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An Inquiry into the Chinese Poem 'Liu qiu ge' (»ft;Jt,,) by Huang zun-xian
(.iIlil) and the Influence of His Ryukyuan Associate Bakensai (• • :7>
on the Poem.
Kika NISHIZATO

Summary
Huang zun-xian is famous as a diplomat, reformative thinker, poet at the end of the Qing
dynasty. While he stayed in -Japan as an adviser to the first envoy of the Chinese Government
from the end of 1877 to the beginning of 1882, Huang zun-xian not only culturally communicated with many Japanese Sinologists, but also politically associated with Ryukyuans.
Above all, Huang zun-xian became close to Bakensai, who submitted a petition for salvation
of the Ryukyu Kingdom to him at Kobe Port on his way to Tokyo, and during his stay in
Japan, they co-operated closely for the salvation of the Ryukyu Kingdom each other. In that
process, his recognition of the Ryukyu issue became more substantial, so he composed the
longChinese poem 'Liu qiu ge',
In this paper, I have tried to translate it into Japanese with annotation, and investigated
the characteristics of Huang zun-xian's recognition of the history and the then situation of
the Ryukyu Kingdom. As a result, 1 have come to the following conclusions: CD Huang zun-

xian correctly recognized the turning - point of the Ryukyuan history and the Ryukyu Kingdom's subordination to both Japan and China, ® on one hand, he was moved by the feeling
of sympathy for the Ryukyuans, who lost their nationality on account of the abolishment of
the Ryukyu Kingdom; and ® on the other hand, he objectively realized the abolishment of
the Ryukyu Kingdom as an inevitable result of the Meiji Restoration.
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黄遵憲の「流求歌」と琉球認識（試論）
一馬兼才（与那原良傑）との交流を背景として－
西里喜行
Ｉ長網叙事時「流求歌」創作の背景

家としても著名である(3)。

括している。

黄遵憲が日本に滞在した期間は、1877年（光緒
３年）の暮れから1882年（光緒８年）初頭までの
４年余に過ぎないけれども、この期間に黄遵憲は
明治維新後の|]木の変革を、の淵たりにして思想
的転換を開始し、「維新」の尚定的側面により多
くの注意をＩｉｉｌけるに至ったばかりでなく、漢学者

「黄jul恵、字は公度､嘉応州の人。挙人を以て
賀を入れて道員と為り、日に便するの参賛に充て

文化への理解を深め(4)、日清提携の前提条件を創

(1)黄遵憲と馬簾才の人物像

アヘン戦争の篠の1848年(道光28年)に生まれ、
義和団戦争の後の1905年（光緒31年）に没した黄
遵憲の生涯について、『漬史稿』は次のように総

らる｡日本国志を著し､之を朝,とEつる｡礎いで

旧金山総領事に移る。美吏は嘗て衛生に籍口し、いた

華僑を鶴えて獄を満たす｡遵憲篭ちに獄中に譜
り､従者をしてその容積を農らしめて曰く、此の
処の衛生は鵬より右すると繭うや､と｡美吏謝
り､翻こ之を釈く゜湖南長宝の鰍道を歴て､按
察便を署す｡時に宝蔵巡撫と為り､新政を行う。
遵葱、民治を衆に首偶して曰く、また自らその身
を治め、自らその郷を治むるのみ、－郷より之を
ＷＥ

－縣一府一省Iこ推して以て全国Iこ迄り、以て共和
いた
の要１１治を成し、大同の盛規に蕊るべし、と。是に

おいて蝿ぼ西国巡警の制に協い､保衛局を設く゜
つ

凡そ民利民痩と相し､鼠きて一方の民力を拳ぐる能
う者たれば、悉く之に属せしむ。領するに民望を

以てし､宮はその及ばざるを騒ぐ｡恩いで職を解

かれ、日本に出便するの命を奉ず゜未だ行かずし
や
て党禍（戊戌政変）起こり、遂に罷め帰る。箸Iこ
人｣躯【詩草等あり」(1)．
「渚史稿』が総括しているように、黄遵憲の公
的生活は日本・アメリカ・イギリス・シンガポー
ルなどで外交活動に従事した時期と変法運動とり

わけ湖南省における新政運動への参加の時期に区
分される(2)。もっとも、黄道窟は外交官・変法思
想家として活動する傍ら、生涯を通じて詩作を
続け、『日本雑事詩」・『人境慮詩草』などを著
し、詩人としての名声も高いだけでなく、また大
著『日本国志』によって清末の日本研究家・知日

を中心とする多くの日本人との交流を通じて日本
り出すために徹底的な日本研究を志すとともに、
他方では、この時期の日清間の外交的懸案（琉球
問題・朝鮮問題等）をめぐって初代駐臼公使の何
如琿を補佐しつつ非妥協的対応策を提案したこと
も、周知の通りである(5)。

黄遵憲が日本滞在中に接触・交流した人物のな
かで、とりわけ注目されるのは琉球の使臣として
日本(東京)に滞在していた馬兼才（与那原良傑、
与那原親方ともいう）である。馬兼才（与那原親
方）は黄遵憲と同世代というよりも一世代くらい
年長であると思われるものの、どういうわけか現
在に至るまでその生没年さえ判明していない。た
だ、廃琉置県前後の琉球の外交官として著名な人

物である。尚球著『廃藩当時の人物』(6)によれ
ば､｢最も社交的性質に富み、普通語を能くし好個
の外交官たりし｣馬兼才(与那原親方）は「元来、
活動的人物にして学問の繭蓄少なけれども、柔和
にして円満の性は、社交的方面に頗る其特長を発
揮して敵となく味方となく、典雅なる温容に接す
れば恰も飴蕩たる春風に浴するが如き感なくんば
あらず」という。琉球王国の最高の行政官たる三
司官の一人与那原良恭を父とする馬兼才（与那原
親方）は、廃琉置県前後にはすでに老境に入りつ
つあったけれども、琉球の命運を背負って明治政
府との折衝のため屡々上京している(7)。
最初に上京したのは1873年（明治６年）５月の
ことで､年頭慶賀便としての任務を帯びていたが、
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蒟種臣と会見し、ような琉球認識を獲得するに至ったか、そしてそ
同年８月明治政府の外務卿副島種臣と会見し、
どの言質を得て、れは明治維新の評価とどのように関連するのかな
琉球の国体は従来通り保障するとの言質を得て、
１１として持ち出さどの問題へアプローチしてみたい。
それがその後の交渉で有力な論拠として持ち出さ
れたことはよく知られている。台湾事件落着後の
(2)黄遵憲と馬兼才の接触・交流
1875年（明治８年）２月、撫伽金下賜等の件で再

び上京を命ぜられ、三司官の毛有斐（地域安規、
池城親方ともいう）とともに上京したところ、内
務省から職制改革などの指示を受け、同年７月内
務大丞松田道之に同行して琉球へ帰った｡76年(明
治９年）９月、在京の毛有斐（池城親方）らの対
政府交渉を援助するために､馬兼才(与那原親方）
は毛鳳来（富川盛蕊、富川親方ともいう）ととも
に三度上京し、以後日本国内で二年余にわたって
琉球救国請願運動に奔走する。その問、７７年（明
治10年)６月には､明治政府との交渉に行き詰まっ
た毛有斐（池城親方）の悶死にともない、その後
任として在京中に三司官に任命され、日本国内に
おける救国運動の賞任者の一人となるが、懸命の

運動も功を奏せず、７９年（明治12年）１月琉球処
分官の松田道之に連行されて琉球へ帰り、首里城
の明け渡しに立ち会った｡廃琉置県後の同年６月、
馬兼才（与那原親方）は最後の琉球国王尚泰に随
行して四度上京し、以後十余年間尚家の家令とし
て対外折衝を担当した。その間、黄遵憲をはじめ
とする清国公使館の人々と接触・交流を続けると
ともに、琉球現地の士族層や福州・北京・天津な

どに滞在中の亡命琉球人とも絶えず連絡をとっ
た。1882年春、第二代の駐日公使黎庶畠から琉球

分割条約によって琉球問題を決着させてはどうか

との打診を受けるや、馬兼才（与那原親方）は直
ちに北京の亡命琉球人に反対の意思表示をするよ

う指示し、同年の壬午事変直後には琉球問題と朝
鮮問題を同時に決着するよう黎庶畠に要請するな
ど(8)、機会あるごとに琉球復国の可能性を追求し
た。在職十余年の後、病を得て帰郷、まもなく死
去したといわれる。

黄遵憲と馬兼才（与那原親方）は同時代の外交
官として、各々国家的使命を担いつつ接触・交流
したわけであるが、その具体的なプロセスや交流
の内容はいま－つ明らかではない。本稿では両者

の接触･交流の経緯をフォローし、黄遵憲の長編

叙事詩「流求歌」の訳注を試みるとともに、黄遵
憲が馬兼才（与那原親方）との交流によってどの

馬兼才（与那原親方）が陳情特使として３度上

京したのは1876年（明治９年）９月のことである
が、翌年７月に毛有斐（池城親方）の後任として

三司官へ昇任した後まもなく、明治政府側官憲の
警戒網を力､いくぐって東京を脱出し神戸へ向かっ
た。清国公使一行を乗せた船が横浜へ到着する途
中で神戸を経由するという情報を入手したからで
ある。この情報を馬兼才（与那原親方）がどこか
ら入手し、どのような経路で東京から神戸まで辿
り着いたのかは明らかでないが、恐らく清国商人
の手引きによって77年11月下旬頃には神戸へ到着
していたものと思われる(9)。

同じ頃、日本国内の内乱（西南戦争）の終結を
待って、何如琿・黄遵憲らの清国公使一行を乗せ
た軍艦海安号が上海を出発し（77年11月27日)、

長崎～下関～三津浜～小豆島を経て神戸に入港し
たのは77年12月７日のことであった001。海安号が
神戸に到着するや、兵庫県令は通訳を派遣して何
如璋－行に暫く滞在するよう要請し、外務省の属
官も丁重に出迎えた外、神戸在留の清国商人たち
も神戸に滞在して序でに大阪を見物するよう勧め
たので、海安号は神戸に５日間停泊することとな
り、この間何如璋－行は神戸・大阪・京都を見物
し、朝野の大歓迎を受けている。当時、神戸在留
の清国商人は数百人であったといわれるが、神戸
の市街は何如琿－行を歓迎する人波で溢れ、家ご
とに日章旗を掲げ、児童たちは手に小旗をもって
歓迎し、夜は沿岸に多数の提灯が掲げられた。大
阪ｂ京都でも同様の歓迎ぶりであったというUD･
最初の清国公使の来日ということに加えて、欧米
の圧迫を受けているアジアの同盟国の使節として
歓迎されたという側面もあるのかも知れない。し
かし、何如琿・黄遵恵らは日本国内の友好的歓迎
の雰囲気のなかで、神戸滞在中にはやくも日清間
に横たわる深刻な外交問題に直面することとな
る。

海安号が神戸港に停泊中､琉球使臣の馬兼才(与
那原親方）が密かに船内に忍び込み、何如璋・黄
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遵憲らに対して琉球救国のための援助を要請する
という意外なハプニングが起こったのである。黄
遵憲の記録するところによれば、「初めて日本に

便するの時、舟を神戸に泊す。夜の四鼓（午前１

時から3時)､讐を斜めにさし爵を議し衣裳機襖
尤曙

続ける馬兼才は、流浪の旅路で食うや食わずの苦
難の生活を強いられているとの意。

「流雛｣は流浪すること。詩経祁風の梶丘に「頂
ゆう
たり尾たり流雛の.:子叔よ伯よ褒如たる充耳

よ」とあるのを踏まえる。「薇を採る」とは君命
を遂行せんとすることを含意。詩経小雅の采薇に
こわ
「薇を采り薇を采るｉＭ〔も亦胤りし／蹄らんと日ひ

の者あり、径ちに舟}こ入り、即ち地に伏して痛突
す。琉球入たるを知るも、また土音を操り、調う
所を解せず。時に復た手を揺り、倭人の之を聞く

鴎らんと日ふ歳も亦陽なり／]二事撞きこと無し

の密勅なり。内に言う。今日貢を阻みて、行く行

らず」とあるのを踏まえる。この詩の王事云々の

ある蝋舐かる･既にして一紙を出す｡則ち国王

もら

いと在ｌ北は

啓I蘭Zするに逼あらず／憂心孔だ疾む我が行來

くはAさに藩を廃し､終には必ず国を亡ぼさん、

一句を、高田真治氏は「天子の公用は疎略にして

と。それをして救を使臣Iご求めしむる者なり」021

はならぬので、我等は安らぎ帰る暇も無く、王事

つい

という。かくて、日本国内の清国公使歓迎ムード

に勉めている」と解する(13．

の裏で、琉球存亡の危機が迫っていることを、黄

○深夜一句人々の寝静まった深夜に、警戒中の

避憲らは思い知らされたのである。

凶暴な日本官憲も熟睡しているその隙を見計らっ
て、馬兼才は清国使臣の船室に忍び込むことに成

このような馬兼才（与那原親方）との劇的な出

会いは黄遵憲の脳裏に強く印象づけられたよう

功したとの意。

で､黄遵憲は馬兼才(与那原親方）来訪の状況を、
「続懐人詩」の中に次のように鮮明に詠い込んで

「鯛龍」は黒い龍。ここでは日本の官憲を指す
のであろう。「荘子」の列禦冠篇に「夫れ干金の

極AjU

いる。

珠は必ず九重の淵Iこして鰯龍の額の下に在り。子

東方南海妃呼稀東方に南海に妃を稀と呼び

の能く珠を得し者は､必ずその唾りに遭えばなり」
とある。「躯龍の珠」は巨大な利益を得るために
は巨大な危険を冒さねばならぬことの臂えに用い

身是流離手採薇身は是れ流離して手に薇を採

る。

る

深夜騒髄都睡熟深夜騒龍は蔀て睦熱したれば

○妃君一句馬兼才よ、君が蒲笑して救援を訴え
出たことを記録に留めておこうとの意。

詩経秦風の無衣序に「無衣は用兵を指すなり」

記君痛突賦無衣君痛笑して無衣を賦すろを記
す

ゆ

とある。左傅の定公四年|こ「申包青、秦に如きて
師を乞う。.….,秦の哀公之が為に無衣を賦す」と
ある。「無衣を賦す」とは軍隊を出して救援し同

○東方一句日本と琉球の関係が風雲急を告げ、
琉球の命運が短日に迫っている時、馬兼才は日本
と琉球の間を往ったり来たりしているとの意か。
．｢東方」は日本、「南海」は琉球を指すのであ
ろう。楽府詩集・有所思に「妃を稀と呼ぶ、秋風
蔚々農風麗たり、東方は須奥高<之を知る」と
ある｡また､徐禎卿の談蕊録に「楽府中に妃呼稀、
伊阿那の諸語あろは、本々自ら義なし、但楽中の
音を補うのみ」とあり、「妃呼稀」は古の楽曲中
の助声字であって特に意味はないようである。黄
遵憲の罷美国留学生感賦には「互いに談ず伊は
亜に優ると、独り歌い妃を稀と呼ぶ」とある。
○身是一句君命を遂行せんがために東奔西走を

仇敵償することを意味する。

馬兼才（与那原親方）との劇的な出会いに触発
されて「続懐人詩」のなかに以上の七言絶句を詠

い込んだ黄遵葱は、琉球問題が切迫した事態とな
りつつあることを痛感したものと思われる。何如

琿もまた李鴻章宛の書簡において「阻貢の一案は
神戸に在るの時、球官の來調するあり、その詞意
を察するに、誠に上諭の所謂る男に月Ｉ情あるが如
き者あり」と指摘しているように00、馬兼才（与
那原親方）の救国請願によって明治政府の進貢停
止命令の狙いを察知し、事態の重大さを認識した
いわゆぺつ

のである。
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かくて、何如琿・黄遵憲らは横浜経由で77年１２

月25日に入京するや、日清外交の懸案として浮上
してきた琉球問題に否応なしに取り組まざるを得
なくなった。馬兼才（与那原親方）もまた東京へ
舞い戻るや、同僚の毛鳳来（富川親方）らととも
に騒々清国公使館を訪れて会見を求め、請願轡を
提出するようになる。何如琿の李溺章宛の書簡に
よれば、「東京に寓するの後、駐日球使の毛鳳来
てつじ
(富Ⅱ|親方)等、迭次見を求む。その各菓を収め、
如璋反復査閲す」㈹とあり、琉球使臣が屡々請
願醤を提出したことを確認し得る。また、馬兼才
（与那原親方）の供述によれば、「滑国公使二面
会ノ事件ハ、彼ノ公使ヨリ琉球人在京否ノ噺シ有
之ダル由、清国商人説話承り、数百年進貢ノ国ニ
テ問安不致ハ不叶、富川親方等一同問安致シタル
次第御座侯｣とのことで㈹､馬兼才（与那原親方）
らは清国商人の仲介によって清国公使館へ出入り
するようになったことを窺い知ることができる。
馬兼才（与那原親方）らの請願書を詳細に検討
した何如璋・黄遵憲らは、一方で明治政府（外務
省）との外交折衝に乗り出すとともに、他方では
琉球問題に国際的関心を集める必要があると考
え、駐日欧米公使へも請願書を提出するよう馬兼
才（与那原親方）らに教唆した。かくて、馬兼才

ハ決シテ知ラサル所ニシテ、全ク私井ニ富川親方

両人ノ専断二出テタル儀二御座侯」

馬兼才（与那原親方）をはじめとする在京の琉
球人たちが屡々清国公使館を訪問し、黄遵憲らと
琉球救国の方法について打ち合わせていることか
ら、両者の交流が琉球救国連動に大きな影響を及
ぼしていたことを窺い知ることができる。何如璋
・黄遵憲らは琉球問題への対応を模索する過程
で、馬兼才（与那原親方）らの提供する情報を重

視し、次第に琉球の歴史と現状に対する理解を深
めていったわけであるが、他方で日本国内の漢学

者を中心とする知識人たちとの接触・交流を通じ
て日清提携の志向をも強めつつあったことに注目
すべきであろう09。かくて、黄遵憲たちは頻繁に

清国公使館を訪れる日本人漢学者たちとの筆談を
通じて親交を深め、文化的交流・提携に意欲的な
姿勢を示しながらも、琉球問題を片時も忘れるこ
となく、筆談のなかでも清国側の率直な見解を提
起した｡たとえば､1878年（明治11年）１１月21日、
もと上州高崎の藩主大河内輝声と漢学者の石川鴻
齋が連れだって清国公使館を訪れた際、－人の琉
球人がやってきて、まもなく黄遵憲も姿を見せた
ので、琉球問題をめぐって次のような筆談が展開
されている（以下、桂閣は大河内、鴻齋は石川、

(与那原親方)らはアメリカ･オランダ･フランスの
駐日公使宛に、琉球の現状を維持するために尽力

公度は黄道霞、梅史は沈文焚)。

して貫いたい旨の請願書を提出したのである(１１゜
この件をはじめ清国側との接触について、廃琉置
県後に琉球処分官松田道之から追及された馬兼才
（与那原親方）は次のように弁明している080。
「一、清国公使二東京二於テ面会致シタルハ、
昨年（1878年）二三月比、問安ノ為メ、富川親方
・私・伊江親雲上等､一同参館､彼ノ尋問二依云
藩情ヲ具陳シ、其続ヨリシテ遂二嘆願書ヲ差出シ

桂閣現に琉球軍は巳に倭軍の鋭鋒を退く、想う
に君は当たり難し。暫く兵を休め気を養う
いず<ん
にﾖﾄﾞざれぱ、矩ぞ筆戦もて之を為さんや。

タル儀二御座侯。

－，仏米蘭ノ公使二侍頼書ヲ差出シタルハ、昨年
（1878年）九十月比、富川井二私、清国公使館二
罷出、公使面会シテ相談致シタル処、公使ハ伊地
知貞馨所著ノ沖縄誌ヲ其席二蝋へ出テ、琉球ノ仏
米蘭各国卜条約アル事ヲ証明シ、其条約国二筒頼
スルハ最モ可然旨、指示有之クルー依り、取計ダ
ル儀二御座侯。

一､前条西洋各国へ依頼ノ所為二於テハ、旧藩王

鴻齋琉球の雛は各々文才あるの学者なるや。

公度．琉球は小国なるも、古より自治す。近頃貴
国の小児輩（執政の流）の欺凌する所と為
る。彼、我が朝に臣服すること五百余年な
れば、之を救援せんと欲す。
鴻齋琉球は洋中の一小国にして、先年、薩人島
津氏の奪掠する所と為る。邇来我に貢す。
聞くにまた貴国にも貢し、使者貴国に往
くに、貴国の年号を用うるを忘る、と。我
に来る者は我が国の年号を用う゜中に漂然
として二国と為さざる者あり。

公度近年、太政官は乃ち琉球の我に貢するの事
を阻むと告げ、且つその国政に干預せんと
欲す。また西人に偶言して、既に我より日

－１０５－
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本に帰せりと言明することと、専ら鼠倫狗

頼に属するの行とは､恥ずべき(蹴れか甚

邦の属たり。君以て如何と為すや。

如琿頃、外務省と言う、旧章に照らして弁理す
れば、我が両匡|均しく必ずしも計較せざる
は太だ明らかなり、と。此れ交鄭の善法に
してまた情理兼行の事に係る。外務省は麹

だしきや。

梅史遂に九際I鑓くするは､ただに我が国の忍
ゆろ

びて聴さざる所のみならず、まｶﾆ四隣の平

に此の意を端らざるに似たり､嫌に惜しむ

らかなる能わざる所なり。
み

楼閣琉球人のflZ話は何故閲るを許さざるや。
公度貴国と此の事を識するIこ方り、他日事結べ
あ太

．ばまた観るべからざるなし。此の事、日本

人に告げてjや日本の情而に留めるを欲せ
ず。

べし。

桂閣外務省の此の事を論ずるは灘たるか。何ぞ
言いて之を噛らざるや。

如琿外務省の榎する所の文は、理として言うべ
あ
ただ
きtj:し。第、虚詞を以て相い答うるのみ。

l1llj機うに､琉球は自ら掴たりて巳にT余

桂閣我は日本人に非ず゜東勝神州傲来国華果山
か

年なり、樹国の諸滞の比すべきに非ず゜着
と
し外Wf省執りて悟らざれば、我また法もて
その間を|制令するなし｡此の事の関わる所、
まき
貴国の利瀞甚だ大なり。恐き!iに尽〈之を

の人なり。何ぞ､１１るを妨げん。而して那の
jMHKIi先生の姓名は如何。

公IjR皆その使鮒の櫛にして、一は尚眺、－．は毛
姓なり。

言うを欲せず。

Mi闇両人の宮は何I1Mlに係るや。

桂閣此の議の初めて起こるや、君の未だ敞邦に

公腱毛は法司、尚は耳目なり鰯。

来らざるの前に在るか｡或い'j蛾球人来

清国側の黄遵憲や枕文焚らは明治政府の進貢停
止命令を批判し、琉球の国政への干渉に抗議して

たりて之を態掴するか。

が、日本側の大河内輝声や石川浦齋らは一方で第

如球愚の以て来る所は､此の事の為に係ること
多に居る。此の事、球人前年に於いて閥へ
赴き、闘省督撫に求め、該省は之が為に転

三者の、mを装って潰国側の主張にも理解を示し

奏し、使臣に交して査弁せしむるの件にし

「之（琉球）を救援せんと欲す」と明言している

つつも、他方では琉球の日本帰属を暗黙の前提と

て、此に来たりて始めて球人の讃を受けて

して受け容れていることに注目すべきであろう。

言うには非ず゜且つ此等の事は両国政府に

大河内が黄遵憲と琉球人との筆談を見せて欲しい

関係すれば、出使者はまた檀に人と言うカビ

と要請したところ、黄遵憲がそれを断っているこ
とも、琉球問題に対する日本人の態度にまだ疑念
をもっていたことの証左であろう。大河内は1879
年（明治12年）１月７日にも清国公使館を訪れ、
何如飾との間で次のような筆談を展開している。

わず。此れ各国の通例なり伽。

璋の見解を問い質しているのに対して、何如璋は

剛鷲琉球人磯公署に来る､その事文事を

の現状維持こそ「交鄭の善法」であることを強調

談ずるに係るや。
ため

如臓皆その国事の為lご来るに係り、文に非ず俗
に非ず、公事に近し。此の事、現に外務省
と之を言う、君之を知るや否や。
あ

桂閣現に閑散放騨の人なれば、量Iご何ぞ公事を

知らんや。更に問う、琉球国は或いは貴邦

．の属たるか、或いは敞邦の属たるか、従来

論者は一定せ鳶､その事実果たして如何。

児はその衣服盤び姓名等を視るに､雛貴

み溜り

大河内は何如璋との筆談に於いても一見中立的
な立場を装いつつ、琉球の所属問題について何如

「旧章に照らして弁理する」こと、すなわち琉球
し、琉球問題を如何に解決するかが日本の利害に
重大な関わりをもつと警告していることに注目す

べきであろう。明治政府はこのような何如璋・黄

遵憲らの警告を無視してまもなく廃琉置県を断行
したわけであるが、琉球問題はなお長期にわたっ
て日清間の懸案となり続ける。
前米大統領グラントの仲介を契機に、1879年の

後半から琉球分割をめぐる日清間の公式・非公式

の外交交渉が繰り返され、1880年10月21日には琉

－１０６－

西出：黄遵憲の「流求歌」と琉球認識（試論）

球分割条約を妥結したものの、琉球側の激しい抵
抗に直面して洲印を延期せざるを得ず、遂に廃案
に追い込まれたことは周知の通りである⑰。この

''１１，束耐(でも何如疎や黄遵懲が琉球分割をiii提と

した琉球両建（先島建国）案をめぐって、馬兼才
（ＩｊＨＩｌｌｉｉ親力）らを通じて琉球(１１１の意IfUを打診し

ている。何如障・黄遵恵らは在京中の「法司官の

日本滞在中に馬兼才（与那原親方）との出会いを
契機として創作されたもので、1880年代における
黄遵憲の琉球認繊を示すものとみてよいであろ
う。以下、鍵仲聯の菱注を参照しつつ訳注を試み
てみよう。
(1)原文・鏡み
原文・鏡み下し

M雛才」に帝謝を送り、尚黍一族の近況や意向等

白頭老臣俺摘突

方）は①「ｆの長子尚典は年17歳、次子尚寅は年

頽霧斜欝衣惨緑

の「一切を詳問」したところ、馬兼才（ﾉﾌﾞ那原親
15歳、均しく東京にあり。lH-f尚順は年８歳、王

叔尚健は{１４６３蝋、ｌｉ弟lWj耐はｲ|:34歳、その他尚お
従liL弟・親族は、均しくＩＨＩお琉球に在り｣、②
唖

１球liと1荊牒|lの脚１１１.八iHIllに小Ｊｉ子を)11:つるこ
とを商i議したるも、］iの意は欲せず」などと回答
したが㈱、尚泰周辺の琉球人たちの間では賛否両
総が対liL、琉球現地のごｔ族層の間でも琉球分割
・先島建国案をめぐって論議が繰り返された伽。
もっとも、在京の馬兼才（与那原親方）をはじめ
琉球士族層の主流は一貫して琉球分割反対の意思
を堅持し、何如球・黄遵恵らが任務を終えて日本
を離れた後も、前述のように、馬兼才（与那原親
方）は第二代の駐日公使黎庶畠の琉球分割案に反
対して､北京滞在の亡命琉球人たちに反対請願轡

ついての言及はほとんどない。しかし、幸いにも
黄遵憲は長編叙事詩「流求歌」を適している。

Ⅱ長編叙事詩「流求歌」訳注
黄遵憲の長編叙事詩「流求歌」は、周知のよう
に、その代表的な詩集『人境jii【詩草』に収録され
ている｡銭仲聯は｢流求歌」の創作年代について、

「梁啓超の飲泳室詩話によれば、庚辰（1880年）
の作と注記しているが、抄本にはこの詩はないの
で、恐らく庚辰の年の作ではなくて、後に補った
ものであろう｣と推測している００．いづれにせよ、

さげくず

霧を瀕し簿を斜めIこして衣Iよ
'縢緑たり

F11雛流鶴作波憶

ぱ

雌げ

|Alら1避く流蕩して波Biと作
るを

細訴興亡iMI天蹴

~iiiiiこ訴う興亡して犬蹴に糊
そ

うを

天孫傳世到舜天

天孫世を僻えて舜天に到

海上鋺挺一脈廷

海上に腕挺として一脈を廷す

弾丸離脱駿爾国

弾丸のごと薙爾の国と雛すと

り

錐も

間鼎猶傳七百年

ぱ

鼎を問えば猶お七百年を僻う
るがごとし

うち

大明天子雲端裏

大明の天子雲端のZi(にあり

目天草詔飛黄紙

天より草詔して黄紙を飛ばす

印綬適従赤土頒

印綬遥力､Ｉご赤土より頒ち

衣冠幸不珠崖棄

衣冠幸いに珠崖に棄てず

使星如月照九州

使星月の如く九州を照らせ

を提出するよう指示している閲。

以上の経緯によって、黄遵憲は四年余の日本滞
在期間、絶えず馬兼才（与那原親方）と接触・交
流したことを確認し得るわけであるが、その結果
どのような琉球認識を獲得したのであろうか。黄
遵愈の日本認識はその代表作『日本国志」によっ
て伺うことができるけれども、その中には琉球に

上

白頭の老臣臘にｌｉｉｒりて笑す

わが

ば

王號中山国小球

王雛は中山国は小球あり

英蕩愛持龍虎節

英蕩愛持す龍虎の節

繍衣直指鳳麟洲

繍衣直指す鳳麟の洲

従此苞茅勤入貢

此より苞茅もて勤めて入貢し

髄説扶桑繭如遜

溌説す扶桑の繭は聾の如し

－１０７－
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酋豪入学通鏑經

繊学に人りて過お鯉を
請い

天王賜襲価歸胴

ｌＫｌＺう

畏威終奉嚇蟹欝

ず

日本猶封異姓王

一国ｊＩｈｉより二王に臣たり

歯の時国勢正に強を称し

雨姑未覺難爲婦

両姑未だ婦と為り難き鏡

日本鱈お異姓の王を封ずる

稲臣榊姪日爲兄

天王鰻を賜いてｌ乃お'１胃を
お

らず

只だ上枝を欺き一の日に帰

臣と称し姪と称し日は兄と
為る

がごとし

只戴上枝鰯一日

こ’’

一國從迩臣二王

帰くる

爾時国勢正稻強

つい

威を畏れて終に嚇蛮の;蝉を泰

依漢依天使如父

漢に依り天に依り使は父の
如し

するも

更無尺詔問東皇

更に尺詔もて東皇に問うなし

一旦維新時事異

－旦維新して時事異なり

黒面小猴投快起

黒面の小猴轆捜いて起ち

二百餘藩齊改制

二百余の藩誉しく制を改む

請長原原噸余界

調う是の区々応Iこ余に界

圏巣豈有完卵心

覆巣に豈に完卵の心あらんや

數典横徴貢百牢

数典にして横徴し百牢を貢

顧器略存投鼠忌

器を顧みて略ぼ鼠lご役ずるの

古さＪらた

うべしと
忌を存す

せしめ

兼弱忽然加一矢

弱を蕊せて忽然一矢を加えん

１２

公堂繊錫藩臣宴

公堂纏かに鱒う藩臣の宴

鋒車寛走降王傅

鋒車覧に走らす降一王の博

剛聞守約比交鄭

闇Ｉに聞く約を守れば交鄭(二

とす

鯨観横騨氣呑舟

鯨醜横蝉して気は舟を呑
まんとすれば

早見降旛出石頭

つと

はた

早'こ見る旛を降ろして石頭

匡さ

比すと

を出すを
大夫抜舎君含壁

￣うい

大夫抜舎して君は壁を含み

忽爾廃藩夷九聯

忽爾として藩を廃し九縣に
Ｕとし
夷くす

昨日蟹王今楚囚

昨日の蛮王今は楚の囚

畏首畏尾身有幾

首を畏れ尾を畏れ身(よ幾<

鏑鳥惟求寛一死

寵.鳥惟だ求む一死を寛め

いくば

あるや
んことを

但乞頭顛萬里歸

ゆろ

ＤＴ嵯君長Iま艦車にて去り

學族北猿推控訴

族を挙げて北戦すれば誰か
控訴せん

鬼界明知不若人

鬼界もて明知せらる不若の
人

ろ

但だ頭白同萬里に帰ろを乞

虎性而今化爲鼠

み階

妄りにﾛ血を鱒て群臣と誓

虎の性たるも今や化して鼠と
為る

い

妄將口血軍臣誓

ＪｉＪＩ

呼嘆君長機軍去

御溝一裕水溶溶

御溝の一帯水溶溶

流出花枝胡蝶紅

流出の花枝胡蝶紅

米を篭めてｉお歳々の相を

尚有丹醤珠殿托

尚お丹書あり珠殿に鍵るも

帰化して歸漢里に編せらるる

空將金印紫泥封

空しく金印紫泥を将って封せ

う

歸來割地献商於

帰り来たり地を割きて商於
を献じ

索米価輸歳歳租

輪す
歸化雛編歸漠里

と雛も

らる

迎恩亭下蕉陰覆
－１０８－

迎恩亭の下蕉陰に掴われ

西里：黄遵懲の「流求歌」と琉球認識（試総）

お

NI逢野老呑盤奨相い逢う野老櫛を呑みて突して雛す｡秦のIlIiﾉｹち,,:}づ,とあるのを踏まえる．
す「惨緑ｊは浅く隊蝋い色。張個の鰯間鼓吹に，澱

’蝿随馴繊町儀旅贈漢官の鱗を駒る典きも炎､侍郎をｲﾄﾞし､,fiwﾘに合す｡その姿簾の下に

とを視て､末座の惨緑の捗脳は何人なるやを問う」

Ｍ,えい

秤細′k改發衣'１Ｍ縛継未だ業の衣服を改めずとあり、嗽jMj鱗の新〃富に「挽文に「灘は桟い青
黒なり」と。今の人は之を雛緑と調い、惨を以て

刺''''１j''''１)ﾈl:llQ東川ﾛⅡi川に棚il9い

之を為る」という０３°

Ｃ自瑳二句馬鞭才（与那原親方）は滅亡に瀕し

鮒父求父j1IIM9ii9ii'艶織に鯛泣くつつある,fuR,琉球と波趨の,!jとなったif1らの境遇
を'蝋き、琉球の雌}iii以来の興亡の臓史を時迦に

脚滅ｲﾔ雌捌乢jキ減を興さんとするも櫛て劉の’i'１つてり'$,,,かにIililﾘ,して救援をi,１Fえたとの激。
ルホiなく’流蝋,は郷''1を離れて流浪放iMＩすること。，波
’1M''ｗＭ/'股七族Ｍ;を''協うも空しく股の七族をｌｌｉＩとは波溺の,[i、すなわち海からあぶれM,た海
聯するのみｉＩＩＩのrM使いのことをいう鰍⑯ここでは郷蝋を離れ

幾人脱'Mi作nIi逃幾人か険を＃hして述逃と#るて救[ji,迦動に奔走する蛎雑才を指す｡,群｣の
や外物繍に「瀧胤、家貧し。故に往いて粟を縢河侯
幾次流雛''w'〕叔繊か流離して『'叔を呼ぶやに偽る｡監何侯,]く､鵬我れ将に且金をi9たる
ｆｄＪｕＺ

のとき､将でfに兵:１１'・金を貸さんとす､可なるか、

健匝は

｣上腿人逆火不'Ｈ１北辰太だ遠く犬聞かずと｡x'燗｢]<､周嚇るとき､,↓,道にして,,iFぷ
背あり。'制噸視すれば、車轍の中に鮒魚あり。

東海雌枯Mi1難復東海枯るると雌も国復し難周之に閥いて,引く､鮒魚よ､子は何する者ぞや、
こぬ

しと。対えて曰く、我は東i,iiの彼,瓦なり、君f;Hに升

醗褒人艮来調虚ｉ溌i６大長来たりて調庭す斗の水ありて我を活かすか､と｡周日<､諾､我
い

＆さ

るもれ且に南のかた呉越の王に遊ばんとす、西,Ｉの水

蜜i學i無施究何'i'ｉ空言施すなければ究に何をかを激して子を迎うる、，ﾘなるか、と。鮒魚、忽然
な

ネi#せんとして色を作して曰く、盛Fれ我が常与を矢えり、

』↓ｲj琉球即難氏只だ琉球｡｝;;ｂべき難民あれ我れ処る所無し､灘れ斗升の水を得て然ち活きん
Ｗｄわ

ぱのみ、君ﾉｳち此を言う(よ、曾ち早く我れを枯魚の

ｲ'鮒'《':疏勢職臆年々-上疏して鰯臣を瀞わすの灘に索むるに如かず､と｡｣とある｡｢犬蹴,は天
ＩＤと

みの歩み、時運のことoＵｉｏ

ｏ天孫二句琉球の開祖たる天孫氏はその地位を

(2)訳注・典故代々'M襲し、やがて鍬天王に収って代わられたも
：)白頭二句「]髪の琉球(lIjIIjK1i雑才(ｌｊＭｌｌｌｌｌｉ(wJ刀･）のの、iii上に．筋の細のように浮かぶ琉球の島々
がｌｌ１ｉＩｌｊＩ１ｊＩ１ｉ'公使･･行の船寵をii/Iiねて琉球救援を礫にはその後もなお独,則の牒史が雁,１Ｍされたとの
jwした時、その姿は見るも哀れで、醤を崩し轡を巌。
斜めに撤して浅黒い衣服を纏っていたとの意。「天孫氏」は琉球史の伝説上の開祖。「舜天王」
「白頭」は白髪頭。「老臣」は馬兼才（与那原Ｉま源為朝の子と伝えられる伝説上の人物。清朝文

親方）のこと⑰。「縞に俺りて架す」とは門前で献通者に「琉球は相い伝えて天孫氏より始めて建
擾軍を求めて尖位すること。春秋左氏伝（以下、国し、二十五代を伝う。逆臣の利勇試して自立
左伝という）定公４年の条'二「申包青、秦に如きす。浦添按司の舜天なる者、日本人皇の後斎にし
ゆ

て師を乞う。（中略）立ちて庭糖に依りて笑す。て、利勇を討殺す。衆推して王と為す。遂に天孫
日夜声を絶やさず、勺飲もロに入れざること、セ氏に代わる。時に末の淳煕13年なり」とある６，．
日。薬の哀公これが為に無衣を賦す。九たび頓首○弾九二句琉球は弾丸黒子のような小さな国で
－１０９－
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あるけれども、その歴史は700年の長きにわたついては、漢轡杜欽伝の注に「師古曰く、衣冠は±
て連綿として続いてきたとの意。大夫を調うなり」とある。「珠崖ｌは鎧南端の梅
…-,.,Ｊ「鐘緬，ｉ,I､云いＦ上参iMB調する語南島のことであるが、ここでは文明世界の圏外、
「弾丸」も「簸鯛」も小さいことを強調する語
句。「IWlを問う」については、左伝の嵐公３年の
茶に「楚子、随鰍の戎を伐つ゜遂に浴に至り、兵

轍鯏《駕遜,』!i鰯jii鐵

しむ。麺子、IW1の大小軽重を問う」とあり、また

べし。願わくば遂に珠崖を棄て、専ら関東をtliむ

するに三十・、年を卜するに七百、天の命ずる所な

れより遂に腿む」とあるのを踏まえる。
○便星二句明国の皇帝から世界各地へ派遮され
た使節（Ⅲ封使）が月光のように全世界を文明の
光で照らしｌＩＬ、東南の彼方の小国に琉球という
国名と琉球国中山王という王号が与えられること

を周の鰯に槻す｡定王､王孫満をして楚子を鰐iわ

この時］聯iIIiが｢成王､鼎を鰄iこ定め､世を卜
り」と符えたことを踏まえる。

●

Ｃ大明二句（ﾘ|の洪武帝が天下を統一･するや、朝
質を促すWIIMlを超蝋して、通か彼方の琉球へも詔
勅を0鰹めたiH紙を送り'111けたとの葱。

「幽蝋ｊは蝋の彼刀、翅かな南京を折す。明[iil
と鮒lliのIIil父1M蛤については、I1jl史琉球伝にｌ洪
武のW1め、そのNilに÷{｣iあり⑰llIllIとllい、１１１南
と１ｺい、111北とIIう゜呰尚を以て姓と為す。而し

て【''111蛾も強し｡１ｔ年ｉｉﾘﾐ|､行人の楊戦に命じて、
111】位KkjEのiPIを以てその園に皆げしむ。その中山
眼察度、弟の紫１０|聯を遣わし蝋に随いて入朝し、
万物を貢せしむ｜とあり、琉球処分期の琉球紫巾
官向徳宏のＨ本寺島外務大臣の來文に圏するの節
略（以下、向徳宏節略という）には「察度王は洪
武の間に琉球に賜るの名なり」とある図。「黄紙」
は詔勅を認めるのに用いる紙､転じて詔勅を指す。
○印綬二句【111個の息帝は通か彼方の南京から琉
球悶烹に印綬を頒賜し藩属国として認知しただけ
でなく、蟻いにも琉球を珠蟻の如く放棄すること
なく、IlI蕪の衣冠をも支給して文明世界の中に引
き入れてくれたとの意か。

「印綬｣は印鑑とその紐、身分を象徴するもの。
琉球がIﾘ１１Iil1a帝から鍍金銀印をljLえられたことに

ついては、Iﾘ1史琉球伝に「洪武十五年瀞、巾111米
成す｡内1#を過わしその仙を送りて剛に通らしむ。
IⅢ年、１１１１櫛:Eと〕[:ぴに※質す。柵して二王に鍍金
銀印を鵬う゜時に二王は山北王と雄を争い、互相

に攻伐す。内史監丞の梁民に命じて之に勅令を賜
い､兵を罷め民を,息めしむ｡三王丼びに命を奉ず゜
やす

山北王の描越は即ち便を通わして二王の使と糟

に朝貢せしむ。１８年～又貢す。山北王に鍍金銀印
を腸うこと二王の如し」とある。「赤土」は中国
を指すのか、日本のことか不詳卿。ここでは、と
りあえず前者として解釈しておく。「衣冠」にっ

主さ

及ぶ所、春秋の治むる所(よ皆且に以て為すなかる
あわ0ｔ

を用いて憂いと為さんことを。之に従う。珠崖こ

となったとの窓。

「使凰」は天の使者たる流星、枢じて天子の使
節。後漢瞥の季節ﾀﾞﾘ伝に「合'１は署幕門候吏たり。
和帝即位するや、使者を分遣し、皆微服単行せし
む。各々州縣に至り、風謡を観探す。使者二人、
益都に到るに当たり、部の候舎を授く゜時に夏の
夕に露に坐す。部因りて仰ぎ視て間いて曰く、二
君京師を発するの時、寧んぞ朝廷二便を遮わすを
知るや､と｡二人黙然として鷲きて相い視て曰く、
聞かず、何を以て力､之を知るやを問う。部星を指
し示して云う｡二使星の益州の分野に向かうあり、
故に之を知るのみ｣とあり､晋書の天文志には「流

星は天使の星なり」とある。「九州」は全世界を
指す。鰯記に「凡そ四海の内に九州あり、州は方
千里」とあり、趣彦衛の雲鑓慢妙に「呉中の舟師
『月子轡翻として九州を照らす』と歌う」とあ
る駒。なお、琉球の三山統一後も中山王の称号が
用いられたことについては、『明実録』（英宗）景
泰２年７月戊戌の条に「左給車中喬毅．行人電守
宏を遺し、故琉球国中山王尚思達を論祭し、その
叔父尚金福を封じて中山王と為さしむ」とあり、
また樹一統志に「琉球は福建泉州府の東に在り。

海鳥なり｡その園に大琉球・小琉球あり｣という。

「小琉球」は普通台湾を指すが、ここでいう「小

球」とは小国の琉球という意であろう。

○英蕩二句琉球国王の代替わりごとに、明国皇

帝の詔勅と頒賜品を金の函に入れて持参した冊封
使が琉球を訪れ、繍衣を着て目的の前王諭祭と新

玉川封を誤りなく執り行った結果、琉球は鳳凰や

麟麟に比定されるような優秀な人物を箪出する文

－１１０－

k」と琉球認識（試論）
IJW里：黄遵懲の「流求歌」

此の女と客は神仙と猿に去る｣とあり､蘇試の詩

明国となったとの意か。

「英蕩」とは使節が外国へ赴く際に礼物を納め

には「扶桑の大繭は喪霊の如し」とある鯛。

或いは曰く、英蕩はittililiiなり」とある。「繍衣直

○酋豪二句琉球の国王一族や按司・親方などの
支配層は中華の文明を慕い、子弟を派遣して国子
監へ入学させ、経学を学習させることを要請した
ので、明国皇帝はそれを受け容れ、以後研封使の
帰朝ごとに随行する琉球の官生（国費留学生）に
衣食を支給するなど手厚く優遇し、就学中に死亡
した者は丁重に葬り、その遺族に弔慰金を支給し

指」とは天子の恩寵のシンボルたる繍衣を着た使

たとの意。

者が目的を正しく果たすことをいう。漢書宵官公

「酋豪」は酋長・豪族のことであるが、ここで
は琉球の支配層（国王・按司等）を指す。明史琉
球伝に「洪武二十五年夏、中山の貢使その王の従
う
とも
子及び簗官の子を以て偕Ｉご来たり、業を国学Iこ蝉
けしめんことを請う。之に従い、衣巾靴繍井びに
夏衣一製を賜う゜その冬、山南王また従子及び築
官の子を遣わして国学に入れ、賜餐すること之の
如し。是れより歳ごとに冬夏衣を賜いて以て常と
為す｡(中略）永楽二年、中山王世子武寧、遣使し
て父の喪を告ぐ゜礼部に命じて官を遣わし諭祭せ
しめ、鱒するに布帛を以てし、遂に武寧に命じて
位を襲がしむ。三年、山南は藥官の子を遣わして
国学に人らしむ。（中略）一日、帝、群臣と語り
て之に及ぶ。ネL部尚書呂震曰く、昔唐の太宗摩序

る容器。金の箱。「龍虎節」は外国へ赴く使節の

シンボル。周職の地官・掌節に「凡そ邦国の使節
は、山國には虎節を用い、土國には人節を用い、
澤國には龍節を用う゜皆金なり。英蕩を以て之を
輪<」とあり、鄭玄の注に「杜子春云う、藩は当
に帯と為すべし､函器を以て此の節を盛るを調う。

卿表に｢侍御史繍衣もて直指し､出て好滑を討ち、
大獄を治るあり｡武帝の制する所にして常置せず」
とあり、注に「師古曰く、衣以て綱するとは、之
を尊瓶するなり」とある。鳳麟洲はここでは琉球
を指す。東方朔の十洲記に｜鳳麟洲は西海の中央
に在り、上に鳳麟多し」とある閲。鳳凰とj#K鱗は
優れた人物に噸えられる。

○従此二句明国皇帝から冊封されて以来、琉球
国の歴代の諸王たちは指定された進貢品の馬・硫
黄などを準備してせっせと入貢するとともに、桑
の多い地方の蚕が紡ぎ出す麺のような大きな繭か
らとれた華やかな生糸や絹織物が欲しいと言えば
それを頒賜されたとの意か。

つ

「苞茅」は替茅（ちがやの一種）を束ねたもの

を興し、新羅・百済並びに子弟を遣わして来たり

で酒をこすのに用い、春秋時代には諸侯の進貢物
に指定された。左伝の傭公４年の条に「爾が貴す
べき苞茅入らず」とある。「鑓説」は羨望してね

学ばしむ｡爾の時僅かに願iii【を袷するのみにして、

だること。「扶桑」は通常日本を指すが、ここで
は文字通り桑が多くて蚕の育ちのよい国と解釈し
ておく。梁書の扶桑国伝に「扶桑は大漢國の東二
萬余里に在り。地は中国の東に在り。その土に扶
桑多し、故に以て名と為す」とあり、司空図の詩
品には「足を扶桑に潟ぐ」とある。なお任防の述
異記に「園客なる者は済陰の人なり。貌は美色、
つい

ｂ、

未だ今日の若く之に賜与すること闇ねからず､と。

帝曰く、蟹夷の子弟は義を蔦いて来たれば、必ず
ｂか
衣食常に充ちて然る後Iこ学に僻う゜此れ太祖の美

恵なれば､藤姿んぞ之に連うを得んや､と｣とあ
るｂ「麹を賜う」とは官生に衣服を支給すること。
お

「Ｉ冒を帰くる」と!ま修学途中の死亡者に葬祭品等
を贈り、遺族を手厚く撫伽すること。帽は死者へ
の贈り物。左伝隠公元年の条に「天王幸の垣をし
おく

て来たりて恵公仲子のH胃を帰らしむ」とある。

人の之を妻にせんと欲するもの多きも、客終Iご姿

○爾時二句琉球が明国を中心とする冊封体制に

せず。常に五色の香草を種え、十余年;を積み、そ

組み込まれた時、明国の国勢は正に強大を誇り、

の実を服食す。忽ち五色の蛾香草の上に集まるあ
り、客之に薦めるに布を以てすれば華蚕を生じた

ようであったとの意。

う

日本国王も明国皇帝から冊封された属国の国王の
６０

り。蚕の時に至り、一女の自ら来たりて養蚕を助

「爾の時」とは冊封体稀Ｉが形成された明代初期

くるあり、香草を以て之に食せしめ、繭一百二十
枚を得たり。繭の大なるものは趨の如し。一繭を
おわ
１２じ

を指す。明史日本伝に「永楽六年十二月、その國
の世子源義持､使を遣わして来たり父の喪を告ぐ゜

蝶する毎Iこ六七日、糸方めて尽く゜繰り誰りて、

中官の周全に命じて住きて祭らしめ、識恭献を賜

－１１１－
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い、且つ嘱を致す。また宮を遣わし勅を閥らし義
持を封じて日本国王と為す」とある。「異姓の王」
については、史記漢興以来諸侯年表に「高祖の子
弟同姓にして王と為る者は九国、唯独り長沙のみ
異姓たり」とある師。

○只ﾋﾞｶﾞﾆ句下座に位徴する日本国王は上座に位
侭する明鬮熨帝を唯一の太陽の如き天下の主権者

と仰ぎ、進貢品を捧げて朝貢して来たが、明国皇
帝は日本国王に対して時候の挨拶のための一片の
紹勅さえ与えなかったとの意か。

「上枝」「…のＨ１については、山海経第九
(ilii外東継)に「大荒の｢11、陽の谷の上に扶桑（神
木）あり、＋･の'１（ＭⅢ|の太IiH）の浴する所、黒

鯛の北にれり、水''1に僻ろ、大木あり、九の日
（九個の太賜）は｢の枝にIilり、…のE'（…･側の
太陽)は｣箔の枝にiii}ろ｣とあるのを蹄まえる。「尺
紹」は…尺一寸の板に轡いたiM磯。後漢嘗陳蕃列

伝に「尺一.もて選挙せらる」とあり、注に「尺一
とは板の長さの尺一を調い､以て詔書を写すなり」

とある。なお「東皇」については、楚辞九歌東皇

太一の呂向の注に｢太一は星の名､天の尊神なり。
祠は楚の東に在りて以て東帝を配す。故に東皇と
日う」とあるのを借用したのであろう畷。
○黒面二句時移り人代わり、戦国動乱の中から
台頭した薄黒い顔の小猿のよう煎秀吉が日本国の
実椛を縄って薇い立つや、この小さな琉球諸島を
俺に寄越せと要求したとの意。

「熟耐の小猴」は蝋億秀吉を指す。日本国志の
鬮統志の注に「秀吉は家微にして人奴と為り、そ

の顎の黄金六両を礎み、刀剣衣服を買い、姓を偽
り名づけて木下藤吉と日い、信長に道に褐して奴
と為るを乞う。傭艮之を熟視して日く、汝の面は
猟に類す、汝が心はまた必ず験の如し、と。常に
之に命じて靴を縦せ、呼びて猴奴と日う゜試みに
噸を以てすれば、機智多し。遂に之を甑任して兵

に将たらしむ」とあるｂ「快を役いて起っ」とは
決然と奮い立つこと。左伝の宣公14年の条に「楚
子之を間きて、快を役いて起つ」とある。なお、
向徳宏節略に「明の寓暦の間、日本人孫七郎なる
者あり、屡々､k国に来たりて互市し、頗る地理を

織る｡日本のｲ輝秀吉は著しく威名あるに因り、
孫乃ち秀吉の近臣に縁りて秀吉に説いて曰く、も

し琉球に赴き、告ぐるに大明に事あるを以てすれ

ば、彼必ず來蝋せん、と。秀吉之を聴き、醤を琉
球へ致し、略ぼ曰く、我が邦は百有余年、群国雄
を争う。予また誕降し、天下を治むくきの奇瑞あ

ろを以て、遠邦異域より欽霧來享す。今、大WIlxl

鯛iii鑑､`;1iiAlii?lii窯lFM手餓澱

明春肥前の轆門に謁すべし｡若鰯りて期を鑑れ
ば、必ず水軍を遣わし、悉く島民を蕊せん、と。

敵国その威を慨れ、因りて修聰す」とある卿。
｢区々｣は小さな者の形容、ここでは琉球を指す。
左伝の昭公13年の条に「霊王卜して曰く、余尚お

天下を得るか､と｡吉ならず｡亀を投じ犬を諭
ＪＭｇ

呼びて曰く、是の区々たる者を企に界えざる力､、
と|とあるのを踏まえる。
Ｏ数典二句ロ木は鴬てｒｌ１Ｉ刺から数々の恩典を受
けて文明社会に入ったにもかかわらず、秀占はそ
の恩典を忘れて横暴にも莫大な進貢品を要求し、
琉球の如き弱小国を兼併せんとして突然遠征繭の
派遣を計画したとの意。
「数典」は数世代前の祖先の適した記録｡左伝
の昭公15年の条に「数典にしてその祖を忠ろ」と
ある。記録の上で人に教えるのに先祖のことを忘
れているとの意。「百牢」は百膳のご馳走。ここ
では進貢品のことか。左伝哀公７年の条に「呉来
たりて百牢を徴す」とある。「兼弱」は弱国を併
合すること。左伝の宣公12年の条に「可を見て進
み難を知りて退<は軍の善政なり、弱を兼せ味を
攻めるは武の善経なり｜とある。「一矢を加う」

とは攻撃すること。左伝の成公12編の条に「両君
相い見ゆれば、また唯是れ--矢以て相い加え適す
濃み

なけんや」とある。

○鯨鯛二句秀吉に代わった徳川家康も薩摩端
（島津氏）の琉球征服を容認したので、島津氏の

遠征艦隊は鯨鯛が船を呑み込むほどの勢いで琉球
に押し寄せたところ、弱小の琉球は早々に降伏の
白旗を掲げざるを得なかったとの意。

「鯨観」は鯨の雌雄。左伝宣公12年の条に「そ
の鯨鯛を取りて之を封ず」とある。「荘孑」に

｢舟を呑むの魚｣とある｡｢鴬を降ろす｣とは降

伏すること。降旛は降伏を示す旗。劉禺錫の詩に
「一片の降旛石頭を出す」とあるのを踏まえ
る㈹。

○大夫二句琉球の尚寧王は降伏の意思表明をし
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て島津の遠征軍に逮捕され、薩摩から駿府・江戸
へと連行されたが、多くの家隠たちも尚寧王に随
行して野宿さながらの苦難の旅路を共にし、かく
て尚寧王以下の琉球の要人たちは今や囚われの身
となったとの意。

「大夫」は諸侯の家臣。「抜舎」は野宿するこ
とら
と。左伝の傳公15年の条lこ「秦、晋侯を獲えて以
て帰る、晋の大夫は首を反し抜舎して之に従う」
とある。「壁を含む」とは降伏の意志を示すため

に口に玉を含み死者のなりをすること。左伝の僧
公６年の条に「許男而縛せられて蕊を含む」とあ
る。「楚囚」は捕らわれた楚の囚人、捕虜。左伝
さ
の成公９年の条}ご「晋侯は瀬府に観す。鋪儀に見
司恥が
みえ、之に聞いて曰く、:南魅して繁るる者}よ識ぞ
や､と｡有司対えて曰く、鄭lの人の献ずる所の楚
こだ

囚なり、と」とあるのを踏まえる。
○畏首二句尚寧王とその側近たちは身の回りで

展開しつつある事態を非常に恐れてたえずびくび
くし、生きた心地もせず、龍の中の鳥のようにひ
たすら死を免れるための寛大な措置を乞い求める
だけであったとの意。

「首を畏ろ」とは身に危険を感じてびくびくす
ること。左伝の文公17年の条に「首を畏れ尾を長

る､身それ餘りぱ雛ぞ｣とあるのを踏まえる。

制に編入され、明国の属国に位置づけられていた
けれども、今や島津氏の威力を畏れざるを得ず、

終にその命令書（徒15条）を泰ずるに至ったとの
意。

「歸漢里」とは中国文明を受け容れた属国を意
味する。ここでは琉球が明国の冊封を受ける属国
となっていたことをいう。後漢脅南蛮列伝に「建
武十二年、九真の微外の蛮里の張遊は種人を率い
て化を慕いて内属す。封じて歸漢里の君と為す」
とある。なお、島津氏の琉球遠征前後の事情につ
いてIま、明史琉球伝に「是の時に当たり、日本方
に強く、呑滅の意あり。琉球Iま外に強鄭を禦ぎ、
内に修貢を絶やさず。（萬暦）四十年、日本果た
して勁兵三千を以てその国に入り、その王をlｿiら
え、その宗器を遷し、大椋して去る。己にしてそ
まさ

ふせ

と

の王執かれ蹄り､復た道便して修貢す｡然れども

その国の残破は巳に甚だしければ、礼官乃ち十年

一貫の例を定む｣とある｡吉川勤の府朝事略に「後

陽成天皇の慶長十四年、島津家久教を奉じて琉球
を招くも至らず、之を征せんことを請う。三月、

家久その将新納一氏を遣わし、八千人を将て南伐
せしむ。薩摩の師は五戦して琉球の国都に至り、

尚寧及び王子大臣数十人を満う｡出軍より是に至

「頭顛」は頭蓋、あたま。後漢書の蓑紹列伝に

るまで、僅かに六十日。秋七月、勅もて琉球を家
久に賜い、その属部と為す。十五年秋八月、島津
家久、琉球主の尚寧を携えて駿府に來謁し、方物
を献じ、遂に江戸に朝す。明主朱鋼鈎、有司をし
て書を薩摩に通り、寧の為に讃わしむ。九月、命
じて寧を釈ちその国を復せしむ」という1,．他

は血を畷って誓約すること。左伝の襲公九年の条
に「大国と盟して口の血未だ乾かざるに之に背<

り、日本は前來して兵糧を借らんとするも、敵国

江がら

○但乞二句頭を失うことなくiihを延えて万里の
彼方の郷里へ帰ることを乞い願うあまりに、尚寧
みだ
王とその家臣ﾌﾟこちは妄りに島津氏への忠誠を誓約
したとの意。

『卿の頭顛は努に萬里を行かん｣とある｡｢口血」

は可なるか」とある。

○歸來二句島津氏に許されて二年ぶりに琉球へ
帰った尚寧一行は、約束通りに与論島以北の道の
島を島津氏へ割譲した外、人民から米を徴収して
年々貢租をも差し出すこととなったとの意。
「商於」は河南省にあった二つの地名｡､史記の
やる
張儀列伝に「大王誠に能<臣を聴さば、臣Iま商於
の地六百里を献ぜん」とあるのを踏まえる。「歳

歳の粗を輪す」とは毎年貢租として米8600石その
他を薩摩へ納めたことをいう。

○歸化二句琉球は既に明国を中心とする冊封体

はは

方、同徳宏節略には「豊臣氏朝鮮を打つの後、将
に兵を大明に構えんとす。敵国は日本の隣邦に係

請う所を溌さざるを以て､日本の強逼甚だ厳し。

尚寧更に承服せず。嗣後義久は薩摩に在るの球僧

を召して､親しく日本の形勢を諭し､懲りて尚寧

王に告げ、速やかに徳川に朝せしむるも尚寧王は

従わず､遂に兵を識iろ｡尚寧王はその捕える所と
為る｡此れ遣られて誓文を立てるの由来する所な
り｡蝋の後歳々八千石の樹を薩摩に輪し､以て納

款に当つ゜此れ蓋し尚寧王の君臣菌しみを被るこ
や

と三年、已むを得ず屈して聴くの苦情なり」とあ
る㈹。「威を畏る」については、詩経の周頌に
「天の威を長る」とあり、左伝の裏公31年の条に
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「威ありて長るべきは之を威という、俵ありて象
るべきは之を儀という、君には君の威儀あり」と
ある｡「嚇蛮轡」は蛮族を威嚇する書信。苑傅疋
の唐左拾遺翰林学士李公新墓碑に「天賓の初め、
金露殿に召見せられ、当世の務を論じ、答蕃の醤
を草す」とあり、西廟記には「嚇蛮の書信」とあ
る卿。ここでは琉球を威嚇する島津の命令書、す
なわち徒一五条を指す。

○－国二句ここに至って､琉球は中国(明・清）
と日本（薩摩）に両属することとなったが、日中

両国とも琉球の両属が如何に困難であるかを理解
しようとはしなかったとの意。
「二主」は中国（明・清）と日本（薩摩）を指
す。想記の坊記に「子云う、天に二日なく、土に
二王なく、家に二主なく、云々」とあるのを踏ま

える。なお、関機の続近世日本外史に「琉球は沖
縄島と日い、我が南海十二島の－たり。その王族
の源.尚の二姓は皆時を以て來聰し､万物を貢す。
明の浜武中、始めて明の封爵を受け、衣冠は悉<
か

その製を用う゜遂に入貢を閥<者数十年6我力《慶

長十四年、島津氏は兵を発して之を討ち、終に島
津氏に属す。清康煕元年、冊封使を遣わして封ず

るに国王を以てし、間歳入貢し、著して恒典と為
す。然れどもその間本朝に來聰し、島津氏に納税
し、彼我に両属し、仰いで父母の国と為す」とあ
る。また賢治通鑑には「周の晴桓公楊忠卒し、子
の堅襲爵す。堅開府儀同三司と為る。少宮伯
晋公の護は引きて以て腹心と為さんと欲す。堅
以て忠に白す｡忠曰く､両姑の間、婦と為り難し、
汝それ往く勿れ、と。堅乃ち之を辞す」とある
のをふまえる卿。

○窮臣二句アジアでは二国間の関係はどちらか
が臣と称し姪と称して君臣関係や親族関係に擬定

されるが、琉球は常に自らを下位に置き、日本を
兄の如く中国を父の如く尊崇して依存する関係と
なったとの意。

国家関係のあり方については、金史の太宗妃に
「四年春正月癸酉、諸軍沐を囲む。甲戌、宋使の

李税来たりて謝罪し、且つ修好を請う。辛巳、誓
智；・地図を上り、姪の大宋皇帝・伯の大金皇帝と
称す。癸未、諸軍囲いを解く」とあり、煕宗紀に
「皇統二年三月丙辰、左宣徽使の劉筈を通わし、
衰星圭冊を以て朱の康王を冊して帝と為す｡丙寅、
尤で虫つ

末を臣とするを以てＥＩＩ外にfI1rす！とあり、．I此宗紀
に「五年春112月己米、朱の通問使魏杷等鬮欝を以
て来たり、轡に犬を称せず、姪の末皇帝と称し、

名を称して再び拝し、書を叔の大金皇帝に奉り、
歳幣は二十萬なりjとある｡また法苑珠林にはＦ春
秋感精符に曰く、人主は日月と同に明るく、四時
合に信ずべし。故に父は天、母は地にして、兄Iま
白さ

日、姉は月なり、と．とある。「漢に依る」とは

中国に依存し保護を受けることをいう。後漢書班
超列伝に．-超還りて干真に至る。王侯以下皆号泣
して曰く、漢使に依ること父母の如ければ、誠に
去るべからず、と－とあり、￣その城郭の大小を
問うに、皆漠に依ると天に依るとは等しと言う＿
とあるのを踏まえている㈱。もっとも、琉球では
日本を父､中国を母とする認識が定着していた㈹。
Ｃ一旦二句永い間の鎖国の夢から覚めた日本
は、ある日突然明治維新の号令のもとに時局を一
変させ、200余の藩を悉く廃止して中央集権化す
るなどの改革を断行したとの意。

ｒ一旦」はある朝。明治初期の政治的惟ﾎﾞ多につ
いて、黄遵憲はその著書（日本国志・国統志）の

中で「明治元年三月、帝は英・法・美・蘭の各国
公使を延見し、二條城を以て太政官と為し、代わ
りて庶政を裁決す。帝親し<公卿諸侯に臨会し、
五醤を設く゜曰く、万機は公論に決す。曰く、上
下心を一にす。曰く、朝幕途を一にす。曰く、Ⅱ］
習を洗い公道に従う。曰く、知識を震宇に求む。
三年正月、瞥踊唱道の儀を罷む゜二月、集議院を
園き、諸藩士を徴して議員と為し、諸道の関をF撤
し、礫・焙の二刑を廃し、新聞紙を発印すろを許

す。三月、待紹院を置く。三年十二月、新律綱領
を頒っ。八年四月、左右院を廃し、元老院・大審
院を置き、勅もて憲政体を建つ。六月、始めて地
方官議会を開く｡七月､全国民会公選法を議定す」
と記録している。「維新」については、尚轡璽脅

の胤征に｢旧染の汗俗､歳な環に繩れ新たなり！

とあり、禰記の大学繭に「詩に曰く、周はl[1邦と
雌もそれ命は縦れ新たなり！とある。なお、１旗薪
奉還以後の一連の改革について、日本国J志の国統
志には「明治ﾑﾕ年五月、府藩縣一致の制を立て、

旧藩主を以て知藩事に充て､歳入の十の－を腸い、
公卿諸侯の称を廃し、概ね華族と為し、その庫隷
は士族と為す」とあり、注に「藩主二百七十六名
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を改めて知藩事と為し､府縣藩合一の術11と名づく」
という。「斉し<制を改む」とは全国的に制度改
革を行うこと。

○覆巣二句徳川瀞府が倒壊し旧秩序が解体して
しまった以上、諸藩の大名や家臣たちはどうして
無傷で生き残ることを期待できようか、腹立ちま

ぎれに天皇の側近の好臣を攻撃して排除しようと
しても、天皇の身に災いの及ぶのを恐れて自重す
る外はないとの意。

「覆巣」は覆った巣、崩壊した旧体制をいう。
劉義鹿の世説新譜上巻の言語篇五に「孔融収せら

れ、中外慢怖す。時に融の児の大なる者は九歳、

小なる者は八歳なり｡二児iiiわち琢釘(すごろ〈）

に戯れ、了として連容なし。融使者に調いて日
<、罪は身にlｆまるを翼う、二児'よ全うするを得
ねが

べきや否や､と｡児雛に進みて曰く、大人覚
つ

に覆巣の下に復た完卵あるを見んや、と。尋いで
また収（吏）至る」とある。「投鼠忌器」とは鼠
に物を投げつけようとするが鼠の側にある器具に
あたって壊すことを恐れること、転じて君側の好
臣を排除しようとして君主に災いの及ぶのを恐れ
る意。漢書質誼傅の「里諺に曰く、鼠に投ぜんと

欲するも器を忌む､と｡尤も善く購うるなり｣を
踏まえるMn。

○公堂二句唯一改革の嵐の外にあった琉球に対
しては、明治政府は当初僅かにその使臣を招いて

宴席を設け維新の主旨を述べただけであるが、ま
もなく琉球国王を琉球藩王に降格する旨の詔勅が
至急便で琉球へ伝えられ、琉球も恭順の意を表明
したとの意。

「公堂」は明治政府を指す。詩経に「彼の公堂
上上

に讃り､彼の兜iii(酒器)を称う」とあるのを踏
まえる。なお、關機の続近世日本外史に「明治五

年九月十四日､琉球王尚泰は正使尚健､副使i:i着
置等を遣わして入朝し､表を上り方物を献ず｡因

りて尚泰を封じて琉球藩王と為し、華族に列し、
待つに一等官を以てし、新貨幣三萬円を腸う゜そ
の余も賜餐極めて厚し」とあり、さらに「初め琉
球王を冊封し、その藩邸を府下の九段坂の上に腸
う゜明治六年、尚泰謝表を上り、与那原親方及び
属吏数員をして来観して居留せしむ」とある。
「鋒車」は追鋒の車駕、至急便のこと。晋齊輿服
志に「追鋒の車關二あり。追鋒の名は蓋しその迅

連を取るなり」とあるのを踏まえる。「降王」に
ついては、宋史の南漢世家に「太宗将に晋陽を討
ﾒ=んとして、近臣を召して要す。銀之に与り、自
ら言う。朝廷の威霊遠くに及び、四方の僧親の主
は今日尽〈坐中に在り。旦夕にして太原を平らげ
ば、劉継元また至らん。臣率先して来朝し、挺を
執りて諸国降王の長と為ろを得んことを願う､と」
とある。「僻」については、漢瞥高帝紀に「横、
あずか

博に乗りて洛陽に贈る」とあり､注に｢博とは今
の駅の著し｡古は車を以てすれば､之を傅車と調

う」とある。なお、季商隠の詩に「終に降王傅車

を走らすを見る」とあるのを踏まえる㈱。

○剛聞二句琉球使臣を東京へ招いたその時、外
務卿の副島種臣は琉球が日本への忠誠を守りさえ
すれば交鄭国とみなして友好関係を保障すると約
束したにもかかわらず、明治政府は突然約束を反
故にして廃琉置県を断行し、琉球を他府県並みに
したとの意。

「交鄭」については、孟子梁恵王下に「斉の宣
王間いて曰く、郷国と交わるに道あるか、と。孟

子爵えて曰く､有り､惟だ仁者は能〈大を以て小
に箪うるを為す｡是の故に湯は葛に事え､文王は
昆夷に事う゜椎だ智者は能〈小を以て大に事うる
を為す｡故に太王は彌寓に事え､句践は呉に事う」

とある。「交鄭に比す」とは副島外務卿が口頭で
琉球使臣に対して琉球の国家体制の継続を保障し
たことを指す。なお、廃琉置県については、情史
稿の属国僻に「光緒五年、日本、琉球に入りて之
先１０

を滅ぼし、夷らげて沖縄県と為し、その王及び世
子を虜にして還る」とある。「九藤」は全国を指

す｡左伝の宣公'2年の條に｢鄭伯曰く、若し恵み
て前好を顧み､福を虞.宣.桓・武に薇め､その
つか

ひと

社程を農ぼさず､改めて君に事えしめ､九縣に夷
しくすれば､君の恵みなり｣とあるのを踏まえる。
「九縣に夷くす」とは、ここでは日本全国並みに

すること。

○坪暖二句嘆かわしくも最後の琉球国王尚泰は
明治政府の命令により囚人護送船に乗せられて東
京へ連行されたが、その時一族挙げて有無を言わ
さず同行を迫られ、誰一人抵抗できなかったとの
意。

「君長」は尚泰を指す。「濫車」は囚人護送車
のこと。劉煕の釈名に「濫車とは車上に欄干を施
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して以て猛獣を緒し、また罪人を囚禁するの車な
り」とあり、漢書の張耳陳餘傅に「7ｹち艦車は王

とともに長安に譜る｣とあるのを踏まえる｡｢挙

族北猿」については、王偲の東都事略欽宗紀に
「鏑康二年三月庚子、金人来たりて宗室を取る。
乙卯、家を挙げて北遷せしむ」とあるのを踏まえ
る卿。

○鬼界二句鬼界の別潴をもつ琉球は嘗ては虎の
ように威勢を誇る人々が住むところとして知られ
ていたけれども、廃琉職県で椛力を失った琉球国
王の尚猴は今や111下からも軽んぜられ、みすぼら
しいｲＷｌ;となり染てたとの徹か。

｜鬼界」は琉球を指す。１蝿はi流求Ifjl帰日水
辨｜のなかで人|｣本山を参潴・にしながら「薩麟人

のﾒﾘ蝋jm綱､Iiliwl(['水IRI,',>のRに鍵､鬼界
崎（流求のMllfui）’|'に亡||{す。後鰯羽Ｘｊｉ１文治ljII

fMUちﾂｲ醐煕-ﾄﾖｲ1:(、兵を週わし鬼界胤を盤ちて
とを降す。此れ流求の始めてⅢ本に迦じろのiii[た

り」という。１不溶」は不順、横暴の意。商君欝
の慎法に｢外に戦う能わず､内に守る能わざれば、
莞二kと為ると錐も、不臆を以て所;闇ゆる不着の
ととの
国を譜うるｉＥわず」とある。「虎性為鼠」とIま権
いわ

力を失えば惨めな存在となることをいう。東方朔

の答客難に「之を用うれば則ち虎と為り、用いざ
れば則ち鼠と為る｣とあり､李臼の遠別離詩に「権
臣に帰するや虎は変じて鼠と為る」とあるの

を踏まえている(511．

○御溝二句日本軍に接収されて主を失った首里
城周辺の御苑（龍潔池）には、今も水が熔溶とし
てHiり、胡蝋紅という名の紅花が水面に浮かんで
流れ'１}ている棟は悲哀を磯じさせるとの意。

Ｉ瀞然」は水の磯んなる様子。杜牧の阿房宮賦
にに:川溌繍、寓職に流入す｣とある。「流出花

枝」については、池|M1の墾渓友畿に「l＃１皇の代に
栂妃・mIi凶の瓶搬んなるを以て、宮蛾は皆頗る衰
悴し、後庭に備えず、常に落葉に脅して御構の水
に随いて流す」とあり、また「廠渥舎人の拳に応
ずるの歳、偶々御溝に臨むに、一紅葉を見る。僕

に命じて鋤来たらしむ｡葉の上に乃ち-絶句あ

り」とあるのを踏まえるGB。なお、黄遵憲は日本
・琉球の著名人を詠い込んだ続懐人詩の中で馬兼
才と向徳宏を取り上げているが、後者については

｢波臣流転し蟹に巽して窮す猶お自ら燭回し

て故宮を説う中に丹嘗あり金印あり蟹花仙蝶
繍に粉して紅なりと」と詠い、その自注に「向
徳宏。向・馬は皆世族なり．徳宏は僅かに一微官

なるも、然れども間関渡海して屡々救援を求め、
国亡ぶの後死を誓って帰らず｡或いは言う、今術
お閥巾に富す云云と。王宮に花ありて胡蝋[と名
づくとはまた徳宏の言う所なり」剛と記してる。

黄遵懲が同徳宏と会見した可能性はないが、馬]Ｉ
才らを通じて清鬮亡命中の向徳宏に関する情朝を
入手していたものと思われる。

○尚有二句主のいなくなった首里城には今なお

Iii1jl劃皇帝から戴いた詔勅が掛けられ、空しく朱肉
の金印のシールで封されたままであるとの意か。

ｌｊＷ１１:」はⅢliJ；、天子が原下にﾉﾌﾞえる朱灘きの
s

鰹庶｡浅灘のi鮒紀に'功臣と符を刑きて鱒をIIi；

し、丹諜鐡契とし、金腫石室に入れ之を宗廟に蔵
す」とある。「珠殿」は王宮、筒里城を指す。とＦ
ぬぐ
融の将に｢珠殿に秋風(遡る｣とあるのを踏まえる。
「紫泥」は書簡を封する紫色の泥、「金印紫泥」
は封印用の金印のシール。古代中国では泥で書簡
に封をし、詔勅には紫色の泥を用いたことから詔
おも
勅を指す。漢葡儀に「以うに天子の信璽lま皆武都
の紫泥を以て封す」とあるのを踏まえる職。
○迎恩亭二句嘗て琉球国王冊封のために派遣さ
れた冊封便を迎える迎恩亭の周りは芭蕉の葉陰に
潤われ、その周辺を行き交う老人たちは琉球の滅
亡を悲しんで忍び泣いているとの意。
「迎恩亭」については、清一統志に「迎恩亭は
那鯛港地方に在り。明の浜武の時建つ。海口を雛
ほか
れること三里許りにして、即ち天使の登岸のii}rjhj：
り」とある。「野老」については、杜甫の「江南
に笑す」に「少陵の野老声を呑みて笑す」とある

のを踏まえる鋤。但し、ここでは黄遵醗自身を
指すのではなく、琉球の老人たちのことであろ
う。

○鮭魔二句琉球の官庁などに掲げられた腔磨に
はもはや中国風の威儀はなくなったけれども、

人々の欝や冠の紐をはじめ衣服はもとのままで改
められていないとの意。
「旋磨」は族、ここでは官庁に掲げられた日の

丸を指すか。江總の詩に「南館jiE魔を列らぬ」
とある。「漠官の儀」は中国風の荘重な儀式･儀
礼、あるいはそれに用いる装束のこと。何如璋の
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使東雑詠に「廿七日、余風１１便張公並びに諸随員と
いた
とら
借に会館の天后宮に指りて番を↑了う｡漢官の威儀、
東人未だ見ざる所を見る。観る者は堵の如し」と
ある。また後漢書光武帝紀に「更始は北都の洛陽
に将たり、光武を以て司隷校尉Ｉこ行ず゜是に千て
僚属を置き､文を作りて移し､剛察に従事せしめ、
一に１日章の如し。時に三輔の吏士、司隷の僚属を
見て、皆歓喜して自ら勝えず。老吏或いは梯を垂
らして曰く､図らずも今日また漢官の威儀を見る」
とある。「管綴」は轡と冠を結ぶ紐。賂賓王の詩
に「警緩は北閥より来る１とある。またZE維の詩
に「居人未だ秦の衣服を改めず１とあるのを踏ま
めい

える㈱。

○東川二句曾て出国した蜀王の杜宇が帰国の願
いを叶えられず[mを吐いて死去し、その魂の化身
とけん
たる杜鵬がなお血を吐くような1M$き声で帰国の願
いを訴え続けているように、また曾て春秋時代の
魯国に鵬鵺が飛来し、魯の昭公が他国で苦難の生
活を強いられた末に屍となって帰国することを予
言して鳴いたように、今や琉球の東西南北で杜關
や鎚鵡が琉球国の滅亡を弔うかのように悲痛な鳴
き声を発し、最後の琉球国王尚泰の悲惨な末路を
予言しているかのようであるとの意か。
「杜鴎」は子規の別名。古代の蜀王杜宇の魂が
鳥に化したものと伝えられる。南北朝時代の末の
飽照の「擬行路難」に「中に一鳥ありて杜鵬と名
づく、是れ古時の蜀帝の魂と言う。その声哀苦、
ばけ
H蔦きて息まず、羽毛は樵伸して人の莞に似たり」
とある。杜甫の「杜鯛行」に「君見ずや昔日の

蜀の天子、化して杜朋と作りて老烏に似たるを」
とあるのを踏まえる｡｢溺鵬｣は鯛鵡の類。「稠父」
は昭公、「宋父」は定公のこと。左伝の昭公25年
の条に「鴎鶴来たりて巣くうありとは、無き所を

醤するなり｡師己曰く､異なるかな。吾れ聞くに、

文・武の世の童謡に之れありて曰く、職や鶴や、
公出でて辱かしめられん。鰯鶴の羽うっ、公

外野に在り､往いて之に馬を關らん､醗鶴謹鱗
り､公乾侯に在りて､鑿と橘とを機めん｡鶴鶴

来たりて巣くう、遠い哉遥週たり。稠父は喪労
おど
し、宋父は以て騎らん。、i鶴よM1柵、往くに歌い
来るに笑せん、と。童謡に是れあり、今鴎鵬来た
りて巣くう、それ将に及ばんとするか」とある㈱。
○興滅二句一旦滅亡した国を復興させた事例は

歴史上少なくないが、いまでは滅亡した琉球国を
復興しようとしても曾ての晋の権勢家嘉父のよう
な人物は出現せず、中国から姓を与えられた尚泰
一族は亡国の後の股の七族のように、日本の明治
政府に空しく召し抱えられているだけであるとの
意か。

「興滅」は一旦滅亡した国を復興すること。論

語の尭日篇に｢滅国を興し絶世を継ぎ逸民を學ぐ」

とある。「翼」は晋、「九宗」は九つの宗属。左伝
の隠公６年の条に「翼の九宗五正の頃父の子嘉父

は晋侯を随に魁え､譜を郭に紬る゜晋人は之を郭

侯と調う」とあり、杜預の注に「翼は晋の旧都な
り。唐叔始めて封ぜられ、懐姓の九宗、職官五正
を受〈」とある。九宗五正とは九つの宗族と五つ
の官職を司る権勢家。「姓を賜う」は詩経の鄭篭
お（
に「駆卵を､R氏の女に遮る。簡狄之を呑みて契を
生む。蝿の司徒と為り、功ありて商に封ぜらる。

尭はその後に将に興らんとするを知り、またその
姓を錫う」とある剛。「股の七族」は左伝の定公
４年に「康叔に分かつに（中略）殿民の七族陶氏
・施氏・繁氏・騎氏・奨氏・磯氏・終葵氏を以て
す」とある。

○幾人二句何人の琉球人が日本官憲の取り締ま

りを逃れて清国へ亡命し､幾たび故郷を離れて他

郷に総い､親属を探し求めたことであろうかと
の意。

「邇逃」は指名手配の罪人。ここでは清国へ亡
命した琉球人を指す。尚脅の武成篇には「今、商
王は無道を受け、天物を暴珍し、蒸民を害虐し、

天下の邇逃の主と為り､淵薮'ご譲る｣とある｡｢流
雛」は他郷に流浪すること。詩経邨風の旛丘に
０りう
「Il3たり尾たり、流雛の子。伯よ叔よ、褒如たる
充耳よ」とある。

○北辰二句北極星が甚だ遠くにあるように清国
の天子は週かな北京に居て、琉球人の救援を求め
る声は届かない以上、たとえ東海の水が干し上
がって清国と日本が地続きとなろうとも、琉球の
復国は困難であるとの意か。
「北辰」は北極星。「東梅枯ろ」については、
葛洪の神仙側に「麻姑自ら説いて云う。接待して

以来､己に東海三度桑田と為るを見る｡筒きに蓬

莱に到るに、また水浅く往日会うの時より略ぼ半

ばのみ｡量に将に鐘た陵陸と為すや｡王遠嘆い

－１１７－

琉球大学教育学部紀婆第48巣
力、

て曰く、聖人|ま皆海中の行き復えりに塵を場ぐと
言うなり、と」とあるのを踏まえる剛。
○砥裂二句アメリカ前大統領という高愛な身分
の方が日溜両国の調停に乗り出したけれども、机
上の空論を実施に移してみても何の役に立つであ

救助し、その都度上奏する労を厭わず、宗主国の
体面を維持しているだけであるとの意。
「鰯臣」は辺境、沿海地方の官吏（総督・巡撫
等)。「上疎」は皇帝への報告、上奏。琉球の漂流
難民の救助については、滴史稲属国僻に「乾隆二

ろうかとの窓。

臣松田を派して琉球に往き、琉球を廃して郡縣と

年六月、琉球所属の小琉球掴の粟米綿花を有する
船、風に適い瓢いて断江象山に至る。所闘総督の
穂曾淘衣料を資袷して週還す。覗聞せられ、帝論
して、嗣後風を被りて漂泊するの船は、督撫等を
して加意撫伽せしめ、存公銀iIljを動用して衣料を

琉球分割交渉前後の事情については、清史稿邦
交志に「(光緒）五年正月、日人琉球官員の日本
かえ

に在る者を駆りて琉jMtに回らしめ、並びに内務大

為し、並びに紀元を改め用いしむ。出使日本大臣

資給し、舟樹を修理し、貨物を街通し、本国に遮

何如嘩は函もて総署に報じ、復允親ら住きてその

帰せしむ。著して令と為す。（ｌｌｌｌＨＨ）以後、光緒

内務l1lj伊藤博文及び外務卿に見えるも、皆要領を

朝に迄るまで、凡そ琉球のiilI風難民は、皆撫伽す

企み

得ず｡時に美前総統繊永なる者あり､遊歴して

ること例の如し」とある1m。

華に来り、また将に日本の行あらんとす。李鴻章
因りて琉球の事を以て相い託す。格iHiljW1f然とし

Ⅲ「流求歌」における琉球懇繊

て調処を以て自ら任ず゜日本に至るに及び、琉球

島を以て中国に帰し、加えて内地に人りて通商す

黄遵憲が琉球に関心を向ける契機となったの
は、前述のように、馬兼才（与那原親方）との鰯Ｉ
的な出会いであるが、長編叙事詩「流求歌」の欄
成に於いても、冒頭の四句で琉球救援を訴える馬
兼才(与那原親方)の悲壮な姿を浮かび上がらせ、
その請願の趣旨を敬術する形式を仮りて、琉球の
建国から廃琉置県に至る琉球独自の歴史を回顧し
つつ、股後に琉球民衆の悲境と清国の無力を確潔
することで全体を締めくくっている。要するに、
黄遵憲は馬兼才（与那原親方）に仮託して琉球の
歴史と現状を詩的に描き出す手法を用いることに
よって､自らの琉球認識を開示したわけであるが、
その特長として注目しておきたいことは次の通り

るには各国の利益均播の篠に照さしむ｣とある閲。

である。

各島は本より三部に分かるるを以て、中部を将て
球に帰し、立君復国し、中東両国より各々領事を
設けて保護せんことを商議す。その南部の台湾に
近く中国の属地と為るは、中国に割隷し、北部の
薩摩島に近く日本の属地と為るは､日本に割隷し、

争いを息むくきを賛う゜(中略)俄国廃約の事に

会い、中国と郷を藍むれば、暦事府左庶子張之洞
は俄人日本を特みて後援と為せば、宜しく日本
ゆら

とＩＨＩ絡し､識する所の商務は允すべきIさ早く允し、
ふた
但彼の国両つな力《ら相い助けざるを得れば、俄事
へ
や
自ずｊｂ､ら沮むべしと奏す。政府lま奏を得て、因り

て日使の宍戸磯の謝擶(,､南部の宮古八重山二
喧騒の大長」はグラント前米大統領を指す。劉

禺錫の詩に「醗褒の君長風を迎えて駁す」とあ
り、史記の南越列伝に「陸貿至る。南越王甚だ恐
る゜街を為りて謝し、称して曰く、蟹夷の大長に
して老夫の臣佗なり、と」とある。「空言施すな

し」とは机上の空論では現実の問題を解決するの
に役立たないことをいう｡騨愈の答孟尚瞥嘗に｢空
言7M§すなければ、切と錐も何ぞ楠せんや」とある
のを踏まえる剛。

○只有二句琉球難民が中国に漂着すれば、従来
通り救助して樵他するようにとの命令を受けて、
沿海地方の官吏は毎年漂着する琉球難民を手厚く

第１に、琉球史の基調をかなり正確に認識し、
東アジアにおける琉球の位置を群観的に捉えよう
と試みていることである｡たとえば､明国の冊封、

薩摩の侵攻、明治維新、廃琉關県を琉球史の転換
として正確に認識し、その歴史的転換を東アジア
世界の中に位置づけて理解しようとしていること
に注目すべきであろう。同時代の消国知識人の琉
球論や滴国内の新聞・雑誌の琉球関係記事・論説
が専ら明国の冊封のみに注目してその後の琉球史
の転換をほとんど無視しているのに対比すれば、
｢流求歌」における琉球史の転換に関する認識は
顕著な特長として指摘できる。
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第２に、口琉関係史と巾琉関係史の比重を客観（１）「明治維新」

的に測定し､前者にかなりのウエイトを置きつつ、
琉球史の方向を左右する１１本側の影騨を霞祝して

いることである。たとえば、秀吉のアジア侵略政

獺を継承した滕鱗の琉球侵攻の後、琉球は…力で
鹸隙（|]水）の従属国に転落しつつも、他方でW1

II1の１Ｍ封を受けてその属国としての地位を保持し

続けたことによって、日明あるいは日清の両属国
として位憧づけられたことをほぼ正確に認識して
いる。同時代の消国の知識人たちが琉球－滴l剥専
腐鐵にl11il執し蒋観的な史実の検討を怠っていた１１１
で、黄遵懲は琉球の両属を歴史的事実として確認
していたのである剛。このような黄遵憲の琉球認
識はロ本研究の副産物であるばかりでなく、琉球
のAl鍼才.（ljLlI11膿親方）等との接触・交流によっ

てi\られた蝿識であろう。
第３に、両属を強いられた琉球の立場に紙１１Mの
同情を表明し、とりわけ廃琉置県によって亡国の
民となった琉球人の行動を憐偶の目で捉えつつ
も、同国人に対して積極的に琉球救援を呼びかけ
る姿勢を示さず、ややクールな目で事態の推移を
フォローしていることに注目したい。同時代の澗
鬮の知識人たちの多くは琉球問題をめぐって、琉
球への同憎を表明するだけでなく、琉球救援のた
めの対日強硬論を主張していた。何如琿・黄遵恵
らも対日外交の舞台では積極的な琉球救援論を主
張したにもかかわらず、黄遵憲の「流求歌」にお
いては、琉球の立場への同情に終始し、琉球救援
の必要性が積極的に表明されていないのは何故で

あろうか。この点は明治維新と廃琉置県の評価に
関わっているように思われる。
第４に、明治維新に於ける一連の変革が琉球へ

も波及したことを強調していることから、廃琉撒
ﾘﾊをも明治維新の一環として認識し、ある種の歴
史的必然として受け止めようとする姿勢を示して
いることに注目しておきたい。もっとも、黄遵憲

の明治維新に対する評価は揺れ動いており、「流
求歌」においてはむしろ転覆された旧体制側に同
情的な捉え方をしているように見える。ところ
が、『日本雑事詩』においては明治維新は必ずし
も否定的に受け止められているわけではない。明

治維新を題材とした若干の七言絶句を例示すれ
ば、次の通りである御。

剣光璽払鏡新暦剣光かさねて払い鏡新たに磨
き

六ivi年來返太阿六百年来IjXjiihこ返る
良さ

方lif｣二校帰一日方に上枝を蛾き－の日に帰す
るも

紛紛民又唱共和紛紛として民また共和を喝う
(2)「廃藩置県」

呼天不見群龍首天を呼べども群龍の首を見ず
１０ぱば

mMl地斉聞万馬斯地を動かして斉し〈万馬のＩＩｌｉ
くを聞く

iii変附封建制'齪世官封建のＩｌｉＩを変じ
競標名字党人碑鰯いて名字党人の碑を標す
(3)「文明開化」

ウもわし

玉臘旧国紀維新 ﾐR騎の１日国維新を紀し
たち亡

万法随風催転輪万法風に随いて１１(ち転輸す
さん

杼OMI錐空衣服築杼軸空しと錐も衣服薬たり
力、

東入園K得似西人東人肘蔵ち得たり

西人に似るこ

とを

以上の三題について言えば、黄遵憲は「明治維
新」の承句・転句において王政復古・中央集権化
を客観的に捉え、「廃藩置県」の起句では易経の

乾卦の「川九、群龍の首なきを見る。吉なり」を
踏まえていることから廃藩置県を肯定的に受け止
めていることが伺われ、「文明開化」の転句では
日本の経済的困窮を皮肉りながらも、結句では日

本が西洋文明の導入に成功したことを賞賛してい
るように見える。要するに、黄遵憲は明治維新に

よる日本の全面欧化を手放しで賞賛しているわけ
ではないけれども、維新の変革を肯定的に受け止
めようとする姿勢を強めつつあったといえるであ

ろう。しかし、明治維新を肯定的に評価し、廃琉
置県を明治維新の一環として捉えようとすれば、

勢い琉球問題の意義は低下せざるを得ない。黄遵
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照。

意は廃琉置県によって亡国の民となった琉球人へ

の限りない同情を表明しつつも、世界史的な視野
に立って琉球の滅亡をある種の歴史的必然と受け
止めていたように思われる。

(9)松田道之I・琉球処分』（『明治文化資料叢書』
第４巻）275頁参照。
(１０何如璋『使東述略（肘雑詠)』（文海出版社）
参照。

註

００以上は何如琿・iiij褐iL；11～15頁参照。

（１）超爾巽等撰『滴史稿」巻464、列伝250゜

０，黄遵憲「続懐人狩１日注寸呉天任・前掲書７６
頁、王蓮常「国恥詩話」（『黄遵葱詩論評」３６

（２）鍵仲聯撰「寅公度先生年譜」（r人境慰詩草菱

注』下、1166頁以下)、呉天任著「黄公度先生

傅稿』（1972年、香港中文大学出版)、楊天石著

頁)。

03｜高田真治『漢詩体系二詩経下』（昭和43年、
集英社）４４頁。

『黄遵憲」（1979年、上海人民出版社)、麦若鵬
「黄遵憲伝』（1957年､古典文学出版社)、鄭子

００「李鴻章全集」択署函稿巻８，２０頁。以下、

】WR編著『人境邇叢考』（1959年、商務印瞥館)、
増田渉「黄遵愈について（覚瞥)」（『人文研究』

05）｜｢季全集』訓署巻８，２頁。

第15巻第６号)、郡海麟「《日本国志》与《日本

００松旧道と『琉球処分.１２７５頁。

変政考》的関係試探」（『壁南学報」1986年第
２期)、同「何如坤与光緒初年的中日関係」

(I、拙編『琉球救圃諦願醤集成」３９～43頁参照。

（『日本的中国移民」1987年、三聯轡店出版）

(I9Iさねとうけいしゅう編・前掲書、実藤恵秀著

『李全集』訳署と略称。

UＯ松田道之『琉球処分』275頁。

等参照。

『明治日支文化交渉」（昭和18年、光風館)、増

(3)島田久美子職遵憲一黄公度一』（1963年、
岩波書店)、黄遵憲著・実藤他訳『日本雑事詩』
（昭和43、平凡社）等参照。
(4)されとうけいしゅう編訳『大河内文書』（昭
和39年、平凡社）等参照。

田・前掲論文等参照。

剛鄭子琉・実藤恵秀綿ｒ黄遵憲與日本友人筆談
避稿』（1968年、文海出版社）248頁、250～251
頁。

ＣＤ鄭子轍･実藤恵秀編･前掲齋269頁、272～273

(5)呉天任・前掲樽、郷海麟「何如琿与光緒初年

頁。

的中日関係」等参照。なお、梁啓超の「飲泳室
詩話」によれば、「先生（黄遵憲）は光緒の初
に於いて、何子峨星使(如琿）の幕府に参して

⑰拙稿「李鴻章と同徳宏１（『琉中歴史関係論文

何便の総署及び北洋（李鴻章）に与うる所の文
頒あり。吾、近頃乃ち全案を見るを獲る。凡そ

卿何如琿『何少謄文妙」（文海出版社）６４～６５

集（第２回)』（1989年、琉中歴史学術会議)、
拙稿「洋務派外交と亡命琉球人Ｉ（『琉球大学教

日本に便す｡その時正に琉球の事搾るに噛る。

育学部紀要』36.37集、1990年）等参照。
頁。

往返数十函、殆ど十余寓言あり。皆力めて強硬

剛喜舎場朝賢『琉球見聞録』149頁。

手段を主す。（中略）その先生の手に出る者、

閥拙編『琉球救国調願書集成』９０～94頁参照。

十に七八なり」（｢黄遵懸詩論評」１５～16頁）と

００銭仲聯『人境臓詩草菱注』上、323頁参照。

いう。

⑰黄遵憲「続懐人詩」自注参照。
(281銭仲聯ｒ人境慮詩草菱注』上、323頁参照。
剛福永光司『荘子』外物・雑篇（朝日新聞社）

(6)『那覇市史」資料篇第二巻中の四所収。
(7)以下の馬兼才（与那原親方）の政治的動向に
ついては、拙稿「琉球救国運動と日本・清国」

参照。

（｢沖縄文化研究」１３号)、『琉球救国請願書集
成」（1992年、法政大学沖縄文化研究所）等参

OUI「漢語大詞典』２参照。
０，銭仲聯「人境慮持草菱注」上、323頁参照。

照。

図『李全集』訳署、巻九参照。

(8)拙稿｢清国(洋務派）の対日外交と琉球問題」

卿子湖題襟集・嶺南詩存には「赤土」を「倭国」

（『琉球大学教育学部紀要』４５集、1994年）参
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に作り、階書赤土国伝には「赤土国は扶南の別

西I叫戯遵懸の「流求歌」と琉球認識〔試総）

る。「さても稠父は位を失って他国に流離し、
宋父はかわって勢いをもり返すこととなろう。
元気に飛び立った鰯鶴の鳥、悲しくなきさけび
ながら帰ってくる。それは生きて国を出、死ん
で戻ってくる稠父を思わせる」（『古詩源』上、

種なり。都する所の北は色赤ければ因りて以て
号と為す」とある（銭仲聯ｒ人境慮詩草菱注』
上、324頁参照)。

例以上、銭仲聯ｒ人境臓;榊〔蕊注ルヒ、200頁、
325頁参照。

閲以上、銭仲聯『人境噸時草謹注』上、194頁、
325頁参照。

柵以上、銭｛１'１聯『人境臓詩欺饗注』」二、325頁
参照。

G7）銭仲聯l｢人境臘詩草菱注ｊｌＺ、327頁参照。
<380銭仲聯『人境臓詩草菱注』’二、327頁参照。

３７頁)。

iW）鍵仲聯『人境魔詩草菱注』上、334頁参照。
㈱浅仲聯『人境臓詩草菱注』上、６３頁参照。
(冊リグラントの仲介を契機とする琉球分割交渉に
ついては、前掲の拙稿「洋務派外交と亡命琉球
人」等参照。

剛『李全集』訳箸、巻九参照。
MUI銭仲聯『人境蝋詩草築､!」上、328頁参照。
Ⅱ、鎚仲聯「人境､【詩草菱注ルヒ、329頁参照。
㈹『季全集』訳署、巻九参照。
卿鎚仲聯『人境臘詩草菱Ｈｉｊ３２９頁参照。
卿以上、銭仲聯『人境魔詩草菱注』上、330頁

1601以上、銭仲聯『人境魔詩草鑓注」上、108頁、
335頁参照。

剛なお、清国における琉球難民の救助について
は、拙稿「清代光緒年間の〈琉球国難民＞漂着
事件について」（『第二回中国・琉球交渉史に関
するシンポジウム論文集」1995年、沖縄県立図
瞥館）参照。

参照。

鯛以上、銭仲聯i・人境瞳詩草菱注』上、330～
331頁参照。

鯛王蓮常は「国恥詩話」において黄遵憲の「流
求歌」を論評した際、「同治十年に至って、倭
つい

寛にその（琉球の）属地ﾊﾟｰるを畠言するや、

M、拙稿「前近代琉球の自己意識と国際意識」
（島袋邦・比嘉良充編『地域からの国際交流』１

我が国の士大夫もまた礎りて之を属地とす｣と

指摘して、中国の知識人たちが日本側の主張を

986年、研文出版）参照。

鞠呑みにして琉球を日本の属地と認めたかのよ
うに理解した上で、「また一国葱れより二主に

㈱鐘仲聯「人境臓詩草菱注』上、332頁参照。
ＩＭＩ以上、銭仲聯『人境魔詩草菱注』上、166頁、

臣たりと云うは、琉球始めより終わりまで未
だ嘗て自ら倭国に臣属するを認めざるを知らざ
るなり。此れ辨ぜざるべからざる者なり」と黄
遵憲の琉球認識を批判の俎上にのせ、向徳宏節
略の記述を引用することによって琉球の両属を

332頁参照。

M9）以上、銭仲聯『人境臓詩草菱注』上、287頁、
332頁参照。

剛以上、銭仲聯『人境臓持草菱注』上、333頁
参照。

否認しようと試みている。王蓮常を含む中国の
知識人の意識の中に、琉球の両属を否定し中国
専属の属国として位置づけようとする志向が根
強く残存していることに注目すべきであろう
（銭璽聯輯『黄遵憲詩論評（肘年譜)』３２～３６

６，以上、銭仲聯ｒ人境臓誇草蕊注』上、333頁
参照。

図銭仲聯『人境臘詩草菱注」中、589頁参照。

働鏡仲聯『人境願詩草菱注」上、333頁参照。
剛銭仲聯『人境臓詩草菱注』上、333頁参照。

頁)。それ故に、黄遵憲の琉球認識は清国知識

臼以上、銭仲聯『人境魔詩草菱注』上、201頁、

人の間で特異な位置を占めていたと言えるのか

333頁参照。

も知れない。

㈱左伝の昭公25年の条に収録している｢鴎鶴歌」
は鶴の君主の昭公と定公の交代を鰯鶴という鳥
に託して予言した歌とされるが、最後の四句に

卿黄遵憲著・実藤他訳『日本雑事詩』（昭和４３
年、平凡社）参照。

ついて内田泉之助氏は次のように解釈してい
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