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『歴代宝案』と档案史料
赤 嶺

守

１、档案史料の発掘・刊行
琉球王国時代の対外関係を示す基本史料として『歴代宝案』は周知されてい
る。中国を統一した明の太祖洪武帝の招諭を受け、1372 年（洪武 5・文中 1）
に中山王察度が泰期を派遣して進貢したことによって、琉球は中国を宗主国と
する華夷秩序の中の属国として編入された。こうした中国との宗属（宗藩）関
係は明治初期の琉球処分で琉球王国が解体されるまで 500 余年も続いている。
『歴代宝案』は中国との関係を示す往復文書で、詔・勅・表文・奏文・咨文・
執照・符文類を集成した琉球王国の外交文書であるが、中国以外にも朝鮮や東
南アジア諸国との交渉の歴史を伝える中世・近世の琉球の対外関係を研究する
上での重要な文献としても知られている。時代的には 1424 年（明永楽 22）か
ら 1867 年（清同治６）までの 443 年間にまたがる、およそ 4,300 件余の文書
が収録されている。
王国時代、『歴代宝案』は 2 部作成され首里王府と久米村（唐営）の天妃宮
に保管されていたが（以下、王府に保管されていた『歴代宝案』を「王府本」、
久米村に保管されていたものを「久米村本」と称す）、王府本は歴代の「詔」
「勅」類とともに琉球処分期に明治政府によって没収され内務省に移された後
に、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扱われ
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てい
た商業学校の教師仲元英昭によって、偶然、神村家に保管されていることが判
明した。これは中琉関係史研究を推進する意味でセンセーショナルな大発見で
あった。その後、久米村本は沖縄県立図書館に寄託され、県立図書館は副本を
作製して一般に公開している。戦前、この「宝案」史料は日本の南進政策とも
からみ、琉球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
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発展史』といった多くの研究成果が刊行されている。
第二次世界大戦の勃発で那覇も激しい空襲に見舞われるようになると、県立
図書館は館蔵の重要資料を沖縄本島北部の源河に移した。しかし北部も戦渦に
巻き込まれ、唯一残された久米村本の原本を避難した源河の地で失っている。
王国時代に作成された『歴代宝案』の原本 2 部は現存しないが、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で、『歴代宝案』が公開
された当時、この稀有の外交文書に注目した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久米村本の写本の作成に乗り出し、久
場政盛によって筆写された『歴代宝案』を文政学部の研究室に保管し、それが
戦後台湾大学の研究所図書館貴重資料室に移管されていた。
『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
「旧県立図書館蔵写本」（第 1 集 31 巻、第 2 集 65 巻）「東恩納筆写本」（全
30 巻、第 14 巻重複）「横山筆写本」（13 冊）「東京大学蔵写本」（第 1 集
38 巻）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」が残されている。『歴代宝案』の原本である王府本や久米村本は失わ
れたが、こうした青焼き本や写本によって『歴代宝案』の原本のかなりの部分
が復元できる状態にあった。『歴代宝案』は先記のようにカバーしている時代
の長さ、収録文書の数の多さにおいて他に類を見ない琉球の対外関係史を知る
一次史料であるが、すでに戦前の段階から原本に破損（虫食いなどによる）の
部分が出ていて、また一部の文書では誤写もあり、それ自体としては解読不能
の箇所も少なくなかったが、中国側に残されている同時代の行政文書である档
案史料と照合することによって、その内容はある程度復元が可能とされてい
た。そこで、沖縄県では平成元年から 20 年の長期計画のもとに『歴代宝案』
全巻の校訂本や訳注本等の編集事業をスタートさせている。
中国における档案史料については、神田信夫氏が「清代史の研究と档案」
（『駿
台史学』50 巻）で詳述しているので、以下それを参照して紹介することにす
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る。現在、档案史料を最も多く収蔵しているのは、北京の中国第一歴史档案館
で、収蔵史料は 1 千万件以上もあるといわれている。当初、この档案史料の整
理の中心となったのは、清代の内閣大庫をはじめ紫禁城の内外に残存していた
档案を接収した故宮博物院である。故宮博物院は宣統廃帝溥儀が紫禁城から追
出された翌年の 1925 年 10 月に創立されている。その一部局に文献部が設け
られ、直ちに宮城内の各処にあった档案を集中すると共に、紫禁城外の宗人府
などにあった档案も故宮内に移置し、国務院より軍機処档案をも接収して整理
を始めた。国民政府が故宮博物院を接収すると、1929 年 3 月その組織が改め
られ、これまで文献部は掌故部と改称されていたが、ここに新たに文献館とな
った
紫禁城の内閣大庫に保存されていた明清档案は、歴史博物館が成立すると、
その所有に帰した。この歴史博物館に入った档案は、その後、中央研究院歴史
語言研究所に買い取られ、1929 年から整理が始っている。歴史語言研究所で
は初め紫禁城の午門の西翼楼上において档案の整理を始めていたが、整理され
るに随って鉛印して公刊するという方針により、1930 年から『明清史料（甲
編）』10 冊の刊行が始まった1。1933 年には歴史語言研究所の档案も、故宮博
物院の文物と共に南遷することになった。しかし翌年の春には北京に運び戻さ
れ、「明清史料復刊会」が成立して再び整理が行われ、36 年には「乙編」10
冊と「丙編」10 冊が出版された。それより前、35 年には日本軍の華北侵入の
危険が増大したことから、歴史語言研究所では档案中重要なものを選んで百箱
に詰め南京に移している。その後日華事変の勃発によりさらに奥地へ転々と疏
開し、戦後国共内戦の激化により最後に台湾に運ばれた。その間、1948 年の
春には「丁編」の原稿が上海の商務印書館に渡され、印刷に付すことになった。
しかし見本刷が出来上ったところで歴史語言研究所が台湾に遷ったことから、
結局新たに成立した中華人民共和国の中国科学院の編集として「丁編」十冊が
出版されている。台湾へ遷った歴史語言研究所では、所長の董作賓氏の意見に

1 最初の 10 冊には「甲編」の名はなかったが、第 11 冊からの 10 冊を「乙編」とし、
以後 10 冊ずつ一編とすることになり、後年「甲編」の文字が補入されている。

-3-

より、まず百箱の档案を全部清査して登録することから始めた。その任に当っ
たのは、1929 年の整理開始当初から終始档案の整理と保存に務めてきた李光
濤氏である。整理は着実に進み、やがて 1953 年から翌年にかけて、台湾関係
の史料をまとめて「戊編」10 冊が、ついで 57 年から翌年にかけて「己編」10
冊が出版された。その後も庚、辛、壬の各編がそれぞれ 10 冊ずつ刊行され、
ついに 1975 年に至り「癸編」10 冊が出版されて、ここに『明清史料』は「甲
編」から「癸編」まですべて十編百冊が完成した2。甲・庚編には外国関係の史
料が多く収録されている。
現在、台湾の中央研究院歴史語言研究所に所蔵されている档案数は、題奏・
移会・賀表・実録稿本・黄冊・簿冊など約 31 万件である。歴史語言研究所は、
その後、整理の終えた档案を『明清档案』として 324 冊を影印出版している3。
なお、『明清档案』は第 325 冊以降、影印出版せず、ＣＤ－ＲＯＭ版で保存す
る作業が進んでいる。現在、所蔵档案は 27 万件以上が整理され登録を終えて
いる。一方、明清档案同様に、1933 年に南遷した文献館の档案の一部分は、
現在台北の故宮博物院に保存されている。その中に、宮中档（大部分は漢文朱
批奏摺）、軍機処档、内閣部院档案、国史館及び清史館档など 40 万余件が含ま
れている。
中国第一歴史档案館の所蔵資料分類項目は内閣・軍機処・宮中・内務府など
75群の系統に分類され、その中の「外交類」に「中琉関係」の項があり、硃批
奏摺723件、録副奏摺については507件の琉球関係档案の存在が確認されてい
た。『歴代宝案』の編集事業で、最も注目された档案は、この硃批奏摺と録副
奏摺である。これらの奏摺文書には閩浙総督・福建巡撫・江蘇巡撫・山東巡撫
等の琉球国進貢使節の進京、沿途護送と宴会に関する報告、琉球船の海上遭風・
救助に関する報告、清朝が任命した冊封使の赴任に関する報告及び冊封使が帰
国後、上呈した奏摺などが含まれていた。
沖縄県教育委員会は、1991 年に中国第一歴史档案館の間で「清代の档案マ

2

神田信夫「清代史の研究と档案」（『駿台史学』50 巻、1980 年、173-182 頁）。
『明清史料』に収録する活字化の档案は、その後影印出版した『明清档案』にも収
録され、档案資料が一部重複している。
3
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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」を締結し、以降史料編集室は中国第一歴史档案館から清代の
档案マイクロフィルムの提供を受けている。中国第一歴史档案館から史料編集
室へは、1992 年に「軍機処録副奏摺」（662 件、1472 コマ）、1994 年に「内
閣題本」（315 件、2808 コマ）、1998 年に「内閣礼科史書」（515 件、217
0 コマ）、1999 年に「内務府来文」「内務府奏銷档」「起居注」（511 件、1
277 コマ）、2000 年に「軍機処照会」「軍機処録副奏摺」（72 件、230 コマ）、
2001 年に「軍機処上諭档」（257 件、427 コマ）、2002 年に「内閣黄冊」「内
務府呈稿」（162 件、934 コマ）、2003 年に「宮中硃批奏摺」（626 件、151
0 コマ）、2004 年に「内務府奏案」（157 件・332 コマ）の档案マイクロフィ
ルムが提供されている。中国第一歴史档案館では、沖縄県へのマイクロフィル
ム提供後、そうした中琉関係档案史料を編集し、1993 年に『清代中琉関係档
案選編』（乾隆２年＜1737＞～光緒 24 年＜1898＞の「宮中硃批奏摺」「軍機
処録副奏摺」863 件収録）4、1994 年に『清代中琉関係档案続編』（乾隆２年
＜1737＞～光緒 16 年＜1890＞の礼部尚書・閩浙総督・福建巡撫等の題本 28
9 件収録）、1996 年に『清代中琉関係档案三編』（乾隆元年＜1736＞～光緒
元年＜1875＞の内務府への咨文や稽房察への移会等 511 件収録）、1997 年に
は『清代琉球国王表奏文書選録』（雍正元年＜1723＞～同治 13 年＜1874＞の
表奏文書 154 件＜表奏文書原本 49 件、史書録本 105 件＞収録）、2000 年に
『清代中琉関係档案四編』（雍正元年＜1723＞～同治 13 年＜1874＞の内閣礼
科史書の档案 502 件収録）、2002 年に『清代中琉関係档案五編』（康煕 20 年
＜1681＞～光緒元年＜1875＞の「内閣漢文起居注」100 件、「内閣黄冊」14
1 件、「上諭档」247 件収録）、2005 年に『清代中琉関係档案六編』（乾隆三
年＜1738＞～光緒元年＜1875＞の内務府档案「奏案」104 件、「呈稿」106 件
収録）を刊行し、2009 年に、清末の琉球帰属問題に関する「上諭」「宮中硃
批奏摺」「軍機処録副奏摺」「照会」等 107 件を収録した『清代中琉関係档案

4『清代中琉関係档案選編』には琉球国王の奏摺文書が収録されている。「宮中硃批奏
摺」に奏摺文書が存在するのは琉球国王のみである。
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七編』を刊行している5。
さらに台北の故宮博物院も、2015 年に宮中档を『清代琉球史料彙編―宮中
档硃批奏摺＜上・下＞』として、2016 年に軍機処档を『清代琉球史料彙編―
軍機処档奏摺録副＜上・下＞』として刊行している。上述した『明清史料』や
中央研究院歴史語言研究所が刊行した『明清档案』の中にも多くの琉球関連の
档案が収録されている。将来、そうした档案類についても、「中流関係档案史
料」として編集し出版することを望む声が大きい。
『歴代宝案』の校訂本・訳注本の刊行といった歴代宝案編集事業が推進され
る中で、数多く利用された档案類は主に漢文の档案である。またこうした档案
史料の発掘・刊行により、中琉関係史研究は大きく深化しつつある。1992 年
から 1 年おきに那覇と北京で相互に開催されている「琉球・中国交渉史に関す
るシンポジウム」では、中国第一歴史档案館の研究スタッフの積極的な参加が
あり、档案館所蔵の「宮中硃批奏摺」「軍機処録副奏摺」「内閣礼科題本」「内
務府来文」「内務府奏案」「内閣礼科史書」といった档案史料を利用した琉球・
中国交渉史に関する研究論文が多く発表されている。また 1986 年以降、2 年
おきに台湾・沖縄・中国で開催されている「中琉歴史関係国際学術会議（沖縄
での開催時は＜琉中歴史関係国際学術会議＞）」でも、中央研究院や台北故宮
博物院が収蔵する「明清档案」や「宮中档」「軍機処档」「起居注冊」「方本
上諭档」「軍機処档月摺包」「宮中档」「月摺档」「傳包」などを駆使した論
考が数多く発表され、琉球の対外関係史の研究に豊富な情報を提供している。

２、満文档案史料について
上述したように、今注目を浴び多く利用されているのは、漢文の档案史料で
あるが、档案の中には満文史料も少なくない。これまでに第一歴史档案館収蔵
の「内閣満文秘書院档」「内閣満文礼科題本」「内閣満文礼科史書」について
は、呉元豊氏が「新発見的中琉関係満漢文档案及其価値」（『第四回琉球・中

5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』として出版するプロジェクトを実施し、現在道光年間
までその刊行は進んでいる。。

-6-

国交渉史に関するシンポジウム論文集』）で紹介し、その資料的価値について
論究している。台北故宮博物院の満文史料については、石橋崇雄氏が「中琉関
係史研究と清朝満漢文档案史料

ー『各科史書』所収の乾隆三年一二月二一日

付けの題本をめぐって」（『第四回琉中歴史関係国際学術会議論文集』）で、
具体的に乾隆三年一二月二一日付けの琉球船の漂流に関する「戸科史書」取り
上げ、漢文档案や「歴代宝案」との内容の比較検討を行っている。
満文史料は、1997 年に刊行された『清代琉球国王表奏文書選録』の中にも
満漢合壁の表文や奏文が 154 件収録されている。管見の限り、そうした満漢
合壁の表文や奏文については、これまで具体的な事例を挙げた紹介がなされて
いない。以下本稿では、『歴代宝案』編集委員として、筆者が訳注を担当する
『歴代宝案』校訂本第 6 冊に綴られている表文（2-57-01 文書）について、『清
代琉球国王表奏文書選録』収録満漢合壁文書と比較し検討してみたい。

【『歴代宝案』校定本所収の表文（2-57-01 文書）】
琉球國中山王臣尚穆誠惶誠恐稽首頓
首謹奉
表上言伏以
皇風（□）遠届萬方霑草木之（□）春
聖教遐敷八表集梯航之會
瞻就切普天之望如日如雲
聖神動率土之呼曰（日）堯曰（□）舜遐邇歸命中外
傾心恭惟
皇帝陛下
剛毅中正
緝煕光明
綜百王之心爲心惟精惟一
取（□）千聖之治爲治丕顯丕承臣穆蛟島外藩
蟻封荒服夙荷
照臨之徳敢忘
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覆載之恩謹遣陪臣向宣謨毛景成等虔齎土
物之微聊效野芹之獻伏願
泰運大亨（享）
至誠不息
治而愈治沛（□）徳澤於乾坤
安而求安奠河山於帶礪則躬桓蒲穀覘億
萬年有道之長而玉帛車書亘千百世無
疆之祚矣臣穆無任瞻
天仰
聖激切屏營之至謹奉
表進
貢以
聞
乾隆三十七年十一月十一日

【漢文の読み下し】
琉球国中山王臣尚穆、誠惶誠恐、稽首頓首して、謹んで表を奉り言を上る。
伏して以うに、皇風遠く届（いた）り、万方、草木の春に霑い、聖教遐かに
敷かれ、八表、梯航の会に集う。瞻就、普天の望を切にするは日の如く雲の如
し。聖神、率土の呼（こえ）を動かすは堯と曰い舜と曰う。遐邇命に帰し、中
外心を傾ける。
恭んで惟うに、皇帝陛下、剛毅にして中正、緝煕にして光明なり。百王の心
を綜べて心と為しては、惟れ精惟れ一、千聖の治を取りて治と為しては、丕い
に顕らかに丕いに承く。
臣穆、蛟島の外藩、蟻封の荒服にして、夙に照臨の徳を荷くし、敢えて覆載
の恩を忘れんや。謹んで陪臣向宣謨・毛景成等を遣わし、虔んで土物の微を齎
し、聊か野芹の献を效さん。伏して願わくは、泰運大いに亨り、至誠息まず、
治にして治を愈（ま）し、徳沢を乾坤に沛（うるお）し、安にして安を求め、
河山を帯礪に奠（さだ）められんことを。則ち躬桓蒲穀、億万年に有道の長き
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を覘（うかが）い、玉帛車書、千百世に無疆の祚を亘べん。臣穆、天を瞻み聖
を仰ぎ、激切屏営の至りに任うる無し。謹んで表を奉り、貢を進めて以て聞す。

乾隆三十七年十一月十一日

【満文ローマ字転写】
lio kio gurun i jung šan wang amban šang mu i geleme
olhome dorolome hengkišeme gingguleme
iletuleme wesimbure bithe arafi wesimburengge, hujufi gūnici,
hūwangdi i gosin goroki bade akūnara jakade, tumen ba i urse
yumbume singgebure fulehun be aliha
enduringge tacihiyan mederi dorgide selgiyebure jakade, jakūn hošoi
niyalma isanjire hengkilenjire unenggi be akūmbuha
hargašame nikenjime abkai fejergingge šun i adali tugi i adali
hing seme hukšehe
ferguncuke šengge ofi, gubci baingge yoo han šūn han
seme tukiyeme maktaha, goroki hancikingge wen de dahaha,
dorgi tulergingge unenggi be akūmbuha gingguleme gūnici,
hūwangdi ganggan kiyangkiyan tob tondo
urkuji eldengge gehun genggiyen
songkoloci ojoro tanggū han i mujilen be mujilen obume, damu
geterembuhe damu emu obuha
alhūdaci ojoro minggan enduringge i dasan be dasan obume,
ambarame iletulehe, ambarame aliha, amban šang mu bi,
mederi tun i tulergi aiman goroki jecen i goloi
amban, daci
fosome eldere kesi be aliha be dahame , ai gelhun akū
elbeme hašara fulehun be onggombi, amban bi gingguleme
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adabuha amban hiyang siowan mo mao ging ceng
sebe takūrafi, baci tucire ser sere jaka be
tukiyeme jafabufi, fusihūn unenggi be majige tucibume
alibuha, hujufi buyerengge,
hafun forgon ambula genggiyen,
ten i unenggi teyen akū,
taifin dade ele taifin ofi, erdemu fulehun abkai fejergi de
selgiyekini,
elhe dade enteheme elhe ofi, alin bira goro golmin i
goidakini sembi, uttu ohode, afaha tušan be gingguleme
tuwakiyame tumen tumen aniyai doro bisire dasan be
hargašambime, gu suje be gorokici alibume, minggan tanggū
jalan i mohon akū hūturi be alimbi, amban šang mu bi
abkai ici forome
enduringge be hargašame, hetu gūnin be waliyafi alimbaharakū
hing seme ofi, gingguleme
iletuleme wesimbure bithe arafi
alban jafame benebume
donjibume wesimbuhe 《abkai wehiyehe i gūsin nadaci aniya omšon biyai
juwan emu de wesimbuhe, gūsin jakūci aniya jorgon biyai
ice juwe de
hese wang sini wesimbuhe be tuwaci, baci tucike
jaka be alban banjime unenggi gūnin be tucibuhe be
saha harangga jurgan sa sehe》

【満文の日本語訳】
琉球国中山王、臣尚穆恐れ入り礼を尽して叩頭し恭敬して表奏文書を撰写して
具奏する。伏して思うに、皇帝の仁は遠方に届き、萬地の人々は深い恩恵を被
っている。神聖なる教化は海内に至り、八方の人は前来して聚会し、叩頭し朝
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拜すること真誠をもって尽くしている。前来して朝拜し頼るは点天下の太陽、
雲のようで感激極まりない聖神。よってすべての地方は堯汗舜汗にように称讃
する。遠近は向化に従い、内外は真誠を尽くす。謹んで思うに、皇帝は堅毅に
して英明公正、常に光明明亮にして清明、尊照して実践しうる百汗の心をもっ
て心とし、ひたすら安らかにして、ひたすら一統、千聖なる政治を模範として
政治を行い、大いに彰顕を示し、大いに継承を示す。大臣尚穆、海島の外藩に
して、遠く界省の臣、これまで照射する恩を被り、どうして敢えて庇護された
恩恵を忘れ去ることができようか。臣たる我、恭敬して陪臣向宣谟、毛景成等
を派遣し、地方の僅かな産品をもたらし、もって献上し、聊かの卑微の真誠を
表す。伏して思うに、泰運大明にして、至誠休まず、太平にして太平、徳恵を
天下に伝布し、安定末永くさらに安定し、山河もまた長く続かんことを。もし
このようであれば、みな恭敬して負うべき職責を全うし、万々年々、有道の政
治を朝拜し、且つ遠外より玉緞を進上する。千百の世の尽きることのない福を
受けることになるであろう。臣尚穆、天を仰ぎ、神聖を瞻拜し、雑念を捨て、
虔誠にたえず。よって恭敬して表奏文書を撰写して進貢し、具奏し上聞する。
《乾隆三十七年十一月十一日に具奏し、三十八年十二月初二日に諭旨を受けた
ところ、「王の上奏を見た。地方の産物をもって進貢することは、誠心を表す
を知れり、関係部局に知らせよ」とあり。これを欽む》

『清代琉球国王表奏文書選録』収録の満漢合壁史料は原本（オリジナル）と
「史書録本」である。清朝では、題本や奏本は皇帝の叡覧し諭旨が下されると、
紅本として内閣から六科に転送し、六科はそれを抄写して関係部局に送り、案
件の処理をさせた。紅本はその後、六科で 2 部副本が作成され、一部は内閣に
送られ史官に供される。それを「史書」という。一部は本科に残され編集し、
これを「録書」或いは「録疏」と称している。収録文書 154 件中、原本は 49
件、その他は全て「史書録本」で、雍正元年（1723）から同治 13 年（1874）
にかけて呈上された尚敬の表奏文書が 31 件、尚穆の表奏文書が 35 件、尚温
の表奏文書が 18 件、尚灝の表奏文書が 24 件、尚育の表奏文書が 4 件、尚泰
の表奏文書が 42 件収録されている。原本は折本形式で、折面に 5 行、22 字
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（平写）で記され、「表」「貢」「皇帝」「聖朝」などがあると１文字或いは
２文字の台頭があり、主に 4 字と 6 字の対句を用い、華美な文辞と典故の語
句からなる中国の南北朝時代に隆盛した四六駢儷体で構成されている。通常、
表文は「琉球国王中山王某々、誠惶誠恐、稽首頓首、謹奉表上言」で始まり、
「謹奉表進貢以聞」で終わるが、奏文のように末尾に全文の文字数や枚数を記
すことはない6。表文の漢文は右から左に向けて記され、満文は左から右に向
けて記され、皇帝から下賜された琉球国王印（駝紐鍍金銀印）が合壁文書の中
央に押されている7。
本稿で紹介する満漢合壁の文書は「史書録本」である。漢文のゴシック体の
部分は、
『歴代宝案』で欠字或いは誤字の部分を『清代琉球国王表奏文書選録』
収録満漢合壁文書と照合して、補填・修正した箇所である（括弧内の文字は誤
字、□は欠字を示す）。満文の《abkai wehiyehe i gūsin nadaci aniya omš
on biyai

juwan emu de wesimbuhe, gūsin jakūci aniya jorgon biyai

ice juwe de

hese wang sini wesimbuhe be tuwaci, baci tucike

be alban banjime unenggi gūnin be tucibuhe be

jaka

saha harangga jurga

n sa sehe》の部分は、「史書録本」では「乾隆三十七年十一月十一日題、十
二月初二日奉旨、覧王奏、進貢方物具見悃忱、知道了、該部知道」と記されて
いる。これは六科で副本が作成された際に加記されたものであろう。この乾隆
37 年の表文については、満文の全訳が記録されているが、「史書録本」につ
いては、すべてがこのように全訳されているというわけではなく、中には要約
して記録されているものもある。満文は原則として記録された漢文に準じて、
その訳がなされている。「史書録本」は抄写文書の性質上、やむを得ないこと
ではあるが、漢文に誤写されている箇所が散見する。該文書においても、『歴
代宝案』には進貢正使は「向宣謨」と記されているが、「史書録本」では「何
宣謨」と誤写されている。しかし、満文は「hiyang siowan mo」と正確に音

6

中国第一歴史档案館編『清代琉球国王表奏文書選録』黄山書社､1997 年､2 頁参照。
乾隆 21 年に下賜された国王印は右は漢字、左は清字（満州語）が篆書で刻まれてい
る。一般的には表文には国王印が押されるが、朝鮮の表文には下賜された国王印は押
されず、国王印が朱筆で描かれたものが多い。
7
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訳されていることから、満文については、紅本を抄写する際に、満漢合壁の満
文の原本を正確に参照していたことが知れる。表文を具題した期日と諭旨を奉
じた期日についても、
「史書録本」の漢文では「乾隆三十七年十一月十一日題、
十二月初二日奉旨」と記されているが、満文では「gūsin jakūci aniya jorgo
n biyai ice juwe

（三十八年十二月初二日」）と、諭旨を受けた正確な期日

が記されている点も、それを裏付けよう。漢文の表文は、上述したように難解
な四六駢儷体で記されているが、満文文書は口語訳に近い形で訳されているこ
とから、文意が読み取りやすいという特徴をもつ。訳注本の漢文の読み下しに
ついては、訳注者が意見を異にする箇所が多くみられるが、満文において、そ
の文辞の意を理解することも可能である。
『歴代宝案』には以下の記述がある。

伏願
泰運大亨（享）
至誠不息
治而愈治沛（□）徳澤於乾坤
安而求安奠河山於帶礪則躬桓蒲穀覘億
萬年有道之長而玉帛車書亘千百世無
疆之祚矣

現在、訳注本の編集においては、「伏願（伏して願うらくは）」について、
「泰運大亨（享）至誠不息」にかかるとする理解と、「泰運大亨（享） 至誠
不息

治而愈治

沛（□）徳澤於乾坤

安而求安

奠河山於帶礪」までかかる

とする理解で、訳注者の意見がわかれている。満文では「伏して思うに、泰運
大明にして、至誠休まず、太平にして太平、徳恵を天下に伝布し、安定末永く
さらに安定し、山河もまた長く続かんことを」と訳されている。他の類似文書
も、すべてそうしたパターンで訳がなされていることから、後者の理解が正し
いことが知れる。よって、読み下しは「伏して願わくは、泰運大いに享り、至
誠息まず、治にして治を愈（ま）し、徳沢を乾坤に沛（うるお）し、安にして
安を求め、河山を帯礪に奠（さだ）められんことを」として大過はないだろう。
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漢文の表文は、進貢物と共に皇帝に呈上する進貢の際の必携の文書で、表文
の原文は久米村で作成され、王府で「上表渡し」といった儀礼をもって進頁使
に渡されている。進頁使はそれを北京で礼部の官吏に渡し、内閣で満文の翻訳
がなされた後に、満漢合壁の文書として皇帝の叡覧に回されるといった理解が
一般的になされている。王少芳氏は王土禎『池北偶談』の「荷蘭・暹邏・琉球
などの表文は金花箋を用い、文義はみな中国と同じで、粤人や閩人が代わりに
作成したものである」といった記述に注目し、琉球の表文は福建で作成された
と指摘をしている8。琉球の表文は朝鮮や越南と異なり、巡撫や総督が題本で
用いる細字体で書かれ、さらに押印された国王印の上に年号が書かれている。
通常、属国の国王印は記された年号の上に押されるが、琉球の場合、押印され
た国王印の上に年号が書かれている。おそらく表文は福州で校閲され、琉球か
ら運ばれた国王印のみが押された白紙の「空道」を利用して作成され、北京で
皇帝に呈上されたのであろう。合壁の満文と漢文の紙質にも違いがみられる。
中国第一歴史档案館所蔵の中琉関係档案を編集した『清代中琉関係档案選編』
『清代中琉関係档案続編』
『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』
『清代琉球国王表奏文書選録』、また台北の故宮博物院が編集した『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＞』といった档案史料が次々に刊行され、さらに中央研究院歴史語
言研究所収蔵档案史料の中から、琉球関係史料が数多く発掘される中で、進
貢・接貢・冊封・謝恩・慶賀・官生（留学生）・中国船や琉球船の漂着民の
救助・送還等の中琉間の多岐にわたる事案研究は実証的な深みを帯びたもの
になってきている。今後、漢文の档案史料のみならず上述したような『歴代
宝案』と満文档案史料の文書学的な比較研究を推し進めることで、研究がさら
に深化し、『歴代宝案』の世界もより鮮明な歴史像がクリエイトされていくこ
とになるであろう。
8

王少芳「清中后期対外藩表章的辦処理一以琉球為例」(第12回琉球・中国交渉史に関

するシンポジウム発表論文、2018年 10月 29 日、於北京)
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附記：本稿は、文部科学省概算要求事業「自立型島嶼地域社会の創生に向け
た〈島嶼地域科学〉の体系化」
（琉球大学島嶼地域科学研究所・人文社会学部）
の研究成果の一部である。なお、満文のローマ字転写および日本語訳について
は郭美蘭氏の御教示をいただいた。謝意を示したい。
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