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歴代宝案の校訂と档案史料
－国立故宮博物院収蔵档案史料との校合を中心に－
赤嶺 守
明治・大正・昭和における日本の学会では、15 世紀から 16 世紀にかけて
東南アジア貿易で活躍した「ゴーレス」と呼ばれる人たちについての論争が展
開されていた。しかし、その正体がわからずゴーレスは謎のヴェールにつつま
れていた。
「ゴーレス」という名称は、1511 年にマラッカを占領し、ポルトガ
ルのアジア進出の基礎をつくった第二代インディア総督であったアフォンソ・
デ・アルブケルケの『アルブケルケ書翰集』や彼の息子ブラージュ・デ・アル
ブケルケが父の事績を記した『アルブケルケ伝』を通して日本に紹介されてい
た。学会では、
「ゴーレス」に日本人・高麗人・台湾人そして琉球人をあてる
諸説が次々と提示され、論争がくりひろげられていたが、どれも実証的な史料
に乏しく定説に至ることはなかった。しかし、この ｢ ゴーレス ｣ 論争は琉球王
国の外交文書『歴代宝案』の発見によって決着がつけられることになる。16
世紀の多くのポルトガル史料に記述されている ｢ ゴーレス ｣ の交易記録と王府
の編集した外交文書『歴代宝案』に記された琉球王国と東南アジアにおける当
時の交易記録を照合すると、多くの点で一致することが判明し、謎につつまれ
た「ゴーレス」の正体が琉球人であることが、
『歴代宝案』を傍証史料とした
研究者の手によって次々に解明されていった。現在では「ゴーレス」の琉球人
「ゴーレス」というと
説は定説化され、それに異論をとなえる人はいない 1。
馴染みが薄いが、
「ゴーレス」とは、私たちが聞き慣れていている「レキオ」
の別称である。
『歴代宝案』には、暹羅（シャム）
、仏太泥（パタニ）
、満剌加
（マラッカ）
、旧港（バレンバン）
、爪哇（ジャワ）
、蘇門答剌（スマトラ）
、安
南（ベトナム）
、巡達（スンダ）といった東南アジア諸国との間の交易交渉の
記録が綴られており、15・6 世紀の東南アジアの交易史料はほとんど存在しな
『歴
いことから、多くの東南アジア研究者が『歴代宝案』に注目している 2。
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代宝案』には、明代の永楽 22 年（1424）から清代の同治 6 年（1867）まで
の、外交文書が綴られている。東南アジア諸国との往復文書が残されているの
は 1570 年までであるが、1570 年に東南アジアとの交易記録が途絶えるのは、
ポルトガルの東アジア進出と中国の解禁政策が解かれ、東南アジア社会に中国
商人が進出したことに、これまでの中継貿易が大きく阻害されたことが要因で
ある。
1372 年に明の太祖洪武帝の招撫を受け中山王察度が進貢使節を派遣し、
1404 年に察度の子武寧が冊封を受けている 3。その後歴代の国王が中国の冊
封を受け、その職約として貢期に準じた進貢を行なっている。琉球は中国を宗
主国とする宗藩関係の中で属国として位置付けられ、こうした中国との宗属関
係は 1879 年に琉球王国が解体されるまで 500 余年も続いている。1570 年以
降東南アジアとの交易記録が消え、そして 1638（崇禎 11）年以降朝鮮との文
書往来が途絶えると、
『歴代宝案』には、全て中国との間の進貢、冊封、謝
恩、慶賀、官生の派遣、漂着民の送還などに関する往復文書が綴られるように
なる。康熙 36（1697）年に『歴代宝案』の最初の編集が行われているが、そ
の編集の経緯について『歴代宝案』の中では、以下のように記されている。
歴代寶藏于天妃宮 , 其来久矣。然歴世已久 , 而不能無廃夷之患。今 國相弘
才、法司向世俊、毛克盛、毛見龍心甚憂之 , 随命紫金大夫蔡鐸、長史蔡應詳、
鄭士綸重脩舊案抄成二部。一部四十九本 , 一部上于王城 ,

一部藏于天妃宮 ,

自康熙三十六年丁丑四月四日起 , 至十一月三十告竣 。
4

歴代の往復文書は漢文の外交文書を作成していた久米三十六姓の後裔の居
住地であった久米村の天妃宮に保管されていたことが知れる。長く時代を経
て、中にはかなり虫食いの進んだ文書も存在していたのであろう。国相の尚弘
才、法司（三司官）の向世俊・毛克盛・毛見龍も心を痛め、そのまま放置する
わけにいかず、久米村の紫金大夫の蔡鐸、長史の蔡應詳らに編集を命じ、計
49 本（冊）を 2 部作成し、1 部を首里城に、他の 1 部を天妃宮で保管したと
いう。宝案とは貴重な案件文書を意味するが、それは単なる過去の歴史の記録
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ではなく、常時展開される外交の事案処理の際の重要な参考資料としても用い
、天妃宮にて保管さ
られていた 5。首里城に保管されていたものを「王府本」
れていたものを「久米村本」と呼んでいる。上述したように、
『歴代宝案』は
王国初期から末期までをカバーする中国を中心とする朝鮮及び東南アジア諸国
との関係を知る同時代史料である。その内容であるが、第 1 集は文書の書式
そして国別に分類され、1424 年から 1696 年の文書を収録している。明清皇
帝からの「詔」
「勅」
、琉球国王から皇帝に呈上した「表文」
「奏文」
、礼部の
「咨文」
、福建布政使司の「咨文」
、琉球国王から礼部・福建布政使司へ送った
「咨文」
、派遣使節の渡航許可証明書の「執照」
「符文」
、南明政権との往復文書
である「弘光文稿」
「隆武文稿」
、王府が朝鮮・東南アジア諸国へ送った文書の
「移彝咨」
、朝鮮・東南アジア諸国からの文書である「移彝回咨」
、朝鮮・東南
アジア諸国への派遣使節の渡航許可証明書である「移彝執照」
、山南王他魯毎
と明朝及び王相懐機と旧港との往復文書の「山南王併懐機文稿」等、全 49 巻
中 42 巻が現存している。第 1 集の巻 2 と巻 37 に収録されている「隆武三詔」
（南明の監国唐王の令諭、南明の紹宗の登極の詔、御駕親征の詔）は天下の
「孤本」で南明隆武朝の歴史を補いうる貴重な史料である。第 2 集は第 1 集と
「詔」
異なり編年体で編集され、1697 年から 1858 年の文書を収録している。
「勅」
「表文」
「奏文」
「咨文」
「執照」
「符文」等、全 200 巻中、187 巻が現存
している。第 3 集も第 2 集同様に編年体で編集され、1859 年から 1867 年の
文書を収録し、13 巻全て現存している。第 3 集にはその他に別集があり、別
集には久米村の漢文文書を作成していた文組方に残されていた「咨集 文組
方」
、幕末に来琉した仏・英・米国船や異国人をめぐる問題で清朝との間でか
わされた文書の「咈

唖三国情状」
「咈

情状」
、そして 1719 年の冊封使節

（正使海宝・副使徐葆光）がもたらした物品目録である「冠船之時唐人持来候
貨物録」を収録している 6。
首里王府に保管されていた王府本は、1879 年に日本政府が琉球王国を併合
する「琉球処分」を強行した際に没収され、その後内務省に移されていたが、
1923 年の関東大震災で焼失している。一方、久米村本は、長く秘密文書とし
て久米村の旧家を転々とし、1931（昭和 6）年に王朝時代の法制史料を探し
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ていた商業学校の教師仲元英昭によって、偶然、神村家で発見された。当時セ
ンセーショナルな大発見として話題となり、翌年に沖縄県立図書館長の眞境名
安興の依頼を受けた島袋全発の斡旋により、久米村本は県立図書館に寄託され
ている。県立図書館では原本を保管し、その副本を作成して、それを一般に供
覧させていた。しかし、この久米村の『歴代宝案』も今次の大戦で失ってお
り、原本は一冊も残されていない。現在沖縄県内で確認できる外交文書のオリ
（沖
ジナル史料は、成化 23（1487）年 12 月 25 日付けの尚真王への「勅諭」
縄県立博物館・美術館蔵）と道光 28（1848）年の福建布政司使からの咨文
（沖縄県立図書館東恩納寛惇文庫蔵）の 2 点のみである。
沖縄戦の犠牲となった久米村本については、幸いなことに台湾大学に写本
が残されていた。台湾大学の前身は日本の植民地統治下の台北帝国大学（現台
湾大学）で、
『歴代宝案』が公開された当時、同大学文政学部で明代を中心と
する日中交渉史を研究していた小葉田淳が、この稀有の外交文書に注目した。
小葉田が久米村本の写本の作成に乗り出し、久場政盛に筆写を依頼している。
戦後、台湾大学は文学院図書館にて保管し、1972 年に『歴代宝案』1 集・2
集・3 集（全 15 冊）を復刊本として同時刊行すると、国内外の研究者の注目
するところとなり、
『歴代宝案』が再び明清代の対外関係史、とりわけ中琉関
係史研究の基礎史料として注目を浴びることになる。戦前、久米村本の発見
は、琉球王国の対外関係史研究の一大ブームをつくり、小葉田淳著『中世南島
通交貿易史の研究』
、伊藤忠太・鎌倉芳太郎著『南海古陶瓷』
、秋山謙蔵著『日
支交渉史研究』
、東恩納寛惇著『黎明期の海外交通史』
、安里延著『日本南方発
展史』といった多くの研究成果を生み出していたが、最近でも復刻された『歴
代宝案』を駆使した豊見山和行『琉球王国の外交と王権』
（吉川弘文館、
、西里喜行『清末中琉日関係史の研究』
（京都大学学術出版会、2005）
2004）
、深澤秋人『近世琉
岡本弘道『琉球王国海上交渉史研究』
（榕樹書林、2010）
、渡辺美季『近世琉球と中日関係』
球中国交流史の研究』
（榕樹書林、2011）
（吉川弘文館、2012）といった論著が多く上梓されている。
『歴代宝案』については、台湾大学蔵写本以外に、戦前に青焼影印本とし
て複写された「鎌倉影印本」
（第 1 集 36 巻、第 2 集 17 巻、第 3 集 2 巻、別
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集 1 巻）
「東恩納影印本」
（第 1 集 24 巻）が現存し、同じく戦前に筆写された
「東恩納筆写本」
（全 30
「旧県立図書館蔵写本」
（第 1 集 31 巻、第 2 集 65 巻）
（13 冊）
「東京大学蔵写本」
（第 1 集 38 巻）
巻、巻 14 巻重複）
「横山筆写本」
及び 19 世紀に久米村の鄭良弼がサンプル的に抜き出し筆写した「鄭良弼写本」
が現存している。そうした青焼本や写本を基に『歴代宝案』の復元は可能とさ
れ、沖縄県立図書館史料編集室（現在は財団法人沖縄県文化振興会公文書管理
部史料編集室、以下「史料編集室」と略称する）では、平成元（1989）年に
策定された編集基本計画のもとに、国内外に残存する全ての影印本や写本およ
びその他の関連史料を校合して、
『歴代宝案』第 1 集・第 2 集・第 3 集・別集
全ての校訂本や訳注本を刊行する『歴代宝案』編集事業をスタートさせてい
る。しかし、青焼本や写本による校訂には大きな問題があった。写本は誤写が
少なくなく、影印本にしても、戦前の青焼きの段階ですでに虫食いなどにより
原本に文字や文の欠落があり、現存する写本や影印本と国内の関連資料のみの
校合では、そうした問題の克服は難しく、校訂作業では中国や台湾側に残され
ている当時の行政文書である档案史料の収集が必要とされていた。同時代史料
である档案史料との校合によって、質の高い誤写の訂正や欠落箇所の復元が可
能だと判断されたからである。清代の行政文書は、そのほとんどが北京の中国
第一歴史档案館と台北の国立故宮博物院・国立中央研究院に保管されている。
まず、史料編集室が注目したのが、北京の中国第一歴史档案館の収蔵する
档案史料であった。中国第一歴史档案館の収蔵する明清代の档案類は 1 千万
件以上もあるといわれている。上述したように、1570 年の暹羅（タイ）との
貿易関係の終焉によって、
『歴代宝案』から東南アジア貿易の記録が消え、
1638（崇禎 11）年以降、朝鮮との外交関係も途絶え、その後『歴代宝案』の
記録は全て中国との往復文書が占めるようになる。
『歴代宝案』に収録されて
いる文書の中で圧倒的量を占めているのは清代（1644 年 ~1911 年）の往復文
書で、特に進貢に関わる文書が多く、その中には貿易に関する記録も数多く含
まれている。その他に中国皇帝が新国王の即位の際に派遣した冊封使、中国へ
の国費留学生（官生）
、中国へ漂着した琉球漂流民や琉球に漂着した中国漂流
民の送還といった中琉関係全般に関わる文書が収録されている。当時、こうし
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た案件に関わる処理に関しては、中国の地方行政長官である総督や巡撫による
皇帝への報告（上奏）が義務づけられていた。
『歴代宝案』との校合の際必要
とされる重要な档案史料は、主にそうした上奏文書である。上奏文書には案件
の内容や処理の経緯が詳細に記されている。同時代史料であるそうした上奏文
との校合は『歴代宝案』の校訂作業に大いに役立つと考えられていた。中国第
一歴史档案館の収蔵する档案史料は 1 千万件以上もある。その中から琉球関
係の档案史料を探し出すのは至難の業であるということはいうまでもない。最
初に中国国内の档案史料を沖縄側に紹介したのは中国第一歴史档案館研究員の
鞠徳源氏で、鞠氏は 1990 年 6 月に沖縄大学の招聘を受け、沖縄大学土曜教養
講座の講演で、中国第一歴史档案館所蔵の中琉関係档案史料について講演して
いる。講演では、档案史料を部門別に紹介し、どういった部門に琉球関係の档
案史料が保管されているのか、そして档案の具体的な内容について詳しく説明
してくれた。中国において、琉球関係の档案史料発掘の先鞭をつけたのは鞠徳
源氏だといっていいだろう。その後、沖縄県教育委員会は、1991 年 3 月に中
国第一歴史档案館と那覇市で「清代の档案マイクロフィルムの相互交換に関す
る中国第一歴史档案館と日本国沖縄県教育委員会との覚書」を調印し、その取
り決めに沿って中国第一档案館から沖縄県教育委員会へ琉球関係档案史料のマ
イクロフィルムが提供され、そのマイクロフィルムをもとに『歴代宝案』の本
格的な校合作業がはじまった。
一方、中国第一歴史档案館との間で共同調査研究を進めていた福建師範大
学の徐恭生・謝必震の両氏は、中国第一歴史档案館に琉球関係档案史料の刊行
を呼びかけ、その後档案史料は沖縄銀行の出版助成を受け、1993 年、94 年に
、第 2 巻『清代中琉関係档案続編』として刊
第 1 巻『清代中琉関係档案選編』
行された。1955 年 11 月には、福建師範大学に王耀華、徐恭生、謝必震氏が
中心となり「中琉関係研究所」が設立され、中国第一歴史档案館におけるより
積極的な史料の発掘収集が進められるようになり、档案史料はその後も『清代
中琉関係档案三編』
『清代中琉関係档案四編』
『清代中琉関係档案五編』
『清代
中琉関係档案六編』
『清代中琉関係档案七編』と海洋博覧会記念公園管理財団
（現「沖縄美ら島財団」
）の出版助成を受け刊行されている 7。1997 年には、
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琉球国王が中国皇帝に送った奏文や表文を収録した『清代琉球国王表奏文書選
録』が財団法人沖縄県文化振興会の出版助成によって刊行されている。档案史
料の刊行については第七編で終了し、中国第一歴史档案館ではこれまで刊行さ
れた『清代中琉関係档案史料』を編年体に組み直し、
『中琉歴史関係档案』と
して出版する新たなプロジェクトを実施し、現在乾隆年間までその刊行は進ん
でいる 8。
档案史料については、台湾にも琉球関係の档案が数多く存在する。1949 年
に中国で中華人民共和国が成立すると、国共内戦に敗れた国民党政権は中華民
国政府を台湾に移すことになる。その際、中国本土で保管されていた档案史料
の一部が台湾に運び込まれ、現在そうした档案史料は台北の国立故宮博物院や
国立中央研究院に保管されている。故宮博物院の現存档案は約 40 万件、中央
研究院の現存档案は約 31 万件といわれているが、
「軍機処档」
「宮中档」
「起
居注冊」
「上諭档」
「月摺档」
（以上、故宮博物院収蔵）
、
「内閣大庫档案」
（中央
研究院収蔵）の中から多くの琉球関係档案史料の存在が確認されている。
台湾において、歴代宝案編集事業に積極的に協力したのは、台湾大学教授
の陳捷先氏であった。陳氏は档案学の権威で満州語档案研究の造詣も深く、現
在一年おきに台北、沖縄、福州、泉州、北京、山東と開催地をかえて開催して
いる「中琉歴史関係国際学術会議」の創始者でもある。最近の中琉関係史研究
では、多くの研究者が档案史料を駆使して研究を行っているが、台湾において
最初にその重要性を提唱したのは陳氏であった。故宮博物院の顧問的職務を担
っていた陳氏による積極的な琉球関係史料の発掘により、多くの档案史料の存
在が確認され、それが『歴代宝案』の校訂作業に役立てられることになる。陳
氏は台湾大学退職後、カナダに移住されたが、発掘作業は現在も故宮博物院文
献処の陳龍貴・周維強・趙沂芬氏の協力を得て行われており、発掘された档案
史料はすでに沖縄美ら島財団の助成金をもって『清代琉球史料彙編 宮中档硃
批奏摺（上・下）
』
『清代琉球史料彙編 軍機処档奏摺録副（上・下）
』として
四冊刊行され、来年（2018 年）度は『清代琉球史料彙編 上諭档・起居注・
月摺档・清実録（上・下）
』二冊の刊行が予定されている。軍機処の档案史料
は草書体で記されており、一般の読者がそれを判読するのは極めて難しいこと
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から、その翻刻作業も併せて行われている。故宮博物院の武英殿善本書籍の中
からは、その他に琉球国王尚清の冊封使陳侃の『使琉球録』や周煌の『琉球国
志略』
、費錫章の『続琉球国志略』が見つかっており、また文淵閣の『四庫全
書』の中からも 2 千件以上の琉球関係記事の存在が確認されている。故宮博
物院ではそうした史料については、逐次『琉球史料彙編』として刊行していく
予定である 9。
国立中央研究院の琉球関係档案史料は歴史語言研究所档案室と近代史研究
所档案室に保管されている。
『歴代宝案』編集事業で利用されている「内閣大
庫档案」は、歴史語言研究所が保管しており、一部『明清档案』として聯経出
版から刊行されている。近代史研究所蔵の「清季外交档」の中には「琉球档」
として清末の琉球帰属問題に関する総理衙門の档案史料が整理されており、そ
の中に琉球の復国運動を展開するため中国に密航して総理衙門や礼部、李鴻章
や左宗棠といった中央官庁や官吏に提出した嘆願書が「球案文稟鈔存」として
綴られている。
『歴代宝案』の校訂作業に生かされている「内閣大庫档案」に
ついては、その多くが未刊行で、未刊行の档案史料群の中からも多くの琉球関
係史料の存在が確認されている 10。
史料編集班は長年の档案史料の収集を終え、去年（2016）12 月に『歴代宝
案』全 15 冊の校訂本出版を無事終えている。現在、訳注本の編集が進められ
ている（第 1 冊・第 2 冊・第 3 冊・第 4 冊・第 5 冊・第 7 冊・第 9 冊・第 11
。これまで刊行された校訂本の凡例
冊・第 12 冊・第 13 冊はすでに刊行済み）
を見てみると、
『歴代宝案』の影印本や写本以外に校合史料として、
『明実録』
（台北、中央研究院歴史語言研究所本）
、
『李朝実録』
（韓国国史編纂委員会影印
本）
、
『陳侃 使琉球録』
（上海、商務印書館）
、
『夏子陽 使琉球録』
（台北、明
代史籍彙刊本）
、
『趙新 琉球国志略』
（福州黄楼版）
、
『大清歴朝実録』
（台北、
中華書局）
、
『清会典事例』
（北京、中華書局）
『明清档案』
（台北、聯経出版事
業公司）
、
『明清史料 庚編』
（台北、中央研究院歴史語言研究所刊）
、
『嘉慶道
光朝上諭档』
（広西師範大学出版社）
、
『乾隆朝上諭档』
（北京、档案出版社）
『清代中琉関係档案選編』
（北京、中華書局）
、
『清代中琉関係档案続編』
（北
京、中華書局）
、
『清代中琉関係档案三編』
（北京、中華書局）
、
『清代琉球国王
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表奏文書選録』
（北京、黄山書社）
、
『中山世譜』
（琉球史料叢書第四巻）
、
「漂着
（沖縄県立博物館・美術館
関係記録」
（
『沖縄県史料』 前近代 5）
、
「呈稟文集」
蔵」
、
「歴代表文集」
（法政大学沖縄文化研究所蔵）
「請封表」
（法政大学沖縄文
化研究所蔵）
、
「頒賜遺詔謝表」
（法政大学沖縄文化研究所蔵）
、
「頒賜遺詔謝奏」
（法政大学沖縄文化研究所蔵）
、
「中国第一歴史档案館蔵軍機処档案」
、
「中国第
一歴史档案館蔵内閣題本」
、
「故宮博物院（台湾）蔵档案史料（奏摺）
」
、
「故宮
博物院（台湾）蔵档案史料（上諭档）
」
、
「故宮博物院（台湾）蔵史料（起居
注）
」を挙げている 11。
凡例に挙げられている「中国第一歴史档案館蔵軍機処档案」
、
「中国第一歴
史档案館蔵内閣題本」は上述した中国第一歴史档案館から提供されたマイクロ
フィルムの档案史料で、
「故宮博物院（台湾）蔵档案史料（奏摺）
」
、
「故宮博物
院（台湾）蔵档案史料（上諭档）
」
、
「故宮博物院（台湾）蔵史料（起居注）
」
は、現在国立故宮博物院で刊行が進められている『清代琉球史料彙編 宮中档
硃批奏摺（上・下）
』
『清代琉球史料彙編 軍機処档奏摺録副（上・下）
』
『清代
琉球史料彙編 上諭档・起居注・月摺档・清実録（上・下）
』に収録されてい
る档案史料のことである。
このように『歴代宝案』編集事業が推進される中で、国内外から多くの関
連する校合史料を収集しているが、校合作業の過程で、収集された校合史料全
体の利用比率を見てみると、档案史料の利用比率が非常に高い。そのことから
も、
『歴代宝案』編集事業の校合において、如何に档案史料の収集が重要であ
るのかを窺い知ることができよう。上述の档案史料を含む校合史料は、これま
で刊行された校訂本の作成過程で利用されたものであるが、では、実際に収集
された国立故宮博物院収蔵の档案史料については、どのように利用されている
のか、以下校訂本における校合内容から、その実例を見てみることにしよう。
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文書番号
2-120-06

2-122-02

歴代宝案底本

校合档案

鎌倉影印本

軍機档（嘉慶期奏摺）

廣東省奏請委員伴送赴京聲
明琉球夷船□□桅被風吹折
粤省並無大木桅料請將夷船
變價同原存箱□器械給還該
夷装載巡洋師船遞送閩省附
搭回國嗣夷使王秉行在粤供
稱大桅堪以幫鑲駛用自愿□
坐原船□閩復經粤省購料幫
鑲并爲添補船蓬索椗槓等件
修葺完整給發口粮并賞給綿
布等物由廣東虎門開行□貮
拾壹年陸月貮拾玖日護至閩
省參拾日安插館馹照□撫恤 12

廣東省奏請委員伴送赴京聲
明琉球夷船内大桅被風吹折
粤省並無大木桅料請將夷船
變價同原存箱物器械給還該
夷装載巡洋師船遞送閩省附
搭回國嗣夷使王秉行在粤供
稱大桅堪以幫鑲駛用自愿乗
坐原船赴閩復經粤省購料幫
鑲并爲添補船蓬索椗槓等件
修葺完整給發口粮并賞給綿
布等物由廣東虎門開行于
二十一年六月二十九日護至
閩省三十日安插館驛照例撫
恤 13

旧県立図書館蔵写本

軍機档（嘉慶期奏摺）

伍拾捌人由西錦州置買黄至
等物要回本籍嘉慶拾玖年拾
壹月貮拾玖日在山東威海澳
開船在洋遭風漂至琉球國八
重山島擱礁打破淹斃捌人尚
存伍拾人又朝鮮國人一千得
等原共柒名嘉慶拾玖年拾壹
月初參日在祭州開船回籍亦
因遭風漂至琉球國太平山島
地方淹斃同行壹人尚存陸人
均經該處夷官援救送到中山
泊村該國王將各難民安頓撫
恤遣都通事王秉行等率領官
伴水梢共陸拾柒員名配至海
船壹隻護送 14

五十八人由西錦州置買黄豆
等物要回本籍嘉慶十九年
十一月二十九日在山東威海
澳開船在洋遭風漂至琉球八
重山島擱礁打破淹斃八人尚
存五十人又朝鮮國人千一得
等原共七名嘉慶十九年十一
月初三日在祭州開船回籍亦
因遭風漂至琉球太平山島地
方淹斃同行一人尚存六人均
經該處夷官援救送到中山泊
村該國王將各難民安頓撫恤
遣都通事王秉行等率領官伴
水梢共六十七員名配坐海船
一隻護送 15
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2-191-18

台湾大学蔵写本

軍機档（咸豊期奏摺）

浙江省送到琉球國難夷村濵
筑登之等參拾貮名倶係琉球
國那覇府人坐駕小海船壹隻
小脚船壹隻並無牌照軍器本
年參月貮拾日奉差到太平山
島催収糧米 16

浙江省送到琉球國難夷村濱
筑登之等三十二名譯訊供稱
内村濱筑登之等二十三名倶
係琉球國那覇府人坐駕小海
船一隻小脚船一隻並無牌照
軍器本年三月二十日奉差到
太平山島催収糧米 17

「台湾大学蔵写本」2-120-06 は嘉慶 21 年 7 月 13 日付で福建布政使司が琉
球国王尚灝に送った咨文であるが、嘉慶 21 年閏 6 月 29 日の福建巡撫王紹蘭
の奏摺（軍機档）により、
「内大」
、
「物」
、
「乗」
、
「赴」
、
「于」
、
「例」といった
「台湾大学蔵写本」の欠字を補うことができる。
「台湾大学蔵写本」2-122-02 は嘉慶 22 年 8 月 4 日付で琉球国王尚灝が福
建布政使司に送った咨文であるが、これも同じく福建巡撫王紹蘭の嘉慶 21 年
、
「一千」
、
「至」の誤字を「豆」
、
8 月 9 日付の奏摺（軍機档）により「至」
「千一」
、
「坐」に改めることが可能である。なお、国内に現存する校合史料の
中には一部表記された文字が档案史料と異なる文書も存在する。その際は校訂
本では欄外に両方を記述する形をとっている。また、福建布政使司から送られ
てきた咨文や国王から福建布政使司へ送った回咨の中には、档案史料と異なる
省略された記載が見られるものが存在する。それを一概に誤写として処理する
のには問題があるように思える。なぜなら『歴代宝案』は案件として残された
記録文書であるという性格上、一部内容や官職名・人名を省略したり、意識的
に記述しなかった箇所が見受けられるからである。
「台湾大学蔵写本」2-191-18 は、咸豊 2 年 4 月 27 日付で琉球国王尚泰が
福建布政使司に送った咨文であるが、これは奏摺（軍機档）に付された「単」
で「譯訊供稱内村濵筑登之等二十三名」といった文の欠落を補うことができ
る。この単は「謹將各省送至琉球國遭風難夷譯訊供情並安插館驛各日期逐一開
單恭呈御覧」と記され、軍機档に収められているが、日付と具奏者が不明であ
る。村濵筑登之等二十三名は咸豊 1 年 7 月に浙江省に漂着し、咸豊 2 年 4 月
に帰国していることから、この「単」はおそらく咸豊 1 年から咸豊 2 年の間
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に福建巡撫から呈上されたものであろう 18。
この他にも実に多くの校合作業が故宮博物院収蔵の档案資料で行われてい
る。こうした校合箇所は、多くが上述した国内の影印本や写本及び関連資料で
は校訂ができない部分である。同時代の一級史料である档案史料の存在は校訂
の正確度を高める上で貴重である。そうした国立故宮博物館所蔵の档案史料を
含む、上記の中国第一歴史档案館、中央研究院における中琉関連档案の発掘そ
して刊行は、
『歴代宝案』の校定作業に裨益するのみならず、中琉関係史研究
を深化される意味でも重要である 19。

注
1

ゴーレス論争については、中島楽章「ゴーレス再考」
（九州大学大学院人文科学研究院

『史淵』第 150 輯、2013 年）に詳しい。
2
3

赤嶺守「現代によみがえる歴代宝案（上）
」
、沖縄タイムス、2017 年 5 月 16 日
武寧の冊封の再派遣された冊封使は時中（行人司行人）とされているが、
『鼓山志』に

「頒封」
は陳時中と記されている。属国の冊封には「頒封」と「領封」の 2 種類がある。
とは皇帝が属国に冊封使を派遣して即位の式典で王位を認める「詔勅」を直接渡すもの
で、
「領封」とは冊封使は派遣されず、属国が宗主国である中国に派遣した使節に王位を
認める「詔勅」を渡す形式をとる。中国は重視する属国に対しては「頒封」を行ってい
るが、琉球には一貫して「頒封」が実施されている。
『歴代宝案』
（校定本）第 1 冊、沖縄県立図書館史料編集室、1992 年、p4

4
5

外交文書の作成以外に、1689 年に士族の身分を明らかにする家譜編集を王府が始める

と、
『歴代宝案』の編集を担当していた久米村士族の多くが『歴代宝案』の記録を、その
士族としての出自を証明する資料として提示している。
6

赤嶺守「歴代宝案編集事業と档案史料」
（
『第十回琉球・中国交渉史に関するシンポジウ

ム論文集』沖縄県教育員会、2014 年、p63 ～ 4）
7

档案史料の刊行は順調に進み、その後第八編・九編が同時刊行される予定であったが、

刊行事業は思わぬ壁にぶつかってしまう。元東京都知事石原慎太郎氏が尖閣列島を東京
都が買い取る政策を打ち出したことに中国側が反発、日本政府は尖閣列島を国有化する
形で騒動の沈静化を図ったが、逆にそれが中国側のデモや暴動といった猛反発を招く結
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果となった。日中関係に大きな亀裂が入る中、中国第一歴史档案館の上部機関である国
家档案局は、第八編・九編の刊行停止を決定する決断を下している。友好的な学術交流
が政治の混乱により台無しなった瞬間であった。しかし、それが思わぬ新たな学術的成
果を引き出すことになる。第八編・九編の刊行停止を受け、福建師範大学がそれに充て
られた助成金をもって明清時代の漢詩や文集を収録した『琉球文献史料彙編』の刊行に
踏み切ったからである。収録された漢詩や文集の多くがこれまで知られていないもので
あった。第八編・九編の刊行は現在も停止されたままであるが、中国第一歴史档案館は
2010 年から沖縄県教育委員会の委託事業として档案史料を編年体に編集した『中琉歴史
関係档案』の刊行事業を開始している。今後、停刊された第八編・九編については、そ
の中で補遺編として刊行されることになるであろう。
（赤嶺守「現代によみがえる歴代宝
案（中）
」
、沖縄タイムス、2017 年 5 月 17 日）
8
9

前掲「現代によみがえる歴代宝案（中）
」
赤嶺守「現代によみがえる歴代宝案（下）
」
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附記：本稿は、文部科学省概算要求事業「自律型島嶼地域社会の創生に向けた
＜島嶼地域科学＞の体系化」
（琉球大学国際沖縄研究所・法文学部）の研究成
果の一部である。
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