様の両足から恵みを受けた至高の尊者、諸王の王、至高の君主、倒
し難きガルジャナカの王 を戦闘で倒したムーララージャ［2 世］様から恵みを受けた至高の尊者、
6

諸王の王、至高の君主、第二のシッダラージャ（ジャヤシンハのこと）であるビーマ［2 世］様
が、③自ら享受している（svabhujyamåna）ガンブータ・パタカ GaµbhËtå-pathaka 内のすべての
7

王の臣下（råjapuru∑a）、およびバラモンなど敬意を払うべき人々 、その地に任じられた官吏
8

（tanniyukta-adhikårin）および人民に知らしめる。以下のことを知れ。
④ヴィクラマーディティヤから発すること 1263 年シュラーヴァナ月白分 2 日日曜日、このような
吉日の今日、ここアナヒラパータカにおいて、［朕が］vyat¥påta-pårvan のときに沐浴し、動くも
の動かざるものの師、尊厳なるバヴァーニーパティ（シヴァ神）を礼拝し、輪廻の移ろいやすさ
（輪廻もまた輪廻の支配下にあるということ saµsåråsaµsåratåm）を熟慮し、生類の世界が蓮の葉
の上を動く水滴のように極めて不安定であることを認識し、現世と来世の果を自身のものとなし、
両親および自身の功徳と栄誉を増進するために、インディラー村が、境界を画定されて、樹木や
花々を伴い、黄金、バーガ、ボーガ（いずれも王が徴収していた税）を伴い、十罪の懲罰（sadaµ∂a-daßa-aparådha˙ 罰金の徴収権？）を伴い、木材、草、水を伴い、あらゆる享受権（ådåya）
を伴って、以前に与えられた寺院への施与やバラモンへの施与を除いて、チャーハマーナ族の
ラーナカ（råˆa° = råˆaka）・サマラシーハ Samaras¥ha の娘である王妃（råjñ¥）リーラーデーヴィー
4

シャーカンバリー Íåkambhar¥ はラージャスターン中央部の現在のサンバール Sambhar で、その王はシャー
カンバリーとそのすぐ南のアジメールを拠点としたチャーハマーナ朝のアルノーラージャ Arˆoråja のこと。
チャウルキヤ朝とチャーハマーナ朝はとくにジャヤシンハとクマーラパーラの治世のときに敵対が激し
かったが、クマーラパーラのときはチャウルキヤ側の方が優勢であり、何度かアルノーラージャをうち
破ってアジメール城砦も包囲し、彼の娘ジャルハナー Jalhaˆå を嫁に迎えて講和を結んでいる [Sharma 1975:
58-60; Majumdar 1956: 104-09]。
5
「サパーダラクシャ Sapådalak∑a（lit., 125,000）
」はラージャスターン中央部のサンバール湖を中心とするか
なり広い一帯を指し、その王はチャーハマーナ朝のソーメーシュヴァラ Someßvara である [Sharma 1975: 78;
Majumdar 1956: 127]。この部分の記述は、このときチャーハマーナ朝が貢納を支払うサーマンタとなった
ことを語ろうとしている。
6
ゴール朝のムイズッディーンのことで、西暦 1178 年のアーブー山付近 Kåsahrada での戦闘のこととされる
[Majumdar 1956: 131-36]。通説としては、ムスリム側の史料に “Bhim-dew” とあることから [Briggs 1989: 95]、
次の代のビーマ 2 世のときと解釈されるが、この銅板文書を含むインド側の史料に依拠すれば、この A.K.
Majumdar の理解の方が妥当である。
7
チャウルキヤ朝では最大の行政区画がマンダラ maˆ∂ala で、パタカはその下位の行政区画。そのさらに下
位の行政区画はヴィシャヤ vi∑aya である。ガンブータ・パタカは、王国の中心部を構成するサーラスヴァ
タ・マンダラ Sårasvata-maˆ∂ala に属する。
8
bråhmaˆottarån：チャウルキヤ朝の銅板文書の告知対象にしばしば記される慣用句。ここでは uttara を
“superior” の意味で解釈して和訳してみた。
（3）
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L¥lådev¥ によって、カリーラー村とマーラカタリ村の間の地に建設されたリーラープラに設けら
れた、ビーメーシュヴァラ Bh¥meßvara 神とリーレーシュヴァラ L¥leßvara 神それぞれの貯水池付き
給食所（prapå-sattrågåra ）に、施与勅書（ßåsana）をもって水の儀式をほどこして、朕によって与
9

えられた。
⑤この村の境界は以下の通り。東はデーウラヴァーダー村の境界、南はカールハリー村の境界、
西はシェーシャデーヴァティ村の境界、北はガーリーヤーヴァリ村の境界。
⑥この村に住む人々は、これらの境界によって区切られたこの村を知り、常に命令の聴聞を義務
づけられて、このように与えられているバーガ、ボーガ、カラ、黄金等（いずれも王が徴収して
いた税）をすべて、ビーメーシュヴァラ神とリーレーシュヴァラ神それぞれの貯水池付き給食所
に収めなければならない。また、朕の一族の者であろうとそれ以外の者であろうと未来の享受者
（bhokt®：ここではこの地域を統治する王のこと）は、この［施与の］功徳の果が［あらゆる王
に］同様にもたらされるものであることを考え、朕によって与えられたこのダルマの（宗教的社
会的に正しい）施与を承認し、保護しなければならない。
⑦尊師ヴィヤーサによって言われた。
土地を施与する者は 6 万年間天界に住み、施与を除去する者もそれに同意する者も地獄に住む。
ここにおいて以前諸王によって与えられた施与、ダルマを目的とし栄誉をもたらすこの施与が、
花輪が落ちて損なわれた供花のようになってしまったら、そのような施与を、一体いかなる名の
サードゥが再び受け取るであろうか。
自身によるものであれ、他者によるものであれ、施与された土地を奪う者は、排泄物にたかる
蛆虫となって、父祖とともに地獄に堕ちる。
サガラ（日種族に属する伝説上の王）以来、多くの王たちによって大地が享受されており、ど
の王に対してもいつでも大地は果をもたらすものである。
ラーマバドラは土地を施与して、再三未来の諸王に懇願する。この施与のダルマは［あなた方
未来の］諸王に共有されるものであり、いかなる時もあなた方によって保護されねばならない。
⑧この施与勅書はカーヤスタ族（anvaya）出身のマハークシャパタリカ mahåk∑apa†alika・タック
ラ †hakkura・クマラ Kumara の息子タックラ・ヴォーサリン Vosarin によって記された。ここでの
ドゥータカ dËtaka（使者）は、マハーサーンディヴィグラヒカ mahåsåndhivigrahika・タックラ・
SË--------- である。以上（iti）。
⑨ビーマの［勅書］
。（署名）
まずは以上の内容を解説しよう。文頭、チャウルキヤ朝宗主勅書ではこの文例のように祈願を
示す siddham の記号と svasti のみが記され、その直後に②王統譜が記される。同時代の他の王朝で

9

sattra については [Sircar 1966: 306] を参照（ʻa charitable feeding houseʼ）。
（4）
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は、王統譜の前に特定の神々への拝礼および讃歌が韻文で記されるのが一般的である 。チャウ
10

ルキヤ王家ではシヴァ信仰がさかんであり（この文書でも施与の直前にシヴァ神への礼拝が行わ
れている）、またクマーラパーラによるジャイナ教庇護は有名であるが、銅板勅書に崇拝する神々
への讃歌を記すことはない。これは前代のプラティーハーラ朝と同様である [ 三田 2008: 25]。
①祈願の直後に②王統譜が記される。初代ムーララージャ 1 世からカルナ 2 世までは、どの
チャウルキヤ宗主にも付される称号「至高の尊者、諸王の王、至高の君主」だけが記され（カル
ナ 2 世だけは「三界の勇士」が加えられるが）、事実上王名の列挙にとどまるが、ジャヤシンハ
からはそれぞれの王の功績や独自の称号が加えられ、王の個性が表現されている。単なる王名の
羅列であったプラティーハーラ朝勅書の王統譜とは大きく異なる [ 三田 2008: 25]。
王統譜の最後の王、すなわち現王が主格で表現されて、③のように、施与の告知を行う。その
際、告知対象とされる官吏や住民は、施与される村が所在する行政区画（パタカ）内の者に限定
される。そして対象とされる行政区画には必ず「［告知者］自身によって享受されている（svabhujyamåna）」という語が付される。bhujyamåna は特定の領域に対して使われるとき、ふつうそ
の地域の収租権を正当にもっていることを意味し、その地域の租税徴収および統治の権利を保有
していることを示す。この文書ではこのパタカが、サーマンタなど諸侯・従属王権の領土ではな
く、王自身の直轄領であることを示している。この点については後に詳述する。
「以下のことを知れ」の直後に④施与の内容が記される。まず施与を行う吉日がヴィクラマ暦
で示され、その日に王都アナヒラパータカで施主である王が沐浴し、シヴァ神を礼拝し、この世
の虚しさを知って、父母と自身の功徳のために施与が行われたことが記される。ここでは施与さ
れたのはインディラー村であり、受領者はそれまで王がこの村から徴収していたものを、以後丸
ごと受けることになる。受領者はここではビーメーシュヴァラ神とリーレーシュヴァラ神の両寺
院それぞれに付属する貯水池付き給食所（あるいは救貧施設）であり、インディラー村の税収が
この二つの給食所の運営のために充てられることになった。
その直後に⑤施与村の東南西北の四境が規定され、⑥施与の実行と保護の勧告（施与村の住民
による税などの施物の納付、および未来の諸王による施与の承認と保護）が記される。未来の諸
王に施与の承認と保護を勧告しているのは、本来王による村落施与がその王一代限りのものでは
なく未来永劫に渡って与えられたものであるためであり、たいていの施与勅書には記される 。
11

そして⑦では聖仙ヴィヤーサの言葉を韻文で引用し、施与の宗教的重要性が強調される。チャウ
ルキヤ朝勅書において韻文が使われるのはこの訓戒的な引用句の部分だけである。
⑧は勅書の奥付的部分であり、勅書の文章の作成者とドゥータカ dËtaka の名が記される。ここ
10

11

ダールのパラマーラ朝ではシヴァ神 [ 三田 2000]、ガーハダヴァーラ朝では女神シュリー（たとえば IA,
XVIII, p. 130）
、ラタンプルのカラチュリ朝ではブラフマー神を讃える韻文が記されている（[Mirashi 1955]
の同王朝の銅板文書のテキストを参照）。同時代の王朝ではチャンデーッラ朝勅書がチャウルキヤ朝と同
様、神々への讃歌を記さない（[Trivedi 1989] の銅板文書のテキストを参照）。
なお、プラティーハーラ朝宗主勅書では未来の諸王への勧告が省略されている。
（5）
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では作成者はマハークシャパタリカ mahåk∑apatalika という勅書作成を任務とする書記官の名が記
されている。ドゥータカは一般に messenger, ambassador と英訳されることが多いが、施与勅書に
おいては、施与が行われる現地に赴いて王の代理として施与儀式を執行する者を指し、チャウル
キヤ朝ではマハーサーンディヴィグラヒカ mahåsåndhivigrahika という外務長官（語義としては
「平和と戦争に関する官吏」）がもっぱらこれにあたっていた。
最後に⑨発給者である王の署名が記される。チャウルキヤ朝では ßr¥-Bh¥madevasya と、王の名
が属格（genitive）で署名される。王がインクで署名した文字に沿って刻字者が刻むことになっ
ており、他の部分の文字とは文字の大きさも字体も異なっている。
銅板 1 枚であったプラティーハーラ朝宗主勅書と比較すると銅板は 2 枚になっており、全文の
長さも 2 倍以上になっている。プラティーハーラ朝にはなかった項目は⑤施与地の四境と⑦訓戒
的慣用句、またチャウルキヤ朝になって詳細になった部分は②王統譜である。
この文書をはじめ、チャウルキヤ朝の銅板施与勅書は、以下のように前文・主文・後文に構成
区分することができる。実際の銅板勅書は改行されることなく刻字されており、勅書の外観から
は構成区分が判別できないので、ここでは文書内容から判断して区分した。
＜前文＞
①祈願（siddham、svasti のみ）
②王統譜
③施与の告知（「（前述王統の）某様が、自ら享受する某 pathaka（行政区）内のすべての王の家
臣、バラモンら、その地の任官、人民に、以下のことを知らしめる」）
＜主文＞
④施与の内容（「ヴィクラマ暦某年某月白分（黒分）某日の今日ここアナヒラパータカにおいて、
沐浴し、この世の虚しさを知り、父母と自己の功徳のために、某村が某に、勅書（ßåsana）を
もって朕によって与えられた」
）
⑤四境
⑥施与の実行と保護の勧告（村民による施物（税その他）の納付、および未来の諸王による承認
と保護）
⑦訓戒的慣用句（韻文）
＜後文＞
⑧作成者およびドゥータカ（伝達者）
⑨署名（ßr¥-amukadevasya）
これまでも銅板勅書の構成を前文・主文・後文（あるいは結語）に分けて、その文書形式が論
じられてきたが、それは上のような分け方とは異なっており、siddham から始まって告知を記述
（6）
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するまでが前文（この文書事例では①〜③）、その告知内容が主文（④〜⑤）、付加的内容（⑥〜
⑨）が後文とされている [Chhabra 1951; Sircar 1965; 山崎 1977; Salomon 1998]。この区分はダルマ
シャーストラにも見られず、研究者の便宜上のものだと思われるが、ここで問題としたいのは主
文と後文の区分である。なぜ⑥・⑦が「付加的内容」として主文から除外されるのか、根拠は示
されていない。明らかに主文内容とは言えない「奥付」的部分、すなわち発給者の署名、文書作
成者や伝達者の記述など文書の真正性や作成過程にかかわる⑧・⑨が、なぜ⑥施与保護の勧告や
⑦訓戒的慣用句と一緒にされなければならないのか、少なくとも文書形式の見地からは理解しが
たいように思われる。そこで本稿では、形式上明らかに主文内容とは異なる奥付的部分のみを後
文として扱い、⑥・⑦は主文の中に組み入れた。これによって様々な勅書様式に対して対応する
ことが可能になると思われる 。
12

２

チャウルキヤ朝における宗主勅書の全般的特徴

分析対象であるチャウルキヤ朝宗主の発給した 27 文書について、本稿の関心と関わる項目に
絞って表を作成した（本稿末尾の表）。とくに施与地の場所、日付の記述位置、王統譜の内容、
勅書の作成者、ドゥータカなどは文書によって異なるので、この表に一覧列挙する。
まず、チャウルキヤ宗主発給の施与勅書に共通する全般的特徴について概観しておこう。施与
の行為主体である施主はいずれも宗主である。施与される対象は一例を除いて村落（gråma）あ
るいは土地（bhËmi）であり、村落の場合は主に村に課されている税の徴収権（収租権）が与え
られ、一定の地片の場合はその土地が免税とされてその所有権が与えられた。いずれも本来王の
みが有する統治権に発する権利の移譲である 。その施与を受ける受領者は、学者（åcårya）など
13

のバラモン、特定の神（実際にはそれを祀る寺院）、僧院長（ma†hådhipati, sthånapati）、また訳例
にもある給食所（sattrågåra）である。
施与地の場所は主には王都アナヒラパータカを中心とする北グジャラート一帯、すなわちチャ
ウルキヤ朝の中核地域である（以下、本稿末尾の地図参照）。表中、No. 1-2, 5, 9, 11- 15, 17-19, 2127 が王朝中心部のサーラスヴァタ・マンダラ Sårasvata-maˆ∂ala における施与である。辺境と見ら
れる地域でも、たとえばカッチ地方（Kaccha-maˆ∂ala）は少なくとも 12 世紀の王朝最盛期以前に
は宗主によって施与が行われている（No. 4, 6, 8）。また有力なサーマンタが存在した南部ラージャ
スターンのナードール地方（Nå∂Ëla-maˆ∂ala）やメーワール地方（Medapå†a- maˆ∂ala）も、それぞ
12

13

この区分はすでに前稿プラティーハーラ朝勅書の分析において利用している。なお、[ 三田 2000: 36] では
従来の構成区分について異論がないとしていたが、本稿のように改めることにしたい。
例外は Nå∂Ëla の商税徴収所（ßulka-maˆ∂apikå）から毎日 1 dramma（銀貨単位）をある寺院に施与すること
を記した No. 16 である。ßulka-maˆ∂apikå からの寺院への施与はこの時代のグジャラート、ラージャスター
ンではよく見られたが、多くは王が発給する勅書を介さないものであり、この事例のように銅板勅書に刻
まれる例は比較的珍しい。
（7）
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れ 12 世紀半ば、13 世紀初頭に一時的にチャウルキヤ宗主が施与勅書を発給していたことがわかる
（No. 16, 20） 。一方、サウラーシュトラについては宗主発給の勅書が一枚も発見されておらず、
14

チャウルキヤ朝の全時代を通じて宗主が直接施与することがなかった可能性がある。
ここで注目したいのは、ほぼすべての宗主勅書において、施与地の所属する行政区域が宗主
「自身によって享受されている（sva-bhujyamåna）」土地だと記されている点である。「享受されて
いる（bhujyamåna）」という語は、それが領域を示す語を修飾する場合には、すでに述べたよう
にその地域の租税徴収・統治権を保有していることを示す。例外は No. 2 の初期の文書で、「自己
の力をもって獲得された（nijabhujopårjita）」土地だと記されているが、同様に正当な統治領域で
あることを意味していると見てよかろう。
この記述部分は前文の③告知部分にあたり、勅書の告知先を記述する部分である。ほぼすべて
の宗主勅書において訳例と全く同様に、「［宗主］某様が、自ら享受している（svabhujyamåna）
〜内のすべての王の臣下、およびバラモンなど敬意を払うべき人々、その地に任じられた官吏お
よび人民に知らしめる。以下のことを知れ。」とあり、初期の文書にほんのわずかな異同がある
だけである 。このように施与地一帯を自己の正当な統治区域と宣してその地域の人々に施与の
15

事実を告知する定型化した前文形式を、本稿では告知形式と呼ぶことにする。
宗主勅書の告知対象地域は、サーマンタが統治する領域ではなく、宗主が直接統治する直轄領
である。その地域では、宗主は施与勅書を発給する際には必ずその地を「自身によって享受され
ている（sva-bhujyamåna）」土地と勅書に記したのであり、そこにおいて勅書を発給するのは宗主
に限られた。宗主であれサーマンタであれ、そもそも王による村落・土地の施与の内実は村落収
租権の授与と免税を伴う土地の授与にあるので、施与行為もその証書の発給もその地域に対する
徴税・統治権を根拠とする [ 三田 2000: 39]。ダルマシャーストラ文献において、土地・村落施与
の勅書（ßåsana）を発給できるのは王のみであるとされているのも 、この施与の法的根拠と関係
16

していると言えよう 。
17

そのことは勅書の文書様式のあり方にも反映している。上述の前文告知形式は、主文において
宗主自身が施主であることを明記したうえに後文の署名において発給責任者であることを示す書
式とともに、施主と告知者と勅書発給者が同一人物とされる＜施主＝告知者＝発給者＞の文書様
14

15

16

17

ナードール地方はナードール・チャーハマーナ朝、メーワール地方はグヒラ朝が代々領有してきた地域で
あり、それぞれほどなくチャウルキヤ朝に従属するサーマンタとしてその領土を回復している。
た と え ば、No. 2 の「MËlaråja 様 が、 自 己 の 力 を も っ て 獲 得 し た Sårasvata-maˆ∂ala の Mo∂hera 8.5 内 の
Kamboika 村のすべての王の臣下、およびバラモンなど敬意を払うべき人々、その地に住む人民に知らしめ
る。以下のことを知れ。」
たとえば、「王は大地の主である。このことは，土地施与やニバンダ施与が大地の主の特権であり，ボー
ガパティ（王国内の特定の領域・行政区画の保有者 [Kane 1973: III, 139; Sircar 1966: 55]）にはその特権がな
いことを示している」(pårthivo bhËpati˙ / anena bhËpatereva bhËmidåne nibandhadåne vå'dhikåro na bhogapateriti
darßitam //: Mitåk∑arå on Yåjñavalkya-sm®ti, I, 317) 。
他方で告知形式は個人の施与文書では見られない [ 山崎 1977:198-199]。この形式が王権と密接に関係して
いることは明らかである。
（8）
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式を構成する。この文書様式はすべてのチャウルキヤ宗主勅書に当てはまり、その規定性の強さ
がうかがわれる。すでに別稿で論じたが [ 三田 2000: 38-39]、たとえばパラマーラ朝では、宗主直
轄領内に存在する官吏の享受地（給与地ないし恩賞地）から村落の施与を行う場合、当該官吏の
請願を受けて、宗主を施主・告知者・発給者とする様式の勅書が発給されている 。またあるパー
18

ラ朝の宗主勅書も同様の様式の文書であるが、文書の最後の部分で「家臣（vidheya）
」によって
彼の土地から与えられたと追記されている 。いずれの事例も実際の施与者はそれぞれの土地を
19

享受している官吏であるが 、官吏某によって与えられたことを宗主が告知して勅書を発給する
20

という形式の勅書が記されることはなく、あくまで＜施主＝告知者＝発給者（＝王）＞という勅
書様式が貫かれるのである。チャウルキヤ朝の場合も同様と見るべきであろう。
チャウルキヤ朝全時代を通じて見られる注目すべき特徴として、最後に勅書の作成者に触れてお
こう。表に明らかなように、勅書の作成者はすべてカーヤスタに属する者であり、しかも明らかに
父子で作成者の職を継承している。表から父子継承が確認できる文書を挙げれば、No. 2 〜 No. 12、
No. 17 〜 20 であり、No. 22 〜 27 は父子継承ではないが、カーヤスタの同一人物が作成者になって
おり、いずれも作成者の職が王の代替りを超えて継承されていたことが窺われる。
ま た 表 に 明 ら か な よ う に、 カ ル ナ 1 世 の 末 期 の No. 12 か ら 作 成 者 に ア ー ク シ ャ パ タ リ カ
åk∑apa†alika あるいはマハークシャパタリカ mahåk∑apa†alika という書記官の官職名が付されるよう
になっている。後述するように、この直後の No. 13 から勅書様式が定型化していっており、アー
クシャパタリカ設置は文書行政の整備と関わる事柄だと思われる。しかし、そうした官職名が付
されていないそれ以前の作成者について見ても、広大な宗主直轄領のあらゆるところに向けた勅
書の作成が特定の人物によって独占されており、この役職が複数の者によって担われていたわけ
ではないことは明らかである。実態としては王朝当初から作成者は勅書作成職の保有者であった
と言えよう。こうしてこの職は、時に別のカーヤスタの家に変わることがあるとはいえ、特定の
カーヤスタの家（ガウダ・カーヤスタ Gau∂a-Kåyastha、モーダ・カーヤスタ Mo∂ha-Kåyastha など）
の者によって独占的に継承されていた。
なお、No. 21 は唯一カーヤスタではなくバラモンによって作成された勅書であるが、この時の
王ジャヤンタシンハは一時的にビーマ 2 世から王位を奪った「簒奪者」であり、おそらくそのた
めにチャウルキヤ朝に代々仕えてきた書記カーストの者を採用しなかった（あるいはできなかっ
た）と考えられる 。
21

18

19
20

21

Ujjain CP of Våkpatiråja, VS 1036 (CII, VII, Pt. 2, pp. 14-17). mahåsådhanika Mahåika が享受している bhukti から
Sembalapura という村落が、彼の妻の嘆願を受けて施与されている。
Bangaon CP of Vigrahapåla III, Regnal Year 17 (EI, XXIX, pp. 48-57). Cf., Sircar 1965: 116.
これら享受地をもつ官吏は、前掲脚注 16 の『ミタークシャラー』で言及される「ボーガパティ（bhogapati）」
のことである。
一方、石碑に記されるチャウルキヤ王統の頌徳文（praßasti）の作成者はカーヤスタではなく、学者（åcårya,
pandita）、詩人（kavi）など文学・古典に通じたバラモンであり、しかも特定の家の者に独占されている形
跡 は な い。Cf., Mangrol Inscription, VS 1202 (BI, p. 158); Vadnagar Praßasti, VS 1208 (EI, I, pp. 293-305); Abu
（9）
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３

盛期以降の勅書の定型化

１）定型勅書の様式
次に、勅書様式の時間的変化に着目しよう。まず本章では訳例の勅書の時代である 12 世紀以
降の、次章ではそれ以前の勅書の様式の特徴を検討していく。
訳例に見た勅書の形式は、チャウルキヤ朝の最盛期が始まるジャヤシンハの時代においてはじ
めて現れ（No. 13）、それ以降の勅書は、VS 1280 年ジャヤンタシンハ発給の No. 21、VS 1299 年
トリブヴァナパーラ発給の No. 27 の 2 文書を除き、この訳例の形式に完全に則っている。後に触
れるように部分的には文書によってわずかな異同があるとはいえ、多くの場合、個々の文節の用
語までも踏襲されており、各勅書の間にほとんど異同がない。基本的には施主や施与村、受領者
など固有名詞の部分が異なっているだけである。王が代替りしようと作成者が替わろうと、ジャ
ヤシンハ以降はこの形式に変化がないことは注目すべきであろう。
王統譜も VS 1156 年ジャヤシンハの文書（No. 13）以降、すべての宗主勅書に記されるように
なる。また、ジャヤシンハ以降の王統譜を詳細に記述して、それ以前については paramabha††åraka
mahåråjådhiråja parameßvara という宗主の称号と王名のみに略記するという、訳例にも見られる王
統譜様式が定着するのは、VS 1193 年ジャヤシンハの文書（No. 14）以降である。王統譜の様式
もジャヤシンハの時代に固まったと言ってよいであろう。
しかし仔細に見ていくと表現上のブレのようなものが見られる。たとえば王統譜では、諸王に
対する称号・称讃の表現はいずれも慣用化した語句を使用しており、完全にパターン化している
とはいえ、全く同一にはせず、その語順を並べ替えたり、削除・追加したりして意図的に変化を
もたせている。しかもその変化は各文書ごとに行われていて、同一の記者による文書でさえ異同
が認められる 。また④施与の内容については、訳例にもある「輪廻の移ろいやすさを熟慮し
22

（saµsåråsaµsåratåµ viciµtya）」、「 現 世 と 来 世 の 果 を 自 身 の も の と な し（aihikam=åmu∑mikaµ ca
phalam=aµg¥k®tya）」、「 樹 木 や 花 々 を 伴 い（sa-v®k∑a-måla-kula˙）」、「 十 罪 の 懲 罰 を 伴 い（sadaµ∂a-daßa-aparådha˙）」などパターン化した用語の語順をわざわざ文書によって変えている。ま
た、⑦訓戒的慣用句も文書によって引用してくる韻文が異なっている。
とはいえ、こうした異同は、むしろ作成者側に表現上の自由が全くなく、あくまでパターン化

22

Inscription, VS 1287 (EI, VIII, pp. 208-219); Dabhoi Praßasti, VS 1311 (EI, I, pp. 20-32); Kantela Inscription, VS
1320 (PO, II, pp. 227-31).
たとえば、訳例の No. 19, 22, 23 の王統譜を取り上げてみよう。No. 22, 23 が同じ作成者であり、No. 19 は異
なる人物である（あるいは家系までも異なっているかもしれない）。しかしながら、No. 19 と No. 23 の
Jayasiµha の記述はともに、Avant¥nåtha-tribhuvanagaˆ∂a-varvvaraka-ji∑ˆu-siddhacakravartti- となっているが、
No. 22 は、Avant¥nåtha-varvaraka-ji∑ˆu-siddhacakravartti- と tribhuvanagaˆ∂a が抜けており、他方で Kumårapåla
に つ い て は、No. 19 が、Umåpati-vara-labdha-prasåda-prau∂ha-pratåpa-svabhuja-vikrama-raˆåµgaˆa-vinirjjitaÍåkaµbhar¥-bhËpåla- とあるのに、No. 23 は、svabhuja-vikrama-raˆåµgaˆa-vinirjjita-Íåkaµbhar¥-bhËpåla- と前半
部分が脱落している。こうした異同は文書様式の定型化後も枚挙にいとまがない。⑥施与の実行と保護の
勧告においても、同様のパターン化した用語上のブレがいくつかの文書に認められる。
（10）
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した用語の使用しか認められていなかったことを示すものであり、訓戒的慣用句にしても現存の
文書を見るかぎり数頌から十数頌ほどの非常に少ないバリエーションの中から引用してきている
にすぎない。こうしたブレは、形式上の統一性と相まって、かえってジャヤシンハ以降のチャウ
ルキヤ朝勅書が極めて定型化された文書群であることを示している。このような用語の並べ替え
に内容上の意味はなかろう。完全に同一であってもおかしくない文書であるにもかかわらず、そ
こにこうした異同があるということは、作成者たちはこのような定型化の縛りの中で、パターン
化した用語の並べ替えなどを通して文学的表現を楽しんでいたのであろうか。いずれにせよ、プ
ラティーハーラ朝と同様、盛期以降のチャウルキヤ朝でも高度に様式化された宗主勅書が作成さ
れていたのである。
２）例外
このように定型化したジャヤシンハ以降の勅書の中で比較的明確な書式の違いが見られるの
は、VS 1280 年ジャヤンタシンハ発給の No. 21 と VS 1299 年トリブヴァナパーラ発給の No. 27 の 2
文書である。
ジャヤンタシンハは西暦 1210 年頃から十年以上もビーマ 2 世（在位西暦 1178 年頃− 1241 年頃）
から王位を奪っており、歴史家からは「簒奪者（usurper）」と称されている。彼の勅書は確かに
いくつかの点で表現・書式の違いがあるとはいえ、独自の書式を構成していたとまで言えるかど
うかは微妙である。
異なる箇所を挙げれば、i）前文の②王統譜において、王位継承を示す「A-pådånudhyåta-B（A
の両足から恵みを受けた B）」という表現が彼の部分だけ使われず、「ビーマ（2 世）様の後に王
位 に つ い た ------- ジ ャ ヤ ン タ シ ン ハ 様（ßr¥-Bh¥madeva-tadanaµtaraµ sthåne ------- ßr¥majJayaµtasiµhadevo）」となっており、通常の王位継承が行われなかったことを暗示している。ii）
②王統譜の記述がビーマ 2 世の文書とは異なり、すべての王に対してパターン化された用語とは
いえ比較的詳細な頌徳文を記入する。iii）前文の③施与の告知において、「自ら享受する」が脱
落し、告知先として「人民（janapada）」の代わりに「ヴィシャヤ長官（vi∑ayådhikårin）」が記さ
れている（「ジャヤンタシンハが、Varddhi-pathaka および GambhË†a-pathaka における、その地に
任じられた官吏およびヴィシャヤ長官たちに知らしめる」）。さらに、iv）施与の諸特権の列挙が、
他の文書のように④施与の内容の中に入れられているのではなく、⑤四境の記述の直後に記され
ている。v）⑥施与の実行と保護の勧告の箇所において、施与の妨害の禁止が記されている。
以上の諸点のうち i）以外は書式の異同である。注意すべきは、すでに述べたようにジャヤン
タシンハはビーマ 2 世のカーヤスタの書記官を使わずに、チャウルキヤ朝では使っていないバラ
モンを作成者に採用している点である。書式や表現の異同はこの点と関係しているのかもしれな
い。しかしこうした違いがある一方で、書式どころか個々の文章に至るまで、ビーマ 2 世文書の
表現がそのまま使われており、一見するところ他のチャウルキヤ朝勅書に非常に似ていることも
（11）
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否めない。「簒奪者」であることを自認しながらも、アナヒラパータカの宗主王権として、チャ
ウルキヤ朝の勅書様式を継承しようとしているように見えるのである。
もう一方のトリブヴァナパーラの文書は現存チャウルキヤ朝宗主勅書の最後のものであるが、
この文書もジャヤシンハの文書とは異なる異同を見せる。①祈願から⑧記者およびドゥータカ
（伝達者）まで、チャウルキヤ朝宗主勅書の形式・用語法を完全に踏襲しているにもかかわらず、
本来ならば④施与の内容に書かれるはずの受領者の名前を⑧の直後に記し、さらにその後になぜ
か「サードゥたちに幸あれ。cha // cha// cha//」と刻んだ直後に、施与村内での盗賊による被害は
この受領者によって補償されなければならない旨を記し、最後にトリブヴァナパーラの署名が刻
まれて文書が終わっている。盗賊被害に対する補償はこれ以前の宗主勅書では見られず、この記
述自身が注目すべきことかもしれない。しかしここでは当面形式上の問題に絞るとすれば、この
記述の箇所は勅書の後文、すなわちいわゆる奥付にあたる場所であり、しかも記者・ドゥータカ
の記述と王の署名との間に挿入されており、挿入箇所としてかなり違和感がある。こうした付帯
事項のような記述は、ふつう⑥施与の実行と保護の勧告の前後か、署名の下の空欄に追記として
記入されるのではなかろうか。さらに挿入文の途中には「サードゥたちに幸あれ。cha // cha//
cha//」のような、ふつう文書終了を意味する文字が刻字されており、さらに混乱があるように感
じられる。
しかし、こうした重大な形式上の違い、混乱があるにもかかわらず、この文書は他の部分では
すべて宗主勅書の形式に精確に則っている。したがってトリブヴァナパーラは破格の勅書を記そ
うとしたのではなく、できる限り勅書の様式を守ろうとしていたことは確かである。チャウルキ
ヤ朝宗主勅書にはそれまで存在しなかった盗賊被害の補償に関する規定を盛り込もうとした結
果、それがなぜこのような奇妙な場所にこのような奇妙な形で挿入されたのかはわからないが、
ここの部分だけ形式を崩すことになったということではなかろうか
23

24

23, 24

。

この時代はすでにチャウルキヤ朝は衰退期に入っており、また勅書発給の仕方も、別稿にて詳述する VS
1317 年の勅書のように（IA, VI, pp. 210-213）、サーマンタ発給の勅書を宗主権力が署名するといった、そ
れまでの形式を破る勅書が現れるようになる。チャウルキヤ朝衰退期には小規模のサーマンタなど在地勢
力による勅書発給が盛んになり、それとともに宗主権力はそれまで通りの勅書発給ができなくなってきて
いたと筆者は考えている [ 三田 2010: 40-41]。このトリブヴァナパーラの勅書はこのような時期に作成され
たものであり、盗賊被害補償規定の記載も王朝衰退期の文書行政の変化と何らかの関係があるのかもしれ
ない。
ジャヤシンハ以降の様式化された勅書群において、王統譜に関しては、表現や形式ではなく内容の問題と
して重大な変化が認められる。「簒奪者」ジャヤンタシンハ発給の No. 21 において、チャームンダラージャ
とドゥルラバラージャの間に、No. 20 までは見られなかったヴァッラバラージャ Vallabharåja が第 3 代の王
として挿入され、以降の銅板勅書においても彼を挿入した王統譜が継承されているのである。ただし、こ
れはあくまで現存する銅板勅書群から判断しているに過ぎず、果たしてジャヤンタシンハの勅書がその最
初の文書かどうかはわからない。あるいはすでに前代のビーマ 2 世の段階で VS 1263 年以降にヴァッラバ
ラージャの挿入が行われていたかもしれない。いずれにしても、なぜこのような挿入が行われたのかは不
明である。
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不定型の初期勅書形式

盛期以降の勅書とは大きく異なり、それ以前の王朝初期の勅書（No. 1 〜 12）では著しい書式
の異同が認められる。③施与の告知や④施与の内容などの各文節の表現は、すでに盛期以降の文
書と似たようにパターン化しつつある一方で、書式そのものは全く一定していない。それは以下
に示す通り、盛期以降において「例外」とした No. 21、No. 27 の文書よりも、書式上はるかに大
きな違いのように見える（以下、本稿末尾の表を参照せよ）。
一般に初期であればあるほど記述する王が少なくなり、王統譜の部分が短くなるのは当然では
あるが、初代ムーララージャ 1 世から第 6 代カルナ 1 世（在位西暦 1065 年頃− 1094 年）までのほ
とんどの文書では王統譜が全く記されていない一方で、VS 1043 年ムーララージャ 1 世発給の No.
2 では同王を讃える長大な頌徳文が記され、VS 1117 年ビーマ 1 世発給の No. 8 および VS 1131 年
カルナ 1 世発給の No. 10 では、宗主の名前と称号（paramabha††åraka-mahåråjådhiråja-parameßvara）
を羅列するだけの極めて簡略化された王統譜が記されている。
王統譜以外にも、初期の勅書では日付の位置が No. 19 の訳例とは異なっている。これは盛期以
降の文書群では考えられない相違点である。カルナ 1 世までの勅書では明らかに前文冒頭に記す
のが一般的であり、訳例と同じ主文冒頭に日付を記しているのは VS 1117 年ビーマ 1 世発給の No.
8 および VS 1131 年カルナ 1 世発給の No. 10 だけである。といって前文冒頭に定式化しているわけ
ではなく、VS 1043 年ムーララージャ 1 世発給の No. 2 では後文の最後に日付が記される。そして
日付の場合も王統譜の定型化と同様、VS 1156 年ジャヤシンハの文書以降、主文冒頭に記述する
ことが定着している 。
25

また、初期であるほど短い文書が多く、しかも王統譜だけでなく、それ以外の諸項目を満たし
ていないものが目立つ。No. 2 は⑤四境がなく、No. 5 は⑥施与の実行と保護の勧告⑦訓戒的慣用
句がない。No. 6 は⑥のうち施与の実行がなく、No. 9 は⑥⑦がない。No. 10 は⑨の署名がなく、
No. 12 は⑥のうち保護の勧告が記されていない、といった具合である。
以上のように、初期の文書はジャヤシンハ以降の文書と単に書式が異なっているだけでなく、
文書ごとに書式が異なっていて、そもそも文書の定型性が認められない。その不定型ぶりは同一
の王の文書、同一の作成者の文書においてさえ認められる。上述したようにチャウルキヤ朝は当
初から特定のカーヤスタに文書作成を任せていたのだが、書記官 åk∑apa†alika の設置後とは異な
り、明確な勅書の範型・雛型を定めることなく文書を作成していたことになる。
しかしこうした不定型な初期の勅書において、注目すべき共通の書式が存在する。それが第 2
章で述べた＜施主＝告知者＝発給者（＝王）＞の文書様式である。いずれの勅書も告知形式をも
25

興味深いことに、日付の記述箇所と王統譜の記載は連動しているように見える。とくに、まだ様式化して
いない段階で主文冒頭に日付を記す VS 1117 年ビーマ 1 世および VS 1131 年カルナ 1 世の二文書（No. 8, 10）
に着目すれば、前文冒頭に日付を記す場合は、直後に発給地を記して王統譜を記さない様式になり、主文
冒頭に日付を記す場合は、王統譜を記す様式になっていることがわかる。
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ち、施主は宗主自身であり、施与特権に基づいた様式を踏んでいる。この点に着目すれば、これ
ら初期勅書の書式上の不定型がいかに甚だしくとも、決してダルマシャーストラなどに規定され
る勅書の様式を逸脱するものではない。
また初期の宗主勅書は、同時代のサーマンタ発給の施与勅書と比較すれば、はるかに定型的な
文書である。これら宗主勅書は、日付の位置が異なっていたり、特定の項目が欠けていたりする
にすぎず、上述のように個々の文節の表現はすでにパターン化していた。詳しくは別稿に譲らざ
るを得ないが、この時代のサーマンタ勅書の場合は、文書ごとに告知形式をとったりとらなかっ
たり、全文が散文になったり韻文になったりと、とても同一の王朝の文書には見えないほどの不
定型ぶりを見せる [ 三田 2010]。常に＜施主＝告知者＝発給者（＝王）＞様式をとる宗主勅書は、
初期においてもなおスタンダードな勅書の様式であったと言えよう。

むずびにかえて
以上の考察から以下の諸点を指摘しておきたい。まず第一に、チャウルキヤ朝宗主勅書は王朝
初期においては文書形式が全く固定しておらず、王統譜や日付をはじめ同じ王の治世の同一の作
成者による勅書でさえ異同が見られたが、王朝最盛期を迎えたジャヤシンハの治世の 12 世紀初
頭から文書が完全に定型化し、王朝の衰退期である 13 世紀半ばでもそれが維持されていたこと
である 。ジャヤシンハ時代の直前、カルナ 1 世末期に åk∑apa†alika という書記官の名称が勅書作成
26

者に付されるようになる事実は、それが勅書様式の定型化の直前に位置することを重視すれば、
この時代に書記官職をはじめ文書行政組織の整備が進み、その結果文書の範型が定められ、文書
作成がルーティーン化していったことを推測しうる。
第二に、上記のような書式の変化が見られる一方で、初期から一貫して＜施主＝告知者＝発給
者（＝王）＞の文書様式を兼ね備えていたことである。王こそが（宗主直轄領においては宗主こ
そが）村落・土地施与を行う特権を有すという、ダルマシャーストラなどに規定されるブラフマ
ニズムの理念がそこには込められていた。その様式は前稿で明らかにしたプラティーハーラ朝を
はじめ、パーラ朝、ガーハダヴァーラ朝、パラマーラ朝、チャンデーッラ朝の宗主勅書にも当て
はまることから 、この様式に込められた施与特権は、ブラフマニズムに基づいた中世初期のヒ
27

ンドゥー王権の最も根源的な権限の一つだと見るべきであろう。
以上の諸点の歴史的な位置づけには、サーマンタの施与勅書様式の検討が不可欠であるが、そ
れは別稿に譲りたい。そこでは、チャウルキヤ朝時代のサーマンタ発給の勅書がプラティーハー
26

27

こうした変化は前稿のプラティーハーラ朝では確認できなかったが、あるいはプラティーハーラ朝宗主銅
板勅書が 6 件と、少なすぎたためかもしれない。
パーラ朝、パラマーラ朝については第 2 章で触れている。ガーハダヴァーラ朝はチャウルキヤ朝やプラ
ティーハーラ朝以上に定型化が徹底している [ 三田 2001: 367-369]。チャンデーッラ朝についても別稿を参
照 [ 三田 2001: 373, 注 24]。
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ラ時代のそれとは異なり、＜施主＝告知者＝発給者（＝王）＞を破った様式の文書を数多く発給
することになることの意味を論ずることになるが、本稿で明らかにした諸点はその前提をなすこ
とになろう 。
28
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注
PMP：paramabha††åraka-mahåråjådhiråja-parameßvara.
No. 1 および No. 7 は勅書のテキストが公表されておらず、その内容に関するレファレンスが存在するのみ（そ
れぞれ、No. 1: WZKM(VOJ), 5, 300; No. 7: ARIE, 1954-55, A-15）。そのため、日付の記述位置などがわからな
い。
No. 14 は 2 枚以上で構成されているうちの 1 枚目しか現存しておらず、最後に記される作成者やドゥータカに
ついてはわからない。
No. 16 の ßulka-maˆ∂apikå は一般に “customs house” と訳され、主に都市の常設市にあり、そこに持ち込まれる
商品にかけられる税を徴収するところ。
No. 20 の aragha††a は揚水機のことで、ここでは揚水機付き井戸のこと。
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Charter Forms and Its Implication in Early Medieval India:
From Diplomatic Analyses of the Caulukya Copper-Plate Grants
MITA, Masahiko
This paper follows my previous research which enquires into political meaning of the issue of charters in the
Prat¥håra empire by analyzing textual forms of copper-plate documents, and, in the same manner, analyzes forms
of copper-plates of the Caulukyas of Gujarat (from the late 10th century to the beginning of the 14th century),
which was one of the successive states of the Prat¥håras. But here, I omit the charters issued by the såmantas (i.e.
subordinate rulers) from my analysis, and exclusively deal with the problem of the charters of the overlord issue,
revealing changes of the forms of royal charters as the Caulukya state being advanced. The problem of the såmanta charters and their issue system will be discussed in the next paper, now being prepared, which will clarify the
historical changing processes of the såmanta system from the Prat¥håra empire to its successor state in Gujarat.
From our diplomatic analyses of the forms of the overlord charters of the Caulukyas, the following points are
clarified:
1) In the early phase of the Caulukya rule, textual forms of royal grant charters were not fixed, in which mode of
genealogy, place of date and other factors composing documents are varied each other even in the charters
composed by the same writer. However, in the beginning of the 12th century, that is, the starting point of their
highest phase (the periods of Jayasiµha and Kumårapåla), a regular form was created, and, since then, the royal charters had been completely fixed in its form. Such regularization of mode of charters followed the introduction of the office of documents, åk∑apa†alika, in the end of the 11th century, meaning the result of a sort of
systematization of the document administration under the reigns of Karˆa I and Jayasiµha.
2) While the above process being progressed, we find a distinctive mode of forms consistent through all the
charters issued by the Caulukya overlords. That is the form in which a donor, an informer, and an issuer
should be identical and be King. This was a standard form of royal grants which was adopted by most of the
overlords in early medieval India, agreeing with codes of legal texts (dharmaßåstras) which prescribe that land
grant and issue of its charter be allowed only to King. This mode of overlord charters forms a marked contrast
to that of såmanta ones, which break the regular form of <donor = informer = issuer>. The historical meaning
of such solecistic forms will be discussed in the forthcoming paper.
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