琉球大学学術リポジトリ
程順則『指南広義』訳注稿（一）
メタデータ

言語: ja
出版者:
琉球大学国際地域創造学部地域文化科学プログラム
公開日: 2022-04-14
キーワード (Ja):
キーワード (En):
作成者: 新垣, 良太, 大城, 龍之介, 長部, 悦弘, 益田, 理広,
望月, 直人
メールアドレス:
所属:

URL

https://doi.org/10.24564/0002017910

地理歴史人類学論集

No.11 (2022) pp.57-61

Journal of Geography, History, and Anthropology

［訳注］

程順則『指南広義』訳注稿（一）
訳

：

新

垣

良

太

・

大

城

龍

之

介

（琉球大学国際地域創造学部３年次）

校閲：長部悦弘・益田理広・望月直人
（琉球大学国際地域創造学部）

Translation and annotation of Shinankougi, preface by Chen yuanfu
Translation by Ryota ARAKAKI, Ryunosuke OSHIRO
Edited by Yoshihiro OSABE, Michihiro MASHITA, Naoto MOCHIZUKI
（Faculty of Global and Regional Studies, University of the Ryukyus）

〔１〕程順則について
1663（康熙２）年の旧暦 10 月 28 日久米（クニンダ）村（現那覇市久米）生まれである。諱は
順則、童名は思武太、字は寵文、号は念庵。父・程泰祚（ていたいそ）の長男。
程順則は、1674（康煕 13）年・11 歳で若秀才となり碩学の鄭弘良大嶺親方に師事し、2 年後に
秀才となり元服した。1683（康熙 22）年に通事に任じられ、
「勤学」として冊封謝恩使に従って中
国へ留学、陳元甫・竺天植の門下生となる。4 年後に帰国すると、久米村で教育にたずさわった。
1688（康熙 27）年、26 歳の時、接貢存留役として福州へ渡り、3 年間滞在した。その際、中国の
正史「十七史」を持ち帰り、孔子廟に献本している。1695（康熙 34）年、32 歳で都通事になり、
翌年に北京大通事として中国に渡った。その際に訪れた名所旧蹟を題材に漢詩を多く作り、
『雪堂
燕遊草』と題してまとめている。1704（康熙 43）年に 41 歳で中議大夫、1706（康熙 45）年に 43
歳で正議大夫となった。同年、進貢副使として北京に派遣され、翌年、曲阜の孔子廟を詣で、
『廟
学紀略』を献納する。この『廟学紀略』は、琉球における儒学の始まりとその変遷について、久米
村の学問を中心にまとめたものである。1708（康熙 47）年に、中国渡航の航海指南書『指南広義』
を著した。同年帰国の際、
『指南広義』と范鋐の『六諭衍義』を福州で刊行して琉球に持ち帰って
いる。こののち『六諭衍義』は、程順則により薩摩藩を通じて徳川吉宗にも献上された。また、程
順則は『六諭衍義』の内容を庶民にもわかりやすく伝えるために『琉球いろは歌』としていろは
順に 47 首編集し、それが「黄金言葉（くがにくとぅば）
」として現代にも受け継がれている。
1710（康熙 49)年、尚益王の侍講となるが、尚益王は 3 年後に没し、尚敬王が即位した。ちょう
ど江戸で将軍家継に代がわりしたことから、慶賀使・謝恩使を派遣することとなり、慶賀掌翰史
（慶賀使に関する記録係）として江戸に赴いた。途中、鹿児島で『雪堂燕遊草』を島津候に献上
し、薩摩の絵師・木村探元が「雪堂燕遊図」を描いている。さらに、江戸で新井白石・荻生徂徠と
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いった文人と交流している。1718（康熙 57）年に久米村の孔子廟境内に琉球初の公立学校「明倫
堂」を創設した。翌年に紫金大夫（親方位（うぇ―かたくらい）
）に登り、久米村総役（クニンダ
ス―ヤク・久米村の最高役職）に就任した。同年に尚敬王冊封のため来琉した冊封正使海宝（か
いほう）
・冊封副使徐葆光（じょほこう）が来琉した。程順則は徐葆光と交流し、中山（琉球）第一
の文人と賞された。
1720（康熙 59)年、冊封謝恩使となった法司で王舅の向龍翼とともに北京に赴く。翌年、帰る際
に『皇清詩選』数十部を自費で買い、帰国して王府書院に一部、聖廟に一部、評定所に一部を献
呈し、残りを師友に配っている。1725（雍正 3）年、琉球最初の漢詩文集『中山詩文集』を編集、
刊行した。
1728 年、66 歳の時に名護間切（現名護市）の総地頭となり、名護親方と称した。高徳の人として
知られ、後に名護聖人と称される。1734 年死去、享年は数えで 72 歳。
程順則は琉球五偉人の１人に数えられる。晩年は名護間切の総地頭に任命され、人々から慕わ
れつつその地で生涯を終えたため、
「名護親方」や「名護聖人」として知られている。以下、彼の
経歴に沿ってまとめる。彼の墓は辻原（つじばる）にあったが、戦後の区画整理により、識名霊園
内に移転されている。
〔２〕
『指南広義』について
『指南広義』は、程順則が 1708（康熙 47）年に『六諭衍義』と共に自費で発行された書であ
る。
『指南広義』は、清の福州琉球館で版行され、那覇と福州の間を航海する方法を記した航海
書である。程順則は、
『指南広義』の執筆に、①久米村で代々伝えられてきた水先案内人の心
得、②中国船の水先案内人から学んだ航海術に研究改良を加えた自分自身の経験という二つの情
報源を使用したとされる。
『指南広義』には、航海の針路のほかに、天妃（媽祖）の加護を受け
て災難から免れた事例について記した「天妃霊応記」
、航行する距離（里数）について記した
「更数の法」
、風の時期と方向について記した「風信考」
、出航の吉日について記した「行船通用
吉日」など幅広い情報が含まれている。
「風信考」の中には、温帯低気圧と台風を区別した記述
があり、300 年以上前の程順則の知識が現在の気象学に通じるものであったとわかる。中国には
「海道針経」と総称される文献が存在し、これと類似性があるように思われる。なお本訳注は、
高津孝・陳捷主編『琉球王國漢文文獻集成』
（復旦大学出版社、2013 年）第 16 冊所収の刊本影
印を底本とした。
〔３〕陳元輔について
陳元輔（生没年不詳）は、清代の学者・詩人で、福建省福州市生まれ、字は昌其という。1642
年には、福建省上杭県の知県となっている。程順則は 1687 年に福州に渡った際に、陳元輔から
儒学などの学問を学んだ。陳元輔は、程順則の父、程泰祚にも学問を教えている。陳元輔の作品
には、
『枕山楼詩集』
・
『枕山楼文集』
・
『枕山楼課児詩話』
・『枕山楼茶略』などがある。また、程
順則によって編纂された『中山詩文集』は琉球人の漢詩文選集であるが、中国側の知識人の詩文
も多く収録されており、特に福建の文人のものが多いが、陳元輔のものが際立っている。彼の詩
が一首、序文、跋文合計 6 篇が収録されている。陳元輔の『枕山楼詩集』は、121 題 179 首の
詩を収録しており、その中で琉球人に関わる詩が 27 題 38 首含まれている。琉球と陳元輔の関わ
りが深いことが分かるのではないか。程順則の「指南広義」は、1708 年に福州柔遠駅で刊行さ
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れ、恩師の陳元輔による序文が付いている。
＜参考文献＞
Ji Longfei（季龍飛）
『清代福州柔遠駅における文人交流―康煕年間、陳元輔を起点として』琉球
大学博士学位論文、2020 年
徐葆光著 原田禹雄訳注『中山傳信録新訳注版』榕樹書林、1999 年
西里喜行『中琉交渉史における福州琉球館の諸相』
『琉球大学教育学部紀要』68、2006 年
眞栄田義見「名護親方程順則評伝」沖縄印刷団地出版部、1982 年
増田康弘「程順則の論理と現代社会―「身体感覚としての道徳」をめぐって」『流通経済大学社
会学部論叢』29-1、2018 年
名護市教育委員会『名護親方程順則資料集・一 人物・伝記編』名護市教育委員会、1991 年
東恩納寛悖『庶民教科書としての六諭衍義』沖縄郷土文化研究会、1932 年
童宏民「冊封副使徐葆光の眼光―『奉使琉球詩』の分析を中心に」琉球大学博士学位論文、2014
年

『指南広義』
「序」
（陳昌其）
【白文】
形而上者謂之道、形而下者謂之器1、姫公之指南2、雖爲浮海者設、然九州・四方3、五行4八卦5以及
十干十二支6、靡不該括。器也、而道寓之、應變無窮、又不僅爲操舟人説法也。惟是聖天子聲名洋
溢、凡有血氣7、莫不尊親、異域君長、獻琛踵至、皆從溟渤中來、指南之法、其可畧而弗講歟。吾
門程雪堂、潛心學古、博覽羣書。非關世道與裨人國者、不以矢諸口筆於書。前著『廟學紀畧』
、尊
聖道而重師儒、一時千載。今且爲大夫矣、猶鰓鰓以地羅要旨爲急務者、蓋誠有見於貢之所通者海
也、海之所濟者舟也、舟之所慿者針也。針之理微、非考之舊本、叅之時論、彚輯成書、使司針者玩
索而有得焉、幾何其不至於舛謬也。雪堂『指南廣義』之輯、意其有在於斯乎。集成授梓、丐餘一言
弁其首。余雖不知針中之妙、然東西南北人也、曩嘗過九江、浮鄱陽洞庭間、湖光萬頃、飄然一葉。
續渡瓊南、望儋崖萬三州、弔當年橫海故道、慨然念馬伏波上霧下潦之言。浪急濤飛、幸獲無恙者、
舟人之心、不爲動故也。然後知心定則針定、針定則船定、一以貫之而已矣。明乎定之義者、不獨涉
大川而不驚也、卽遺大投艱、與夫橫逆之來、非常之至、皆可靜以鎭之、無恐怖心。此惟雪堂可與言
者、故因序其書而竝及之。閩人陳元輔昌其氏撰。

1『易経』繋辞上是故形而上者謂之道、形而下者謂之器。

ここでの「指南」は、
「指南車」のこと。晋の崔豹『古今注』は「周公治致太平、越裳氏重譯來貢白雉一、黑雉
二、象牙一、使者迷其歸路、周公錫以文錦二匹、軿車五乘、皆爲司南之制、使越裳氏載之以南。緣扶南林邑海
際、期年而至其國。
」と記し、周公が越裳氏に指南車を与えたとする。ただし伝世文献においてはこの記述が最
古のものになり、事実とは考えにくい（藪内清『中国文明の形成』岩波書店、1974 年、323-324 頁を参照）
。
3 九州：古代中国において九つに分かれた中国全土。
『尚書』禹貢では、冀州・兗州・青州・荊州・徐州・豫州・
揚州・梁州・雍州。
『周礼』職方氏では、冀州・兗州・荊州・豫州・揚州・青州・雍州・幽州・并州。
4 五行：万物は木・火・土・金・水の五つの元素からなり、その組み合わせで諸物・諸現象が生じるとする説。
5 八卦：易占において、陰と陽で得られる八つの形を言う。
6 十干とは甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸。十二支とは子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・
戌・亥。
7 血氣：血液と気息。ここでは人類のこと。この部分は、
『禮記』中庸の「是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車
所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。」にもとづ
く。
2
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【書き下し文】
形よりして上なる者之を道と謂い、形よりして下なる者之を器と謂う。姫公の指南、浮海する者
な

の爲に設くと雖も、然れども九州四方、五行八卦以及十干十二支、該括せざる靡し。
（指南は）器
なり、而して道之に寓し、
（変に応じて窮まる無し。）又た僅かに操舟の人の爲に法を説くのみな
らざるなり。惟うに是れ聖天子聲名洋溢して、凡そ血氣有れば、尊親せざるなく、異域君長、琛
を獻じて踵ぎて至る。皆溟渤中從り來る。指南の法、其れ畧して講ぜざるべけんや。吾門程雪堂、
心を潛めて古を學び、博く羣書を覽て、世道に關わると人國を裨くる者に非ざれば、以て諸を口
の

に矢べ、書に筆さず。前著『廟學紀畧』
、聖道を尊びて師儒を重んじ、千載に一時なり。今且に大
夫に爲らんとし、猶お鰓鰓として地羅8の要旨を以て急務と爲すは、蓋し誠に貢の通づる所の者海
わた

に見有ればなり。海の濟る所は舟なり。舟の慿る所は針なり。針の理微、之を舊本に考し、之を
時論に參して、成書を彚輯して、司針者をして玩索せしめて得る有しめるに非ざれば、其れ舛謬
に至らざるは幾何ぞ。雪堂『指南廣義』の輯、意其れ斯に在る有るか。集成して梓を授るに余に
一言を其首に弁ぜんことを丐う。余針中の妙を知らざると雖も、然れども東西南北の人なり9。曩
て嘗て九江を過りて、鄱陽・洞庭10の間に浮かぶに、湖光萬頃にして、飄然たる一葉なり11。續き
て瓊南に渡りて、儋・崖・萬三州を望み12、當年橫海の故道に弔（いた）り、慨然として馬伏波の
「上霧下潦」の言を念う13。浪急にして濤飛ぶも、幸いにして恙が無きを獲たるは、舟人の心、動
を爲さざるの故なり。然る後心定れば則ち針定まり、針定まれば則ち船定まり、一以て之を貫く
のみと知る14。定まるの義に明らかなる者、獨り大川を涉りて驚かざるのみならざるなり15。卽え
大を遺し艱を投ずると、その橫逆の來り16、非常の至るも、皆靜かに以て之を鎭め、恐怖の心無か

8

羅針盤には、２種類ある。乾式尖端支持方式と水に浮いている磁針を用いる水羅針盤である。地羅は、前者を
指す。
（ニーダム『中国の科学と文明』7 思索社、1977 年、350-351 頁および 401 頁）
。前者は「地羅経」
（
『順風
相送』
）
、後者は「水羅経」
（
『青烏諸言』
）とも言う。本書『指南広義』には、
「周公指南地羅二十四位図」に２４
方位の航海用羅針盤図が掲載されている。周煌『琉球国史略』第１巻には、封舟図（冊封船図）
、玻璃漏図（砂
時計図）とともに、八方位と二十四方位の羅星図（航海用羅針盤図）が載せられている。同書５には、羅針盤の
上に吊した砂時計により時間を計って航行距離を測る方法が、以下の如く記されている。『琉球国史略』５「一
更六十里。以沙漏定之。漏用玻璃瓶両枚、細口大腹一枚。盛沙満之。両口対合。中通一線以過沙。倒懸針盤上。
沙尽為一漏。復転懸之。計一昼夜約二十四漏。毎二漏半有半零為一更。風緩船遅雖及漏刻、尚不及更。風疾船速
未及漏刻、已逾六十里。為過更也。
」羅星図は、上記ニーダム書に転載・紹介されている（同上 346 頁）
。封舟図
と玻璃漏図は、ニーダム『中国の科学と文明』11、思索社、1980 年、33 頁および 228 頁に掲載されている。封
舟図に関しては、封舟の船尾底部の船室「針房」が「羅針盤室」という説明が付されている。
9 『礼記』
「檀弓」上に「
（孔子）曰『吾聞之。古也墓而不墳。今丘也東西南北之人也。不可以弗識也。
』
」とあ
り、鄭玄の注に「東西南北言居無常処也。
」とある。
10 鄱陽湖は江西省北部、長江南岸にある湖。洞庭湖は、湖南省北東部にある湖。
11 「一葉」は「一葦」とともに小舟の比喩として古くから用いられてきた。
『詩経』国風・衛風・ 河廣には「一
葦杭之」とあり、もともと葦の葉を小舟にみたてた表現である。
「一葉」については、蘇軾が「前赤壁譜」にお
いて「駕一葉之扁舟、舉匏樽以相屬」とあるのが有名である。
12 海南島南部の崖州、海南島北西部の儋州、海南省南東部の萬安州のこと。
13 『後漢書』馬援傳に「下潦上霧、毒氣重蒸、仰視飛鳶跕跕墯水中。
」とある。ただし、本来は海南島ではなく
現在のベトナム北部の情景を記述したものである。
14 『論語』 里仁、
「子曰、參乎、吾道一以貫之。」
15 『易経』には、しばしば「渉大川」の語が現れる（
『易経』需卦(水天需)・坎上乾下）
。高田真治・後藤基巳訳
『易経』
（岩波文庫、1969 年）の上巻では「大川を渉るような大事を決定する」こととする。
16『孟子』離婁章句下、
「其待我以横逆、則君子必自反也。
」
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るべし17。此れ惟だ雪堂のみ與に言うべき者なれば、故に其の書に序するに因りて竝びて之に及ぶ。
閩人・陳元輔・昌其氏撰。
【現代語訳】
形而上なるもの（事物となっていない目に見えぬ無形の存在）を道と謂い、形而下なるもの（目
で見える形ある事物）を器と謂う。周公の指南車は、船で往来する者のために製作したものであ
るが、九州に四つの方角、五行八卦から十干十二支までを全て包括しており、器だが、道はその
中に宿り、状況に応じて果てなく変化するので、ただ船乗りのためにのみ方法を説いたのではな
い。思うに聖天子の声望は拡がって満ち溢れるので、およそ人ならば、誰しも聖天子を尊び親み
を感じ、外国の君主も、ひっきりなしに宝物を献上しにやってくるものであり、彼らはいずれも
大海のかなたからやってくるので、指南の法（指南車のように方位を知る方法）は、省略して論
じなくてよいものかな（否よくない）
。吾が門下の程雪堂は、心を落ち着けて古について学び、多
くの書物を覽たが世の中に関わる事と国家に裨益する事でなければ、口にしたり書物に著したり
しなかった。前著の『廟學紀畧』は、孔子の教えを尊び儒学の先達を重んじており、極めてまれ
なものである。今まさに大夫になろうとしているが、まだ謹んで羅針盤の要点を明らかにするこ
とを急務と見做しているのは、思うに誠に朝貢の通じるところが海であるということに見識があ
るからなのだろう。海を渡るのは船であり、船の頼りとするのは磁針である。磁針の理は精妙な
ものなので、古書を調べ、時論に照らし、書籍を集めて、司針（羅針盤係）にあれこれと考慮して
それを体得させなければ、針路を誤らずに済むものは、どれくらいいることだろうか（ほとんど
いないだろう）
。雪堂が『指南廣義』を編纂した意図は、ここにあるのだろう。本がまとまって刊
行するにあたり、私にひとこと前書きを記すように要望してきた。私は羅針盤の奥義をわからな
いが、それでも諸方を彷徨う流浪の人間である。かつて九江に立ち寄り、船で鄱陽湖と洞庭湖の
間を行き、湖面は広々としており、風に漂う一葉のようだった。ついで海南島に渡り、儋州・崖
州・萬州の三州を船から眺め、往時の渡海の古いル―トに至り、感嘆して伏波将軍馬援の「上霧
下潦」という言葉を思い浮かべた。流れが速く波が高いところを、何の差支えもなく済んだのは、
船員の心が動揺することがなかったためである。そうして心が定まれば針路が定まり、針路が定
まれば船の航行も定まって、
「定まる」ということ一つを貫くだけなのだということが私にもわか
った。
「定まる」ということの意義をよくわかっている者は、大事を決定するのに動揺することが
ないだけでなく、大きな困難に直面した場合や逆境に直面した場合、突発的な事態の発生した場
合においても、冷静に処理して、恐れる心はなかった。この話は雪堂でなくては議論することが
できないことであろうから、彼の本に序文を書くにあたって言及したのである。福建省の人

陳

元輔 字昌其が識す。
〔テキスト〕
日本国立公文書館蔵清康熙四十七年福州刻琉球本影印本（高津孝・陳捷主編『琉球王国漢文文
献集成』16 復旦大学出版社 2013 年所収）
『尚書』大誥に「予造天役、遺大投艱於朕身」とある。偽孔伝は「我周家為天下役事、遺我甚大、投此艱難於
我身。
」と釈する。
『尚書』大誥には「淵川を渉る」の語も見えることから、
『尚書』の文脈を意識して『易経』
の語をとりあげた可能性が高い。
17
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