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研究成果の概要（和文）：　日本古代に伝来した漢籍の伝来時期を明らかにし、その受容と影響を考察する研究
を行った。最も大きな成果としては、『日本国見在書目録』と中国隋・唐の宮廷図書目録の対比により、どの時
代に写された漢籍なのかを特定し、その伝来時期を推定するという研究手法を開発し、これまで未解明であった
隋代の書籍の日本への流入状況を明らかにすることができたということがある。
　また、この研究における基本史料である『日本国見在書目録』の史料的性格を明らかにする研究も行うことが
できたし、伝来漢籍の全体像を俯瞰する概説をまとめることもできたし、『晋書』という唐代に編纂された漢籍
（史書）の写本調査の結果をまとめることもできた。

研究成果の概要（英文）：I have researched on the introduction time of Chinese books in Ancient 
Japan. The main results of my study are the following 4. ①I compared the catalogue chapter in the 
Suishu（隋書）  to the Nihonkoku genzaisho mokuroku（日本国見在書目録）  to estimate which books 
were brought back from China by the Japanese missions. ②I solved the character of Nihonkoku 
genzaisho mokuroku .③I gave the whole picture of the brought Chinese books. ④I gathered the survey
 result of the manuscript of Jinshu（晋書）.

研究分野： 日本古代史
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
古代日本にどのような漢籍が伝来したか

については、平安時代前期の学者藤原佐世が
編んだ『日本国見在書目録』以来、多くの学
者・研究者が研究・検討を重ねてきたが、概
して静態的な研究が多く、どの時期にどの漢
籍が伝来したかという動態的な研究はあま
り行われてこなかった。『日本国見在書目録』
も、編纂された９世紀末に日本に存在した漢
籍をリストアップしたもので、掲載された漢
籍がいつ頃伝来したかという情報は殆ど記
されていない。特定の漢籍を取り上げ、その
漢籍がいつ頃伝来したのかを論ずる研究も
存在するが、あくまでも個別的な検討のみで、
漢籍全体を見通すような研究は皆無といっ
てよいだろう。 
しかしながら、漢籍が日本の政治・文化・

社会に与えた影響を具体的に考えるために
は、いつどのような漢籍が伝来したかを明ら
かにすることが必要である。しかも、一部の
漢籍だけを検討対象にするだけでは不十分
であり、やはり伝来漢籍の全体像を解明する
ことが重要である。このような課題を解決す
るために、代表者（榎本）は、『日本国見在
書目録』と諸史料との対比を長年行ってきた。
その結果、2008 年に発表した「遣唐使による
漢籍将来」という論文において、『隋書』経
籍志・『旧唐書』経籍志・『新唐書』芸文志
という中国宮廷蔵書目録との突き合わせに
より、『日本国見在書目録』所載漢籍の書写
年代を明らかにできるのではないかという
着想を得た。さらに、この着想をもとにして、
中国と日本の書籍目録との比較から漢籍の
渡来時期を特定するという研究手法を、「『日
本国見在書目録』に見える梁代の書籍につい
て」（2013）という論文で開発した。この論
文では、中国南朝の梁代の書籍目録である
『七録』（逸文）及び元帝の『金樓子』内の
著作目録と『日本国見在書目録』を照合する
ことにより、梁代に書写された写本の系統を
引く書籍が9世紀末段階で少なからず伝存し
ていたことを明らかにし、そのような漢籍が
いつ頃日本に伝来したしたかを特定するこ
とができた。漢籍の伝来時期を特定するとい
うこの研究手法は、梁代以外の時代にも応用
可能なものであり、隋代、唐代またそれ以外
の時代についても漢籍の渡来時期を明らか
にできるものと考える。 
以上のような代表者のこれまでの研究成

果から、個々の漢籍の渡来時期を特定するこ
とができるのみならず、日本古代における漢
籍の伝来に関して全体像を把握することが
できると考えるに至った。 
 
２．研究の目的 
 中国の書物（漢籍）が、日本古代の政治・
文化・社会に多大な影響を与えたことは広く
認知されている。しかし、どの時期にどの漢
籍が日本にもたらされたかについては、一部
の漢籍について個々に検討されることはあ

るが、漢籍全体を見通すような研究は存在し
ない。そのため、古代日本の歴史的展開と漢
籍との関連性があまり深く考察されること
なく、現在に至っている。 
そこで、本研究では、できるだけ多くの漢

籍の日本への伝来時期を特定することによ
り、漢籍伝来の時期区分を行い、漢籍が具体
的にどのような影響を古代日本にもたらし
たかを明らかにすることを目的とする。漢籍
の舶載には対外関係が大きく関わっており、
本研究は対外関係史研究にも貢献できるも
のと考える。 
 
３．研究の方法 
 ⅰ．日本と中国の書籍目録の比較、ⅱ．漢
籍の古写本調査、ⅲ．古代書籍に引用される
漢籍の分析という３つの研究方法によって、
日本古代に存在した漢籍の渡来時期を特定
する。その結果を踏まえて、漢籍渡来の時期
区分を行い、日本古代の政治・文化・社会へ
の具体的な影響を明らかにする計画である。
また、研究分野が多岐にわたることから、多
分野の研究者に研究協力者として研究会に
参加して頂き、その際に本研究に対する助
言・情報提供を受ける。これにより、研究視
角の多角化、広範な隣接分野の研究情報の入
手を図る。 
 
４．研究成果 
日本古代に伝来した漢籍の伝来時期を明

らかにし、その受容と影響を考察する研究
を行った。最も大きな成果としては、『日本
国見在書目録』と中国隋・唐の宮廷図書目
録の対比により、どの時代に写された漢籍
なのかを特定し、その伝来時期を推定する
という研究手法を開発し、これまで未解明
であった隋代の書籍の日本への流入状況を
明らかにすることができたということがあ
る。 
 また、この研究における基本史料である
『日本国見在書目録』の史料的性格を明ら
かにする研究も行うことができた。従来意
見の一致を見ていなかった同目録著録の漢
籍の総巻数を確定する方法を提示し、同一
書が繰り返し著録されている重出書の背景
にある問題についてひとつの解答を示すこ
とができた。それから、十世紀以前の日本
へ伝来した漢籍の全体像を俯瞰する概説を
まとめることもできた。さらに、九州国立
博物館所蔵の『晋書』という唐代に編纂さ
れた漢籍（史書）の写本調査の結果をもと
に、同写本の歴史的意義や僚巻との関係に
ついて解明することもできた。 
 これ以外にも、平安時代中後期の「国風文
化」期の漢籍伝来の具体相と影響について、
また隋の煬帝によって編纂された『江都集
礼』という礼書の伝来時期とその影響などに
ついて、国際学会などで口頭報告できたこと
も成果として挙げておきたい。 
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