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はじめに
「東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現―」
というタイトルで、私たちは以下のことを表象しようとした。東アジアの海域史を考え
るとき、常に大きな困難となるのは史資料の性格である。第１に、中心（国家）から周
縁（地域）を見る立場から作成された史料が多いこと、第２に、「嘘」や「誇張」が含
まれた記述を解釈しなければならないこと、第３に、文学作品や舞台表現など、そもそ
も「事実」であることを保証していないものも、史料として活用しなければならないこ
となどである。この状況から、既知・未知を問わずに史料を発掘し、新たな方法論を提
示して、これまで見えてこなかった局面に光をあてる。
この研究は、代表高橋公明と分担者池内敏、橋本雄、ケネス・ロビンソンを中核とし、
位田絵美、清水太郎、手島崇裕、渡辺美季、さらには韓国から李薫も研究協力者として
参加した。メンバー全員がめざしたのは、海域史研究を豊かにするためにテキストの範
囲を拡大することであった。それは、これまで必ずしも第１級資史料とみなされてこな
かったものもテキストとして含むことを意味する。したがって、資史料の解釈が方法論
の中核となるが、テキストとなる貴重な資史料をできるだけオリジナルな形態で観察す
ること、さらにはテキストで描かれた場所を観察することのいずれも重視しているため、
さまざまな地域の博物館・資料館・図書館・大学研究施設などの機関への出張が多くな
った。つぎに列挙するのは、そのなかの一部で、本研究に深く関わる貴重な資史料の閲
覧および情報提供をさせていただいた機関である。とくに謝意を表すものである。
日本国内では、九州国立博物館、九州大学附属図書館中央図書館、鹿児島県立図書館、
山口県文書館、神戸市立博物館、神戸市中央図書館、大阪歴史博物館、新村出記念財団
重山文庫、国立国会図書館、東洋文庫、国立公文書館、国文学研究資料館、東京都立図
書館、尊経閣文庫、韓国では、ソウル大学校奎章閣、国立中央図書館、中国では、北京
大学図書館、清華大学図書館、米国では国会図書館、ハーバード・燕京図書館などであ
る。また、個人としても隠岐諸島・海士町の村上助九郎氏、山口市史の斉藤智恵氏、済
州大学校博物館の高光敏氏などにもたいへんお世話になった。
２００５年４月からはじまった本研究の成果は、「研究成果一覧」に詳しいが、単著
の出版、国際的な雑誌への掲載など、すでに特筆すべきものもあり、さらに、これから
もいくつかの重要な成果の発表が見込まれている。そのなかで本報告書は次のように位
置づけられる。中心となるのは、今後、論文・著書として発表するための種となるもの
で、真の意味で研究ノートの範疇である。ついで、研究の核となる資史料についての書
誌学的な報告である。また、最終年度の前後に公開される予定の論文等の要約も掲載し
た。また、渡辺美季の論考に関して千種浩氏からも専門的なコメントをいただいた。
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Ⅰ 古地図は何を語っているのか
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東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現―

神戸市中央図書館蔵「欽定浙江全省海疆図」
渡辺

美季

１． はじめに
本稿は神戸市中央図書館に所蔵されている「欽定浙江全省海疆圖」を紹介し、若干の考
察を試みるものである。この地図は、平成 17 年度に該館が実施した貴重資料の悉皆調査の
際に「発見」された。少なくとも数十年前から該館に所蔵されていたと見られるが、その
来歴は現在のところ不明である。
筆者は本科研の共同研究の一環として 2005 年 12 月に実施された神戸市立博物館におけ
る古地図調査の際に、博物館の学芸員である小野田一幸氏からこの地図をご紹介いただき、
その存在を知った。さらに翌年 12 月には、小野田氏のご仲介と神戸市中央図書館のご高配
を得て、図書館にて本地図を調査する機会に恵まれた。
後に詳述するが、この地図にはある特殊な作為の形跡が認められ、そのことが本地図の
性格をやや複雑なものとしている。しかしまたこの作為ゆえに、本地図は、地図そのもの
のみならず、地図を巡る行為をも同時に考察し得る貴重な素材となっている。このような
本地図の史料的可能性を鑑み、地図情報の共有と研究の進展のための基礎的作業として本
稿をしたためる次第である。

２． 地図の概要
本地図は全長 1408.9 ㎝、幅約 57.0 ㎝の巻軸で、木製の箱に収められている。図１・２・
３に示すように、この巻軸は、地図の冒頭に貼付された織物の部分と、それに続く地図本
体の部分とに大別できる。肉眼観察により、織物が地図に対して、図４のような形で加工・
貼付されたことが看取でき、織物と地図は本来は別個のものであったと考えられる。
織物は、外側の三種の絹布ａ～ｃと、内側の一種の絹布ｄによって構成されている（図
１・２）。これら四種の絹布が、元来一連の布面であったのか、別個のものであったのかは
不明である。張り合わされた織物の隙間から、絹布ｄの裏面に満文（満洲語）の文字が確
認でき、この布が何らかの文書である可能性をうかがわせる。絹布ｄと地図（表）との接
合部には、同布の一部を切り取ったと考えられる数枚の布片と方形の印影（朱印）が貼付
されている（図２）。印影の中央には一行の満文が記されており、この部分のみ絹布ｄの裏
面（文字面）を貼付したと推定できる（図４）。巻軸外側の絹布ａ上には、細幅の絹布片 1
が貼られ「康煕二十三（1684）年九月二十四日恭繪」と墨書されている（図１）。これらの
布片は刃物を使わずに裂き取ったと見られ、その貼付の処置は粗雑である（図４ほか）。ま
た絹布ｄ上には、紅色の紙片が貼られ、「欽定浙江全省海疆圖東至福建西至浙江」と墨書さ
れている（図２）。なお地図の概要に関しては本稿に後続する千種浩氏の論考も参照された
1

千種浩氏の考察によれば絹布ｂを裏返して文字を書いたものである（千種氏の論考を参照）
。
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３．地図の部分

－浙江省の沿海図－

地図の部分は全長約 13.5ｍ・全幅約 0.5ｍの絹本（軸装）で、巻頭から巻末にかけて浙江
省の沿海部を彩色で描いたものである。巻頭が省の南端（福建側）で、巻末が北端（江蘇
側）となっている（図５）。巻末には「江南金山衞界」（江南の金山衛との境）と記されて
おり、織物との接合部である巻頭にも同様の記載があったと推定できる。
図の下部（東）には陸地（沿岸部）が描かれ、上部（西）に広がる海を眺める構図とな
っている（図５）。海上には島影や渦潮が、陸上には府城・県城・村・衛所 2 のほか、山峰・
橋・塔・寺廟・陸路などが詳細に描かれている（図７～14 参照）。その画法には、緑青色で
山の高低を描くなど、明清時代に中国で作成された山水図式地図の強い特徴がみとめられ
る3。
図上には各地各所の名称が墨書され、それらは方形の紅線で囲まれている。文字は楷書
で概ね整然と記されているが、偏や旁の略化（続け字）が散見され、一箇所ではあるが文
字の書き抜けも確認でき（図 10）、
「欽定」かどうかは疑わしい。画像の部分も同様で、粗
雑というわけではないが、
「欽定」に相応しい精緻さを持つとは評しがたいように思われる。
地図内容の年代比定については、まず地図の巻末に「江南金山衞界」と記されているこ
とに注目したい。浙江省の北隣部―現在の江蘇省を含む一帯―は、明清時代に数次の改組・
改名を経た地域である 4 。1368 年に明朝を建国した洪武帝（太祖・朱元璋）は、南京（応天
府）に都を定めると、南京を含む周辺地域（現在の江蘇省・安徽省・上海市）を「直隷」
として都に直属せしめた。1421 年に永楽帝が北京に遷都した後、この地域は北京に属す北
直隷と区別して「南直隷」と呼ばれるようになったが、この地域区分は変わらなかった。
その後 1644 年の明清交替を経て 1645（順治２）年に清軍が揚州・南京を占拠すると、こ
の地域は「南直隷」から「江南省」へと改名された 5 。さらに 1667（康煕６）年には「江南
省」は「江蘇省」・「安徽省」に二分された。この変遷を略示すると下記のようになる。
1368 年～直隷（後、南直隷）→1645 年～江南省→1667 年～江蘇省
つまり浙江省の北隣部が行政区画として「江南」と称された期間は、1645 年から 1666
年までの 22 年間のみであったのである。従って本地図にはこの期間の浙江省沿海部が描か
2

清代の衛所制度は、明代の制度を全面的に継承・発展させたものである。李巨瀾「清代衛所職
能略論」（
『淮阴師範学院学報(哲学社会科学版)』23、2001 年）、同「清代衛所制度述略」（
『史
学月刊』2002 年 03 期）を参照のこと。
3 神戸市立博物館学芸員の国木田明子氏のご教示による。
明清時代の山水式地図に関しては海野
一隆「絵画としての地図―漢民族の地図観―」
（
『東洋地理学史研究・大陸篇』清文堂出版、2004
年）を、清代の地図に関しては中国測絵科学研究院編『中華古地図珍品選集』（哈爾濱地図出版
社、1998 年、P.148-259）、曹婉如ほか編『中国古代地図集―清代―』（文物出版社、1990 年）
などを参照した。
4 塩英哲編訳『精選中国地名辞典』
（凌雲出版、1983）、復旦大学歴史地理研究センター・中国
歴史地理信息 系統 CHGIS（ http://yugong.fudan.edu.cn/Ichg/Chgis_index.asp） などを
参照した。
5 江蘇。禹貢揚及徐・豫三州之域。明為南京。清順治二年改江南省…（略）
。
［康煕］六年、江南
更今名。
（
『清史稿』巻 58）
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れている可能性がある。但し江蘇省は 1667 年以降も慣習的に「江南」と呼ばれることがあ
り、その意味で「江南」の地名は年代比定の決定的な根拠とは見なしがたい。
次に地図上の府・県の記載に目を向けてみたい。図６は本地図から読み取れる全ての府
名・県名（およびその他の主要なランドマーク）を白地図に書き込んだものである。さら
にこれらの府・県の設置期間をまとめたものが次表である 6 。
平陽縣

1370-1911 年

寧波府

1381-1911 年

温州府

1368-1991 年

慈谿縣

1418-1911 年

樂清縣

908-1911 年

餘姚縣

1369-1911 年

太平縣

1469 -1911 年

紹興府

1367-1911 年

黄巖縣

1370- 1911 年

䔥山縣

742-1911 年

台州府

1368-1911 年

杭州府

1366-1911 年

象山縣

706-1911 年

海寧縣

1369-1772 年

定海縣

910-1687 年

海盬縣

1369-1911 年

この内、「定海県」が寧波府の北東部に描かれていることに注意したい（図 13）。という
のも、910 年以来この地区に置かれていた定海県は、1688（康煕 27）年に「鎮海県」と改
名されているからである（現在の寧波市鎮海区である） 7 。それは舟山に新たに「定海県」
が設置されることになったためであるが 8 、本地図上の舟山にはいかなる衙門も確認できな
い（図 11）。従って本地図の記載情報の下限は 1687 年である可能性が考えられる。
以上の点を鑑み、本地図に描かれているのは 1645 年から 1666 年（遅くとも 1687 年）
頃の、即ち 17 世紀中葉（または後半）の浙江省の沿岸状況である可能性が高いことが指摘
できる。今後、府県以外のランドマークの設置年代の詳細な検証を進めれば、より厳密な
年代比定が可能となるであろう。
なお地図は乾燥による劣化が進んでおり、一部の画像・文字は読み取ることができない。
一刻も早い補修が望まれる。

光緒『浙江通志』
、浙江省編纂委員会編『中華人民共和国地名詞典・浙江省』
（商務印書館、1988
年）および註４所掲書・サイトに拠る。なお同名のまま行政単位の変遷を重ねた地域（例：①余
姚県→②余姚州→③余姚県）に関しては、地図の記載と同単位となった最も遅い時期の期間を掲
載する（余姚県の場合は③の期間）。
7 国朝康煕二十七年、更名鎭海縣。
（光緒『浙江通志』巻七・建置四、鎭海縣）
8 ［康煕］二十六年、改舟山爲定海山、二十七年建縣治。
（光緒『浙江通志』巻七・建置四、定
海縣）
6
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４．織物の部分

－満文の勅命－

次に織物の部分に関して考察を行う。その材質と構造については本書所収の千種浩氏の
論考に詳細を委ね、ここでは絹布ｄの文字情報に主な焦点を当てて分析していく 9 。
絹布ｄは黄白色（本来は白色で歴年により黄ばんだものか）で、昇降する一対の龍紋が
織り込まれている（図 15）。二匹の龍の間には満文が織り込まれ、これを反転すると「奉天
勅命（abka-i hese-i ciming）」と読むことができる。
また文字面を貼付したと推定できる朱印の部分には、満文・漢文の併記（満漢合璧）によ
る「敕命之宝／hese i tacibure-i boobai」の刻字が確認できる（図 16）
。印影の中央には満
文で「康熙？年十二月二十□［日］
（[e]lhe taifin i …ici aniya, jorgon biya-i o[rin...]...）」
、、、、、
と墨書されており、絹布ｄは清朝の康煕年間（1662-1722 年）の文書である可能性が指摘
、、、、、、
できる。さらに印影中央の満文が、印形に合わせて単語の途中で切断されていることから、
この印の貼付が「満文を解さない者」―恐らくは日本人―を対象になされたであろうこと
が推測できる。
絹布ｄの裏面に記された満文は、表装（絹布ａ～ｃ）から剥がれた周縁部の数カ所から
僅かに読み取ることができる（図 15・17）。但し、それらは幾つかの単語および単語の断片
にとどまり、まとまった内容を確認することはできない。なお絹布ｄの縁辺で文章が途切
れていることから、絹布ｄは文書の全体部ではなく、一部分であると推測できる。
絹布ｄの性格は、「奉天勅命」の織文や「敕命之宝」の印影から推測し得る。結論から先
に言えば、これは清朝において官位を授ける際に用いられた「勅命」の文書であろうと考
えられる。
清朝では、文官・武官に品級を授（もしくは封・贈）する際に誥命 ・勅命の文書が用い
られた 10 。この制度は明朝の制度を継承し改変を加えたもので、
「誥命」は一～五品を、
「勅
命」は六～九品を与える際に発給された 11 。誥勅文書は巻軸の形式を取り、幅は 30.0 ㎝
前 後 、 長 さ は 通 常 ２ ～ ３ ｍ で 、 長 い も の は ５ ｍ に も 達 し た と い う 。 誥 命 は 巻き雲な
どの紋様のある三色または五色（紅・藍・黒・浅黄・明黄）の絹織物で（図 16 参 考
２）、勅命は純白の絹織物で作られた。図柄や軸頭には官級によって区別が設けられたが、
勅命（すなわち六～九品）の場合は、全て「角製の軸頭を用いた葵花の柄の錦」であった 12 。
9

なお本稿における満文の読解は全て野田仁氏（日本学術振興会特別研究員）によるものである。
官員本人に対して品級を与える場合は「授」の字を、その栄典によって曾祖父母・祖父母・
父母・妻室に品級を与える場合には存命者であれば「封」、故人であれば「贈」の字を用いた。
本稿における誥勅文書に関する記述は原則的に以下の論考に拠っている。黄才庚「我国歴代詔
令文書発展述略」『四川大学学報（哲学社会科学版）
』1990 年 03 期。王金玉・戴龐海「明清時
期的封贈制度与誥勅档案浅述」
『档案管理』1992 年 03 期。姜培春・姜国良「明清誥勅文書之研
究」
『山東档案』2001 年 06 期。承志「学習院大学図書館「清帝誥勅命書」について」
『海雀（東
アジア海文明の歴史と環境ニューズレター）
』３、2007 年。馬徳玲「清代誥命勅命製作内幕」
『中
国档案報』2007 年 04 月 09 日（www.confucianism.com.cn/html/lishi/1719508.html）。
11 覃 恩封贈 五品 以上官 及世 爵承襲 罔替 者曰誥 命。 敕封外 藩、 覃恩封 贈六 品以下 官、 及
世 爵有襲 次者 曰敕命 。（光 緒『会典事 例』巻 16）
12 1758（乾隆 23）年には、六・七品は二軸、八・九品は一軸と定められた。
10
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これらの文書の製造は、1662（康熙元）年以降、南京の江寧織造局が担った 13 。な お
織造局とは江寧・杭州・蘇州に設けられた官設の織工場で、宮廷および政府所用の
絹織物を専ら製造した。
誥 勅の文面は翰林院にて定められたもので、駢文体（特別な対句表現）を用いるなど一
定の格式があり、与えられる品級によって文字数などに差違が設けられていた 14 。ともに満
漢合璧で記されたため、左から右へと書き出された満文と、右から左へと書き出された漢文が、
互いの末尾で落ち合う形になっていた。双方の文書の始め―すなわち左端と右端―には昇降の龍
紋が織り込まれ、二匹の龍の間には、誥命であれば「奉天誥命 」
（左＝満文、右＝漢文）、勅命
であれば「奉天勅命」
（同）の文字が織り込まれた。この織文が満文・漢文によるそれぞれの記
事の冒頭となり、以後「奉天承運皇帝制曰…」で書き始められる本文が手書きされた。本文に
は封ぜられる者の功績や封贈の理由などが記されていた。末尾には年月日がそれぞれ記され、
その上に満漢合璧の玉璽が押された。玉璽の刻字は、誥命であれば「制誥之寶（制誥之宝）
」
、

勅命であれば「敕命之寶（勅命之宝）」（図 16 参考１）であった。
清朝では毎年、封贈の時期になると、吏部および兵部が誥命・勅命を給すべき人物を選
定して皇帝に上奏した。皇帝の裁可が下ると中書科という官署において、専 用の絹織物を
用いて誥勅文書が作成された。それらは内閣の誥勅房という機関にて検閲され、最後に玉
璽 が 押されて本人へと発給された。

さて絹布ｄには、昇降の龍紋・「奉天勅命」の織文・満漢合璧による「敕命之宝」の印
影・生地 の色 など の諸点 にお いて、 清代 の勅命 の特 徴を見 出す ことが でき る。特 に
印影は、現在確認し得る康煕年間の「勅命之宝」と印影が合致している（ 図 16）15 。
従 っ て 絹 布 ｄ は 、 ほ ぼ 間 違 い な く 「 清 朝 の 康 煕 年 間 の 勅 命 の 満 文 部 分 」（ の 一 部 ）
であると考えて良いであろう。このことは、僅かに読み取れる満文の部分に「封」
・
「恩」
など封贈に関わる語が見えることからも傍証できる。
もちろん絹布ｄが「清朝の勅命」の贋作である可能性も否定できない。しかしこの布が
満文や龍紋を織り込んだ高度な技術によって作製されていることなどを鑑みるに 16 、贋作の
可能性は決して高くはないように思われる。
なお絹布ａ～ｃは、①原則的に純白色の絹織物で作製される勅命とは色合いが異なって
いること、②特にｂ・ｃには誥命の特徴である「巻き雲の紋様」があることなどから、勅
命ではなく誥命の一部であった可能性がある。今後、同時代の他の勅命・誥命との比較分

1878（光緒４）年からは杭州の織造局が製作するよう改められた。
品位が高いと文字数が多く、低いと少なくなった。
15 また清代の「勅命之宝」印とも寸法がほぼ一致している（図 16 参考１）
。なお玉璽が満漢合
璧となったのは、1650 年の叔父ドルゴンの急死により順治帝の親政が開始されて以降のことで
ある（片岡一忠「印制にみえる清朝体制―清朝と八旗・外藩・朝貢国・中国内地の関係―」『歴
史人類』27、1999 年、233 頁）。
16 「高度な織りの技術」に関しては千種氏の考察結果に依拠している（千種氏の論考を参照）
。
13
14
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析を進めていく必要があるだろう 17 。
ところで、なぜこの織物（絹布ａ～ｄ）は地図と接合され、接合箇所に印影が貼付され
たのであろうか。それは明らかに地図を「欽定」と称する―恐らくは詐称する―ための作
、、
為であったと考えられる。先述したように絹布ｄには「欽定浙江全省海疆圖（後略）」と墨
書された紅色の紙片が貼られている。作為者は、そこにさらに玉璽の印影を付し、皇帝の
「お墨付き」が付与されたかのように加工することで、「欽定」の文字の信憑性を高めよう
としたのであろう。また玉璽以外の箇所は、「欽定」を盛り上げる装飾（＝織物部分）か、
「欽定」の主張に不必要な部分（満文の文面）
、あるいは「欽定」の装いを損ないかねない
部分（恐らくは除去されてしまった漢文部分）18 として、それぞれに「相応しい処置」―接
着・切断・削除など―が行われたのだと考えられる。

17 例えば江蘇省の徐州聖旨博物館（www.xzszbwg.com/web/szjs.asp）や山東省の明清聖旨博物
館（www.szbww.com/main/gcsz.asp?page=1）は、清代の誥命・勅命の画像をウェブサイトで
公開している。
18 勅命の文面であれば恐らく地図とは関係の無い内容であったと考えられる。
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５．外箱および箱書の部分

－「幕府拝領」の図－

次に本地図が納められている外箱および箱書について分析を行う（図 18）。
本地図の外箱は木製で、外側・内側ともに褐色の上塗り剤（乾性油か）が塗布されてい
る。箱蓋の中央には墨と朱で三つ葉葵（三つ葵）の紋が描かれている。箱身の両側面には
金具が取り付けられ、この金具には箱を縛るための黄緑の組紐が取り付けられている。
箱身の下部には和紙と見られる白紙が貼られ、漢文による墨書がなされている。墨書の
末尾には、篆書で「林立誠堂」と刻まれた朱印が押されている。誰の（またはいずれの書
肆の）落款かは不明である。
箱書に記された漢文は以下のように読み下すことができる。
そむ

此の図巻は唐国の康煕年間に泰西（西洋）各国の唐に反くる時に、唐国の皇上大爺（皇
帝）、其の全省の画匠に命じ、其の大才有る者六十余人を中選し（選び）、日夜続行し
えが

て此の地の涯図（縁地の図）を画かせ、以って洋夷の反くる所に備えん矣。後来（そ
たずさ

の後）唐官の朝に拝する時（日本に来た時） 携 え来りて官省に献ずる所也。此の巻の
長は十四多の間有り。密画密色にて実に罕見（稀見）を為さん矣。
幕府拝領
すなわちこの箱書は、これは康煕年間に清朝と西洋諸国が敵対した際、康煕帝が国防の
ために全省の画家に命じて作成させた「精巧」で「稀少」な沿海部の地図であり、後に中
国の官人が日本を訪れた際に官庁に提出したものを幕府から拝領したものである、と述べ
ているのである。
一見してこの文面には、織物と地図とを接合させ「欽定」を装おうとする作為との強い
連続性がうかがえる。徳川家の三つ葉葵の家紋を描いた外箱や、「幕府（からの）拝領」の
語句も同様である。また「唐官拝朝」・「幕府拝領」などの表現は、この漢文の作者が日本
人であることを推察させる。先述したように、地図と勅書の接合にまつわる一連の作為も
日本人を対象になされたと考えられることから、本地図を巡る作為は担い手も受け手も日
本人であった可能性が高いと言うことができよう。
ところで箱書の記述は、作為を補強する単なる創作、あるいは全くの虚実なのであろう
か。またこの作為は一体いつ頃になされたのであろうか。以下、箱書の内容から、これら
点について若干検討してみたい。
まず地図の作製についてであるが、少なくとも清朝の康煕年間において「西洋諸国の対
立により皇帝が国中の絵師を集めて絵を描かせた」という事実は確認できない 19 。しかし康
煕帝の号令下に全国の地図が作製されたことはある。著名な『皇輿万国全図』がそれであ
り、1708（康煕 47）年から 1717（同 56）年にかけて在華の西洋人宣教師らの協力によっ
て作られた。その過程においては、宣教師を含む担当官が中国各地に派遣され、まず塞外

19

康煕『起居注』
・
『清史稿』などの基本史料類のほか、太田（澤）美香「
「皇輿全覧図」につい
ての新史料―「宮中档康煕朝奏摺」所収の地図関係奏摺―」
（『史観』113、1985 年）などを参
照した。
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の、次いで各省の地図が作製されたという 20 。その実態を検討した太田美香氏は、①各省で
は必ずしも測量は行われず既存の地図から精度の高いものが選ばれ写された可能性がある
こと、②『皇輿万国全図』以前にも幾つかの地図が朝廷の指示で作製されていたこと、③
1679（康煕 18）年の勅により二十数年かけて中国全土の地名一覧（皇輿表）が作成された
ことなどを指摘している 21 。従って、箱書に記された内容の内、少なくとも康煕帝が国を挙
げて全省の地図を作製したことに関しては、完全な虚実とは言えないであろう。
次に「唐官拝朝」についてであるが、周知のように、清朝と幕府の間には正式な国交は
結ばれず、民間の中国商船の長崎来航があるのみであった 22 。しかし実は 1685（康煕 24）
年に、例外的に「大清の使官」なる官人二名が長崎に来港したことがあったのである 23 。1683
年に台湾の鄭氏が清朝に降伏すると、翌年清朝は海禁を解除して民間船の出海を許し、こ
のため貿易を求めて長崎に多くの唐船が押し寄せた。これらの唐船の中に、台湾の砂糖と
鹿皮の販売によって該地の軍士を養う費用を得ようとする「公儀の船」13 艘が含まれてお
おさ

り、先の二名の官人はその「諸事之押へ」（＝監督）として派遣された文官・武官であった
という 24 。このことから箱書に見える「（康煕年間の）唐官拝朝」は、一応史実として確認
できると言える。但し史料からは、この二名の官人が地図を持参して官省に献上した形跡
は一切見当たらない。
このように見てくると箱書の記述は、康煕初期から中葉の浙江沿海を描いた「地図」お
よび康煕年間の「勅命」と重なる時代の史実と全く乖離しているというわけではないよう
である。このことから短絡的に何らかの結論を下すことはできないが、少なくとも本地図
を巡る作為が、地図や勅命とほぼ同時代（もしくはややそれに遅れる時代）に実施され、
当時の出来事や風聞が箱書の中に投影された可能性を検討してみる必要はあるだろう。ま
た箱書の文面や外箱の三つ葉葵に見られる用意周到さは、織物と地図とを接合する粗雑な
処置とは必ずしも折り合っておらず、作為のタイム・ラグ―例えば先に地図と外箱・箱書
があり、後に織物が添付された―などの可能性も視野に入れて今後の考察を進めていくべ
きであろう。

前註所掲、太田論文。なお同論文によれば浙江省の地図は 1713（康煕 52）年に作製された。
註 19 所掲、太田論文。
22 唐船の入港が長崎一港に制限されたのは 1635（明・崇禎８）年のことである。
23 大庭脩『徳川吉宗と康煕帝』大修館書店、1999 年、113-119 頁。
24 文官は陝西府鎮安県出身の梁爾壽（奉令台湾府督捕海防庁）
、武官は福州府福清県出身の江君
開（奉令督理興販洋船左都督）なる人物で、後者はもと船頭で既に日本に五度渡航した経験を持
つ者だったという。
（『華夷変態』巻 10）
20
21
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６．おわりに

－結語に代えて－

以上、本稿では神戸市中央図書館の所蔵する「欽定浙江全省海疆圖」について紹介と分
析を行った。本稿で指摘した内容は概ね以下の通りである。
①本地図は「地図」に「織物」が加工・貼付されたものである。
②「地図」は 17 世紀中葉（または後半）の浙江省の沿岸部を描いた中国製の地図であ
る可能性が高い。
③「織物」は清朝の康煕年間（1662-1722 年）に発給された勅命の一部と推断できる。
④「地図」に「織物」が加工・貼付されたのは、地図を中国皇帝の「欽定」に見せか
けようとする何者かの作為によるものである。
⑤外箱に描かれた徳川家の家紋および幕府からの拝領品であることを示す箱書の記述
も、④の作為を補強するものである。
⑥作為の担い手は日本人であり、その受け手も日本人であった可能性が高い。
⑦作為は「地図」・「織物」と同時代あるいはそれにやや遅れる時代になされた可能性
がある。
総じて本地図は、「中国皇帝の欽定」および「幕府からの拝領」という二重の権威づけに
よって「異国（＝中国）の地図」の付加価値を高めようとする「作為」の賜物と言うこと
ができよう。
「価値」は絶え間なく変容するものである。本地図を巡る作為が目指した付加価値は、
一体どのような時代や社会を特徴づけるものであろうか。今後、本地図の分析が多角的に
進められることにより、作為が行われた時代・社会状況をより具体的に解明しつつ、
「作為」
―広くは地図を巡る行為―そのものの歴史的意味をも問うていくことが可能になるように
思われる。本稿がその一助となることを願うものである。

〔付記〕地図の調査および本稿の作成にあたっては、千種浩氏（神戸市教育委員会）・小野
田一幸氏（神戸市立博物館）・石田有邦氏（神戸市立中央図書館）から多大なご協力・ご教
示を賜った。また千種氏にはご専門の立場から、地図の構造と材質に関するご論考をお寄
せいただいた。お三方には、ここに特に記して深謝申し上げる次第である。
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浙江全省海疆図の材質と構造について
神戸市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査係長
（前・神戸市中央図書館資料課主査）

千種

浩

１． 資料の来歴
本資料は、現在、神戸市中央図書館に所蔵されている。しかし、来歴を示す資料、伝聞
は残されておらず、また、幾度かの明らかな後補が認められ、作製当初の姿からかなり変
容していることを予測させる。よって、本資料を評価する場合、その記載内容、記載方法
からの視点以外にも、資料の材質や構造からの調査が必要である。

２． 調査の方法
基本的には、保存修復を行う場合の事前調査の手法が有効であると考える。①肉眼観察。
②実体顕微鏡、マクロ撮影による画像観察。③Ｘ線など可視光以外の波長からの画像観察。
④電子顕微鏡による繊維の材質の同定。⑤繊維断面からの構造の観察。⑥赤外分光法など
による染料の同定。などの手法により、材質や織構造、構成を明らかにする必要がある。
現在②の手法による調査を神戸市教育委員会文化財課の機器を用いて継続中である。

３． 資料の構成
現状では、巻子装で、本紙は絹本、見返しは絹、表紙も３裂の織物から構成されている。
表紙の表装１には外題の布が貼り付けられている。裁ち方は乱雑で周囲の纏もない。見返
しと本紙の接合部には、別の裂が貼られている。その両側にも３裂が補強を意図してか貼
られている。さらに本紙と見返しをつなぐように、印譜の裂が貼られている。いずれも外
題の裂と同様に乱雑である。見返しの幅と表装全体の幅は一致せず、表紙は D の位置に達
している。（写真 1.2）表装１の裏側は紙が裏打ちされ、その紙と見返しの間には極めて薄
い布が一枚挟まれている。見返しの裏側には満文（満洲語）の文字が記されている。表装
２の裏側にも紙が裏打ちされているが、表装１の紙とは繋がっていない。表装２の裏側に
も満文が残されている。文字の記された範囲はまだ確定できていない。

４． 織の観察
表装１は、織糸として緯糸に赤色系と青色系の色糸を織り込み、さらに経糸方向の刺繍
を施している。（写真 5.6）表装２と３の織りは同様で色糸が異なる。緯糸に地色の糸を用
い、さらに太い色糸によって文様を織っている。
（写真７～16）緯糸は地糸、文様の色糸と
もに途中で色を変えている。文様の色糸の密度はいずれも 20 本／cm。外題の裂は表装２を
裏返して文字を書いている。
（写真 1～4）その天地の長さ 29 ㎝は、表装２の幅と一致する。
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見返しは、綾織で中央の上下に一対の 5 本指の龍を対置している。150 ㎜間隔で緯糸方向
に筋が認められる。印譜の裂は同一の織の裏側になり筋の間隔も一致する。見返し本紙の
間の裂は、経糸と緯糸の方向が 90 度回転しているが見返しと同一の織である。その両側の
３裂は外題と同様に表装２と同一の織物である。
現段階でこれらの織物の産地を判断することはできないが、高度な織り技術によるもの
であることは明らかであり、中国を含めての類品との比較調査が必要である。
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合成された地図―山口県文書館所蔵「朝鮮八道総図」
高橋

公明

１． 新たな地図テキストの生成
山口県文書館には朝鮮図を基本にして日本図の一部を合成した地図が２点ある。
「朝鮮八
道總圖」
（以下「総図」、請求番号「毛利家文庫、五八絵図、二二の一」
）と「朝鮮八道全圖」
（以下「全図」、請求番号「毛利家文書、五八絵図、二二の二」）である。本報告ではこれ
らの地図について、とりわけ地図が合成・編集され新たな地図テキストとして生成される
ことに焦点をあてて検討する １ 。
前近代の古地図を検討すると、描かれた範囲が広ければ広いほど、いくつかの地図が合
成・編集された複合テキストであることが多い。合成や編集によって新たな地図が生成さ
れると、そのたびに地図は新たな意味を獲得する。ただし、これまで地図学史が力を注い
できたのは、合成・編集された新たな地図の新しい意味を検討するというよりも、むしろ、
地図の系統樹的な関心から、複合テキストを過去にさかのぼって分解し、起原となる地図
を同定することであった。
ここで紹介する「総図」と「全図」は、朝鮮半島の地図をほぼ中心に配置し、その東側
に日本列島の一部を組み合わせたもので、一目見て、２つの地図が合成・編集されたこと
が理解できる地図テキストである。もちろん、これまでの地図学史と同様に、この複合テ
キストを分解することは重要であり、ここでも基礎的な検討を行なう。ただし、紹介の重
点は、この新たに生成された地図が表現している新たな意味を考えることにある。
地図の一般的な性格として、大きな政治的な変動があった場合を除き、描かれる範囲や
構成は時代を経ても固定される傾向がある。朝鮮半島を描いた地図は多種多様であるが、
南側に対馬島と済州島を東西に、北側に豆満江と鴨緑江を東西に、されに北側の中心に白
頭山を配置するという構図は、ほとんどの朝鮮図に共通して見られる特徴である。したが
って、そこに日本列島の一部を加えたとすれば、それは単なる合成ではなく、新たな地図
が生成されたことを意味するのである。

２． 地図の概要
この「総図」「全図」は貴重な地図テキストであるにもかかわらず、管見の限りでは、河
村克典による研究しかない ２ 。河村の成果に学びつつ、ここではこの地図の特徴について、
とくに海域史の立場からの私見を述べたい。
「総図」（図１）は縦２７５、横２０５センチメートルで、「全図」（図２）は縦２６６、
横１９２センチメートルで、両者の大きさはほぼ同じで、ともにかなり大型である。また
地形の配置あるいは記述の内容について、大雑把に言えばそれぞれよく似ており、まず、
両者に共通して見られる特徴について確認する。まず朝鮮半島の描き方について見る。
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① 朝鮮半島の北側に東から西へ、鴨緑江、白頭山、豆頭江が線上に並べられ、暗示的に境
界を表現している。この境界の南側の詳細な描写と北側の簡略な描写が明確に対比でき
る３。
② 北の境界の東側は簡略というだけでなく、縮尺として解釈しても極端に縮められている
ため、朝鮮後期の地図にあるような北側への膨らみがなく、やや直線的である。
③ 各道の地名のラベルが、例えば慶尚道の地名は緑色に、全羅道の地名は赤色というよう
それぞれ同じ色で色分けされている。
④ 河川が明確に、幅広く、山も山名も含めて数多く描かれている。
⑤ 各地域の地名も細かく表示されている。
⑥ 朝鮮半島の輪郭は、１６世紀以前の朝鮮図に起源をたどることができる地図に良く似て
いる。
⑦ 通常、慶尚道の一部として描かれる対馬島が、慶尚道とは色も異なり、日本の一部とし
て描かれている。
以上の特徴のうち⑦以外は、遅くとも１７世紀以前に起源を持つ朝鮮で作成された朝鮮
図の特徴である。もちろん⑦は、これらの地図が日本で作成されたことによる修正である。
つぎに日本の領域の描き方について見る。
① 咸鏡道から東の海上に、外枠に接して「蝦夷嶋」が茶色で描かれている。
② 「蝦夷嶋」から少し下に位置したところから、外枠に接して、上から下に「但馬」「因
幡」「伯耆」
「出雲」「石見」「長門」の山陰地域が国別に色違いで描かれている。
③ 山陰地域から少し下に位置したところから、外枠に接して、上から下に「豊前」
「筑前」
「筑後」「肥前」「肥後」
「薩摩」「大隅」の九州地域が国別に色違いで描かれている。
④ 朝鮮半島とは異なり、河川や山についての描写はなく、主要都市の名前とそれらをつな
ぐ陸路・海路が赤線で表示されている。
⑤ 「蝦夷嶋」、山陰地域、九州の北部と西部を上から下にほぼ一直線に配置している。
以上の特徴を全体として見ると、朝鮮半島の描写の仕方とまったく異なっており、別な
地図から写されたことは疑いようがない。また、⑤の特徴は江戸時代の日本図を見渡して
も類例がない。この点については、おそらく朝鮮図の余地を利用して日本図を配置するた
めに、原図の日本列島の配置を犠牲にしたのであろう。その点を除くと、合成のあとは明
白で、何度も写され洗練されてきたものではなく、まさに２枚の地図を合わせて、ほとん
どそのまま１枚の地図にしたと考えられる。
朝鮮半島を地図の主軸より少し左寄り、すなわち西寄りに、「蝦夷嶋」、山陰地域および
九州を右端、すなわち東端に配し、朝鮮半島の東海岸と北海道・山陰地域・九州を対面さ
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せている。このような構図の地図を管見の限り見たことはなく、構図・範囲ともに類例が
見つからない ４ 。これだけでも、素朴な合成ではあるが、あらたな地域観を表現した新しい
地図と評価できる。朝鮮半島の東側と日本列島の西側が対面していることを強調した配置
である。
「総図」「全図」とも文字情報が豊富に書き込まれている。元の地図にすでに書き込まれ
ていたと思われる地名など以外にも四角形の枠をあちらこちらに配置し、さまざまな書き
込みがされている。細かく見ると「総図」と「全図」では文章、枠の表示の仕方に違いが
あるが、内容としてはほぼ同じものとみなすことができる。
① 地図の右端の枠付近、すなわち「蝦夷嶋」と山陰地域の間に配置されており、朝鮮半島
部分についての凡例である。朝鮮八道の、例えば慶尚道を緑というように、それぞれを
具体的に何色で表示しているか、州・郡・府などの行政区画を、例えば郡を長方形とい
うように、それぞれをどのような形のラベルで表示しているか、さらには道や境界の表
示の仕方が例示されている。
② ①からさらに枠に近いところに配置されており、朝鮮八道のそれぞれの行政区分の構成
についての概要である。最初に朝鮮全体の幅と長さが、最後に朝鮮全体の行政区分の構
成のデータが示され、そのあいだに各道の構成、例えば全羅道が「四州十二郡五府四令
三十一懸六驛十二堡」というように例示されている。
③ ①および②の下で、出雲国と外枠の間に配置されており、朝鮮の距離の単位についての
説明文で、「日本ノ十里ハ六十四里也」というように、朝鮮の里と日本の里の換算率に
ついて記述されている。
④ 豊前国、筑前国、筑後国と外枠の間に配置されている。この両地図が作成された経緯に
ついての説明文。両地図の書誌的な情報としてもっとも重要な記述である。対馬島でか
つて朝鮮語通訳をしていた松原正軒の情報が、この地図製作の基礎にあったこと、寛保
２年（１７４２）、浜崎代官の清水親全が正軒の子松原正英に命じて作成したとある。
⑤ 地図の下部中央の外枠に接して配置されており、朝鮮半島にかつて成立していた古代王
朝の檀君朝鮮、箕氏朝鮮、衛満朝鮮などから三韓諸国までについて歴史が要約されてい
る。
⑥ 地図の左端の枠と忠清道の間に配置されており、朝鮮半島にこれまで成立した王朝、す
なわち檀君、箕子、衛満、辰韓・新羅、弁韓・高句麗、馬韓・百済、後高麗、後百済、
高麗、朝鮮の各王朝について、例えば、「高麗

三十四代享年四百七十五年」というよ

うに記述されている。
⑦ 朝鮮半島のあちらこちら、さらにはその周辺の海上にも枠は配置され、細かな字でその
地域に関する歴史地理的な事項、文禄・慶長の役、釜山の倭館（「日本館」）などについ
て記述されている。

- 33 -

以上、④を除いて朝鮮半島に関する地図をどう読むのか、あるいは朝鮮半島に関する歴
史の概要に関する情報である。地形の配置の場合と同様に、朝鮮図を主にして日本図の一
部を追加したことに対応している。④については後述する。
この１種２枚の地図は、朝鮮半島の歴史地理と日本と朝鮮半島の関係を豊富な情報量で
総括的に表現している。

３． 地図の分解
ここでは、地図学史での基本的な作法である地図の分解を試みる。そのためにもっとも
大きな手がかりとなるのは、四角形の枠④の書誌的な記述である。「総図」と「全図」の違
いはわずかなので、「総図」の記述を引用し、ついで「全図」との違いを注記する。
□（閲ヵ）此圖者朝鮮八道總圖也。所圖之一書者、據東國輿地勝覧、而不差毫釐所寫也。
嘗松原正軒對馬州為譯官、久在彼土、而日夜間交韓人、質之府州郡縣令堡、地理行程、名
山名嶺河海遠島。抵西鴨緑遼東界、北豆満女真野人境、盡考尋之以圖中書而議論之。乃云
此圖最可也。嘗正軒當國來、受

國恩。茲山内廣通當執政、而清水親全為濱崎之宰旹、命

正軒子正英、而於舩倉之舘、使開正之寫矣。以加壹岐對馬五嶋九州西北海邊、而韓人飄泊
之為辨用者也。旹
寛保二壬戌秋八月也
「総図」：「全図」
□：なし。
嘗松原正軒對馬州為譯官：これに続いて時の字あり。
抵西鴨緑遼東界：抵西鴨緑遼東之境
北豆満女真野人境：北豆満女直兀良？（哈ヵ）野人界
嘗正軒當國來：嘗正軒來當國而
受

國恩：受國恩

清水親全為濱崎之宰旹：清水親全為濱崎宰子旹
於舩倉之舘、使開正之寫矣：於舩倉之？（舘ヵ）、使開正寫之矣
以加壹岐對馬五嶋九州西北海邊國：以加對馬壹岐五嶋九州西北海邊之國
旹：なし
寛保二壬戌秋八月也：寛保二壬戌仲秋下浣
「総図」と「全図」では、いくつかの記述の違いが見られるが、大きく意味が異なる箇
所はない。書誌的に重要な記述は、①この地図は『東國輿地勝覧』から正確に写し取った
ものであること、②松原正軒が対馬宗家の「訳官」として朝鮮に滞在中に、「韓人」から朝
鮮の歴史・地理に関する多くのことを聞き取ったこと、③その松原正軒が長門国に来て、
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毛利家に雇われたこと、④正軒の子正英が浜崎の「宰」である清水親全に命じられ、「舩倉
之舘」において正確に写したものであること、⑤「對馬壹岐五嶋九州西北海邊」をそれに
追加し、朝鮮人漂流民の応対用にしたこと、以上の 5 点である。
地図そのものについては①と②が、地図作成に関わる人的な背景については②、③およ
び④が大きなヒントとなっている。それらのうち後者の人的な背景については木部和昭の
研究によって、より具体的に確認できる ５ 。
それによれば、松原正軒（新右衛門）という人物は、対馬宗家で「大通詞」を勤め、朝
鮮（釜山）に数年滞在し、宝永・正徳度の朝鮮通信使の来日にあたり、江戸まで随行して
いる。ついで享保８年（１７２３）に宗家を辞し、子の正英（直右衛門）とともに長門国
萩に来て、朝鮮人漂流民対策として毛利家に通詞として雇われた。また、地図が作成され
た寛保２年（１７４２）の前年、阿武郡須佐浦の山嶋に朝鮮人１０名が漂着し、
「御船倉御
雇、松原直右衛門」が通詞として事情聴取を行なっている。この事件が、④の直接のきっ
かけになったと考えられる。以上、「総図」「全図」の書誌的な記述と、木部によって解明
された松原親子の経歴はきわめて正確に対応していることが確認できる。
地図そのものについては、『東國輿地勝覧』を下敷きにしたことが明記されているので、
『新増東國輿地勝覧』に収められている地図と比較対照する。『新増東國輿地勝覧』には、
朝鮮半島全体を描いている「八道總圖」１枚と、「京畿」
、
「忠清」など各道を描いている各
道図８枚がある。「八道總圖」は輪郭としては良好な原図の候補といえるが、細部がほとん
どなく、「不差毫釐所寫也」というには大雑把に過ぎる。「総図」「全図」の原図の候補とし
ては除外すべきであろう。したがって、８枚の各道の地図を丁寧に合成したと考えるのが、
もっとも可能性が高そうである。その想定にしたがって、各道の地図と「総図」
「全図」の
対応する部分を比較し、以下のように確認できた。
詳細については省略するが、各道図は、①海岸線の輪郭については似ており、原図の可
能性が高いこと、②しかしながら、島の数が少なく、かつ配置も異なる場合が多いこと、
③川筋および山の配置も似ているが、より簡略であること、④地名については牧・都護府・
郡・県に限られ、それ以外の細かい地名などは記載されていないことなどが確認できた。
①の海岸線の輪郭について、いくつかタイプの朝鮮図で確認したが、
『新増東國輿地勝覧』
の各道の地図以上に似ている例は見出せず、「総図」「全図」がそれらを原図としているこ
とは間違いないところである。しかしながら、「総図」「全図」には、より細かな輪郭が描
かれており、「総図」「全図」が各道図を写し、合成しただけでないことも間違いない。②
の島について、もっとも際立つ差異は、済州島と陸地との距離である。「総図」「全図」が
距離をとっているのに対し、全羅道図はほとんどのタイプの朝鮮図と同様に陸地から極め
て近いところに済州島を描いている。③④について、松原正軒が対馬宗家の「訳官」とし
て朝鮮に滞在中に、
「韓人」から朝鮮の歴史・地理に関する多くのことを聞き取ったことが、
きわめて大きな役割を果たしていると考えるべきであろう。なお④について細かく言えば、
「総図」「全図」が１７世紀以降の地名の変更を反映しているのに対し、当然、『新増東國
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輿地勝覧』の各道図は１５世紀の地名が反映している。なお、山口県文書館が所蔵してい
る「朝鮮国之図」（請求番号「毛利家文庫、五八絵図二三」）は、「総図」「全図」の朝鮮半
島部分と類似しているが、地形などは簡略で、地理情報も異なっており、両者が共通の祖
図を持つ可能性はあるが、「朝鮮国之図」から「総図」「全図」へ地図に関する情報を写し
取った可能性はほとんどない。
次に「對馬壹岐五嶋九州西北海邊」を「総図」
「全図」に書き加えたことについて確認す
る。「総図」「全図」のなかに典拠についての記述はないため、いくつかのタイプの日本図
を比較してみたが、類似性の高い地図を同定することはできなかった。「蝦夷嶋」から「薩
摩」までを一直線に配置した地図はなく、おそらく朝鮮図の余白を考慮して、日本列島を
棒状に変形したと推定できる。それを前提として刊行されている古地図帳などでいくつか
のタイプの日本図を見ると、もっとも似ているのは、江戸時代に数度実施された国絵図の
作成時に合成された日本図である。そのなかで候補になるのは、正保年間（１６４８年ご
ろ）成立の徳川幕府撰日本図（「正保図」）と元禄１５年（１７０２年）成立の徳川幕府撰
日本図（「元禄図」）である ６ 。
「総図」「全図」のなかの簡略な表現と比べると、どちらもかなり精緻な地図だが、海岸
線を大雑把に描いたとすれば理解が可能である。どちらも国ごとに色分けしており、その
点については写したことが反映しているのかもしれない。それらのなかで両図を候補とす
るもっとも大きな理由はつぎの点である。まず、どちらも隠岐諸島のうち島前三島の知夫
里島・中ノ島・西ノ島と島後島を山陰地域の海岸線に平行に配置している。じつはこれ以
前の国絵図、例えば寛永国絵図では、島前と島後を南北に配置しており、正保国絵図にな
って東西に配置するようになる ７ 。おそらく、これが「正保図」
・
「元禄図」に反映したので
あろう。
つぎに、以下の二点が「元禄図」をもっとも可能性の高い候補とする根拠である。①ど
ちらにも北海道が描かれているが、
「正保図」には「蝦夷嶋」というような文字表記がなく、
「元禄図」には明確に「蝦夷嶋」と表記され、「総図」「全図」と対応していること、②対
馬島の描き方も似ているが、「元禄図」にのみ対馬島の南の中心に「有明山」と緑色で描か
れており、「総図」「全図」のそれと対応していることである。
以上、「総図」「全図」が下敷きにした朝鮮図と日本図について現時点での候補について
検討した。

４． 海域史から見たこの地図の意義
「総図」「全図」を海域史の観点から見たとき、もっとも大きな意義はその構図にある。
すでに述べているように、朝鮮半島と日本列島のうち北海道の西側、本州の西側あるいは
北側、九州の西側を対面させる構図で、日本海を挟んで朝鮮半島と日本列島が向かい合っ
ていることを強調している。実務的にも朝鮮半島からの漂流民との対話においても大きな
威力を発揮した可能性がある。それ以外にもいくつか注目すべき点はある。
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先にも指摘したように、済州島は朝鮮半島から離れた位置に置かれている。江戸時代に
日本に伝わった朝鮮図の多くと同様に、『新増東國輿地勝覧』の全羅道図も両者をきわめて
近くに描いている。この違いは意図的なものと考えられ、全羅道図に描かれているほどに
は両者は近くないという認識が反映したものである。松原正軒が釜山での「韓人」との交
流によって得られた知識が子の正英に伝わったのであろう。もちろん、相対的には朝鮮半
島と済州島は多くの朝鮮図などで描かれるほど近くはなく、「総図」「全図」の描き方はよ
り正確である。
ところで、済州島を朝鮮半島から離れたところに描いた地図が、当時の対馬島にあった。
その地図は現在「朝鮮八道地図」と呼ばれており、１９２３年に対馬宗家から朝鮮史編修
委員会の前進となる機関に貸し出され、その後、正式の手続きもなく、朝鮮史編修委員会
の所蔵となり、現在、韓国の国史編纂員会が引き継いでいる。この地図は１６世紀前半に
朝鮮で作成されたと推定できるが、朝鮮半島より北の地域に関する１５世紀およびそれ以
前の情報が豊富で、かつ、朝鮮半島周辺に数多くの島々を描いており、後者についてはと
くに海域史においても注目すべき地図である ８ 。
したがって、「総図」「全図」がこの地図を参考にした可能性について考えなければなら
ない。ただし、この地図を参考にしたとすると、済州島と朝鮮半島の距離だけでなく、地
形の輪郭、多くの島々などそのまま写したくなる素材にあふれており、済州島と朝鮮半島
の配置だけが影響を受けるとは考えられない。したがって、松原正軒であれ、正英であれ、
この地図を対馬島で見た可能性はほとんどないのではないだろうか。
これまで、
「総図」と「全図」をほとんど区別せずに検討してきたが、隠岐諸島と欝陵島
の間の海域の描き方に明確な違いが認められる。まず、共通点から確認する。日本側の地
域では、海路を現わす赤い線が多くひかれているが、「総図」「全図」ともに「宇龍」から
島前、「ミオ」（美保関）から島後に２本の線がひかれている。朝鮮側の地域では赤い線は
ほとんど陸路を現わしており、海路では対馬島と「釜山浦」を結ぶ線と、この「蔚珍浦」
から「于山島」を経由して欝陵島の西側までひかれている線しかない。この例外的な表現
から推定すると、朝鮮半島から延びる２本の赤い線は、この地図作成時に追加されたので
はないだろうか。地図作製者の海路に関する関心の高さを表わすものであろう。
「全図」になると、さらに海路への深い関心が表現される。隠岐の島後と欝陵島の東側
も赤い線で結んでしまうのである。隠岐諸島から欝陵島への漁民が頻繁に出漁などこの海
域における人々の活動が地図のなかで視覚化されたということである。この点だけからい
っても、「全図」は「総図」よりも後に制作されたと推定できる。全体に描写も「総図」よ
りも雑で、古地図としての価値は「総図」よりも劣るかもしれないが、ここで見たように
海域史の観点からは見落とすことのできない表現もあり、
「全図」についてもさらに検討が
必要である。
以上、山口県文書館所蔵の「総図」「全図」について、海域史の観点から基礎的な考察を
おこなった。
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図 1

朝鮮八道總圖（山口県文書館所蔵）
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図 2

朝鮮八道全圖（山口県文書館所蔵）
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注
１ ２００６年７月７日、山口県文書館を訪問し、専門研究員の河村克典氏、和田秀作氏をはじ
めとする山口県文書館の皆様には、古地図閲覧に関して、さまざまな便宜をはかっていただいた。
また、翌日の大内氏関係遺跡の巡見に関して、山口市文化振興課市史編纂室の斉藤智恵氏には、
折からの雨にもかかわらず、丁寧に市内各地の案内をしていただいた。ここに謝意を表わすもの
である。
２ 河村克典「朝鮮漂着民との関連で作成された朝鮮図」
『山口県文書館研究紀要』第２４号、山
口、１９９７年、１－１７頁。
３ １７１２年に朝鮮は清と白頭山を国境とし、定界碑を建てた。これ以降、朝鮮側に北方の境
界についての、より正確で深い認識が成立した。文純実「白頭山定界碑と十八世紀朝鮮の彊域観」
朝鮮史研究会『朝鮮史研究会論文集』４０号、東京、緑蔭書房、２００２年。したがって、暗示
的な国境の表示の仕方は、定界碑が建てられる以前の認識の反映と見られる。
４ 日本図を中心にして、朝鮮半島の一部を含んだ地図であれば数多くの事例はある。
５ 木部和昭「朝鮮漂流民の救助・送還にみる日朝両国の接触――朝鮮通詞の問題と漂流民の騒
擾事件を中心として――」
『史境』２６号、つくば、１９９３年、３６－５４頁。
６ 秋岡武次郎編著『日本古地図集成』の「図録」１８（正保図）と３３（元禄図）、鹿島研究所
出版会、東京、１９７１年。
７ 国絵図研究会編『国絵図の世界』柏書房、東京、２００５年、２１２－２１３頁。
８ 「海域史からみた朝鮮図」研究代表者村井章介『８－１７世紀の東アジア地域における人・
物・情報の交流――海域と港市の形成、民族・地域間の相互認識を中心に――』上（平成１２年
度～平成１５年度科学研究費補助金・基盤研究（Ａ）
（１）研究成果報告書）２００４年３月、
２８１－２９４頁。
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Mapping Japan in the Haedong chegukki
Kenneth R. Robinson
The Haedong chegukki, or “Records of Countries across the Sea to the East,” is a state
report on relations with Japan and Ryukyu that Chosŏn Korea government officials compiled around
1470-1471 and presented to the King of Chosŏn in the lunar twelfth month of 1471.

Submitted at

that time as a manuscript text, the Haedong chegukki is extant as an expanded volume printed in
1512.

The report includes chronologies, notes about the two foreign governments and cultural

practices, and maps of maritime northeast Asia, Japan, and Ryukyu, among other information
relating to Japan, Ryukyu, and the Korean government’s interactions with those two governments
and local elites.

The Maps of Japan
The individual maps of Japan depict that country in well-organized segments.

The first

two folios divide Honshu into eastern and western halves, and present Shikoku in the second,
western half. The next map is of Kyushu, the third of Iki, and the fourth of Tsushima.
maps unfold in a serial order with a logic informing their arrangement.

These

To retrace, first, these

enhanced maps unfold out from the regional map, beginning with Japan, which was closer and more
important than Ryukyu to the Chosŏn government.

Second, the presentation of Japanese territory

begins with the main island of Honshu, and proceeds from the eastern and northern provinces
westward.

From Honshu, the presentation continues to Kyushu, to Iki, and then to Tsushima,

moving constantly closer to the peninsula.

Within the frame of the Tsushima image are directions

indicating that the open ports are the next, and last, stop.
This visual representation of Japan begins with Honshu and the two-folio map of Honshu,
entitled “Ilbon ponguk chi to,” or Map of the Main Island of Japan, because the capital, Kyoto, was
located on that island.

Also, the emperor and the “King of Japan” (K. Kugwang-jŏn; J.

Kokuō-dono), who was the diplomatic status equal of the King of Chosŏn in the Korean
government’s state-to-state interaction with Japan, resided in the capital.
explains the inclusion of the word “ponguk” in this map’s title.

This ordering of space

“Ponguk” may be translated as “the

main island,” with “main,” or “pon,” indicating that the capital was on Honshu.

(The visual

depictions of Ryukyu likewise supplement those portions of the gazetteer.)
The image of Japan in the regional map and the individual maps of Japan are closely
bound to the Haedong chegukki’s gazetteer.

Not only did the maps of Japan proceed from eastern

Honshu through Kyushu, so too did the gazetteer.
not match, though.
Japan.

Their respective orders for Tsushima and Iki did

The gazetteer of Japan follows the westward transit through mapped space in

It begins with the Kinai circuit. This circuit, which is on the second folio, is listed first in
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the gazetteer because the capital was located there and because the emperor and the King of Japan
resided in the capital.

Having thus placed the capital and the government, the gazetteer and the two

map folios of Honshu present the circuits in the same order.
Tōsandō circuit and Tōkaidō circuit.

After Kinai in the gazetteer are

These two circuit names appear on the first map folio.

The

gazetteer then lists the other four circuits composed in full or in part of provinces on Honshu.
These four circuit names – Sanyōdō, Nankaidō, Hokurikudō, and Sanindō – are found in the second
map folio.

(The Tōsandō, Tōkaidō, and Hokurikudō circuits extend onto both folios.)

The identification of the circuits in the Korean images also varies from extant Japanese
Gyōki-style maps of Japan from before 1600.
circuit names.

These Japanese map artifacts do not include the

The circuit names in the regional map and in the Honshu and Kyushu images all

appear in vertical rectangle cartouches.
all were printed in relief.

In the regional map, the names of these administrative units

In the two folio maps of Honshu and the image of Kyushu, however, only

the two circuit names in the first folio of the Honshu map (Tōsandō and Tōkaidō) are in relief.

The

other circuit names in Honshu and that for Kyushu are inked.
The presentation of province names differs between the “Haedong cheguk ch’ongdo” and
the individual maps of Japan.

In the regional map, the province names were not set in cartouches.

This likely was due to space limitations caused by the need to carve the Chinese characters in a
manner that would be legible in the printing, and to the shaping of Honshu, Shikoku, and Kyushu.
In the individual maps, the province names were placed in vertical rectangle cartouches.

There are

two exceptions, Shima Province, which is drawn inaccurately as an island, and the island province of
Oki. As for Iki and Tsushima, they were marked the same way in their respective images and in the
regional map.

Like the circuit names in the regional map, the names for Iki and Tsushima were

printed in the same frame and in relief.
The second folio of the map of Honshu also includes the island of Shikoku and its four
provinces, two more imaginary lands, and several other confirmed areas of Japan. To the east of
Yamashiro Province is Lake Biwa, reported to be “30 ri long and 18 ri wide.”
Mt. Fuji.

Further to the east is

At “forty ri in height,” the mountain was always capped by snow. Maritime routes are

visible as un-inked lines, and an overland route extends between the capital and Akamagaseki
(current Shimonoseki).

In Suō Province, the Korean mapmaker added the name of an important

contact among the Japanese, the Ōuchi, whose assistance in slowing piracy in the 1390s and in
escorting Korean embassies through the inland sea to Kyoto brought them special favor from the
Chosŏn court.

The map also includes Yamaguchi, where the Ōuchi were based. The overland

route from Akamagaseki pauses at the Ōuchi base.
The map of Kyushu follows the second Honshu folio. In addition to the circuit name and
the province names, this image also identifies regional elites, who will be introduced below.

And it

extends maritime routes coursing north and south along both coasts, and passing through Hakata.
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Some seventeen islands appear south of Kyushu.

To most are appended distances from Satsuma

Province or other islands, the name of the province to which the island belongs, or other information.
Maritime routes continue through the top, right, and bottom frames into other maps in this atlas.
Continuing westward from Kyushu, the next map is that of Iki.
this island is disproportionately large compared to Kyushu.

As in the regional map,

Its shaping probably resulted from the

decision to record some thirty-four place names, the administrators in six districts (K. hyang; J. kōri),
and the distances from two places to other places.

Inside the island outline, the name was rendered

as “Iki island” (K. Ilgi-do; J. Iki-tō) and the seven district names are in vertical rectangle cartouches.
The names of the thirteen villages (K. ri; J. sato) and of the fourteen ports (K. p’o; J. ura) are not in
cartouches. The vertical rectangle cartouches thus expressed elements of the island’s administrative
hierarchy.

The place names and other information were printed in columns, and data along the

island’s northern shore is “upside-down” to the reader. Elements of the administrative profile are
noted through the identification of the families responsible for the districts, with the exception of one
district to which no name is attached.
The final map of Japan is that of Tsushima.
exaggerates the size of Tsushima compared to Kyushu.

Like the representation of Iki, this image
However, while the magnification of

Tsushima underscores the depth of the Korean government’s interest in this island, the island also is
enlarged in order to record the island name, the eight district (J. gun) names, which are marked in
vertical rectangle cartouches and similarly express administrative hierarchy, the eighty-two port
names, and data regarding two islanders, and to present that printed information in legible sizes.
Stated differently, the decision to include approximately ninety-three written phrases within the
drawn outline of the island necessitated the island’s disproportionate size.
Tsushima had to be usable for Korean officials.

That is, the map of

Also, the mapmaker bent the island so to fit on the

folio and so to write in the manuscript edition (presumably) and carve for the printed edition at a
legible size. The delivery of information to current and future officials superseded fidelity to
topography. That Tsushima appears before Iki in the gazetteer may be due to the larger number of
geographical sites and traders in the Tsushima entry.
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The Eight Circuits and Sixty-six Provinces of Japan
(Kang Hang, Kanyangnok)
Kenneth R. Robinson
The Eight Circuits and Sixty-six Provinces of Japan
(During Emperor Yōmei’s reign the government established the five provinces of the Kinai
area and the seven circuits, and during Emperor Monmu’s reign divided the country into the sixty-six
provinces.)
(The text provided by the Japanese monk is unclear in some places. Because I was
concerned that facts would be lost if I did not follow the text, I copied the information in the older
text. Further, I have appended to the end of each province’s entry additional information that I have
heard and seen, hoping that that data will be useful reference.)
Kinai – The Five Provinces
Yamashiro: (Yōjin and Kishū) Ya-ma-sil-o
This province is of the second, or higher, administrative rank (K. sanggwan).
There are eight districts: Otokuni-fu, Kadono, Atagi, Kii, Uji, Kuse, Tsuzuki, Saganaka
The province is more than 100 ri south to north. There are numerous ancient sites, and
medicinals also are plentiful. If one sows seeds, the yield is one hundredfold, and the taste is good.
The province is vast in size, and the land is excellent in quality (K. taesangsang-guk).
(The term “second” [K. sang] in “second rank” [K. sanggwan] refers to the quality of the
land. The term “vast” [K. taesangsang-guk] refers to the size of the province. The term “excellent”
also indicates the quality of the land. The designations in province entries below all follow this
format.)
(The capital [K. wanggyŏng] of the King of Japan and the new capital constructed by the
leader of the thieving Japanese [K. chokkoe] [Toyotomi Hideyoshi] at Fushimi are in this province.)
Yamato (Washū) Ya-ma-to
This province is of the first, or superior, administrative rank (J. daikan).
There are fifteen districts: Sōnokami, Sōnoshimo, Heguri, Hirose, Katsujō, Katsuge,
Tsushinoumi, Uchi, Yoshino, Uda, Shikinoagata, Shikinoshimo, Takachi, Tochi-fu, Yananobe
The province is more than 200 ri south to north. The province is surrounded by mountains,
and its land yields ten times the crops of other provinces. The famous places and historical remains
are truly numerous. The province is vast in size, and the land is excellent in quality (K.
taesangsang-guk).
The southern capital of Japan is here. The ancient capital of Japan’s rulers was here. The
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country was called Wakoku (K. Hwaguk). Another name for the country was Yamatai. The name
“Yamatai” derives from a command by Emperor Wu of Liang. He named the capital Yamatai
because the insincerity of Japanese people toward truthfulness was like that of wild horses. Japanese
people still today call Yamato as Yamatai. There are 480 temples in the province, and their
magnificence is remarkable.
(Mashita Emon-no-kami [Nagamori] holds a domain valued at 300,000 koku in this
province as a bugyō. Shinjō Suruga-no-kami [Naoyori] holds a domain valued at 30,000 koku and
Ikeda Magoshirō holds 20,000 koku.)
(The land is fertile, and the rice is extremely white.)
Kawachi (Kashū) Kya-wa-u-chi
This province is of superior administrative rank.
There are fifteen districts: Kishikōri, Ishikawa, Furuichi, Yasukabe-fu, Ōgata, Takayasu,
Kawachi, Sara, Ubarada, Katano, Wakae, Shibukawa, Shiki, Tanboku-fu, Tannan
The province is more than two days in each direction. There are many embankments,
swamps, ponds, and wells, and if one sows seeds, the yield is fivefold.

Merchants’ shops are

numerous. The province is vast in size, and the land is average in quality (K. taejung-guk). In Reiki 2
(716) the government divided Kawachi and Ōtori-gun. In Jingo-keiun 4 (770), the government
closed Kawachijima province.
(Several of Hideyoshi’s lesser generals divide this province as domain lands.)
Waizumi (Senshū)
This province is of the fourth, or lower, administrative rank (K. hagwan).
There are three districts: Ōtori, Waizumi-fu, Hine
The province is more than 100 ri south to north. Because the province carries mountains
on its back and embraces the sea, grains are affected by the cold climate and lack in taste. The
province is broad, and shōyu, vinegar, and varieties of fish are plentiful. The province is vast in size,
and the land is poor in quality (K. taeha-guk).
(Koide Harima-no-kami Hidemasa and Ishida Moku-no-kami [Masazumi] hold domains in
this province.)
Settsu (Sesshū) Soet-chu
This province is of higher administrative rank.
There are thirteen districts: Sumiyoshi, Kutara, Higashishiro, Nishishiro-fu, Yatabe,
Shimashimo, Shimakami, Teshima, Kawanobe, Muko, Ubara, Arima, Nose
The province is more than two and one-half days [in size]. The province borders the
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emperor’s capital and embraces the sea to the west. Because the south is warm and the north cold,
grains ripen early. Fishing and salt production is common. The province is vast in size, and the land
is excellent in quality (K. taesang-guk).
(Ōsaka, the western capital of Japan, is here. Three rivers flow, and empty into the inland
sea. The topography is superior to Fushimi. All of the lands in this province are held by the
Kanpaku.)

Tōkaidō – Fifteen provinces
Iga (Ishū) Ing-ka
This province is of lower administrative rank.
There are four districts: Abe-fu, Yamada, Iga, Nahari
The province is more than one day in each direction. To the southeast is the sea and to the
north are many mountains. Accordingly, warm air forms, and trees, plants, and varieties of bamboo
are numerous. The province is limited in size, and the land is excellent in quality (K. sosang-guk).
(The Tsutsui hold this province as a domain. They are a powerful family in Yamato. There
was a man named Tsutsui Junkei who was extremely fearless and cruel. Hideyoshi killed Junkei by
poisoning, and Junkei’s son moved to Iga Province. The Iga-no-kami, who was the younger brother
of Natsuka Ōkura [-no-daibu Masaie] divided the province and has made Iga his domain.)
Ise (Seishū) I-sŏ
This province is of superior administrative rank.
There are sixteen provinces: Kuwana, Asake, Suzuka, Kawakuma, Ichishi, Anki, Tado,
Nishikijima, Gozashima, Inae, Mie, Ano, Iitaka, Iino, Watarai, Take
The province is more than three days south to north. The mountains and the sea are in
good balance, and the province is superior to other provinces in this respect. For this reason, the
people of the province are respectful. The soil is rich, the taxes submitted many. If one seed is
planted, one gains one hundredfold. The province is vast in size, and the land is excellent in quality
(K. taedaesang-guk).
(The Kyōgoku hold this province as a domain. The Ise Daimyō Shrine is in this province.
Local people serve this shrine as if they are serving their parents.)
(A local product is platinum (J. hakkin).)
Shima (Shishū) Si-ma
This province is of lower administrative rank.
There are two districts: Tōshi, Ago-fu, Kamejima
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Among these districts, one belongs to Ise Province. Shima Province is more than one-half
day in each direction. Shima Province is formed from one district.

Marine plants are numerous.

The province is small in size, and the land is poor in quality (K. haha-guk).
(The father and son Kuki Ōsumi-no-kami [Kuki Yoshitaka and Kuki Moritaka] hold
domains in this province.)
Owari (Bishū) O-wa-ri
This province is of lower administrative rank.
There are nine districts: Amabe-fu, Nakashima, Haguri, Niwa, Kasugabe, Yamada, Echi,
Chita, Tōshinoshima
The province is more than three days south to north. The land is deep, the soil fertile.
Merely by sowing seeds one reaps one thousandfold. The large number of villages is unsurpassed in
any other province in Japan. The province is vast in size, and the land is excellent in quality (K.
taesang-guk).
(Fukushima Daibu [Masanori] holds a domain in this province. Several lesser generals, too,
hold domains here.)
Mikawa (Sanshū) Mi-ka-wa
This province is of higher administrative rank.
There are eight districts: Ōumi, Kamo, Nukata, Hazu, Hoi-fu, Yana, Shitara, Akumi
The province is more than one and one-half days east to west. Mountains and rivers are
numerous, but because the soil is shallow at one shaku, grains do not flourish. This province is small
in size, and the land is meager in quality (K. hahaso-guk).
(Ikuta Sanzaemon [Ikeda Terumasa] and Tanaka Hyōbu[-no-daibu Yoshimasa] hold
domains in this province.)
Tōtōmi (Enshū) To-to-u-mi
This province is of higher administrative rank.
There are thirteen districts: Hamana, Fuchi, Ifusa, Aritama, Nakakami, Nagashimo,
Iwada-fu, Suchi, Yamana, Sano, Kikō, Haihara, Yamaka
Mountains and rivers, villages and hamlets mix together. The land is seven shaku deep,
and if seeds are sown, one gains one thousandfold or several ten thousandsfold. The province is vast
in size, and the land is excellent in quality (K. taesangsang-guk).
(Horio Tachihaki [Yoshiharu] holds this province as a domain.)
Suruga (Shunshū) Su-rung-ka-wa
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This province is of lower administrative rank.
There are seven districts: Shida, Mashizu, Uto, Abe-fu, Rohara, Fuji, Suruga (Kami-,
Shimo-) (This is the same as the province.)
The province is more than two days east to west. In the province, mountains, plains,
wildlands, and villages are equal in area. The province embraces the sea and encircles the mountains.
The land is fertile, products many. The province is vast in size, and the land is average in quality (K.
taejung-guk).
(Nakamura Shikibu-no-shou [Kazuuji] holds this province as a domain.)
In this province is Mt. Fuji. Its shape resembles a jar turned upside down. At its summit is
a large hole that is deep and without bottom. Warm air rises directly from the base to the top, and is
like clouds and fog. Even in the sixth month is there usually snow. Song Taishi Jinglian, an envoy
from Ming China, wrote a poem:
[poem to be inserted here]
(Among the Japanese slaves (K. Waeno), those who have traded with Fujian, with Nanban, and with
other countries will raise their sails after seeing the summit of Mt. Fuji from the sea. Japanese monks
say that Atsuta in Ise Province, Kumano in Kii Province, and Mt. Fuji are the three sacred mountains
in Japan. They also say that the waters of Lake Biwa, in Ōmi Province, were created naturally in one
day. Mt. Fuji, in Suruga Province, too, appeared naturally in one day. It became a mountain from the
accumulated sands of the lake. It is said that people who come from the four directions to enjoy the
view of Mt. Fuji, if they pass ten days then there will be no disasters. And in the case of people from
Ōmi Province, if they pass even day then there is no concern that their feet will slip and they will fall
to their deaths. The strange stories that Japanese enjoy are stories like these.)
Izu (Tōshū) I-chu
This province is of lower administrative rank.
There are three districts: Takata, Naka, Kamo
In addition, there are Ōshima and Hirugashima.
The province is more than one day east to west. Fields are numerous, but rice paddies are
few. The mountains are tall and the sea is wide. Salt and varieties of fish are many, and these are
used as taxes. The province is vast in size, and the land is average in quality (K. taejung-guk).
(The Daifu [Tokugawa] Ieyasu and his son the Edo Chūnagon [Tokugawa Ietada] hold
domains in this province.)
Kai (Kōshū) Ki-i
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This province is of higher administrative rank.
There are four districts: Yamanashi, Yamashiro-fu, Yatsushiro-jō, Koma
The province is more than two days south to north. The wet rice paddies are shallow and
the fields are deep. It is cold throughout the province, and there is no warm weather. Grasses grow
luxuriantly and cattle and horses are innumerable. The province is average in size, and the land is
average in quality (K. chungjung-guk).
(Asano Danjō [Shōsuke Nagamasa] and his son the Sakyō-no-daibu [Asano Yukinaga]
hold domains in this province.)
Sagami (Sesshū) Sang-ka-mi
This province is of higher administrative rank.
There are nine districts: Ashigaranokami, Ashigaranoshimo, Ōsumi, Yurugi, Aikō, Takaza,
Kamakura (This is a famous site in Japan. In Kamakura are many artisans who cast famous swords.),
Miura, Enoshima
The province is more than three days in each direction. The soil is more than three meters
(K. iljang; J. ichijō) deep, the land is fertile, and products are many. The mountains are low and there
are is no timber. However, there are many marine plants and varieties of fish. The province is
average in size, and the land is poor in quality (K. chungha-guk).
(The Daifu Ieyasu holds this province.)
Musashi (Bushū) Mu-sa-si
This province is of superior administrative rank.
There are twenty-one districts: Kuragi, Tsuzuki, Tama-fu, Tachibana, Niikura, Iruma,
Koma, Hiki, Yokomi, Saidama, Kodama, Tsubusuma, Hatara, Hatazawa, Naka, Kami, Adachi,
Chichibu, Ehara, Toyoshima, Ōsato
The province is five and one-half days in each direction. Because the open fields are wide
and there are no mountains, the province is lacking in good timber. There are abundant wet rice
paddies and fields, and there are numerous varieties of vegetables. The province is vast in size, and
the land is excellent in quality (K. taesangsang-guk).
(The Daifu Ieyasu holds this province.)
Awa (Bōshū) I-o
This province is of middle administrative rank (J. chūkan).
There are four districts: Heguri-fu, Awa, Asahina, Nagasa
The province is one and one-half days south to north. The mountains, rivers, plains, wet
rice paddies, and villages are in good balance. Fish and shells are many, and these also are used for
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fertilizer in the wet rice paddies and in the fields. The province is vast in size, and the land is average
in quality (K. taejung-guk).
(The Daifu Ieyasu and Satomi [Yoshikado] hold territory in this province.)
Kazusa (Sōshū) Kan-chu-sa
This province is of superior administrative rank.
There are eleven districts: Susu, Amaha, Ichihara, Unagami, Ahiru, Mōta, Ishimi, Habu,
Nagara, Yamabe, Musa
The province is more than three days south to north. The coastline is long and there is
much green-colored seaweed. The province is known for silk cloth, stirrups, and long-blade hoes (J.
kuwa). The province is vast in size, and the land is average in quality (K. taejung-guk).
(The Daifu Ieyasu holds this province.)
Shimōsa (Sōshū) Sa-mo-o-sa
This province is of superior administrative rank.
There are twelve districts: Katsushika-fu, Chiba, Inba, Aima, Sashima, Yūki, Toyota, Sōsa,
Unakami, Katori, Habu, Okada
The province is more than three days south to north. Products from both the mountains and
the seas are extremely numerous. Although birds and animals are everywhere, they do not taste good.
The province is vast in size, and the land is average in quality (K. taejung-guk).
(The Daifu Ieyasu holds this province.)
Hitachi (Jōjin) Tti-ti
This province is of superior administrative rank.
There are eleven districts: Niihari, Makabe, Tsukuba, Kawachi, Shida, Ibaragi-fu,
Namekata, Kashima, Naka, Kuji, Taka; To the right is Tōtōmi province.
The province approximately is four days [from the coast] west. Farms and shops extend in
all directions. Cattle and horses fill the pastures, silkworms are numerous, and cotton is abundant.
The province is vast in size, and the land is average in quality (K. taedaejung-guk).
(Satake [Yoshinobu] holds this province.)
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Mapping Japan
In a Foreign Country in the Fifteenth and Sixteenth Centuries
Kenneth R. Robinson
Japanese Gyōki-style maps of Japan and Korean maps of Japan based upon earlier Japanese
texts highlight the connection between local conceptions of space and cartography.

Ideology and

religion, for example, informed the “acts of visualizing, conceptualizing, recording, representing,
and creating spaces graphically” in Japan and in Chosŏn, and were elements in the “complex
accretion of cultural engagements with the world” that contributed to the production of these maps.
Accretion in Japan and in Chosŏn must have varied given the distinct political, ideological, and
religious environments in those countries.

This raises the question of whether the representations

of Japan in Honil kangni yŏktae kukto chi to, compiled in 1402 (and hereafter as the 1402 Kangnido)
but not extant, the Honil kangni yŏktae kukto chi to preserved at Ryukoku University (and hereafter
as the Ryūkoku Kangnido), the Honil kangni yŏktae kukto chi to preserved at Honkōji temple, the
Tae Myŏng chido preserved at Tenri Library, and the Tae Myŏng-guk chido preserved at Honmyōji
are Gyōki-style maps of Japan.
Separation from Japanese cultural engagements, religious discourses, and political contexts
occurred as the Korean official Pak Tonji traced in western Honshu. Whether compiling a map of
Japan from a Japanese text or reproducing an artifact made by a colleague, Korean elites mapped
Japan in a different ideological, religious, and political environment and for distinct purposes.

The

cartographer(s) who drew Japan into the 1402 Kangnido mapped that country in a manner that, as far
as can be confirmed from extant maps and other sources, it had not been visualized before.

Korean

officials and their cartography appropriated and reconstituted the territory of the country of Japan.
The contours of the islands and the provinces shaped into ovals resembled those in Japanese
Gyōki-style maps of Japan, but discourses that informed the conceptualization(s) of space did not.
“Territory,” the “shape” of “Japan,” “Japan,” and the “map of Japan” undoubtedly lost their sacral
meanings in the map drawn by Pak.
The utilization of Pak’s map in Korean contexts made possible new claims to the mapping
of Japan.

The 1402 Kangnido set the islands in discourses that did not center Japan as territory, as

state, and as society, and that did not set Japan in a Buddhist cosmography. The place(s) in space of
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Japan had grown more numerous.

The Korean world map arrayed Japan as place, space, territory,

and state vis-à-vis Chosŏn and Ming China.

Further, Korean officials inserted Japan into a visual

representation of the China-centered, Confucian social order of civilization.

In this (re)constitution

of Japan in space and social order, Japan became a foreign country not only to Chosŏn, but also to
earlier peninsular polities. The power to place was also the power to displace and re-place.

1.

The Ryūkoku Kangnido’s Map of Japan
The 1402 Kangnido fashioned the world from Islamic, Chinese, Japanese, and Korean

cartographic projects.

In this multi-layered composite map, Korean officials combined two

fourteenth-century Chinese maps obtained in Ming China, possibly in 1399, with new renderings of
Chosŏn and Japan in the 1402 Kangnido.

The map of the island country reached the Chosŏn court

in mid-1401, and the King of Chosŏn received a new map of Chosŏn in 1402.5.
The reproduction of the two Chinese maps into this Korean map loosened their moorings in
Chinese cartographic and other cultures. The map constructed in part from Islamic cartography, the
Shengjiao guangbei tu attributed to Li Zemin, which itself reflected a transfer to a Chinese project of
data selected and arranged in a foreign cartographic practice. Transfer from Islamic cartography
also required the linguistic turn of place names into Chinese pronunciations and ideographs.
Korean officials replicated the ideographs as they removed from Chinese contexts, priorities, and
preferences information that earlier had been removed another mapmaker’s contexts, priorities, and
preferences.

A shorter process of displacement seems to have attended the transmission of the

second Chinese map, the Hunyi jiangli tu attributed to the monk Qingjun.
The image of Japan entered the world map similarly. Map historians and other scholars
commonly see the Ryūkoku Kangnido‘s depiction as a Japanese Gyōki-style map of Japan such as
those in manuscript and printed versions of the Shūgaishō, an encyclopedia that was circulating in
Japan by the fifteenth century.

Of the several extant manuscript versions of the encyclopedia that

predate 1600, three texts include a map of Japan typically called Dai Nippon-koku zu (Map of Japan).
The general shape of the country and the form for provinces in the Ryūkoku Kangnido world map
resemble those in the Shūgaishō images.

The 1402 Kangnido and the Ryūkoku Kangnido are

examples of the “heteroglossic nature of all mapping.”

But it is doubtful that Korean officials, who

were raised and educated in a different cultural environment, could comprehend the Muslim and
Japanese cartographies. And as time passed, they perhaps could read the Yuan-period mapping of
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China only with increasing difficulty.
The Korean cartographer(s) inserted the Japanese islands into the 1402 Kangnido further
south and west than their geological position.

The westward siting resulted from the lack of space

at that edge of the surface, while the setting on a plane with southern China may have been modeled
after Chinese maps.

The mapmaker(s) tilted the archipelago vertically approximately ninety

degrees, setting northern Kyushu and western Honshu at the “top.” However, and perhaps with a
purpose, the areas nearest the peninsula geologically remained the closest.

If the cartographer(s)

constructed the 1402 Kangnido as additional maps became available, then the cartographer(s) added
Japan before Chosŏn.

Placement in the south may also have been a means of ensuring enough

space for introducing Chosŏn, for the area required could not have been measured if the country map
of Chosŏn had not yet been completed.
In addition, the cartographer(s) placed the island of Tsushima close to the peninsula, distant
from Kyushu, and on almost the same plane as Cheju, a Korean island in the southwestern province
of Chŏlla.

This association of Tsushima with Cheju has been seen as an early visual example of the

geomantic expression of these two islands as the feet of the peninsular body of Chosŏn.

If so, this

map of Chosŏn portrayed a view of Tsushima, Cheju, and the peninsula that was common in the late
Chosŏn period.

Further, if a geomantic interpretation informed the proximity to the peninsula and

the balancing with Cheju, the 1402 Kangnido may present an early instance of the Chosŏn
government’s claims to historical and contemporary possession of Tsushima island.
mapmaker(s) did inscribe peninsular Chosŏn with geomantic inscriptions, though.

The

Mountains and

rivers made visible the shapes-and-forces thought according to which energy flowed through the
natural, political, and social landscapes.
The mapmaker also noted trade along the western coast of Honshu.

Set in sea next to

Wakasa Province is a rectangular box that contains two vertical lines of text.

That phrase reads,

“Port for northern sea trade ships” (Pukhae hŭngnisŏn chin) It is not yet confirmed in other sources
whether the Chosŏn government knew of Japanese trade along western coast of Honshu in 1402, but
the court was aware of travel by ship there by 1470.10 at the latest.
In 1470.9, the Japanese monk Jurin related to the Chosŏn government his travel to Kyoto and the
King of Japan on behalf of the now-deceased King Sejo. Having departed from Chosŏn, he reached
Kami-Matsuura, in northwest Kyushu, in 1466.6.
1467/2.

After repairs to the ship, he sailed for Kyoto in

However, as war had broken out in Japan and pirates roamed the inland sea, rather than
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take that shorter route to Kyoto, Jurin sailed northward along the western coast of Honshu.

He

reached a port in Wakasa Province in 1467.4 and sent a messenger ahead to inform the Shogun of
his purpose. The Shogun dispatched soldiers to greet the monk and escort him to the capital.
Proceeding along little-known roads and pausing in some places, the entourage reached Kyoto about
two months later, or approximately 1467.6.
And in 1476.7, court officials inquired of a visiting Japanese contact from Iki island named
Saburōtarō, who previously had received the nominal military post of Third Deputy Commander,
about how Korean embassy ships might reach Kyoto during the Ōnin War.

Saburōtarō replied that

ships could sail through the “northern sea” to Wakasa Province, then travel overland from Wakasa
Province, sail by ship for some distance, and then continue overland to the capital.
Hakata and Iki merchants use that route regularly.

Moreover,

If the Ryūkoku Kangnido’s image of Japan

presents information not recorded in the 1402 Kangnido, this note about trade ships sailing may be
the, or one, text.
Setting aside the placement of the islands, the Ryūkoku Kangnido’s representation of
Japan contains numerous problems and mistakes in shaping the islands, in administrative geography,
and in naming.

Collectively, the deficiencies suggest limits to the knowledge of Japan held, at the

least, by the individual(s) who marked Japan into the 1402 world map.

Several varieties of miscue

follow.

2.

The Missing Sea
An oft-noted error is the lack of a sea between Shikoku and Honshu.

islands appear as a single landform.

That is, these two

Attached to Honshu is a space divided into four sections by

solid lines. To speculate, the mapmaker(s) intended these four sections to be the four provinces of
Shikoku.

Someone must have noted the error of affixing Shikoku to Honshu, and the four

provinces were then re-drawn to the viewer’s left, or south, of the mistake.
were then written into each area.
Province.

The province names

Between these two sets of four bounded areas was Awaji

However, this island was drawn in such a way that it borders both sets. In other words,

the island province of Awaji was attached to (the re-drawn) Shikoku and to the other group of four
sections. The four unnamed areas about the Honshu provinces of Bizen, Bitchū, and Harima.
(See below for amplification of this Honshu geography.)

It cannot be known whether this problem

occurred in 1402 or during the preparation of the Ryūkoku Kangnido. Viewers required reference
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material, instruction, or prior knowledge of Japanese geography to know that water separated
Honshu, Shikoku, and Awaji Province and to know that Shikoku and Awaji were islands.

3.

Administrative Geography
Various issues confuse the administrative geography of Japan.

These include unmarked

space, missing provinces, misplaced provinces, and unmarked boundary lines. First, there are three
spaces marked as provinces by boundary lines but not named.

Two of these spaces are in Honshu

and east of Kyoto; the third is in Kyushu.
The easternmost of the two unidentified spaces in Honshu is north of a series of provinces –
Suruga, Tōtōmi, and Mikawa – along the southern coast of Honshu and south of Shinano Province.
The second bounded area in Honshu is on the eastern coast.

As background to this latter space,

maps of Japan in manuscript versions and post-1600 printings of the Shūgaishō bear the word
“Kashima” in Hitachi Province, on the island of Honshu’s eastern coast.

In those maps, “Kashima”

is written inside the provincial boundary for Hitachi and to the viewer’s left of the name “Hitachi.”
In the Ryūkoku holding, a line bends through the area to the viewer’s left of Hitachi
Province.

That line extends to or begins from the sea, but is interrupted by damage that has also

obscured the first ideograph in the province name Shimōsa.

To the viewer’s left of that line are

three province names in an area with no boundary markers separating them: Shimōsa, Kazusa, and
Awa.

Three interpretations are possible.

provincial boundary marker.
written into this Japan.
existed.

First, the interrupted line may have been drawn as a

If so, it added a province to the viewer’s left, though Kajima was not

In this instance, the error would be in inserting a province where none

Second, the space was intended to be Shimōsa, but that place name was written further to

the viewer’s left.

In this instance, the error would be in writing the province name Shimōsa outside

the province. Or, third, and more simply, the line was a mistake.
A second issue in the administrative geography is the absence of the names of four
provinces. Among these four provinces is Yamashiro Province, the location of Kyoto, the capital of
Japan in the fifteenth century.

Yamashiro Province was combined with the capital, which is marked

in a circular, red-colored cartouche that contains the word “Ilbon” (Nihon), or Japan.

The naming

of the country took precedence over the naming of the province. Also, the usage of the country
name matched the writing of the word “Chosŏn” rather than the name of the capital in the image of
Chosŏn.
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In the second instance, both the area for and the provincial name of Izu Province are not
marked.

This province should be south of Suruga Province to the northwest and Sagami Province

to the northeast.

In the third and fourth instances, two unnamed provinces match the two remaining

unidentified provincial spaces.
northeast.

In Kyushu, Hizen Province fits the blank space in the island’s

In eastern Honshu, Kai Province is the westernmost of the two Honshu spaces noted

above.
A third problem is the mis-arrangement of provinces.

In the map, along the Inland Sea and

northeast of the island of Shikoku are three provinces that begin with the same ideograph. From
east to west, these are Bitchū, Bizen, and Bingo.
reverse order in the map.

However, the first two province names are in

In these province names the second ideograph indicates the province’s

geographical location vis-à-vis the Japanese emperor and the capital, and thus vis-à-vis the other two
provinces in the trio. As the provinces are west of Kyoto, from east to west their order should be
Bizen, Bitchū, and Bingo, or front, middle, and rear.

That is, Bizen is closest to the paramount and

the capital.
Fourth, the Ryūkoku Kangnido lacks boundary lines for numerous provinces.
instances, a single bounded space holds two or more province names.

In eleven

From Kyushu eastward,

these combinations are:

Chikugo and Bungo
Suō and Aki
Mimasaka, (the misplaced) Bitchū, Harima, and Settsu
Tanba and Ōmi
Izumi, Kawachi, and Iga
Kii, Yamato, and Shima
Echizen and Kaga
Hida, Mino, Owari, Mikawa, Tōtōmi, Suruga, Kōzuke, and Mutsu
9.

Noto and Etchū

10. Sagami and Shimotsuke
11. Awa, Kazusa, and Shimōsa

That is, thirty-three provinces lack individual boundary icons.
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and Iki from the count of “provinces,” a practice which was common in pre-1600 Japan, this total
reaches exactly one-half of Japan’s sixty-six provinces.

The unmarked boundary lines seem too

numerous to attribute to oversight.

4.

Miswritten Place Names
The third form of problem is the miswriting of place names.

confusion about archipelago geography.

These mistakes also belie

The errors seem to have occurred for varying reasons,

though.
The mistake in the first example was a simple one.

In identifying Nagato Province, one of

the Ōuchi family’s holdings in western Honshu, the first ideograph in Nagato was written as rō,
rendering the province as “Rōto” rather than as Nagato.

Given the similarities in the first

ideographs in the two compounds, someone not skilled in spoken or written Japanese and/or not
familiar with archipelago geography likely misread the ideograph naga as rō.
the writing of “Kamakura.”

Another instance is

The second ideograph in “Kamakura,” is not that in the common

writing of this place name and is not read in Japanese as kura.

However, in Korean that ideograph

shares the same reading, ch’ang, with the appropriate ideograph for kura in “Kamakura.”

The

cartographer that wrote the ideograph may have worked from the Korean pronunciation of this place
name.
The writing of the port city of Hakata (now, Fukuoka), in Chikuzen Province, in northern
Kyushu, may be a third instance.

This site is present likely because Korean envoys bound for

Kyoto in the second half of the fourteenth century and the early fifteenth century passed through this
port city en route to and from the Japanese capital. In Japanese “Hakata” is written with two
ideographs. In Korean, this combination is pronounced as “Pakta.”
unknown to Korean officials prior to 1402.

This compound was not

But Korean officials also wrote this place name using

three ideographs to represent in Korean the three Japanese syllabary sounds of ha.ka.ta.

For

example, Song Hǔigyŏng, an envoy who passed through the city in 1420, wrote “Pakkadae.” The
city name also became “P’agado” and “P’agat’ae.” In the world map is written what would appear
to be Paktadae.

This combination likely is another three-ideograph writing of Hakata.

For the sake of analysis, another interpretation might be offered.

In that interpretation,

these three ideographs present rather a different form of error. The first two ideographs in “Paktadae”
are read in Japanese as “Hakata.”

The third ideograph, though, may not have referred to Hakata.
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It may have referred rather to Dazaifu, an earlier regional office, also in Chikuzen Province,
established for the administration of Kyushu.
third ideograph in Paktadae.

The first ideograph in “Dazaifu” is similar to the

If that third ideograph in Paktadae did refer to Dazaifu, then the

second and third ideographs in “Dazaifu” were lost in the Ryūkoku Kangnido or at an earlier stage.
Regardless of the ideograph’s connection to northern Kyushu geography, the ideograph written into
this world map varied from the proper writing of the first ideograph in “Dazaifu.” Again, a viewer
would have required prior knowledge of archipelago geography or administration to recognize and
read such problems.
The Ryūkoku Kangnido and two subsequent Korean world maps also preserved
administrative and place names in northern Honshu.
provinces of Mutsu and Dewa.
Shirakawa-no-seki.

Four names appear in addition to the

These are Tsugaru Ōsato, Ezochi, Chinju-fu, and

However, the maps in the three extant pre-1600 manuscript copies of the

Shūgaishō each include only Tsugaru Ōsato, Ezochi, and Chinju-fu.

Printed editions of the

Shūgaishō from after 1600 consistently present only Tsugaru Ōsato and Ezochi.

No extant

Japanese map of Japan examined to date that is dated prior to 1603 shows these four place names.
But two maps in the Haedong chegukki, a Korean government report on Japan and Ryukyu that Sin
Sukchu submitted to King Sŏngjong in early 1472, have these four names.

The regional map of

northeast Asia called “Haedong cheguk ch’ongdo” and the map of Honshu called “Ilbon ponguk chi
to” both match the Ryūkoku Kangnido’s collection of four names.
However the three ideographs are read, the place names in the Ryūkoku Kangnido’s image
of Japan exhibit few errors in transcription.

Viewed more broadly, though, the various errors and

confusions in the Ryūkoku Kangnido’s image of Japan expose an unsteady grasp of that country’s
natural and administrative geographies among the Chosŏn government officials who contributed to
the mapping Japan.

Of the sixty-six provinces, problems accompany thirty-four provinces,

including Yamashiro Province. They also suggest a decision to not consult other available, newer
images, such as those in the Haedong chegukki, during the compilation of the Ryūkoku Kangnido.

5.

Gyōki-Style Cartography and Maps of Japan
As noted, it is believed that Pak Tonji’s map reached the 1402 Kangnido and that that

world map’s image is reflected in the Ryūkoku Kangnido.

Scholarly consensus that the images of

Japan in both world maps (and in later Korean world maps, too) are examples of Japanese
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Gyōki-style cartography is maintained through the citation of previous scholarship and the rehearsal
of elements and examples of this cartography. This section will review representative writing on
Gyōki-style cartography.
Gyōki-style maps produced in Japan, Chosŏn, and Ming China are said to share several
features.
north.

Japan is elongated from west to east (or east to west) and Honshu curves slightly in the

Provinces are shaped into rounded forms by lines, and transportation roads extend from the

capital into the provinces. These characteristics are common across extant Japanese, Korean, and
Chinese maps of Japan from the early fourteenth century into the mid-seventeenth century. The
roads typically are absent in Korean and Chinese maps, though.
Akioka Takejirō categorized Japanese, Korean, and Chinese Gyōki-style maps of Japan
drawn between the early fourteenth century and the late sixteenth century into four groups based
upon their contents.

Those groups are: Shima Province as part of Honshu and the absence of the

imaginary lands of Rasetsu-koku and Gandō (also known as Karinomichi); Shima Province as part
of Honshu and the presence of Rasetsu-koku and Gandō; Shima Province (accurately) as an island
and the presence of Rasetsu-koku and Gandō; and Shima Province (accurately) as an island, the
presence of Rasetsu-koku and Gandō, and the presence of three islands near northern Honshu that
are not in maps assigned to the first three categories.
second category.

Akioka placed the 1402 Kangnido in the

These broad classifications based on a narrow range of elements attracted little

support.
Other scholars have stressed other features.
two cartogenealogies.

Ōji Toshiaki divides Gyōki-style maps into

One line derives from the maps of Japan in manuscript versions of

Shūgaishō. Those images show only Japan.

The second line starts with a map preserved at

Kanazawa Bunko that also shows external lands, including Tang China, Koryŏ, and the two
imaginary lands of Rasetsu-koku and Gandō.

Unno Kazutaka has divided Gyōki-style maps

prepared in Japan into texts with religious uses and texts with practical uses.

Images such as the

1302 map preserved at Ninnaji temple “had religious associations and praised the country.

It is as

such that they should be understood, rather than as practical maps designed to show geographical
information in the modern sense.”

Unno seems to imply that the earlier map was not practical in its

own context.
Kuroda Hideo offers the most complex, and, to date, convincing, contextualization of
Gyōki-style cartography and maps in Japanese society.
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In his reading,

The Gyōki-style ‘map of Japan’ was one part of the
‘national territory’ concept that was born of medieval
religious thought, and the imaging of that ‘national
territory.’ It was the ‘map of Japan’ to which medieval
religious thought gave birth, and it was the map of
the sacral ‘national territory’ that was in the 'shape'
of the dokko.

A dokko, or vajra, was “a double-headed ritual implement, usually made of metal, with one, three,
five, or nine prongs at each end.”
Further, religious ideas inscribed the Gyōki-style “‘map of Japan’” with meanings that
situated “‘Japan’” in space.

Through the deployment of Buddhist cosmography, “‘Japan’” became

a center in a parallel ordering of the “world of the three countries” (sangoku sekai), or Tenjiku
(India), Shintan (China), and Japan. Dokko imagery asserted the ordering of Japan over the other
two countries.

Japan, where the Buddhist law would attain its most cohesive form, was a

single-pronged dokko; Shintan was a three-pronged dokko; and Tenjiku was a five-pronged dokko.
Shinto ideas also underscored Japan as shinkoku, or the land of the gods, and as the central pivot in
the Buddhist world.

Kuroda may be read to suggest that showing one or more foreign countries, as

in the Kanazawa Bunko map, was not necessary for the Gyōki-style “‘map of Japan’” to portray
“‘Japan’” vis-à-vis other countries.
The Kanazawa Bunko map portrays external territory and depicts the area of the “‘country
of Japan’” (Nihon-koku) through the dokko “‘shape.’”

However, Tsushima and Oki islands were

beyond the dokko “‘shape’” and the dragon form wrapped around the country in that dokko image.
Memories of the recent Mongol invasions, the Yuan China government’s continuing administration
of Koryŏ, and concerns about future attacks may have inscribed this dokko image with nuances of
military defense, of a line of defense perimeter that began at northern Kyushu.
why Tsushima was set on the “outer” side.

This may explain

Rasetsu-koku and Gandō appear to the south of Honshu

and to the northwest, respectively.
The example of Gandō demonstrates the value of reading Japanese Gyōki-style maps of
Japan for interwoven expressions of religion, politics, and ideology.
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was the northern location among the four directions toward which state ritual expelled demons.

As

a representation of the “external region – external world” (iiki – ikai), Gandō was contrasted to the
capital, the core of the territory, where the emperor resided.

The map of Japan made a place of the

site in each of the four directions, sites in the external region - external world that were marked
furthest from the territory that was the center (chūshin taru kokudo).

For Kuroda, these two lands

were included to “establish and express” a south-north axis in the map of Japan in contrast to the
“‘map of Japan’” that stretches across an east-west axis.
In these examples, syncretic religious thought, government institutions, and state ritual that
expressed authority through religion, and politics gave form and place vis-à-vis external lands to
Japan in Gyōki-style cartography. Places such as Rasetsu-koku and Gandō held significance for
Japanese rulers and for religious institutions active in central governance.

However, Pak Tonji’s

tracing and the acts of reproduction into the 1402 Kangnido and the Ryūkoku Kangnido could not
but have generated readings among Koreans that did not incorporate religious, ideological, or other
discourses in Japanese maps of Japan.
It may be surmised that no official at the Chosŏn court could have read such discourses in
the map from which Pak traced.

This is not to contend that Korean officials serving in the new

government possessed a shallow comprehension of Buddhism.

Kwŏn Kǔn, for example, wrote

tomb inscriptions for royal family members, prayers, and other official texts.

By their commission

and presentation, such texts performed Buddhism’s traditional role in Korea of state protection, here
for the nascent, usurping Chosŏn government.

Rather, this surmise is to reiterate that maps as

results of processes of production and the cartographic practices informing their compilation display
local cultural practices, preferences, and priorities.

Stated differently, Koreans (and Chinese in the

fifteenth and sixteenth centuries, too, for the same reasons) did not compose or produce Gyōki-style
maps of Japan.

6.

Dating the World Maps Preserved at Honkōji, Tenri Library, and Honmyōji
Before considering the representations of Japan in the other three world maps preserved in

Japan, potential dates for the completion of these maps, or perhaps merely of the image of Chosŏn,
should be considered. Lacking scientific testing of the map surfaces and inks, the discussion below
will focus on place names in Chosŏn. The dates to be proposed thus are by no means to be
considered conclusive.
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The analysis must begin with the world map broadly considered the oldest of the four
world maps, the Ryūkoku Kangnido.

Recent research has suggested between 1479.1.10 and

1485.11.28 for the completion of that world map, or for its image of Chosŏn. This dating derives
from changes to the coastal defense system.

On 1479.1.10 the Chosŏn government created a Left

Province Navy Commander post for Sunch’ŏn County and a Right Province Navy Commander post
for Haenam County, both in Chŏlla Province. These two new military posts each are identified in
the Ryūkoku Kangnido by the term “suyŏng,” which indicates a navy commandery.
And on 1485.11.28 the Chosŏn government closed the Kyŏnggi Province Navy
Commander headquarters at Hwaryang, in Namyang County, Kyŏnggi Province. In the image of
Chosŏn, the navy commandery at Hwaryang is identified by a cartouche set in the sea that bears the
place name “Hwaryang” and by another cartouche, also set in the sea, which bears the term
“suyŏng.”
Turning to the Honkōji Kangnido, this world map has been dated to between 1513 and 1549
or to between 1567 and 1592.

The date of 1513 forwarded as the earliest date from which this

world map could have been completed derives from the court’s renaming of Kilsŏng County, in
Hamgyŏng Province, as Kilchu County on 1512.3.15.

The periods between 1513 and 1549,

between 1567 and 1592, and between 1549 and 1567 relate the administrative history of the
Ch’ungju County magistracy, in Ch’ungch’ŏng Province.
the name of Ch’ungju to Yusin.

On 1549.5.21 the Chosŏn court changed

On 1567.10.6, the court restored the name Ch’ungju.

The

Honkōji Kangnido shows “Ch’ungju,” hence the two periods posited for this world map’s
composition.

A more precise dating based upon these three changes to the provincial

administration profile would date the production of the Honkōji Kangnido, or the image of Chosŏn,
to between 1512.3.15 and 1549.5.21 or to from on or after 1567.10.6.
Additional data in the Honkōji Kangnido’s image of Chosŏn might also be considered.
This image of Chosŏn also shows Hwaryang.

In the Honkōji Kangnido, as in the Ryūkoku

Kangnido, a cartouche bearing the place name “Hwaryang” and the cartouche bearing the term
“suyŏng” are drawn in the sea west of Namyang.
headquarters at Hwaryang on 1485.11.28.
there by 1556.1.4.

As noted, the Chosŏn court closed this military

The court reopened the Navy Commander headquarters

The re-opening of the Navy Commander headquarters at Hwaryang would

eliminate the first period of between 1512.3.15 and 1549.5.21 as a possible time during which the
world map was completed, or as the period during which Chosŏn is depicted.

- 62 -

The Honkōji world

東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現

map, or its image of Chosŏn, may now be dated to the second period, that of from on or after
1567.10.6.
The Tenri map and the Honmyōji map show the Kyŏnggi Province Naval Commander
headquarters at Hwaryang differently.
“suyŏng” is similarly set in the sea.

In both of these images the cartouche bearing the term
On the peninsula is a blank rectangular box to the west of

Namyang. Given its placement between Namyang and the cartouche bearing “suyŏng,” this empty
box may have been a cartouche intended for the place name “Hwaryang.”
The presence in the Tenri and Honmyōji world maps of this combination of “Hwaryang,”
“suyŏng,” and the empty cartouche may suggest two interpretations. In the first interpretation, the
combination of “Hwaryang,” “suyŏng,” and the empty cartouche, presuming the last to have been
intended to bear the place name “Hwaryang,” indicates that the Naval Commandery headquarters at
Hwaryang was open.

In the second interpretation, the combination presents petrified data

transferred from an earlier world map’s image of Chosŏn.

That is, in this reading the combination

indicates a period when the Naval Commandery headquarters at Hwaryang was not open.

Both

interpretations may offer further information for the dating of the Tenri and Honmyōji world maps.
In the Tenri map, the image of Chosŏn has Yusin rather than Ch’ungju.

This place name

narrows completion of the world map, or the period depicted in the image of Chosŏn, to the time
between 1549.5.21 and 1567.10.6.

If the combination of “Hwaryang,” “suyŏng,” and the empty

cartouche are interpreted to indicate that the Naval Commandery at Hwaryang was open, the
completion of this world map, or its image of Chosŏn, may be dated to the period from or after the
reopening of the Kyŏnggi Province Naval Commandery at Hwaryang by 1556.1.4 to the renaming of
Yusin as Ch’ungju on 1567.10.6.

If the combination is read to indicate that the headquarters at

Hwaryang was not open, then the Tenri would have been completed between the renaming of
Ch’ungju as Yusin on 1549.5.21 and the re-opening of the Naval Commandery headquarters at
Hwaryang by 1556.1.4.
The Honmyōji world map’s image of Chosŏn shows Ch’ungju.

If the Naval Commander

headquarters at Hwaryang was open, then this world map was completed, or it depicts Chosŏn, either
prior to 148511.28, or after the renaming of Yusin as Ch’ungju on 1567.10.6.
seem more likely.

The latter date would

If the Naval Commander headquarters at Hwaryang was closed, then this world

map was completed, or it depicts Chosŏn, from on or after 1567.10.6.
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7.

Honkōji Temple’s Honil kangni yŏktae kukto chi to
Honkōji, a temple in Shimabara, Japan, preserves a second world map entitled Honil kangni

yŏktae kukto chi to.

(Hereafter, this map will be called the Honkōji Kangnido.)

Considered to be

of the same cartogenealogy with the 1402 Kangnido and the Ryūkoku Kangnido, the Honkōji
Kangnido shows a different image of Japan, one based primarily upon the two-folio map of Honshu
and Shikoku, “Ilbon ponguk chi to,” and the single folio map of Kyushu, “Sŏhaedo Kuju chi to,” in
the Haedong chegukki. The problems that complicate the understanding of Japanese administrative
geography in the Ryūkoku Kangnido do not appear in this image of Japan.

Changes to the civil

provincial administration profile in Chosŏn dates the completion of the Honkōji Kangnido to
between 1512.3.15 and 1549.5.21, or to from on or after 1567.10.6.
As in the Ryūkoku Kangnido, the Japanese provinces were shaped into ovals, leading to an
attribution to the Gyōki-style cartography.

Regarding the positioning of Japan within the map and

the island country’s placement vis-à-vis Chosŏn, perhaps learning from the Ryūkoku Kangnido or
another world map, the mapmaker(s) extended the surface further east (the viewer’s right) beyond
the Korean peninsula.

This measure provided area for setting the islands in a horizontal manner

and further east of the peninsula than in the Ryūkoku Kangnido.
Place names and the depiction of Shikoku are without major problems, though the name for
Izumo Province is not marked.
Japan.

Other difficulties, however, inhibit the reading of the image of

Damage has rendered the following provinces not visible: Suō and Iwami (Honshu), Tosa

and Iyo (Shikoku), and Higo, Bungo, Ōsumi, Hyūga, and Satsuma (Kyushu).

The second

ideograph in the province name “Awa,” a province in Shikoku, and the first character in the province
name “Oki,” an island along the west coast of Honshu, are not legible.

Also obscured by damage

are Tsugaru Ōsato and Amakusa-tsu, presuming that they were inscribed into this image of Japan.
The Honkōji Kangnido’s image of Japan derived from one or more maps of Japan in the
Haedong chegukki. At least three features indicate this cartogenealogy.

First, the Honkōji

Kangnido too presents a cartouche in the Kyoto area within which was written “Ilbon,” or Nihon.
The cartouche was placed within a provincial boundary, and between the cartouche and the
boundary icon was written “Yamashiro,” the province to which the capital belonged.

This pattern

appears in the “Ilbon ponguk chi to,” a map of Japan’s “main island,” or Honshu.
Two other items also found in the Haedong chegukki were Lake Biwa and a river flowing
southwest into the Inland Sea.

These were sketched in both the “Haedong cheguk ch’ongdo” and
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the “Ilbon ponguk chi to,” the former being a map of maritime northeast Asia.

In addition, the

depiction of Ryukyu in the Honkōji Kangnido almost certainly came from the map of Ryukyu, the
“Yugu-guk chi to,” in the Haedong chegukki.
Three further features of the image of Japan might be noted, too.
Tsushima.

The first is the island of

In Japan, the island was called Tsushima and written with two ideographs, but it was

called Taema-do in Chosŏn and written with three ideographs.
island’s name was written as “Tsushima.”

This is noteworthy because Korean court histories, maps,

and other texts wrote this island’s name as “Taema-do.”
appears in the Ryūkoku Kangnido.

In the Honkōji Kangnido, the

Further, the place name “Taema-do”

Second, the individual who wrote “Tsushima,” or perhaps

“Taema,” used an alternate ideograph (itaiji) for the first ideograph rather than the standard form.
That alternate ideograph is one that was used in Japan. Third, the calligraphy for the written text in
Japan is superior to the handwriting for place names in other countries and areas, and the ink also is
of differing quality.

Also, the island was drawn further south of the peninsula and closer to Kyushu

than as in the Ryūkoku Kangnido.

These points may open the possibility that Japanese contributed

to the compilation of this world map.

8.

Tenri Library’s Tae Myŏng-guk to
Two other Korean world maps are preserved at the Tenri Central Library and Honmyōji, a

temple in Kumamoto, Japan.

These two texts vary distinctively from the Ryūkoku Kangnido and

the Honkōji Kangnido in the contours of the shapes-and-forces networks in the rivers and mountain
ranges, the insertion of all civil provincial administration seats into cartouches, the additional
cartouches along the coast of Hamgyŏng Province, the drawing of Mt. Paektu, and the identification
term in the capital cartouche.

Also, fewer mountains and rivers and other natural features are

identified.
The image of Japan in the Tenri Library’s Tae Myŏng-guk to is unlike those in the other
three world maps.
written information.

Most importantly, it shows only a small number of place names and other
It presents the capital and names the eight circuits.

The capital is drawn as a

circle; inside written in two columns are “Ilbon” (or, Japan) and “kukto” (or, the capital).

This

layout of written text and the written text matches that in the map entitled “Haedong cheguk chi to”
in the Haedong chegukki, but does not match the arrangement and written text in the same book’s
map, “Ilbon ponguk chi to.”

However, the image identifies only eight provinces.
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Those provinces

are Sado, Ōmi, Shima, Awaji, and the four provinces in Shikoku (Iyo, Sanuki, Awa, and Tosa).

The

pattern by which those provinces are divided within Shikoku matches that in the “Haedong cheguk
chi to” map.
Kii Province.

Shima is depicted as an island, though it was not.

This province rather was east of

In addition, Awaji Province was inaccurately marked as a toll barrier (seki), as

“Awaji-no-seki,” in the Inland Sea.
The reliance upon maps in the Haedong chegukki is clear from other data, too. Various
islands and island icons were drawn along the southern and western coast of Kyushu, the western
coast of Honshu, and in the Inland Sea.

Named inside the island shapes are Iōjima (written as

ishi/i/ō, as it is also written in the Honkōji Kangnido), Amakusa-tsu, Mitsukejima, (the imaginary
island of) Gandō, Ezogashima, Fusō, and Ōshima.

The word “Kyushu,” which is the only naming

of the three main islands, is from both the “Haedong cheguk chi to” map and the Haedong
chegukki’s “Ilbon-guk Sŏhaedo Kuju chi to” map of Kyushu; Amakusa-tsu is from the “Ilbon-guk
Sŏhaedo Kuju chi to.”

Iōjima, Mitsukejima, Gandō, Ezogashima, Fusō, and Ōshima all appear in

both the “Haedong cheguk chi to” map and the “Ilbon ponguk chi to” map.
Also depicted in the inland sea is Onomichi-no-seki. The vertical writing of this place
name matches the direction of writing/reading in the “Haedong cheguk chi to” map.

In Honshu are

“Kamakura-dono,” which is a reference to the office of the Kamakura Deputy (Kamakura kubo,
Kantō kubo), and Mt. Fuji.

The vertical writing of “Kamakura-dono” matches that in both the

“Haedong cheguk chi to” map and the “Ilbon ponguk chi to” map.

However, the written text that

accompanies Mt. Fuji derives from the “Ilbon ponguk chi to” map.

The last two characters in the

phrase “There is always snow [on the mountain]” are reversed from the text in the “Ilbon ponguk chi
to” map.
Tsushima is written as “Taema-do” and is set, as in the Ryūkoku Kangnido and the
Honmyōji map, on the same plane as Cheju.

This placement suggests the geomantic image of

Chosŏn, and the geomantic Chosŏn, as buoyed by the two feet, Cheju and Taema-do.

Further, the

place name “Taema-do” is set inside a vertical rectangle cartouche, and the cartouche is colored the
same orange-like tint as many other county cartouches in the image of Chosŏn, including Cheju.
No other area in Japan is similarly marked.

This depiction of the island seems to suggest that the

mapmaker(s) have presented the island as Korean territory.
This map also includes three phrases written in vertical rectangle-shaped boxes placed in
the seas around Japan.

Only one of these phrases appears in the Ryūkoku Kangnido image of Japan,
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and a different phrase among the three appears in the Honkōji Kangnido.

(The damage patterns in

the Honkōji Kangnido suggest that the mapmaker(s) did not write the other two phrases.)

These

three phrases were not culled from maps in the Haedong chegukki.
In the Ryūkoku Kangnido is the note about Japanese merchant ships sailing along the
northern coast of Honshu; in the Honkōji Kangnido is the note about Xu Fu’s shrine in Japan. The
Tae Myŏng-guk to image of Japan includes both of these texts, but also a third text which similarly
relates trade routes.

This third text is set to the south of Honshu, east of Shikoku, and almost

directly below the “northern sea” comment.
“northern sea” trade.

The note forms a pair with the comment about

It reads, “River for southern sea merchants” (Namhae hŭngni kang).

To

which river the note refers is unclear, though the Yodogawa, which flows from the Kyoto area, may
be a candidate.

Those who first added this text to a Korean map likely knew about trade in the

Inland Sea area.
The Tenri map’s representation of the islands may perhaps be an unfinished image of Japan.
The data inscribed seems to indicate that the mapmaker was proceeding from the capital downward
through the administrative hierarchy.

Below the capital were the circuits, which held no

administrative significance in fifteenth- and sixteenth-century Japan, and the regional administration
office in Kamakura.

That office oversaw approximately ten provinces – the number fluctuated over

time – in the Kantō area. The mapmaker then marked three island provinces (though Shima
Province was not an island province and Awaji was incorrectly identified as a toll barrier) and the
four provinces in Shikoku.

He also included Mt. Fuji and various places marked in the sea.

Those three island provinces and four Shikoku provinces were easier to mark than were the nine
provinces in Kyushu and the remaining forty-nine provinces in Honshu.
first for that reason.

They likely were marked

This image of Japan may demonstrate how the mapmaker was composing the

image of the island country.

And if it is an unfinished representation, Japan was the last country to

be inscribed into the Tae Myŏng-guk to.

9.

Honmyōji Temple’s Tae Myŏng-guk chido
The Honmyōji world map is called Tae Myŏng-guk chido, though there is no title on the

map.

It is considered to have been based upon the Tenri map or to be in that cartogeneaology.

Unlike the Tenri map, though, the image of Japan is complete.

The provinces in this image of

Japan were not shaped into ovals by boundary icons, though, but the influence of the Haedong
chegukki maps is clear.

- 67 -

The Honmyōji world map is said to have reached the temple through Katō Kiyomasa, a
general in the Japanese armies that invaded Chosŏn in 1592.

At least four proposals for the timing

of its arrival in Japan have been forwarded.

Akioka Takejirō suggested that the temple received the

map after the war in Chosŏn ended in 1598.

Unno considers the years prior to the invasion as more

likely, for such a map would have been necessary for pre-war planning.

Yi Ch’an repeated the

view that Kiyomasa received the map from Toyotomi Hideyoshi, and then presented it to Honmyōji
in the first month of 1592.

Noting the method of color application in the Tae Myŏng-guk chido, he

wondered if the Honmyōji holding might not be a reproduction made from the map brought to Japan.
Miya Noriko has offered a further explanation of the map’s arrival in Japan.

Working

from the Korean veritable records, she notes two entries from the fifth month of 1593 that mention a
Korean giving a map of China and Chosŏn (Chungguk Chosŏn chido) to Kiyomasa.

She suggests

that “the possibility is extremely high” that the map at Honmyōji is the map of China and Chosŏn
that a Korean named Han Kyŏk copied and “presented” (kenjō) to Kiyomasa.
Documents at Honmyōji or elsewhere may in the future support this view.

Until such

corroboration is found, it may also be useful to consider the context in which Kiyomasa is suggested
to have received this map in Chosŏn. As the invading Japanese armies pushed northward, Han
Kǔkham, who had taken up the post of Kyŏngwŏn Special City Magistrate in the northeast corner of
Hamgyŏng Province in 1587, served as Hamgyŏng Province Northern Circuit Army Commander.
Army Commander was the highest post in the military provincial administration system.
Kǔkham’s units met Kiyomasa’s army at Sŏngjin, in northern Hamgyŏng Province in the
seventh month of 1592. His troops routed, he fled to a nearby Jurchen village.
turned the Korean officer away, and directed him toward Kyŏngwŏn.

The Jurchens

The Hamgyŏng Province

Northern Circuit Army Commander was soon captured by Kiyomasa’s soldiers. This Japanese
army then proceeded toward Hoeryŏng, west of Kyŏngwŏn, and aided by local Koreans captured
two royal princes of King Sŏnjo, the first son the Imhaegun and the fifth son the Sunhwagun.

In

early 1593, the two princes and Kǔkham, and presumably other prisoners of war, too, were moved to
Anbyŏn, in southeast Hamgyŏng Province.

Kǔkham soon escaped and reached safety in a Korean

military unit.
In the middle of the fifth month of 1593, almost one month after the Korean government
had returned to the capital, a letter written by the two princes was introduced at court.

The princes

stated that Kǔkham had sent two daughters to Kiyomasa and that Kyŏk, his son, had given the
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Japanese general a map, or maps, of China and Chosŏn.
to have become close to Kiyomasa.

Kyŏk also learned Japanese and was said

(He seems to have escaped by mid-1593.3.)

court ministers reported that Kyŏk had given Kiyomasa a map of China.

The next day,

The specific mention of

China may suggest that the transfer of geographical information about China, whose emperor had
already sent troops to fight the Japanese, angered Korean officials most.

Kǔkham was later

executed.
The editors of Sŏnjo’s veritable records preserved this wartime leak of geographical
information probably because the report came from princes, because Chosŏn had been invaded by a
foreign ruler who wanted to conquer Ming China, and because the princes were accusing of Kǔkham
and Kyŏk of aiding the enemy.

The Korean government had gained investiture from the Chinese

emperor, and kings sent tribute missions to the Chinese capital thereafter.

Hideyoshi had invaded

Chosŏn after Sŏnjo had refused to pledge subservience to him and refused to permit Japanese armies
to march through Chosŏn to Hideyoshi’s target, Ming China.

To enable the passage of the Japanese

army would have severed the tributary relationship and thereby removed a pillar of legitimacy from
Sŏnjo and his sons.

Treating Ming China in such a manner was unacceptable at the Chosŏn court.

It is unlikely, however, that a map like the Tae Myŏng-guk chido preserved at Honmyōji
would have been kept in Hamgyŏng Province.

Kings and powerful officials frequently banished

political enemies to Hoeryŏng, a remote area in the province.

Further, Jurchen communities, which

had worried the Chosŏn government since its first years, dotted the northeast. Korean officials
referred to Jurchens as, in a literal translation, “wild people” (yain), and disparaged them for their
uncivilized ways.

Because Jurchens frequently traveled to and from Chosŏn and Ming China by

crossing the Tumen River, which separated the two countries, Korean government offices in
Hamgyŏng Province would more likely rather have held Korean provincial and local maps of
Chosŏn and maps depicting all or portions of China.

Kiyomasa later led a small band into China in

1592.6 and engaged Jurchens in battle.
Further, Kyŏngwŏn was not the provincial seat.

If a world map like that at Honmyōji were

held by a government office in Hamgyŏng Province, it most likely would have been found at the
provincial capital of Kyŏngsŏng.

Rather, as Jurchens frequently crossed the Tumen River

separating Chosŏn and Ming China, Korean government offices in northeast Hamgyŏng Province
probably held maps of Chosŏn, of Jurchen communities, and of China.
If one or more Koreans, or Japanese, did copy and pass the world map now at Honmyōji to
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Kiyomasa, three scenarios may be entertained. In the first, the world map from which Kyŏk
worked had been entrusted to one of these two princes.

The two princes fled the capital separately,

but when Japanese troops pushed into Kangwŏn Province, south of Hamgyŏng Province, the
younger prince hurried northward and joined his older brother in Hamgyŏng Province.

(The three

other princes each fled to a different province.) Why, though, would a prince and his attendants
carry a large object such as a world map when they must travel quickly through the countryside?
In the second scenario, acquisition or reproduction occurred after Kiyomasa entered
Hansŏng on 1592.5.3 and before he departed for Hamgyŏng Province on 1592.5.11. The map
could have been found in the smoldering ruins of the royal palace and nearby neighborhoods which
had burned in a fire set after the king and his government had fled Hansŏng by Koreans of low social
status seeking to destroy state records of their social status.

Upon entering the capital, the Japanese

armies without doubt spent one or more days moving through the city, imposing control, and
searching the wreckage.
In the third scenario, acquisition or reproduction occurred after Kiyomasa, his army, the two
princes, and other prisoners of war reached Hansŏng in early 1593.

In the case of reproduction,

preparation based upon a map in the capital and delivery to Kiyomasa must have occurred between
their arrival at Hansŏng on 1593.2.29 and the Japanese evacuation of Hansŏng on 1593.4.18 (or 4.19,
as is also cited).

The activities of Kiyomasa, his officers, and his soldiers in Hansŏng are difficult

to track, however, for lack of sources.

Perhaps a fourth scenario might be added.

If one or more

representatives of Kiyomasa remained in Hansŏng while Kiyomasa was not in Hansŏng, perhaps he
or they acquired the world map or reproduced it from another such map during that period.
The cartogenealogical links between the Honmyōji world map, Tae Myŏng-guk chido, and
the Tenri map extend to their depictions of Japan and Ryukyu. The focus here too will remain
settled on Japan.

The Honmyōji text, as noted, is believed to have been based upon the Tenri map

or to belong to the same cartogenealogy. Also reflecting the similar representation in the Tenri map
is the influence of the maps of Japan in the Haedong chegukki.
Ezogashima, are approximately the same shapes.

The main islands, and also

Most of the written text in the Tenri map appears

in the same phrasing or ideographs in the Honmyōji map.

And the distribution of empty circular

and rectangular shapes, some with rectangular cartouches and mountain icons inside, around Honshu
largely matches in the two maps, though the Tenri map’s cartouche for Gandō is empty in the
Honmyōji map’s image.

With the exception of Gandō and Iki, all of the place names and other
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written text associated with Japan in the Tenri map’s image also appear in the Honmyōji map’s
image.
The administrative Japan again begins with the capital, which is marked as in the Tenri map.
Next are the eight circuits, then the “Kamakura-dono.”

The writing of the second ideograph in

“Kamakura” is the appropriate ideograph, and matches that in the Tenri map.

The provinces were

not shaped into ovals by boundary icons, and the province names were not written in cartouches.
Akioka included this image among his examples of Gyōki-style maps of Japan.

However, the

image lacks the boundary icons that form the provinces into the oval shapes that are considered one
feature of Gyōki-style maps of Japan. Most of the province names are capped with the Japanese
administrative suffix shū. This is a distinctive difference from the two Kangnido maps discussed
above.
Among the province names, the first ideograph in Suō appears to be incorrect, the second
ideograph in Izumi is incorrect, the first ideographs in Shimotsuke and Shimōsa were not written,
and the second character in Mimasaka and Etchū was not written.

Mimasaka also lacks the

administrative suffix shū; Nagato, Tajima, Hida, and Mutsu lack only the administrative suffix.
Absent in the image are Iki, Oki, Aki, Wakasa, and Hitachi.
Of interest are the mistakes in the writing of the place names for Izumi Province and
Chinju-fu. In inscribing all three of these sites the mapmaker wrote the second ideograph in each
term incorrectly.

The ideograph for izumi in “Izumi” was written with the ideograph for river,

kawa/sen in Japanese readings.

The ideograph ju in “Chinju-fu” became the ideograph for water,

mizu/sui in Japanese readings.
In both of these place names the incorrect ideograph has the same reading in Korean as the
correct ideograph.

In “Izumi,” the Japanese izumi and kawa are both ch’ŏn in Korean.

“Chinju-fu,” the Japanese ju and mizu are both read as su in Korean.

In

As the incorrect ideographs

are too distinct from the original ideographs, these two mistakes suggest that the writer may have
been informed orally of the full place name or only of the ideograph to write for the second
ideograph. These also may suggest that the scribe did not have a model map or a reference map to
hand for consultation.
There also seem to be transcription errors.
“Shirakawa-no-seki.”

One example is the writing of

In this map’s image of Japan, that ideograph became J. tei.

The scribe

apparently misread or miswrote the second ideograph in “Shirakawa-no-seki.” The transcription
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error also suggests that the writer did not know the Japanese reading for the new, incorrect ideograph
does not have the same reading(s) as the proper ideograph in Japanese.
Hama/ji/shū.

A second example is

This place name is based upon Hama/nin/ura, which is found in Nagato Province in

the “Ilbon ponguk chi to” map.

Only the first ideograph was reproduced accurately.

The second

and third ideographs changed from the ideograph “nin” to the ideograph “ji,” and from ura to shū.
The genealogies of these three transcription errors can not be traced, but the visual similarities
among the three pairs are suggestive of how the mistakes occurred.
Other mistakes may be noted.

These include the (continued) identification of Hakata as

“Paktadae.” That is, the three-ideograph form in the Ryūkoku Kangnido appears in this image, too.
This writing of Hakata does not appear in the maps in the Haedong chegukki, however.
Inland Sea, the island province of Awaji again is as “Awaji-no-seki.”
only “Awaji-no-seki” also is found in the Tenri map.

In the

Of the mistakes noted here,

There seems to be one correction, though.

In the Tenri and Honkōji maps, the island of Iō is written with three ideographs, the first ideograph
being superfluous.

In this image of Japan the visible island name has the two appropriate

characters. However, there is a blank space at the top of the vertical cartouche which might suggest
that the cartouche was shaped to present the three ideographs that appear in the Tenri and Honkōji
maps.

As with the Ryūkoku Kangnido, he, or they who wrote the Japanese place names had an

insufficient knowledge of that country’s geography.

10. The Haedong chegukki Maps and the World Maps
The maps of maritime northeast Asia and Japan (and Ryukyu, too) in the Haedong
chegukki underlie the images of Japan (and Ryukyu, too) in the Honkōji, Tenri, and Honmyōji world
maps.

If the dating of the Ryūkoku Kangnido to between 1479.1.10 and 1485.11.28 is accurate, the

availability of the Haedong chegukki in government offices also informs that representation of the
island country.

However, just as that Haedong chegukki’s maps inform the images of Japan in the

three later world maps, that government report has become an external text.

Its maps of maritime

northeast Asia and Japan have been condensed into one image of the island country.
The images remain vehicles for a visual knowledge of Japanese natural geography and
administrative geography. However, Japan has successively become a new place in a new, larger,
visual, knowable world in the Honkōji, Tenri, and Honmyōji world maps.
were inscribed into and are seen in different visual and spatial environments.

- 72 -

That is, the new images
Stated differently, the
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Japan visible in the Haedong chegukki’s maps, and in its atlas, too, is not the Japan in each world
map.

The context(s) of the country’s presence vis-à-vis nearby countries has been altered.

The

constant discourse of administration has superseded discourses of diplomacy, trade, and defense in
the maps in the Haedong chegukki.
The importance of Korean-Japanese relations in the representations of Japan thinned in the
transfer from government report to visual document with no accompanying explanatory reference
matter.

Not transferred together with the administration data and selected written text such as Mt.

Fuji were the distances, the ship routes, the diplomatic travel routes, the destinations, the ports, and
the linkage of Ryukyu to Korean-Japanese trade.

Where once the reader of the Haedong chegukki

maps could consult a section in that text for additional information, written text and drawn text could
now be confirmed only outside the image.

The images could no longer be read within the context

of the Haedong chegukki or as supplementary texts to that government report.

The Haedong

chegukki was now external to images that had been based upon its mapping of the island country.
Written text and drawn text in these three depictions of Japan could now be confirmed only through
reference to that, or another, external text.
The Haedong chegukki’s maps were, among other images, images of connections.

The

world maps, by contrast, depicted Chosŏn, Japan, and Ryukyu in space and in place, but not
necessarily amid connections.

On the other hand, freed from categorization as Japanese territory,

world maps deployed Korean discourses and cartographic practices that displaced the island of
Tsushima from Japan and re-placed the island of Taema-do in Chosŏn.

The Tenri map inserted

Taema-do into Korean territorial and administrative space through the cartouche whose orange tint
matches the color in other cartouches in Chosŏn.

The Ryūkoku Kangnido, Tenri and Honmyōji

maps set Taema-do within Korean geomantic space.

Compilation of these world maps offered

venues for the release of this island from its moors in Japanese territory and in a solely Japanese
present.

In the four Korean world maps, Japan repeatedly became a new place in a new, larger,

visual, knowable world.

11. Conclusion
Maps can be carried from one cultural setting to another or reproduced by people from
different cultural backgrounds.
mobile across cultures.

Cartographic practices and local discourses, however, are less

The movement by transport or by reproduction from one culture to another
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increased the sites where resided, in this instance, the ability to situate Japan and Ming China
vis-à-vis other countries.
In Chosŏn, Korean images of Japan compiled from foreign sources were reproduced in new
contexts and in new visual texts.

The detailed maps in the Haedong chegukki became base maps

for subsequent images of Japan that appeared in different types of maps, the world maps.

Those

images bear less written text than their base maps, resulting in simpler visual representations. The
images of Japan in the world maps also were records of Korean knowledge of natural and
administrative geographies in Japan.
The 1402 Kangnido set Chosŏn, Japan, and Ming China into a new form of a mapped world.
Informed by Chinese and Korean perspectives, the Korean world map positioned Chosŏn vis-à-vis
Ming China and marked that foreign country as the ideological and civilizational center. This
world map also set Japan in a new framework within northeast Asia.

Where Japanese Gyōki-style

images positioned Japan variously through Buddhism and Yuan China’s administration of Koryŏ, the
1402 Kangnido embedded Japan in a world ordered through Confucianism, a spatial regime new to
the mapping of Japan, and inscribed Japan with meanings constructed in the peninsula.

In short,

Korean cartography introduced new contexts for and new practices of visualizing, spatializing, and
reading Japan.

The rendering of Japan in the Ryūkoku Kangnido is not a Gyōki-style map of Japan.

Neither could the image of Japan in the 1402 Kangnido have been a Gyōki-style map.
Chosŏn also came to be mapped differently in the world maps.

Unlike the 1402 Kangnido,

which set the new country of Chosŏn and its government and society into a new visual world, the
Ryūkoku Kangnido distanced Chosŏn from that world.

Both world maps contained anachronisms.

Those in the earlier text were inevitable due to the reliance upon a Chinese production that showed
Yuan-period administration.

The later world map’s anachronisms resulted from the decision to

revise only the image of Chosŏn.

Bearing an outdated representation of China, numerous simple

errors in its depiction of Japan, and an updated image of Chosŏn, the Ryūkoku Kangnido probably
was intended for a domestic audience and probably not for close examination by Chinese, Japanese,
and Ryukyuan guests. Mimesis seen at a distance, where the place names could not be read,
highlighted the world map made anew, but mimesis observed up close, where a knowledgeable
viewer could recognize repetitions, anachronisms, or mistakes, spotlighted the distinction of Chosŏn.
The Ryūkoku Kangnido was more so a map of Chosŏn in a once-known world than a map of the
contemporary world.
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（要約）『広輿図』のなかの南海諸国
高橋

公明

＜目次＞
（１） 『広輿図』のなかの「東南海夷図」と「西南海夷図」
（２） 『広輿図』の出版と系譜
（３） 島々の配置と名前
（４） 地誌のなかの南海諸国と「東南海夷図」「西南海夷図」
（５） 『広輿図』のなかの南海地域
（６） 海域史研究から見た『広輿図』

＜概要＞
『廣輿圖』（以下『広輿図』）は、元代の朱思本の「輿地図」に基づいて編纂された地図
帳で、明代の羅洪先によって、一六世紀中ごろ木版出版され、その後、増補修正をしなが
ら版を重ね、一八世紀末まで七版を数えるまでになった。さらに『広輿図』のなかの地図
は、初版本が出版された直後の一六世紀中ごろから一八世紀にいたるまで、多くの書物で
引用された。これらの点からだけでも、きわめて人気があり、影響力のあった地図帳と評
価できる。
本稿の目的は、この『広輿図』に収録されている「東南海夷圖」（以下「東南海夷図」）
と「西南海夷圖」（以下「西南海夷図」）に注目し、それらのなかの描写と記述が地図作成
者のどのような観念を反映したものなのかを明らかにすることである。とりわけ、これら
の地図が海域史にとってどのような資料的な価値があるのかを検討することに主眼がおか
れる。
「東南海夷図」と「西南海夷図」を分析の主たる対象として選んだのは以下の理由であ
る。第一に、海のなかに多くの島々が描かれ、多くの地名も付されているからである。海
を描いているのだから当たり前に思われるかもしれないが、実はそうではない。一六世紀
以降のヨーロッパ製のアジア地域を描いた地図のなかには、海岸線や島の地形、河川や港
の記述、海底地形の表記、さらには海の名前に関して豊かな情報があるのに対して、東ア
ジア起源の地図は一般的に海のなかを描くことに関してきわめて冷淡である。大雑把に言
えば、海のなかに島々はわずかしか描かれない。島々が描かれても島の名前がわずかしか
書き込まれない。そして海の名前は書き込まれていない。まれに、「海」、あるいは陸地か
ら見た方向によって「南海」などとあればよいほうである。その意味で、両地図のなかの
多くの島々とそれらにつけられた名前は貴重で、たとえ海の名前がないにせよ、検討する
価値がある。
第二に、両地図が描いている範囲はきわめて広く、「東南海夷図」の東北隅には朝鮮半島
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と日本列島が描かれ、
「西南海夷図」の西端にはアフリカと推定できる地形が描かれている。
東アジア起源の地図でこれだけの範囲を描いているのは、混一系世界図以外にはほとんど
見当たらない。地図のなかから海についての関心を探ろうとする本稿の目的からすれば、
これほど広い視野を必要とするものはない。
第三に、『広輿図』が情報量の多いテキストだということである。四〇枚、版によっては
四三枚の地図を収めているだけでなく、それぞれについて詳細な地誌的な記述をしている。
そのため、「東南海夷図」と「西南海夷図」の分析において、このテキスト内の豊富な描写
と記述を対照することができる。
『広輿図』は、「東南海夷図」「西南海夷図」だけでなく、「黄河図」「海運図」「漕運図」
など水運・海運に関わる地図、「朝鮮図」「安南図」など外国の独立した地図をはじめから
含んでおり、海域史研究から見ると、検討すべき記述・描写がきわめて豊富なテキストで
ある。すでに見たように、増補においても「琉球図」「日本図」「四夷図」など、豊かな海
域に関する認識を提供してくれる。本稿では、「東南海夷図」「西南海夷図」に関わる限り
において、それらの資料に言及したが、本来、それぞれ独自の検討をすべきであろう。こ
のように『広輿図』の検討としては部分的なものにとどまったが、そのなかでも中間的な
結論をあえて述べるとすれば、次のようになる。
「東南海夷図」「西南海夷図」の海のなかに描かれる島々の地名は、現存する地誌に対応
するものはなく、あえて言えば、元代の汪大淵『島夷誌略』の記述と共通する例が多い。
ただし、それでも相互に引用関係までは想定できず、共通する例は、元代の認識がそれぞ
れに反映したものと考えられる。三版本以降の増補は、きわめて明確に明代の認識が反映
したものである。そして、それらの増補は「東南海夷図」
「西南海夷図」の記述や描写に影
響を与えなかった。
地図帳という複数の地図で構成されたテキストのなかで、ある特定の地域が別々の地図
で異なった表現をもつことがある。ときにはそれが相互に排他的な表現が別々の地図に並
存することすらある。『広輿図』に関しては、結果的に時代の異なる南海諸国認識が別々の
地図で並存することになった。
z

本稿の全文はすでに審査を終了しており、２００８年７月に『歴史の理論と教育』１
２９号に掲載される予定である。
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Ⅱ 文学表現、言説と「事実」のあいだ
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入宋僧による虚構の創作と三国世界観
――文学表現中の天竺と五臺山から
手島

崇裕

１． はじめに
文学表現の一部分に対外交渉・海域交流の実態を探り出し、それを史的研究に利用する
意義については改めて問うまでもない。他方、同じく《世界》を舞台とし対外交流に関わ
る表現でありながら、明らかに事実に反する《虚構》だと軽視されてきた部分もある。だ
が、各テキストの文脈においてはもちろん、それを生み出す歴史的背景のなかで、前者・
後者の持つ価値は本来同等であろう。本報告では、現実の対外交渉・海域交流のあり様を
も規定する他国観・世界観と後者との関連性を重視しつつ、後者をより積極的に活かす糸
口を見出したい。
具体的には、渡海僧（入宋僧）の述作・言動を取り上げたい。彼らは自らの世界体験を
もとに虚構を創作する主体となり、或いは虚構の主人公ともなる。つまり彼らの述作・行
動は、現実の世界認識と、虚構成立を支える対外観念との有機的連関を探る格好の対象と
なると思われる。なお、入宋僧の言動の背景には、仏教的な末法思想、或いは仏法東漸論
と密に結びついた三国の時空間認識（歴史認識と地理認識）があろう。同認識に基づきつ
つ、現実の東アジア情勢と連動し展開する三国世界観のうちの対天竺（インド）観・震旦
（中国）観について、入宋僧の言動・述作を通じて考えてみたい。

２． 文学テキストに見る天竺観――入宋僧による虚構述作の意義
（１）真如親王虎害譚の誕生
まず取り上げたいのは、
『閑居友』の巻頭話（〔Ａ〕）である。貞観四年（八六二）に入唐、
さらに渡天を企図し途上羅越国で没した渡海僧真如親王が主人公として登場する。
『日本三
代実録』や『入唐五家伝』所収「真如親王入唐略記」・「頭陀親王入唐略記」などから知ら
れるこの史実をもとに、ある虚構の創作がなされている。しかも、この創作は、自らも入
宋経験を持つ『閑居友』作者慶政（一二一七年前後の短期間に入宋・帰国）によってなさ
れた。つまり当話は、虚構創作がなされる同時代の国際環境を背景に据えつつ、史実と文
学表現との間を検討する格好の素材となる(1)。
〔A〕昔、真如親王といふ人いまそかりけり。（中略）
「法門、ともにおぼつかなきこと多し」とて、ついに唐土にぞ渡り給ける。①宗叡僧
正とともなひ給けるが、宗叡は、
「文殊の住み給五臺山、拝まん」とて行き給ふ。親王
は、
（中略）学問ありけれど、心にもかなはざりければ、ついに天竺にぞ渡り給ひにけ
る。
「錫杖お突きて、脚にまかせてひとり行く。理にも過ぎて煩ひ多し」など侍お見る
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にも、悲しみの涙かきやりがたし。玄奘、法顕などの昔の跡に思ひ合はするにも、さ
こそは険しく危く侍けめと、あはれなり。（中略）
「天竺に渡り給ほどに、道にて終り給ふよし、ほのかに聞く」と侍ける（中略）
渡り給ひける道の用意に、大柑子お三持ち給ひたりけるを、飢れたる姿したる人出

②

て来て、乞ひければ、取り出でて、中にも小さきを与へ給けり。この人、「同じくは、
大きなるを与らばや」といひければ、
「我は、これにて末もかぎらぬ道お行くべし。汝
は、こゝのもと人也。さしあたりたる飢おふせきては、足りぬべし」とありければ、
この人、
「菩薩の行は、さる事なし。汝、心小さし。心小さき人の施す物おば受くべか
らず」とてかき消ち失せにけり。親王、あやしくて、
「化人の出来て、我が心をはかり
給ひけるにこそ」と、悔しく、あぢきなし。
さて、やう々々進み行くほどに、ついに虎に行き遇ひて、むなしく命終りぬとなん。

③

このことは、親王の伝にも見へ侍らねば、記し入れぬるなるべし。昔のかしこき人々
の天竺に渡り給へる事を記せる書にも、大唐、新羅の人々は、数あまた見え侍れど、
この国の人はひとりも見ゑざんめるに（後略）
同話において誕生した虚構とは、傍線③の真如が虎に喰われるというもので、先行する
伝記類には確認できない。これについては、『金光明最勝王経』など仏典に説く薩埵王子の
本生譚（いわゆる捨身飼虎譚）を下敷きにしたものであることが既に明らかにされている
［鷲尾一九三八・杉本一九六五・細川一九九四など］。さらに、日本における薩埵王子本生
譚は、釈迦（八相の出離）、そして玄奘三蔵（西域・インドへの旅行）のイメージと重なり
受容されてきたという君野隆久氏の指摘がある［君野二〇〇七］。以下に平安期の関連史料
（文学）を最低限掲げる。いちいちの分析は省略するが、
『三宝絵』にて薩埵王子本生譚と
西域記（玄奘）とが結び、
『拾遺和歌集』所収歌や『梁塵秘抄』所収今様（太子＝薩埵王子、
王子＝釈迦）にて薩埵王子本生譚と釈迦が結んでいることに注意されたい（傍線部）。
〔B〕『三宝絵』上（十一

薩埵王子）

（前略―報告者注、薩埵王子本生譚を述べる内容である）最勝王経ニ見タリ。天竺ノ
事ニ注セリ。
西域記云、
「其ノ所ハ土モ草木モ于今猶赤キ色也。血ヲ如塗ルガ。人其ノ辺リヲ踏ム
ニ、心驚キ身ヒルム事、荊如レ差シ。心有ル物心無キ物、悲ビ不レ痛ト云フ事無シ」ト
云ヘリ。
〔C〕『拾遺和歌集』巻第八（十一世紀初頭成立）
いにしへの虎のたぐひに身を投げばさかとばかりは問はむとぞ思
〔D〕『梁塵秘抄』巻第二
太子の身投げし夕暮れに、衣は掛けてき竹の葉に、
王子の宮を出でしより

沓は有れども主も無し

君野氏によると、薩埵王子本生譚は、釈迦や玄奘という「出離する貴人」を呼び込む作用
を持つジャータカとして受容されていた。だからこそ、日本の実在の「出離する貴人」で
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ある真如も捨身飼虎譚と結び、虎に喰われることとなるわけである。
（２）十世紀末日本のインド観と北宋朝廷の対インド仏教外交策
（１）を受けて問題となるのは、なぜ真如渡天から三百五十年も隔たった十三世紀はじ
めに、ようやく真如と捨身飼虎譚が結びついたかという点である。
通例三国世界観中のインド観といえば、例えば「世界の中心であり価値の根源たる天竺
は、所詮虚構でしかありえなかったし、あらかじめ失われた根源でしかなかった。（中略）
天竺はまったくの想像上の産物となり、観念的操作が加えられて容易に日本と同体視され
た」とその虚構性を重視する見解が主たるものであろう［平二〇〇四、一八八頁］。大枠で
は正しい見解であろうが、その虚構性は静的であり、三国世界観が通時的に有したもので
あったか(2)。真如虎害譚という虚構の創造は真如没後何時でも可能だったのではなく、イン
ドとそこへの道程が実像から虚像へと化し、文字通りの観念化を果たすといった対インド
観の変容があったからこそ（その変容後に）可能となったのではないだろうか。すなわち
渡天失敗という史実を虚構に仕立てる――薩埵王子本生譚の「出離する貴人」を呼び込む
作用が実在した日本僧真如に対して働く――舞台としての天竺観が『閑居友』以前の何時
ごろかに確立したのではないかと予想しつつ、以下文学テキスト・史料の分析を行いたい。
まず長くなるが、再び『三宝絵』について、ここでは中巻の序を引用する。
〔E〕抑天竺ハ仏ノアラハレテ説給シ境、震旦ハ法ノ伝テヒロマレル国也。コノ二所ヲ聞
ニ、仏ノ法漸アハデニタルベシ。モロコシノ貞観三年ニ、玄蔵ノ天竺ニユキメグリシ
時ニ、鶏足山ノフルキ室ニハ、竹シゲリテ人モカヨハズ、孤独苑ノ昔ノ庭ニハ、室ウ
セテ僧モスマザリケリ。摩竭陀国ニユキテ菩提樹院ヲミレバ、昔ノ国王ノツクレル観
音ノ像アリ。皆ツチノソコニ入テ、肩ヨリカミワヅカニ出タリ。仏法ウセヲハラムニ、
コノ像入ハテ給ベシトイヒケリ。
又モロコシニモ聖オホク、満サカヘタレドモ、シバ々々ミダレタル時アリ。後周ノ
代ニ大ニ魔ノ風アフギテ、マサニ法ノ灯ヲケタムトセシカバ、靄禅師ノヨヲ悲ミ身ヲ
恨ミ命ヲステ、遠法師ノ道ヲヲシミシカバ、王ニムカヒテツミヲ論ジキ。開皇ノ比、
カサネテヒロマリ、大業ノヨニ又ヲトロヘシカバ、鬼泣キ神ナゲキ、山ナリ海ワキヌ。
会昌天子オホク経論ヲヤキシカバ、宮ノウチノ公卿ハ頭ヲタレテナゲキ、門ノ前ノ官
人ハ涙ヲ流シテカナシビキ。彼貞観ヨリコノカタ三百六十余年ヲヘダテツレバ、天竺
ヲ思ヤルニ、観音ノ像入ヤハテ給ヌラム。会昌ヨリノチ一百四十余年ニ及ヌレバ、大
唐ヲオシハカルニ、法文ノ跡スクナクヤ成ヌラム。
アナタウト、仏法東ニナガレテサカリニ我国ニトヾマリ、アトヲタレタル聖オホク
アラハレ、道ヲヒロメ給君、今ニアヒツギ給ヘリ。（中略）
悲哉、滅度之後像法ノ比ニイタリテ、モロコシニハ漢明帝ノ時ニハジメテ天竺ヨリ
ツタハリ、我国ニハ欽明天皇ノ世ニ、遅ク百済国ヨリキタレリ。我今タナ心ヲアハセ
テ、法ノ妙ナル事ヲアラハス。
天竺仏法と震旦仏法との衰滅を描く有名な内容である。だが、入末法前、像法の世である
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「今」を重視する［出雲路一九八八・速水二〇〇六］『三宝絵』（永観二年（九八四）ごろ
成立）において、この衰滅描写は、日本(の僧侶)のみが法を伝える存在で敬うべき対象だと
いう根拠としてある。つまり『三宝絵』とその作者源為憲にとって、天竺も震旦も、仏法
が衰退した地理空間としてはリアルに存在しなければならない。
この『三宝絵』とほぼ同時期、奝然が建国・中国統一後まもない宋へと渡海を果たして
いる（九八三年入宋）。奝然は、
「奝然願先参二五台山一、欲レ逢二文殊之即身一。願次詣二中天
竺一、欲レ礼二釈迦之遺跡一」
（慶慈保胤作、天元五年（九八二）七月十三日「奝然上人入唐時
為レ母修レ善願文」
『本朝文粋』巻十三）と、五臺山・インドへの巡礼を入宋目的として持っ
ていた。上川通夫氏によれば、宋による対インド通交政策を踏まえた奝然のインド巡礼計
画は実現可能性を伴うものであった。宋の中国統一を核とする東アジア世界秩序の再編期
において、インド僧・中国僧の印宋往来が盛んとなる。これはインドとの通交を意識的に
促進した北宋朝の仏教外交政策の結果である。梵文の経典が輸入され、仏舎利など釈迦由
来の物品の請来もはかられるなどインド―北宋の太いパイプが築かれた。新来経典の中国
語への翻訳（訳経事業）と大蔵経への編入事業は版本大蔵経の作成事業と連関するもので、
版本大蔵経・新訳経典の日本など周辺諸国への賜与は、宋朝の外交戦略を担うものとなっ
た。そして同じく国家事業であった仏舎利輸入は、仏教発祥地インドの聖地性を移入し、
その権威的源泉を宋皇帝膝下に抱えるものであったという［上川二〇〇〇二・同〇〇七 a・
同二〇〇七ｂ］。つまり北宋代（特にその前期）に、宋の国家的仏教事業推進に関わり、中
印通交は盛況を見たわけである。奝然の渡天企図は、この北宋朝廷主導の中印通交策、仏
教外交政策によって実現可能性を持った。
『三宝絵』作者源為憲と慶慈保胤との間は、勧学会などで結ばれている。とすると、慶
慈保胤を仲立ちとして、奝然と源為憲の間にはゆるやかな世界認識の共有があったと思わ
れる。奝然や『三宝絵』のインド観は、決して虚像なのではなく、到達可能性を有するリ
アルな地理空間に近いものとしてあった。
さて、「『三宝絵』が「仏法東流」観に立脚して形成した「本朝意識」は、以後、末法思
想の深化とともに屈折した展開を示すことになる」との傾聴すべき指摘がある［速水二〇
〇六、二五三頁］。『三宝絵』に見られる対インド観（と対中国観）も同じく変化・展開し
ていくと予測するものだが、本報告では末法思想そのものを追うのではなく、あくまで現
実の国際環境と、それを体感しえた渡海僧侶の動向・述作（文学テキストなど）に見られ
る世界観との連関を探りたい。
（３）インド観の虚像化の完成――入宋僧の果たした役割
『三宝絵』中巻の序のインド観・インド仏法認識が極端に展開したものとして、南宋期
入宋僧栄西の述作中に見られる「日本国人常諺」（傍線⑥）がある。
〔Ｆ〕『興禅護国論』第九門
第九大国説話門者、謂語二西天中華見行之法式一、而欲レ令三信行人入二仏法大海之中一矣。
西天事、伝言有レ四。（中略）是皆今時之事也。

④
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又宋朝奇特、有二二十箇一。一淮南僧語云、清涼山文殊乗二師子一現云云。（中略）

⑤

然日本国人常諺云、天竺唐土、已滅二仏法一、我国独盛也云云。（中略）玄奘拝見時、

⑥

観音像半臆埋、和須〔修〕衣小爛云々。玄奘遊二西天一、是唐貞観年中、如来滅後一千
六百年中也。然則既経二滅後千有余載一、像半臆埋、衣小分爛乎。其後纔四百有余歳、
今豈皆滅耶。世人無二商量一、一笑矣。
ここで注意しなければならないのは、「日本国人常諺」は、栄西の世界認識と対置されてい
ることであろう。栄西は天竺（・震旦）仏法は今なお盛んであることを主張しているのだ。
それでは栄西は実際のインドとどうつながりえたか。同じ『興禅護国論』第五門による
と、第二次入宋（一一八七年）直後の栄西は、インドに達し「西天八塔」の巡礼を果たす
べく、南宋政府に「西乾経遊之情」を申請した。インドへの旅行許可を求めた栄西の上申
に対し、『栄西入唐縁起』(3)の引く「勅答」には「西胡有二三道一、其国皆属二虜国一不レ得レ
通」とある。インドへの通交路が塞がれていることを理由に栄西の申請は却下された。な
お、渡天申請却下の顛末は、
『元亨釈書』巻二の栄西伝に「重入二宋域一、径趨二行在一。謁二
知府按撫侍郎一、表二奏過竺之事一。于レ時朝議報曰、北蕃強大、西域皆隷、関塞不レ通、何
行之有。西素志不レ果」と簡潔にまとめられている。
この言による限り、栄西も、真如や奝然の先例を念頭においてであろうが、インドは中
国（南宋）を経てのみ達することのできる地とまずは考えていたらしい。宋を発する天竺
通交路の利用には、南宋政府の許可が必要とされたこと、その旅行の可否は、南宋と虜国
＝金との国際政治情勢に左右されたことが読み取れよう。そして栄西の言によれば、南宋
政府は版図北辺を接する金など周辺国家との力関係から西域方面、インドへの通交ルート
を保全できなくなっていたということになる。
ただし、現実的には南宋とインド方面との通路は消滅したのではない。陸路以外にも、
いわゆる南海ルートが存在した。周知のことだが、唐代から五代十国時代を経て宋代、海
路による南回りの交易ルートが東西交通の要路として発展した。経済のみならず政治の中
心もが南下した南宋代に入って同ルートはむしろ隆盛を極める。
『栄西入唐縁起』によると、
陸路によるインド入りを認可されなかった栄西は「其時思留二山道一欲レ懸二南海一之処、彼
国法一時不レ能レ申二二途一、無レ由二于達一」と述べる。
「彼国法」が何を具体的に指している
のかなど不明な点が多いが、彼自身も南海ルートの存在を見据えていた。
が、一方の南宋朝廷にとって、南海ルートは貿易通商面においてこそ重要な交通路であ
り続けたが、先述の仏教的外交策は北宋末～南宋初期には既に放棄されており(4)、仏教的通
交関係においての利用価値は薄れていたと思われる。つまり、日本からインドへ渡ろうと
する仏教僧にとって、宋という中継地を経てのインドへの視界の開かれ具合は、現実的な
通交路の存在そのものというよりむしろ、その道を用いた宋の仏教的外交政策の消長とと
もにあったことになろう。
ここで、栄西の言動を日本国内の仏教事情を視野に入れて見直してみよう。奝然が請来
していた、優塡王作製釈迦像の模刻像が生身仏と看做されて世間に再浮上したり、釈迦そ
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の人に直結する舎利信仰が隆盛を極めたりと、院政期には仏教始源インドへの憧憬が広ま
っていた。だが、既に上川通夫氏によって指摘されているように、東アジアの政治世界の
再々編――氏は神宗死去の一〇八五年から北宋滅亡までと定義する――が院政期における
独善的な日本中世仏教（顕密仏教）の形成・確立と連動している。一連の大変動の機を捉
えた院権力集団が、北宋的なインド始源風中国仏教の継受を標榜したとされる［上川二〇
〇七ａ］。インド憧憬の高まりはこれと関連しようし、現実的にも日本とインドとの直接交
流やインドへの到達可能性は、この再々編の動きに伴い薄れつつあった。とすれば、国内
におけるインド思慕の高まりもまた、現実のインド巡礼へと向かうのでなく、観念の次元
で内に向かうインド憧憬とならざるをえなかったのではないか。
この状況の延長線上に、
『興禅護国論』第五門や『栄西入唐縁起』に見られる栄西の渡天
の画策・努力とその失敗があった。これはある程度の真実を伝えるものと見てきたが、そ
のことと、栄西自身が渡天の実現可能性をどこまで信じていたかは別の問題である。南宋
と金との戦争状態から対峙・並存の関係にいたる国際情勢、それと連動して南宋朝廷の僧
侶渡天保護優遇が難しくなっていたことは、既に一度入宋（一一六八年）もしている栄西
の収集した情報のうちにあったと推測するほうが自然であろう。
結局、最もインドに近づいた栄西が、到達不可能性を述作したことになる。しかも現実
のインドへの到達が困難となるのみならず、南宋期の中国では、かつて入唐僧や北宋期入
宋僧がひとしなみになしえたようなインド僧との直接的な交渉・交流を持つ機会もなかっ
た（〔Ｆ〕傍線④の中略部ではインド仏教が現実に盛んである根拠を示すためインド僧侶の
風貌に言及するが、全て伝聞であり栄西の実見に基づくものはない）
。としたとき、入竺ど
ころかインドとの間接的交流すら難しい国際情勢下にあって、なお天竺へ行こうと行動を
起こした事実こそ、『興禅護国論』に記し留めなければならなかったのではないだろうか。
そして、インドにはまず達しえないという世界情勢を、直接体験を根拠に確認・確定した
ことにこそ、栄西の入竺画策行為述作の意義を見出しうるのではないか。
『閑居友』巻頭話に戻ると、慶政は、その執筆依頼者とされる持明院宮守貞親王(5)をはじ
め、
『閑居友』享受者層の世界観に見合った説話を供給することを選択したと考えられよう。
実際に到達困難性を増したインドへの通交路は、それを最も鮮明に見た入宋僧その人によ
って文字通り塞がれることになった。慶政は明州・杭州よりもさらに南方の福州や泉州に
滞在したようだ。彼の眼前には、南海経由でのインドへの道が栄西より鮮明に存在したと
思われる。が、南海ルートによる再度の渡天を企図しなかった栄西同様、慶政もまた、泉
州でペルシャ人に書かせた「南番文字」
（ペルシャ文字）を敢えてインド風の文字と看做し、
それを親交の深く、天竺思慕の強い明恵に贈ることで、インド憧憬の思いを分かち合うに
とどまった(6)。インド到達の可能性を自ら否定し、聖地インドとそこへの道程は文学表現の
なかに観念化する選択を行った。自身が体験した限界を踏まえた上で、インドへの通交路
は意識的に切り捨てられたのである。或いは自らが行きえなかった道程を真如に歩ませよ
うとしたのかもしれない。真如親王話の創作はこうした意識のなかで行われたと考える。
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真如がインドへの道すがら虎に喰われるという創作の条件は、かつて巡礼対象地として
は実態を保っていたインドとその道程が、東アジア世界の再々編期を相前後して虚像化の
歩みを進めていくなか整った。幻想化したその道程において、史実上の入唐僧真如は「出
離する貴人」として虎害譚と結びついたのである。逆に慶政（や栄西）の述作において、
インドへの到達不可能性が繰り返し語られることが、インド観の虚像化・観念化をさらに
進め、確立させたものと考える。

３． 天竺観と連動する震旦観――五臺山をめぐって
（１）天竺と併記される五臺山――震旦観の虚像化における五臺山の役割
再び『閑居友』巻頭話について、次に〔Ａ〕傍線②に注目したい。既に指摘されている
ように、これは文殊化現譚――文殊が飢者や貧女などに化身して信心を試し菩薩行を励ま
す――を下敷きにしたものである［小島一九九三ａ・佐伯二〇〇二］
。ここで報告者が注目
したいのは、傍線②以前に、入唐に付き従った宗叡が「五臺山」の事を語り、真如と別行
動を取った話が置かれていることである（傍線①）(7)。真如の渡天と虎害に至るまでに、読
者は五臺山を想起し、そして文殊（＝五臺山文殊）の導きに答えることに失敗し、震旦の
地での覚悟ができなかった真如が仏生国である更なる聖地インドへと歩みを進めるといっ
た筋を追うことになる。
さて、日本の人がこの文殊仮現譚と結びついたのは、入宋僧である寂照（『今昔物語集』）
がはじめてであった。
〔Ｇ〕『今昔物語集』巻第十九参河守大江定基出家語第二
亦、寂照五台山ニ詣デヽ、種々ニ功徳ヲ修ケルニ、湯ヲ涌シテ大衆ニ浴セムトシテ、
先大衆、僧供ニ着キ並タル程ニ、極テ穢気ナル女ノ、子ヲ抱タル、一ノ犬ヲ具シテ、
寂照ガ前ニ出来ヌ。此ノ女瘡カキテ穢気ナル事無限シ。此レヲ見ル人共穢ガリテ追ヒ
喤ル。寂照此ヲ制シテ女ニ食物ヲ与ヘテ返シ遣ル。而ルニ、此ノ女ノ云ク、「我ガ身ニ
瘡有テ糸難堪ク侘シケレバ、湯浴ムガ為ニ参ツル也。湯ノ切、少シ我レニ浴シ給ヘ」
ト。人共此レヲ聞テ喤リ追フ。女被追テ後ノ方ニ逃去テ、窃ニ湯屋ニ入テ、子ヲ抱キ
乍ラ、犬ヲ具シテサフメカシテ湯ヲ浴ム。人共此レヲ聞テ、「打追ハム」ト云ヒテ、湯
屋ニ入テ見レバ、掻消ツ様ニ失ヌ。其時ニ人々驚キ怪ムデ、出テ見廻セバ、檐ヨリ上
様ニ紫ノ雲光テ昇レリ。人々此レヲ見テ、「此レ、文殊ノ化シテ、女ト成テ来給ヘル也
ケリ」ト云ヒテ、泣キ悲ムデ礼拝スト云ヘドモ、甲斐無クテ止ニケリ。
此ノ事共ハ寂照ノ弟子ニ念救ト云僧ノ、共ニ行タリケルガ、此ノ国ニ返テ語リ伝ヘ

⑦

タル也。
寂照の前に文殊が仮現したことについて、森正人氏は「今昔物語集は明瞭には叙述してい
ないけれども、寂照はただひとり乞食の女の聖性を見ぬいたと受けとられなければならな
い。
（中略）こうして、今昔物語集の文殊仮現譚は、唐土の僧ではなく日本国の寂照こそが、
慈悲と智徳をそなえたすぐれた仏者であったと物語る構造をもっている」とみる［森正人

- 85 -

一九八一、一八頁］。真如の場合も同じであろう(8)。ただ、唐土（震旦）における文殊―日
本僧の聖性の呼応にとどめることなく、さらに真如に仏生国天竺を目指した歩みを進ませ、
薩埵王子―釈迦―玄奘という貴人の列に真如を位置づけることが慶政の究極の目的となっ
たわけである。そして『閑居友』巻頭話では、インドへの《通路》としての震旦イメージ
を、文殊の聖地五臺山が代表していることとなるのではないか。まず仏典由来の清涼山＝
五臺山とその主催者文殊菩薩を登場させた。インドが仏生国であり仏教の始源としての価
値を有するならば、五臺山は『旧訳華厳経』に説く文殊の住所、清涼山であり、仏典（仏
の言葉）由来の聖地であった。仏に直結する天竺同等の聖地なのである。この五臺山の磁
場にて仏の世界への結縁がまず用意されたが、真如はそれに失敗する。そこでの失敗がさ
らなる仏教の始源への旅を用意し、インドへとその歩みを進めさせたのである。
『閑居友』の時代には(9)、インドのみならず、五臺山というインドへの《通路》までもが
虚構を創作しうる舞台となっていたと考えられる。そこにはやはり、インド同様の到達不
可能性が関係しよう（次節参照）。前章同様東アジアの世界情勢に目を転じると、五臺山は
既述の再々編期にて宋の版図外（金領）となった。正統王朝＝宋を震旦とするなら、震旦
は仏教の始源につながる五臺山を失ったことになる。そして、三国世界観においては天竺
観の変容に相呼応した震旦観の変化（観念化・虚像化）もあるのだとすれば、文学表現・
史料に描かれる五臺山を追うことで、その一端を垣間見うるのではないだろうか。
本節の最後に、『閑居友』巻頭説話以前、同様に五臺山と天竺とが併記された明確な事例
を挙げたい。
〔Ｈ〕天元五年（九八二）七月十三日「奝然上人入唐時為レ母修レ善願文」（『本朝文粋』
巻十三、慶慈保胤作）
奝然願先参二五台山一、欲レ逢二文殊之即身一。願次詣二中天竺一、欲レ礼二釈迦之遺跡一。
〔Ｉ〕「仲冬餞二奝上人赴一レ唐同賦二贈以一レ言各分二一字一」（『同』巻九、慶慈保胤作）
莫三以逗二留中天之月一、（中略）莫三以偃二息五台之雲一。
〔Ｊ〕『扶桑略記』天元五年八月十五日条（奝然入宋にあたり、日本延暦寺が宋天台山国
清寺に宛てた牒）
往者真如出二潢派一而趣二中天竺一、霊仙抛二家国一而住二五臺山一。
渡天を企図していた奝然（とその周辺）に確認できるものである。奝然の時点で既に天竺
と五臺山は並列して扱われる巡礼対象地であった。さらに、前章（３）引用の『興禅護国
論』〔Ｆ〕にも注目したい。傍線⑥を批判する立場で、栄西は今なお天竺・中国の仏法が盛
んであることを強調する。具体的な内容は引用を省略したが、まず天竺に対して、四つの
伝聞を挙げ、今なお仏法が盛んであることを言い、続いて宋仏教の盛んな現状を二十か条
紹介する。栄西はここで、二度の入宋経験を持ち、直接見聞による知見から南宋仏教の隆
盛を挙げ連ねることが可能だったにもかかわらず、天竺仏法の伝聞に続く宋朝の奇特の第
一に、「淮南僧語云、清涼山文殊乗二師子一現云々」を挙げる（傍線⑤）。中国仏教の健在ぶ
りを示すのに、まず伝聞を採用し、当時金の版図にあった五臺山における文殊の奇瑞を挙
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げているのだ。なお、第二以降は、伝聞・直接体験にかかわらず南宋の仏法にまつわるも
のである。仏生国天竺と並び、仏教が盛んであるべき聖地として真っ先に想起された震旦
の地が、実際には訪れることもなかった五臺山であった、ということになろう。両者が連
想される関係にあることを確認しておきたい。
（２）重源と五臺山――その到達不可能性の確定と虚構の創作
既に指摘されているように、僧侶のみならず、日本の皇族貴族層の五臺山信仰は篤か
った［森克己一九七五ａ］。恵萼（『日本文徳天皇実録』嘉祥三年（八五〇）五月壬午（五
日）条など）や成尋（『参天台五臺山記』熙寧五年（一〇七二）十二月一日条・二十八日条
など）の例から明らかなように、僧侶が入唐・入宋し、そして五臺山を巡礼することは、
後援者たる皇族貴族層の宗教的贖罪の代理でもあった［森克己一九七五ｂ・石井一九九三］。
そしてこのような貴族層の意識は、十二世紀にも引き継がれた。寿永二年（一一八三）
正月二十四日、重源とはじめて面談した九条兼実の言を見よう。
〔Ｋ〕『玉葉』寿永二年正月二十四日条
件聖人渡唐三ヶ度、彼国風俗委所二見知一云々、仍粗問レ之、所二語云一事、実希異多端
者歟、⑧五臺山被レ打二取大金国一了、渡海之本意為レ奉レ礼二彼山一也、仍空欲二帰朝一之
処、天台山・阿育王山等可レ奉レ礼之由、宋人等勧進、仍暫経廻、詣二件両所一
重源は、五臺山巡礼が渡海の本意だったと兼実に語った。しかし、既に指摘されているよ
うに［森克己一九七五ａ］、五臺山を擁する金国への旅行は現実的に難しかったのではなか
ろうか。傍線⑧は、後続の記事内容と整合的に理解するほうがよかろう。北宋期の日本僧
は全て皇帝との謁見がなされ、五臺山への旅路も皇帝の恩恵として公的に保護・管理され
ていた［石井一九九三］
。一方南宋期までにそのような国家による来朝僧の厚遇策はなくな
っており、天台山・阿育王山は明州などに着岸した日本僧が比較的手軽に巡礼可能な地と
して浮上していた。重源は、これらの聖地の箔付けをするべく、宋人の口も借り、五臺山
に代わる聖地として両山を価値付け、自らの巡礼体験を誇示しようとしたのだと思われる。
特にアショカ王の舎利塔伝説に信仰起源を持ち、真身舎利を介して仏教の始源へとつなが
る聖地阿育王山を持ちあげる点については、院政期に隆盛を見る仏舎利信仰との関わりか
ら注目される。だが、釈迦・インドを直に想起させるこの新たな巡礼対象地も、まず文殊
常住の五臺山が持ち出され、その代替として紹介されることで重源・兼実の間では意味を
持った。かつて成尋のころまでは実際に僧侶を後援することで後援者貴顕自身の贖罪もな
しえた聖地五臺山とは、もはや直接結縁できないものとなった。この到達不可能性を自ら
の体験を通じて日本社会に確認・承認させることが、重源の負った役割なのだと考える。
インドと日本との紐帯は宋朝の国家的外交策と関わっていた。その消極化と仏教的通交
の放棄が日本のインド観にも影響した。同様に、かつて五臺山巡礼の許可や路次往復の厚
遇とも絡んだ日本僧侶との接触（皇帝謁見など）を行わなくなり、南渡によって五臺山そ
のものへの通交ルートすら押さえられなくなった宋朝の実態を直に確認しえた入宋僧によ
って、以下のように五臺山の観念化も進められたようである。
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九条兼実との会談から二年後の文治元年（一一八五）八月二十三日、東大寺大仏像内へ
の仏舎利奉納に際しての重源敬白文には、「遥渡二大宋国一、諸〔詣〕二五臺山一而奉レ拝二文
殊之瑞光一」（『東大寺続要録』供養篇文治記）と見える。これは、「重源が東大寺大仏への
仏舎利奉納という晴れの舞台において、あえて事実を違えてまで五台山文殊の礼拝を強調
し」た虚言であったと看做すべきであろう［谷口二〇〇六、三五頁］(10)。
五臺山の到達不可能性を喧伝するのみならず、自らを主人公とした五臺山巡礼の虚構を
創り出すことも、彼が担った役割の別の一面だと看做しうる。東大寺大仏の再建は、十二
世紀末国家を挙げての一大事業であった。その大勧進職として、自らの入宋体験はいかに
活かしうるか。舎利奉納の場であっても、五臺山の代替と自ら価値付けた仏舎利信仰の聖
地阿育王山巡礼を持ち出すのでは役不足だったのであろう。加えて、東大寺盧舎那大仏自
体が、『華厳経』の教学思想に基づき建造されている。重源は、同じ『華厳経』に説く清涼
山である五臺山にて、かつての入唐・入宋僧のように文殊菩薩と結縁することができたと
いう虚構を捏造することを選択したのではないか。ここにも、仏舎利奉納という釈迦＝イ
ンドを連想させる営為と、仏典由来の聖地五臺山に関する言説とが並存している。つまり、
栄西同様重源も、インドと連結させて語るべき震旦の代表として五臺山を選んだ。それは
大仏再建を主導した院権力や朝廷構成貴族層が望み、共有しようとした、現実的な国際情
勢とは乖離して選択された世界観のなかにあった。
前章で慶政の国際経験と虚構創造との連関について述べた。重源の場合、やはり自らの
渡海実体験と見聞とから、震旦観を虚像化し観念化するような動向を見せたのである。そ
れができたのは、まさに自らの入宋体験で、東アジア世界の再々編の結果を直視し、五臺
山の到達不可能性を確認しえたからであろう。
（３）院政期国内における五臺山の《取り込み》について
最後に少し渡海僧から離れ、東アジアの再々編期に対応する日本院政期において見られ
る、五臺山観の変容に言及しておきたい。すなわち信仰対象としての吉野金峰山と中国五
臺山との連関について文学的方面に探ることで、今後震旦観を追究していくきっかけを見
出したい。
『古今和歌集』巻第十九所収歌、「もろこしの吉野の山にこもるともをくれむと思我なら
なくに」について、院政期以降の歌学書において、以下のような諸注釈がなされた。当面
の関心に基づき最低限引用する。
〔Ｌ〕『奥義抄』
此歌ものしりたりとおぼしき人は、李部王の記に、吉野山は五臺山のかたはしの雲に
乗りて飛びきたるよし見えたり。さればもろこしの吉野の山とはいふ也など申せども、
今案のごときこゆる。
〔Ｍ〕『顕秘抄』（広本の『袖中抄』もほぼ同じ内容）
私考、
（中略―報告者注、以下引用の『李部王記』当該条文を引く）かゝる事はあれど、
それによりてもろこしのよしのゝ山といふべからず。さては歌のこゝろもさせる事な
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くなりぬべし。但もろこしに金峰山ありけり。それより飛来れる山なれば、かた々々
もろこしのよしのゝ山といいつべし。
〔Ｎ〕『顕注密勘抄』
但、李部王記に、金峯山は五臺山のかたわれの、五色の雲に乗て飛来し由⑨被二注載一云々。
然者⑩江都督のみたけの御塔願文に、乗二五色雲一飛来と作れり。
『奥義抄』（藤原清輔著、保延元年～天養元年（一一三五～四四）ごろ成立）には、今案と
して、『李部王記』に五臺山の一部分が飛来して吉野金峰山となったということが見えると
いう。五臺山金峰山同体説の確認できる初期の史料である。
『顕注密勘抄』も同説を引くが、
『顕秘抄』には中国に金峰山があり、それが飛来してきたとの見解も載る（〔Ｌ〕〔Ｍ〕の
記述とも、寿永年間ごろのもの）。
一方、肝心の『李部王記』（各歌学書が言及する記事）は現存こそしないものの、『九条
家本諸山縁起』の引く逸文から、次のようにほぼ正確に復元される（『古今著聞集』巻二も
ほぼ同文）。
〔Ｏ〕『李部王記』承平二年（九三二）二月十四日条
貞崇禅師述、金峯山神区之古老相伝云、昔漢土有二金峯山一、金剛蔵王菩薩住也。而彼
山飛移泛二海面一来是間、金峯山則是彼山也。
本来、『李部王記』の伝える貞崇の言は、五臺山が飛来したのではなく、中国の金峰山が飛
来し吉野金峰山となったという説だったのである。以下、こちらの説を補強する史料を挙
げる。
〔Ｐ〕『義楚六帖』巻二一
本国都城南五百餘里有二金峯山一。頂上有二金剛蔵王菩薩一。（中略）菩薩是弥勒化身、
如二五臺文殊一。
〔Ｑ〕寛治元年（一〇八七）七月十三日「院金峯山詣」（
『江都督納言願文集』巻第二）
夫金峯山者金剛蔵王之所レ居也。初在二西海之西一乗二五雲一而飛来、今峙二南京之南一
まず金峰山信仰と五臺山信仰の関連性を論じる際必ず言及される、日本僧寛輔（延長五年
（九二七）、寛建の従僧として渡海）が中国にて語った内容を見よう（〔Ｐ〕）。金峰山は「弥
勒化身」たる蔵王菩薩の聖地だったのであり、中国人僧侶義楚への説明のために文殊菩薩
が現住する五臺山が引き合いに出されたまでである。しかも、〔Ｎ〕傍線⑩にあたる〔Ｑ〕
からも、雲に乗るという点では五臺山金峰山同体説に近づいてはいるものの、飛来したの
は五臺山ではなく金峰山そのものであったと読み取りうる。
もちろん、金峰山と五臺山の同体視が、時期を遡って金峰山信仰の周辺に存在していた
可能性までを否定するものではない。
〔Ｒ〕『大日本国法華経験記』巻下第九十二話（長円法師）
詣二金峰山一。乃至通夜誦二法華経一、至二後夜時一、有二一老人宿徳奇異一。此即神人。
持二以名簿一授二与沙門一、而作二是語一、我是五台山文殊眷属、名二于闐王一。依下誦二法
華一功徳甚深上、奉二上名簿一。由二是結縁一、冥二護現世及当来世一云々。
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長久四年（一〇四三）ごろ書かれた〔Ｒ〕からは、金峰山が五臺山（文殊菩薩）との結縁
のための精神的通路であった可能性を読み取りうる。両者に何らかの連想が働くことはあ
ったのであろう。ともあれ、十世紀前半から十一世紀終わりごろには主として金峰山その
ものの飛来として語られたであろう言説が、五臺山の飛来（五臺山と金峰山の同体視）説
を生み、かつそれが東アジアの再々編に連なる時期（『奥義抄』成立期ごろ）に浮上してき
たことを重視したいのである(11)。
通例、五臺山とその信仰の日本への移植(12)は、五臺山を直接訪れた僧侶を介し、五臺山
の石や土といった媒体を介して行われる。
〔Ｓ〕康和五年（一一〇三）八月二十二日阿闍梨経範申文（『朝野群載』巻第十六仏事上）
入唐法橋上人位奝然、依二奏状一、愛宕山五臺峰、⑪因二准大唐五臺山一、奉二為鎮護国家
、毎年於二神宮寺一、可修二文殊秘法一。

一

〔Ｔ〕『大日本国法華経験記』巻上第十六話（愛太子山鷲峰仁鏡聖）
尋二臨終処一、欲レ占二浄処一。⑫夫愛太子山地蔵竜樹久住利生処、不レ異二唐朝文殊影向五
臺山一矣。如レ是思惟、攀二登愛太子山一、住二大鷲峰一。
〔Ｕ〕『今昔物語集』巻第十三東大寺僧仁鏡読誦法花語第十五
浄キ所ヲ尋テ最後ノ棲ト為ムト思フニ、⑬愛宕護ノ山ハ、地蔵・竜樹ノ在ス所也。震旦
ノ五台山ニ不異ズ。然レバ、其ノ所ヲ以テ最後ノ所ト為ム」ト思テ、愛宕護ニ行テ、
大鷲峰ト云フ所ニ住ヌ。
上掲史料などから知られる、奝然による愛宕山（山麓）への五臺山清涼寺建立が日本への
五臺山信仰の代表的移入例となろう(13)。その信仰を支える媒体としては「五臺山石」（『左
経記』長元四年（一〇三一）九月十八日条）も存在したが、ここで確認しておきたいのは、
移植地が文殊常住の五臺山と単純に同一視されたのではないし、あくまで五臺山に「准じ
る」場とされたことである。（傍線⑪⑫⑬）。
ただし、「かたはし」ではあるが五臺山が吉野へ飛来してきたとする院政期の五臺山金峰
山同体説においては、石・土といった媒体も存在しない(14)。同説には、到達不可能性が次
第に認識されるにつれ、観念のうちに聖地五臺山を取り込もうという院政期文人の意識が
垣間見られるのではなかろうか。五臺山の観念化・虚像化、日本への《取り込み》は重源
に先行してはじまっており、重源による到達不可能性の最終的な確定作業とその虚言（〔Ｋ〕
や東大寺大仏仏舎利奉納時敬白文）を準備し、そして栄西の発言（〔Ｆ〕）や慶政の創作（〔Ａ〕
）
を後押しする雰囲気が国内には確立していたと見たい(15)。

４． おわりに
国際情勢を実体験しえた稀有な存在である入宋僧の創作した虚構を読み解くことは、中
世成立期日本の対外観（三国世界観のうち天竺観・震旦観）が有する特徴やその変質過程
を見極めることにつながっていくものと思われる。対外観・世界観は海域交流・対外関係
の諸相に大きく影響するものであろうし、入宋僧の述作にとどまらず、文学表現などにお
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いて《虚構》であるがゆえに重視されてこなかった箇所にも、より積極的に分析を加えて
いくべきだと考える。
なお各章にて推測した、入宋僧の述作・言動と、彼らの母体となる顕密仏教界・中世社
会のイデオロギー的三国世界観との相関関係について、より具体的に追究していくことは
今後の課題としたい。

注
(1) 以下、引用文・史料（テキスト）の（）・〔〕、また傍線や返り点等は報告者が私に付したも
のである。なお、引用史料（テキスト）の本文は以下の通り：閑居友・三宝絵・拾遺和歌集・
梁塵秘抄・本朝文粋・今昔物語集・古今和歌集、以上『新日本古典文学大系』。元亨釈書・扶
桑略記・朝野群載・類聚三代格、以上『新訂増補国史大系』。奥義抄・顕秘抄・顕注密勘抄、
以上『日本歌学大系』
（前者は第一巻、後二者は別巻五所収）。興禅護国論・大日本国法華経験
記、以上『日本思想大系』
。栄西入唐縁起は建仁寺両足院蔵『霊松一枝』
（史料東京大学編纂所
謄写本）。玉葉は『図書寮叢刊 九条家本玉葉』。東大寺続要録（供養篇文治記）は小林剛編『俊
乗房重源史料集成』（吉川弘文館、一九六五）。李部王記（逸文）は『史料纂集 李部王記（増
補）』
。義楚六帖は『古典叢刊 義楚六帖』
（朋友書店、一九七九）。江都督納言願文集は『六地
蔵寺善本叢刊 江都督納言願文集』（汲古書院、一九八四）
。左経記は『増補史料大成』。
(2) 中世の三国世界観・対外観の変容・展開といった動的側面については、元寇とその失敗を画
期と看做す議論こそ多いものの、それ以前についてはあまり問題視されない。なお、君野氏も、
日本における薩埵王子本生譚受容は「西域幻想」
・
「天竺幻想」を伴うとするが、その受容の時
代的変遷（「幻想」の展開の段階差）については問題視していない。
(3)『栄西入唐縁起』の内容の信憑性や史料的価値については、［榎本二〇〇五］参照。
(4)国家的事業として推進された訳経事業は、北宋末期に事実上廃止されている［松本文三郎一
九四四・牧田一九七六・藤善二〇〇六など］。その最後の輝きを放った神宗朝（在位一〇六八
～八五年）には国家財政再建の一環として度牒が売り出される（空名度牒）など僧侶管理・統
制の弛緩があり、さらに北宋末徽宗の道教への傾倒など宋の仏教興隆政策自体に変容が見られ
るのだが［高雄一九七五・塚本一九七五・黄一九八九・竺沙二〇〇二など］、いずれにせよ南
宋成立期には、北宋期までの対インド仏教関連政策も低調に転じたと思われる（インドにおけ
る仏教自体の衰退傾向といった点も考慮される）。
(5)従来女性と考えられてきた執筆依頼者を守貞親王と推定する五味文彦氏は、
『閑居友』巻頭の
真如親王説話もこの守貞親王を念頭においてのものだったとする［五味二〇〇三］。
(6)「南番文字」（
『波斯文書』）については、
［荻野一九八三］を参照。
(7)宗叡の五臺山参詣話は史実を踏まえたものである（『日本三代実録』元慶八年（八八四）三月
二十六日条。
『入唐五家伝』所収の「禅林寺僧正伝」
・「頭陀親王入唐略記」
）。
(8)小島孝之氏は「日本にも中国にも親王を満足させる学僧はいないというほどの学識を持ちな
がら、菩薩の修行はまだ不十分だったという。はかり知れぬ辛苦を重ねて天竺に向かったにも
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かかわらず、虎に食われてしまうとは、はたして真如親王を顕彰する説話になるのであろうか」
と見る。佐伯有清氏はこれを受け、この巻頭話を、真如親王を顕彰するものではないと見る［小
島一九九三ｂ、五五四～五頁・佐伯二〇〇二］。小島氏は「おそらく慶政は、かつて皇太子と
いう身分であったにもかかわらず、未曾有の天竺行を決行した真如の命懸けの求法を顕彰した
かったのに違いない」と続けるが、報告者はむしろ、薩埵王子同様虎に喰われることに加え、
文殊化現を目のあたりにしたこと自体「顕彰」なのではないかと考える。
「聖性」を持つ、
「出
離する貴人」としての真如が同話には描かれているのではないだろうか。
(9)寂照が文殊化現譚と結んだのは『今昔物語集』
（院政期、早くとも十一世紀末以降成立か）の
説話がはじめてだが、傍線⑦では、これは寂照に従い入宋した念救が一時帰国の際伝えた話で
あるとする。念救の一時帰国は長和二年（一〇一三）のことである。傍線⑦が仮に事実を伝え
るとすると（或いは念救が文殊化現譚のみを伝えたとして、それを師寂照と結びつけた説話が
『今昔物語集』を大分遡ってできていたとすると）、五臺山を舞台とする虚構創作と五臺山の
到達不可能性とに緊密な関係性があると予測する報告者の考えと矛盾することになろう。もち
ろん報告者自身、インド観や天竺観（五臺山観）がもとより虚構性を伴う観念であることを否
定するものではない。その変質・展開といった側面を重視しているのであり、到達不可能性の
高まる以前に五臺山が舞台の日本僧を主人公とする説話の誕生を認めないのではない。ただし、
その場合においても、文殊化現譚と寂照とが結んだのは、寂照自身の特殊な性格に起因するも
のと考えられよう。従僧念救の一時帰国の目的は、在宋中の寂照師弟の度縁・戒牒を作成し持
ち帰るためであった（
『日本紀略』長和四年五月七日条など）
。詳細は別稿を期すが、これは、
寂照師弟が、以後は客人（巡礼僧）としてではなく、宋仏教界により本格的に溶け込んで宋比
丘同等に一生修道する選択をしたことを意味する。宋仏教界において、比丘の修行のためには、
日本の度縁・戒牒にあたる度牒・戒牒・六念の所持・携行が絶対条件であったからである（
『禅
苑清規』など）。つまり、寂照は弟子の一時帰国を通じて不帰の意志を示したことになる。仮
に念救の一時帰国時かその後早いうちに同話が誕生したとすれば、
《寂照は帰国せず》
、という
情報によって安心して虚構を創作しうる状況ができていたからだと考えるものである。
(10)重源の五臺山参詣について、金の燕京進出（一一五二年ごろ）や南宋との和議締結（一一六
五年）といった国際状況から史実と看做しその時期を探る向きもあるが［中ノ堂一九七五・小
林一九八〇・五味一九九五］、そもそも北宋の滅亡、金と南宋の並存開始期以降、五臺山は一
貫して金の版図にあった。また、三度と言われる渡宋の時期は安元二年（一一七六）に高野山
延寿院に銅梵鐘を勧進施入する以前のことで（梵鐘銘文に入唐三度と記される）
、兼実との会
談後、再度渡宋し金領内に入り五臺山を巡礼したとも考えがたい。
(11)袴田光康氏は、〔Ｎ〕傍線⑨から、「『奥義抄』等の伝承は、重明親王自身か後人によるかは
明らかでないが、
『李部王記』の本文に注記として書き込まれたものではないかと考えられる。
それは貞崇の伝えた話とは別な伝承として、当該条に書き込まれていたものではないだろうか」
とする［袴田二〇〇二、七七頁］。五臺山飛来の別説がいつ誕生したか（注記されたか）は不
明でありこれ以上の追究はできないが、五臺山飛来説が歌学世界に浮上した時期が十二世紀の
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前半であることを本報告では重視したい。
(12)いわゆる小五臺山信仰（五臺山が各地に模築され信仰されること）については［小笠原一九
四〇・金井一九七四・山本一九九一］参照。
(13)他に、円仁が五臺山から持ち帰った土などをもとに延暦寺文殊楼建立計画が進められたこと
も一事例となろう。
「宛如二清涼山中文殊化現一」き霊験（貞観十八年（八七六）六月十五日太
政官符「応下以二延暦寺文殊影嚮楼一為中誓二護聖朝一処上事」
『類聚三代格』巻二修法灌頂事）を
望んでの文殊楼建立事業であった（
『入唐新求聖教目録』・
『慈覚大師伝』なども参照）
。
(14)一方、成尋（『参天台五臺山記』）・戒覚（『渡宋記』）とも五臺山の土や石を入手したり本国
に送致したりしている。なお、五臺山の土・石などの日本への移入やそれを介した信仰の事例
は［松本昭彦一九九九］に収集されている。説話の成長と事実・事件との相互影響関係につい
ての論旨ともども参考となる。
(15)なお後代まで視野を広げた際、日元交流期以後に、積極的に五臺山巡礼を目指す動きが復活
しなかったこと（一三二六～四七年在元の古源邵元が五臺山を訪れている程度）は、渡天企画
者が出現しなかったことと同様注目される。五臺山（と天竺）は、文字通りの観念化を果たし
た三国世界観のなかでのみ生き続ける聖地となったようだ。
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渡唐天神説話の誕生
――杭州・大宰府・京都――
橋 本

雄

１．はじめに
本共同研究では、海域史研究のための文学表現の発掘や再解釈をひとつの課題としてき
た。その研究目的に従って、本稿では、「文学表現」に関わる課題の具体例をひとつ提示す
る。それは、表題にある通り、室町・戦国期に大流行した「渡唐天神説話」である。これ
は、筆者が太宰府にある九州国立博物館に勤務するなかで、僅かなりとも太宰府の歴史を
学び、また当地に係る歴史資料の展示・研究に携わったために関心をもったテーマである。
本稿では、この説話の誕生の経緯と展開過程とについて、筆者がかつて史料紹介を行なっ
た大宰府崇福寺円爾宛て無準師範尺牘（写）1 にも関心を払いながら、本研究課題に沿って、
改めて「渡唐天神説話」の誕生に関する考察を行なおうとするものである。行論の都合上、
本稿は、該史料紹介（前稿と呼ぶ）と内容的に一部重なるところがある点を、あらかじめ
諒とされたい。

２．渡唐天神説話とは
本論で主題とする「渡唐天神説話」とは、よく知られているように、次のような荒唐無
稽なストーリから成る。――天神＝菅公（菅原道真）が、太宰府崇福寺にいた円爾（のち
聖一国師） 2 に禅の教えを乞い、円爾は自身の禅の先生、中国径山万寿寺の無準師範（仏鑑
禅師） 3 に参禅することを奨めた。そして、それを聞いた菅公道真は、空を飛んで杭州径山
へ行き、無準に参禅して印可を得る（具体的には僧迦梨＝法衣＝袈裟を授衣された）‥‥。
明らかに空想の産物、「物語」である 4 。道真が没したのが 10 世紀初頭、円爾が活躍した
のが 13 世紀半ばであることを考えると、両者が生きた時代には、ほぼ 300 年の隔たりがあ
る。つまり、まがうことなき「伝説」、作り話なのである。にも拘らず、この説話＝伝説は
室町時代に大流行し、盛んに渡唐天神像が描かれた。そして、その渡唐天神像には多くの
場合、禅僧などによって著賛されたから、渡唐天神説話は繰り返し再生産され、人口に膾
炙し、その命脈を永く保つこととなったのである。先行研究によれば、渡唐天神説話は、
聖一派（東福寺派、円爾の法流）により筑前大宰府にて応永初年頃に発生し 5 、15 世紀を通
じて京都などにおいても大流行を見せたばかりか 6 、16 世紀になると、中国寧波に渡った遣
明使が渡唐天神像を持って行って当地の文人方梅崖の著賛を受けたり、あるいは日本人向
けに渡唐天神像のコピーが作られ彼の地の市纏で売られていたりするなど、非常に長く・
広く普及していたという事実が知られる 7 。
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ここに、渡唐天神像の構成要素を確認
するために、典型的な渡唐天神像を一点、
掲げておく（写真１）。惟肖得巖著賛、京
都・禅文化研究所所蔵のものである（『天
神様の美術』
〈特別展図録〉より転載）。
渡唐天神像は、この図像にあるように、
①見るからに中国的な道服に身を包み、
仙冠をかぶる菅公が、②梅の枝を持って
――逆に言えばこの「梅の枝」が菅公で
あることの《しるし》なのである――、
③左の肩から右の腰に向かって袈裟袋
（三衣袋）を懸けている、という定型を
有している。この３つの要素から成る〈コ
ード（約束事）〉は、実は 17 世紀に入っ
てもなお変化せず、連綿として描き続け
られたことが知られる。つまり、渡唐天
神像のフォーマットは、永く一定してい
たのである。
ちなみに、美術史学の分野では、渡唐
天神の像容の「起源」
「源流」に関する議
論がさかんに繰り返されてきた。現段階
では、その「起源」は、やはり梅を愛し
た中国の文人、林和靖（像）に落ち着き
つつあるようだ。だが、本稿の関心はも
とよりそこには存在しない。むしろ、こ
の渡唐天神説話の発生の背景や、その伝
説の「作られ方」、またさらには展開過程
について考えてみることとしたい。
実は、つい最近、この渡唐天神説話に
関して、極めて興味深い新たな見解を示
したのが上田純一氏である 8 。本論も、こ
の氏の議論に刺激を受けて成ったことを
あらかじめ告白しておこう。
上田氏によれば、同説話の発生の直接
的背景には、崇福寺をめぐる聖一派と大

写真１

応派との確執があったのだという。そのヒ
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ントとなるのが、九州国立博物館の膝下ともいうべき場所に位置する太宰府光明寺の建立
由来を語る、「菅神入宋授衣記」（室町時代中後期成立）である。上田氏の議論に触れる前
に、まず、この史料のプロットから、渡唐天神説話の骨格部分のみ抽出してみよう。
①

神（菅公）が崇福寺の円爾のもとを訪れ、参禅を請う。先述の通り、円爾が無準師

範への参禅を奨めると、神はそのまま杭州径山万寿寺まで海を飛び越え、無準に参禅し、
無事に禅を修める。
②

菅公は、無準から、嗣法の証として、
「僧迦梨」
（三衣つまり袈裟のこと）を賜わり、

太宰府に帰着する。
③

菅公は、
「僧迦梨」の安置を円爾の弟子の鉄牛円心に依頼する。そこで鉄牛は太宰府

の霊岩の下に収めることとする（現在の「伝衣塔」がこれに当たる）
。太宰府は鉄牛の生ま
れ故郷であり、また菅公の眷属の霊地でもあったという。かの地に寺院を開剏し、霊岩神
護山光明蔵寺（光明禅寺）と名付け、「伝衣塔」の守りとし、鉄牛が初代住持となった 9 。
以上が、基本史料「菅神入宋授衣記」の語る「渡唐天神説話」の概要である。この史料
の読み直しを行なうことによって、上田氏は、渡唐展示説話と大宰府（なかんづく光明禅
寺）との関わりについて、新見解を提示した。極めて重要な指摘なので、以下、上田純一
氏の所説をそのまま引用しておこう。
文永八年一〇月、天神が承天寺住持であった鉄牛円心の元に現れ、
〔円爾の薦めで参禅
したときに―橋本注〕径山無準師範より与えられた伝衣を一所に安置したいと願った。
鉄牛が大宰府霊岩の左辺に一寺を建立し伝衣を安置すると、文永一〇年、再び鉄牛の
夢に現れ、感謝の言葉を述べるとともに今後毎日この地に入り伝衣を拝護しようと語
った。この寺は、山名を霊岩神護山、寺名を光明蔵寺といい、それ以来、人々の尊崇
を得ることになったと記
されている。大宰府光明
寺〔写真２〕の建立由来
が渡唐天神説話に結びつ
けて語られており、説話
発生の状況を示唆するも
のとして興味深い。さら
に同寺〔＝光明寺〕を開
山したのが承天寺住持の
鉄牛円心であった点も注
目される。承天寺は円爾
が博多に開山した寺院で
あり、以後は同派の拠点
寺院となった。鉄牛は円爾

写真２

光明禅寺（福岡県太宰府市）

の弟子で、円爾の伝記『聖一国師年譜』を編んだ僧であるが、菅原氏出身で大宰府天
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満宮社家某の在京中の子とも伝えられるように〔『太宰管内志』〕
、天神信仰との関わり
も深かった。村田〔正志〕氏がすでに指摘されたように、渡唐天神説話の発生源が承
天寺周辺の禅僧らであったことを推測させる記事である‥‥ 10 。
このように述べた上で、上田氏は、説話中の円爾の活躍場所が大宰府の崇福寺であって、
説話の形成の場所となった博多承天寺でなかったことにも注意を促す。すなわち、大宰府
で生まれた段階の、原初形態の渡唐天神説話においては、円爾と横岳山崇福寺との結びつ
きこそが強調されていたという事実である（これに対して後に流布する京都五山型の渡唐
天神説話においては円爾が博多の承天寺にいたことになっている）。京都でもなく、博多で
もなく、大宰府で生まれたということこそ、この渡唐天神説話の発生事由を考える上で無
視できないポイントなのだ。
そして上田氏は、渡唐天神説話の発生の時期である鎌倉末期から南北朝期にかけて、問
題の太宰府崇福寺が、聖一派の進退する寺院でなくなったことに注目する。というのも、
文永９年（1272）南浦紹明（大応派、横嶽派）の入院以降、この大宰府崇福寺には円爾の
法流ではなく、南浦の門派（大応派）がもっぱら継承するようになっていたからである。
つまり、大宰府崇福寺は、鎌倉後期になると、円爾の聖一派から、南浦の大応派（横嶽派）
に移ってしまうという、大転換を迎えたのである。
今一度、鎌倉時代後期の段階におけるこの過程を、歴史的に確認しておこう。――①大
宰府の聖一派の拠点として期待された横岳崇福寺が、大応派によって事実上「簒奪」ない
し「占拠」された。②しかし本来、崇福寺は円爾が「開山」であって（実際には円爾は開
山でなく、本当の開山＝随乗房湛慧の依頼によって開堂説法を行なったに過ぎないのだが）
、
聖一派の影響力の強い寺院であった、はずである。③よって、崇福寺を「簒奪」されたと
考える博多承天寺グループは、自身の正当性（正統性）を改めてアピールするために、と
りわけ大宰府において崇敬の対象である菅公道真が嗣法したのが無準師範であること、つ
まり円爾と菅公とが「法兄弟」であるという伝説を作り出したと考えられる（これがすな
わち「渡唐天神説話」である）。上田氏曰く、「聖一派からすれば、説話の強調点である崇
福寺開山＝円爾の図式は、同寺を理不尽に独占している大応派禅僧に対する痛烈な批判の
メッセージでもあり得た」わけである 11 。
これは、大宰府のみならず、古代・中世の日本にあって、文人の最高峰に位置する菅原
道真が、禅を修める際に、他ならぬ聖一派（および夢窓派）の祖である無準師範（臨済宗
破庵派）の法を嗣いだ、という「事実」を物語るものであり、つまりは禅宗（仏教界）に
おける日本破庵派（仏光派・夢窓派、聖一派等）こそが正統な仏教的派閥であることの「根
拠」になったであろうことは想像に難くない。それが社会的にどの程度浸透したかどうか、
本当にどれほどまともに受け容れられたのかは実際のところ不明であるが、しかし、少な
くとも日本破庵派を中心に、連綿として渡唐天神像が作られ続けたことから考えれば、そ
のプロパガンダ機能はまったく無意味なものではなかったと評価するのが妥当であろう。
つまり、何らかの有意性をもって、渡唐天神説話は諸方面に確かに受け容れられていたの
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である。
なお、本論からすればやや脇道に逸れるが、崇福寺になぜ南浦紹明が入院することにな
ったのか、また同寺がなぜ大応派の拠点となりえたのかについては、実はいまだに良く分
かっていない。南浦が円爾と同郷であって入寺しやすかったであろうこと（ともに駿河国
安倍郡出身）
、モンゴル襲来に当たっての得宗政権の外交顧問として期待されたことなどが、
これまでに指摘されている 12 。ただし、少なくとも、東福寺の開基であり聖一派の最大のパ
トロンであった関白九条道家の失脚（寛元四年＝1246）と死没（建長三年＝1251）という
政治的な変動 13 が、京都や九州地域における聖一派の退歩に少なからず影を落としたことは
間違いないだろう。聖一派から大応派への転派という同様の現象は、実際、京都万寿寺で
も起こっていたことが知られる 14 。
そして、筑前守護少弐氏によって新たに崇福寺に迎えられた南浦紹明は、生没、1235～
1308 年。安名・出家は鎌倉建長寺の蘭溪道隆による。1259～67 年、入宋して念願の虚堂智
愚に師事する 15（後に筑前興徳寺にて虚堂に嗣香を焚く）。文永七年（1270）十月二十八日、
檀越の請により筑前の姪浜興徳寺に入院。また文永九年（1272）十二月二十五日、筑前大
宰府横岳崇福寺に入院、33 年間も住持職を務める（以後、大応派〔横岳派〕の拠点寺院と
なる）。嘉元三年（1305）七月二十日、後宇多院の詔により京都万寿寺に遷住（第六世）。
南浦の開いた大応派は臨済宗五山派の枢要な位置を占め、弟子の宗峰妙超はとくに林下・
大徳寺派の祖となった。諡は「円通大応国師」である。

３．渡唐天神説話における授衣のプロットと太宰府の伝衣塔
さて、ここで改めて注目すべきは、聖一派の大応派への対抗言説ともいうべき渡唐天神
説話のプロットの一つに、「無準からの授衣」すなわち「伝衣」が存在したことである。す
なわち、通常、禅僧の師子相承の際には、嗣書や印可状、頂相、袈裟、法衣など様々なア
イテムが師から弟子に与えられるわけだが、くだんの渡唐天神説話において、どうしてこ
とさらに法衣が嗣法の証として選ばれたのであろうか。たとえば、印可状（国宝
範墨跡

無準師

円爾印可状、東福寺所蔵）でも良かったはずなのに、である。この点は、これま

で余り注意されて来なかったように思う（もちろん、印可状では絵になりにくい、という
技術的・造形的な問題はあるかも知れぬが、それは論証不可能でもあり、ひとまず措いて
議論を進める）。
渡唐天神説話に縁の深い太宰府光明寺の横には、今でも「伝衣塔」と呼ばれる石塔（五
輪塔）が建っている（写真３）
。現地の説明案内板によると、渡唐天神（菅原道真）が径山
無準より授衣された法衣が鉄牛により此処に納められた、と現在も伝えているそうである。
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そして、この「伝衣」＝授衣の伝説の種子が、実はこれまで余り注目されてこなかった
墨跡文書 16 に残っている。東京国立博物館所蔵の伝無準師範墨蹟（あるいは無準師範尺牘写）
である。径山無準から円爾への授衣を記すこの文書は、残念ながらオリジナル（正本）で
なく写なのであるが、内容
は極めて重要である。その
解釈等については後に詳
述するが、端的に言えば、
この尺牘とは、
「中国の師」
無準から「日本の弟子」円
爾へ、嗣法の証明である法
衣（袈裟、文中では「錦の
法衣一頂」と記す）が伝授
されたことを伝えるもの
なのである。
このことを前提に、まず、
伝衣塔にまつわる「伝衣」、
すなわち渡唐天神（菅公）
が無準から与えられた伝
説の法衣（「菅神入宋授衣」）
の歴史的意義を考えてお
きたい。
すなわち、時間的かつ地
理的な近接を考えると、こ
の太宰府光明寺横手の伝
衣塔の「伝衣」から、無準
―円爾嗣法の証明「錦の法

写真３

伝衣塔（光明禅寺横手）

衣一頂」を想像することは、当時の博多―太宰府においてはさほど難しいことであったと
は思われない。むしろ、
《無準―菅公の伝衣》（渡唐天神説話）は、ただちに、《無準―円爾
の授衣》（後掲無準師範尺牘写）を連想させたと考えられる（当時は伝説であっても史実の
ように扱われることがあるため 17 、ここではあくまで「連想」としておく。ぴったり重なる
ように同一視されたかどうかまでは残念ながら確言できないためである）。つまり、太宰府
天満宮（安楽寺）の横、光明寺の恐らく旧境内地に渡唐天神の法衣が納められたという伝
説の草創と継承とは、無準の法流が太宰府に息づいていることを強調する役割を担わされ
ていたのではないだろうか。渡唐天神説話の生まれた鎌倉時代末期から、太宰府光明寺の
建立由来に係る「菅神入宋授衣記」が成立する室町時代末期まで、少なくとも博多承天寺・
太宰府光明寺の周辺では、こうした伝衣の神話が営々と語り継がれてきたものと考える。
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少なくとも、渡唐天神説話が本格的に語られ始める応永年間（15 世紀初頭）にあっては、
この「お話」が忘れ去られるにはまだ早すぎるだろう。
繰り返しになるが、光明寺（及び伝衣塔）は、崇福寺を占拠する大応派に対抗するため
に、聖一派が太宰府に打ち込んだ一種の楔である。太宰府における聖一派の新たな拠点と
して、しかし由緒正しい無準の法統を伝える光明寺の優位性を物語るためにも、渡唐天神
．．．．．．．
説話――とりわけ円爾が（博多承天寺でなく）太宰府崇福寺で活躍していたことを強調す
る、渡唐天神説話の原初形態 18 ――は必要不可欠であった。その伝説の種子となる要素を探
っていくと、従来余り注目されてこなかった墨跡文書、円爾宛無準師範尺牘（写）に辿り
着くのではないか、というのが筆者の推測なのである。

４．崇福寺円爾宛無準師範尺牘（写）
それでは、実際にその墨蹟文書――太宰府崇福寺円爾宛径山万寿寺無準師範尺牘（写）、
東京国立博物館所蔵 19 ――を参照してみよう。この点についてはすでに前稿で詳細に述べた
ところであるが、行論上必要と考えるため、重複を諒とされたい。

写真４

無準師範尺牘写（太宰府崇福寺円爾宛、東京国立博物館所蔵）

師範和南手白、
日本國大宰府崇福爾長老、
一別許久、毎切馳参、近者収
書、且知、出應人天之命為
世導師、老懐慰喜、既為[主]
法人當行平等慈、以[接来]
學、其常住事務、一々付之知事、
略提綱要而已、専於方丈之
職、與四衆激揚此事、[亦當]
時々自警、佛法如大海轉入
轉深、不可少怠、使此宗異日
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大震於卿國、豈不偉哉、山
中雖復罹火厄、日来亦有成
就之漸、無勞遠念、正續但
欠佛殿、亦一面経營矣、恐欲
知之、祐・音二兄在此、過得甚
好、祐近来有趣向甚可喜、前
日所寄二件信物、一々如書中数
目領訖、極感道義、便中就以
錦法衣一頂、乃前輩尊宿相
傳者付去、遇説法一披、餘宜
為大法、自愛是祝、大宋國臨
安府徑山興聖萬壽禅寺住持
特賜佛鑑圓照禅師師範和南、
崇福爾長老
（＊[

]部分は「聖一国師年譜」により補った）

以上の尺牘（書信）の内容を、辻善之助氏の訓点 20 を参考にしつつ、読み下してみる。ま
た、内容に即して、適宜、わたくしに改行した。
お

な

師範、和南して手ら日本國大宰府崇福爾長老に白す。
いささ

ちかごろ

ま

一たび別れて 許 か久しく、毎に馳参を切にす。近者書を収め、且た出でて人・天の命
に応じて世の導師と為れるを知り、老懐慰喜す。既に法を主れる人なれば、当に平等
慈を行ない、以て来学に接すべし。其の常住の事務は、一々之れを知事に付し、略ぼ
ため

綱要を提するのみにして、方丈の職を専らにして、四衆の與に此の事を激揚せよ。亦
うた

た当に時々自警すべくんば、仏法、大海の如く転た入り転た深まらん。少しも怠るべ
けい

さかん

からず。此の宗〔＊禅宗〕をして異日大いに卿が国に震わしむれば、豈に 偉 ならざら
んや。
山中復た火厄に罹るといえども、日来亦た成就の漸有り、遠念を労すること無かれ。
正続〔＊正続院〕但だ佛殿を欠くも亦た一面経営するのみ。恐らくは之れ〔＊心配無
用だということ〕を知らんを欲す。
に ひん

と

祐・音の二兄、此こに在りて過い得たるは、甚だ好し。祐、近来の趣向〔＊仏道への
志〕、甚だ喜ぶべき所有り。
う

前日寄する所の二件の信物、一々書中の数目の如く領け訖ぬ。極めて道義を感ず。
つ

あた

便中、就いて、錦法衣一頂、乃ち前輩尊宿の相伝せる者を以て付し去る。説法に遇り
い っ ぴ

ては一披せよ。
いの

余は宜しく大法の為めに自愛すべし。是こに祝る。
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大宋國臨安府徑山興聖萬壽禅寺住持特賜佛鑑圓照禅師師範、崇福爾長老に和南す。
以下、現代語訳（意訳）を試みる。その際、石山幸喜氏の解釈 21 を適宜参看した。
我が弟子、円爾へ。手紙を請け取りました。別れてから久しく、待ちこがれていまし
たが、このたびあなたの書信がようやく届きました。また、寺院の住持を務め、人界・
天界の定める運命に従い、世の導師となって禅宗を広めようとしてくれていると聞き、
嬉しく思います。あなたはすでに仏法をつかさどる者なのだから、平等に慈しみを与
え、後進・後学たちを受け入れねばなりません。
（したがって）細かな寺務は知事（寺
の役職）に任せて、綱要を押さえるのみとし、方丈の職位を専一にし、僧俗のために、
このこと（「行平等慈、以接来学」）に一生懸命努めなさい。また、つねに自らをいま
しめておれば、仏法はますます広く行き渡るでしょう。少しも怠ってはなりません。
あなたの国でも、この禅宗を広めれば、仏法がさかんになること間違いありません。
ところで、径山はまた火事に見舞われました 22 。何とか日々回復しております。遠く
心配する必要などありません。また、私の塔頭の正続院も仏殿を失いましたが、それ
でも法事など執り行なえていますし、恐らくご承知のことでしょう。
折り良く、□祐〔＊道祐ヵ〕と□音と（ともに円爾の法弟の入宋僧ヵ）が居てくれた
のは良かった。□祐の最近の仏道への志は素晴らしく、大変喜んでいます。
また、あなたからの贈品を、書信のリスト通りに請け取りました。こころからあなた
の道義に感謝します。ついでの便に乗せて、私からは、
（伝灯・嗣法の証明であり）先
輩たちが大事に伝えてきた法衣一頂をあなたに贈ります。説法のときに、身につけて
みて下さい。
あとは、大法（仏法・禅宗）のために御自愛下さるよう、お祈りいたします。
径山万寿寺正続院無準師範より、我が弟子、円爾へ。
この墨跡文書（無準尺牘写）は、実はすでに全文が「聖一国師年譜」仁治三年（1242）
条に引用され、また辻善之助『日本仏教史』第三巻（102～103 頁）にも全文が掲載されて
大意が紹介されている（本紙の写真も不明瞭ながら掲載）。近年では、「聖一国師年譜」版
本印影をすべて掲載し、年譜全体を逐語訳した石山幸喜氏の研究 23 が存在しており、本稿な
ど屋下に屋を架すが如きものである。しかしながら、改行や字配り、字の大きさなどは、
現物に近いと思われる本資料でなければ分からぬこと、そして「写」ということもあって
それほど展観もなされず研究史でも十分に検討された形跡がないことなどから、こうして
全文を改めて翻刻した次第である 24 。
さて、この無準尺牘の写が、大応派の流れを汲む大徳寺派側に伝わったというのは歴史
の皮肉という言うほかない。だが、逆に言えばそこから、無準尺牘の原本（正本）が、横
岳崇福寺＝大応派ではなく、むしろ聖一派＝博多承天寺の側に伝来していた可能性を示唆
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してくれるだろう。こう考えれば、承天寺住持・光明寺開山の鉄牛円心の編纂した「聖一
国師年譜」に、同墨跡文書が正確に引用されていることも整合的に理解しうる。聖一派側
としては、《無準―円爾の授衣》と《無準―菅公の伝衣》というダブルイメージを吹聴する
ことこそ重要なのだから、その言説の根拠となるべき本尺牘を、ライヴァルの大応派（横
嶽派）にたやすく渡すことなど想像しがたい。むしろ、上記のようなダブルイメージ――
というより菅公伝衣の準拠となる史実――を主張すべく、無準尺牘の写をわざわざ作って、
大応派（横嶽派）側に提示した、というのが実情ではなかったろうか 25 。
さてそれでは、この無準尺牘の原本（尺牘Ａと仮称）が日本に届いた時点で、円爾はど
こにいたのだろうか。本尺牘の宛名が太宰府崇福寺になっていることから、太宰府にいた、
と見るのは早計である。筆者は、円爾は当時、博多承天寺の可能性が高いだろうと想定し
ている。というのも、1244 年、無準が承天寺円爾宛に『承天禅寺』の額字を贈った書信（尺
牘Ｃと呼ぶ）のなかでは、「前便〔尺牘Ａ〕にて法衣を〔円爾に〕贈った」ということがわ
ざわざ記されており、すなわちこれは、円爾が 1242 年に博多承天寺の額字を無準に乞うた
ときの書信（尺牘Ｂとする）に、「法衣が届きました」という報告・謝辞がなされなかった
ことを示唆する。つまり、1242 年尺牘Ｂの段階まで、問題の無準尺牘原本（上記「前便」
にあたる尺牘Ａ）及び法衣（伝灯の袈裟）は、円爾の手元に届いていなかったのである。
そして、1242 年とは、その年の秋に円爾が博多承天寺開山となる年である。尺牘Ｂの月
日は不明ながら、その字号の揮毫を求める内容からして、開山と相前後する時期と見るの
が自然であろう。そうだとすれば、やはり円爾はこのときすでに大宰府崇福寺でなく博多
承天寺に入っていたと考えるべきではないか。
つまり、本稿で主題としてきた無準尺牘写の原本（尺牘Ａ）が到着したのは、円爾が博
多承天寺に遷って以後のことだと推察される。本尺牘（Ａ）原本・法衣一頂がもともと崇
福寺に到達しなかったのであれば、崇福寺＝大応派＝大徳寺派の側に原本が伝わらなかっ
たとしても無理はない。聖一派側が意図的に無準尺牘の写を崇福寺に渡したか、崇福寺側
が聖一派に求めたのかは分からないが、ある段階で、承天寺が崇福寺に対して無準尺牘写
を渡したことは確実であろう。これは、先ほど推測した通り、《無準―円爾の授衣》と《無
準―菅公の伝衣》というダブルイメージを強調・喧伝するための重要な素材となり得たと
も考える。

５．おわりに
最後に、博多承天寺にいる円爾のもとに届けられたとおぼしい「錦の法衣一頂」は、そ
の後、どのような歴史的変遷を経たと考えられるか、推測に推測を重ねて擱筆することと
したい。
「菅神入宋授衣」（大宰府型渡唐天神説話）と太宰府光明寺との結びつきや、太宰府光明
寺が太宰府における聖一派の楔であったことを考えると、無準―菅公の法統を証明する「伝
衣」は、そして恐らく実際には無準―円爾と受け継がれた「法衣一頂」は、実際に光明寺
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に納められたと考えるべきであろう。本論の繰り返しになるが、「錦の法衣」≒「伝衣」こ
そが、大応派（横嶽派）に牛耳られようとしている崇福寺に対する、博多聖一派のアピー
ルポイントであったからである。
そうだとすれば、無準―円爾と師資相承されたこの法衣は、あるいは、太宰府光明寺開
剏の一時期、博多承天寺から光明寺にもたらされ、たとえば開山鉄牛（円爾の直弟子）の
開堂説法に用いられた可能性すらあるだろう。もし、伝衣塔に「錦の法衣」が「納められ
る」契機としてもっとも相応しいポイントを探すとすれば、それはこのときを措いて考え
がたいようにも思われる。
ただし、その法衣がいつまで光明寺に伝世したのか、その後どのようになったのかは、
もはや推測の域を超えている。現地に残る伝説の通り、伝衣塔の下にひっそりと法衣が眠
っている可能性は、完全には否定しきれない。

〔付記〕本稿の直接の前提となった別稿「中国の師から日本の弟子」
（注１参看）は、2006 年度
科学研究費補助金（特定領域研究「寧波プロジェクト」の日明班、班長：伊藤幸司氏）によ
る研究成果の一部である。また、前稿執筆にあたり、西尾賢隆氏の数々の御教示にあずかっ
た。今回の成稿にあたり、その旨を改めて重ねて明記し、関係各位に深謝したい。

注
1 拙稿「中国の師から日本の弟子へ」（『九州国立博物館紀要

東風西声』３号、2007 年）。

2 円爾は、生没年 1202～1280（建仁二～弘安三年十月十七日寂）、駿河国の産。九条道家発願の、京都東
福寺の開山として著名である。九州・福岡・博多では、承天寺の開山として、またあるいは、饂飩・そ
ば・饅頭・羹などを伝えた偉いお坊さんとして――事実関係は別にせよ――親しまれている（渡辺雄二
「博多は日本の饅頭の発祥の地か」『海路』創刊号、2004 年、参看）。
法諱は円爾。しばしば用いられる「円爾弁円」なる呼称は、法孫虎関師錬の著『元亨釈書』以来の誤
謬だということが分かっている（玉村竹二「禅僧称号考」
『日本禅宗史論集』
（上）思文閣出版、1976 年。
西尾賢隆「板渡の墨跡」（『禅文化研究所紀要』26 号、2002 年、390 頁）。つまり、道号は無く、円爾と
だけ名乗ったと考えるべきなのである。なお、弁円は道号や別号などではなく、教僧として見た場合の
諱とされる。ただし、
「円爾房弁円」という言い方もありうるといい（『東福紀年録』
『沙石集』など参照
――葉貫磨哉『中世禅林成立史の研究』吉川弘文館、1993 年）、玉村竹二氏作成の法系図（『五山禅林宗
派図』思文閣出版、1985 年）に記すように、「東福円爾」と呼ぶのが次善の策だと考えられる（西尾前
掲論文 394 頁参看）。
さてその円爾は、はじめ久能山・園城寺に天台宗を修め、東大寺に受戒し、上野長楽寺の栄朝（栄西
法嗣）や寿福寺の大歇了心（栄西法孫、退耕行勇法嗣）について禅を学んだ。そこで禅の魅力に目覚め、
純粋禅を求めて入宋を志す。やがて博多に赴くが、大宰府有智山（内山）の義学らの迫害に遭う。しか
し、博多綱首謝国明の外護をうけて、嘉禎元年（1235 年）、神子栄尊らと渡海入宋。天童山の癡絶道冲
ぶしゅんしぱん

ら各地の名僧に歴参した後、1235 年、径山万寿寺の無準師範に参じ、1237 年、無準に印可を授かり（国
宝

無準師範墨跡

円爾印可状、東福寺所蔵）、その法を嗣いだ。仁治二年（1241）三月、無準の薦めに

より帰国。無準は、日本への教線拡張を円爾になら託せると期待したのであろう。同五月明州（寧波）
を出発、猛風に襲われ、済州島を経由して、七月、博多に帰着。まもなく、随乗房湛慧が前年に開剏し
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ていた大宰府横岳崇福寺に開堂説法を行ない（それゆえ円爾が事実上の開山となる）、続く翌 1242 年秋
には、謝国明らが開剏した博多承天寺に開山として招かれる。
その後、寛元元年（1243）、円爾は、湛慧の紹介により、関白九条道家の招請を受けて上洛、京都東山
に東福寺を開剏する。以後、この東福寺は、臨済宗の一大門派「聖一派」の拠点となってゆく。円爾没
後の応長元年（1311）には、ときの花園天皇から「聖一国師」の勅諡号を追贈された。これは日本にお
ける国師号の嚆矢であり、日本禅宗史上、円爾は、栄西・道元に続く禅の重要人物であったことが窺い
知られよう。
この東福寺は、のちに官寺となるわけだが（足利義満時代、京都五山の第四となる）、円爾の法統が代々
継承するという度弟院として出発した（なお、官寺の原理原則が十方住持制だったという見方に対する
批判として、斎藤夏来「禅宗十方住持制の再検討」（『禅文化研究所紀要』26 号、2002 年）参照）。九条
家の意向が強く働いた結果だとも言えるが、なぜ九条家が円爾およびその法統に関心を持ったかと言え
ば、第一にその包容力ある宗教的姿勢、第二に博多綱首＝貿易商人との強いつながりがあったと考えら
れる。
前者は、栄西同様に、円爾は東福寺を真言・天台・禅の三宗兼学の道場とし、禅教（ないし禅密）融
合の思想を説いていたことに象徴される。円爾のもとには、禅徒に限らず、天台座主の慈源（九条道家
の子）や奈良戒壇院の円照ら当代の大物宗教家たちが参じ、また円爾自身、後嵯峨・後深草・亀山上皇
らに戒を授けるなど、旧仏教界の影響力の強い朝廷にも一大勢力を築いていた（今枝愛眞『禅宗の歴史』
（日本歴史新書）至文堂、1962 年、21 頁以下参照）。後者については、比叡山延暦寺を介さずに、円爾
を通じて博多綱首と関係を持つという、九条家の狙いが仄見える。円爾は博多承天寺住持時代に、有智
山（現・太宰府内山）の天台衆徒の迫害をふたたび受けているが、これも博多貿易をめぐる利権抗争の
一端と見てほぼ間違いない（拙稿「鎌倉時代と世界」『歴史地理教育』624 号、2001 年）。
3 仏鑑禅師無準師範（ぶしゅんしぱん：読み方については西尾賢隆氏の御教示を得た）
（1177 七～1249）は、
中国、南宋の禅僧。明州（寧波）の清涼山、育王山などを歴住し、中国五山第一位の径山万寿寺の住持
にまで陞った。ちなみに、来日中国人僧の無学祖元・兀庵普寧（ともに北条時宗の禅の指導者）や、中
世日本においてのみ絶大な人気を誇った牧渓画の牧谿は、やはり無準師範の門弟で､中国のみならず日本
でも広く尊崇を集めた高僧である。
4 典拠となる史料は、「両聖記」、『臥雲日件録跋尤』文安三年四月十五日条、「菅神入宋授衣記」など（史
料のサーヴェイについては、誤字脱字もあるが、九州歴史資料館（編）『光明禅寺』（九州の寺社シリー
ズ 14、1995 年）が便利である）。またこの説話の大要は、今泉淑夫「天神信仰と渡唐天神伝説の成立」
（今泉・島尾新（編）『禅と天神』吉川弘文館、2000 年）参照のこと。
5 村田正志「渡唐天神思想の源流」（『村田正志著作集５

国史学論説』思文閣出版、1985 年）参照。

6 多くの渡唐天神像の作例が、前掲『禅と天神』において紹介され、懇切な分析が施されている。また、
現存する渡唐天神像をサーヴェイするためには、
『国史大辞典』の「渡唐天神」項（今泉淑夫氏執筆）が
非常に簡便である。
7 なお、海域史研究、なかんずく航海信仰の観点から興味深いものとして、渡唐天神像が遣明使の航海安
全のお守りとして保持されていたことが指摘されている。今泉前注(４)論文、およびその作例である可能
性の高い幾つかの幅 15cm ほどの小振りな渡唐天神像を紹介した相澤正彦「東国画人の渡唐天神像」（前
掲『禅と天神』所収）も参照のこと。
8 上田純一「渡唐天神説話の発生をめぐって」（『日本宗教文化史研究』５巻１号、2001 年）
9 光明寺は今も太宰府に現存する（九州国立博物館の西側、西鉄太宰府駅の東側に位置する）。東福寺派に
属し、《京都東福寺―博多承天寺―太宰府光明寺》という本末関係にある。
10 上田前注(８)論文、23～24 頁。
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11 上田前注(８)論文、25 頁。
12 川添昭二『日蓮とその時代』
（山喜房書林、1999 年）。上田前注(８)論文。伊藤幸司「蒙古襲来をめぐる
円爾と南浦紹明」（『都府楼』33 号、2002 年）。
13 本郷和人『中世朝廷訴訟の研究』（東京大学出版会、1995 年）、106～107 頁。
14 岡部恒「万寿寺をめぐる東山・大応門徒の抗争」（『禅文化研究所紀要』６号、1974 年）。
15 最近、佐藤秀孝氏により、南浦紹明が虚堂智愚に参じたのは既往説の如く杭州浄慈寺ではなく、明州（寧
波）鄞県阿育王山広利禅寺に住持していたときから相見しており、虚堂の遷住とともに各地を経巡った
ことを剔抉している（佐藤「虚堂智愚と南浦紹明」『禅文化研究所紀要』28 号、2006 年、19～23 頁）。
伊藤幸司氏の御教示による。
16 「墨跡文書」とは、史料として利活用されるべきだという西尾賢隆氏の提唱する概念である（西尾『中
世の日朝交流と禅宗』吉川弘文館、1999 年、290 頁参看）。
17 たとえば、『河海抄』に見られるような『源氏物語』の享受例を参照されたい。すなわち、中世前期か
らすでに『源氏物語』の内容の一部を歴史的な先例と見なす（ある意味で史実と見なす）見方は存在し、
『河海抄』ではこれを承けて光源氏の准上皇待遇をあたかも史実として注釈する態度を示す。吉森佳奈
子「『河海抄』の光源氏」（『国語国文』65 号、1996 年）。また、松岡心平「世阿弥と『源氏物語』」（『中
世文学』45 号、2000 年）18 頁参照。
18 上田純一氏はこれを太宰府型と類型化する。前注(８)論文参照。
19 別稿でも述べたが、本資料の外的な情報について、ここでも簡単に触れておこう。東京国立博物館にお
ける正式な番号・名称等は、「TB-0002 崇福爾長老宛尺牘（伝無準師範筆）」である。修理前の段階で、
すでに掠れていて読みづらいが、外題には「無準和尚墨跡

大徳寺塔頭大仙院」とあり、もともと大

徳寺塔頭大仙院に伝わったものであることが分かる。また、軸装された文書の裏面（裏打紙）には、
「表
具修補

大仙院塔主宗玩

享保第四己亥仲夏従龍光院重修焉」とある。文意が取りにくいが、敢えて翻

案すれば、享保四年（1719）五月に龍光院から譲られた本軸を、江月宗玩が修理した、そしてそれは二
度目の修理であった、ということであろう。つまり、一回目の表装が龍光院所管時代のそれ、二回目が
大仙院所管時代の修理、そして三回目が最近の九州国立博物館経費による修理、ということになろうか。
龍光院は、福岡藩主黒田長政が父如水の菩提を弔うために建立したもので、開山は春屋宗園であった
が、春屋が没したために慶長十一年（1606）法嗣の江月宗玩が住持した。大徳寺塔頭大仙院（大僊院と
も）は、永正六年（1509）に大聖国師古岳宗亘によって開剏された。大仙院では開祖古岳のあと、大林
宗套、笑嶺宗■｛言＋斤｝、春屋宗園、古渓宗陳らが塔主として入ったが、春屋の法嗣江月宗玩も、元和
五年（1619）に遷住している（竹内尚次『江月宗玩墨跡之冩―禅林墨跡鑑定日録―の研究』国書刊行会、
1976 年、1084 頁）。すなわち、龍光院の塔主を務めていた江月が後に大仙院に転じた際、龍光院所管の
本墨跡文書を再修理のため引き取り、そしてそのまま大仙院の所蔵に帰した、というのが実態ではなか
ろうか。その後、明治四十年（1907）に東京国立博物館（当時、東京帝室博物館）が大仙院から購入し
て今に至る（明治 40 年には多くの歴史資料が購入によって博物館の所有に帰している）。
ともあれ、江月の師春屋と黒田長政との関係の深さから見て、本墨跡文書が、大徳寺塔頭龍光院（の
ち大仙院）に伝わったとしても何ら不自然ではない。五山派の十刹に当たる大宰府横岳崇福寺は、鎌倉
時代後半以降、円爾のあと南浦紹明ら大応派横岳派から多く住持が出たからである。
20 辻善之助『日本仏教史』第３巻（中世篇之二）（岩波書店、1949 年）102～103 頁。
21 石山幸喜（編著）『聖一国師年譜』（羽衣出版、2002 年）172 頁。
22 ここで言及される、「復罹火厄（二度目の罹災）」とは、1242 年（淳祐二）二月の径山万寿寺の罹災を
指す（第一度目は紹定六年〔1233〕のこと（兪清源編著『径山史志』
（浙江大学出版会、1995 年）参看）。
この火災直後、博多承天寺を開いたばかりの円爾が、檀越である貿易商人謝国明の協力を得、復興資材
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の板千枚を「提供」したことは余りにも有名である（それに対する無準師範の礼状が著名な国宝「板渡
の墨跡」である。淳祐五年（1245）のものか（榎本渉『東アジア海域と日中交流――九～一四世紀』
（吉
川弘文館、2007 年）第一部第二章、及び西尾前注(２)論文参照〕。なお、榎本渉氏によれば、この「提供」
の中味は既往説の「寄進」ではなく、
「売却」であった。当時、日本産の木材は非常に貴重なもので、用
立てするだけでも十分な功徳になったのだという（榎本前掲書、95 頁以下・註 21 参照）。従うべき見解
であろう。
23 石山前注(21)編著。
24 本稿及び前稿で取り上げた無準尺牘写は、有名な東博所蔵の国宝「板渡の墨跡」
（無準師範尺牘）
・重要
文化財「徳敷墨跡」
（徳敷尺牘）と内容面で密接な連関をもつ、日本の弟子＝円爾と中国の師＝無準師範
とのやりとりに関わる墨跡史料である。ちなみに、最近、禅宗史研究者の西尾賢隆氏が、五島美術館所
蔵の国宝「山門疏」――西尾賢隆氏によれば「径山万年正続院新建経蔵勧縁偈并叙」と呼ぶべきだとい
う（西尾「五島美術館蔵「山門疏」考」（『日本歴史』638 号、2001 年）参看）――と、上掲「板渡の墨
跡」「徳敷墨跡」との都合三点が１セットになって 1245 年に円爾の許にもたらされた、という新説を提
起している。このように、円爾と無準との交流は、現在なおホットな研究素材でありつづけており、本
稿も、こうした流れに棹さして成したという意味がある。もっとも、本墨跡文書（無準尺牘写）は、右
の西尾新説と直接に抵触・関係するような史料ではない。しかしながら、上記の周知の墨跡群に先行す
る時期の、無準師範と円爾との交流を示すものであり、また大宰府崇福寺にまつわる歴史像を豊かにす
るためにも、決して軽視すべき史料ではないと思われる。それゆえに、本資料を歴史的に位置づける試
みを展開してみた次第である。
なお、本尺牘（無準の円爾宛書状）に対する、円爾の無準宛て返書が、
『栗棘庵文書』及び『異国日記』
下巻に収める円爾尺牘案（寛元元年〔1243〕九月付）であろう。この尺牘案の全文と読み下しとは、西
尾賢隆氏の論稿（「板渡の墨跡」
（『禅文化研究所紀要』26 号、2002 年）387～389 頁）を参照願うとして、
同尺牘案中に「特に錦の袈裟一頂を賜わり」とあるものこそが、本稿で主題とする墨跡文書（無準尺牘
写）に見える「法衣一頂」のことであろう（すなわち、ここから「法衣」が袈裟のことだと判明する）。
そして、やはりこの『栗棘庵文書』円爾尺牘案に、「施主（円爾）に縁有り、謝国明已に結縁を為し、
■｛きへん＋四（上）＋維（下）｝木の大板一百片、其の□｛〔舟ヵ〕｝中に勝載す」とある木材百片とは、
焼亡した径山正続院の仏殿再建資財の木材と見て間違いない。すなわち、無準の弟子円爾は、謝国明の
資力も借りて、師匠無準のために木材百片を用意したのである。無準師範が師子相承の法衣を自分に贈
ってくれたことへの、円爾なりの精一杯の謝意を表したものと言って良いだろう。もちろん、この寄進
行為が作善につながるという信仰心が、円爾・謝国明らに共有されていたこともまた間違いあるまい。
「板渡の墨跡」以前の、師＝無準と弟子＝円爾との心温まる交流を想わせるに十分な、実に雄弁な資料
とは言えないだろうか。
25 従って、本稿の趣旨からすれば、単に後の参考にするとか学問研究上の材料にするとかのために書き写
した「写（ウツシ）」ではなく、文書の効力を期待して作られた「案文」と呼ぶのが、より妥当なのかも
知れない。佐藤進一『新版：古文書学入門』（法政大学出版局、1997 年）16 頁参看。今は仮に、本資料
の通称に従う。
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永楽銭をめぐる伝説、二題
橋 本

雄

１．永楽銭をめぐる伝説その一：仲方中正「永楽通宝」揮毫説
１－１．日本人僧が「永楽通宝」の四文字を揮毫した？
室町時代以降になると、永楽銭にまつわる幾つかの「伝説」が語られるようになる。こ
うした伝説の存在こそ、永楽銭がいかに特殊（人気者！）であったかを窺わせるが、そう
した伝説のなかにこそ、日明貿易や銅銭輸入に対する室町人の認識が潜んでいると思われ
る。ここでは、まず、永楽通宝の銭文を日本人僧が揮毫したという伝説を取り上げ、その
成り立ちについて考えてみたい。その伝説とは、「永楽通宝」の銭文四文字を、初期入明僧
の仲方中正が揮毫したというものである。この「お話」を記したのは、明や朝鮮への外交
文書などをたびたび起草した相国寺の僧、横川景三。彼の製したある賛文に、次のように
記される。
応永辛巳〔＊応永八年（1401）〕
、従二国信使一而南遊、蓋奉二鈞命一也。時大明永楽紀元
也。於レ是乎、我使者不レ通二華言一、以レ牘奏対。天子〔＊明皇帝―当時は永楽帝〕以三
老人〔＊仲方中正〕善二於筆札一、試二御書院一、遂命二老人一、書二『永楽通宝』四字一、
鋳二之銅銭一、書二『相国承天禅寺』六字一、綉二之法被一、以贈二我国一。国人到レ今栄レ
焉。‥‥
（「書二江山小隠図詩後一」、文明六年〔＊1474〕立秋後一日付―『補庵京華前集』所収）
じ く え

相国寺の心月梵初が、ある水墨画の軸（残念ながらこの軸画は現存しない）への追賛を
横川に依頼してきた。この水墨画には、すでに曇仲道芳（横川の師）の作った賛文（第一
の賛）が著けられていた。しかも、その賛文は絶海中津が添削を加えたもので、賛文を筆
記したのは希代の能書家、仲方中正（心月の師）であったという。右の横川の賛文は、そ
うした経緯を記しながら文章を綴ったものの一部であり、そこに、仲方の入明中のエピソ
ードとして「永楽通宝」揮毫の伝説が語られているのである（第二の著賛がこの横川のも
のであることは言うまでもない）。
ちなみに、曇仲・横川・仲方・心月は、次の法系図に見えるごとく、極めて近しい間柄
にある（全員が夢窓派慈済門派に属する 1 ）。
空谷明応―――曇仲道芳―┬―横川景三
└―仲方中正―――心月梵初
こうした因縁によりかかって心月は横川への追賛（すなわち第二の賛）を請い、横川も
またそれに応えたわけである。それゆえ、この文章が、仲方を褒めそやすための、文字通
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りの「賛文」であった点には注意が必要である。すなわち、この賛文には、実際以上の脚
色が施されている蓋然性を、我々はまず想到しておかねばならない。
１－２．京都五山僧仲方の動静
ところで、よく知られているように、永楽通宝は、1408 年が初鋳年である 2 。永享六年（1434）
に義教への册封使を迎える際、仲方中正は、応永九年（1402）册封使来日時の先例になら
って明使との茶礼を行なうよう指示した（『満済准后日記』永享六年六月五日条）。小葉田
淳氏 3 が指摘したように、仲方は、明の冊封使（天倫道彝・一庵一如）を伴って、最初の遣
明使一行（祖阿・肥富ら）とともに 1402 年に帰国したと見るのが自然であろう。そして、
実際に、足利義満の受封儀礼を取り仕切ったと思われる 4 。なお、この仲方は、初代蔭凉職
にも準えられる、義満の側近的存在であった 5 。後世における蔭凉職僧の外交業務の担当能
力を鑑みれば、ここで彼が外交儀礼の差配役として活躍した蓋然性は高いのではなかろう
か。
加えて、先の史料に即して言えば、法被に刺繍する「相国承天禅寺」の六文字を仲方自
身が書いた、というのも不自然ではないか。普通に考えれば、相国寺を荘厳するための法
．．
被の揮毫を、どうして中国人の能書家でなく、遣明使＝日本人自身が書かねばならぬのだ
ろうか。いかにも不審である。
ところが、横川の「仲方「永楽通宝」揮毫」論を史実と見なす東野治之氏 6 は、永享六年
義教受封儀礼の段階では、
「中正がブレーンとして先例を調べ、助言したのだとも考えられ、
彼が早く帰国した証拠にはならない」とする。しかし、この見方にはやはり無理があると
思う。先述の如く、仲方が義満のための冊封使とともに帰国したと見るのが順当だからで
ある（なお、東野氏は法被の刺繍文字揮毫については何ら言及していない）。さらに、東野
氏は、「永楽通宝」四字と仲方筆『金剛般若経』（相国寺普広院蔵）や自身の所蔵する伝仲
方筆墨蹟との字姿の類似を指摘するが、当時の入元僧たちが並べてそうであったように、
仲方も絶海も趙孟■｛兆＋頁｝｛ちょうもうふ｝（子昂）様書体（ないしは復古的な王羲之流）
を学んでいた。それゆえ、この筆跡鑑定は、本来であれば相当に厳密な検討を要するはず
である。筆者には遺憾ながらその才能がないけれども、いずれにせよ至極素直に考えて、
横川の右の賛文は、やはり単なる「伝説＝作り話」に過ぎない、と見るべきなのではない
か。あるいは、横川以前からこうした「伝説」はすでに物語られていたのかも知れないが、
ここに真実性を看取する（しようとする）のは、あまりに素朴に過ぎると思われる。
１－３．仲方中正揮毫伝説誕生の背景
それでは、どうしてこのような伝説が作られるに至ったのか。もちろん、前述した通り、
この作文の前提には、横川と心月と、また曇仲（横川の師）と仲方（心月の師）との人格
的関係がまず存在しており、仲方を実際以上に称揚せねばならなかったという事情があっ
ただろう。また、仲方が遣明使として彼の国に到り、能書ぶりが皇帝に気に入られたとい
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う伝説も、横川ほどの外交関連の業務をこなす禅僧が語ることだから、誰も疑おうとしな
かったであろう。少なくとも、横川は自身その効果を予期し、ある種の自負をもって確信
していたはずである。
ところで、従来あまり注意されていないことだが、横川がこの賛文（第二の賛）を製し
た文明六年は、まもなく文明八年度の遣明使船が渡航しようかという時期であった。そし
て、他ならぬ横川自身が、このときの遣明表及び別幅咨文の文面を製していたのである。
その別幅咨文（勘合のオモテ面に書き込むもので、上表文の副書に当たる 7 ）には、著名な
次のフレーズが記される。
抑銅銭経レ乱散失、公庫索然、土瘠民貧、何以賑施。永楽年間、多有二此賜一、記レ之。
（『補庵京華前集』、
『善隣国宝記』巻中〔＊瑞渓死後に追録されたもの〕）
応仁文明の乱を経て銅銭が散失してしまい、国庫がカラになってしまった。土民たちは
貧しく痩せ衰え、どうにも賑給の手だてがない。そういえば、永楽年間に銅銭の下賜がた
っぷりあったと記憶している‥‥。つまり、永楽年間と同じように、十分な銅銭を下賜し
て戴きたい、という大変厚かましいのが本文書の趣旨である。
ここで殊更に「永楽年間」と記されている点に注目すると、横川景三は、義満時代に「永
楽通宝」が大量に下賜されたと思い込んでいたのであろう。実際には、永楽年間＝義満期
には永楽銭が流入してくることはなかったにも拘らず、である 8 。
そして、なお無視できないのは、このときの遣明船団の構成である。一船は不明だが（伊
川健二氏によれば肥前松浦船であった可能性もあるという 9 ）、残りの二船は公方船と嵯峨勝
鬘院船とであった（後者は「相国寺勝鬘院船」と言われてきたが誤りである―『蔭凉軒日
録』延徳二年閏八月十五日条参照）
。嵯峨勝鬘院は天竜寺・臨川寺ともども、応仁・文明の
乱で焼亡したらしく、再建費用を捻出するために遣明船団に参加することになったと見ら
れる。戦乱のさなかで遣明船経営の命令系統がどのようになっていたのかは良く分からな
いが、嵯峨勝鬘院船が存在することから見ても、嵯峨に本拠地を置く夢窓派がこの派船に
相当程度の主導権を握っていたことは間違いない。
１－４．絶海中津と仲方中正のダブルイメージ
この勝鬘院という名前から、ただちに連想されるのが、最後の入元僧にして最初の入明
僧、かの絶海中津である（彼の滞在中に元明交替が起こる）。この勝鬘院の開山こそ、他な
らぬ絶海中津なのだ。先の横川作「書二江山小隠図詩後一」に登場する面々、曇仲道芳・仲
方中正・心月梵初・横川景三は、すべて「絶海のエコール」に連なる学僧である（日本に
おける蒲室疏法の学統のこと）10 。もとより絶海は義堂周信とともに五山文学の双璧と称さ
れる高僧であるが、とりわけ、入明中の洪武九年（一三七六）、明の太祖洪武帝に拝謁し、
勅命により熊野古祠の詩を賦して皇帝から唱和まで賜わった、という事実によって、文学
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の名望に関しては遙かに義堂を凌駕していた。次に掲げるのは、その謁見と唱和の現場を
伝える著名な史料である。
大明洪武九年春正月。太祖高皇帝、召見二英武楼一。問以二法要一。奏対称レ旨。又召至二
板房一、指二日本図一、顧二問海邦遺跡熊野古祠一。勅賦レ詩。詩曰、「熊野峯前徐福祠、
満山薬草雨余肥、只今海上波涛穏、万里好風須早帰〔＊〕
」云々。御製賜レ和曰、
「熊野
峯高血食祠、松根琥珀也応レ肥、当年徐福求二仙薬一、直到如今更不レ帰〔＊〕」。又賜以
二

僧迦梨・鉢多羅・茶褐裰｛衣＋綴―糸｝・■｛木＋即｝栗杖并宝鈔若干一。詔許レ還レ

国云々。

（『仏智広照浄印翊聖国師年譜』永和二年丙辰条）
〔＊漢詩全文は『蕉堅稿』により補う〕

ここに活写された、明の洪武帝から親しく唱和を賜わる絶海中津と、先の横川の著賛に
描き出された、永楽帝（？）から能書を絶賛された仲方中正。明らかに、後者すなわち横
川の賛文において、絶海・仲方の両者はダブルイメージで捉えられ、語られていることに
気付くだろう。
これまで言及して来なかったが、横川の追賛（第二の賛）のなかで、曇仲道芳の賛（第
一の賛）に絶海が添削を施した、と明記されること自体、やや不自然ではないか。箔付け
のために絶海の名を持ち出したのかも知れないが（添削を受けたことを明記するのが箔付
けになるのかとなればなお微妙な話しではある）、むしろ、横川は、絶海の名前をあらかじ
め読者に刷り込ませておき、読者が容易に仲方と絶海とを重ね合わせられるように仕掛け
たのではないか。そして逆に言えば、仲方と絶海とを同等レヴェルに置くために、明皇帝
の勅命による仲方の「永楽通宝」四文字揮毫という「伝説」を作り出した（持ち出した）
のではないだろうか。
要するに、最初に掲げた横川の賛文から読み取るべきは、日明外交をめぐる様々なイメ
ージの交錯である。恐らく、横川の頭脳のなかでは、“永楽帝期―足利義満時代―日明関係
開始―永楽銭輸入開始”と連想が働き、この幻想のなかに、冊封のきっかけとなった 1401
年遣明使船に加わった仲方中正が滑り込んできた（あるいは、滑り込ませた）。文明八年度
遣明船団の渡航が日程に上るなか、そして「国庫索然」ゆえ銅銭要請への関心が高まって
いる時期だからこそ、こうした伝説が創り出されたのではなかろうか。夢窓派こそが日明
関係を領導してきたという、横川なりの自負心がここに働いていた可能性も否定できない。
いずれにしても、仲方が「永楽通宝」四字を揮毫したというのは伝説に過ぎず、それが
殊更に語られたのにはこうした文明八年度遣明船派遣、横川自身の遣明表・咨文作成とい
う歴史的背景があったのではないか、というのが本節の試論である。
なお、後日談だが、横川の追賛を無事に貰った心月梵初は、後に明応度遣明船の副使を
務めることとなる。少なくとも彼は、師である仲方が入明して活躍したという伝説に魅入
られてしまったのかも知れない。
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２．永楽銭をめぐる伝説その二：「模鋳永楽銭＝東国の公定貨幣」説
２－１．東国で永楽銭が使われるようになった「理由」
最後に、永楽通宝にまつわる近世東国の伝説を見てみよう。中島圭一氏の研究 11 で明らか
にされた通り、戦国期になると、永楽通宝はとくに東国で精銭として好まれた。そのきっ
かけを作ったとされる伝説が、次のように伝えられている。――応永十年（1403）八月三
日、前日からの大風によって、唐船二艘が相模国三崎浦（三浦半島の西南の突端）に漂着
したが、その船に数百貫の永楽銭が積み込まれていた。そこで、義満・義持はこれを関東
公方足利満兼に与えた。この事件をきっかけに、関東で永楽銭を用いるようになった、と
いうのである（『新編相模国風土記稿』巻 111「武家盛衰記」
）。
ここで、満兼が漂着船の積荷を獲得し得たのは、中世日本における寄船・寄物慣行を考
えればさほど不自然ではない。むしろ、義満・義持が登場する必然性はないとすら言えよ
う。また、大内義弘とともに義満に叛（1399 年 応永の乱）を起こした満兼が、ほんらい義
満のものであった唐船を接収したという話しの造りも面白い（手打ちの意味もあって「永
楽銭」は与えられたということなのだろうか?!）。ただしもちろん、この段階で永楽銭は明
で鋳造すらされていないので、この唐船に積み込まれているはずもない。つまり、この「お
話」は、まがうことなきフィクションなのである。
さて、この『新編相模国風土記稿』は天保十二年（1841）に成立したものであり、唐船
漂着の事実があったかどうかは今や判然としない。帰国する義満の遣明使船団の一部（後
発組？）が流されてきたものか、あるいは新たにやってきた中国船か、同年に武蔵国六浦
に漂着した琉球船（『鎌倉大日記』『南方紀伝』）と混同されたのか――等々、いくつかの可
能性が考えられる。推測を逞しくすれば、15 世紀初頭、琉球列島（南島路）経由で日本に
向かった中国船――それゆえ琉球船も同道していた？――が、西風に流され相模・武蔵方
面にまで漂到した可能性もあるが、いずれにせよ想像の域を出ない。ただ、やはり伝説に
は種子があったと思われるので、何らかの漂着船の存在はあったのではなかろうか。
２－２．公方から永楽通宝鋳造を許認可された鳴海家
もう一つ、永楽銭にまつわる興味深い伝承がある。寛永年間、寛永通宝の製造＝鋳造（「銭
座頭領」）を担当することになった鳴海家に伝わる、
「鳴海平蔵由緒書」という史料である。
これによると、応永年間の鳴海刑部賢勝は、足利義持に対して朝鮮国からもたらされた
永楽銭三千貫文を献上したのだが、それでは通用に不足するので、「我朝ニ而、其後永楽銭
鋳足、被二仰付一候、此節於二京都一銭奉行職仕候」
、つまり永楽銭の増鋳を、担当奉行として
公方義持から任された。二代治部重勝、三代兵庫則賢も同様に鋳銭業務にあたり、その後、
足利義澄の子、後の天海僧正（もちろんこれも伝説に過ぎない）との縁によって、会津の
ち江戸崎（茨城県稲敷郡）、さらには水戸へ下り、六代目の兵庫賢信が江戸に出て寛永通宝
鋳銭業務に携わるようになったという 12 。
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．．．．
なぜ中国明朝でなく朝鮮から永楽銭三千貫文がなのか――など疑問は多いわけだが、江
戸崎不動院が霞ヶ関に近い立地にある点は注目に値する。この鳴海家の伝承が、霞ヶ浦や
水戸の周辺で永楽銭が模鋳されていたという事実を反映している可能性があるからである。
そうなると想起されるのが、近年、話題となった、茨城県東海村村松白根遺跡の永楽通
宝の枝銭（右下写真参照）である（同遺跡から永楽銭そのものも出土している）
。出土銭貨
学界では話題になったし、一昨年
の『発掘された日本列島 2006』に
出品されて全国各地を巡回したの
で、ご覧になった方も多いと思う
（九州国立博物館でも展示した）13 。
この村松白根遺跡も、交通の拠点、
真崎浦まで１kmの距離であり、寛
永通宝の鋳銭所に指定された水戸
とも比較的近距離に位置する。鳴
海氏自身がこの村松白根遺跡永楽
銭の鋳造主体であったとは言えな
いまでも、水戸という地域特質が
窺われて実に興味深い。

（写真）永楽通宝枝銭（村松白根遺跡出土）

２－３．模鋳永楽銭を認める東国、認めない西国
第一の「武家盛衰記」の唐船・永楽銭伝説は足利義満・義持ないしは関東公方足利満兼
に、第二の「鳴海平蔵由緒書」の永楽銭鋳造伝説は足利義持に、それぞれ結びつけられて
いる。恐らく、これは偶然の一致ではあるまい。永楽銭が室町殿（京都の公方）や関東公
方の公認・公定通貨であること、またその鋳造が室町殿義持の許認可を受けた公的な事業
であるという「お話」＝物語＝伝説が意図的に作られたものと見て良かろう。戦国末期か
ら近世初頭にかけての東国において、模鋳永楽銭は、間違いなく公的に貨幣発行されたも
のと語られ、そして認識されていたのである。ここは、戦国期以前の畿内・西国との大き
な違いであろう。
というのも、小葉田淳氏 14 が指摘するように、幕府最初の撰銭令（室町幕府追加法 320 号、
．．
明応九年（1500）十月付）では、「根本渡唐銭〈永楽・洪武・宣徳等〉」は古銭同様通用さ
．．．
せよ、とあって、これは日本の模鋳明銭を排除する意図より出たものと見られるからであ
る（つまり幕府が主導して模鋳銭を発行していたとは考えがたい。これは、幕府に鉱山掌
握志向が認められぬことからも明らかだろう 15 ）。すなわち、この撰銭令において、幕府は
本銭を認め、模鋳銭を禁止しようとしたわけであり、逆に言えばこの法令の存在から、戦
国初期の畿内市場では、「根本渡唐銭」（本銭）ですら、模鋳された明銭と同様、精銭とは
認められ難かった状況が看取される。
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ただ、それにしても、踏み返し等により鋳縮んだ模鋳銭ならともかく、書体も立派で仕
上がりも美しい「根本渡唐銭」（本銭）の永楽銭が、どうして畿内や西国では低評価だった
のだろうか。この点を考える上では、文明十五年（1483）度遣明使船に加わり北京まで至
った五山僧金渓梵鐸の証言が参考になる。
唐人者盗人也。日本人之入二大明之京一者、以二土宜一売二之於官一、官定二其直一、以レ銭
償レ之、或新銭出レ焉。日本人懇請以レ求二旧銭一。旧銭則精選也、新銭則悪矣。
（『鹿苑日録』明応八年〔1499〕八月六日条）
ここで注目したいのは最後の傍線部だ。金渓の認識では、
「旧銭は精選（＝精銭）である
が、新銭は悪銭なのだ」という。この条文に注目した小葉田淳氏は、
「中国では当時、私鋳
の低銭を新銭とよぶ用法が多く、この場合の新銭は中用の旧銭の類であろう」と述べる 16 。
中国における精銭と悪銭の区別、という認識である。だが、
素直に史料を読めば、この傍線部は日本人がなぜ旧銭を求
めたのかの補足説明と見るべきだろう。傍線部の前段を良
く読めば、このこともよりはっきりする。上京した遣明使
一行らは、土宜＝公貿易品を礼部主客清吏司に官買して貰
ったわけだが、その際、
「新銭」で支払われることに難色を
示し、
「旧銭」で購って欲しい、と懇請したのだ。北京の中
央官庁で支払われるのだから、
「新銭」とは明朝制銭のこと
である。したがって「旧銭」とは、それ以前の宋元銭とい
うことになるだろう。そして、当時の日本では旧銭こそが
普通に流布していた。やはり、右史料の傍線部分は、五山
僧金渓が中国における銭の善し悪しを論じたのではなく、
日本における新旧銭の価値区分に則って語ったもの、と捉
えるべきだろう。
２－４．永楽銭の特異性
新しいからこそ明朝制銭が嫌われた――つとに中島圭一
氏 17 が示唆していたことだが、右の金渓の発言からもこの
ことは確認できると思う。畿内や西国では、銭文もはっき
りとして立派な造りの洪武銭や永楽銭が嫌われた。新しく
て綺麗なために「日本新鋳料足」（模鋳銭）と勘違いされた

（写真）新安沈船積荷木簡

こともあったろうし、とくに永楽銭は通常の宋銭の小平銭に
比べて一回り大きかった。こうした見た目の異質さ、緡にするときの扱い難さなどが、撰
銭対象となった原因ではなかろうか。新安沈船で大型銭（折二銭や当十銭など）が「大銭」
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として区別されて（選ばれて）、別途梱包されていたことを思い出して欲しい（前掲写真：
新安沈船荷札木簡を参照）18 。大きさが粒選りで大量に流通している小平銭（通常の一文銭）
の宋銭となじみにくいこと、それが永楽銭のひとつの特質であったと考えられる。
ところが、東国ではこの永楽銭が好まれた。それについては近年様々に議論がなされて
いるが 19 、こうした“公鋳伝説”なる言説によって、超越的かつ公（共）的な銭貨としての
地位を永楽銭が獲得したことは、改めて注目されて良いのではなかろうか。

注
1

玉村竹二『五山禅林宗派図』（思文閣出版、1985 年）など参看。

2

曽我部静雄「明銭の渡来」（『社会経済史学』19 編 1 号、1953 年）。

3

小葉田淳『中世日支通交貿易史の研究』（刀江書院、1969 年）。

4

高橋公明「室町幕府の外交姿勢」
（『歴史学研究』546 号、1985 年）22 頁注 13。なお、このときの義満の
受封儀礼の詳細については、従来注目されていなかった史料「宋朝僧捧返牒記」
（宮内庁書陵部蔵）を用
いた、拙稿「室町日本の対外観」（『歴史評論』697 号、2008 年、近刊）第１章参看のこと。

5

玉村竹二「蔭凉軒及び蔭凉職考」（『日本禅宗史論集』上、思文閣出版、1988 年）。

6

東野治之『貨幣の日本史』（朝日選書、朝日新聞社、1997 年）。

7

拙稿「日明勘合再考」（九州史学研究会編『境界から見た内と外』岩田書院、2008 年、近刊）参看。

8

曽我部注(２)論文参看。

9

伊川健二「中世後期における外国使節と遣外国使節」（『日本歴史』626 号、2000 年）。

10

拙稿「室町政権と東アジア」
（『日本史研究』536 号、2007 年）。なお蒲室疏法については、玉村竹二『五
山文学――大陸文化紹介者としての五山禅僧の活動』（日本歴史新書、至文堂、1966 年）ならびに西尾
賢隆『中世の日中交流と禅宗』（吉川弘文館、1999 年）参看。

11

中島圭一「西と東の永楽銭」（石井進編『中世の村と流通』吉川弘文館、1992 年）。

12

吉原健一郎『江戸の銭と庶民の暮らし』（同成社江戸時代史叢書、同成社、2003 年）。

13

文化庁編『発掘された日本列島 2006――新発見考古速報』
（朝日新聞社、2006 年）。芳賀友博・寺内久永
「村松白根遺跡（茨城県東海村）出土の「永楽通宝」枝銭」（『出土銭貨』22 号、2005 年）。

14

小葉田淳『日本の貨幣』（日本歴史新書、至文堂、1958 年）。

15

三上隆三『渡来銭の社会史――おもしろ室町記』
（中公新書、中央公論社、1987 年）。なお、服部英雄「日
本中世国家の貨幣発行権」（今西裕一郎編『九州大学 21 世紀ＣＯＥプログラム「東アジアと日本：交流
と変容」統括ワークショップ報告書』、2007 年）は、幕府など広域的な公権力による鋳銭事業の存在を
想定するが、筆者はむしろ否定的であり、言説のレヴェルでの分析により期待すべきだと考えている。

16

小葉田前注(14)著書。

17

中島前注(11)論文。

18

たとえば、国立歴史民俗博物館編『東アジア中世海道――海商・港・沈没船』
（展覧会図録、毎日新聞社、
2005 年）参照。なお、最近、村井章介氏が、曹洞僧大智がこの新安沈船に乗っていた可能性を指摘し、
関連史料から、新安沈船が朝鮮半島に寄航する予定ではなかったこと、単に暴風雨によって新安沖まで
流され沈没したであろうことを示唆し、従来の不明瞭だった新安沈船の航路をめぐる議論にほぼ決着を
つけたことは記憶に新しい（村井「大智は新安沈船の乗客か」『日本歴史』694 号、2006 年）。

19

研究史の整理とともに、川戸貴史「16 世紀後半関東の「永楽」と永楽銭」
（『出土銭貨』26 号、2007 年）
参照。川戸氏は、自律的に市場の動向によって永楽銭の価値評価が高まったと見る中島圭一説（前注(11)
論文など）に対し、北条氏権力の影響力の強さを指摘する。
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広南阮氏の外交文書の研究
－１７世紀末朝鮮済州島民の漂着事件を中心に－
清水 太郎
はじめに

１６８７年９月に朝鮮済州島民２４人が上京途上遭難し、現在のベトナム中部ホイアンに漂着
した。彼らの内生き残った２１人は中国船に載せられ翌年１２月に無事済州島に帰国することが
できた。朝鮮からベトナムへの漂着は記録を見る限り極めて稀であり、我々は他の例を知らない。
にも関わらず、当時すでに広範囲に張りめぐらされていた華人のネットワークにより済州島民は
無事に帰国することができた。この事件については、ベトナム側には全く記録が残らないものの、
朝鮮側には様々な史資料が存在し、事件の顛末を比較的詳細に知ることができる。当時のベトナ
ムは名目的には黎朝皇帝を戴くものの、実質的には黎帝を補佐する権臣鄭氏がベトナム北部を、
中南部は広南阮氏が実行支配するという分裂状態にあった。済州島民の保護、送還に当たって重
要な役割を果たした広南阮氏の明徳侯なる人物の素性については、従来の誤りを訂正し、すでに
拙論で証明したとおりである（＊１）。
ところで、この漂着事件の経過を詳細に伝える朝鮮の『昼永篇』という資料には、末尾にベト
ナムの明徳侯が朝鮮宛に送付した公文が載る。漂流民の送還に当たり、広南阮氏が公文を添えた
ことは、他の朝鮮史資料にも記載があるものの、原文と思われるものを掲載するのは『昼永篇』
だけである。この公文は、一見して中国の王朝や朝鮮王朝で利用されていた「咨文」の体裁を採
用していることがわかる。それは、
「為～事」で始まり、文中に二箇所の「等語」という語を含
み、文末は「須至文者」という言葉で締めくくられているからである。
そもそも広南阮氏政権では対外向けにどのような公文が作成されていたのか、現存する文書数
が少なく解明されていないのが実状である。とは言え、皆無ではなく、日本にもたらされたもの
については、林春勝、林信篤によって編さんされた『華夷変態』や近藤重蔵により編さんされた
『外蕃通書』
、
『安南紀略藁』等に掲載される。
従来、広南阮氏の対外貿易には在越華僑を含む中国人が深く関与していたことが知られている
が、今回の済州島民の送還に当たっても明徳侯自身が在越華僑であり、中国人、特に福建人のネ
ットワークが送還に非常に有効であったことを拙論で明らかにしている。
本稿では、『昼永篇』に載る公文を詳細に検討するとともに、他の広南阮氏から対外文書との
比較を行い、広南阮氏の対外向けの文書構造の解明を試みる。

１

明徳侯からの公文書―内容の分析―
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まず、原文について分析してみたい。最初にテキストであるが、ソウル大学校発行の『昼永篇』
に影印されているものを利用した（＊２）。なお、乙酉文庫から南晩星氏による現代韓国語訳版
『昼永篇』にも末尾に原文が掲載されているが、これは、上記ソウル大学校版に載るものと全く
同じものである（＊３）。現在のところ、上記以外のテキストの存在を知らない。
原文の活字化は、韓国の出版物の中にすでに見えるが（＊４）、誤字が多く見られる。また、
『昼永編』に載る明徳侯からの公文については、従来書き下し文を含む邦訳が行われたことがな
い。一方、
『昼永篇』に載る漂流事件については、早く清水鍵吉氏が邦訳を試みているが（＊５）、
残念なことに『昼永篇』末尾に掲載される公文の部分の邦訳を省略している。
まず、
『昼永篇』末尾に掲載される広南阮氏の明徳侯から朝鮮へ宛てた公文を検討したい。以
下、原文を掲げ、その後に書き下し文を載せる。俗字を使用してあるものについては、本字を□
で囲み、誤字と思われるものについては、その字の後に（）で本字と思われる字を当てた。
[原文]
安南国明徳侯呉為奉令調載回籍事。
拠丁卯年十月間、有漂風小船一隻到安南本国、計二十四人。詢、称朝鮮縁出海貿易。不意風波大
作、破船失貨物等語。査係貴国商民。俯憐同体、荷蒙本国王体好生之徳、施格外之恩、安挿会安
地方、以給銭米。不意業已病歿三人、現存二十一人候南風調載送帰。但各舩帰帆倶属広東、福
建等処。即有往日本洋舩、派送回国、奈海洋遼闊、前後不齊、難期必至、恐漂人等終不遂回籍
之願也。画計不全、籌度再三、茲有大清寧波府商船、於本年三月間、載貨来至安南。生理原在
招添客貨貿易之船。今為漂人等二十一人懇求回貫甚切。幸船主陳有履、財副朱漢源等憐憫衆孤流
落他郷、慨発義挙、特将本船客商等辞送別船、抛其生理、允将本船載至朝鮮、送回本籍、以使漂
人等遂願等語、前来。合行咨啓。為此欽奉安南国王令、准寧波府商船、任庁（聴）船主等料理送
帰本籍、令船主陳有履等捐資整理船隻、并請識路夥長、舵工及招駕舩人等、一応料理外、本国
協助糧蔬食物、以資難人等日食備用。船主等率領于本月二十二日揚帆開駕。但恐関津条例森厳、
准此備文送朝鮮。貴国希査実験明。敢望。回文即交船主収集俟帯本国、以慰懸念也。祈将本船
整理俾其速早以回大清。不勝幸々。須至文者。正和九年七月二十二日。

誤字と思われる箇所もあるため、読みづらい箇所もあるが以下に書き下し文を掲げる。
[書き下し文]
安南国明徳侯呉令を奉じ調載、回籍の事の為にす。
拠るに丁卯年十月の間、漂風せる小船一隻有りて安南本国に到る。計二十四人。詢するに朝鮮縁
り出海、貿易すと称す。不意に風波大いに作し、船は破れ貨物を失う等の語。査するに貴国の商
民に係る。同体を俯憐し、本国王好生の徳を体し、格外の恩を施すを荷蒙し、会安地方に安挿し、
以て銭米を給す。不意の業にて、已に病歿せるもの三人、現存の二十一人南風を候ち調載、送帰
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せんとす。但し、各舩の帰帆せるは倶に広東、福建等の処に属す。即ち日本へ往く洋舩有り。
派送して回国せんとするも、奈んぞ海洋は遼闊にして、前後齊わず、必ず至るを期すること難く、
漂人等の終に回籍の願いを遂げざるを恐れる也り。画計全からず、籌度再三、茲に大清の寧波
府の商船有り、本年三月の間、貨を載せ安南に至る。生理原在客貨を招添せる貿易の船。今漂人
等二十一人回貫を懇求せること甚だ切為る。幸い船主陳有履、財副朱漢源等衆孤の他郷に流落せ
るを憐憫し、義挙を慨発し、特に本船の客商等を将って辞して別船に送り、其の生理を抛って、
将に本船の朝鮮に載せ至らんことを允し、本籍に送回し、以て漂人等の願いを遂げしめん等の語、
前来す。合に咨啓すべし。此れが為に欽んで安南国王の令を奉じ、寧波府の商船に准して、船主
等の料理を（聴）くに任かせて本籍に送帰し、船主陳有履等に令して資を捐して船隻を整理せし
む。并わせて路を識る夥長、舵工及び駕舩人等を招かんことを請い、一応、料理せる外、本国
糧蔬食物を協助し、以て難人等の日食の備用に資さんとする。船主等本月二十二日に率領し、
揚帆開駕す。但し、関津条例の森厳なるを恐れ、此の備文を朝鮮に送るを准す。貴国希わくば査
実験明せよ。敢えて望む。回文は即ち船主に交じえて、収集し、本国へ帯びるを俟ち、以て懸念
を慰める也り。将に本船を整理し、其の速早なるものをして以て大清に回せしむることを祈る。
不勝幸々。須く文を至す者なり。正和九年七月二十二日。

以上の内容からわかることを幾つか指摘する。
まず、この文書の具体的な宛て主が記述されていない。当時、広南阮氏と朝鮮王朝の間には直
接的な交流はなかった。また間接的な接触もほとんどなかった。朝鮮王朝は広南阮氏と政治的軍
事的に対立する北部の黎朝（実権は鄭氏が掌握）とは中国の歴代王朝の首都において使臣同士の
接触の機会は持ったものの、中国の王朝からも政治的にはその存在を認められていなかった広南
阮氏とは交易などの交流も皆無であった。このため、明徳侯としては、宛所を朝鮮国王とするこ
とができなかっただけでなく、朝鮮王朝のどの組織に宛てて文書を発送すべきかの情報が乏しか
ったため、具体的な宛所を明記できなかったものと考えられる。むしろ、送還の実務を担うのは
華僑たちであり、清朝との接触も考慮にいれつつ、実務的な標題としたのではないかと思われる。
次に朝鮮王朝の外交資料集である『同文彙考』にもこの漂流事件の顛末が載るが、済州島から
の出航後、悪天候のために現在のベトナム中部のホイアン市近郊である「安南国会南地方」に漂
着したとする（＊６）
。また、『朝鮮王朝実録』でも「安南国会安地」に到ったとする（＊７）。
つまり、
『同文彙考』や『朝鮮王朝実録』などでは、保護、送還の窓口となった会安に直接漂着
したような記述となっている。
一方、『昼永篇』の漂流の記述によれば、漂流民たちは最初ある一島に漂着し、そこで武装し
た巡邏船に救助され、その後会安の町に入ったとある。明徳侯からの公文も同様で、済州島民の
最初の漂着先を「安南本国」としおり、具体的な地名の記載は見られない。公文の記載によれば、
漂着民の調査が行われ、漂着民が朝鮮人（もしくは済州島民）であることが判明、国王の考えに
従って、漂着民たちの会安地方への移送が決まったという記述となっている。つまり済州島民の
最初の漂着地というのは実ははっきりしないのである。
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また、明徳侯からの公文によれば、当初、漂着民の送還は、日本行きの船舶を利用して行うこ
とがかなり真剣に検討されていた節がある。事実、漂着民の済州島への送還に極めて近い時期に
相次いで日本行きの船が発出されている。明徳侯からの公文によれば、済州島へ向けた出帆は、
７月２２日となっているが（＊８）
、この前後に広南阮氏からは日本に向けて第１８５、１８６、
１８９、１９３番の広南船が相次いで出船しており（＊９）、広南阮氏は、当初、この日本行き
の船舶を利用して済州島民の送還を行おうとしていたものと思われる。この時期のベトナムは北
部に黎朝皇帝を擁し実験を握る鄭氏と中南部を実効支配する広南阮氏が対立しており、広南阮氏
としては、経済的な要因だけでなく軍事的な要因も含めて日本との交易を再開する目的のため、
以前から日本の行きの船舶を準備していたものと考えられる。結局、日本向け船舶を利用しての
送還は、無事に完遂できる保障がないとのもっともらしい理由で実現しなかったが、漂着民が日
本向け船舶に乗せて送還されなかった本当の理由はよくわからない。
最後に送還を請け負った陳有履、朱漢源ら福建から来た商船についてである、公文では、純粋
に憐れみの気持ちから漂着民の送還を担当したとするが、『昼永篇』の本文や『同文彙考』の記
述からは、銭価の下落で困窮した陳有履、朱漢源らが、一人当たり三十石の米を支払うことで送
還業務の請け負いを引き受けていることがわかる（＊10）。この点では、
『昼永篇』の本文や『同
文彙考』の記述の方が真実を述べているようである。

２

明徳侯からの公文の復元

明徳侯からの公文はどのような体裁をとっていたのであろうか。朝鮮側の史資料はこの済州島
民の漂着事件について触れる場合、ほとんど場合、明徳侯からの公文が持参されたことは触れる
もののその体裁についてはほとんど情報がなく、
『朝鮮王朝実録』が、明徳侯の公文書に「図書」
が捺印されていたことを述べるだけである（＊11）。
東アジア世界では、外交文書を含む公文書には元来、単抬（一文字上げ）、双抬（二文字上げ）
や尊敬や謙譲に伴う改行に代表される厳格な規則が存在する。日本にもたらされた広南阮氏の外
交文書の中にもこの規則を守ったものが見られる。しかしながら、
『昼永篇』に引用される明徳
侯からの公文の場合、単抬、双抬などに伴う改行は全く確認できない。『昼永篇』の編者鄭東愈
が何を根拠にこの明徳侯からの公文を記録できたのかは不明で、単抬、双抬、改行を無視して記
述している。あるいは、鄭東愈が見た２次資料がすでに単抬、双抬等を失った状態で記載されて
あったのかもしれない。いずれにしてもはっきりしない。『昼永篇』に載る明徳侯の公文は他の
例からすると単抬、双抬等が行われていた筈であり、本来の体裁ではない可能性が高いと想像さ
れる。明徳侯からの公文の体裁を想像する上でヒントになる資料としては、日本に発送された広
南阮氏からの書状の記録が比較的多数残っており、これらが手掛かりを与えてくれそうである。
また、上述のように明徳侯からの外交文書が発送されたのとほぼ同じ頃に広南阮氏からは日本に
宛てて幾つか書状が発送されている。これらの文書の現物は広南阮氏へ送り返されているので
（＊12）、現存しないが、筆写されており、ある程度の内容を知ることができる。ここでは、こ
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の正和９年に日本にもたらされた５通の文書を中心に明徳侯の公文の元の姿を可能な限り復元
してみたい。
まず、『外蕃通書』中に見える広南阮氏からの日本宛て外交文書を整理すると下記のとおりと
なる（＊13）
。

年 代
1 弘定２（１６０１）年
2
同
3 弘定６（１６０５）
4
同
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

月 日

送 り 主

宛 所

備 考

5月5日
5月19日
5月6日
同

安南国都天下統兵都元帥瑞国公家康公
「書」印
安南国大都統瑞国公阮
日本国内大宰執原王殿下
安南国大都統瑞国公
日本国源王殿下
「書」印
安南国大都統瑞国公
日本国本多上野介正純幕下
天南国欽差雄義営副都将行下
弘定７（１６０６）
4月15日
「暁示」印
順化広南等処太尉瑞国公
天南国欽差雄義営副都将行下
同
5月8日
「暁示」印
順化広南等処太尉瑞公
同
5月13日 安南国大都統瑞国公
日本国本主一位源家康王殿下 「書」印
弘定１５（１６１４）
5月8日 安南国大都統
日本国王殿下
「書」印
弘定１９（１６１８）
5月4日 安南国大都統
日本国柱国本多上総介麾下 「書」印
同
同
安南国大都統
日本国柱国土井大炊介麾下 「書」印
弘定２０（１６１９） 4月22日 安南国殿下兼広南等処
日本国艚主（荒）木宗太郎
永祚１０（１６２８）正月２６日 安南国総鎮営繳報
「繳」印
同
4月25日 安南国都統官
日本貴国国王殿下
「書」印
同
同
安南国都統官
日本国貴職茶屋四郎次郎殿麾下
「書」印
中島氏とは尾張
永祚１４（１６３２） 5月18日 安南国王大都統
日本国中島氏
茶屋氏だろう
同
6月4日 安南国王都統
三都統領徳大尊公
徳隆７（１６３５）
4月24日 安南国
日本国茶屋四郎次郎
「書」印
正和９（１６８８）
6月13日 安南国王
日本国大国王殿下
「書」印
同
同
安南国王
日本国長崎鎮守王閣下
「書」印
同
同
安南国国王
日本国長崎官保文官閣下
「書」印
同
安南国得禄侯
長崎通詞
同
安南国呉秉綽
長崎通詞
日本貴国長崎鎮守王閣下
「書」印
正和１５（１６９４）閏５月１２日 安南国国王
同
閏５月２２日 安南国国王
日本貴国長崎鎮守王閣下
「書」印

（表-1 『外蕃通書』中に見える広南阮氏から日本宛の書状一覧）

この内、明徳侯からの外交文書とほぼ同時期の文書は、表-1 の１８から２０までがそれに該
当する。
この時期に広南阮氏が日本に向けて相次いで発出した目的は交易であったことは文書からも
明白である。よって、上記の公文書はいずれも交易が主たる目的であり、明徳侯からの公文のよ
うに漂流民の送還にかかわるものではないため、本稿で内容の比較は余り意味を持たないので行
わない。
次に検討すべき項目についてであるが、大きく①用紙、②発信者の姓名、③単抬、双抬、尊敬
や謙譲に伴う改行、④印章の４つについて検討しいく。
まず、用紙であるが、広南阮氏から日本にもたらされた文書の多くは、用紙の縁取りに唐草模
様が施されているものがある。
『外蕃通書』の編者近藤重蔵によれば、正和九年にもたらされた書状の中にも唐草模様が施さ
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れていたことがわかる。近藤重蔵が記録した正和九年の文書（図-１）は、（表-１）の内の№１
９であることが宛所や文頭の記述からわかる。同時にもたらされた５通の文書の内、
（図-１）よ
りも格が上である「日本国大国王殿下」宛ての文書（表-１の№１８）には、おそらく（図-１）
と同等もしくはそれ以上の唐草模様が施されていたものと思われる。一方、
「長崎鎮守」宛ての
文書より宛所の格が下がる「長崎官保文官閣下」
（表-１の№２０）以下の文書には唐草模様が施
されていた否かは不明である。
この他、上記の『外蕃通書』には載らないが、１６７３年に広南阮氏の太子から日本の貿易商
に宛てた文書が残る（図-２）（＊14）。

（図-１）広南阮氏から長崎鎮

（図-２）安南国太子から魏九使宛ての書状（岡田一亀「安

守（王）宛国書（近藤重蔵「安

南国太子から明人魏九使に寄せた書翰に就いて」
（『南亜細

南紀略藁」巻一（
『近藤正斎全

亜学報』第１号、昭和１７年１２月）より）

集』第一（国書刊行会、明治
３８年））より）

この安南国太子からの書状には、唐草模様が縁取りされておらず、岡田一亀氏によれば、紙質
も余り上等ではない（＊15）。近藤重蔵によれば、日本にもたらされた広南阮氏の文書には唐草
模様は必ずしも施されているとは限らないようで（＊16）、明徳侯からの公文には、宛所が不確
定なこともあり、用紙の外郭に唐草模様等がほどこされていた可能性は少ないように思われる。
次に発信者の名であるが、表-１の「送り主」の項目を見てもわかるように発信者の姓までは
記されることはあっても名まで記されることはほとんどない。唯一の例外と言えば、№２２の広
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南阮氏の通事を務める呉秉綽から長崎通事宛てに記された書簡だけである。図-２の安南国太子
から書状でも当然ながら姓名が記されていない。従来、明徳侯の公文の冒頭部分の読み違いから
明徳侯の姓名を「呉為」とする傾向がみられたが（＊17）、広南阮氏の外交文書の特徴からする
と、明徳侯の公文も「明徳侯呉」が発信者であることはまちがいない。つまり、広南阮氏では、
外交文書で発信者の姓までは記すことがあるものの基本的にはフルネームを記すことはないの
である。
一方、単抬、双抬、尊敬や謙譲に伴う改行はどうであろうか。図-１は、表-１の№１９の全文
を書き取ったものではないが、№１９の文書と付き合わせてみると明らかに単抬が行われている
箇所が確認できる。
『外蕃通書』には正和９年にもたらされた５通の書状の全文を載せる（＊18）。
これによれば、単抬、双抬、尊敬や謙譲に伴う改行が行われていたようである。もっとも、近藤
重蔵がどれほど忠実に実際の文書の体裁を書き写したかは不明であるが、いずれにしても正和９
年に送られてきた５通の書状にも程度に差はあろうが単抬、双抬等が行われていたはずである。
一方、図-２でも三箇所の単抬、一箇所の改行が確認できる。このように正和９年もしくは比較
的それに近い年代に広南阮氏から送られてきた書状には単抬、双抬等が行われていたことから、
この頃に作製された明徳侯からの公文にも単抬、双抬等が行われていたことが予想される。
最後に文書に押された印についてである。広南阮氏からの文書には様々な印が押されていたこ
とは早く近藤重蔵が指摘している。上述のように『朝鮮王朝実録』によれば、明徳侯からの公文
には「印」が用いられず、「図書」が押されていたことがわかっている（＊19）。朝鮮王朝が認
識する「印」が具体的に何を指すのかはよくわからない。またどのような図書であったのかにつ
いても『朝鮮王朝実録』を始めとする朝鮮側の記録には記述がなく具体的な様子は不明である。
日本にもたらされた文書中に押された印から何か手掛かりがつかめないであろうか。

（図-３）広南阮氏から長崎鎮守（王）宛国書（近藤

（図-４）安南国大都統瑞国公から日本国源王殿

重蔵「安南紀略藁」巻一（
『近藤正斎全集』第一（国

下宛国書（近藤重蔵「安南紀略藁」巻一（『近

書刊行会、明治３８年））より）

藤正斎全集』第一（国書刊行会、明治３８年）
）
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図-３は正和９年に広南阮氏から送られた５通の文書のうち、長崎鎮守（王）に宛てた文書（表
-１の№１９）と考えられる。
「貴府」という文言が文中に使用されるのは、№１９の文書だけで
あるからである。年月日のところに「総鎮将軍之印」と末尾に「書」と近藤重蔵が「花押」と理
解する意味不明の墨印が押されている（＊20）。この内、「総鎮将軍之印」は安南国王（実際は
広南阮氏の領主）からの文書にのみ押されるはずで、例えば、安南国太子からの書状（図-２）
には「総鎮将軍之印」は押されていない。明徳侯からの文書には『朝鮮王朝実録』が述べるよう
に、安南国王からの文書ではないので「総鎮将軍之印」は押されていなかったことは確実である。
『朝鮮王朝実録』がいうところの「印」とはあるいは、この年月日の上に押される「総鎮将軍之
印」等をいうのであろうか。
一方、図-２、図-３に共通して押されているものとしては、大きな「書」の墨印がある。表１の「備考」欄に各文書の「書」印等の有無を記載しておいた。これによれば、正和９年以外の
文書にも数多くこの大きな「書」印が末尾に押されていたことがわかる。「書」印のある文書は
ほとんどが広南阮氏の領主が発出したもので、正和９年に日本にもたらされた５通の文書のうち、
広南阮氏の領主が発出した文書（表-１の№１８から２０）にはいずれも「書」印が押されてい
る（＊21）。ところが、得禄侯及び呉秉綽からの文書には「書」印及びそれに類する墨印があっ
た形跡がない。つまり、広南阮氏の領主又は世子レベルの人物の文書には大体「書」に類する墨
印が押されていたようである（＊22）。このため、領主や世子レベルの人物ではない明徳侯から
の公文にはこの大きな「書」印またはそれに類するものは押されていなかったと思われる。
上述のように『朝鮮王朝実録』によれば、明徳侯からの書状には「図書」が押されていたとい
う。どのようなものだったのであろうか。
図-２の安南国太子からの書状には、
「書」印の他、分銅形の墨印が押されていることがわかる。
ただし、この分銅形の墨印は篆字で書いてあるため、どのような文言なのか現時点では解読が出
来ていないため不明である。同一の墨印かははっきりとしないが、広南阮氏から送られた他の書
状にも同様に分銅形の墨印が押されていたことは確かである（図-４）。図-４は表-１の№３に該
当する文書の封の様子を近藤重蔵が書き写したものである。ここに見える分銅形の印は、近藤重
蔵が篆字を克明に書き写していないこともあって図-２の墨印が同一のものか判然とはしない。
この他、この当時に広南阮氏や北部の鄭氏政権及び後の阮朝（1802―1945 年）時代にも実に多
くの分銅形の墨印がおされており、それらを網羅した研究書もベトナムで出版されている（＊
23）。ただ、管見の限り、図-２、４に見える分銅形の墨印は確認できない。これら墨印が明徳侯
の公文に押されていたという「図書」なのかは明かでないが、分銅形の印の内容を解読すること
により手掛かりが得られる可能性もある。特に図-２中の墨印については、比較的鮮明であり、
解読を急ぎたい。
近藤重蔵は、通常文書の末尾に押された「書」印に類する墨印の有無については、
『外蕃通書』
に記すものの、その他の印、例えばここで問題となっている分銅形の印の有無についてまでは記
録していない。このため、日本にもたらされた各文書についても、
「書」印以外にどのような印
が押されていたのか改めて確認し直す必要がある。図-２、４ともに発信者は広南阮氏の中では
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極めて高位であり（＊24）
、会安に駐在する華僑の大物であったとはいえ、明徳侯が広南阮氏の
太子や領主と同等の「図書」印を使用したとは考えにくい。いずれにしても「図書」の内容は、
現段階では判然としない。

おわりに
以上のように、明徳侯の公文の部分についての検討を行った。公文の内容からわかる幾つかの
問題点を指摘したことと明徳侯の公文の本来の姿を復元すべく用紙や文体、印章などの点につい
て同時代に作製された日本宛文書と比較することで検証したが、特に後者については今後の研究
の方向性を指摘したに留まった。この点については、広南阮氏から日本へ宛てて送られた文書が
多数残るので、今後さらに詳細な検証を行う必要があろう。日本宛の文書を数多く検証すること
によりこの明徳侯からの公文の本来の姿の復元が可能であろう。この他、広南阮氏の外交文書は、
本稿で取り上げたもの以外に中国やシャムに宛てた文書も記録されている。今後これら文書も比
較対象とする必要がある。

【注記】
（＊１）清水太郎「明徳侯とは誰かー１７世紀末済州島民のベトナム中部ホイアン漂着事件小考―」（『北
東アジア文化研究』第２５号、２００７年）
（＊２）『昼永篇』（ソウル大学校出版部、１９７１年）
（＊３）鄭東愈原著、南晩星訳『昼永編』上・下（乙酉文化社、１９７１年）。上巻の９４―１０２頁に現
代韓国語訳が載り、２３８―２４２頁にかけて原文を載せる。
（＊４）崔常寿『韓国と越南との関係』
（韓越協会・開明文化社、１９６６年）第四章「１６・７世紀頃朝
鮮人の安南往来」、第二節「済州島民の安南漂流」
（＊５）鄭東愈・李圭塎原著、清水鍵吉抄訳『昼永編・淑香伝』
（自由討究社、満鮮叢書第８巻、１９２３
年）。この内『昼永編』は、昭和１１年に『朝鮮叢書』第１巻（朝鮮問題研究所）に再収録されて
いる。
（＊６）『同文彙考』原編巻７０、漂民の項の内「己巳

解送領来漂口人及船貨変売給価咨」。

（＊７）『朝鮮王朝実録・粛宗大王実録』巻２０、１５年己巳２月辛亥の条。
（＊８）『同文彙考』原編巻７０、漂民の項の内、康熙２８（１６８９）年９月１５日付けの「礼部回咨」
では、済州島民を送還してきた朱漢源の話として広南を７月２８日に出港したとある。
（＊９）
『華夷変態』巻１５によれば、安南国王からの書簡５通をもたらした１８５番広南船は、日本の唐
通事宛ての口上書で、正和９（１６８８）年７月１３日に広南（おそらく会安）を出港している。
この時、広南阮氏は、複数の船を日本に送っている。１８６番広南船は長崎の唐通事宛ての口上
書で、７月１３日に広南（会安であろう）を出港したと述べている。ただ、１８９番安南船の唐
通事宛ての口上書には７月１１日に五艘、翌１２日に一艘が広南を出船したとある。また、長崎
への途上、薩摩へ漂着した１９３番船は７月１１日出船と述べている。また、安南国王の国書を
もたらした一群の広南船とは別に、１９１番広南船が７月２３日に出港したとある。
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（＊10）『同文彙考』原編巻７０、漂民の項の内「礼部回咨」。
（＊11）『朝鮮王朝実録・粛宗大王実録』巻２０、１５年己巳２月辛亥の条には、「安南国公文、是其国辺
臣明徳侯呉所成、而不用印、只用図書。・・・」とある。
（＊12）
『唐通事会所日録』一（東京大学出版会、１９５５年）中の巻３、元禄元年１０月１２日の項には、
「一、同１０月１２日、百八拾五番暹羅〔広南〕船入津之節持渡り申候暹羅〔広南〕屋形

公方

様江差上ケ申候書簡・進物共ニ御返し被遊候、右書簡之趣ハ、御江戸ニ而御序次第ニ御披露可被
遊之旨被仰付候、且又両御奉行所様（宮城和澄・山岡景助長崎奉行）江差上ケ申候書簡・進物共
ニ御返し被成候筈之由、立山（立山役所）ニ而被仰渡候、其後被仰渡候ニハ、書簡之儀ハ御留置
被成候、其外中ヶ間ヘ之書簡・音（進のあやまりか）物共ニ返し申筈ニ候、右之段此船出船前日
ニ申渡ス筈、」とある。
（＊13）桃木至朗「広南阮氏と「ベトナム国家」」（桃木至朗代表『南シナ海世界におけるホイアン（ベト
ナム）の歴史生態的位置Ⅰ』
（平成２年度科学研究費（海外学術研究）報告書、１９９５年９月）
３８頁の「表-２

『外蕃通書』「安南国書」中の、広南阮氏からの手紙」に一部加筆した。

（＊14）１６７３年に広南阮氏の太子であった阮演は、長崎に定住し海外貿易で活躍していた魏九使へ書
簡を送っている（岡田一亀「安南国太子から明人魏九使に寄せた書翰に就いて」
（『南亜細亜学報』
第１号、昭和１７年１２月））。
（＊15）岡田氏前掲論文。
（＊16）近藤重蔵の手になる「安南紀略藁」巻之一には、
「守重曰。以上載スル所ノ書簡、モト皆本書ニ就
テ臨摸シ、或ハ摸本ニヨツテ伝写スル者。ソノ料紙外廓卦格アルモノアリ、無キモノアリ･･･」と
ある。なお、「安南紀略藁」は、『近藤正斎全集』第一（国書刊行会、明治３８年）に掲載されて
いるものを利用した。
（＊17）明徳侯の姓名の読み違いについては、註１の拙論を参照のこと。
（＊18）正和９年の５通の文書は、
「外蕃通書」巻１４（『近藤正斎』第一（国書刊行会、明治３８年）所
収）に載る。
（＊19）註 11 を参照。
（＊20）広南阮氏で使用された印璽については、桃木前掲論文が詳しい。
（＊21）表-１には、広南阮氏の領主が発送した文書にもかかわらず、「書」印が文書の末尾に押されてい
ないものもある。このうち、№15、16 の書状については、川本邦衛氏が指摘するように、
「永祚」
年号が１１年までであることや（同氏「『外蕃通書』よりみたる広南阮氏の国際認識」（日本ベト
ナム研究者会議編『海のシルクロードとベトナム』
（穂高書店、１９９３年））、本稿で指摘するよ
うに「書」印などが見られないことから広南阮氏の領主を騙った文書である可能性もある。
（＊22）これは、広南阮氏と対立していた北部の鄭氏政権下でも同じ状況であった。外交文書等に見られ
る印章についての考察は別稿で詳しく検討する。
（＊23）ベトナムの各王朝での印章については、Nguyen Cong Viet.An Chuong Viet Nam tu the ky ⅹⅴ

den cuoi the ky ⅹⅸ,Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi,Ha Noi:2005.が広く網羅している。
（＊24）図-４の発信者「安南国大都統瑞国公」は、広南阮氏初代領主阮潢を差す。
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『異国旅すゞり』の書誌的分析
北九州工業高等専門学校

位田

絵美

１． はじめに
本稿でとりあげる『異国旅すゞり』 １） は、国会図書館所蔵の３冊の版本である。序跋・
刊記がないため、いつ誰がどのような目的で刊行したのか詳細は不明である。書名の「旅
すゞり（旅硯）」２） とは旅行に携帯する小型の筆記具のことで、旅行記（紀行文）に付せら
れることが多い。しかし本書の内容は、単なる旅行記ではなく、江戸時代初期の実際の漂
流事件をもとにした小説版漂流記である。
江戸時代を通じ、実際に海外を体験してきた漂流民のもたらした情報は、幕府が情報の
流出を禁じたにも拘らず、人々の海外情報への渇望と相俟って、写本として広く流布して
いる。しかも、『異国旅すゞり』は写本ではなく、その漂流記を刊行したものである。これ
は大変珍しいケースである。今回「東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古
地図・偽使史料・文学表現―」の研究において、『異国旅すゞり』のような史料を提示し、
分析することは極めて重要な意義をもつ。本稿では、その分析の端緒として、『異国旅すゞ
り』の書誌的分析と底本の決定、関連する先行研究の整理を行なう。また、若干の新しい
研究知見の紹介も行ないたい。

２． 韃靼漂流の概要
『異国旅すゞり』が題材としているのは、いわゆる韃靼漂流事件 ３） である。まず、その
事件の概要を確認する。寛永 21（12 月に正保元年と改元。1644）年５月下旬に、越前三国
浦新保村の竹内籐右衛門・同子籐蔵・国田兵右衛門ら 58 名が、三艘の商船に分乗し、松前
へ貿易に赴く途中に暴風雨に遭い、今日のロシアの沿海州ポシェット湾付近に漂着した。
乗組員の多くは土着の女真族の襲撃により殺害されたが、15 名が辛うじて生き残り、清国
の官憲の保護を受けた。実は同年３月、当時の中国は李自成の反乱軍が北京を攻略し、崇
禎帝が縊死して 278 年に及んだ明朝が滅亡している。満州に興った清は、呉三桂の裏切り
に乗じて山海関を越えて華北に侵入し、４月に北京を占領して清王朝（順治帝）を創建す
る。越前三国の商人が訪れた時は、まさに清の世祖は盛京（今の瀋陽）から北京に遷都中
で、漂流民たちはこの歴史的な事件に出遭い、北京に送られて特別の待遇を受ける。彼ら
の滞留期間は約１年で、朝鮮・対馬を経て、正保３年（1646）６月に大坂に帰着している。
この韃靼漂流事件の内容は、彼らの漂流が江戸幕府のとった対外政策である「鎖国」成
立後間もない時期のものであり、また漂流民が清朝の成立という激動の時代を垣間見た生
き証人であったこともあり、幕府がその情報を抑えようとしたにも拘らず、江戸時代を通
じて禁書として写本形態で相当広く流布してきた。そのもととなったのは漂流民の帰国後、
代表者（国田兵右衛門・宇野与三郎）が江戸町奉行所で語った取調べ調書（口書）の『韃
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靼漂流記』 ４） である。成立は正保３年（1646）８月で、１冊本・３冊本など多数の写本が
現存し、書名も『異国物語』・『越前船漂流記』・『三国漂流記』・『北韃物語』等さまざまで
ある。またこの漂流の内容は、『清世祖章皇帝実録』・『李朝実録』等の中国側・朝鮮側の史
料内容とも合致し、当時の漂流民の記述が正確であったことが確認できる ５） 。
『江戸漂流記総集』６） 所収の『韃靼漂流記』によれば、
「右の趣きは、韃靼国より帰朝仕
り候十五人の内に、国田兵右衛門、宇野与三郎と申す者、越前より江戸へ指越し候時、数
多委細に相尋ね申し、口上の段々件の如し。」「この書の通り、江戸町御奉行所御用人様方
にこれあり候由、承り申し候。」（竹内本）と記され、奉行所に保管されていた「口書」が
何らかの経路を経て、写本として流出していたことがわかる。

３． 『異国旅すゞり』の特徴
ここで、この写本の『韃靼漂流記』をもとに小説化された『異国旅すゞり』の特徴につ
いて考えてみたい。特徴は以下の３点である。１つ目は、先にも触れたが、
『異国旅すゞり』
が刊本であることである。本来なら禁書として水面下で書き写されるべき内容の漂流記が、
刊本として発行されたことに着目したい。２つ目は、写本である口書には当然あるはずの
ない、挿絵が添えられていることである。３つ目は、漂流および送還の過程は『韃靼漂流
記』の記述を踏まえるが、その内容は明らかに別本であることである。漂流の史実を伝え
る口書『韃靼漂流記』が、刊本『異国旅すゞり』において完全に小説化されている ７） 。

４． 『異国旅すゞり』の所在
『異国旅すゞり』の書誌を調査する手がかりとして、まず『国書総目録』８） を確認した。
そこには「四巻二冊

角絵入

類漂流記

成元禄・宝永頃刊

版高木」とあり、
『異国旅すゞ

り』は、
「高木文庫」にのみ所蔵されていることになっている。
『国書総目録』の「図書館・
文庫一覧」には「高木」の記載は「家蔵日本地誌目録（高木利太）による」とあり、旧高
木本の一部は現在、天理大学附属天理図書館が蔵している。しかし、今回筆者が天理図書
館に問い合せたところ、
「所蔵が確認できない」との返事を受けた。
国文学研究資料館が管理するWeb検索「日本古典籍総合目録」 ９） にも、『異国旅すゞり』
に関して「著作ID 626608 四巻二冊本

【版】高木」との記載があるが、同資料館に問い

合せたところ、その根拠となった『国書総目録』は「２冊本で昭和２・５年に刊行された
もの」で、「当目録に収載された『異国旅すゞり』の現況は不明」であるとの返事をいただ
いた。
以上の結果、筆者が偶然に手にした国会本は、もとは一体どこに所蔵されていたものな
のか、同書が旧高木本であるのかは、現段階では未解決である。ただ確実なことは、『国書
総目録』に記載された唯一の『異国旅すゞり』は、現在その所在が不明ということである。
ところで、同じ国文学資料館の「日本古典籍総合目録」には、もう一つ、「第２冊存の残
欠本」ではあるが、
「著作ID

2250853 全４冊中の第２冊 新村出記念財団重山文庫所蔵本」
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が記載されている。早速重山文庫 10） に閲覧を依頼し、快諾をいただいた。そこで今回筆者
は、先にあげた①国会図書館蔵本（以下、国会本と略）と、この②新村出記念財団重山文
庫所蔵本（以下、新村本と略）の書誌を比較し、この謎に満ちた『異国旅すゞり』の分析
に臨みたい。

５． 『異国旅すゞり』の書誌分析
①国会図書館（東京館）所蔵本（所蔵番号 W338－９）
刊本。半紙本（縦 22.6×横 15.7）。３冊本。元表紙、香色、刷毛目有りか。
題僉、中央に跡が残るが剥落。（手書で「伊国太飛寿々り」と有り）
。剥落した跡の大き
さは（縦 18.0×横 4.3）。
版心、各巻、
「一ノ

○」「二ノ

○」「三ノ

○」。刊記なし。

著者・刊行年・書肆、未詳。汚れ・擦れがひどく虫害有り。
②新村出重山文庫所蔵本（所蔵番号 093

C-212 地・歴）

刊本。半紙本（縦 22.4×横 15.5）。１冊本。元表紙、縹色か。
題僉、中央・双辺・角書有り。（縦 17.7×横 4.05 ２冊目表紙のみ現存。題僉の一部に
破れ有り）。
「絵入

異国旅□□□

版心、１冊しかないが、「一ノ

二」（□部分欠字）。
○」「二ノ

○」「四ノ

○」が合わされている。

刊記なし。
著者・刊行年・書肆、未詳。汚れ・擦れ・落書ひどく虫害有り。挿絵も国会本に比べて
かなり擦れている。
①国会本、②新村本の書誌からわかることは、以下の５点である。
⑴ともに半紙本で、序跋・刊記がないため、作者・版元・刊行年は不明である。
⑵内容は現存する限りまったく同一であるが、刷りは新村本の方が、挿絵のカスレが目立
つこと・国会本より全体的に 2～3 ミリ小さくなることから、後刷り本である。
⑶国会本・新村本にはともに内題がない。外題は、国会本は「伊国太飛寿々り」
、新村本は
「絵入

異国旅□□□」
（□部分欠字）である。新村本の一部現存する題僉から、元題は

「絵入

異国旅すゞり」であったと推定する。
（このことから、本稿では書名を『異国旅

すゞり』の表記で統一する。）
⑷版心および内容から、新村本は単純に４巻本のうちの第２冊が現存するのではなく、国
会本と同じ内容の１・２巻の一部と、国会本にはない４巻を併せて１冊としている。両
者を比較することで、『異国旅すゞり』は元来１～４巻の４冊本の形態を有していたと判
断する。このことは、『国書総目録』記載の「四巻二冊」とも合致する。国会本は１～４
巻のうち４巻のみが紛失したものといえる。
⑸題僉（あるいはその跡）が中央というのは大変珍しく、一般的には８割方が左肩に題僉
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を付す。中央題僉（跡）は、通例、歌書・俳書に多い 11） 。このことから、わずか２例で

はあるが、
『異国旅すゞり』の不明の出版元が歌書・俳書の出版を専門に行なってい
た書肆である可能性が出てきたことを指摘しておきたい。
６． 『韃靼漂流記』と先行研究
『異国旅すゞり』のもととなった口書『韃靼漂流記』には、数多くの先行研究がある。
その研究は古く江戸時代から始まり、新井白石の『與安積澹泊書』12） 、天野信景の『鹽尻』
13）

、松浦允任の『朝鮮通交大紀』 14） 、木村理右衛門の『朝鮮物語』 15） 、伴信友の『中外

經緯傳草稿』 16） 、林復斎の『通交一覧』 17） 等に関連する記載・考察がある。
明治以降、多くの研究が発表された。なかでも石井研堂は珍談・奇談への関心という角
度から多数の漂流史料を網羅・蒐集しており、後世に大きな影響を与えている。この石井
氏編輯『漂流奇談全集』 18） には、享保６（1721）年写本の『韃靼漂流記』が収録されてい
る。同じく史料としての貴重性を重視して後世に伝えたいとの考えで、橋川時雄は『異国
物語』 19） の題で『韃靼漂流記』の複製本を刊行した。これは前段に竹内藤右衛門の子孫竹
内順吉所蔵の写本『異国物語』の影印版、後段に『異国物語校読記』または『異国物語考
証』を付したものである。
園田一亀は『韃靼漂流記の研究』20） を出版する。園田氏は、石井研堂校訂『韃靼漂流記』
（石井本）を引き、前記『異国物語』
（竹内本）、内藤湖南所蔵の写本『韃靼物語』
（内藤本）
等を照合して各写本間の字句の増減、差異等を詳細に比較し、写本の分類を詳しく記述し
ている。同書は現在に至るまで、『韃靼漂流記』研究の中心的存在であり、多くの研究者が
その学恩に預かっている。園田氏は、
『韃靼漂流記』が単なる漂流記としてだけでなく、
「其
の語る所は清朝開国の初期に於ける満州・支那の事情であり、史的価値の見るべきもの少
しとせず、韃靼漂流記の名は古来相当に有名であった。是を旧き日満交通の文献として観
るも、亦珍重すべき史料である」とし、「…此の韃靼漂流記は今尚ほ依然として半ば小説視
せられ、其の真価も十分に認められてゐない。
」とする。氏は、漂流記の記載が史実か否か
に焦点をあて、小説などのフィクションを排除する立場を取っており、『異国旅すゞり』と
同じく『韃靼漂流記』をもとに寛延３（1750）年に刊行されたと言われる『朝鮮物語』に
対しても、「刊本としては珍重すべきも、韃靼漂流記の史料としては殆ど価値がない」とし
ている。
この他にも『韃靼漂流記』は『日本庶民生活史料集成第五巻』 21） や『近世漂流記集』 22）
などに様々な異本で翻刻・収録・解説されている。春名徹は『世界を見てしまった男たち』
23)

で、先学の成果をふまえながらも文献そのものの姿によって、
『韃靼漂流記』を読みすす

める姿勢を貫き、園田研究にはなかった新たな知見および疑問点を提示している。
近年になり『韃靼漂流記』は、再び『石井研堂これくしょん

江戸漂流記総集』 24) に採

録された。同シリーズは石井研堂氏の２編著である『漂流奇談全集』・『異国漂流奇譚集』
と、東京商船大資料館所蔵の石井氏寄贈の漂流記類写本を中心に構成し、さらに幾編かの
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新資料を加え、新たに再編纂したものである。
また鈴木文は、「延享―寛延期の「朝鮮ブーム」に見る自他意識―木村理右衛門著『朝鮮
物語』を中心に―」25） で、先述したように『朝鮮物語』の巻三～四が、
『韃靼漂流記』を参
照していることに着目し、『韃靼漂流記』と『朝鮮物語』の比較を行ない、前者に無い『朝
鮮物語』のオリジナルな記載を取りあげた。鈴木氏は「両者の比較をすることによって、
その引用や削除、および増補の内容から、著者の意図あるいは意識が分析できるからであ
る」と述べる。本研究も同じ考えに基づき、最終的には『韃靼漂流記』と『異国旅すゞり』
、
あるいは『朝鮮物語』の比較検討を行ないたいと考えている。
最後に、一言付け加えておきたい。これまで多数のある『韃靼漂流記』の翻刻・研究の
中で、『異国旅すゞり』と『韃靼漂流記』の関係に着目し、その関連性を指摘したものは１
つもなかった。したがって、この『異国旅すゞり』研究は、漂流記研究に新しい研究知見
をもたらすものである。

７． 『寛永漂流記』の存在
さて、筆者はこの度『寛永漂流記』
（４巻４冊）という和装本（複製本）に出会った。山
田清作編で 1939 年８月～1940 年６月にかけて、稀書複製会の米山堂より刊行されている。
どのような経緯で同書が刊行されたかはまったく不明であるが、その中身は題名からは想
像もつかない『異国旅すゞり』（４巻４冊）の完全版であった。確認のため国会図書館蔵本
『寛永漂流記』と九州大学附属図書館中央図書館蔵本『寛永漂流記』を閲覧したが、両書
はともに『異国旅すゞり』と同じ内容・挿絵であった。
これまで『異国旅すゞり』を調査してきて、⒜同書の現存が非常に少ないこと、⒝完全
版が見当たらないこと、⒞著者・出版元を秘匿していることから、同書が禁書に類するも
のであり、発行部数も決して多くなかったであろうこと、①国会本・②新村本以外に現存
するものはない可能性が高いことを推測していた。
しかし、今回の『寛永漂流記』の発見で、書名は異なるが、『異国旅すゞり』が昭和初期
まで完全な形で残されてきたことが確認できた。ところで、なぜ『異国旅すゞり』が『寛
永漂流記』という書名に変更されたのか、またなぜこれまで『韃靼漂流記』の研究をする
先人の目に留まらなかったのか、疑問が残る。その謎を解明するため、『寛永漂流記』を調
査してみた 26） 。
米山堂の複製本とほぼ時を同じくして『稀書複製会叢書

第 39 巻』27） が刊行された。第

39 巻は雑書の巻で、同じく『寛永漂流記』が影印版で収録されている。残念ながら筆者が
手にしたのは、さらにその複製版の『新編

稀書複製会叢書

第 39 巻』28） であるが、収録

されている『寛永漂流記』の影印版と中村幸彦・日野龍夫両氏の解説は初版時のままであ
る。その解説には次のように書かれている。少し長いが引用する。
…本会同人故林若樹氏の遺書中に『寛永漂流記』と称する版本あるを知り、これを
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今期複製予定書に加へて、同氏の遺績を記念することゝなつたが、その内容は『續
帝國文庫』の『漂流奇談全集』（明治三十年三月版）に収めた『韃靼漂流記』（享保六
年写本）と同一であるので、これを同集の編輯者石井研堂翁に提示したところ、全く
初見であるといはれ、且つ漂流記の版本には、安南廣東の地理風俗を夢物語に假托し
た『南瓢記』
（大坂の人枝芳軒著、寛政十年版）以前にあるを知らない、それすらも海
外の事情を書いたといふ廉で、絶版に處せられた程である。然るにこの書は『漂流奇
談全集』所収のものと、その記述形式を異にして、やゝ小説的に修飾されてはゐるが、
版本といふ點で特に稀覯といふべきであらうと教へられた。…
即ち、『寛永漂流記』は故林若樹氏の遺書中にあったものであり、それを中村・日野両氏の
解説を付して複製本にしたことがわかる。また上記の解説によれば、複製出版前に『漂流
奇談全集』を編輯した石井研堂氏に見せて意見を求めたところ、『韃靼漂流記』とはまった
くの別本で初見であると言われたという。また同じ解説に、
…然るに昨年七月南満州鐡道株式會社鐡道總局庶務課から、園田一龜氏の『韃靼漂流
記の研究』が出版され、越前三國商民漂流に關する詳細なる研究が發表されたが、…
いまその（『寛永漂流記』の）史的價値を、前出の『韃靼漂流記の研究』から、その著
者園田氏の諒解を得て挙げると…
との記載があり、『寛永漂流記』は、園田一亀氏にも諒解を得て、複製本が発行されたこと
が確認できる。『韃靼漂流記』の先行研究者である石井・園田両氏が、中村幸彦・日野龍夫
両氏の指摘以前に『寛永漂流記』の存在に気付かなかったのは、書名が異なっていたこと
と、同書が稀書に類するものであったためと思われる。
解説はまた、書名について次のように述べる。
…また本書（『寛永漂流記』）に内題は無く、且つ外題の逸脱せつあとに、後人が寛
永漂流記と書せると轉用したので、今回は三村竹清氏の揮毫を仰いでこれに附した。
つまり、『異国旅すゞり』は禁書として為政者を憚って刊行されたため、序跋・刊記がなく
内題はもとより作者・版元・刊行年が不明であった。しかもその存在を秘匿するうちに、
いつしか外題（題僉）が落剥し、とうとう書名までも不明となってしまった。中村・日野
氏が推察する通り、後世の人間が内容から『寛永漂流記』と名付けて外題を付し、それが
以降の書名となってしまった。そのため『寛永漂流記』の解説を書いた中村・日野両氏も、
その原題が『異国旅すゞり』であることに気付けなかったのである。
ところで、中村・日野氏の指摘により、『寛永漂流記』（＝『異国旅すゞり』）が『韃靼漂
流記』を元にした小説本であることを知った後も、石井研堂・園田一亀両氏が『寛永漂流

- 132 -

東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現―

記』を新たに研究対象として取りあげることはなかった。その結果、
『寛永漂流記』の存在
は、『新編 稀書複製会叢書

第 39 巻』に収録されたまま、現在まで看過されてきた。石

井・園田氏は、『寛永漂流記』の版本としての稀少価値は認めても、『韃靼漂流記』の研究
史料としてはその価値を認めなかったといえる。

８． おわりに
『異国旅すゞり』は原題を失って『寛永漂流記』として生き残っていた。今回の筆者の
調査で、途切れてしまっていた『異国旅すゞり』の系列が明白となった。
『韃靼漂流記』の研究において、これまで『異国旅すゞり』は、その価値を認められて
こなかった。しかし筆者は、記載された内容が史実か否かで切り捨てるのではなく、史実
が如何に小説化されたかの過程を明確にしたいと考えている。したがって完全版が喪失し
ている『異国旅すゞり』を補うため、①国会本・②新村本だけでなく、今後は『寛永漂流
記』の本文を参考にして分析を行なっていきたい。
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15）
『朝鮮物語』（木村理右衛門著 ５冊 寛延３年）。本稿では国会図書館所蔵本を使用した。
16）
『伴信友全集』第３・第２の 243。
17）
『通交一覧』第６巻(1991 年復刻版 鳳文書館) 巻 235 の 117。
18）
『漂流奇談全集』（石井研堂編輯 1897 年 續帝國文庫）。
19）
『異国物語』（橋川時雄編 ２冊 1935 年 三秀社）
。
20）
前出、注５）『韃靼漂流記の研究』
。
21）
『日本庶民生活史料集成第五巻』（谷川健一編集代表 1968 年 三一書房）
。
22）
『近世漂流記集』（荒川秀俊編 1969 年 法政大学出版局）
。
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23)

24)
25）

26）

27）
28）

『世界を見てしまった男たち』（1981 年６月 文藝春秋社 改訂増補 1988 年３月 筑摩書
房）。春名氏は史実か否かで史料を切り捨てることはせず、
『朝鮮物語』等もその視野に入れ
て、『韃靼漂流記』を分析している。
前出、注６）『石井研堂これくしょん 江戸漂流記総集』。以下、同書の解説を参照。
鈴木文「延享―寛延期の「朝鮮ブーム」に見る自他意識―木村理右衛門著『朝鮮物語』を中
心に―」（
『歴史評論』651 巻、2004 年７月 校倉書房）。
前出『国書総目録』には、『寛永漂流記』の名は見当たらないが、『寛永漂民記』
（４巻１冊
類漂流記 版天理 複稀書複製会新生期）が記載されており、
『寛永漂流記』の誤りではな
いかと思われる。
『稀書複製会叢書 第 39 巻』（中村幸彦・日野龍夫編 1940 年）。
『新編 稀書複製会叢書 第 39 巻』
（1991 年 臨川書店）。

付記
貴重な史料の閲覧を許可していただいた関係諸機関に心から御礼申し上げます。
史料の検索に関して貴重なご指摘をいただいた国文学研究資料館問合せ窓口担当者の方
に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
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The Chinese Ancestors in a Korean Descent Group’s Genealogies:
Kenneth R. Robinson
Korean descent groups began printing genealogies (chokpo) in the fifteenth century, and
the practice became widespread especially from the seventeenth century. In these lineage records,
many descent groups of lesser social prominence and political stature depicted ancestors as members
of an elite lineage in the Silla or Koryŏ periods. They boasted too of ancestors that had relocated
from China. The Sinan Chu, for example, included Zhu Xi among their forebears. The T’aean Yi are
another example. Profiles in the T’aean Yi’s comprehensive genealogies (taedongbo) and branch
genealogies (p’abo) place the common ancestor (sijo), or the figure to which all other members of
the descent group are linked, in China in the tenth century and move the immigrant ancestor to
Koryŏ in the twelfth century.
Korean genealogies that present Chinese ancestors generally connect them to the Korean
ancestors in one of two ways. Some lineage records expend little effort linking the common Chinese
ancestor to an individual in the peninsula. Other lineage records “record name after name, generation
after generation in normally a single line of descent, in an effort to construct a bridge between
historical and legendary past.” The T’aean Yi genealogies are representative of the second approach
to situating ancestors in the peninsula. Scholarship on Korean genealogies differentiates between the
first generation ancestor and the first confirmed member. Further, concentration settles on the first
confirmed member and the subsequent generations. Still other approaches to reading Korean
genealogies may also be considered.
Their Chinese ancestors inhabit the realm of legend if the biographical data of the T’aean
Yi’s Chinese generations are read for verifying descent. If the biographical data for the Chinese
generations are also read for compilation strategies, attention can focus on the presentation of these
ancestors. As Maurice Freedman noted of Chinese lineage records, a genealogy is “much more” than
a text to be read for factual data. It also is, among other features, “a set of claims to origin and
relationships ….” His view is applicable to Korean genealogies, too.
Their Chinese ancestors inhabit the realm of legend if the biographical data of the T’aean
Yi’s Chinese generations are read for verifying descent. If the biographical data for the Chinese
generations are also read for compilation strategies, attention can focus on the presentation of these
ancestors. As Maurice Freedman noted of Chinese lineage records, a genealogy is “much more” than
a text to be read for factual data. It also is, among other features, “a set of claims to origin and
relationships ….” His view is applicable to Korean genealogies, too.

The T’aean Yi and Chosŏn State Examinations
In the late Chosŏn period, men from chungin lines within the T’aean Yi descent group
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entered government service through the technical examinations (chapkwa). These men had been
born to a, or perhaps the, secondary wife of their father or were descended from a man born to a
secondary wife, and were thus ineligible to sit for the higher civil service examinations. Frequent
success in these lesser recruitment exercises contrasted with a lack of distinction in the more
prestigious state examinations.
Looking first at the more prestigious examinations, the higher civil service examination and
the two licentiate examinations (samasi sogwa) which qualified the passer to sit for the higher civil
service examination, only six men passed the higher civil service examination (munkwa; 1567, 1583,
1606, 1684, 1759, and 1891) throughout the Chosŏn period. This descent group is one of the “560
extremely minor clans” identified by Edward W. Wagner that each produced fewer than ten passers.
Regarding the licentiate examinations, not counting these six individuals, two men passed the
classics licentiate examination (saengwŏn; 1543 and 1795) and seven men passed the less
prestigious literary licentiate examination (chinsa; 1777, 1816, 1840, 1846, 1867, 1870, and 1888).
Two successful candidates for the literary licentiate examination were 69 se old (1816) and 88 se old
(1870), though.

The T’aean Yi ranked at no. 148 among descent groups with at least one successful

candidate for either licentiate examination. Also, three men are known to have passed the military
examination (mukwa) between 1507 and 1591, and twenty-two men are confirmed in the late
Chosŏn period. It is likely that more men entered military service because rosters for each
examination are not extant and a comprehensive roster of successful candidates is not available.

The Chinese Generations
This section will trace the Chinese generations from the common ancestor in the oldest
extant genealogy available for this research to the immigrant ancestor. The genealogy’s profile of
each Chinese ancestor will be introduced. However, explication and analysis of information in these
entries will be reserved for the next section.
Among its many potential purposes, the printed genealogy could bring recognition to the
descent group or maintain such awareness. Descent group concerns informed the genealogy’s
compilation and content, too. Compilation also provided an opportunity for inventing and preserving,
even revising, a history of the generations up to, and beyond, the first confirmed member. In the
apparent absence of a descent group history (kasŭng), the genealogy was the only printed venue for
such a history of the T’aean Yi.

Conclusion
The constructed narrative of the T’aean Yi’s Chinese generations seems to have pursued two
goals. First, placing historical origin in tenth-century China, the compiler aimed to inscribe into the
T’aean Yi’s history an image of social and political success at the highest level of administration, and
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high social status and political stature in Song China. This history placed their ancestors at the
origins of political and educational reforms that aimed to enhance the importance of Confucian
studies for advancement into government service, in the genealogy of the way that Zhu Xi composed,
and in the Temple of Confucius. It goes without saying that China was not just any foreign country
in Chosŏn, but the source of Confucianism, Neo-Confucianism, and practices upon which Korean
legislators had reshaped society since the late 1380s.
Second, the compiler almost certainly wanted the biographical profiles, with their
inscription of prominence in Northern Song, to be believable, if not necessarily accurate. He
enhanced the descent group’s origin and its past through such strategies as consulting historical
records, selecting ancestors, inflating achievements, and extending the descent group’s knowable
past further back in time. Stated differently, Korean genealogies exhibited two acceptable forms of
historical writing: they permitted the production of an inaccurate and even implausible history of the
descent group’s early generations; and they required sharp accuracy in the presentation of recent
Korean generations.
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安倍頼時は黒竜江を遡ったか？
高橋公明
１． 胡国というところ
こと

『今昔物語集』の巻３１の第１１話に「陸奥国の安倍頼時、胡国に行きて空しく返る語」
と題する話がある i 。その概略は以下のごとくである。
陸奥国の安倍頼時は夷と心を合わせて朝廷に謀反を企てていると疑われた。陸奥守源頼義
の追討から逃れるため、一族・郎党・下人合わせて５０人ほどで船に乗り、北に向かった。
海を渡り、陸地を見ても断崖ばかりで上陸するところもなく、しばらく行くと、大河があ
った。河口から何日も上がっていったが、人を見なかった。突然、大きな音が遠くから響
いてきたので、船を葦原に隠し、様子を窺った。故国の人を絵に描いたように、頭に赤い
ものを結った人が馬に乗って現れた。次から次へ千騎ほど現れ、理解できない言葉をしゃ
べりながら、馬に乗ったままどんどん川を渡る。後で調べてみると、そこは浅瀬ではなく、
水深は深かった。馬の筏という方法をとったのである。皆は恐ろしくなり、逃げ帰った。
しばらくして頼時は死んだ。頼時の子宗任法師は筑紫でそのときの体験を語り、胡国とい
う所は唐よりも遥に北にあると聞いていたが、
「陸奥ノ国ノ奥ニ有、夷ノ地ニ差合タルニヤ
有ラム」と語った。
この話は安倍頼時の北方への逃避行とそこからの帰還の話である。ここで語られている
北方への逃避行は、前九年の役の政治過程が反映している。また、この戦争で頼時の子の
宗任法師は史実においても筑紫に流されており、これも戦後処理の過程が反映している。
いずれにせよ、荒唐無稽な話ではない。ここで検討するのは、このテキストのなかで、頼
時一行は北方のどこに行ったのかということである。言い換えれば、このテキストのなか
での大河とはどこなのかということである。そして、この小文の題目が表わしているよう
に、筆者は黒竜江であった可能性を検討しようとしているのである ii 。
ところで、この話は『宇治拾遺物語』巻１５－２にも「頼時ガ胡人見タル事」と題して
収められている iii 。細部の表現は、やや簡略になっているが、基本的に同じ筋立てである。
差異がある場合、必要に応じて参照する。また、『宇治拾遺物語』では二つの話を組み合わ
せて配列することにこだわっており、この「頼時ガ胡人見タル事」が「これも今は昔」で
はじまっていることでも明らかなように、その前にある「清見原天皇、大友皇子と合戦の
事」と組み合わせて読むべきものである。いずれも、政治の主導権争いの背景にあった興
味深い話を記述したもので、その描き方について検討することも重要であるが、ここでは
あくまで、テキスト内部の記述が何を示しているかについてこだわって考察する。
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２． 細部の確認
テキストを引用して、細部を確認する。なお、原文はほとんど読み下し文であるが、一
部、漢文のような語順になっており、直接引用においては、そのような部分も読み下して
いる。
＜発端＞
えびす

おおやけ

陸奥国の奥に「 夷 」という「 公 」に従わない者がおり、それを陸奥国の守であった源
頼義が追討しようとした。そのとき、「頼時其ノ夷ト同心ノ聞エ有テ」と安倍頼時が「夷」
と結託しているという噂がたったことが発端であった。このような事態になり、頼時は、
これまで「公」に責められて勝った者はおらず、自身に思い当たる節はないが、逃げるし
かすか

かないと述べ、
「此ノ奥ノ方ヨリ、海ノ北ニ 幽 ニ見渡サル地有ナリ」と言い、北方に逃げる
ことを決意する。かすかに北に見えるということで、「見渡サル地」は北海道しか該当する
ところはない。なお、『宇治拾遺物語』では頼時を「陸奥の夷」と頼時自身を「夷」として
いる点が異なっている。
＜出航＞
くりやがわ

頼時は「我レヲ去リ難ク思ハム人」だけで移り住もうと決心し、大船一隻に、
「 厨 河ノ二
さだ とう

むね とう

郎貞任」
（安倍貞任）、
「鳥ノ海ノ三郎宗任」
（安倍宗任、貞任の弟）などの子、および郎党・
従者・料理人など５０名ほどを乗せ、大量の食料とともに出航し、「其ノ見渡サル地ニ行着
ニケル」と、何の経緯もなく目的地に着いた。『宇治拾遺物語』では、もっと明確に、「い
くばくもはしらぬ程に、見渡しなりければ、渡着きにけり」と、すぐに目的地に着いてい
る。
＜大河探検＞
しかし着いたところは高い崖が続き、船を泊めるところも見つからなかった。そのうち
に、葦原が両岸に広がっている大河の河口（「湊」）に至り、そこから人にでも会うのでは
ないかと遡って行ったが、底なし沼のようなこの大河で、誰にも会うことなく３０日ほど
たった。
＜胡人発見＞
そのころ、大きな地響きが聞こえたので、船を葦原に隠して見ていると、「胡国ノ人ヲ絵
ニ書タル姿シタル者ノ様ニ、赤キ物ノ□テ頭ヲ結タル一騎、打出」てきたので、なんだろ
うと見ていると、数多くの胡人が現われ、河岸に並んで、今まで聞いたことのない言葉を
さえずりあい

かち

２時間ほど「 囀 合 テ」から、順に河のなかに入って行った。その数「千騎」ほどで、
「歩ナ
そば

ル者共ヲバ、馬ニ乗タル者共ノ、喬ニ引付ケツヽゾ渡」っていった。
＜馬筏＞
これまで３０日ほどこの河を遡ってきたが、一か所も瀬はなかった。ここでは歩いて人
が渡ったのだから、ここは瀬に違いないと、船の人々は思った。しかし、渡河地点に来て
みると、これまでと同じように底知れないほど深く、瀬ではなかった。これは「馬ノ筏ト
かちびと

云フ事ヲシテ、馬ヲ游ガシテ渡ケル也ケリ。其レニ、歩人共ヲバ、其ノ馬共ニ引キ付ケツ
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渡シケルヲ、歩渡ト思ケル也ナリ」と判断した。
＜帰還＞
どこまで遡っても大河は続き、陸は際限もなく、もしこれで万が一事故にでも遭ったら
逃げてきた甲斐がないと一行は不安になった。そこで食料が尽きないうちに「本国」に戻
ることを決意した。それからしばらくして頼時は死んだ。
＜宗任の地理観＞
以上の話は、筑紫の人が頼時の子の宗任法師に会って聞いたものだが、そのとき次のよ
うな法師の感想も聞いている。胡国というところは、中国よりもずっと北と思っていたが
みちのく

ある

えびす

さしあい

「陸奥ノ国ノ奥ニ有、 夷 ノ地ニ差合タルニヤ有ラム」と。なお、
『宇治拾遺物語』では、こ
こに対応する、「これも今は昔、胡国といふは、唐よりもはるかに北と聞くを、奥州の地に
さしつゞきたるにやあらんとて、宗任法師とて、筑紫にありしが語り侍ける也」とある部
分を冒頭に配置している。

３． 大河、そして馬
＜発端＞と＜出航＞の記述にあるように、陸奥の地からかすかに見えて、あっさり着い
たことが示しているように、到着したところはそんなに遠いところではなく、そこを北海
道以外に想定することはできない。しかし、それ以降の記述はそれを裏切るものである。
＜大河探検＞は、３０日も遡っても大きな船を航行させることができるほどその河が深
くて長いことを示している。＜胡人発見＞と＜馬筏＞は、絵で見たような胡国の人のファ
ッションと、多くの馬を巧みに操り、深い大河を渡すことができるような技能を描いたも
のである。
まず、この大河が例えば、北海道の石狩川であった可能性はほとんどない。５０人も乗
った比較的大きな船で、３０日も遡れる川は日本には存在しない。また、例え石狩川であ
ったにせよ、人にまったく会わなかったということも考えられない。人の描き方にせよ、
絵で見たことのある胡国人としており、おそらくこの一行が見たり、聞いたりしたことの
ある考古学で言うところの擦文人、このテキスト中にある「夷」とは外見が異なっていた
ことが明確である。
また、馬に関しても同様に北海道である可能性はほとんどない。『今昔物語集』よりも後
世のものになるが、『諏訪大明神絵詞』には「日の本・唐子の二類は、其地外国に連て、形
体夜叉のことく変化無窮なり。人倫・禽獣・魚肉等を食として、五穀の農料を知ず。九訳
を重ぬとも語話を通じ（難し脱カ）」という北方地域の人について有名な記述がある。それ
に続いて、この人々の戦い方とか武器とかについての記述があり、そのなかに「男女共に
山壑を経過すと云ども乗馬を用ず。その身の軽き事飛鳥走獣におなじ」とあることは注目
できる iv 。すなわち馬を使っていないということである。もちろん、糠部の駿馬に代表され
るように、現在の東北地域は古代以来、牧が設置され、中央に馬を献上し、かつ現地の豪
族たちは強力な騎馬隊をもった v 。しかしながら、ここで育てられた馬がさらに北方に交易
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されたとか、逆に北方から牧で育てる馬を供給したというような話は聞かない。
それに対して、ここで描かれている大河が、黒竜江（アムール川）であるとしたら、馬
については、より肯定的な背景がある。前九年の役があった１１世紀の中ごろ、この東北
アジア地域はキタイ族の王朝である遼によって統治されていた。頼時一行が遡った流域が
遼の版図内であったかどうかは定かではないが、遼よりも強大な勢力はこの地域には存在
していなかった。キタイ族の主要な二大姓である耶律と審密が、それぞれ前者の原意が牡
馬、後者のそれが牡牛を意味することに象徴されるように、遊牧系の人々であった vi 。した
がって、頼時一行が目撃した大規模の馬と人間の集団の渡河というシーンも、これを東北
アジアの一角とすることによって、きわめて自然に理解することができる。
以上のように、安倍頼時一行は、＜出航＞までは北海道に着いたかのように見えるが、
それ以降の記述は、明らかに黒竜江のような大河を遡ったとしか考えられないような記述
みちのく

ある

えびす

さしあい

になっている。それは最後のところで、胡国が「陸奥ノ国ノ奥ニ有、 夷 ノ地ニ差合タルニ
ヤ有ラム」という宗任法師の言葉で決定的になる。
「夷」の地、すなわち北海道の対岸に「胡
国」が位置しているというのである。このテキストの背景にあった「事実」を想定するこ
とが許されるとすれば、現在の本州東北地域の人々が、１１世紀の中ごろ、大きな船に乗
って、現在の黒竜江まで行き、そこからさらに３０日間も遡ったということになる。現在
の地図でその距離を見て、その遠さに驚かざるを得ない。
とりのみ

宗任法師は、鳥海三郎とも称し、兄の貞任とともに父頼時に従い、源頼義・義家と戦い、
１０６２年（康平５）に降伏し、まず伊予に流され、ついで１０６７年（治暦３）には大
宰府に流されている。その意味において、筑紫の人が話を聞いたとするこの設定は自然で
ある。ただひとつの難点は、はじめに着いたところが北海道としか考えられない描写であ
るにも関わらず、いきなり舞台が黒竜江になってしまうことである。これも、宗任法師の
具体的な経験に基づいた地理的な描写が、その地域について知識のない筑紫の人が聞き取
り、脱落したと考えれば、とりあえず（十分ではないが）納得できる。
ところで、この話のなかで、
『今昔物語集』では頼時を「夷」に「同心」するものとして、
『宇治拾遺物語』では「陸奥の夷」として、それぞれ位置づけている。前者は安倍氏と「夷」
に一線を引いているのに対し、後者は同一化しているのである。おそらく、これは東北・
北海道を舞台にした前近代の歴史を見るときに誰もがぶつかる難問であろう。どちらの側
面もあったとするのが妥当であろうが、このテキストに関して言えば、次のように考える
ことができる。
『宇治拾遺物語』は「陸奥の夷」であり、安倍氏を「夷」としていることは疑いない。
『今
昔物語集』では、たしかに一線を画しており、簡単ではないが、頼時一行が船出してから、
まったく「夷」についての記述がないことは気になる。やや強引ではあるが、頼時一行に
とって東北・北海道の「夷」はとくに注意をひくような存在ではなく、自分たちの仲間、
あるいは手下であったのではないか。
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（要約）「近世朝鮮における東莱府と倭館の意思疏通」
―「両訳」関連「実務文書」を中心に ―
李

薫

＜目次＞
はじめに
1.「倭乱」以後の通交体制と対日外交窓口としての東莱府
2. 東莱府と倭館の公的な意思疏通と「両訳」
1)「両訳」の口頭伝達
2)「両訳」の「伝令」文書の伝達
3.「両訳」名義の文書と私的な意思疏通
1)「両訳」名義の文書としての「覚」
2)「両訳」と私的な意思疏通ルート
4.「実務文書」の流通と倭館
むすびに

＜概要＞
本稿は近世（＇壬辰倭亂＇）以後、新しく整備された通交體制のもとで、東萊府と倭館
の意思疏通を朝鮮側の実務者ともいうべき「両訳」が倭館に渡した「実務文書」(「伝令」
および「覚」)を通して檢討したものである。 檢討の結果は次のようである。
＇壬辰倭亂＇以後は倭館に対する孤立政策のもとで、東萊府が對日本交涉の窓口となっ
たが、公的な意思疏通ルートとは、実務者である朝鮮側の訳官(「両訳」)が東萊府使の使
者 格として倭館に出入りしながら、 口頭と文書の伝達を通して間接的に朝鮮側の意思を
伝える形であった。間接的な意思疏通形態は「両訳」が倭館側に渡す「伝令」文書にもそ
のまま反映し、東萊府から發給はするものの、「両訳」はその趣旨を倭館に伝える文書形
式であったことを明らかにした。
ところが、東萊府を窓口にするものの、間接話法をもとにする公的な意思疏通方法は、
対馬藩からみると、彼らの外交相手である朝鮮政府の意圖を正確に、また迅速に把握でき
ないという限界があった。したがって、対馬藩としは「両訳」を介したもう一つの交涉ル
ート、つまり私的な交涉ルートを必要とし、それを通して朝鮮情報を迅速に確報すること
ができた。対馬藩はこのような公·私の意思疎通ルートを適切に駆使しながら対朝鮮交渉に
対応していたことを、「両訳」の名義で作成し、倭館側渡した「覚」文書を通して明らか
にした。
一方、公·私的な意思疏通過程で生産された「伝令」や「覚」のような「実務文書」は
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朝鮮の行政文書樣式を取っているか、または個人名義の文書であり、あくまでも実務者が
參考用として倭館側に伝達したものであるため、朝日間に定められた外交相手同士でやり
取りできる往復文書ではなかった。しかし、実際には対馬藩でもこのような文書の趣旨を
朝鮮の回答として受け止めて多くの懸案を処理していた。そして、朝鮮側でも礼曹から外
交文書である書契を強いて作成しなくても懸案が解決されたため、将来、トラブルの種に
なりうる前例を外交文書として成文化しなかった点から、対日本外交の負擔を減らすこと
のできる役割をした文書として理解した。
【キーワード】
東萊府, 倭館, 両役,「実務文書」, 伝達, 「伝令」
「覚」, 間接話法, 公的な意思疏通, 私
的な意思疏通, 外交相手
z

本稿の全文は『朝鮮学報』に掲載されることが決定しているが号数などは未定である。
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Ⅲ 偽使の虚実を超えて
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偽使問題から海域史へ
橋 本

雄

１．偽使研究の前提――“方法としての偽使問題”論
本科研共同研究（通称“テキスト科研”）のひとつの柱として、“偽使史料の発掘と再解
釈”がある。本稿では、本来ならばそのための前提的基礎となるような“偽使研究史の回
顧と展望”を行なわねばならないのだが、偽使研究あるいは偽使問題に関する研究史につ
いては、すでに拙著『中世日本の国際関係――東アジア通交権と偽使問題』 i 序章でかなり
詳細に述べ、またより包括的な論点を丁寧に浚った伊藤幸司氏主筆（田代和生氏ほか各位
と共同執筆、筆者も加わる）の研究史整理 ii もあって、実証的研究の推移展開についてはこ
とさらに再論するまでもない。またごく最近、対馬島内の政治権力論や貿易商人論を軸に、
対馬研究・日朝関係史研究を格段にレヴェルアップさせた荒木和憲氏の単著『中世対馬宗
氏領国と朝鮮』iii が上梓され、その序論でも、偽使の研究史はコンパクトに述べられている。
いずれも、併せ参照願いたいと思う。したがって、本稿では、前掲拙著では説明不足や思
慮不足であった点を補足し――これまでに頂戴した二本の書評における拙著への疑問点・
質問点に対する応答が中心となる――、その後敷衍させ得た論点についてごく簡単に紹介
し、そして最後に、本科研共同研究の前提でもあり結論でもある、テキスト論の立場から
今後どのような偽使（史料）研究を推し進めるべきか、不十分ながら展望することで、責
めを塞ぐこととしたい。それゆえ、成稿にかけられる時間の制約もあって、本稿が覚書程
度の意味しか持たないことをあらかじめお断りしておく。
さて、最初に改めて強調しておきたいのは、
「偽使問題」とは、使節の真偽を問題にする
ものであるが、それだけを射程に収めるものではない、さらに先の目標がある、というこ
とである。これまた幾度も引き合いに出させて戴いて恐縮だが、なおかつ日本中世史を学
ぶ者にとっては常識に類することだと信ずるが、網野善彦氏 iv 以来、「偽文書研究」が単な
る古文書の真偽を問題にするものではなくなった、そのことを想起すれば自明のことと思
う。すなわち、それが偽文書であることを突き止めたうえで、なお、なぜその偽文書が作
られたのか、作成者の動機はいかなるものか、それを招いた歴史的背景・条件とはいかな
るものであったのか、そしてなぜ効力を持ち得たのか、その後の歴史にいかなる影響を与
えたのか‥‥等々、さまざまな問題群を胚胎した視角として、「偽文書研究」は斯界共有の
ものとなったはずである v 。
「偽使問題」なる言葉を、論題として初めて標記したのが筆者である可能性もあり――
この点、改めて調査する必要があるがいまその猶予なく宿題とさせて戴きたい――、その
意味では若干の責任を感じているのだが、実際のところ、筆者は上記の如き「偽文書研究」
の到達点を意識し、それを外交史・国際関係史に応用すべく、偽使問題（あるいは改竄・
偽造外交文書論）を展開してきたつもりである。こうした問題意識を込めて、前掲拙著で
は、遅まきながら、「方法としての偽使問題」というフレイズを提起してみた vi 。
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このフレイズが的確かどうか、分かりやすいか否かは確たる自信がないが、少なくとも、
“偽使問題は真偽を見極めるのが最終目的・最終目標ではない”ということだけは宣言で
きているのではないかと思う。大方のご理解をお願いしたい。

２．抄録簡介――拙著後の筆者の偽使研究
さて、本科研共同研究においては、海域史研究を豊かにするような「偽使史料」のテキ
スト論を展開することが目指されてきた。この間に筆者が成し得た研究といえば、僅かに
偽使問題の周縁に係るような、下記の二つの論稿に止まる（概括的な英語論文も書いたが、
さほど新味はない）。以下、本科研の成果でもあることから、両論稿の要点のみ簡単に紹介
し、また必要な限りで補足（アップデイト）を行なっておきたい。

２－１．画僧霊彩の朝鮮行をめぐって vii
筆者が九州国立博物館（日本で四番目の文化庁管轄の博物館、2005 年秋開館）に勤務す
るようになって、中世の文化財全般をいかに扱い、展示に活用するかという点に心を砕い
てきた。筆者は日明・日朝関係史を専攻してきたことからも、まずは月並みながら画僧雪
舟や『君台観左右帳記』の世界などに関心を持つようになった。そのなかで、当該分野を
リードする美術史研究者山下裕二氏の論著 viii に触れ、
「風吹き寒山」
（大東急記念文庫蔵）や
「白衣観音像」（元・萬野美術館蔵、現・相国寺承天閣蔵）を描いたことでも有名な画僧霊
彩――音が同じの法諱をもつ愚極礼才とは別人物である点、要注意――が、1463 年に朝鮮
王朝に渡ったのか否か、定見がない、とされていることに違和感をもった。日朝関係史を
学ぶ者としては、霊彩が朝鮮に渡り、そこで白衣観音を朝鮮朝廷に進献したことは『朝鮮
王朝実録』の記事 ix から明らかなことだったからである。この点につき、日朝関係史を学ぶ
者として、きっちり指摘しておく必要がある、と考えたのが当該稿「画僧霊彩の朝鮮行」
を成した動機の第一であった。
第二に、この画僧霊彩は、実は偽使の片棒を担いで朝鮮に渡海した人物であったことも
注目点の一つである。その偽使の名義は「九州都元帥源教直」、すなわち渋川教直に仮託さ
れた虚偽の名義なのであった。偽使問題を扱った拙著でも積極的に関心を向けずにはいら
れなかった所以である。とりわけ重要なのは、この教直使節が、何故に霊彩を同行させ（ヘ
ッドハンティングした？）、白衣観音像を進献させたのか（あるいは霊彩が自ら進んで白衣
観音像を進献したのか）という問題である。これは、明らかに、高橋公明氏が明らかにし
た、
《朝鮮遣使ブーム》x の先駆けであり、また長節子氏の言葉を借りれば、
“瑞祥慶賀使”xi
としての振る舞いと見なすべきであろう。すなわち、朝鮮世祖王代には、王権簒奪をした
世祖王の権威荘厳の必要性から、仏教的奇瑞・祥瑞がさかんに演出された。そして、有象
無象の倭人使節・野人使節が、国王の徳を慕って朝貢してくることは、まさしくその国王
世祖の正当性（正統性）を表象するものであった。くだんの画僧霊彩―源教直使送に話し
を戻せば、彼らが渡海した 1463 年のちょうど前年＝1462 年には、世祖王が京畿道上元寺を
訪れ、「観音現相」（別掲図版参照）に遭遇している。それは、すぐさまその年のうちに朝
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鮮王朝の高官崔恒によって『観音現相記』なる奉教撰書が作られたことからも分かる通り、
世祖王権のプロパガンダの材料として、国内（そして恐らくは国外をも意識して）にさか
んに喧伝されたものと思われる xii 。そして、恐らくそれを承けての霊彩の渡航と白衣観音像
の進献とである。高橋公明氏が鋭く指摘したように xiii 、偽使たちの的確な情報蒐集と素早い
情勢判断が、ここには明確に看取されるであろう。
ここでなお強調しておきたいのが、いわゆる“偽使派遣勢力”の中味（正体）の問題で
ある。最近、長節子氏は、夷千島王遐叉に関する専論を立て続けに公刊し、第二論文集（著
書）のひとつの柱ともしたが、そこではとくにこの偽使＝夷千島王遐叉使送の正体を、対
馬島人とのみ断定している xiv 。さらに、長氏は、寿藺らの往来によってもたらされた瑞祥慶
賀使――『海東諸国紀』所載の通交者と重なってくる――をも、ほぼすべて対馬人のみに
よる偽使だと論ずる xv 。
しかしながら、拙著でも注意深く指摘しておいた通り xvi 、こうした見方は、さまざまな使
節経営の形態や複雑な人員構成の偽使を想定してきた氏自身の過去の所論 xvii から見てもや
や特異であり、また長氏による偽使論全般を誤解させかねない点であることを今一度警告
しておきたい。こうした指摘を踏まえたうえで、なお画僧霊彩の行動から導かれる事柄と
しては、やはり対馬人のみによって偽使が構成されていたわけではない、という単純な事
実である（いわば巷間に流布しつつある“対馬一元論”への、些細な“反証”）。もとより
偽使派遣体制の構築や運営に関して、そのもっとも枢要な主導権を握っていたのが対馬宗
氏やその家臣団であったことはほぼ間違いないと思うが（実情は、そこに一部の博多商人
が参入していた、という図式だろう）、しかしながら、“対馬一元論”のみで偽使のすべて
を理解することは極めて困難だと考える。
これもつねづね指摘してきたことだが、少なくとも、対馬と直近に位置し、輸出入品の
販路として密接な関係を有してきた博多（商人）の役割というのは無視することができな
い xviii 。そして、博多から国内外に拡がる多種多様なネットワークこそが、偽使経営に必要
な物資や情報や人的資源を供給していたことは揺るぎない事実である。それを象徴するよ
うな存在が、この画僧霊彩だったのではないか、というのが当該稿で示したかった論点の
一つなのである。
霊彩は、落款遊印のフレイズに注目した卑見に拠れば、聖一派（東福寺派）三聖門派虎
かくとう じ っ ち

関下に属する禅僧であったと覚しい（霊彩は「脚踏実地」印、その師匠筋と考えられてき
はそうかい

しゃっかくし

た画僧吉山明兆は「破草鞋印」
、同じ系統と考えられる画僧（実名不明）の遊印は「赤脚子
」で、いずれもが禅の基本テキスト『碧巌録』に取材した、互いに密接な関係を有する言
葉なのである） xix 。
実は、この画僧霊彩については、拙稿とほぼ同時に、美術史研究者の荏開津通彦氏によ
る検討も加えられていた xx 。氏によれば、仮説として、霊彩が関東出身の禅僧であった可能
性が指摘されている（渡邊一氏も関東出身説を唱えるが、その改訂版・増補版というべき
位置づけである）。その鍵となるのが、最後の渡来僧として有名な、幻住派（中峰派）の■
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（サイ｛耳＋祭｝）庵明聴が開山となった浄居寺（大森氏の菩提寺、のち乗光寺、現在地は
静岡県小山市） xxi のために霊彩が製作した涅槃図である。同寺三世の友石明訓（幻住派僧）
のお声掛かりで、霊彩は同寺のための涅槃図作成をオーダーされたのだ。乗光寺は円覚寺
の末寺であって、周知の通り霊彩筆の涅槃図と図様が酷似する涅槃図が円覚寺に収められ
ている xxii 。確かに、渡邊・荏開津両氏が指摘するとおり、霊彩は円覚寺蔵涅槃図をベイス
に、浄居寺涅槃図（現・大蔵経寺蔵）を作り上げたと考えるのが妥当だろう。少なくとも

霊彩には、円覚寺蔵涅槃図を参照する機会を得る立場にあったと考えられる。筆者は、卑
見の“霊彩＝聖一派僧”説とも矛盾しないこともあって、霊彩が関東出身の僧であった可
能性には基本的に賛意を表したい（もっとも、拙稿にて述べた通り、禅僧とは雲水――諸
国行脚――が修行の基本スタイルなので、関東出身に拘泥することもないのだが）。拙稿で
．．．
も述べた通り、偽使通交の実態を解明していくには、こうした零細な人間を地道に発掘し
て素性を確かめていく作業を、今後とも進めていかねばならない xxiii 。そのためにも、美術
史や文化史の力も借りて、“モノから見た日朝関係史研究”を志向していかねばならぬだろ
う。
また、くだんの拙稿においては、この『観音現相記』が京城帝大からソウル大学校に引
き継がれているはずだ、との高橋公明説の示唆 xxiv に従って、先年、奎章閣文庫を調査した
ところ――1996 年９月中旬、木村直也・鶴田啓・米谷均各氏らとの共同調査である――、
『観音現相記』の存在を確認することができた（ただし実物は実見できず、マイクロ写真
のみにて閲覧）。
同書の巻頭には上掲の図版が掲げられ、上元寺における「観音現相」の様子が劇的に描
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かれる。もっとも、どのようにして図に見えるような巨大な観音様が「現相」したのか、
という点に関してはまったく成案なく、長節子氏の御教示に拠れば、大きな幡のような観
音図像が寺刹奥に掲げられたのではないか、とのことであった。傾聴に値する見解であろ
う。具体的には、鏡神社所蔵の巨大な楊柳観音像（水月観音像とも。竪 429.5cm、横 254.2cm、
しかも一枚の画絹に描かれている xxv ）の如き絵図を想起すれば良いのかも知れない。
なお、『観音現相記』の本文（全文）そのものに関しては、長文であるため、ここに再掲
することはしない。拙稿「霊彩の朝鮮行」をご覧戴きたい。また、今後、『観音現相記』の
朝鮮国内での流通がどれほどだったのか、別途、機会を設けて検討してみたいとも思う。
大方の御教示を乞いたい。

２－２．室町幕府の対朝鮮外交における国書の改竄・偽作問題について
近年行なった筆者の「偽使研究」の二つめは、前掲拙著や別稿「「遣朝鮮国書」と幕府・
五山」xxvi のなかで宿題としていた、室町幕府外交における国書の改竄・偽作問題であった。
本課題に関しては、実は 1997 年頃までには、すでに基礎的な史料蒐集や調査・分析を終え
ていた。本来は先に検討結果を公表すべきだったのかも知れないが、もう少し全般的な改
竄・偽造の歴史的背景を究明してからでないと、ある種の“読み違え”をしてしまう虞が
あると考え、拙著（博論第二部）におけるような幕府外交体制崩壊過程の研究にまず本格
的に取りかかることとした。そしてその過程で、やはり、なぜ遣朝鮮国書の改竄・偽作が
起こりうるのか、そのタイミングはいつなのか、国書箱には鍵があるのか否か‥‥等々、
ごく基本的な事実関係が喫緊の課題として浮上し、室町幕府・京都五山における外交文書
の作成・発給（正確には交付）過程を考究した、というのが実情である（別稿「「遣朝鮮国
書」と幕府・五山」）。
その後、さらに慎重を期して精査や再検討を続け、ようやく博論の一部を拡充させるか
たちで、日本史研究会 2006 年度大会報告「室町政権と東アジア」xxvii にて最終的な結論を提
示するに至った。その論究方法を端的に表せば、京都出発前の書契（案）と、朝鮮王朝到
着時（『朝鮮王朝実録』記載時）の書契とを比較し、何らかの経済的・文化的・社会的メリ
ットを想定できるような有意な差異を見出した場合に、改竄ないし偽作が施されたと認定
したのである xxviii 。
そして、ここから、以下のような事実が導き出された。本科研共同研究者が互いに狎れ
合わないためにも、高橋公明氏および池内敏氏の議論に対する異論を中心に紹介しておき
たい。
第一に、有意な日朝の史料が揃えられた室町期のすべての事例 30 を検出した結果、確実
に改竄が成されたと覚しきものが８例、十中八九改竄行為が加えられたものが４例、確実
な偽造（最初から国書をでっちあげること）が１例 xxix あることが判明した。また一方で、
日朝彼我の文献史料が揃っており、しかも誤植程度のレヴェルで完全に一致する国書は８
例に止まった。もっとも、日朝いずれかの史料を欠いて一致不一致の不明なものが 14 例（全
体の約半数）あるため、改竄事例数が多いか少ないかは確言できない。しかしながら、率
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直な印象として、少なくとも二回に一回程度の割合で改竄が行なわれたとすれば、やはり
多いと言わざるを得ないのではないか。問題は、その改竄主体が誰かということであるが、
これは改竄の結果、誰にメリットが及ぶかを考慮することでおおよその見当を付けること
ができる。京都・幕府を出発した当の使者であったり、博多商人であったり、対馬宗氏で
あったり、と様々だが、もっとも事例の多いのは、常識的にも、最後の対馬であった。
第二に、室町幕府の外交姿勢、具体的には外交称号論に係る問題へのコメントである。
かつて本件について先駆的な立論をした高橋公明氏は、外交称号「日本国源某」ないし「日
本国王源某」の使い分けに、律令的秩序が反映していると論じた。すなわち、前者は征夷
大将軍在職中につき「王」字を用い得ず、後者は将軍辞職前・後につき律令官制から自由
であったため「王」字を採用し得た、という理解である xxx 。しかしながら、その根拠とさ
れた外交文書四件（Ａ1447 年南禅寺請経使[正使:文渓正祐] xxxi 、Ｂ1482 年大和円成寺請経使
[正使:光信首座(出発時)→栄弘首座(到着時)] xxxii 、Ｃ1503 年日朝牙符制更新求請使[使者名不
明] xxxiii 、Ｄ1542 年寧波の乱後修交斡旋求請使[正使:心月受竺] xxxiv ）につき、上記の通り改竄
の有無を調査したところ、対馬宗氏らの改竄を経たものである蓋然性が極めて高いことが
判明した。改竄後や偽作された遣朝鮮国書にあっては、「日本国王源某」の如く「王」字を
用いるのが通例であることも無視できない（その方が朝鮮朝廷側の“受け”が良かったた
めだろう）。したがって、とりわけ朝鮮史料に残る遣朝鮮国書の外交称号のみから、幕府の
外交姿勢――室町殿の政治的立場と外交称号の関係如何――について立論するのは危険で
あると言えよう。さらなる検討を要する問題と考えるが、筆者は、現在のところ通説通り、
義持以下の室町殿が「日本国源某」号を用いたのは、幕府周辺に残る朝鮮蔑視観の影響だ
と考えている。
第三に、この第二点と密接に関わる、対称（他称文言）としての「日本国王」号問題で
ある。瑞渓周鳳撰『善隣国宝記』所載の朝鮮国書に「日本国王」号（「王」字あり）がない
ことに関して、近年、池内敏氏は、瑞渓自身による「王」字刪除説を提起した xxxv 。若干の
ニュアンスの相違はあるが、同様の結論は、韓日関係史研究者閔徳基氏 xxxvi 、日本思想史研
究者Ｋ．Ｗ．ナカイ氏 xxxvii も示すところである（そのもととなるのが新井白石の言説――文
字通りのディスクール――であった）。池内説の根拠は、非常にある意味で分かりやすい。
“「日本国殿下」なる宛名書は不自然だ”というものだ。確かに、現代的感覚からすれば不
自然かつ不可思議な宛所と言えよう。だが、自称文言（室町殿の自称）が（おおむね）「日
本国源某」（「王」字なし）であったからには、むしろ朝鮮朝廷が「王」字をわざわざ書き
加えて返書を成す方が心理的・政治的ハードルが高かったのではないか。これが筆者の疑
念の根幹である。そして、このことと符節を合わせるかのように、朝鮮側が確実に「日本
国殿下」と宛名書した国書の例が二件あり、しかもそれがそのまま『善隣国宝記』に収載
されているのである xxxviii 。つまり、瑞渓周鳳が『善隣国宝記』を編纂する段階でわざわざ「王」
字を刪除したと考える必然性はなくなる。むしろ第一に瑞渓は朝鮮側から送られてきた外
交文書の文言を正確に書き留めようとしていたと見るべきであり、第二に、しかしながら
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瑞渓自身の嗜好（趣向）としては、「王」字は室町殿にふさわしくないことから xxxix 、「王」
字の着いていない朝鮮側国書を優先的に選んで『善隣国宝記』に収載した可能性が高い、
と考えるべきであろう。したがって、近世史でも優勢を占めつつある瑞渓の「王」字刪除
説そのものは、事実レヴェルの問題としては成り立たないと考えられる。

３．拙著に関する補足的説明――高橋公明氏・関周一氏の書評に応えながら――
次に、本節では、前掲拙著に寄せられた高橋公明氏 xl や関周一氏 xli による書評における疑
問点に応えるなかで、誠に私利私欲的な振る舞いながら、偽使研究のベイスアップを図り
たい。これは、みずからの偽使研究の基礎固めを期するとともに、偽使研究史上の共通見
解を形成していくための方途たりうることを確信するためである。
中世日朝関係史研究を代表するお二人から戴いた書評であるため――書評の労を執って
戴いたこと、過分な評価を頂戴したことに関しては、お二人に衷心より感謝申し上げる―
―、さすがに要点（急所！）を突いており、拙著における説明不足や認識の欠落、論理の
飛躍などが的確に指摘されていたと思う。御教示には重ねて深謝申し上げる。
したがって、誤解を招かぬようにあらかじめお断わりしておくが、かかる御指摘に私な
りに真摯に応え、対話の回路を開くことによって、いささかなりとも偽使研究の向上に寄
与したいというのが筆者の本意である。自説に拘泥し、論駁することを趣意の第一にする
ものではないということを、あらかじめ明記して断っておきたい。
なお、以下の行論では、特別な場合を除いて逐一脚注を着けることはせず、高橋（公明）
書評、関（周一）書評と呼び、必要に応じて頁数を付記する。こうした「応答」や「対話」
を経た後に、本科研共同研究に即したかたちで、いかに今後の偽使（史料）研究を進める
べきか、考えてみることとしたい。

３－１．高橋公明書評への応答その１
――日朝牙符制の制度的位置づけをめぐって――
高橋氏の拙著への疑問は複数あるが、史料を解釈するための前提的理解に関わるものが
大きい。本科研の趣旨とも大いに重なるので、その主要な二点について応答を試みたい。
第一に、日朝牙符制の実効性についての疑問である。日朝牙符――朝鮮王朝-室町幕府間
に 1474 年に導入され、1482 年に発行した象牙の勘合制度の割符のこと――が稀にしか遣朝
鮮国書に記載されることがなく、「もしこれが「日朝牙符制」というような制度として定着
していたとするならば、
「牙符」の持参と外交文書内での明記によって使節の正当性を保証
しようとするのではないのだろうか」。偽の大内氏使送（1473 年・1474 年）が割印「通信
符」の捺されていない書契を齎しながらまったく問題とされなかった例を引き合いに、氏
は、さらに次のような疑問を呈する。「「日朝牙符制」は‥‥使用された形跡があり、かつ
〔1504 年に―橋本注〕更新までされている。何らかの意義があったことは間違いないが、
はたして制度として双方が明確に了解していたのであろうか。言い換えれば、著者〔橋本〕
が推定するように、日本国王使は〔牙符を〕必ず持参していたものなのであろうか」
（以上、
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高橋書評 58～59 頁）。
この点は大変頭の痛い問題である。確かに、高橋氏の指摘する通り、国書に牙符の号数
が明記される例は少ない（拙著 198～201 頁の表８）。しかし、筆者は、やはり前後の状況
から、原則として、朝鮮に渡る日本国王使は日朝牙符を携行する義務を負っていたと考え
る。
その最大の理由は、高橋氏も認めているように、1504 年、日朝牙符の左右が入れ替わる
かたちで更新された、という事実に求められる。つまり、日朝双方（ただしこの場合の「日」
は事実上対馬およびその後背勢力たる大内氏や大友氏ら）のお互いが日朝牙符制に信を置
いていなければ、考えがたい事態だと思われる。もし、牙符制が制度として定着していな
かったとするならば、こうした更新が行なわれた事態は、どのように理解すれば良いのだ
ろうか。
そして、拙著のなかでも述べているように、偽使派遣勢力たる対馬宗氏が保管し得た牙
符の枚数たるや、せいぜい四枚程度であったと考える（恐らく第一～第四の牙符）。つまり、
牙符の番号のローテイションは極めて小さく、10 枚あるはずの牙符を何故フルに用いない
のか、朝鮮朝廷側から訝しく思われても無理はない。そうした負い目があればこそ、何番
の牙符を携行したなどと国書には明記しなかったのではないだろうか。また、偽日本国王
使や偽王城大臣使のクラスは牙符を携行するのが双方の了解事項であって、だからこそわ
ざわざ明記されなかったとも考えられるのである。
筆者は、実際には履行度・実施度が八・九割に過ぎなかったかも知れないが、やはり拙
著で示した通り、朝鮮への「日本国王使」は（国書に記載されていない場合でも）牙符を
携行していったものと推測する xlii 。

３－２．高橋公明書評への応答その２
――朝鮮への「琉球国王使」の真偽をめぐって――
高橋氏の示す第二の疑問点は、筆者が拙著第二章で「「割印制〔朝鮮への「琉球国王使」
が書契に割印を捺して査証手段とした制度―橋本注〕が発足した背景を考察するなかで、
琉球の政治的な状況を考慮する必要がないという評価」を示したことである。これは、筆
者が、割印制の開始に関して、「博多商人が「琉球王国側の意向とはまったく関係なしに」
提案したものだと推定し」たこと、そして「これ以降の偽琉球国王使も基本的に琉球とは
関係がないという立場で説明している」という点から導かれた見解らしい（以上、高橋書
評 59～60 頁）。しかしながら、これはまったくの誤解であるので、是非ともここに訂正さ
せて戴きたい。

．．．．．．．
筆者は、この当時の朝鮮への「琉球国王使」が、琉球本国と関わらなくても仕立てられ

得た、と述べただけであって、琉球王国との接触を全否定したことはないのである（琉球
王国とすべての「琉球国王使」とが無縁であったと言ったことはない）。たとえば、1479 年
に琉球からの済州島人漂流民を送還した博多商人新四郎の、琉球から薩摩、高瀬経由の博
多に至る「ネットワークさえあれば、薩摩あたりで南方物産を入手することは十分可能だ
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から、琉球の王府や諸勢力の関与を必ずしも前提せねばならぬわけではない」
（拙著 107 頁）
と考えている。また、在琉球の日本人通事が「一度ならず長期的に、博多商人勢力と共謀
していた」（拙著 109 頁）可能性を指摘した。筆者は、あくまで実証主義の立場から――素
．．．．．．．
朴実証主義かも知れぬが――、「琉球本国と関わらなくても使行を成り立たせえた」と結論
したまでのことである（拙著 109 頁、傍点原文。なお拙著 103 頁にも同趣旨の指摘あり）。
琉球王国側の意向をまったく度外視して「琉球国王使」の存在を考えているわけではない
ことを改めて強調しておきたい。念のため、筆者の結論を一言で示せば、「琉球王府との関
係が確定できない情況で、使行を成り立たせうる確実な条件がただ一つだけある。ほかで
もない割印制である」（拙著 108 頁）ということに過ぎないのである。
これに関連して、高橋氏は、かつて、偽琉球国王使登場の契機・背景として、
「第一尚氏
から第二尚氏への王朝交替と関連させて説明し」たことにも触れる。これもまた大変重要
な論点で、王朝交替がいかに琉朝関係に影響を及ぼしたかはいまだに明らかになっていな
いというのが実情だろう。これについて高橋氏は、「おそらく琉球の代理人として朝鮮貿易
を継続していくことに対する危機感があったからではないだろうか」
と述べる（書評 60 頁）。
これは、かつての氏の論稿においては、「クーデターが何らかの不利益につながるという判
断に基づいてとられた対応と考えられる」としていた点である xliii 。この「危機感」が存在
したであろう点は、筆者も同感である。第二尚氏王朝がどのような対外交易政策を採るか
未知数のなかで、これまで通りに朝鮮王朝への使行を安定的に請け負うことができるかど
．．．．
うかの確固たる保障はない。そうであれば、博多商人が最終的に自らの力で使行を完結さ
せるための手段を講ずることは十分に考えられよう。それこそが書契-割印制だと筆者は考
えたのである xliv 。
また、高橋氏は、
「彼ら〔送還された朝鮮人漂流民―橋本注〕は送還してくれた使節〔1473
年の「琉球国王使」新四郎ら―橋本注〕が偽者であったことを知らなかったのであろうか」
とするのだが――なお、高橋説の想定では、偽使はウソを吐くものだということを前提に、
「漂流人は〔偽使である〕新伊四郎〔新四郎〕と共犯であった」となっている xlv ――、むし
．．．．．．．．
ろ筆者は新四郎が使者としては本物で、外交文書をすりかえるタイプの〈偽使〉であった
と見ている（拙著 104 頁）。一口に“偽使”と言っても、実際には様々なパタンがあり得る
ということを“フレキシブルな偽使体制”という言葉で表したのだが（拙著 108 頁）、理解
されなかったようである。率直に、自らの舌足らずを反省したい。
だが、高橋氏は、依然として、この「琉球国王使」を、第二尚氏王朝と親密でない勢力
が博多商人と共謀して仕立てた偽使だと主張するのであろうか。朝鮮人漂流民の供述を読
む限り、彼らが琉球王府（第二尚氏王朝）そのものと無関係であったと解釈する方が困難
だと思うが、如何であろうか。こうした理解は、“偽使はウソを吐くものだ”という前提が
アプリオリに措定されてしまった結果なのではなかろうか（本稿最終節も参照）
。
筆者は、“逃げを打っている”と揶揄されかねないけれども、ともかくも、最終的に――
朝鮮半島に渡る前までに――博多商人が（対馬宗氏の協力を得て）琉球国王名義の書契（国
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書）をでっちあげ、恐らくは琉球本国から依託された咨文を破棄して、偽造（捏造）書契
の方を朝鮮王朝にもたらした、それをもって〈偽琉球国王使〉が通交を成就させ得ていた、
と推察している。くどいようだが、それが、〈偽琉球国王使〉を成り立たせるメカニズムで
あり、筆者の想定する書契-割印制の効用なのである。それゆえ、筆者は明確に「偽琉球国
王使」と表記することを、実証主義の立場から採らない次第なのである。
ただし、“逃げ”を打っているばかりでは、偽使研究は深まらない。それこそが、海域史
研究に貢献するための方法論提示という、本科研共同研究の主題だからでもある。そこで、
いわゆる実証主義的な根拠にはいささか乏しいが、たとえば、博多商人によって確立され
た書契-割符制が施行（1471 年）されて以後、崩壊（1493 年）するまでの間、実際に琉球本
国（第二尚氏王朝）から使行を依託され、博多ないし対馬において外交文書や使者をすり
替えた――ホンモノの咨文→ニセモノの書契、あるいは、ホンモノの使節→ニセモノの使
節――可能性が高い例としては、以下の三例を挙げておきたいと思う。
(a) 1471 年「琉球国王使」（もともとの正使は平義重であって、すり替わり後の使者は自
端西堂・佐藤信重となった）：書契-割印制を提案し、朝鮮王朝との定約に成功。
(b) 1479 年「琉球国王使」（正使新四郎）：済州島人漂流民金非衣らを送還。
(c) 1480 年「琉球国王使」（正使敬宗）：朝鮮人漂流民送還。
筆者は、少なくともこの三例については、国書および正使のすり替え型の〈偽使〉であ
る蓋然性が高いと考えている（とりわけ漂流民の送還は、誤魔化しの利かない範囲が極め
て大だと思われるからである）。つまり、真使に限りなく近い偽使だと評価することさえ許
されよう。
そして、同じ期間に朝鮮に通交した、他の六例については、まったく“無”の状態から
捏造した、まがうことなき（？）偽使であると評価する。――これで、卑見の曖昧な部分
も、ある程度は解消できたのではなかろうか xlvi 。

３－３．関周一書評への応答
――中世日朝関係の「構造変動」の理解をめぐって――
ついで関周一氏から寄せられた書評に対して、可能な限りで応答してみたい（いますぐ
に応えきれない問題も数多い）。論点は多岐にわたるが、是非とも誤解を解いておきたい一
点のみ、本節では取り上げることとする。節の副題に示した通り、「中世日朝関係における
構造変動」についてである。そして併せて、筆者の偽使研究およびそれをいかに日朝関係
史のなかに位置づけるのかの問題意識を、改めて開陳することとしよう。
関氏は、筆者の議論を丁寧に追うなかで、卑見に関して、
「中世の国際関係は、国王外交・
貿易が全てではない」と述べ、「日本国王使はそのような多様な使節の一つに過ぎない」と
評価する。さらに、「幕府が規制しようとしたのは、直接室町殿に関わってくる偽日本国王
使や偽王城大臣使であり、九州の通交者らはそもそも規制の対象外である」として、「日朝
関係については〔室町幕府によって〕編成されなかった部分の方が大きいのではないだろ
うか」と主張した。それゆえ、筆者（橋本）の論ずるところの「中世国際関係の構造変動」
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――室町殿が日朝牙符制導入を提案したり、「二人の将軍」が併存対立状態に陥ったときに
日明勘合や日朝牙符を自身の保身のために切り売りして外交権の実質的保持者が下位の地
域権力に移ったりしたこと――を、果たして「構造変動」と呼べるのか、という疑義を呈
したのである（関書評 83～84 頁）。
ただ、改めて述べるまでもないことかも知れないが、筆者は、日朝関係における《国家
．．
外交》を、幕府外交（日本国王使の派遣や回礼使・通信使の受け容れ）のみと主張したこ
とは一度もない。日朝関係における多元的通交体制というのはもはや“常識”となってい
．．．．．．．
る（もっとも、この“多元性”の少なくない部分が、ニセモノたちによる多元性であった
かも知れぬ可能性を追究すべく、近年の偽使研究は進められてきたという側面も強い）。こ
の大枠を一度たりとも無視したことはないのだが、誤解を招いてしまったようである。こ
こに訂正させて戴きたい。
さて、この問題はこれに止まらない。恐らく、日朝関係史の総体をどのように描いたら
良いか、その見取り図をどのように描くか、という大きな問題がここには伏在しているの
ではないだろうか。たとえば、“多元的通交体制”を強調する向きは、その平衡性・水平性
に注視する。日本国王使たりといえども、さまざまな朝鮮への通交者のひとつに過ぎない
のだ、という理解である。一方で、韓国の韓日関係史研究者の間では、
「敵礼的交隣」と「羈
縻圏交隣」という概念が用いられる xlvii 。前者は、両国の官位職責などの相当する役所（な
いし担当者）同士がやりとりするものであり（たとえば国王同士）、後者は対馬や九州各地
の通交者などをあたかも「羈縻」するかの如き通交関係の構築・維持の謂いである（たと
えば受職人・受図書人など）。ここには、重層性への配慮が見られる。高橋公明氏の「朝鮮
外交秩序」 xlviii も然りである。
ところが、これに対応するような日朝関係史の見取り図が、室町日本側からは提示され
ていない。室町日本にとって日朝関係がどのような構造を有していたのか、いかなる歴史
的意義を持っていたのか、その点に関する見取り図がこれまで明示されてこなかったと考
えるのである。それゆえ、筆者は、中世日本に即して《国家》と《地域》の軋轢・相克関
係が良く見えるような素材として、日本国王使や王城大臣使の偽使問題を取り上げたので
あった。
筆者のこうした議論の構えが、従来型の日朝関係史研究のスタイルからやや懸け離れて
いたこと、にも拘らず十分に熟した説明を出来てこなかったことは認めざるを得まい。だ
が、これも、日本史を東アジア史に組み込むための座標づくりを考えてのことなのである xlix 。
そして、筆者の認識からすれば、室町幕府外交こそ、日朝関係史研究のみならず中世国際
関係史全般で実証的研究が遅れている分野（の一つ）だ、と思われたのである l 。
確かに、筆者は、関氏の指摘する通り、「「室町幕府外交体制」を実態よりも過度に評価
しているきらいがある」
（関書評 83 頁）のかも知れない。しかも、関周一氏や長節子氏、
荒木和憲氏らの如く、足腰のしっかりした“環玄界灘地域”論を展開できていない――と
言われれば、まったく返す言葉もない。この点は深く反省するところである。

- 157 -

しかしながら、それでは、室町幕府外交を、果たして日朝関係史のどこに・どのように
位置づければ良いのだろうか。対馬や九州とは異なる、半ば外在的な闖入者の一つとして、
例外的に位置づければ良いのだろうか。室町幕府外交の構造と展開、その消長などについ
て、これまでの日朝関係史研究では十分な注意を払ってきたであろうか。
こうした問題関心を抜きにしては、なぜ、偽使派遣勢力が偽日本国王使の創出にこだわ
ったのか、理解しがたいように思う。その背景には、言わば東アジア規模で「国王間外交」
を重視する文化――いま仮に“東アジア外交文化”とでも呼ぶことにしよう――が抜きが
たく影響していたのではないか li 。その意味で、朝鮮に送り込まれた使節の（種類の）“数”
という問題ではなく、“東アジア外交文化”に即した“質”の問題として、筆者は中世日本
国際関係の「重層性」に注目したのである（これが関氏の指摘する、筆者の室町幕府外交
の「過大評価」の所以だとも言えよう）。
また、日本側史料と朝鮮側史料とを突き合わせることによって（この点も本文前述参照）、
真偽を弁別することを（比較的）実証的に行なえる「日本国王使」・「王城大臣使」こそ、
偽使研究のモデルケースとしてむしろ相応しいとも考えている。そして、まさしくこれら
の偽使問題（真偽問題）を論ずることは、不分明な《国家》と《地域》に楔を打ち込むた
めの恰好の素材なのではないだろうか。筆者はこのように考えている。
なお、日朝関係史の転換点として三浦の乱を位置づけるのは妥当でない、という卑見に
ついては、かなり強い筆致で関氏は批判を加えている（「室町幕府外交に引き付けて論理を
構成した矛盾が、三浦の乱の評価（二九八～三〇〇頁）に表れている」、「著者の評価は、
日朝関係史を《国家外交》（日本国王使の派遣）のみであると狭く理解しない限り（この理
解には従えない）、成り立たない」。関書評 84 頁）。確かに、筆者の書き方は通説批判に急
で、誤解を招くような書き方であったことは認めざるを得ない。ただ、筆者の言いたかっ
たことは、上述の意味における「中世日朝関係史の構造変動」の中核に、1510 年三浦の乱
を位置づけることはできない、ということであった。日朝関係が《国家外交》のみで構成
されるとは筆者も毛頭考えていないのはもちろんだが、しかし、対馬や博多の偽使派遣勢
力にとって、どうして偽日本国王使が必要だったのか、彼らにとっての偽使問題――偽使
派遣体制を維持・回復・発展させるという問題――が偽日本国王使に収斂していくのはな
ぜか、という問題はやはり考えておかねばならぬポイントであろう。だからこそ筆者は偽
使問題の象徴的存在として偽日本国王使の歴史的創成に重きを置いて見たのである。
したがって、別の観点から――たとえば関氏の挙げる例では「偽使派遣勢力たる対馬の
人々にとって欠かすことができない場」として三浦を重視する観点から――、三浦の乱が
画期であったと見なすことはもとより可能であろうし、そのような立場を否定つもりもな
い。ただし、端なくも関氏が偽使派遣問題に引き付けて三浦の歴史的存在意義を述べたよ
うに（関書評 84 頁）、すでに上は《国家外交》から下は《地域通交》のレヴェルに至るま
で、その外交・通交・貿易の実権は、かなりの部分が対馬に掌握されていたと考えられる。
偽使派遣勢力がもっとも希求したであろう「日本国王使」は、すでに手元に引き寄せられ
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ていたのである（真使が趨勢を占める状態から偽使がメジャーになる状態への変動――つ
まり筆者の考える「構造変動」――が、三浦の乱以前に終わっていたという仮説は、筆者
の研究と言うよりもむしろ長節子氏の研究から導かれる）
。逆に言えば、三浦の乱を、どの
ような意味で「構造変動」の画期と見なせるのか、今後改めて位置づけていくことが新た
な課題として浮上してきたと言えよう lii 。
最後に、くどいようだが、三浦の乱を、たとえば「朝鮮外交秩序」の転換点として位置
づけるのは、通説的日朝関係史の見方からすれば、ある程度は正しいと思う（三浦の乱以
前がすべて真使で、以後がすべて偽使だという安直な歴史像は克服されたけれども、確か
に、三浦の乱で通交権をほぼ完全剥奪されたのは対馬にとって極めて重大事であった）。た
だし筆者は、それとはまた別の視角――「構造」として日朝関係史を見る視角――から、
画期がどこにあるかを考えるべきだ、という見地に立っているということを表明しておき
たい。
やや責任放棄のように聞えるかも知れないが、日朝関係史の画期は、実際のところ、い
くつあっても良いと思う（というより複数存在するのが普通であろう）。ただし、それぞれ
がいかなる意味での画期であるかを明示することこそが重要である liii 。その意味では、卑見
は全体的構想・叙述として確かに不完全であった。全体像の提示については、筆者などに
は手に余るし、現在その準備も能力もないので、挙げて後考に委ねることとしたい。

４．偽使研究の今後の課題
本稿の最後に、現下考えられる、偽使研究の課題と展望とについて、二点ほど述べてお
こう。これについても、関周一氏の拙著書評や高橋公明氏の論稿が非常に参考になる。併
せて、関連する過去の拙稿も適宜参照しながら、「今後の課題」を展望していきたい。
第一点。偽使の比較史・世界史の必要性。博多商人の偽使派遣活動への参画を重視する
関周一氏は liv 、「東南アジアの港市などにおいても、外交のノウハウは蓄積されていたと思
われ、日本史の枠にとどまらない広範な視点から考察していく必要がある」
（関書評 85 頁）
と述べる。これには筆者もまったく同感であり、実はすでに、日韓歴史共同研究委員会の
共同執筆に係る「＜学説史＞偽使」の最後に――これは筆者が希望して入れてもらった趣
旨の文章だと記憶しているが――、ほぼ同様の見解を示していた。やや長文だが、偽使研
究の“これから”を考える上で極めて重要だと考えるので、引用しておこう。
「世界史的視野からみた偽使研究」
偽使の行為は、中世日朝通交の場にのみ存在する特異な事例ではない。この類のこ
とは、世界史的視野からみても数多く確認することができる。例えば、印鑑の偽造や
違法的使用、公文書や通行証の偽造や改ざん、権力者への名義すり替えに伴う様々な
違法行為は、程度の差こそあれ、人間の欺瞞的行動の現れとして、洋の東西を問わず
存在が確認されている。偽使行為が生まれる歴史的背景、その存続を許容する環境、
国家的な体制と国際法との関連などの視野から、偽使の国際的比較研究も今後の課題
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として残されている lv 。
つまり、“偽使の比較史”“偽使の世界史”ともいうべき主題が必要だと考えるのだ。こ
れは、歴史的に面白い現象があちこちから掘り出せるものであろう。きっと豊富な事例が
そこかしこに眠っているに違いない。
しかし、それは確かに興味深い事柄なのだが、偽使（らしきもの）はあまりに東・東南
アジアにおいて普遍的に見られる、というのも事実である。たとえば、16 世紀前半のポル
トガル軍総督アルブケルケ麾下の貿易商人ジョルジェ=アルヴァレス――ザビエル日本開
教の最大の功労者と言われたヴァレスとは同名の異人である―― lvi 。1514 年（or1513 年）
に彼は明帝国への朝貢使節として、マラッカ（ムラカ）港を出発する。ポルトガルは、そ
れまで明と朝貢・冊封関係を築いていたマラッカ王国の使節だと詐って、勘合貿易の参入
を目指したらしい lvii（あるいはその先に、中国布教構想の実現を目指していたのではないか）。
もう一つ挙げるとすれば、著名な、16 世紀後半のクアトロ=ラガッツィ（天正遣欧使節団）。
本当に伊東マンショが本当に大友宗麟の名代であったのかどうか、その根拠となる「ラモ
ン書簡」の信憑性（テキストの史料批判）をもめぐって、松田毅一氏（偽使説） lviii と若桑
みどり氏（真使説）lix は意見を分かつ。さらには渡辺美季氏が新史料をもとに検証した、17
世紀初頭、朝鮮侵略時の捕虜となった茅国科の身分詐称の事例 lx 。これもまた、一種の偽使
と認めて差し支えないように思う。
このように、偽使ないしそれに類する存在は、世界史的・アジア史的・海域史的に偏在
する。それゆえにこそ、ただ単に比較すれば良いというものでもあるまい。むしろ、ある
時代の某国・某地域では、いかなる国境管理体制が敷かれ、どのようなパスポート（査証
システム）が存在したのか、またどういった人間集団が国境をうごめいていたのか、歴史
的・地政学的変化はどんなものだったのか――といった、《国家》と《地域》（あるいは海
域）のせめぎ合いの場として、比較研究はなされていくべきだと考える。そして、これが
実はすでに偽使研究の範疇を超えようとしていることも、また明らかであろう lxi 。まさしく、
海域史のための偽使（史料）研究が必要な所以である。
第二点。豊饒な情報を秘めた偽使史料という視点。偽使研究のうち、その関連史資料に
関する研究方法――あるいは偽使史料の“活かし方”――については、高橋公明氏の提言
が極めて明快かつ重要である。高橋氏は、最近の論稿「久辺国主のウソを読む」lxii において、
次のように述べる（160～161 頁）。
これまでの偽使研究において、それぞれの使節を偽使か否かを認定すること、そして
可能であれば、使節が誰で、どこの誰が派遣したのか、というようなことを検討する
ことが主たる関心であった。言うまでもなく、実証史学としては当然の態度である。
ただし、私自身の主たる関心は、必ずしもそこにあるわけでなく、むしろ、それらの
使節が表現したウソに関心があるのである。／‥‥／偽使とはいえ、その時代に確実
に朝鮮に現れた使節である。それらの使節がどのようなウソをついたにせよ、当時の
現実を間違いなく反映しているはずである。どんな奇想天外なウソでも現実を反映し
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ていないものなど存在しないのではないか‥‥。
要するに、偽使の吐いたウソの質や中味を検討することで、情報史・情報論的な立場か
ら、偽使研究に厚みをもたせよう、という提言である。従うべき見解であり、偽使論には
まだやるべきことが数多ある、ということが明らかである。
なお、氏の行論のなかでは、筆者の“実証的”研究も（長節子氏の研究とともに）槍玉
にあげられている。確かに、偽使の言動や改竄・偽造外交文書に描かれた情報の性格から、
使節の真偽判定をするのが、筆者の採った“素朴な”研究手法であった。そういう意味で
は、“偽使のウソ”に正面から注目した高橋氏の視点は、新たな偽使史料論の明示的提言と
して確かに貴重であろう。史料批判や構築主義的な史料の読みが必要なことは、言語論的
転回以後の言わば“常識”だからである。
しかしながら、これまでの拙稿・拙著が、上掲の高橋氏の主張に類する視点をまったく
欠いていたかと言えば、そうでもないと思う。筆者がもっとも熱心にウソの解明に取り組
んだのは、王城大臣使、
「琉球国王使」、「日本国王使」のそれらである（前掲拙著第一章・
第二章・第五章）。たとえば、人名や彼らの語る世系、大蔵経求請に至った経緯などについ
て見れば――いちいち挙例しないが――、明らかに“ありそうで、存在しないウソ”が満
載されていることに気付く。むしろ、そこからウソの類型化が可能で、偽使の製造パタン
が見えてくることすらあった（畠山殿名義の偽使がその頂点的存在）
。また、拙著終章でも
述べている通り、“偽使の技法”のなかには、偽使派遣体制を守るために、情報操作や捏造
を行なう場合があった。そして、何よりも事態を複雑にさせるのは、たとえまがうことな
き真使であろうと、虚偽の情報を提供することは日常茶飯事だから、使節の真偽と情報の
真偽が一致しないのは言うまでもない。
このように、偽使には様々な虚偽や真正の要素が入り交じっており、実に複雑な構成を
もっている。これを色分けするのは、文字通り至難の業だ。
今となっては笑い話だが、10 年ほど前に王城大臣使や日本国王使の偽使問題を初めて前
近代対外関係史研究会で筆者が発表したときには、真剣に、それぞれの使節に黒や灰色の
網掛け（シャドウ）を付けていた（この使節は 30％ウソ、あの使節は 75％ウソ、‥‥とい
った具合に）
。今はもう少し（だけ）進歩して、偽使か真使かは単純に二分できないし、あ
まり細かく分けても分類項目や基準を探すのに手間取るので、大雑把に下記の如く四つ程
度に絞り、そしてもし細かく論ずるとすれば、各種の要素（指標）を設けたレイダーチャ
ートのようなもので図示してはどうか、と考えている lxiii 。

(1) 完全なる真使‥‥真正な使者が、何の作為も施されていない文書を携行する。
(2) 半分程度の真使‥‥不正な使者（無断ですり替わるなど）が、真正な文書を
携行する。
(3) 半分程度の偽使‥‥真正な使者が、偽作や改竄などによって作り上げた文書
を携行する。
(4) 完全なる偽使‥‥不正な使者が、偽作や改竄などによって捏造された文書を
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携行する。
こうした使節の分類が良いか悪いかは別にして、偽使のもたらした情報をもとに、その
使者の素性にまで思考を及ぼす、という高橋氏の手法・論法は、新たに偽使史料を活かす
方向性を明示してくれていると言えよう。こうした共通認識を得られたこと自体が、本科
研共同研究の大きな成果の一つだとも自負したい。
そしてもう一つ、最後にどうしても補足しておきたいのだが、偽使の関連情報の効能の
問題である。それは、偽使のもたらす情報から、なかなか文献史料には残りにくい“辺境”
（境界領域）の状況、身分的・社会的には低い階層に位置する人間の動向をかなり事細か
に引き出せる、というメリットだ。この点は、本科研の趣旨にもある通り、文献史料とは
基本的に《中央》や《国家》や為政者のものしか遺り難い、という状況下、いかに海域史
像を豊かに構築するか、という難問に光を与えてくれるポイントだろう。すなわち、偽使
研究は、偽使のもたらした様々な情報をさらに詳細に読み込むことにより、海域史に多く
の果実を約束してくれるのである。この点を確認して、偽使問題研究の今後の展望と位置
づけたい。

注
i 拙著『中世日本の国際関係――東アジア通交圏と偽使問題』（吉川弘文館、2005 年）。
ii 田代和生・六反田豊・吉田光男・伊藤幸司・橋本雄・米谷均「＜学説史＞偽使」
（日韓歴史共
同研究委員会編『日韓歴史共同研究報告書 第二分科（中近世）
』日韓文化交流基金、2005 年）
。
なおインターネットでも公開中。当該論文は、伊藤氏が土台となる文章を書き、共同執筆者全
員で検討を加えて成ったものである。
iii 荒木和憲『中世対馬宗氏領国と朝鮮』
（山川歴史モノグラフ 12、山川出版社、2007 年）。なお、
本来であれば本稿でも荒木論著を正面から取り上げるべきだが、時間の関係で果たせなかった。
当該論著についての試験は、別途発表予定の同書書評に先送りさせて戴くことを諒とされたい。
iv その頂点的作品が、言うまでもなく、網野善彦『日本中世の非農業民と天皇』
（岩波書店、1984
年）であろう。
v 前掲拙著 307 頁注 16 参照。
vi 前掲拙著序章第三節参照。この用語を初めて用いたのは、拙著第四章のもとになった研究報
告（2003 年 10 月 10 日、韓日関係史学会 10 周年記念シンポジウム、於・翰林大学校[韓国江
原道春川市]）における、討論の場であったと記憶している（討論者 discussant は韓文鍾氏）
。
vii 拙稿「画僧霊彩の朝鮮行」
（
『禅文化研究所紀要』28 号、2006 年）。なお当該稿は、拙著第一
章注 34 に述べた点を、その後の調査も加えて拡充したものである。
viii 山下裕二「私的霊彩論」
（『室町絵画の残像』中央公論美術出版、2000 年）
。
ix 『朝鮮世祖実録』九年（1463）閏七月庚辰条。山下氏は、源教直の使者（霊彩とは別人）が
霊彩の描いた白衣観音を朝鮮に持ち込んだと解釈する余地もある、というが（前注書 441 頁参
看）
、
「源教直使者霊彩画白衣観音以進」なる表記からはその解釈は成り立ち得ない。もし山下
氏の言うような解釈が成り立ち得るには、「源教直使者進以霊彩所画白衣観音」とでも表記さ
れていなければならない。それが漢文の常例というものである（いかに朝鮮式漢文が崩れてい
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ようとも、先の『朝鮮王朝実録』の表記をかく解釈するのは不可能である）。
x 高橋公明「朝鮮遣使ブームと世祖の王権」（田中健夫編『日本前近代の国家と対外関係』吉川
弘文館、1987 年）。
xi 長節子「朝鮮前期朝日関係の虚像と実像」（
『年報朝鮮学』８号、2002 年）。
xii 『大乗院寺社雑事記』寛正四年（1463）11 月３日条によれば、早くも奈良の大乗院尋尊がこ
の『観音現相記』を閲覧していることが知られる（拙稿「画僧霊彩」364 頁）。霊彩や対馬・
博多勢力がこの情報をこれよりも早くにキャッチしていたことはほぼ疑いない。
xiii 高橋公明「海域世界の交流と境界人」
（大石直正・高良倉吉・高橋『周縁から見た中世日本』
（日本の歴史 14）講談社、2001 年）参看。
xiv 長節子『中世 国境海域の倭と朝鮮』
（吉川弘文館、2002 年）
。
xv 長節子前注(11)論文参照。
xvi 前掲拙著第４章 179 頁・注６参照。
xvii たとえば、長節子『中世日朝関係と対馬』
（吉川弘文館、1987 年）第二部第一章。また、前
注も併せて参照のこと。
xviii 前掲拙著第１章（初出 1997 年論文）52 頁以下、281 頁など参照。また関周一『中世日朝海
域史の研究』
（吉川弘文館、2002 年）第６章（初出 1997 年論文）220 頁以下にも同様の見解が
示される。以後、偽使創出の背景に、対馬―博多の（基本的な）融和協力関係が存在したこと
は常識化したと言って良かろう。なお、荒木前注(３)著書９頁も参照。
xix これらの落款遊印が何らかの関係を有する蓋然性については、すでに山下裕二氏が暗示して
いた点であるが、山下氏は残念ながらこの点を敢えて深めることをしなかった。山下前注(８)
論著 443 頁参看。
xx 荏開津通彦「霊彩の時代遅れ」
（河野元昭先生退官記念論文集編集委員会編『美術史家、大い
に笑う』ブリュッケ、2006 年）。なお、この論文の美術史研究上の貢献は、これまで人口に膾
炙していた明兆画と霊彩画との類型化に限界を見出し、霊彩の画作の中心は明兆と異なって私
的な用途のために描かれた水墨画にあったと指摘した点にある。また、印象的なタイトル「時
代遅れ」とは、霊彩がみやこに比べてひなびた（つまりは遅れた）東国の水墨画――しかも伝
統的な道釈人物画――から学習を開始したであろうことに由来する。
xxi 本寺の沿革と移転（再興）の経緯については、村井章介「最後の渡来僧と乗光寺」
（
『国境を
超えて――東アジア海域世界の中世』校倉書房、1997 年）参看。
xxii 渡邊一『東山水墨画の研究〔増補版〕
』
（中央公論美術出版、1985 年）155 頁参照。
xxiii 前掲拙著 182 頁注 15 では、関東出身？の霊彩のほかに、同様に外部から偽使派遣活動に参
与した人間として、偽の畠山殿使送に深く関わった信濃出身の僧良心、偽の瑞祥慶賀日本国王
使を引導した長門出身の僧寿藺なども挙げている。
xxiv 高橋前注(10)論文 367 頁注 26。
『朝鮮史』第四編四巻 650～651 頁に一部写真入りで本書（
『観
音現相記』）の存在が「京城帝国大学付属図書館所蔵」として紹介されている。
xxv 井手誠之輔『日本の宋元仏画』
（日本の美術 418、至文堂、2001 年）94 頁。
xxvi 拙稿「「遣朝鮮国書」と幕府・五山」（
『日本歴史』589 号、1997 年）。
xxvii 拙稿「室町政権と東アジア」（
『日本史研究』536 号、2007 年）
。
xxviii 室町幕府発給（出発）時の国書が、国書（案）すなわち具体的には『善隣国宝記』や外交
文書起草僧の文集類に載せるものと同一であったという保障は一切ない。この点については、
ロナルド=トビ「近世初頭対明の一外交文書諸本の系譜」
（『東京大学史料編纂所研究紀要』13
号、2003 年）
、拙著 306 頁注 13 参看。ただし、そのことを一般論的には承知しつつも、筆者
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がこうした方法論を室町期において採った理由は以下の通りである。すなわち、出発時の国書
（案）に、改竄やすり替えなど、いかなる作為が施されるかという点を考えるにあたっては、
不自然な経済的・文化的メリットがあるか否かで、最低限摘出可能であろう、という認識であ
る。実際のところ、そうした言わば稚拙かつ直截な改変が見られる例は多く――たとえば副使
全密が正使になりかわり（ホンモノの正使は雪岩永嵩だったが渡航時にはなぜか副使に降
格！）、さらに銅銭の「特賜」一万貫文を得ようとした、1456 年遣朝鮮使の例などは象徴的―
―、明らかに国書改竄があったと考えられるものが多い。もとより、本文にも記した通り、改
竄の有無が不明なものが約半数あるため、ここに真偽の趨勢のキャスティングボードが握られ
ていると言っても過言ではないが、ともかくもこの時期の国書改竄劇の認定方法はナイーヴで
もある程度は構わない、というのが筆者の認識である。
xxix 有名な寿藺書記（書記は禅院の階層の一つ）が引導して、この偽日本国王使（正使心苑東
堂・副使宗紹書記）とともに多くの有象無象の倭人使節が世祖王代の仏教的祥瑞を慶賀すべく
朝鮮に渡航した。高橋公明前注(10)論文、拙著第一章（初出 1997 年）、長節子前注(11)論文。
最近では、
『海東諸国紀』に掲載される通交者（≒虚像/ニセモノ）の“素性”
（≒実像/ホンモ
ノ）について総ざらいした、佐伯弘次ほか「『海東諸国紀』日本人通交者の個別的検討」（
『東
アジアと日本―交流と変容』３号、2006 年）参照のこと。
xxx 高橋公明「室町幕府の外交姿勢」（
『歴史学研究』546 号、1985 年）26 頁以下。
xxxi 事例Ａについては、『朝鮮世宗実録』30 年六月乙亥条の記事のみ知られるが、中国明年号
を用いている点、不自然である。なお、伊藤幸司氏も本件を改竄事例として数える。伊藤「日
朝関係における偽使の時代」（日韓歴史共同研究委員会前注(２)報告書所収）参照。
xxxii 事例Ｂについては、出発前・到着時の国書において、比較的明瞭な差異が見出せるが、別
稿ではやや説明不足であった点もあるため、ここで増補させて戴きたい。まず、出発前の国書
（案）として、景徐周麟『翰林葫蘆集』所収の「遣朝鮮国書」（普門寺請経使、正使：光信首
座）があり、その国書（案）と内容・構成がほぼそっくりな国書（書契）
（『朝鮮成宗実録』13
年[1482]四月丁未条（大和円成寺請経使、正使：栄弘首座）が朝鮮王朝に届いている、という
事実がある。ところが、これを単純素朴な改竄と見なすのは実は難しい。というのも、大和円
成寺のもとには、義政から、かくかくしかじかの品物を朝鮮で調達してきて欲しいというリス
トが他ならぬ円成寺宛てに送られていたからである（
「従東山殿高麗国江被誂遣土産註文」内
閣文庫蔵）。この事実のみ見れば、円成寺名義の国書（『朝鮮王朝実録』に載せるもの）は正式
に書き直された後の、いわば真書であってもまったく問題ない、ということになろう。しかし
ながら、ここには幾つかの疑点が伏在している。一つは、なぜ書き替え後の国書が景徐の文集
に遺されなかったのか、という問題。景徐のあずかり知らぬところで、それでは一体誰が書き
替えたというのだろうか。二つは、真言宗の円成寺僧栄弘阿闍梨が、なぜ禅宗の僧位たる首座
を名乗らねばならなかったのか。これに加えて、朝鮮に到着した時点の国書では、真言宗寺院
でなく、そして禅院でもなく「教寺」すなわち教院として円成寺を名乗っており、あまりに不
自然ではないか。そして最後に、到着時国書には、長文のなかに詳細な夢記を載せるという、
前後の国書（案を含む）に例を見ない特異さが看取される。
以上のような疑問点を勘案すると、やや想像を逞しくし過ぎる嫌いはあるが、次のようにこ
の間の事態を想定するのが妥当ではなかろうか。すなわち、大和の政局とくに筒井氏（旧東軍
＝畠山政長―卜山ライン）を自陣営に惹き付けておく目的から、足利義政（いうまでもなく旧
東軍首領）は円成寺の大蔵経求請（請経）を優先させざるを得なかった（拙稿「遣明船と遣朝
鮮船の経営構造」『遙かなる中世』17 号、1998 年、48 頁参看。なお同稿では円成寺を南都系
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寺院としたが誤り。ここに訂正したい）――なおこのことを裏付けるかのように、請経の名義
貸しを反故にされた筑前普門寺は、三年後の 1485 年に大内氏（もちろん旧正軍の主力戦力）
を頼って大内殿名義の使送によって請経の目的を果たす（『朝鮮成宗実録』16 年八月戊辰条。
前掲拙稿「経営構造」48 頁参看）――。しかし、義政政権は、そこでいったん普門寺のため
に作成した国書を書き替えることまではしなかった。つまり円成寺栄弘は、当初、普門寺名義
の請経使として朝鮮に渡ろうとしたのではないか。ところが栄弘が赤間関や博多あるいは対馬
などに到達した際、彼が普門寺名義の請経国書を持っていることが知られるところとなった。
すると、請経に関して起死回生を狙う筑前普門寺としては、普門寺名義の国書で渡海求請され
てしまうことは大変に不味い事態である。次に普門寺が自身の名義で請経できなくなってしま
うからだ（普門寺がさらに別の虚偽の寺院名を名乗れば良いわけだが、それはしかし癪に障る
ことであったろう）
。そこで、大内氏とも懇意にしていた対馬宗氏は（あるいは大内氏自身が）
、
普門寺名義の請経国書を、ある意味で「きちんと」改竄してあげたのではないか。その場合、
見慣れぬ阿闍梨号などを持ち出すことなく、しかし純粋な禅僧でない栄弘の素性を隠すために
も、栄弘が「首座」であり、本寺の円成寺（真言宗御室派）が「教院」であるかのような書き
方をしたのではないだろうか。以上のようなプロットの推測を――もっぱら紙幅の都合上――
端折って、別稿「室町政権と東アジア」では、この事例Ｂを、対馬宗氏（および大内氏？）ら
による国書改竄の蓋然性の高い例、と判断した次第である。
xxxiii この事例Ｃ（景徐『翰林葫蘆集』所収国書案では「日本国源某」
、江戸時代の編者不明の
編纂物『続善隣国宝記』所収の国書案では「日本国王源某」
）については、筆者は『続善隣国
宝記』の誤記（田中健夫説）ないし故意の書き込み（卑見）と考えている。前者の理解は田中
健夫『前近代の国際交流と外交文書』
（吉川弘文館、1996 年）64 頁参看、後者の理解は拙稿「室
町政権と東アジア」34 頁でも述べたように、
『続善隣国宝記』の編者が「王」字を使うことに
肯定的であったと思われる点から敷衍させた解釈である。
xxxiv 事例Ｄの詳細は、前掲拙著第五章 202 頁以下参照のこと。対馬宗氏と周防大内氏の協同に
よる国書改竄であったと考えるのが妥当である（実際に物理的に改竄国書を作り上げたのは対
馬宗氏であったと覚しいが）。
xxxv 池内敏『大君外交と「武威」
』（名古屋大学出版会、2006 年）70 頁。
xxxvi 閔徳基『前近代東アジアのなかの韓日関係』
（早稲田大学出版局、1994 年）277 頁以下。
xxxvii ナカイ、Ｋ．Ｗ．
『新井白石の政治戦略――儒学と史論』
（平石直昭・黒住真・小島康敬
訳、東京大学出版会、2001 年）140～141 頁。
xxxviii 一つは『朝鮮世宗実録』七年（1425）五月庚辰条→『善隣国宝記』中 19 号。もう一つは
『朝鮮世祖実録』五年（1459）八月壬申条→『善隣国宝記』中 32 号。なお『善隣国宝記』の
文書番号は、田中健夫編『
〈訳注日本史料〉善隣国宝記・新訂続善隣国宝記』（集英社、1995
年）に拠る。以下同じ。
xxxix 『善隣国宝記』巻中４号文書〈足利義満遣明表〉按文に見える、
「彼国以二吾国将相一為レ
王、蓋推尊之義、不二必厭一レ之。今表中自称レ王、則此用二彼国之封一也、無乃不可乎」の、最
後の「無乃不可乎」の部分は、通常、「むしろ不可ならんか」と訓む。ところが、今谷明氏は
ここを「乃ち不可無きか」
（「日本国王」号を使うことには何の問題も無い）と訓み下して、義
政時代には完全に「室町殿＝日本国王」なる認識が定着したとするが（今谷『室町の王権――
足利義満の王権簒奪計画』中公新書、1990 年初版、120 頁）、史料の誤読によるミスリードで
ある。これは正しくは、瑞渓周鳳にとって、「日本国王」号使用には問題があった、と読むべ
きであることは言うまでもない。念のため摘記しておく。
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xl 高橋公明「書評：橋本雄著『中世日本の国際関係―東アジア通交圏と偽使問題―』
」
（『日本史
研究』532 号、2006 年）
。以下、
「高橋書評」とする。
xli 関周一「書評：橋本雄著『中世日本の国際関係―東アジア通交圏と偽使問題』
」
（『歴史評論』
680 号、2006 年）。以下、「関書評」とする。
xlii いま一つ、主に時間的制約から別の機会を期さざるを得ないが、高橋氏が言う、牙符が朝鮮
から与えられる、つまり牙符を「
「朝鮮側から頂く」というのはどのような政治的関係を表現
したものなのかというような議論が必要だ」
（高橋書評 61 頁）という点に関しては、当時の室
町幕府の遣朝鮮国書――偽書でなく真書である――に窺える卑屈なまでの姿勢をどう評価す
るのか、というより大きな問題にもつながってくるであろう。すなわち、相当に重たい課題で
ある（なお、日朝双方で牙符制の運用方法の理解に差異があったであろう点については、前掲
拙著第一章 64 頁を参看のこと。その差異の存在を以て牙符制が履行されていなかったという
証左にはならぬことは言うまでもない）
。この問題は恐らく根が深く（広く？）
、他の有象無象
．．．．
．．．．
の倭人使節が「朝貢」的言辞や行動を弄するために、
“日本からの使節は、室町幕府
名義
の使
．．．．．
節も含めて、朝鮮王朝に朝貢した”というが如き書き方が高校日本史教科書などで成されるこ
とがある（例えば山川出版社『詳説日本史Ｂ』
『新日本史Ｂ』など――この問題点に関しては、
駿台予備学校の講師塚原哲也氏の Website「つかはらの日本史工房」にて知り得た）。ところが、
我々日朝関係史研究者の間では周知の通り、室町幕府（室町殿）は朝鮮国王に「朝貢」などは
していない（もちろん偽使の言動は除く！）。対等（敵礼）関係を表象する外交文書（書契）
を交換しているだけである。しかしながら、どうしても欲しい高麗版大蔵経を求請するために、
わざと謙った言辞をちらつかせるのである。果たしてこれを「朝貢」（的姿勢）と言い切って
しまって良いのか。筆者には疑問である。通交証明手段である日朝牙符を朝鮮から「頂く」こ
とが果たして正朔を奉じる日明冊封関係と類似するものなのかどうか。あるいはそもそも日明
冊封関係とは如何なる認識のもと履行されていたのか。この点から考え直す必要があるとも考
えている（その作業の一端として、拙稿「室町日本の対外観」（
『歴史評論』2008 年５月号近
刊）参照）
。なお、室町殿の遣朝鮮使（いわゆる「日本国王使」
）を、他の対朝鮮通交使節と押
し並べて同列に論じる見方が、日朝関係史研究における「日本国王使」の位置づけに基づくも
のだとすれば、なお深刻な問題と言わざるを得まい。
「日本国王使」の特質をきちんと押さえ
られてこなかった――あるいは出来ていたとしても明快に発信できなかった――ということ
に他ならないからだ。本稿本文にも述べるように、単に水平的な“多元的通交関係”としての
み日朝関係史像を描くことは実態にそぐわず、拙著でも強調したような垂直的な方向性＝重層
性にも目を向けることが、日朝関係史を立体的に見るためにはどうしても必要なのである。
xliii 高橋公明「朝鮮外交秩序と東アジア海域の交流」（
『歴史学研究』573 号、1987 年）72 頁。
xliv 高橋氏は、前注論文 73 頁にて、「すべての使節は琉球と何らかの関係をもちながら、第二
尚氏とは親密でない人々によって構成されていたと考えられるが、そうであればこそ、なお琉
球人の関与の可能性も検討しなければならない」とする。しかし、その根拠（あるいはそのよ
うに想定するための傍証）は果たして示されているだろうか。その直後に、喜里主・内原里主
などの人名が上がっているが、それこそ偽の琉球国王使が名乗っているものであり、しかも当
時の琉球国内では確認できない人名である（前者の喜里主などは極めて不自然な名号である）
。
すべては高橋氏の想定そのものが最終的結論と化しているのである。琉球人の関与を想定する
のと、筆者の如く博多商人の主導性を想定するのと、いずれが説得的かは、江湖に委ねるほか
ないが、『朝鮮王朝実録』に記載される生々しい琉球使節の証言・動向を見れば自ずと明らか
ではなかろうか。
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xlv 高橋前注(43)論文 75 頁。使節の真偽とそれがもたらした外交文書や口頭の情報の真偽とが一
致しないことについては、拙稿「真贋のはざまに」
（村井章介研究代表『８～17 世紀の東アジ
ア地域における人・物・情報の交流』科研報告書、上巻、東京大学、2004 年）に述べた通り。
いわゆる“外交辞令”という言葉がある通り、こと国際関係史を考えるにあたっては、緻密か
つ繊細なメディアリテラシを涵養する必要がありそうである。これは本稿最終節も参照。
xlvi すなわち、以上の叙述から、また前掲拙著第２章の記述からも明らかな通り、筆者は、高
橋氏が批判するごとく、「博多で完結したものではない」（高橋書評 60 頁）ものとして、当時
の朝鮮への「琉球国王使」の使行全体の性質を把握しようとしている（つもりである）
。ただ
し、同時に筆者は、琉球側の政治情勢をどのように勘案すれば良いのかという成案について、
高橋氏が説いたような「危機感」説以外に持ち合わせていない。というより、史料的徴証がな
いためである。史料の残っていない部分を想像で補うことは場合により必要だと考えるが、し
かし想定のみから結論を急ぐことは妥当とは言えまい。今後、ねばり強く検討していくことと
したい。
xlvii たとえば、閔徳基『前近代東アジアのなかの韓日関係』（早稲田大学出版部、1994 年）参
看。
xlviii 高橋前注(43)論文参照。
xlix この点は、いわゆる日明間の「冊封体制論」――筆者自身はこの概念は実態にそぐわない
ので廃語にしても良いと考えているが――についても疑問を持っているポイントである。かつ
て次のように述べたことがある。
「そろそろ、各国・各地域からの国際関係像、あるいは、外
交に際しての各地独自の論理が追究されてもよいのではないか」（拙稿「室町幕府外交は王権
論といかに関わるのか？」
『人民の歴史学』145 号、2000 年、10 頁）。
l これもまた拙著にて参照引用させて戴いたものだが、桜井英治氏の次の指摘はまさに我が意を
得た思いであった。やや長文だが再度引用する。――「中世の日本列島が多元的で分裂的であ
ったとしても、やはりそれにもかかわらず存在していたであろう国家とは何かを問わなければ
ならないでしょう。一方、中世の日本列島が多元的で分裂的であったことを認めたうえで、な
おかつ国家論に向かわないとすればどのような体系化・理論化の道がありうるのか、これも本
気で考えなければなりません。とくに対外関係史はそうです。じつはこれこそが網野〔善彦―
橋本注〕氏の本当にやりたかったことなのかもしれませんが、この問題については、まずここ
から手をつければよいというような姑息な手段は、おそらくありません。しかも国家を敵役に
することで民衆という主役を際立たせるという勧善懲悪の物語もそろそろ通用しなくなって
きています。安丸〔良夫〕氏がそれとなく批判しているように、そのような国家をつくり出し
たのはほかならぬ民衆ではないかという視点もしっかりと受けとめないと新たな発展はない
と思います」
（桜井「
「網野史学」と中世国家の理解」小路田泰直編『網野史学の越え方』ゆま
に書房、2003 年、22 頁）
。
li 拙稿「室町日本の対外観」（
『歴史評論』近刊、2008 年）冒頭参照。
lii 荒木前注(３)著書第二部第三章参看。荒木氏は、「一五一二年にむすばれた壬申約条（講和条
約）は通交権益の激減‥‥や港湾都市三浦の消滅をもたらし、対馬の在地社会はその生命線で
ある貿易・流通に甚大な打撃をうけた」とし、
「支配層のもつ通交権益が激減したことは請負
貿易型商人の経営規模の縮小と競争の激化をまねいたとみられ、また自立貿易型商人はその根
幹である受職通交権をすべて失った」（同書 276 頁）とも述べる。対馬における甚大な影響は
ここに述べ尽くされているが、さらに環玄界灘海域にいかなる影響をもたらしたのか、実証的
に検討していくことが、今後の課題として残されていると言えるだろう。
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liii 関周一前注(18)著書第六章は、そうした意味で、明解な画期を設け（第一期（15 世紀中後期）、
第二期（1470 年代末～1540 年代）、第三期（1540～80 年代）
）、その意義付けを行なった貴重
な成果であると考える。そういう意味では、筆者（橋本）が、その諸画期のなかで何をもっと
も重視したか、拙著の全体的構想と密接に絡んでいる、と言うことが許されよう。
liv なお、関周一氏が、拙著につき、橋本は博多商人を偽使派遣勢力の「脇役に位置づけ」てい
ると言うのには、やや驚きを禁じ得なかった。むしろ、宗金一族が畠山殿名義（拙著第一章）
や琉球国王名義（同第二章）、日本国王名義（同第五章）の偽使（ただし国書すり替え型など
も含む広義のそれ、本稿本文参照）となったことをはじめ、15 世紀末以降、博多聖福寺を拠
点とする幻住派禅僧の発掘（拙著第五章）などによって、博多商人の偽使活動への参画を強調
する立場を筆者は採っていたと考えていたからである（その活動は南北朝時代末の良懐名義の
偽使の時代にまで遡るし、そもそも義満に対明外交を進めたのが「筑紫商客」肥富であった。
拙著第三章および前注(49)拙稿参照）。もとより、15 世紀前半期の動向について検討が甘かっ
．．．．．．．．
たことは承知しており、今後、関氏の御指摘を踏まえ、いかなるノウハウが博多商人には担保
されていたのか、実証的に追究していくことを目指したい。
lv 田代和生ほか前注(２)論文 22 頁。
lvi 岸野久『ザビエルと日本――キリシタン開教期の研究』（吉川弘文館、1998 年）32 頁。
lvii 岸野久『西欧人の日本発見――ザビエル来日前 日本情報の研究』（吉川弘文館、1989 年）
第四章。宮崎正勝『ザビエルの海――ポルトガル「海の帝国」と日本』
（原書房、2007 年）36
頁。
lviii 松田毅一『天正遣欧使節』（講談社学術文庫、1999 年）。
lix 若桑みどり『クアトロ・ラガッツィ――天正少年使節と世界帝国』（集英社、2003 年）
。
lx 渡辺美季「鳥原宗安の明人送還」（
『ヒストリア』202 号、2006 年）。
lxi 関書評 85 頁のなかで、今後果たすべき課題として挙げられた、
「東アジア全般における交流
の変化」、
「朝鮮王朝の対応」、
「日本列島内外における物流の拡大（あるいは縮小）」
、「対馬以
外の人々の朝鮮物資に対する需要」といった諸点も、こうした問題関心と重なるものと考えた
い。また、「日朝関係自体に、偽使派遣を可能にした要因が内在していたのではないかという
視点」も重要で、関周一氏が明らかにした、義政期以後に登場する経営請負型遣朝鮮使（もっ
ぱら請経船）の存在も、その要因の一端を示していると言えよう（関周一「室町幕府の朝鮮外
交」阿部猛編『日本社会における王権と封建』東京堂出版、1997 年）
。なお、筆者も、遣朝鮮
国書の作成・交付、遣朝鮮使の渡航過程における改竄・偽造問題などを論じた前注(26)・(27)
拙稿のなかで、あるいは請負を基本とする遣朝鮮使船の経営構造の様態について論じた前注
(32)拙稿のなかで、こうした問題につき不十分ながら論及したことがある。
lxii 高橋公明「久辺国主のウソを読む」（
『国文学 解釈と鑑賞』平成 18 年 10 月号、2006 年）
。
なお、
「久辺国主」については、村井章介『アジアのなかの中世日本』（校倉書房、1988 年）
第Ⅸ章、および、Kenneth R. Robinson, “The Jubian and Ezogachishima Embassies to Chosŏn,
1478-1482,” in Chosenshi Kenkyu-kai Ronbun-shu, no.35, 1997. が先駆的な検討を行なっている。
lxiii Hashimoto, Yu, “Information Strategy of Imposter Envoys from Northern Kyūshū Area to Korea in
the 15th and 16th Centuries,” in East Asian Maritime History, vol. 6: Angela Schottenhammer (ed.),
The East Asian Mediterranean Crossroads of Knowledge, Commerce, and Human Migration,
Wiesbaden: Otto Harrassowitz 2008. (now printing and forthcoming.) なお、伊藤幸司氏は、前注
(31)論文において、
「日朝通交」のあり方を９種のモデルパタンに分けている。

- 168 -

東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現―

隠岐・村上家文書と安龍福事件
池内 敏
一

問題の所在

元禄竹島（鬱陵島）渡海禁令は、元禄九年（一六九六）正月二八日、鳥取藩あて個別法
令として江戸城内で伝えられた。全国法令でなかったのは、現実に竹島（鬱陵島）渡海を
行ってきた鳥取藩領民に対する規制さえなされれば、渡海禁止の実があがると判断された
からである。その内容は朝鮮側にも知らせる必要があったため、同じ日に対馬藩にも禁令
が伝えられたが、対馬藩は老中に対し、禁令内容を朝鮮側に伝え終わるまでは鳥取藩に対
して禁令を伏せておくよう求めている。この点からしても、この禁令が広く周知された全
国法令ではなかったことが明らかである。なお、鳥取藩江戸藩邸に伝えられた禁令が、鳥
取藩国元に伝わるのは同年八月一日のことである。
この禁令は、同年一○月一六日、対馬藩国元屋敷で渡海訳官使に伝達された。訳官使一
行が朝鮮に帰着するのは元禄一○年正月一○日、朝鮮政府中央が禁令内容を把握するのは
さらにその後のこととなる。したがって、禁令が江戸城内で出されてから朝鮮政府に伝わ
るまでに約一年間の空白が存在する。その空白期にあたる元禄九年五月から八月にかけて、
安龍福ら一一人の朝鮮人が鳥取藩領に現れ、帰国後に朝鮮官憲によって捕縛される事件が
起こった（安龍福事件）。それは元禄竹島（鬱陵島）渡海禁令が朝鮮側に伝わる前に生じ
た事件だっただけに、現代韓国では、安龍福の活躍によって右の渡海禁令が引き出された
とする解釈がなされたり、朝鮮官憲に対する安龍福の弁明内容をそのまま史実として解釈
されたりもする。それゆえに韓国における安龍福は英雄として扱われる。
これに対し、安龍福の供述内容が史実と乖離している点を捉えて、「犯罪者の供述書」
「朝鮮側の記録（粛宗実録の記事）及び我が方の記録によって認め得るのは、彼が欝陵島、
隠岐島を経由して因州に渡航し来ったということのみで、記事中に見ゆる他の言動につき、
日本に対するものは全て虚構の言」「兎もかく無知な一行」「いかにも無知な…彼らはな
まはんかな知識を振りまわし」などなど、一九六○年代の川上健三・田川孝三による指摘
以来、この事件には低い評価しか与えられなかった。安龍福は、日本では虚言癖の男とし
て扱われてきたのである（１）。
一方、内藤正中は、安龍福の供述内容が史実と乖離することを認めた上で、「荒唐無稽
で誇大な虚構と批判するだけでは、安龍福事件の本質を誤認させることになる」と述べ［内
藤正中○○、九六頁］、「安龍福が備辺司で行った供述のすべてを自作自演の作り話とし
て全否定する見解に対しては、見直してゆく必要がある」［内藤正中○五、三頁］とする。
安龍福供述の背景には、彼の錯覚・誤認も含めて、何らかの根拠となる史実のあったこと
まで排除できるわけではないことに注意を喚起するのである。
さて、英雄か虚言癖かという人物評価に従属させて史実を論じるのはおよそ学問的では
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ない。韓国人研究者による安龍福事件研究の最大の問題点は、当該事件が日本と朝鮮をま
たいで生じたものであり、関連史料が両側に残されているにもかかわらず、日本側史料を
ほとんど参照しない点にある。史料解読の困難さも一因ではあろうが、それにしても日本
人研究者の提示する翻刻史料をも参照せずに、ひたすら朝鮮王朝実録等に残された安龍福
供述にのみ依存して分析していたのでは史実が明らかにできようはずもない。同一事件に
関わって性質の異なる史料が残されているとすれば、それらを相互に突き合わせて多角的
な分析を行い、事件の実像に迫ってゆくというのが歴史分析の鉄則ではなかったか。
本稿は、歴史的事実に基づいて安龍福事件を評価する一環として、近年公開された隠岐・
村上助九郎家文書「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」（以下、村上家文書と略す）の
検討を行うものである。

二

村上家文書の構成と概要

村上家文書は、隠岐嶋前の海士町で公文を勤めてきた村上助九郎家に伝来する史料で、
二○○五年五月、新聞報道を通じて公に知られることとなった（２）。こんにちこの史料
に書かれている諸事実については、［内藤正中○五］や下條正男の言及（山陰中央新報二
○○五年七月三一日、フォトしまね一六一号、［下條正男○六］）によって、ほぼ網羅的
に指摘されている。また、［内田文恵○六］がこの史料について、「来訪者が述べる事を
そのまま記載したことも明らかである。この文書から、一点のみの事を取り上げるのでは
なく、この文書が書かれた時代を俯瞰し、勘案して読むことも必要であろう」とするのは
妥当な指摘である。その上で、これまで主として注目されてきた史料中に書かれた事柄だ
けでなく、文書自体の機能も含めて史料を丁寧に分析する必要を感じる。
さて、村上家文書は、元禄九年（一六九六）五月二三日付で隠岐代官手代中瀬弾右衛門・
山本清右衛門から石州御用所（幕府代官所）に宛てられた文書一通〔Ａ〕と、朝鮮舟在之
道具之覚〔Ｂ〕・朝鮮人俗名・僧名〔Ｃ〕・朝鮮之八道名〔Ｄ〕とから構成される墨付八
丁の横帳である（後掲の翻刻史料を参照）。〔Ａ〕は「朝鮮舟着岸一巻之覚書／隠岐国嶋
後」と冒頭に記されるが、これは石見代官所あての表題であり、また〔Ｂ〕～〔Ｄ〕三通
は、〔Ａ〕とともに中瀬・山本から石見代官所へ送られたものと思われる。また、〔Ａ〕
の内容からすれば、一行のひとり李裨元が五月二一日に提出した「宗旨名・伯州へ参候わけ・
荷物」の一覧〔Ｅ〕、四年以前に日本でもらった品々の一覧〔Ｆ〕、伯州への訴訟理由は明らか
にできないとする書面〔Ｇ〕、飯米支給に対する謝書〔Ｈ〕の四通もまた〔Ａ〕とともに石州御
役所へあてて送付されたはずである。

〔Ａ〕の末尾には、「此度朝鮮人一巻之書付并朝鮮人出候書付目録ニ記之、弥次右衛門持
参仕候、口上ニも可申上候」と記される。ここにいう「朝鮮人一巻之書付」は〔Ａ〕のことを指
すから、残る〔Ｂ〕～〔Ｈ〕七通について文書目録を作成して添え、松岡弥次右衛門が使
者として隠岐嶋後から石見代官所まで派遣されて提出されることとなった。一方、村上家
文書の表紙には「元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書」と題されるが、これは原文書を筆
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写した人物が〔Ａ〕～〔Ｄ〕四通を横帳一冊にまとめた際につけた文書名である。
ところで、〔Ａ〕は内容的に五つの部分からなる。
第一に、船の概要を記した部分〔Ａ１〕である。安龍福一行が乗ってきた船の大きさ、
装備、積荷、乗員名を書き上げた部分で、内容的には〔Ｂ〕〔Ｃ〕とも重なる。ただし、

〔Ｂ〕〔Ｃ〕の方が詳細だから、報告書冒頭における概要説明にあたるものであろう。
第二に、安龍福・金可果・雷憲の身上書と、これら三人に対する隠岐代官手代の事情聴
取〔Ａ２〕である。身上書部分では、年齢や服装・所持品について詳細に書き上げられる。
安龍福は冠のような黒笠をかぶり、そこには水精（水晶）の緒が下がり、浅黄色の木綿の
上着を身につけていた。そして所持した腰札（戸牌）には「通政太夫」と記される。金可
果も黒笠をかぶり、白木綿の上着姿。興国寺僧雷憲も黒笠をかぶり、康煕二八年（元禄二、
一六八九）の金雁山の朱印状を所持していた。これら三人に対する事情聴取に際しては、
安龍福が「通詞」となって応対したという。隠岐へ来航した理由や経緯、竹島（鬱陵島）
や松島（竹島／独島）の位置づけ、今後どうするつもりかなどが子細に記される。また所
持していた「朝鮮八道之図」について、隠岐代官手代らはそこに記された八道の名を書写
したというが、それが〔Ｄ〕にあたる。
第三に、五月二一日における安龍福との対談〔Ａ３〕である。まず安龍福から食糧不足
を訴える書簡が提出され、庄屋与次右衛門が一行の船に行って実情をつぶさに把握する。
船内で窮状をめぐる両者のやりとりが繰り返される。
第四に、安龍福らが五月二二日に上陸した際の動静を記した部分〔Ａ４〕である。波で
揺れる船中では文書を書きづらいというので「海辺近キ百姓家」をあてがったところ、そ
こで長々とした訴状を清書した様子が記される。
そして第五に、石州御用所あての伝達文言〔Ａ５〕である。

三

村上家文書から分かること

（一）これまでの指摘
先述したように、村上家文書の内容に関わっては既にいくつかの指摘がなされている。
たとえば［内藤正中○五］は、〈指摘①〉一行が所持した朝鮮八道之図を「竹島と松島
を朝鮮の領土として主張するために特別に作ってきたもの」と想定し、鬱陵島（竹島）・
松島（竹島／独島）の位置関係に対する認識も正確であることとあわせ、竹島／独島が朝
鮮領であることを日本に対して主張したことが分かる史料と評価する。したがって当然の
ことながら、今回の来航目的は、竹島／独島が朝鮮領であることを訴えるところにあった
と理解する。また、〈指摘②〉史料中に見える安龍福は、『朝鮮王朝実録』等で知られて
いる荒々しい像とは異なり、きわめて穏やかで友好的な姿であり、この史料は安龍福とい
う人物を知るための手がかりを与えてくれるとも評価する。
その上で、〈指摘③〉安龍福らは「（元禄六年時に）日本でもらった物や書付をもって
きたといっている」、〈指摘④〉来航目的でもある訴えの内容自体は隠岐から鳥取藩に伝
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わっておらず、「訴訟のため伯耆に行くことだけしか連絡できなかった」、〈指摘⑤〉鳥
取藩領青谷に現れた際に身につけていた「官服や皮靴」は、隠岐で船内の道具を調べた記
録の中には存在しない、〈指摘⑥〉鳥取藩領ではおそらく重臣と対談したと思われ、訴状
が提出され、それが江戸幕府まで届いた可能性は「全面否定することはできない」、とい
った諸点を指摘する。
一方、下條正男は、「海士町の旧家・村上家で昨春見つかった古文書によると、〈指摘

⑦〉安龍福は鬱陵島と、当時松島と呼んだ現在の竹島を朝鮮領とし、鳥取藩に認めてもら
うよう訴訟するのが再来日の狙いと説明」したと述べ（『フォトしまね』一六一号）、島
根県竹島問題研究会・中間報告書の論点整理部分でも同趣旨を繰り返す。あるいは、中間
報告書の別項では、〈指摘⑧〉村上家文書に記された鬱陵島～竹島／独島の距離（日数）
にかかわる安龍福の説明は『隠州視聴合記』の地理認識とは違うとも指摘し、安龍福発言
に対する疑義を表明する［下條正男○六］。
また金炳烈は、安龍福一行は「鬱陵島と独島の領有権を主張するために意図的に朝鮮八道
地図を携帯してやって来た」〈指摘⑨〉ことを述べ、また村上家文書には、日本では虚言
とされる朝鮮官憲に対する元禄六年・九年の安龍福発言を裏付ける内容が示される〈指摘

⑩〉とする（［金炳烈・内藤正中○六］のうち金炳烈執筆にかかる第一部第三章「安龍福の
ための解明」。以下典拠表記は［金炳烈○六］とする）。
さて、以上からすれば、鬱陵島（竹島）・松島（竹島／独島）の位置関係に対する安龍
福の認識については評価が分かれたりする〈指摘①⑧〉ものの、元禄九年五月における安
龍福の来航目的は竹島／独島が朝鮮領であることを訴えるところにあった、との理解〈指

摘①⑦⑨〉は内藤正中・下條正男・金炳烈三者いずれも一致する。したがって、村上家文書
が、竹島／独島が朝鮮領であることを日本に対して主張したことが分かる史料と評価する
点でも三者は共通する。
（二）村上家文書の評価について
村上家文書の記載内容のうち事情聴取の様子について、時系列にしたがって整理してみ
たい。隠岐代官所側と安龍福一行との対談は、五月二○日から二二日に至る三日間のもの
が順に記録されている。そこでは、隠岐代官所手代（中瀬弾右衛門・山本清右衛門）本人
あるいは手代の指示を得た手下の者（または庄屋）が安龍福らとの対談を行っている。二
○日は在番人と安龍福・雷憲・金可果とのあいだで、二一日は庄屋与次右衛門と安龍福と
のあいだで、二二日は代官所側が具体的には不明ながら安龍福・李裨元・雷憲・同弟子と
のあいだで、それぞれ対談がなされている。
五月二○日、最初の対談の冒頭で、安龍福らは「朝鮮八道之図ヲ八枚ニ〆所持仕候」も
のを出してきた。引き続いて、船中荷物や同行者、来航過程を説明し、それから安龍福は、
おもむろに「伯耆国へ行って、鳥取伯耆守様に訴えたいことがあって参りました。風向き
が悪かったために隠岐へ立ち寄ることとなりました【伯州江参、取鳥伯耆守様江御断之義
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在之罷越申候、順風悪布候而、当地ヘ寄申候】」と来航理由を述べる。また「四年前の夏
〔元禄六年〕に竹島で伯耆国の船で連れて行かれたことがありますが、その際に一緒に連
行された〈とらべ〔朴於屯〕〉も今回同行し、竹島に残しています【四年已前酉夏竹嶋ニ
而伯州之舟ニ被連まいり候、其とらべも此度召連参、竹嶋ニ残置申候】」と述べるととも
に、「元禄六年に日本で頂いた品々を書き付けた帳面一冊【四年以前癸酉十一月、日本ニ
而被下候物共書付之帳壱冊】」をも差し出して見せた。
翌日は、庄屋与次右衛門が一行の船へ出向き、船内の様子をつぶさに検分しながらの対
談となった。飯米不足を訴えた安龍福に対し、庄屋は「あなたは鳥取伯耆守様に訴えたい
ことがあって来たというのですから、飯米は用意して来たはずではないのですか【其方義
取鳥伯耆守様ヘ訴詔在之参候と之申方ニ而候間、飯米等致用意可被参事】」と論駁する。
安龍福は「竹島から直接鳥取に着くつもりだった【竹嶋十五日ニ出候得者、其侭日本之地
ヘ着可申】」と弁明するが、前日同様、隠岐へは来るつもりの無かったことが明らかにさ
れる。伯耆国では何を訴えたいのか明らかにするよう求めると、安龍福は初め承諾したも
のの後に翻し、「伯耆国へ行ってから詳しく述べるつもりだから、これ以上は聞かないで
欲しい【伯州ヘ参、委細可申上、重而ハ其問事無用ニ可仕】」と拒絶する。
三日め（五月二二日）は、安龍福ら四名が上陸し、あてがわれた百姓家で訴状の清書を
行った。前日（二一日）に船中で長々と下書きしていた訴状を、上陸して清書するに際し、
文章を修正していたようであった【廿一日舟ニも認懸リ申候書簡、今度之訴詔一巻と被存、
長々と仕たる下書ヲ致シ、本書をも認懸リ候へとも廿二日陸へ上り相談仕、かへ候様ニ相
見へ申候】。ただし書き換えたとはいっても前日の下書きから趣旨は大きくは変わってい
ないようだった【併前々書付ニ而始終大体わけ聞へ申候】。
右の記述からすると、安龍福らの訴訟内容については、二一日における安龍福の拒絶に
もかかわらず、隠岐代官手代たちは掌握していることが明らかである。二二日の対談の様
子からすれば、書き改められて清書された訴状は入手できていないものの、修正前の下書
き段階の訴状は目にしていることが明らかだからである。
隠岐代官手代中瀬・山本は、安龍福らが伯耆国へ「願之儀」があって来たことを鳥取藩
に伝え、また「今回の事情聴取記録と朝鮮人から入手した文書類を、それらの一覧ととも
に【此度朝鮮一巻之書付并朝鮮人出候書付、目録ニ記之】」石見の幕府代官所まで送付し
た。元禄竹島一件の顛末を対馬藩士越常右衛門がまとめた『竹島記事』によると、六月末、
鳥取藩江戸留守居は対馬藩江戸留守居に対し、「朝鮮人安龍福はあれこれと事情にも通じ
ており、だいたい日本語ができるようです。訴訟の件は、対馬藩に関わることのようだと
聞いています【朝鮮人アンヒチヤク諸事案内をも能存、大形日本言葉を申候、、訴訟之儀
者其元様之儀ニ而御座候様ニ聞へ申候】」と述べた。「対馬藩と関わること」とは、安龍
福が、元禄六年に人質として連行・送還された際に、対馬藩では縛られたりしたというよ
うなことを再三述べている、という（【アンヒチヤクを先年竹島江参候節御国元朝鮮ニ而
しはりなとハ不被成候哉、左様之事共申、兎角何角と其元様之事を申候】）。
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ところで、鳥取藩は、元禄六年から八年にかけて継続された朝鮮政府・対馬藩間におけ
る竹島一件交渉からは完全に疎外されていたから、交渉の顛末についての情報は一切手に
していなかった。そのため鳥取藩としては、自らが入手した安龍福の訴訟内容を幕府中央
なり対馬藩江戸留守居に伝えるに際し、あらかじめ何らかの情報操作が必要だと感じるだ
けの素材を持ち合わせていなかった。したがって、右に示されるような鳥取藩江戸留守居
が述べた訴訟内容こそが、安龍福が実際に述べたものときわめて近いものと考えて良い。
こうして安龍福による訴訟の内容は、鳥取藩にも対馬藩にも伝わっていた。おそらくそ
れは、石見代官所経由で幕府中央にも伝わっていたことだろう。したがって〈指摘④〉は
正しくないし、〈指摘⑥〉も誤りではないものの不十分である（３）。
ところで、安龍福は朝鮮官憲に対し、「先年（元禄六年）日本へ来たときに『鬱陵・子
山等の島を朝鮮領として日本との境界と定める』という関白（徳川将軍）の文書を得た【頃
年吾入来此処、以欝陵・子山等島、定以朝鮮地界、至有関白書契】」とか「前に鬱陵・子
山両島に関する将軍の文書を得たのは明らかなのに、それを対馬藩主に奪われてしまった
【前日以両島事、受出書契、不啻明白、而対馬島主、奪取書契】こと等を訴えたかった」な
どと供述したという（『粛宗実録』粛宗二二年九月二五日条）。東莱府で兪集一が安龍福を
審問した際に、「鳥取藩から与えられた「銀貨及文書」を対馬藩の人間にことごとく奪われ
た【以為伯耆州所給銀貨及文書、馬島人刼〔刧〕】」（『粛宗実録』粛宗二二年一○月二三
日条）とも述べている。安龍福らは「（元禄六年時に）日本でもらった物や書付をもって
きたといっている」とする〈指摘③〉は、ここにいう持参した「書付」が『鬱陵・子山等
の島を朝鮮領として日本との境界と定める』という関白（徳川将軍）の文書の実在を証明
するとの考え方に通じている（４）。
しかしながら、第一に、元禄六年の安龍福は竹島（鬱陵島）出漁をめぐる競合の末に大
谷・村川家の船によって連行されたに過ぎず、幕府はこれを契機に対馬藩に対して「竹島
（鬱陵島）への朝鮮人出漁禁止を求める」日朝交渉を命じた。そうした状況下で徳川将軍
が鬱陵島・子山島を朝鮮領と認める文書を書けるはずもない。また、鳥取から長崎・対馬
府中経由で送還された安龍福が将軍直書を受け取る機会もない。
第二に「（元禄六年時に）日本でもらった物や書付をもってきたといっている」という
のは史料の誤読である。おそらく【日本ニ而被下候物共書付之帳壱冊】とする史料文を「日
本でもらった品々と書付の帳面一冊」と解釈したのであろう。しかし安龍福は、「鳥取藩
から与えられた「銀貨及文書」を対馬藩の人間にことごとく奪われた」とも述べる。他人
に奪われて手元にないものを、果たして如何にすれば持参できるのであろうか。あるいは、
鳥取藩から与えられた品々のなかには奪われなかったものもあって、そうした品々を持参
したのでもあろうか。
以下に示すのは、元禄六年に安龍福・朴於屯を鳥取藩から長崎へ送致した際に、対馬藩
が所持品の点検をした際の確認書類である。これによれば、鳥取藩が二人に与えた品々が
何であったかが具体的に分かる。ただし、これは対馬藩側による確認文書だから、既に「銀
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貨及文書」が奪い取られたのちの様子を示すものであるかもしれない。
覚
一布帷子

七

一湯かた

壱

一風呂敷

弐

一鏡

壱面

一唐笠

壱本

一布手拭

三つ

一煙器

弐本

一皮多葉粉入

弐

一布帯

壱筋

一木綿布子

壱

一布足袋

弐足

一かや

壱張

右者従伯耆守様より朝鮮人ニ被下之候分
一木綿袷

五

（一一ヶ条略）
一木札

弐枚

右者朝鮮人持渡候分、何も無違請取申候、以上
宗対馬守内 浜田源兵衛

印

（『竹島記事』一）
仮に右の品々を元禄六年から九年まで大事に保持し続け、今回持参したものとしよう。
隠岐代官手代による子細な船内荷物の書き上げのなかに右の品々が記録されないのはなぜ
だろうか。実は、そもそも村上家文書中にある【日本ニ而被下候物共書付之帳壱冊】の「書
付」は名詞ではなく動詞であり、この史料文は「日本でもらったものを書き付けた帳面一
冊」と解釈されねばならない（５）から、〈指摘③〉は史料の誤読にもとづく単純な誤り
なのである。
もっとも「鳥取藩から与えられた「銀貨及文書」を対馬藩の人間にことごとく奪われた
【以為伯耆州所給銀貨及文書、馬島人刼〔刧〕】」（『粛宗実録』粛宗二二年一○月二三日
条）とする記述は、すべて虚構というよりは一定の事実を踏まえたものであろう。今回の
訴訟一件は「対馬藩に関わることのようだ【訴訟之儀者其元様之儀ニ而御座候様】」と把
握されてもいたからである。鳥取藩が掌握した訴訟内容とも併せて考える限りでは、安龍
福の来航目的は先回の送還時に対馬藩からうけた冷遇に対する不満を訴えたかった、とい
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うことになるから〈指摘①⑦〉は誤りである。
先に、村上家文書における事情聴取の様子を時系列にしたがって整理した。最初の対談
の冒頭で、安龍福らが「朝鮮八道之図ヲ八枚ニ〆所持仕候」ものを出してきた。江原道の
部分には竹島・松島が記入されていたから、この地図は「竹島と松島を朝鮮の領土として
主張するために特別に作ってきたもの」などとして、関心はこの点に向きがちである。
とりわけ金炳烈は、「当時地図は、これを利用した外国の侵略を憂慮して国家機密として
管理していたものだから、安龍福一行のような一介の漁民が所持できるようなものではな
かった。にもかかわらず、朝鮮八道が各道ごとに一枚ずつ詳細に描かれた地図を安龍福一
行が所持しており、一行の調査にあたった者たちに提示したのである。これは安龍福一行
が、鬱陵島と独島の領有権を主張するために意図的に朝鮮八道地図を携帯してやって来た
ことを意味する」（［金炳烈○六］四二頁）と述べ、安龍福一行が所持した朝鮮八道地図
に松島（竹島／独島）が記載されていることを根拠にして、「当時、独島に対する領有意
識が明らかであったことを立証する」とも述べる（同前四三頁）〈指摘⑨〉。
しかしながら、「本来ならば所持しえない朝鮮八道地図を所持していること」と「鬱陵
島と独島の領有権を主張する」こととのあいだには明らかな論理の飛躍があり、右の文章
では何の説明にもなっていない。また地図に松島（竹島／独島）が記載されていることに
よって、その地理的認知の存在を論じることはできても、そこからただちに領有認識の存
在までは論じえない［池内敏○六Ｂ］。
金炳烈は次のようにも述べる。「当時作製された地図には、一般的に巨済島・莞島・江華島な
ど多くの島々が含まれ、慶尚道には対馬島も描かれていた。こうした島々がひとつも描かれずに竹
島（鬱陵島）と松島（竹島／独島）だけが問題視されて描かれている。これは安龍福が二つの島が
朝鮮領であると主張したからに間違いない」（［金炳烈○六］四六頁）と〈指摘⑨〉。安龍福
が所持した朝鮮八道図に「こうした島々がひとつも描かれ」ていなかったのかどうかは、実は村上
家文書からは分からない。村上家文書〔Ｄ〕「朝鮮之八道」は、安龍福が提示した「朝鮮八道図」
を見た隠岐代官手代らが「八道ノ名ヲ書写」〔Ａ２〕したものに過ぎないからである。手代
らが〔Ｄ〕 江原道の部分に「此道ノ中ニ竹嶋・松嶋有之」と書き込んだのは、「朝鮮国江
原道東莱府ノ内ニ欝陵島と申嶋御座候、是ヲ竹ノ嶋と申由」「同道之内子山と申嶋御座候、
是ヲ松嶋と申由」とする安龍福の発言〔Ａ２〕に基づいている。そしてこれら安龍福発言
それ自体は地理的認識を示すまでであって、「竹島・松島を朝鮮領として主張」したもの
とまでは解釈できない。
ところで金炳烈はまた、元禄竹島渡海禁令が鳥取藩国元に伝わったのが元禄九年八月一日
だから、同年春に大谷・村川両家が竹島渡海を行った可能性があることに言及する。元禄
九年の竹島（鬱陵島）で日本漁民と遭遇・追放する過程で隠岐に至ったとする朝鮮官憲で
の安龍福供述にも裏付けがあると推定する（［金炳烈○六］五四～五五頁）。仮にそうで
あるならば、村上家文書にそうした記述が一つとして現れないのはなぜなのか。村上家文
書における安龍福は鳥取藩主に訴えがあると述べている。一方、朝鮮官憲に対する供述に
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よれば、竹島（鬱陵島）で出会った日本人漁民たちは鳥取藩領民ではない。彼らは松島（竹
島／独島）住人と述べており、それを追跡して隠岐に至ったと安龍福はいう。村上家文書
から分かるのは、安龍福が如上の漁民を追跡した形跡も、隠岐で告発した形跡も微塵もな
いことである。村上家文書によっては、朝鮮官憲に対する安龍福供述を裏付け得ないから

〈指摘⑩〉は成り立たない（６）。
村上家文書の内容全体の分析と、他史料との比較検討からすれば、安龍福の訴訟目的が
「竹島と松島を朝鮮の領土として主張する」などというところに無かったことは明らかで
ある。〈指摘①⑦⑨〉は、史料の一部分を取り出して拡大解釈をし、当該史料をとりまく
大局的な史実から切り離して想像を膨らませた結果の錯誤にすぎない。
さて、そうなると、安龍福らが竹島・松島を記載した「朝鮮八道之図」を持参し、しか
も最初の対談の冒頭で提示したのはなぜなのか、が問われることとなろう。
答えは簡単である。元禄六年に竹島で捕縛されて隠岐経由で鳥取藩へ連行された安龍福
は、鳥取藩では様々な身の回りの品々を支給され厚遇された。ところが対馬藩に引き継が
れたのちに冷遇を受けるようになった。その冷遇を受けた事実を鳥取藩に訴えるためには、
自身が如上の経験をした当事者であることを鳥取藩側に示す必要がある。竹島で捕縛され
てから松島や隠岐を経て鳥取藩領米子に連れて行かれたという、いわば「当事者のみが知
りうる秘密の開示」は、当時にあっては如何にすればなしえたであろうか。山陰地方で使
われていた島名＝松島や、実際に自身が捕縛された島＝竹島が記載された「朝鮮八道之図」
を持参することは、まさにそうした証明書たりうる唯一の道だったのである。
以上を踏まえるならば、安龍福の来航目的が竹島／独島が朝鮮領であることを訴えると
ころにあったとする〈指摘①⑦⑨〉は明白な誤りであり、村上家文書をもって、竹島／独
島が朝鮮領だと日本に主張した史料と評価することはできないのである（７）。
四

村上家文書（翻刻史料）

「上紙共八丁
元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書

」

〔Ａ〕
朝鮮舟着岸一巻之覚書
隠岐国島後

〔Ａ１〕
一朝鮮舟壱艘

長（割注）「上口三丈、下口弐丈」
幅中ニ而（挿入）「上口」壱丈弐尺
深サ四尺弐寸

但、八拾石程積可申候、
檣

弐本
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帆

弐ッ

梶

壱羽

櫓

五梃

蓬
木綿之はた二ッ艫ニ立申候
木碇

弐梃

かうそ綱四房
敷物ござ犬ノ皮
一船中人数拾壱人
俗

安龍福

俗

李裨元

俗

金可果

俗

三人名不書出、年不書出

坊主

雷憲

坊主

雷憲弟子

衍習

坊主

三人名年不書出候

〔Ａ２〕
一安龍福

午歳四十三

冠ノヤウナル黒キ笠、水精ノ緒、アサキ木綿ノウハキヲ着申候、腰札ヲ壱ツ着ケ申候、
表ニ通政太夫
安龍福

年
甲午生

表ニ住東莱

印彫入

印判小キ箱ニ入、耳カキヤウシ小キ箱ニ入、此弐色扇着ケ持申候、
一金可果

年不書出

冠ノヤウナル黒キ笠、木綿ノ紐、白キモメンノウハキヲ着申候、扇ヲ持申候、
坊主

一興国寺ノ住持雷憲

歳五十五

冠ノヤウナル黒キ笠、木綿ノ紐、細美ノウハキヲ着、扇ヲ持申候、
己巳閏三月十八日、金鳫山之朱印状雷憲所持仕候ヲ出シ申候ニ付、則写申候、
康煕二十八年閏三月二十日
金鳫山朱印ノ書付、雷憲所持仕候ヲ出シ申候ニ付、則写シ申候、
箱壱ツ

長壱尺、はヽ四寸、高四寸

鈴ノカナク在リ、内ニ算木在、竹ニ而作之申候、
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かけごニ硯ヲ仕組申筆墨在リ、
雷憲弟子アンスツ

一坊主衍習

歳三十三ト申候、

一右安龍福・雷憲・金可果三人江在番人立会之時、朝鮮八道之図ヲ八枚ニ〆所持仕候ヲ出
シ申候、則八道ノ名ヲ書写、朝鮮ノ詞ヲ書付申候、三人之内、安龍福通詞ニテ事ヲ問申候
得ハ答申候、
一舟中ニ荷物在之候哉と尋候ヘハ、干鮑少、和布少在之候、是ハ食事之サイニ仕候由申候、
後ニ船中□書付別ニ御座候、
一船中ニ坊主五人乗セ候儀尋候ヘハ、竹嶋見物ヲ望ニ付同道仕候由申候、
一沙門宗派五人共一宗か又別宗か何宗そと尋候ヘハ、雷憲其問ノ書付ニ答ヲ書記申候、然
共其分ケ不分明様ニ相聞ヘ申候、依之翌廿一日ニ、宗旨名・伯州ヘ参候わけ・荷物等之義
書付相尋候ヘハ、病人李裨元筆者ニテ書出ス書付有リ、則差上申候、〔Ｅ〕
一安龍福申候ハ、竹嶋ヲ竹ノ嶋と申、朝鮮国江原道東莱府ノ内ニ欝陵島と申嶋御座候、是
ヲ竹ノ嶋と申由申候、則八道ノ図ニ記之、所持仕候、
一松嶋ハ右同道之内子山と申嶋御座候、是ヲ松嶋と申由、是も八道之図ニ記申候、
一当子三月十八日、朝鮮国朝飯後ニ出船、同日竹嶋ヘ着、夕夕飯給申候由申候、
一舟数十三艘、人壱艘ニ九人・十人・十壱人・十弐三人・十五人程宛乗リ、竹嶋迄参候由、
人数之高問候而も一円不申候、
一右十三艘之内十弐艘ハ竹嶋ニ而和布・鮑ヲ取、竹ヲ伐リ申候、此事ヲ只今仕候、当年者
鮑多も無之由申候、
一安龍福申候は、私乗候船ニハ拾壱人伯州江参、取鳥伯耆守様江御断之義在之罷越申候、
順風悪布候而、当地ヘ寄申候、順次第ニ伯州江渡海可仕候、五月十五日竹嶋出船、同日松
嶋江着、同十六日松嶋ヲ出、十八日之朝隠岐嶋之内西村之磯ヘ着、同廿日ニ大久村江入津
仕候由申候、西村之磯ハあら磯ニ而御座候ニ付、同日中村江入津、是も湊悪候故、翌十九
日彼所出候而、同日晩ニ大久村之内かよい浦と申所舟懸リ仕、廿日ニ大久村江参懸リ居申
候、
一竹嶋と朝鮮之間三十里、竹嶋と松嶋之間五十里在之由申候、
一安龍福ととらへ弐人、四年已前酉夏竹嶋ニ而伯州之舟ニ被連まいり候、其とらべも此度
召連参、竹嶋ニ残置申候、
一朝鮮出船之節、米五斗三升入二十表積参候得共、十三艘之者共給申候ニ付、只今者飯米
乏ク成候由申候、
一伯州用事仕廻、竹嶋江戻リ、十弐艘之舟ニ荷物ヲ積セ改仕、六七月之頃帰国仕リ、殿江
も運上ヲ上ケ申筈之由申候、
一竹嶋ハ江原道東莱府ノ内ニ而御座候、朝鮮国王之御名クモシヤン、天下ノ名主上、東莱
府殿ノ名一道方伯、同所支配人之名東莱府使ト申候由申候、
一四年以前癸酉十一月、日本ニ而被下候物共書付之帳壱冊出シ申候、則写之申候、〔Ｆ〕
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一三人江在番人対談終リ舟江三人共ニ帰り、其後ニ書簡ヲ差出シ、干鮑六包、内壱包ハ大
久村庄屋へ、五包ハ在番人ヘ之心入にて指越候得共、六包共ニ返シ申候、其書簡之奥ニ生
菜・青菜・実菓請と御座候ニ付、苣・ねふか・榧実・芹・生姜なと遣シ申候、尤書簡之返
事ヲモ相添遣申候、

〔Ａ３〕
一廿一日、安龍福より書付出シ申、飯米ニ切レ夕飯より食ニ絶候由申越候ニ付、舟江庄屋
与次右衛門罷越、様子相尋候ヘ者、飯米無之致難義候、朝鮮ニ而他国之舟参候得ハ致馳走
候処ニ、此元ニ而ハ大凡成義之様ニ申候ニ付、庄屋申候ハ、爰許も異国舟被放風参候節ハ
飯米等其外所相応之儀ハ御調被遣事ニ候、其方義取鳥伯耆守様ヘ訴詔在之参候と之申方ニ
而候間、飯米等致用意可被参事と申候得者、不審尤成義ニ候、竹嶋十五日ニ出候得者、其
侭日本之地ヘ着可申、日本之地ニ而ハ御如在無之と存、右之通ニ候と申候、然共無覚速候
間、船中見可申と庄屋申候得者、成程見候様ニと申ニ付見分仕候得者、飯米入候叺之内ニ
白米三合程残り申候、庄屋申候ハ、飯米切レ申候段見届申候、去年作不熟ニ而米払底ニて
候、少々在之候而も悪米ニ而候、不苦候ハヽ少ハ才覚可仕由申候得者、致才覚くれ候様ニ
と申ニ付、在番所より参候迄ハ延引ニ付、大久村地下より取合白米四升五合遣シ申候、朝
鮮升壱斗壱升五合ニ斗立手配を申候、追付在番より米参候ヲ則白米ニ仕、壱斗弐升三合遣
シ候得者、朝鮮升三斗ニ斗立手配を申候、右両度之米、廿一日之夕と廿二日三度之飯米在
之由申ニ付、其積リヲ以追々米才覚仕、時々ニ飯米あてかい渡し申候、
一拾壱人之内名歳知レ不申分、猶又宗門之義銘々ニ願ハ書記、伯州へ訴詔之わけ書付出シ
候様ニと申候得共、始ハ心得候由申候処、廿二日之朝ニ至リ其事共書出スニ不及候、伯州
ヘ参、委細可申上由、重而ハ其問事無用ニ可仕由書付出之、則指上ケ申候、〔Ｇ〕

〔Ａ４〕
雷憲廿二日陸揚リ候時之装束ハ
一ウハキハ白木綿、ねつミニ似タルヲ着シ申候、
一帽子ハ本朝禅宗ノ用候様成ヲ着シ申候、地ハサイミ、ウラハ白キ麻
一珠数も禅宗之用候様成ヲ持申候、玉之数十斗在之、笠ハ着不申候、弟子衍習モ揚リ申
候、装束雷憲と同断、
但、衍習カ珠数ノ玉太サ同ク、数ハ多相見ヘ申候、
右、廿二日、安龍福・李裨元・雷憲・同弟子陸ヘ上リ候事ハ、西風強ク船中不静、物書
候義不成候間、陸ヘ上リ書可申と申候ニ付、海辺近キ百性家ヘ入レ候処、其時ニ至リ前々
書付斗書出し申候、廿一日舟ニも認懸リ申候書簡、今度之訴詔一巻と被存、長々と仕たる
下書ヲ致シ、本書をも認懸リ（挿入）「候へとも廿二日陸へ上り相談仕、かへ」候様ニ相見へ
申候、併前々書付ニ而始終大体わけ聞へ申候様ニ奉存候、其通ニ而差置申候、
一廿一日より廿三日迄も風雨強ク御座候而、西郷へ朝鮮舟廻シ候事、引舟仕候而も難成候
ニ付而、番舟申付役人共付、大久村ニ其侭指置申候、惣而十八日より西風毎日強ク舟路ノ
通い不罷成荒申候、
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一石州へ為右御注進松岡弥右衛門渡海申付候ニ付、廿二日、弥次右衛門呼戻シ、高梨杢左
衛門・河嶋理兵衛大久村江遣置申候、飯米等追々見斗庄屋方より渡さセ候ニ付、朝鮮人悦
申由ニ而書付指出申候、則差上申候、〔Ｈ〕

〔Ａ５〕
右、此度朝鮮人一巻之書付并朝鮮人出候書付目録ニ記之、弥次右衛門持参仕候、口上ニも
可申上候、以上、
五月廿三日

中瀬弾右衛門
山本清右衛門

石州御用所

〔Ｂ〕
朝鮮舟在之道具之覚
一白米

叺ニ三合程残り申候

一和布

三表

一塩

三表

一干鮑

壱束

一薪

壱〆

一竹六本

（割注）

「長六尺八寸、同三尺五寸、同三尺、但、一尺廻リ」

一刀壱腰

（割注）

「此刀武具ニハ難用麁相成ものニ候、」

一脇指壱腰

（割注）

「此脇指、柄ハ脇指ニ候へ共、料理なといたし候ニ付、包丁同前」

一鑓四筋

（割注）

「何れも鮑取器物之由、長柄ハ四尺斗」

一長刀

壱

一半弓

壱

一矢

壱箱

一帆柱

弐本

一帆

弐端

一梶

壱羽

一ミなわ綱

内（割注）「壱本ハ八尋、壱本ハ六尋」
内

「内壱本ハ竹之内」

（割注）

「方五枚下リ六枚、方四枚下リ五枚」

壱丈四尺五寸
（割注）

一とま

拾枚斗

一犬皮

三枚

一敷こさ三枚

（割注）

「わら、かつら、しな」

内（割注）「弐枚長ケ五尺・横一丈二尺、残ハ同（日カ）本ノとまより大キ」

帆こさノ類ニ而候、

右之通見分仕候処、紛無御座候、

〔Ｃ〕
李裨元

朝鮮人俗名
金可果

柳上工

金甘官
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（割注）

ユウカイ

「此字相尋候ヘハ書不申、下々歟、毎度末座ニ居申候」

安龍福共、六人俗
僧名
興国寺

雷憲

霊律

丹冊

騰淡

衍習（割注）「雷憲弟子」

右五人坊主
合拾壱人

〔Ｄ〕
京畿道
全羅道

朝鮮之八道
江原道
忠清道

（割注）

平安道

「此道ノ中ニ竹嶋・松嶋有之」
咸鏡道

黄海道

慶尚道

【注】
（１）安龍福を虚言癖の男と評価する流れは、近年では下條正男に代表される。しかしながら、
たとえば安龍福が見た松島は竹島／独島ではなく隠岐島だったとする下條正男の主張は荒唐無
稽である。安龍福が竹島（鬱陵島）および隠岐諸島と区別された島として松島（竹島／独島）を
認知していたことは隠岐・村上助九郎家文書によりはっきりしたが、そもそもから右主張は『辺
例集要』の誤読にもとづく誤謬であった。こうした誤謬がもたらされた背景には、安龍福を虚言
癖の男とする評価への過剰なこだわりがある。
（２）筆者は、同年六月末まで村上家文書の存在を知らずにいたところ、釜山ＭＢＣ放送・番組
制作スタッフの名古屋来訪時にコピー本を見せられ、ただちに全文を解読した。その後、同年九
月初旬に村上助九郎家を訪問し、史料原本を丁寧に閲覧する機会を得たので、コピー本では解読
困難であった部分についてすべて検討させていただいた。いまのところ、村上家文書の全文翻刻
は、島根県竹島問題研究会の中間報告書（二○○五年五月）に収録されているものが唯一である。
この翻刻は、割注や挿入部分が明示されないため史料原文の様態がわかりにくい難点があるほ
か、十ヶ所余の誤読・脱漏がある。もっとも、これら誤読・脱漏の多くは史料解釈にあたって大
きな影響を与えるものではないので、すべてについていちいち指摘しないが、以下の四つについ
ては訂正の必要があるかもしれない。僧雷憲の寺は「興国寺」（『全羅道邑誌』「順天府」項で
確認できる）、雷憲が所持していたのは「金雁山」の朱印状、雷憲が所持していた箱の金具は「鈴」、
五月二一日に船へ出かけて行って安龍福と会話したのは「庄屋与次右衛門」。
（３）訴えの内容自体は鳥取藩に伝わっておらず、「訴訟のため伯耆に行くことだけしか連絡で
きなかった」とする〈指摘④〉と、訴状が鳥取藩に提出されて江戸幕府まで届いた可能性は「全
面否定することはできない」とする〈指摘⑥〉は互いに矛盾するようにも思うが、この点は措い
ておく。
（４）金炳烈は、元禄六年に安龍福が得たという『鬱陵島は日本領ではない【鬱陵島非日本界】』
とする関白書契には「文献的な根拠が無い」ことを認めた上で、「しかしながら、こうした書契
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が無かったとすると、安龍福の第二次渡日活動を決意させた動機が弱いものとなる」（［金炳烈
○六］五三頁）として、以下のような手順でそうした書契が実在したことを論証しようとする。
元禄七年（一六九四）一一月、鳥取藩は大谷・村川両家に対し、今後における竹島渡海の資金
貸付を打ち切った。金炳烈はここで「なぜ鳥取藩は急に態度を変えたのか」と問い、「安龍福が
一六九三年に鳥取藩へ来て、鬱陵島が朝鮮領だと主張したために、大谷・村川両家の渡海が朝鮮
領である鬱陵島に対する不法渡海だということを藩として知ることとなったためではあるまい
か」（同前五三頁）とする。鳥取藩は「事態をそれ以上大きくしたくなかったから」「鬱陵島は
日本領ではない」とする内容の文書を「鳥取藩で書契を作成して与えた可能性」「藩の重臣が書
契を作成して与えた可能性」があると推測する。その上で、安龍福がそれらを幕府ないしは鳥取
藩が正式に作成したものと誤解した可能性があるというのである（同前五四頁）。誤解ではあっ
ても書契それ自体は実在したとの論である。
さて、元禄六年五月に竹島（鬱陵島）で捕縛されて鳥取藩へ連行された安龍福が竹島（鬱陵島）
を朝鮮領だと主張し、鳥取藩もそれを受容したとしよう。それではなぜ鳥取藩はその元禄六年末
に竹島渡海の資金貸付を停止しなかったのか。元禄七年春の竹島渡海を資金的に後押しすること
は「事態をそれ以上大きく」しないと判断されたとでもいうのだろうか。実は、そもそも元禄七
年末の資金貸付停止を元禄六年五月の安龍福と結びつけるのが誤りなのである。鳥取藩は元禄六
年の事件を契機にして資金貸付方針を急に変更したわけではない。元禄五年・六年と連年で竹島
（鬱陵島）で朝鮮人漁民と競合して収獲の得られなかった大谷・村川家に対し、鳥取藩は次年度
の収獲でそれまでの損失を相殺するとした。しかし元禄七年は悪天候のために竹島（鬱陵島）へ
の着岸すらできず、同年一一月の資金貸付の打切りに至った。資金貸付はあくまでも投資であり、
資金回収に見込みがなければ打切りもまた選択肢のひとつである。資金貸付打切り後の元禄八年
春、最後の竹島（鬱陵島）渡海を行った大谷・村川両家の船は、竹島（鬱陵島）に多くの朝鮮人
漁民を目にしたため着岸せずそのまま引き返し、帰途立ち寄った松島（竹島／独島）で鮑を少々
採ったという。仮に資金貸与が継続されていたところで、到底その返済が可能な状況ではなかっ
た。
（５）金炳烈は、「安龍福の第一次渡日時（元禄六年の事件のこと―引用者注）に日本で受け取
った品々を記録した一般的な書類だとすると、わざわざこうした書類を日本まで持ってきて提示
する必要があるまい」（［金炳烈○六］四五頁）と述べるが、思い込みを優先させた本末転倒の
議論である。議論は史料に即して立てられるべきである。なお、金炳烈は一貫して「書付」を名詞
として様々な解釈を試みるが、そもそも動詞なのだからそれらの試みには意味がない。
（６）金炳烈論稿のうち、朝鮮官憲に対する元禄六年・九年の安龍福発言にも裏付けがあるとす
る点で〈指摘⑩〉と無関係ではないものの村上家文書の記述とは直接関わらない論証について述
べておく。金炳烈は、元禄九年の安龍福が鳥取藩主と会見した可能性について、以下のような誤
解として存在したと論じる（［金炳烈○六］五六頁）。すなわち、安龍福事件に関わって鳥取藩
江戸藩邸から国元へ飛脚が派遣されたことを根拠にして、対馬藩から安龍福のもとへも飛脚が派
遣された可能性が指摘される。「江戸にいた対馬島主の父としては、安龍福がほんとうに鬱陵島
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と独島に対する領有権を主張したのかを確認したかったから、飛脚に対し、直接安龍福に会って
確認するよう指示を行った可能性がある」（同前五七頁）から、安龍福は「飛脚を対馬島主の父
と誤認したこともありうる」（同前後八頁）というのである。
さて、鳥取藩領に所在する者に対し、鳥取藩を頭越しにして面会できる使者が他藩から派遣で
きるなどとは到底考えられない。安龍福事件に際し、対馬藩国元から鳥取藩領へ向けて通詞が派
遣されるが、この通詞ですら直接取り調べをすることは想定されておらず、鳥取藩役人と立ち会
いの下での対面しか想定されていない（「竹島記事」）。ましてや飛脚である。しかも、鳥取藩
は安龍福は日本語が通じないからとして朝鮮語通詞の派遣を対馬藩に求めていた。「直接安龍福
に会って確認するよう」求められた飛脚は果たして朝鮮語に堪能だったのだろうか。論の飛躍と
可能性の連鎖が金炳烈論稿の特徴である。こうした議論の進め方にはとてもついてゆけない。
なお、議論の大勢に影響はないが、「江戸にいた対馬島主の父」（［金炳烈○六］五七頁）と
か「安龍福が鳥取藩に密航した時期には、義倫の父、宗義真は新藩主の後見役となり、参勤交代
で江戸にいた」［下條正男○四］とするのは誤りである。宗義真は安龍福事件の発生を対馬藩国
元で知り、国元から江戸藩邸に向けて指示を出していることが明らかだからである（「竹島記
事」）。
（７）本文中で触れなかった〈指摘②⑤⑧〉については、ここで述べることとする。
まず、隠岐代官手代たちによる安龍福一行の取り調べに際しては「安龍福が通訳になって日本
語での質疑と応答が行われた」［内藤正中○五］ことは指摘されるものの、村上家文書によって
安龍福の日本語能力の高さが分かる点については概して注目度が高くない。しかしながら、かつ
て安龍福の日本語能力については「多少の日本語に対する理解があったとしても、十分に意を通
じるに足る程でなく」［田川孝三］として力量が疑われており、それがひいては「（安龍福証言
のうち）日本に対するものは全て虚構の言であった」［田川孝三］とする評価につながった。安
龍福の日本語能力問題は、いわば、彼を虚言癖の男として評価する際に小さからぬ位置を占めて
いたわけである。
村上家文書〔Ａ２〕部分を見れば、隠岐代官手代らによる事情聴取に対する応答も、記録内容
からすれば日本語による十分な意思疎通が果たされていたことを物語っている。そしてとりわけ
庄屋与次右衛門との対話記録〔Ａ３〕は、ひとつひとつの日本語会話の状況を彷彿とさせるもの
であり、安龍福の日本語能力が高い水準にあったことを裏付けてくれる。既存の人物像ではなく
「安龍福という人物を知るための手がかりを与えてくれる」とする〈指摘②〉は、こうした点で
も該当しよう。
ところで、鳥取藩領青谷に現れた際に身につけていた「官服や皮靴」は、隠岐で船内の道具を
調べた記録の中には存在しない、とする〈指摘⑤〉はまことに興味深い。青谷に着船した際に「朝
鬱両島監税将、臣安同知」と墨書した旗を船首に掲げていたところからも、安龍福は（架空の）
朝鮮官職を名乗り、「官服や皮靴」を身にまとい、あたかも朝鮮王朝の官人であるかのごとき装
いで鳥取藩領に登場した。そうした「官服や皮靴」が、村上家文書の船荷物一覧記録には見いだ
せないというのである。
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実は、「朝鬱両島監税将、臣安同知」と墨書した旗もまた船荷物一覧中には見いだせなず、そ
こにあるのは「木綿之はた二ツ」〔Ａ１〕だけである。仮に「木綿のはた」のいずれかに何らか
の字が墨書されていたならば、隠岐代官手代たちが見逃すはずがない。安龍福の戸牌に書かれた
文字や興国寺僧雷憲の所持した朱印状の文面を筆写したのと同様に、旗に書かれた文字も記録し
ただろうからである。したがってこれらからすれば、安龍福の所持した「通政大夫」の戸牌を除
けば、彼らが官人に扮装したのは隠岐を発ってからのちのことと分かるのである。
一方、〈指摘⑧〉については、「五月十五日竹嶋出船、同日松嶋江着、同十六日松嶋ヲ出、十
八日之朝隠岐嶋之内西村之磯ヘ着」〔Ａ２〕とする記述と、「戌亥間行二日一夜有松島、又一日
程有竹島」（『隠州視聴合記』）とを対比したときに、それを「大きく食い違っている」と強調
せねばならないほどの必然性がまるで感じられない。つまり、そこに供述の信憑性が疑われるほ
どに重大な地理認識の錯誤があるとは考えがたいから、〈指摘⑧〉が妥当なものとは思えない。

【参考文献】
池内敏［二○○六Ａ］『大君外交と「武威」』、名古屋大学出版会
―――［二○○六Ｂ］「「竹島／独島＝固有の領土論」の陥穽」、『ラチオ』二、講談社
内田文恵［二○○六］「村上家所蔵『元禄九丙子年朝鮮舟着岸一巻之覚書』解読について」、
島根県竹島問題研究会中間報告書
川上健三［一九六六］『竹島の歴史地理学的研究』、古今書院
金炳烈・内藤正中『韓日専門家がみた独島』、二○○六年、タダミディア（韓国・ソウル、韓国語）
下條正男［一九九七］「続・竹島問題考」、『現代コリア』三七一
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田川孝三［一九八八］「竹島領有に関する歴史的考察」、『東洋文庫書報』二○、（初出
は一九六○年以前）
内藤正中［二○○○］『竹島（鬱陵島）をめぐる日朝関係史』、多賀出版
――――［二○○五］「隠岐の安龍福」、『北東アジア文化研究』二二
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安龍福と鳥取藩
池内 敏
＜目次＞
はじめに
一

元禄六年の事件

二

元禄九年の事件（狭義の安龍福事件）

おわりに

＜概要＞
元禄竹島渡海禁令が発令された元禄九年（一六九六）一月二八日から、それが朝鮮政府
中央に伝わるまでに一年ほどの空白があり、この期間中にあたる元禄九年五月から八月に
かけて安龍福ら一一人の朝鮮人が隠岐諸島を経由して鳥取藩領に現れた。これが安龍福事
件（狭義）である。帰国した安龍福は、朝鮮政府から越境行為を罪に問われたのに対し、
欝陵島・于山島から日本人を放逐する過程で越境することとなったと弁明した。一方、安龍福は元
禄六年にも鳥取藩領に来た経験があったから、このときを含めて広義の安龍福事件と把握
することもできる。
安龍福発言の信憑性については、これまで韓国と日本で正反対の評価がなされてきた。
韓国では安龍福供述をそのまま史実と解する傾向が強く、また于山島を今日の竹島／独島と
解するのが支配的な現代韓国にあっては、右の発言を行った安龍福を英雄扱いすることとなる。
一方、日本では安龍福供述を虚言として扱う傾向が強い。安龍福の行動と密接に関わる日本
側史料を比較検討すると、その供述に史実とは認めがたい点がいくつも指摘できるからで
ある。このように日韓間で解釈が正反対に分かれるなか、近年では、安龍福供述には史実
と乖離した点のあることを認めた上で、そうした乖離は安龍福の誤解・錯覚に基づくので
あり、供述それ自体には一定の史実が反映されていると解する内藤正中の主張も現れてい
る。これをうけた韓国人研究者のなかには、安龍福供述をそのままに史実とみる通説的理
解に一定の修正を施すものも現れてきたものの、大枠では「独島を護った英雄」としての
安龍福像は変化しない。
本稿では、安龍福事件を実証的に洗い直すことを通じ、その歴史的評価を再検討したい。
元禄六年（一六九三）四月二八日付の安龍福口述書には、注目すべき点が二つある。一
つは、竹島については朝鮮で既に聞き及んでいた、とする供述である。実際に竹島に上陸
してみると、そこかしこに日本の道具が目についたから、自分たち朝鮮人が行くような島
ではないと感じた、というのである。二つめは、今回の渡海は何らかの公的な指示による
ものではなく、私的な「銘々商売」によるものだ、というのである。
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ところで、安龍福らはのちに鳥取から長崎に送致され、さらに対馬府中を経由して釜山
倭館へ送り届けられる。長崎・対馬府中・釜山倭館の三ヶ所でも事情聴取を受けた安龍福
は、渡海が私的な商売目的（鮑・わかめかせぎ）であったことを一貫して述べる。その一
方で、竹島（欝陵島）認知にかかわっては供述に揺れがみえる。長崎では、その島が【日
本之内竹嶋】であることは今回初めて知ったともいう。対馬府中では、竹島（欝陵島）が
日本領か朝鮮領かまるで知らなかった、とする。そして倭館では、今回渡海した島の名は
知らない、欝陵島という島はこれまで知らなかった、と述べた。
ところで、安龍福らが鳥取藩領へ連れ去られた際に竹島（欝陵島）に居合わせた朝鮮人
漁民らに対し、朝鮮側の審問がなされている。この審問記録からすると、安龍福らと同行
していた慶尚道蔚山漁民たちは、自分たちが渡海した島を欝陵島だとはっきりと認識して
いたことが明らかである。とすれば、こうした認識は、おそらくは安龍福においても同様
であったろう。にもかかわらず、右に見たように、日本での供述は曖昧で動揺していた。
供述の揺れた理由はわからない。しかし、こうした供述すべてを通じて少なくとも次の
指摘を導くことは妥当であろう。元禄六年段階での安龍福の発言や態度からは、日本側に
対して竹島（欝陵島）を朝鮮領だと主張する強い意志を読み取ることは不可能だ、という
ことである。
元禄九年（一六九六）五月二○日、安龍福を含む一一人乗の船一艘が隠岐国島前の磯辺
へ着岸した。事件は、元禄竹島渡海禁令発令（元禄九年一月二八日）と同令の朝鮮への伝
達（同年一○月一六日）との狭間で生じたものだったから、安龍福の突然の来航には竹島
一件交渉そのものとの関わりを疑わせる余地があった。しかし、端的にいって、ここでの
案件は、竹島（欝陵島）および松島（竹島／独島）の領土問題とはまったく無関係であっ
た。
ところで、鳥取藩領青谷に到着して以後の安龍福一行の動向については、これまで以下
のように理解されてきた。
まず第一に、鳥取藩は安龍福一行を鳥取城下近くの賀露東禅寺に回航させ、のち鳥取城
下へ移送して町会所を宿所としてあてがった。ところが、安龍福一行を船中に留め置いて
陸に揚げる必要はないとする幕府の指示に接し、鳥取藩は急遽安龍福一行を郊外の湖山池
に移送する。そして鳥取藩領からただちに追い返すようにとの幕府命令にしたがい、賀露
港から出港させた、と。
さて、鳥取城下へ移送してのち湖山池へ再送する間の藩政史料が存在しない。この点に
ついて内藤正中は、鳥取城下では安龍福らに対し町会所を宿舎としてあてがう厚遇を与え、
この間に安龍福が徳川将軍にあてた訴状を藩重臣に提出した可能性を指摘する。しかしそ
もそも鳥取城下へ移送したこと自体が幕府方針とは矛盾しており、そのうえさらに藩重臣
が安龍福と接触していたことが公になればゆゆしき事態であるから、この間の記録が意図
的に削除されたと推測する。
第二に、ときの鳥取藩主池田綱清は江戸在府中であったが、安龍福が訴訟のため鳥取藩
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へやってきたことを受けて、「陣頭指揮をとるために急ぎ帰国した」。事態の重大性を藩主
の行動から読みとるのである。そして事態が重大だったのは、安龍福の提起した訴訟が領
土問題にかかわるようなものだったからだとする理解につながっている。
しかしながら、こうした内藤見解はいずれも実証的に成り立たない。
まず第一の点についていえば、安龍福らは東禅寺へ回航されてからは暫くそこに留まり、
東禅寺から直接に湖山池へ移送されたのである。言い換えれば、安龍福一行は鳥取城下に
立ち入っていない、ということである。
元禄九年の安龍福が鳥取城下に移送されて町会所を宿所としたとする根拠は、岡嶋正義
の著述にあり、これらは事件発生から一二○年を隔てたのちに編纂された史料である。こ
の史料にあるように、二人は輿に乗り、九人は馬にまたがった朝鮮人の行列が、周囲を護
衛の武士にまもられながら行進し、郊外から鳥取城下に向かったとしよう。こうした行列
に際しては、交通規制が事前になされるのが通例である。江戸時代の鳥取城下に外国人が
通行した（と見なされてきた）すべての事例について、交通規制発令の様子を整理してみ
ると、元禄九年の事例を除き、すべて事前に規制の発令されていることが分かる。
一方、岡嶋は安龍福一行の鳥取城下入りを護衛した鳥取藩士三人の名前を記すが、その
うち戸田市右衛門は、元禄八年三月から藩主江戸参府に従っており、この六月時点では藩
主はまだ江戸在府中であるから、戸田が安龍福の護衛をするなどということはありえない。
外国人の行列に際して交通規制がなされない事態はとても想定できないし、鳥取不在の
者が警護を務めることもありえない。安龍福一行の鳥取城下入りなる史実がなかったとす
る方が自然である。したがって、「鳥取城下へ移送してから湖山池へ再度移送する間の藩政
史料が存在しない」のも当然のことである。「城下へ移送した史実が無い」からである。記
録に残したのでは幕府に対して憚られる重大な事項があったから記録が削除されたのでは
なく、そもそも史実が存在しなかったから記録のしようがなかっただけである。
次に藩主池田綱清が「陣頭指揮をとるために急ぎ帰国した」か否かを検討する。池田綱
清が藩主在任中に江戸から国元へ帰国したすべての事例を掲げ、江戸から鳥取までにかか
った帰国日数を比較対照させてもると、元禄九年の帰国は「急ぎ帰国した」とはいえない。
元禄九年の場合の特徴は、むしろ就国の暇を得てから実際に帰国の途につくまでの期間
が七八日と異様に長い点にある。綱清は四月一三日に就国の暇を正式に認められたのち、
通例であればその後一○～二○日（つまり四月末から五月初め）で帰国の途につくはずの
ところ、老中へ出立の延期を求めている。理由は実母芳春院の病気である。このように、
本来ならば既に帰国していたはずのところ、実母の快方を待っていたときに六月に入って
安龍福の鳥取来航に関わる報せが国元から江戸に届いたのだから、安龍福来航をうけて急
に帰国を繰り上げたなどとする理解はそもそも成り立たない。
以上を踏まえれば、安龍福が鳥取城下町会所で重要文書を藩重臣に託したなどという事
態はまったく想定できないし、鳥取城下で重大事態が生じたために藩主は急ぎ帰国したと
の理解も成り立たない。安龍福事件にかかわる国元での対応は、家老荒尾志摩が一切を取

- 188 -

東アジア海域史研究における史料の発掘と再解釈―古地図・偽使史料・文学表現―

り仕切っており、それで十分であった。
以上を踏まえ、江原道で捕縛されたのち朝鮮官憲に対してなされた安龍福供述について、こ
れまでに日本側史料で明らかにした史実とつきあわせつつ検討してみよう。すると、安龍福供述
のうち傍証可能なのは、鳥取藩領へ現れた際には「監税将」なる架空の官職を名乗ったと
いう点だけである。
本稿での論証にしたがえば、内藤正中による「安龍福の誤解・錯覚」説は成り立たず、
内藤説を踏まえた金炳烈説も成り立ちえない。錯覚というレベルを含めても、安龍福供述を裏
付ける史実が概ね存在しないことはもはや明らかである。したがって、その供述をもって
安龍福を独島を護った英雄だなどとするのは、客観的な裏づけを欠いた、まことに不適切
な評価とせざるをえない。
z

『鳥取地域史研究』第１０号、２００８年２月、１７－２９頁。
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