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平成 16 年 1 月１4 日 

トルコ族の起源と小アジアのトルコ族が中世にヨーロッパに与えた影響 
松崎 昇 

トルコ族（トルコ系諸族）*1 
注 1： アルタイ諸語 
 モンゴル諸語 
  
 ツングース諸語 
  

チュルク諸語 
 トルコ語、トルクメン語、アゼルバイジャン語、カザフ語、キルギス語、ウズベク語、ウイグル語、 

トゥーパ語、ハカス語、アルタイ語、タタール語、バシキール語、チュパシ語、ヤクート語 
 

チュルク諸語                                       
チュルク諸語は、ヤクート語を除いて諸語間に余り差違がない。文法的な構造は日本語に近い。 
１５世紀頃から、アラビア文字による文章語が発達した。２０世紀初めからローマ字正書法が多くなる。

ソ連邦内ではロシア文字正書法に改められたが、連邦崩壊後は、ローマ字正書法に戻りつつある。トルコ

共和国でも、アラビア文字だったのが、ムスタファ・ケマルの改革でローマ字正書法になった。（同時に

外来語を追放しトルコ古語を復活した。）  
 

現代のトルコ語 
トルコ共和国の他、ブルガリア、ギリシャ、キプロス等で話される。（約６千万人） 

 
トルコ族とは、チュルク諸語を使用する人々をいう。アルタイ山麓を原郷とし、シベリア、中

央アジア、西アジア、東欧などに広く分布する。遊牧生活を送りながら移動と征服活動を繰り返

したため地方差が著しい。トルコ系諸族の起源は、バイカル湖とアルタイ山脈の間に居て、ＢＣ

３世紀に匈奴に征服された丁零（丁令）に遡る。彼等は、中国人によって「狄歴 」「勅勒」（魏書）

などと呼ばれたが、Turuk の音訳と考えられる。６世紀の隋の時代には、鉄勒と呼ばれ、バイカ

ル湖から東ローマ帝国までの間に広がった７つのグループとして認識されていた。 
 
匈奴 
 匈奴そのものは、トルコ系とは言えないまでもトルコ族が主力であったらしい。 
 
突厥  
 ６世紀中頃にそのうちのアルタイ山脈と天山山脈との間（ジュンガリア）の一族が突厥を名乗

ってトルコ系を中心に連合国家をたてた。彼等は黒海にまで及ぶ地域を２００年間にわたって支

配した。５６８年に東ローマ皇帝ユスティノス２世に使節を送り、以後両者の間に使節交換があ

り、コンスタンチノープルに滞在した突厥人は１００人を超えたという。 突厥は８世紀中頃に

バイカル湖付近を起源とする同じトルコ系のウイグルに滅ぼされる。ウイグルも８４０年にトル

コ系のキルギスに滅ぼされる。 
 その結果、ウイグル族の多数がタリム盆地に移り１０世紀にトルキスタンにカラ・ハン朝やガ

ズナ朝を建てる。この間、イラン系イスラム王朝のサーマーン朝の支配を受けた関係でトルコ族

のイスラム化が進んだ。 
 
セルジュク朝  
 小アジア（アナトリア）に初めて進出したトルコ族は、セルジュク朝である。遊牧民オグズの

一派で、１０世紀頃、アラル海の東に移り、ここでイスラム化した。さらにホラサーン（アラル
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海とカスピ海の間）に出て建国した。 
 １０５５年、アッバース朝カリフの要請で、シーア派のブワイフ朝を倒してバクダードに入り、

スンナ派を回復する。開祖トゥグリル・ベグは、同カリフより「スルタン」の称号を受け、娘婿

となる。シリア、パレスチナを取り、ビザンツから、小アジアを取る。領土回復を試みたビザン

ツ皇帝ロマノスは、１０７１年マンズィケルト（マラーズギルト）の戦いで完敗して捕虜となっ

た。（この事件は、初めてヨーロッパに危機感を抱かせることとなった。） 
 セルジュク朝は、小アジアでビザンツ皇帝の志願者に対し力を貸す代償として都市や州を割譲

させ、版図を広げた。（ニカイア｛現イズニク｝、カエサリア｛現カイセリ｝、スミルナ｛現イズミ

ール｝など） 
 １０９６年、第１次十字軍が小アジアに上陸、エスキシェヒルでトルコ側が敗北した。その結

果、小アジアの三分の一がビザンツに戻った。その後２世紀間、トルコ人の西方進出は停滞する。

*2  
注 2： キリスト教国のイエルサレム王国を滅ぼしたことで第三次十字軍と戦うこととなったエジプト、アイユー

ブ朝創始者サラーフ・アッディーン（いわゆるサラディン）は、クルド族出身である。（在位１１６９～１１９３）  
 
  その後、トルコ勢力はヨーロッパ側と一進一退を繰り返すが*3、 
 
注 3：第２次十字軍（１１４７）は失敗、第３次（１１９０）は、コンヤを占領、第４次は、コンスタンチノープ

ルを占領した。  
 
 １１９４年に大セルジュク朝は消滅。ルーム・セルジュク朝は存続し、小アジアで基礎を固め

る。*4 
 
注 4：トルコ族が真に小アジアに定着したのは、ルーム・セルジュク朝時代である。 
 
 １２４１年、モンゴル（イル汗国）の侵入があり、ルーム・セルジュク軍は粉砕される。その

後は、モンゴルの後見下に存続したが、１３０２年にルーム・セルジュク朝も終焉を迎える。 
 
 オスマン朝 
 同じオグズ族の一派の出自。オスマンの父はルーム・セルジュクの軍司令官の一人で、封土を

与えられ、オスマンは１２９０年頃からこれをビザンツに向かって広げていった。１３２６年ブ

ルサを落とし、子オルハンはここを首都と定めた。更に１３３１年ニカイア（現イズニク）を取

ったオルハンは、マルマラ海に達した。オルハンは皇帝位を狙うビザンツ貴族の争いに乗じてガ

リポリ等ヨーロッパ側にも版図を広げた。オルハンは１３６１年に死ぬまでに国家統治機構を創

設し、オスマン帝国の基礎を固めた。彼の治世に、純粋なオスマン朝貨幣が鋳造され、本格的な

軍隊が創設された。かのイェニチェリも、１３３０年頃できた。*5   
 
注 5：イェニチェリとは、いわば近衛師団に当たる軍団である。イェニチェリ創設の時は千人、メフメット２世の

時は１万２千人、スレイマン大帝の時は２万人、１９世紀に廃止されたときは７万人となった。キリスト教ヨー

ロッパ人の子弟を幼児の頃に徴発し、エリート教育を施した上で構成員に当てた。（この徴発制度をデウシルメと

いう。） オスマン帝国最盛期には、軍紀厳正、精強で、強大なトルコ陸軍の象徴としてヨーロッパ側観察者に感

銘を与えた。しかし、後述するように、オスマン帝国内で一種の独立勢力となった。 
 
 次のムラト１世（母親はキリスト教ギリシャ人）は、即位と同時にアドリアノープル（現エデ

ィルネ）を占領し、トラキア（エーゲ海の北東岸地方。現在はトルコ、ギリシャ、ブルガリアに

分かれる。）の大部分を手中にした。*6 
 
注 6：  捕虜の身代金の５分の１を国庫に納入する制度がこのころ成立している。 
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 このトルコ軍の前進に対し脅威を感じたヨーロッパが初めて連合軍*7 を組織し反撃したが、１

３６３年マリツァ河畔で撃破された。 
 
注 7：教皇、ハンガリー、ボスニア、セルビア、等の連合軍 
 
１３６５年、アドリアノープルを首都と定めた後、オスマントルコは２０年間、耐えざる前進を

続け、バルカン全域を征服した。大宰相アリ・パシャ*8 がセルビア、ブルガリア連合軍を大破し

た１３８９年のコソヴォの戦いが有名。（しかし、この時オルハンはセルビア人の刺客に暗殺され

る。）*9 
 
注 8：このころから大宰相（イスラム諸国の制度。原則世襲）に国家行政が任されるようになった。 
注 9：占領地は地方貴族（スィパーヒ）に封土として分与された。封建制 
 
 ただし、小アジアはまだ、その西部全域を手中にしただけであった。 
   バヤジット１世（母親はキリスト教ギリシャ人）が弟を処刑して即位。*10  
 
注 10：これ以後スルタンの即位に際し兄弟殺しが通例化する。 
 
  ビザンツの後押しをして、セルビアにトルコの宗主権を認めさせる。１３９４年にはブルガリ

ア全土を併合。ハンガリー王ジギスムントは脅威を感じ、十字軍を組織するが、１３９６年ニコ

ポリスで惨敗する。翌年アテネを占領、ペロポネソス半島もトルコ領となる。小アジアにおいて

も、宿敵カラマン君候国の勢力を駆逐して占領地はユーフラテス川に達した。 
 順調に進んだオスマン帝国の発展に対し、１５世紀初めにいたって東方に大敵が現れた。ティ

ムールのモンゴル軍である。１４０２年両軍はアンカラ近郊で激突、ヨーロッパ出身兵部隊は善

戦したが、イスラム教徒部隊が脱走し、バヤジットは息子の一人とともに捕虜となる（後死亡）。 

小アジアには諸君候国が再興、バヤジットの息子達は継承権を争い、スルタン空位が１０年続い

た。オスマン帝国が救われたのは、ヨーロッパ側の領土が忠誠であったことである。 ティムール

はバヤジット１世の息子４人に領地を与え細分化を図ったが、第三子メフメットが兄弟との熾烈

な戦争を通して、１４１３年、統一を果たし、オスマン帝国は再興されることになる。メフメッ

ト１世は、内外の敵対者を一つずつ片付け、統一を果たして、１４２１年没した。 
 次のムラト２世は、ハンガリー、セルビア等*11 と和解したり、争ったりしたが、決定的な勝

利は得られなかった。しかし、３回にわたって来襲した十字軍に対して、初回は敗れたもののそ

の後２回はこれを撃退している。  
 
注 11：当時、セルビアにはブランコビッチ、ハンガリーにはフニャディと有能な指導者が現れ、オスマン帝国に

対抗した。 
 
しかし、対内的には、軍、官を確固としたものとし、文化の開明に努めた。対外的には、ペロポ

ネソス半島を属州とした。なお、治世の間に、イェニチェリが反乱を起こしている。 
  メフメット２世（ファーティヒ・征服者）の生涯の第一目標はコンスタンチノープル征服であ

った。この当時、東ローマ帝国の領土は、わずかな飛び地を除いてコンスタンチノープルのみと

なっており、オスマントルコに取って脅威となるようなものではさらさらなかった。したがって

コンスタンチノープルを陥す実利面での必要性はほとんどなかった。しかし、ローマ帝国以来１

５００年続いてきた世界帝国の中心という権威は失われておらず、メフメット２世はこの権威を

自分のものとするための執念を燃やしたのである。コンスタンチノープルが陥落するまでの攻防

戦については塩野七生氏の著書「コンスタンチノープル陥落」に詳しい。これによって、連綿と

して続いてきたローマ帝国が滅亡したわけで、ヨーロッパキリスト教国に与えた打撃は非常に大
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きかった。しかし、メフメット２世の目的はキリスト教迫害であったわけではなく、陥落後、ス

ルタンはコンスタンチノープル総主教を叙任している。 
 キリスト教国側の有力者フニャディとブランコビッチが相次いで死去したために全セルビアが

手に入った。ボスニア、アルバニアを併合、トレビゾンド（黒海南岸に位置する交易の要地。現

トラブゾン）を我がものとした。小アジアでは、１４７４年とうとうカラマン君候国を最終的に

併合するに至った。黒海ではカッファとアゾフをジェノバ人から奪い、クリミア汗国を宗主権下

に入れた。メフメット２世はオスマン帝国の偉大な時代の幕を開き、２大事業（コンスタンチノ

ープル征服と世俗法典の編纂）を成し遂げたとされる。 
 １４８１年メフメット２世が死んだとき、イェニチェリがバヤジット２世を支持、弟ジェムを

擁立した大宰相を殺した。バヤジット２世はイェニチェリに即位慶賀の賞与を振る舞った。ヴェ

ネツィア、ハンガリー、エジプト、スペイン、フランス等と戦争したり講和したりしたが、第三

子セリムがイェニチェリを抱き込んで反乱をおこし、バヤジット２世は譲位を余儀なくされた。

（１５１２年）*12 
 
注 12：スルタン位を奪取したセリム１世は、イェニチェリに賞与を与え、兄たちを殺した。 
 
  セリム１世（ヤヴズ・冷酷者）は、１５１４年、イランでペルシャ軍を破りクルディスタンの

全域を支配、１５１６年にはエジプト遠征を行った。マムルーク朝のスルタンの軍を次々に破り

スルタンを処刑した。（エジプト、シリアの支配）  ロードス島攻略を準備中に急死。スレイマン

が即位。 
 スレイマン１世（カヌーニー・立法者またはイル・マニフィコ・壮麗者）はオスマン帝国最大

のスルタンである。 
   スレイマンも即位後イェニチェリに賞与を給した。対外的にヨーロッパで１０度、アジアで３

度の戦役を指揮した。 
１． １５２１年 ベオグラード征服 
２． １５２２年 ロードス島攻略して奪取（その結果、ヨハネ騎士団はマルタ島に移転） 
３． １５２６年 フランス王フランソワの要請でハンガリー征服 
４。 １５２５年 ハンガリー王争いでサポヤイを擁立してオーストリアのフェルディナン

ドに対抗、ウィーン城下に迫って、ヨーロッパを震撼させるが、攻略は不成功に終わる。（第１次

ウィーン包囲） 
５． １５３２年 オーストリア侵攻、海戦で不利となり休戦。 
６． １５３４年 イラン侵攻、バクダード占領。アラブ世界の支配。 
７． １５３８年 モルダヴィア遠征。同年アデンとイエメンを征服。インドに達する。 
８． １５４１年   オーストリアのフェルディナントに対抗、ペストを占領、ハンガリー全

域を併合。     
９． １５４７年 ハンガリー攻略。フェルディナント貢納を約す。 
１０．１５５５年  イラン遠征の結果、和平。 
１１．１５５２年  フェルディナントとトランシルバニアを争う。１５６２年フェ ルディナ

ントは条約でトランシルバニアを放棄。  
１２．１５６６年  貢納を拒んだマクシミリアン２世を責めて、ハンガリー遠征。 陣没。 
     
 スレイマンは、フランス王フランソワの要請を受けて、神聖ローマ帝国皇帝のカール５世やそ

の弟フェルディナント１世に対抗した。後者がハンガリーとトランシルヴァニアに執着し、侵入

を繰り返したのは、オスマン軍をウイーンから遠ざけようとするためであったし、フランソアが

墺攻撃をスレイマンに慫慂したのは、墺の矛先を自国からそらす目的であった。*13 
スレイマンは 1 仏墺両者の争いを利用したと言える。このころ、ハプスブルグに対抗して力を付

けてきたドイツ新教諸侯は、オーストリアに対するオスマントルコの脅威を取引材料としてハプ

スブルグ家に譲歩を求めており、オスマントルコはヨーロッパ諸国の近代化にも影響を与えたと



スマイル会 平成 16 年 1 月例会 
Ｐ－5 
 

いえる。  
 
注 13：カール５世はオスマンと対抗する目的のためには、イスラムのイランのシャーとも交渉した。 
 
 スレイマンが 強力な地中海艦隊を持っていたことも無視できない。*14 
 
注 14：東の版図はモロッコ辺境まで及んでおり、西地中海の制海権を掌握していた。トルコ海軍はイタリア、ス

ペインの海岸を絶えず攻撃した。 
 
  スレイマンを次いだ長子セリム２世*15 は、１５６８年に墺のマクシミリアン２世と和平条約

を結び、両国間には１６世紀末まで平和が続いた。 
 
注 15：セリムは即位に際してイェニチェリに賞与を与えなかったので反乱が起こっている。 
 
一方１５７０年、ヴェネツィア領のキプロス島を攻囲して陥落させた。これはコンスタンチノー

プル陥落に次いで全キリスト教国に衝撃を与え、教皇の提唱でスペイン、オーストリア、ヴェネ

ツィア、マルタ騎士団が反トルコ連合艦隊（墺のドン・ファンが総指揮官）を編成、１５７１年

レパント沖でオスマン軍に対し決定的な勝利を収める。しかし、ヨーロッパ側は余力を欠いて、

和平条約ではトルコ側はキプロスを保持、ヴェネツィアはキャピチュレーション（領土内で商業

活動を保証する領事特権）を認められたが、賠償金を支払わされた。 
 続くムラト３世（長子）の治世（１５７４～１５９５）には、ペルシャとの戦争が最大事件で

あった。（グルジアを再入手） 
 メフメット３世（１５９５～１６０３）は無能。再び、オーストリアとの戦争が始まり、１５

年続いたが、アフメット１世（１６０３～１６１７）の１６１６年に和平条約。（国境に変化なし。

以後５０年、墺とは平和が続いた。） 
 このころより辺地では反乱が起き、汚職も広まって衰退の兆しが見えるようになった。 始祖

と同じ名を持つオスマン２世（１６１８～１６２２）が改革に立ち上がった。しかし、イェニチ

ェリを再編しようとして敵に回し、彼等に捕らえられ退位させられ処刑された。*16 
 
注 16：スルタンの廃位と処刑の最初の例。以後、イェニチェリは力を自覚し、君主に要求を強制するようになっ

た。 
 
ムラト４世（１６２３～１６４０）は、母后の摂政に依ったが、無政府状態になり、財政は欠乏

し、小アジアに内戦が発生。成年になってようやく自立して断固たる態度を示し、権力者を粛清

し、租税台帳を修正して財政を立て直した。対外的には、ペルシャと戦ってバグダードを再占領

し、東部国境を確保した。彼を継いだ弟イブラヒム１世（１６４０～１６４８）はまた無能で、

前スルタンの成果を無にした結果、側近によって暗殺された。 
 メフメット４世（７歳で即位）も祖母、母后が執政したが、国は乱れるばかりとなった。  そ
こで、母后は大宰相にメフメト・キョプリュリュを起用、彼とその子アフメトが強力な改革運動

を展開、成果を上げた。オーストリアとの戦争が１６６１年に再発、ハンガリー内部に侵入、西

欧諸国は援軍を送って、ザンクト・ゴットハルトでトルコ軍を破ったが、決定的ではなく和議。

後を継いだ一族カラ・ムスタファ・パシャは、１６８３年第２次ウィーン包囲を行ってヨーロッ

パ諸国の心胆を寒からしめたが、失敗し、処刑された。ヨーロッパ側はこの勝利によって大いな

る安堵感を味わった。*17 
 
注 17： 
ウイーンの郊外カーレンベルグの丘から駆け下ったポーランドのヤン３世ソヴィエスキーによって敗退させられ

た。 
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カーレンベルグの丘にある教会では今でも勝利記念日にミサがあげられる。また、ヴァチカン美

術館にはソヴィエスキーの勝利を描いた絵画が飾られている。 
 
しかし、その後、同じ一族が続いて大宰相を継いで軍隊と財政を立て直した。（この間、スルタン

は無能者が続いた。） 
 トルコは他の地域でも１６６８年、２０年にわたった攻防戦を制して、クレタ島を占領した。 
 一方、ウィーン攻略失敗後、トルコはヨーロッパで反撃を図るが、敗北することが多かった。

結局、トルコはイギリスとオランダの仲裁を受け入れ、１６９６年、カルロヴィッツ条約を締結

する。この条約により、ハンガリーのほぼ全域がオーストリアのものとなり、ヴェネツィア、ポ

ーランド、ロシアまで若干の領土を獲得するという、オスマン朝初めての不利な条約となった。 
 
 この後は、ロシアの進出が著しく、オスマントルコは、力を付けてきた西欧諸国から圧迫され、

２００年にわたって徐々に領土を失っていく。 
 
  それでも、第１次大戦後までオスマン帝国は存続し、同大戦で敗戦国になったにもかかわらず、

ムスタファ・ケマル（アタチュルク）の奮闘で奇跡の国内改革と対外的な巻き返しを図りトルコ

共和国として国土と国家を維持することに成功する。 
 
後記 
オスマン帝国は、異民族の宗教、文化に対し、かなり寛容であった。むしろ、これを積極的に取

り入れ自分たちのために利用しようとしたようである。２０世紀初頭までの研究は、キリスト教

に対するトルコ族のイスラム戦士（ガーズィー）としての意識を強調したが、最近では、見直さ

れているらしい。特に、いわゆる英雄叙事詩などに描かれた戦いでは、キリスト教徒勢力を不倶

戴天の敵と見ることはなく、時にはこれと同盟したり、協力して戦ったりしているし、個人的に

は異教徒同士の恋も描かれているという。宗教の違いは、むしろ世俗的な戦いにおいて敵味方を

分けるいろいろの要素の一つに過ぎなかったようなのである。 
 
トルコ人といっても、国土である小アジアには、もともと多数の民族が居住していたし、彼等と

の混血も各時代を通じて行われている。本文でも触れたように、スルタンでさえギリシャ人の母

を持つ者が複数いる。 
 オスマン軍中の最精強であるイェニチェリがヨーロッパ人種で構成されていたこと、１５世紀

初めにティムールが来襲した際、ヨーロッパ出身兵部隊は善戦したがイスラム教徒部隊が脱走し

て敗戦となったこと、ティムールによる征服後、瓦解の危機にさらされた時、小アジアには帝国

に反抗して多くの地方が立ち上がったが、ヨーロッパ側の領土（トラキア地方）にそのようなこ

とはなかった、などの事実は興味深い。 
 
１８世紀以降衰退したとはいえ、西はハンガリー、オーストリア、セルビア、（後期には）ロシア、

東はカラマン君候国、大国ペルシャなどに対抗し、これらと絶えず紛争を繰り返しながらも、７

００年間存続したオスマン帝国の強靱さとは何にもとづくものなのだろうか。異文化のものであ

ろうと優れた文化や技術ならこれを取り入れる進取・寛容の精神（後には失われるが）、優れたス

ルタンの輩出、無能なスルタンの時代に国家を支えた大宰相一族等も挙げられるであろうが、テ

ィマール制を土台とした統治組織、官僚制が優れていたのではないか。この点については勉強不

足で本文では触れることが出来なかった。 
以上 


