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研究成果の概要（和文）： 前近代時期の中国、朝鮮、ヴェトナムの王朝、そして近代日本において編纂された皇帝な
いしは国王の記録、「実録」は、ヨーロッパ諸国やイスラーム圏では類例のない、特異な歴史記録である。「実録」は
、いかなる歴史意識にもとづき編纂されたのか。
 東アジアにおける「実録」編纂の問題を、帝王権と国家、国家史叙述と王朝史叙述との関係に焦点を置きながら、比
較史、史料学の視点から検証した。中国、朝鮮、ヴェトナム、およびロシア、スペイン、沖縄などで、研究課題に関連
する「実録」および帝王記録関係の史料調査をおこなうと同時に、国内外で開催された研究集会でも研究発表をおこな
い研究成果の発信にも留意した。

研究成果の概要（英文）："The Veritable Records ("Shilu" in Chinese or "Jitsuroku" in Japanese)" were compi
led at imperial courts in China, Korea, Vietnam and Japan by the royal historian during pre-modern times. 
No records similar to "The Veritable Records" existent for the realms of emperors and kings in other parts
 of the world.  Why did dynasties in East Asia maintain the special tradition of compiling the records of 
kings or emperors?  This project, putting focus to the relations between states and dynasties, and between
 statehood and kingship, traces the problems of compiling "the Veritable Records" from the view point of c
omparative history.  The project was implemented through field work at historical sites and also by archiv
al research in China, Korea, Vietnam, Russia and Spain. Several workshops discussing "the Veritable Record
s" were organized by the project in Korea, Vietnam and Japan.
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１． 研究開始当初の背景 
日本では「昭和天皇実録」の編纂（1990 年

開始～2014 年完成）が始まり、一方、中国で
は「大清実録」などに依拠しながら、「清史」
の編纂が国家プロジェクトとして進行中で
あった。東アジア諸国における「実録」編纂
の伝統に対して、ヨーロッパあるいはオスマ
ン朝トルコにおいても、「実録」に相当する
帝王の記録は存在せず、帝王伝が編纂される
こと自体がなかった。東アジアにおける「実
録」とは、世界史的にみれば特異な歴史叙述
の伝統であり、いかなる歴史意識から発する
のか。このような問題設定から世界史的な比
較を試みることにより、皇帝・王権と国家と
の関係、国家史と王朝史叙述との問題へと考
察を進めようとした。 
 

上記の問題点を、帝王権と国家、国家史叙
述と王朝史叙述との関係をみながら、比較史、
史料学の視点から解明することを目的とし
た。 

 

３．研究の方法 
（1）研究組織は、「①日本皇室史料班（研究
分担者：岩壁義光〈日本皇室制度史〉、連携
研究者：古川隆久〈日本近代史〉、箱石大〈日
本近代史〉）」、「②東アジア実録班（研究分担
者：Ｃ・ダニエルス〈清朝史〉、連携研究者：
加藤直人〈清朝史〉、永島広紀〈朝鮮史〉、赤
嶺 守〈沖縄史〉）」、「③ 比較（ヨーロッパ・
オスマン朝帝室記録）班（研究協力者：立石
博高〈スペイン史〉、高松洋一〈オスマン朝
トルコ史〉、連携研究者：田嶋信雄〈ドイツ
史〉、豊川浩一〈ロシア史〉、以上 3班で構成
された。 
毎年度、全体研究会1～2回開催したほか、

各班が主体となる研究会を各 1 回おこない、
それぞれの対象地域における帝王記録編纂
の状況をまとめた。 
（2）「東アジア実録班」、「比較（ヨーロッパ・
オスマン朝帝室記録）班」では、それぞれ専
門分野に係わる史料調査を国外でおこなっ
た。 
（3）本研究会課題では、比較の視点を重視
したため、参加者も、それぞれの担当地域以
外における修史事業の状況を理解するため、
韓国、中国、ヴェトナム、および沖縄で史料
研究セミナーをおこなった。「実録」・国王記
録の実物を実見し、現地研究者とのあいだで、
編纂方法等に関して意見交換をおこなった。 
 
４．研究成果 
 
 具体的な研究成果として、 
（1）「実録」原本の調査、および「実録」が
保管されていた「史庫」等の実地調査を、中
国（中国第一歴史档案館等）、台湾（国立故
宮博物院）、韓国（国史編纂委員会、史庫等）、
ヴェトナム（第一、第四文書館、フエ旧王宮）
において実施した。 
（2）日本の天皇「実録」作成に関して、今
回の「昭和天皇実録」編修事業に参加した人
物もまじえ研究会をおこない、具体的な編集
作業について聞き取りをおこなった。 
（3）ロシア、ドイツ、スペインで、皇帝・
国王の記録が前近代期において、どのように
作成されていたかに関して調査をおこなっ
た。 
（4）研究成果の中間的発表、および海外研
究者との意見をめざして、韓国（国史編纂委
員会、ソウル大学）、ヴェトナム（第四文書
館）、米国（プリンストン高等研究所）にお
いて、「実録」に関する研究集会を相手国関
係研究機関との共催で開催した。 
さらに琉球王国の国王関係史料のシンポ

ジウムを琉球大学との共催でおこなった。 
（5）2013 年 6 月に、研究計画参加者を中心
に、「シンポジウム：東アジア世界と実録編
纂」（於中央大学）を開催した。 
上記の成果をもとに、研究課題をさらに発

展させるために、国際共同研究、および国際
シンポジウムを企画・準備している。 
 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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東アジア地域（中国、朝鮮、ヴェトナム）

にみられる、伝統的な帝王（国王）記録、「実
録」を研究対象とする。 
（1）ヨーロッパ諸帝国・王国、あるいはオス
マン朝トルコ帝国においては、東アジア地域
にみられる「実録」に相当する帝王の記録は
存在しない。なにゆえ東アジア諸王朝では、
編纂方式のうえで差異はあるものの、「実録」
という特異な帝王記録編纂の伝統が、20世紀
はじめの王朝体制没落期まで続いたが、それ
はいかなる歴史意識から発するのか。「国家・
王朝史」とのあいだで、どのような関係にあ
るのか。 
（2）日本においては、近代以前の時期には「
実録」の編纂は定着しなかったにもかかわら
ず、近代に至って天皇伝記編纂として、国家
による修史事業のなかで再興されて、現在ま
で存続しているのはなぜか。 
（3）日本人の東洋史学者は、東アジアの「実
録」の研究と復刻・出版を手がけている。な
にゆえに、日本人学者は歴史研究の基礎史料
として「実録」に注目したのか。 
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