
東アジア近代史の構想

原 田 敬 一

〔抄 録〕

梗概：中国、韓国、日本の歴史教育は、枠組みから一国史重視観が強い。世界史と自

国史の二本立てという構造は、ナショナリズム育成の温床ではないか。

国民国家の枠組みで古代史から叙述するのもこれら三国の歴史学や学校教科書の特

色である。

それは14世紀以来国境をほぼ変えず、内部の政権交代のみの日本と朝鮮。国境を拡

大しつつ、外部勢力による政権交代を行った中国。いずれにしても同時代のヨーロッ

パとは異なった国のあり方だった。その認識を軸に、三国通観の近代史を構想したい。

もう一つの狙いは、 侵略を続ける日本と、抵抗する中国・朝鮮>という、能動と

受動の役割分担が決まったかのような歴史観を脱却することである。もちろん日本帝

国主義の侵略は50年戦争を続けさせた主因であり、それが通貫していることは大前提

である。

キーワード 東アジア、近代史、王朝

１、前提

（１）14世紀の東アジア世界

本稿は19世紀から20世紀の東アジアを、個別の国の歴史としてではなく、東アジアの構造の

中で捉えなおし、叙述してみようという試みである。その場合、まず考えておくべきことは、

19世紀東アジアに存在した中華世界という条件である。それを考察するには古代史から始めな

ければならないだろうが、ここではあまり遡らせないで、14世紀という時代を考えてみたい。

すると、

朱王朝（明）―李王朝（朝鮮）―足利王朝（日本）―尚氏王朝（琉球）

という東アジアの四つの王朝がほぼ同時に成立していることに気づく。飢饉と反乱の中から朱

元璋が有力な位置を占め、南京で皇帝（洪武帝）の位についたのは1368年。鎌倉幕府を倒した

後も、天皇家や足利家の内紛で安定しなかった足利政権が、それらの内紛をおさめ統一天皇家

を完成させたのは1392年。その内紛の過程では、明が足利政権（北朝）と南朝政権のどちらと
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国交を樹立させるかという課題が現れ、統一天皇家を再現させた足利義満が急いで明との国交

樹立、朝貢貿易の開始（勘合貿易）に踏み切ったことは、東アジアの政治動向が既に連動し、

一体化していたことを表している。

朝鮮でも、1392年に高麗王朝を倒した李成桂が国王となり（太祖）、朝鮮という国号の国を

建てた。南山王尚巴志が中山王を滅ぼし、琉球を統一したのは1429年だった。

14世紀というのは自然災害と疫病がユーラシア大陸全体に広がった時代となった。モンゴル

の創った世界帝国と世界交易は、それらのマイナス要因をたやすく各地に広げ、かつ容易には

対応できないものだった。14世紀後半から15世紀前半という時期に、東アジアの四つの王朝が

交替するのは、それへの対応の中で実現したのだった。

また四つの王朝は、いずれも混乱の一つとなった海上の秩序の破壊、つまり倭寇の跳梁とい

う事態をおさめることができた新しい軍事勢力によって建国されたのである。例えば1396年、

降伏した倭寇数百人に、朝鮮の朝廷は官職を与えて取り込んでいるし、1396年から1401年にか

けて前将軍足利義満は、倭寇の禁圧をめぐって朝鮮朝廷と何度も交渉している。1399年には、

義満と大内義弘は軍勢を朝鮮に出し、倭寇を制圧している。

この四つの王朝の中で主導権を握ったのは、大国を創った明だった。儒教を政治的指導原理

として採用し、混乱と戦争の後の社会秩序を形成していく。この社会秩序の編成は、もはや武

力による覇道ではなく、イデオロギーによる王道の肯定によるもので、結果としての社会安定

は周辺の地域をも魅了した。まず李氏朝鮮がそれを受け容れ、官僚機構を組織するための科挙

も導入した。足利氏日本も尚氏琉球も科挙は導入しなかったが、儒教は受け容れた。臨済宗の

制度化を行った足利政権は、五山の中の儒教育成を認め、その中から中国大陸の現状に詳しい

禅僧が育っていった。

中国の独特の周辺外交は対等の立場のものではなかった。周辺地域の王や首長に朝貢させ、

その立場を認めて称号を与え（冊封）、儀礼用の諸道具（礼服・冠・印章）とともに暦を与え

るという仕組みは、冊封体制とも呼ばれる(１)。この冊封という考え方自身が、王朝間に差を

認めるという儒教イデオロギーの所産だった。朝鮮王朝（1401年冊封）も足利王朝（1402年冊

封）も尚氏王朝（1404年冊封）も一斉にこの仕組みの中に入り、安全を確保する。また足利王

朝は、朝貢を行いつつ、勘合府による貿易を認めさせる。その後勘合貿易は断続を含みつつ持

続した。琉球は、毎年のように朝貢を続け、それを機会に行う民間貿易が、多くの商品を琉球

にもたらし、そこから日本・朝鮮・東南アジアへと転売される中継ぎ貿易が発展した。

それらの貿易の決済には銀が使われた。古代以来中国大陸で使用されていた銅貨幣は、周辺

諸地域へも普及していた。銅を上回る希少価値としてモンゴル時代から銀使用が始まり、明の

頃には定着していたことと、近くには日本、遠くにはメキシコという銀産出地があり、それら

が朝貢貿易の展開と共に明へ大量に入ってきた(２)。

つまり、中華世界の成立とは、一五世紀初頭の東アジアで、儒教を支配イデオロギーとし、
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明を最上国とし、朝鮮・日本・琉球の三国が朝貢する冊封関係にあるという政治世界と、銀と

銅を主たる貨幣とする経済圏をその内実とするものだった。

この安定的な東アジア世界に、西方からの新しい文物の流入があった。19世紀のそれになぞ

らえて 第一のWestern Impact>と呼ぶことも出来る。それらは宣教師とともに入ってきた。

キリスト教とセットだったわけで、宗教に対する判断なしにそれらを受容することは困難だっ

た。それが 第二のWestern Impact>との最も大きな違いだった。

中国ではキリスト教の教えを無視し、王朝の権威で科学技術のみを受容した。それは天文学

に始まり、暦学・地理学・数学・砲術にまで広がった。イエズス会の司祭マテオ・リッチがつ

くらせた「坤輿万国全図」や、ユークリッドの幾何学を翻訳した「幾何原本」などがその例で

ある。これらは東アジア世界を変えるほどの力を持たなかったが、この時に中国語に翻訳され

た術語、例えば数学では「幾何・微分・積分」などは日本にも伝わっていった中国語でもある。

日本では各地に割拠する大名たちが、南蛮貿易の利益と共に、キリスト教を受容し、民衆の

間にも広がっていった。上から広げられるキリスト教という容態は、非欧米世界ではよく見ら

れた。

（２）17世紀の東アジア世界

14世紀の危機に続いて17世紀にも危機は訪れた。

まず気候が寒冷化していった。日本では10世紀から14世紀まで温暖期が続いたが、15世紀か

ら19世紀にかけて寒冷期に入っていたと推定されている(３)。地球規模では14世紀に急激に寒

冷化し、特に17世紀前半から18世紀初めにかけての寒冷化が、資源・環境の危機や通貨の混乱

と貿易の衰退などを招いたという(４)。

日本では1467年の応仁の乱以来武力で全国を抑える政権は存在せず、いわゆる戦国時代とな

った。その中で足利王朝は1573年権力を奪われた。日本における危機は織田信長、豊臣秀吉と

続いた統一戦争によって終止符が打たれ、1590年関東地方の覇王であった北条氏が降伏するこ

とで戦国の時代は終わり、統一された。秀吉政権による全国統一は、海賊行為の停止も伴って

いたことが注視されねばならない。200年前の足利王朝による全国統一も、倭寇の禁止策の実

現という役割を持っていたことを想起する。

東アジアの危機はその後に訪れる。秀吉政権による朝鮮侵略だった。これは明への侵攻をめ

ざす戦いの準備でもあり、朝鮮と明の危機となった。明軍と朝鮮の官民による抵抗に加え、秀

吉自身の死去によってこの危機は去った。

尚氏琉球

・1429

・尚巴志
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しかし、明では危機が続いた。北方防備に割いた資金に加えて、明の上層階級に上等の毛皮

や健康に良いとされた朝鮮人参の需要が広がり、それらを求めた北方貿易の利益が北方民族を

活発化させ、その中からマンジュ族を名乗るヌルハチらが現れた(５)。明の内政システムの不

全は、臨清・武昌・漢陽（1599年）、蘇州の暴動（1601年）、景徳鎮（1602年）などでの暴動、

福建 寧の反乱（1604年）、雲南（1607年）、錦州・松山（1608年）の反乱、福州（1614年）・

江蘇華亭県（1616年）の暴動などの混乱となって現れた。1592年（～94年、壬辰倭乱、文禄の

役）と1597年（～98年、丁酉倭乱、慶長の役）と二回にわたる豊臣政権の朝鮮侵略も、明の弱

体化に拍車をかけた。

ヌルハチは1616年ヘトアラでモンゴルを継ぐ意味のハーンに就任し、国号を大金とした（歴

史上では後金と呼ぶ）。息子のホンタイジは1636年に国号を清（大清）とあらため、1644年農

民軍が明を滅ぼすと、その混乱に乗じて北京を占領して遷都し、中華の王朝となった。

北方民族が華中を抑えることで「中華」となることは、隋唐以来珍しいことではなかったが、

14世紀以来の安定した周辺関係を作り上げていた東アジアでは混乱を招いた。

朝鮮は、明を支持し、1619年明に救援軍を出し、後金軍と戦ったが、２年後の1621年には後

金軍の朝鮮西北地方への侵入を許してしまう。さらに1627年、後金軍が全面的に侵攻し、国王

仁祖は首都漢城を捨てて江華島に逃げ込んだ（丁卯胡乱）。約10年抵抗したのち、1637年仁祖

は清軍に降伏する。清の朝廷は1648年に暦（時憲暦）を送り、正朔を奉じるよう命じた。朝鮮

王朝は、まず武力で組み入れられ、次いで冊封関係に入り、清との関係を深めた。しかし、朝

鮮儒教の中では、明清のどちらが正義なのかをめぐって論争と抗争が続いた。

繰り返された朝鮮侵略により信望を失った豊臣秀吉は死去し、嗣子秀頼を支える大名たちと、

関東の大大名徳川家康との間で権力闘争となり、政治力の優った家康が勝利し、1603年徳川幕

府を樹立した。1615年には豊臣秀頼も滅ぼし、徳川政権は全国の大名と武家、天皇と公家、寺

社への命令権を獲得し、全国支配者としての位置を固めた。全国の諸大名は南蛮貿易を行い、

東南アジアへの中継ぎ貿易も行っていた。1613年には陸奥の大大名伊達政宗がローマ法王庁へ

使者を派遣することもできた。しかし全国政権となった徳川幕府は、貿易権を把握し、1635年

貿易港の限定と日本人の海外渡航禁止という形で、対外交渉権の把握を全国と世界へ示した。

以後ヨーロッパの日本認識では「徳川王朝」と呼ばれる。

以上の経過でも明らかなように、14世紀の明による冊封関係という明中心の東アジア世界は、

17世紀には異なった姿を現したことになる。

まず清による冊封関係では、朝鮮（1648年冊封）と琉球（1646年冊封）が入ったが、日本は

入らなかった。そこから日本の儒学は、日本的儒学の様相を示すようになる。幕府が、林鵞峰

に編年録編纂を命じ、後「本朝通鑑」（明らかに明の「資治通鑑」を前提としている）に書名

変更となったり（1663年）、山鹿素行のように、日本を中華とする考え方を公表したり（「中朝

事実」1669年）するのも、こうした日本的儒学の展開を示している。冊封関係に入った朝鮮で
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も、清王朝への躊躇は続き、日本と同じような中華論争が続いた。徳川王朝は、朝鮮からの通

信使、オランダ商館長の江戸訪問、琉球からの慶賀使など、将軍に表敬訪問する外国使節を、

目に見える行列として行わせ、外国使節に祝福される帝国としての地位を誇示した。

中華世界の存在を自明のものとしていた14，15世紀と異なり、その相対化と自立への道が求

められるようになった時代であった。ヨーロッパや中東世界と異なる民族国家が東アジアに現

れた。朝鮮族による朝鮮と、アイヌなどの北方少数民族を抱えつつ多数の大和民族による日本

である。このことはナショナリズムの傾向が生まれやすく、醸成されやすい社会となったこと

を意味する。19世紀半ばの西欧との接触を「攘夷」と両国ともに捉え、対外硬で対応したのは

このことと関連がある。

14，15世紀のアジア間貿易の興隆は、アメリカ大陸と日本で産出する銀が決裁貨幣となって

支えていたが、それらの産出量が減退し、また大国明での長く続いた民衆反乱などの混乱は、

商業・貿易の後退となり、銀経済圏が有効に機能しなくなっていった。

清では、1757年から広州一港に限り、国家の許可する特許商人の組合である公行による貿易

を始め、北方の国境地帯ではロシア・朝鮮との貿易を行った。

朝鮮でも、貿易を制限した。清への朝貢貿易とともに、対馬の宗氏との貿易、ロシアとの国

境貿易となった。

日本では関東経済圏が銀経済圏から離れ、金経済圏を独自に創るようになっていった。徳川

王朝は、日本人の海外貿易を禁止し、長崎におけるオランダ・中国との管理貿易に踏み切った。

四つの口と言われる、琉球を通じての中継ぎ貿易の維持、朝鮮王朝への宗氏の朝貢貿易、北方

民族との交易なども行われたが、貿易全体の規模は縮小した。清や日本・朝鮮が共に管理貿易

に方針転換し、物資の購入に消極的になったことも、中国を中心に維持されてきた銀経済圏の

衰退につながった。

琉球は、1609年に薩摩の大名島津氏の侵攻を受け、これまでの琉清関係とは異なる位置を強

制された。島津氏に服属し、石高制も適用されたが、清への朝貢貿易も続けることになった。

対馬の宗氏も朝鮮へ朝貢を続けたように、徳川王朝は、長崎だけに限定した貿易の限られた利

益という条件を、宗氏と琉球の朝貢貿易維持で半ば改善しようとした。琉球では、日本との関

係を強めることに士族層の反発があり、独自の文化の維持にいっそう努力したが、薩摩へ輸出

する黒糖栽培を強制され、将軍の代替わりごとの慶賀使節派遣も島津征服後の新事業となった。

管理貿易・限定的な冊封関係などから18世紀の東アジア世界は、14，15世紀と比べて縮小さ

れたが、それぞれの地域のなかでは安定し、農業地の開発も進んで、人口が増加していった。

清では、18世紀の100年間に、1億5000万人の人口が３億1000万人へと２倍に激増した。これは

農業労働力の増加による生産性の向上と、ヨーロッパの大航海時代の産物であるアメリカ大陸

起源の作物（サツマイモ、トウモロコシ、ピーナッツなど）の導入の結果と考えられてい

る(６)。日本でも、18世紀初頭の災害と飢饉を乗り越え、農地の拡大と商品作物の生産向上に
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より手工業が発展し、人口が増えていった。1600年に1200～1700万人と推定される人口は、18

世紀初頭には3000万人となっている。農地も16世紀末の太閤検地で220万町歩だったが、18世

紀初頭までの新田開発で296万町歩に増えた。新田開発は分家の自立を可能とし、その結果人

口増につながった(７)。

２、第二のWestern Impact と東アジア―日清戦争までの50年―

（１）19世紀の危機―アヘン戦争―

18世紀後半のイギリスで起きた産業革命は、1807年に蒸気船を実用化し、交通機関による世

界の縮小化をうみだした。世界各地へより短時間に、より大量の物資と人を運ぶことができる

ようになったのである。また1869年にはスエズ運河が開通したので、アジアはヨーロッパとさ

らに近くなった。ヨーロッパとアジアを結ぶ海運は約6,000㌔も航路を短縮し、清で採れた新

茶は、上海から積み出し42日間でロンドンまで運べるようになった(８)。 第二のWestern
 

Impact>は、産業革命の結果としての軍事力が東アジアを揺さぶった。

蒸気機関による生産力と、蒸気船・蒸気機関車による輸送力の向上に成功したイギリスは、

清朝の伝統的政策である特許組合の公行による広州港だけの限定的な貿易に不満を持ち出し、

自由貿易を旗印に清王朝への働きかけを始める。1793年には、ジョージ・マカートニーが熱河

離宮で乾隆帝に謁見し、寧波港などでの通商拡大を求めたが、拒否された。1816年にもアマー

ストが派遣されたが、皇帝謁見の際、三跪九叩の礼を求められて拒否したため退去となり、帰

国を命じられた。アマーストは1823年インド総督となり、ビルマ併合への道を作った。またア

マーストを乗せてきたイギリス軍艦アルセスト号は、1823年琉球に立ち寄り、周辺を測量して

いった。1834年に派遣されたネーピアは、中国貿易首席監督官で、軍艦で広州港に入り、両広

総督盧坤との交渉を求めたが、拒否され、退去を余儀なくされた。18世紀末以来の50年間、イ

ギリスは貿易の自由化を清に求めたが、その強制には失敗した。一方、広州港での貿易は拡大

し、1832年にはジャーディ・マセソン商会が広州に設立され、その後のアジア貿易と権益拡大

に大きな役割を果たすようになっていく。また広州港の貿易にはアメリカも参入し、1830年に

は宣教師ブリッジが初めて広州に到着し、イギリス宣教師団とともに活発に活動を始めた。ブ

リッジは1832年『チャイニーズ・レポジトリー』を創刊し、アメリカの立場からの情報発信も

始めている。

朝鮮へも開国と貿易要求の攻勢がかけられた。1832年にイギリス船ロード・マースト号が通

尚氏琉球

・1609島津の

征服

― 42―

東アジア近代史の構想（原田敬一)



商要求のため朝鮮を訪れたが、拒否される。

日本も同様だった。1778年、ロシア船が蝦夷地の厚岸を訪れ、通商を求めたが不調に終わっ

た。1792年、漂流してロシアで救われた大黒屋光太夫らの送還を命じられた軍人ラクスマンが、

根室に到着し、松前藩に漂流民と貿易要求のイルクーツク総督の親書を受け取るよう交渉した。

幕府は、漂流民をひき受けるが、通商要求の親書受け取りを拒み、代償として長崎への信牌

（入港許可証）を発行した。ラクスマンは長崎へは行かず、帰国する。1803年にはアメリカ船

が広東から来航し、貿易を要求し、同年イギリス船も貿易を要求したが、幕府はいずれも拒否

した。1804年ロシアのレザノフがやはり貿易の開始を求めて長崎に来航したが、幕府は焦らせ

たうえ７カ月後、拒否と回答する。1818年には、イギリスの商船長ゴードンが、浦賀に来航し、

通商を要求したが、幕府は拒絶した。

一方では、欧米との外交交渉ルートを持たない日本や朝鮮などの東アジア諸国で、欧米から

の捕鯨船や商船が上陸したり、住民との衝突を繰り返していた。1822年、英捕鯨船サラセン号

が浦賀に着き、薪水を要求し、1824年英捕鯨船の乗組員が常陸国に上陸し、藩政府に捕えられ

る。こうした衝突に対し、徳川王朝は、1825年異国船打払令を出し、排除を命じた。1837年、

アメリカのモリソン号が、マカオで保護されていた日本人漂流民７名の送還と、アメリカ海外

布教宣教師団に利することを目的に浦賀・鳥羽（伊勢）・山川（薩摩）を訪れたが、異国船打

払令により交渉は不調で、引き返すことになった（モリソン号事件）。

イギリスの対清貿易の拡大は、清王朝の認めるところとはならなかったが、東インド会社に

よる茶の輸入は、紅茶を飲む習慣がイギリス社会全般に広がったため(９)、増加する一方だっ

た。しかしそれに見合う輸出品を持たないイギリスは、代価として大量の銀を支払うしかなか

った。それを解消したのはインドから密輸させたアヘンだった。アヘンの密輸入で銀を受け取

り、それを茶の輸入代価に充てた。この三角貿易は清の銀が大量流出する結果となり、清の知

識人の間にはアヘン禁止論が盛んとなった。1838年欽差大臣に任命された湖広総督林則徐は、

広東に派遣され、アヘンの没収や焼却措置に踏み切った。たまたまその後に起こったイギリス

人水夫の中国人殺害事件の犯人引き渡しをめぐり、イギリス領事エリオットと林則徐が対立し、

軍艦と砲台の戦いとなった。1840年４月、イギリスの庶民院（下院）では、戦争になったこと

が議論され、262票対271票の９票差で出兵を進める政府の方針が支持となった(10)。その結果、

1840年６月、広東近海に帆船16隻のイギリス艦隊が集まり、渤海湾から海河の河口にある大

まで進んだ。いったんは退いたイギリス艦隊は、進まない交渉から、1841年１月虎門砲台を占

領し、さらに北上して厦門・定海・寧波・上海・鎮江を陥落させ、南京に迫った。敗北を認め

た清朝は、1842年８月和約13条を結んだ（南京条約）。

南京条約は、①貿易のため５港（広州・厦門・福州・寧波・上海）を開き、イギリスは領事

を置くことができる、②香港をイギリスに割譲する、③没収アヘンを弁償し、戦費も清朝が支

払う、という内容となった。同様の条約を、1844年アメリカと（望廈条約）、同年フランスと
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（黄 条約）結んだ。領事裁判権を認め、関税も条約に書き込んだので事実上清朝に改定権は

なくなった。また最恵国待遇も認めた。これらの内容から南京条約などを不平等条約と非難す

るのが後世の認識となったが、当事者たちは、敗戦による一時譲歩と考えていたようだ(11)。

そうであってもアヘン戦争の敗戦と南京条約の結果としての香港割譲は、周辺諸国に緊張を与

えるものとなった。

（２）アヘン戦争と周辺諸国

この経過は周辺諸国に伝わり、おそらく当事者の清朝よりも深刻に受け止められた。いわば

中華世界の崩壊>と誇張して認識した。それが周辺諸国での対応を混乱させていったことに

なる。

まず、1842年７月徳川王朝は、無二念打払令を撤回して、薪水給与令を発し、欧米に人道的

に対処し、難を避けようとした。その後、徳川王朝の現実的な対応と異なる対応が江戸社会の

中から出て来る。契機は1853年のペリー来航だった。ペリーの来航と開国要求は、1852年に着

任したオランダ商館長ドンケル・クルチウスが、幕府に知らせていた。幕府は、外交を担当し

てきた林家に、外交事例の編纂を命じ、どう対処すべきか検討を開始した。事例を検討した林

家は、通商開始を求めるペリーに、そうしたことは主権国家が自ら決めることであるという論

理を使い、はねのけた。1854年の日米和親条約は、徳川王朝の失政ではなく、ねばり強い交渉

の結果だった(12)。しかし、諸大名家の家臣たちは異なった反応をした。徳川王朝への批判と

しての攘夷論の登場である。それはアメリカが派遣した総領事ハリスの強い求めにより調印に

踏み切った日米通商航海条約によっていっそう高まった。おりから英仏連合軍は、清に対し、

イギリス船アロー号のアヘン密輸事件の処理をめぐり、1856年軍事対決に至り、翌年には広州

を占領、1860年には北京を占領するなど清朝の軍事的敗北が続いていた。1858年から59年にか

けて、徳川王朝は、アメリカに続き、フランスやロシアなどと通商条約を結ぶ（安政の五カ国

条約）。

徳川王朝の妥協的・現実的対応に対し、長州藩などは朝廷へ働きかけて天皇と公家たちを政

治の舞台にあげることに成功する。そのことから攘夷実行を朝廷の意見とさせ、幕府にも実行

を迫る。1863年長州藩は攘夷実行に踏み切ったが、翌年四国聯合艦隊（英仏米蘭）が下関諸砲

台を攻撃、占領し、最も強硬な攘夷派だった長州藩に方針転換を余儀なくさせる（四国艦隊下

関砲撃事件）。同年薩摩藩のイギリス人殺傷事件の報復としてのイギリス艦隊鹿児島砲撃も、

愛新覚羅氏清 李氏朝鮮 徳川氏日本

・1853

・琉米和親条約

1854

・琉仏和親条約
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薩摩藩の攘夷派を沈黙させる（薩英戦争）。攘夷派は欧米との直接対決の中から開国派へと立

場を変えていった。

朝鮮では、キリスト教（天主教）への警戒心が強まり、1839年天主教への大弾圧を行い（己

亥教獄）、キリスト教禁止を発令、1846年フランス海軍のセシール号が、キリスト教弾圧を詰

問する書簡を国王に提出し、弾圧策撤回を求めたが、同年最初の朝鮮人神父金大建が処刑され

るなどキリスト教抑圧は強まっていった。琉球でもキリスト教は禁止されていたが、1846年に

イギリス人で英国国教会牧師のベッテルハイムが那覇の護国寺に逗留し、布教活動を始めた。

同時に始めた医療活動は人々に受け容れられたものの、布教は琉球政府の黙認でしかなく、

1854年ペリーの帰国の際アメリカへと向かって琉球を離れた。

朝鮮王朝は幼君の国王就任が続き、外戚の安東金氏の勢道政治が続いたが、1864年に摂政の

座に就いた興宣大院君（李 応、国王高宗の国父）が、外戚らを排除し、国王専制を強化した。

またキリスト教禁令も強め、1866年フランス人神父や信者らを処刑した（丙寅教獄）。同年江

華島へ侵攻したフランス艦隊は撃退される（丙寅洋擾）。また1871年、通商を求めて来航した

アメリカ船シャーマン号も焼き払った（辛未洋擾）。欧米への過剰な反応は、アヘン戦争への

対応の一つと考えられる。

これらの動きをまとめると、 緊張、敗北、転進>という用語で象徴できる。

ヨーロッパの軍事力が東アジアにも届き、緊張関係が生まれた。その中で、東アジアはヨー

ロッパに強い姿勢（熱戦）で臨む（アヘン戦争、長州藩攘夷実行、薩英戦争、、二回の洋擾）。

しかし、日本の攘夷派と清は軍事的な敗北をこうむり、方針転換にはいっていく。

こうして19世紀半ばの 第二のWestern Impact>は、東アジアと四カ国のあり方の再検討

を求め、それぞれの新しい対応が始まる。

（２）最初の改革の時代へ

清・朝鮮・日本の三国に共通するのは、強力に入ってきた 西欧>と向き合うことだった。

清では「中体西洋」という熟語が考えられた。中身は中国だが、そこに外から西洋文明を注ぎ

足せば改革へと進むという論理である。日本でも「和魂洋才」という熟語となった。精神は日

本だが、西洋の才芸を注げばよいという考え方である。もっとも日本の場合は、古代中世に

「和魂漢才」という言葉があったようで、中国文明から西洋文明へ切り替えればよいという知

恵であった。儒教の影響が日本より強かった朝鮮では、西洋文明の排除は続き、導入するとい

う運びにならなかった。儒学者たちが唱えたのは「衛正斥邪」で、この思想は西洋文明を認め

ず、その排除こそが正しいという考えにとどまった(13)。それを表現したのが斥和碑である。

これは1871年に大院君の命で全国に建てられたもので、「洋夷侵犯非戦則和、主和売国」（洋夷

が侵犯しても戦わなければ和となる、和を主とするのは売国である）と攘夷実行を求めたもの

だった。西洋文明を受け容れた日本への反発も強め、徳川王朝が亡び、天皇王朝が新政府を樹
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立して、西欧式の対等外交を求めた際にも、なかなか応じなかった。日本は、1875年軍艦雲揚

を派遣して攻撃し（江華島事件）、その結果翌年日朝修好条規（江華条約）を締結させ、日朝

外交を確立した。その後の朝鮮には、 中体西洋>や 和魂洋才>に似た 東道西器>という

言葉で西洋文明の受容に踏み切ろうという潮流も登場した。

中体西洋>のスローガンのもとに改革が始まったのは清で、太平天国の乱にてこずったこ

とと第二次アヘン戦争の敗戦という経験が、清朝の朝廷を揺るがせた。李鴻章・曽国藩・左宗

棠ら高官自らさまざまな軍需工場や学堂などを設立していった（洋務運動）。1873年汽船会社

の輪船招商局、1878年近代炭鉱の開平砿務局、1880年綿紡績工場の上海機器織布局、1890年漢

陽製鉄所、1891年大冶鉄山公司などの企業、さらに李鴻章の北洋海軍（1874～1878年）など多

様な部門に及んだ。この中で、安定した政治状況を獲得した同治年間（1862～1874年）に、摂

政の恭親王奕訴、曽国藩・李鴻章・左宗棠らが中心となって、欧米との外交ルール作り、軍事

と産業を目 とした留学生の派遣、近代的軍備の輸入と製造などに踏み切る改革を実行した

（同治中興）。

和魂洋才>の日本でも、薩摩藩や長州藩、佐賀藩など洋式工場や反射炉などを設け、軍需

生産に踏み切る藩が出てきた。幕府も、韮山の反射炉や横須賀の製鉄所などを設け、洋式軍隊

の養成にも入っていった。日本の場合も、軍事的に強大な欧米の強要する貿易開始という東ア

ジア共通のスタートではあったが、敗戦条約ではなかったため、領土の割譲や賠償金も求めら

れた清国のような悪条件で、改革を進めたのではなかった。軍事敗北による開国・貿易と、協

議による開国・貿易はまったく異なった環境だった。徳川王朝の自己改革にもかかわらず、政

権の維持はしだいに困難になっていった。それは1832年から７年続いた天保の飢饉と1866年の

飢饉を克服することが、幕府にとっても諸藩にとっても困難だったことが関係している(14)。

前者は冷夏と長雨の連続によるコメ不足で都市部において打撃はいっそう大きく、1837年には

大坂町奉行与力の主導した蜂起が起きた（大塩平八郎の乱）。後者は、東北地方の不作だった

が、第二次長州戦争と重なり、天保期以上の都市打ちこわしが起き、深刻なコメ不足から幕府

は米87万俵（約30万石）を清から緊急輸入した(15)。

徳川王朝の自己改革は、徳川慶喜政権によって幕府機構の再編（老中・若年寄制の改変）、

西洋式軍隊の創設などにまで進んだが、諸大名との対立は深まり、徳川王朝自らの大政奉還に

よって政治力を維持するという試みも失敗し、1867年12月朝廷も幕府も廃止して新政府を創設

するというクーデタによって徳川王朝は亡び、天皇政権が樹立される。自己改革のリーダーが

交替し、さらにドラスティックな変革が進められる。

天皇政権の変革は、諸大名の地域支配権も廃止するという厳しい政策の実施に至る（1871年

廃藩置県）。それは独自の政権を維持し続けていた琉球にも及び、1880年琉球藩が廃止され、

沖縄県を設置することで、琉球王国の支配者としての尚王朝は亡びる（琉球処分）。島津侵攻

の後も、貿易の維持のため存続を許された琉球王国だったが、新政府が開国・貿易拡大を政策
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として採用すると、貿易維持を顧慮する必要はなくなった。1881年に清と日本は、沖縄県の分

割統治案の合意に達するが、その時日本の外交官は「球島ハ従来我征服ノ土地ニテ右ヲ処分候

ハ我国応弁ノ事ト自信イタシ貴国ニハ干渉無之儀ト心得」ていたとし、琉球を版図に入れたの

は島津の侵攻・征服を根拠にしていると説明した（「宍戸公使総署大臣ト対話記事」1880年８

月18日(16)）。征服者としての意識から、沖縄県分割を政府の権限で行えるという論理だった。

自己改革を進めていた日清両国は、1871年日清修好条規を締結して、西欧基準の対等な外交

関係に入ることを宣言した。これにより中華世界は最終的に崩壊した。東アジア世界は大転換

したのだった。

1876年の日朝修好条規で不平等条約（無関税貿易・領事裁判権・改定禁止など）を押し付け

られた朝鮮では、開化政策を進めることになり、三軍府の廃止と統理機務衙門の設置、洋式軍

隊の別枝軍創設、軍器製造の機器局設置などを1881年から82年に急速に進めていった(17)。こ

れらの開化策は、保守派の儒生らの反発を招いたが、国王の開化容認宣言によりおさめられ、

開化上疏が増えていき受容されていった。問題は日本によって強要された開国貿易だったが、

これも清国からの万国公法受容による独立維持という方策を取り入れることで朝鮮の自己改革

は進んでいった(18)。

以上を要約すると次のようになろう。

第一に、産業革命を経て軍事力強化を果たしていたヨーロッパには、東アジア諸国は歯が立

たず、欧米の要求である開国＝貿易開始を認めていく（1839年清、1858年日本、1876年朝鮮と、

20年間隔で貿易の開始＝鎖国政策崩壊がもたらされた）。朝鮮王朝は、欧米との対決では撃退

するが、日本の挑発を退けられず開国へ踏み切る。小国であった琉球は、武力対決を求めず、

アメリカ・フランスと交渉の結果和親条約を締結する。

第二に、四カ国の鎖国の崩壊は、東アジア四カ国を欧米モデルの近代化へ向かわせた。清は

洋務運動による清王朝の自己改革、日本は倒幕運動の一方で、徳川王朝の改革、朝鮮は大院

君・ 妃・高宗の複雑な政治関係を持ちつつ、官僚の中に開化派が生まれた。また清では1850

年代の太平天国が土地均分など改革を進める大反乱として展開し、朝鮮では1860年に崔済愚が

創始した東学が「輔国安民」「斥倭洋」を唱え、民衆の救済運動を始めたことは、宗教が社会

改革の役割を果たさなければならなかった19世紀の東アジアの様相を際立たせている。

愛新覚羅氏清 李氏朝鮮 徳川氏日本

・米仏と条約

尚氏琉球

開国へ
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第三に、欧米モデルの吸収が早かった日本は、徳川王朝の命運を絶ち、天皇王朝の復活によ

り脱亜入欧路線を進む。清王朝は日本より早く近代化を始めるが（洋務運動）、挫折し、さら

なるヨーロッパとの対決と敗北を迎える（1856～60年第二次アヘン戦争、1884～85年清仏戦

争）。李朝、清朝、日本が同時並行的に「入欧」路線を歩み始めたが、日本が一歩先んじた。

そのことが明確になったのが日清戦争だった。

アヘン戦争以来欧米人の清国来訪が、マイナスになることもあると考えた清国民衆は彼らを

「鬼子」と呼んで非難した。これは明確に「洋鬼子」つまり西洋人を示していたが、その後新

たに「仮鬼子」・「東洋鬼子」・「日本鬼子」が派生した。「鬼子」にも種類があるというわけだ。

それは「東洋」つまり、日本人のことだった。さらに15年戦争期には、もう「東洋」や「日

本」を冠にせずとも、「鬼子」と言えば「日本鬼子」を指すようになっていったという(19)。帝

国主義者としての日本人像が東アジアのなかで創られていったことが重要だろう。自画像はい

つも正義の旗を持つ、西欧文化の優等生だったが。

３、日清戦争後の50年

19世紀末の日清戦争は、20世紀の東アジアのあり方を決めた重要な戦争だった。現代の日中

韓三国の歴史学界の関心のありようを見れば、この戦争が持った意味を端的に指摘できる。中

国では、日本と清が軍事対決した日清戦争にしか興味が向かない。日清戦争100周年と120周年

の機会に中国の研究機関が主催した国際学会での発表テーマはその枠で説明できる。西欧の近

代技術がどのように清国を変え、日本と対決したのか、という問題につながる。洋務運動の歴

史的意義を確認することがいまだに研究課題であり続けている。韓国では、日清の軍事対決は

他国の戦争であり、これもあまり興味を持たない。問題は日清という二つの国が軍事対決した

ことが、朝鮮の国をどう変えたのか、という思考である。ここからは朝鮮王朝の自己改革であ

る甲午改革運動や、農民自らが生活と政治の改善をめざした東学農民運動へと研究が集中して

いく。特に東学農民運動の意義は高く評価され、「東学革命運動」と呼ぶ研究者も多い。台湾

では、中国と同じ問題意識ではあるが、それに自らの土地である台湾征服戦争の歴史的究明が

行われる。

6

甲午改革1894
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日本の日清戦争研究は、東アジア全体の歴史を眺めるうえでもっともよい位置を占めている

のではないか。日清戦争は広義のそれと狭義のそれに分かれる。狭義の日清戦争は、日清の軍

事的対決である。それを開始するには、日本は大義名分を得る必要があり、1894年７月23日朝

鮮の王宮である景徳宮占領作戦を展開し、国王を擒にした上で、大院君政権をつくらせ、日朝

同盟の形を作った。まず日朝戦争があった。日清戦争がはじまると、東学農民運動の第二次蜂

起が1894年９月から始まり、これを翌年３月頃までかけて殲滅する作戦を日本軍は展開する。

もう一つの日清戦争とも呼ばれるとおり、この作戦が失敗すると日清戦争の補給と電信が断ち

切られるという危険があった(20)。また1895年３月から台湾征服戦争が始まり、講和条件に資

するだけでなく、領土割譲後の安定を軍事的に確保するという重要な目的があった。台湾征服

戦争が終わってようやく大本営は解散する（1896年４月１日）。つまり日清戦争は、①7月23日

戦争、②狭義の日清戦争、③東学農民運動殲滅作戦、④台湾征服戦争の４種類からなる複合戦

争と考えるべきである(21)。

20世紀は四カ国に四つの道を示した。共和国、植民地、帝国、帝国の外地という全く異なっ

た道だった。これを詳細に究明し、叙述するのは本稿の義務だが、字数が不足してきたので、

続稿を準備したい。その梗概は講演の際にも示したので、そのまま掲載する（次頁チャート参

照）。

この章のまとめは、 試み、敗北、民主化>というキーワードで括れるのではないか。

第一に、狭義の日清戦争の結果は、清・朝鮮を自己改革へと向かわせることになった。それ

ぞれ王朝を維持しながら、立憲制や帝国への道を歩もうとする。清朝はその維持に失敗し、

1910年の辛亥革命をまねき、1911年滅亡した。朝鮮も大韓帝国へと変貌し、日清両国と対等の

帝国として再出発をしようとしたが、軍事力のより強大な日本帝国の強力な介入が日清戦争以

来続き、日本も欧米列強の猜疑心を意識しながら、結局1910年に大韓帝国を廃止し、日本へ併

合した。自己改革の 試み>から、両王朝は 敗北>へ進んでいった。

第二に、日本帝国は、欧米列強の不信感を拭えないまま、大きくはその承認を得て、東アジ

アでの権益を拡大し、1910年大陸に植民地を持つに至る。大清に対抗する大陸帝国が誕生した。

しかし、これは新たな対立と矛盾の始まりだった。日本帝国は、獲得した植民地民衆とも、ま

た進出していくアジア各地の民衆とも矛盾を深めていった。

第三にアジアでは、欧米モデルから日本モデルの改革への期待が生まれる。清・朝鮮・ヴェ

トナムなどの諸地域から日本ヘの留学生は増加していった。いち早く欧米モデルの憲法をつく

った大日本帝国憲法の学習と導入が、東アジアでも行われた。清朝が1908年８月に公表した

「欽定憲法大綱」冒頭には、「大清皇帝は大清帝国を統治し、万世一系にして、永久に尊戴さ

れる」とあるが、明らかに大日本帝国憲法第１章第１条の「大日本帝国は万世一系の天皇之を

統治す」を参照しているものだろう(22)。19世紀半ば、幕末日本から明治日本の発する翻訳語

は怒濤のように東アジア各地に流れ込んでいった。厳復などが努力して和製漢語でない翻訳語
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を創ろうとし、努力を重ねたが、多くは受容されず、和製漢語が中国で「新名詞」と名づけら

れる語群となり、その解釈を通じて西欧文明を理解するという世界へ移っていった(23)。清朝

だけでなく李朝においても自己改革が始まり、一定の年数続けられたわけで、それを無視した

東アジア史はもう不要だ(24)。

第四に、自己改革による王朝の延命という期待はまもなく裏切られ、東アジアの二つの王朝

は、ほぼ同じ時期に滅亡する。王朝の滅亡史という枠で眺めれば、19世紀の半ばに徳川王朝

（1867年大政奉還）、尚王朝（1880年琉球処分）の二つが、20世紀の初頭に李王朝（1910年韓

国併合）、愛新覚羅王朝（1911年滅亡）となり、1867年から1911年の44年の間に東アジア４つ

の王朝が姿を消している。

尚王朝と李王朝の二つの王朝の滅亡に大きく関与した日本は、天皇王朝の復活と共に、侵略

戦争を展開し、大陸帝国となり、その後一直線に大陸での利権確保・拡大に向かう。

第五に、ここでは全く触れなかったが、欧米の平和を求める動きは第一次世界大戦前から始

まり、その後も続く。その中に「人民の不安」（ヴェルサイユ平和条約）を取り除くことが含

まれる(25)。それに励まされ、1910年代から1945年までの中国は、多様な選択肢の中で大国・

強国への道を模索していった。1931年以来の日本の侵略戦争に抗して、どのように国づくりを

進めていくか、蔣介石ら中華民国首脳部は動揺と決断を繰り返しつつ、国際世論や欧米列強を

味方にしつつ、抵抗と国づくりの両路線を進めていった。大韓民国の皇帝高宗や首脳部も、日

本の侵略に対して、万国平和会議など国際世論に頼ろうとした。しかし、戦間期の欧米諸国は、

植民地や半植民地から脱出することや新しい地域のあり方をそれら地域の民衆が模索すること
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など、想像の外にあった。それは第二次世界大戦後も実際には続いた。

1910年以後の朝鮮民衆は、1918年の三・一独立運動のあと、大韓民国臨時政府（1919年４月、

上海、呂運亭・李承晩ら）や間島（満州）地方での独立運動を展開する。

1945年大日本帝国の敗北は、東アジア（中国・朝鮮）との関係を断絶させ、日本人の意識か

ら「東アジア」を消去させることになった。植民地統治をどう総括するかを考える時間も機会

もないまま、平和な戦後日本を創ることだけが私たちの課題であるという、いわば一国民主主

義路線にはまっていった。

以上で本稿のまとめは終わるが、少し変わったエピソードを加えておこう。中華民国と大韓

民国はいずれも「民国」を名乗り、中華人民共和国と朝鮮民主主義人民共和国は「共和国」を

名乗っている。何もつかない国号は東アジアでは日本だけである。フィリピンやヴェトナム、

インドネシアなどと広げていけば、日本の特殊性は理解できるだろう。

「共和政治」という用語は、幕末に刊行された箕作省吾『坤輿図識』（1845）が創った造語

であると、穂積陳重『法窓夜話』（その59(26)）が述べている。「共和」という熟語は古代中国

に存在しているが、それは貴族による合議政治のことで、人民主権の共和政治を意味していな

かった、というのはよく知られた事実である。それを転用し、全く異なった文脈で使用したの

が箕作省吾だったと穂積が指摘していることになる。19世紀に顕著になった東アジア漢字圏の

流通・消費の一例である。幕末日本で生まれた「共和政治」という用語が、1945年以後の世界

で市民権を得ている。諸橋の大漢和辞典では「民国」は①中華民国、②共和国の古い表現、③

民主国の略、とあるが、republicを共和政治と訳した幕末日本の翻訳語に対抗して、厳復あた

りが考え出した訳語ではないか、と思うが、今それを裏付ける辞書等は見つからない。それに

しても、大清としか名乗らなかった王朝が、1908年８月27日に公表した「欽定憲法大綱」で初

めて「大清帝国」という自称を表明し、朝鮮も、1897年10月に大韓帝国を自称とし、国王高宗

が韓国皇帝高宗となるという帝国ラッシュを経て、辛亥革命後に中華民国、日本の植民地から

脱したのちに大韓民国を名乗り始めたその歴史は、自称に政治体制を含まないのを不思議に思

わない私たち日本人は、よく考えたほうがよい。1945年までの日本は、「大日本帝国」という

自称を憲法に書き込み（大日本帝国憲法、第１条「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」

など。対外的には「皇帝」を使用）、帝国意識を持ち続けた。民国を選んだ人々は、帝国では

なく民国、または帝国から民国へ、という歴史の流れを意識しているのだと思われる。その根

底には、現状を民主化していく意識や運動がはっきりと存在している。

むすびにかえて

本稿は、2016年７月31日に「次世代研究者フォーラム」（立命館大学コリアセンター主催）

での基調講演を文章化したものである。それを佛教大学史学科開設50周年記念論集の意味を持
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つ本号に掲載しようと考えまとめた、この文章は、注にもあげた大阪大学歴史教育研究会編

『市民のための世界史』（阪大出版会、2014.4）や近年の高校世界史教科書などの変化を見て、

歴史学部の学生に常識として知っておいてほしい歴史の流れを把握するために提供したもので

もある。本文中に挟み込んだチャートも、そうしたテキストのような整理を示すためのもので

ある。学術論文にはあまり見られないが、ご海容を願いたい。

日本で唯一の歴史学部を2010年に立ち上げた私たちが、21世紀の社会に何を残し、何を提言

していけるのか、学生院生の諸君とも話し合いながら、より切磋琢磨が求められている。

そういう意図と同時に、私たちが考えねばならないのは21世紀の東アジアと世界である。た

んに「日本の」平和だけではなく、世界・東アジアの平和を同時に求める。そのために歴史を

振り返る際、何を考えなければならないのか。近代社会では「社会正義」・「人道」・「人間の尊

厳」など普遍的価値が追求されてきたが、その流れは今後も重要である。それを実現するため

には、ナショナルな感情やものの考え方を止揚することが求められている。それには歴史の捉

え方をより開かれたものにしていかなければならないのではないか。

〔注〕

⑴ 西嶋定生「東アジア世界と冊封体制―６～８世紀の東アジア」（『岩波講座日本歴史』第２巻、

岩波書店、1962、所収）

⑵ 大阪大学歴史教育研究会編『市民のための世界史』（阪大出版会、2014.4）116頁。

⑶ 吉野正敏「歴史時代における日本の古気候」（『気象』26号、1982）11～15頁。

⑷ 前掲『市民のための世界史』121頁。

⑸ 杉山清彦「大清帝国と江戸幕府」、懐徳堂記念会編『世界史を書き直す 日本史を書き直す』

（和泉書院、2008.6）158～159頁。

⑹ 池田光穂「病気の文明史」（川田順三・石毛直道編『生活の地域史』地域の世界史８、山川出版

社、200.3、所収）280頁。

⑺ 田家康『気候で読み解く日本の歴史―異常気象との攻防1000年』（日本経済新聞出版社、

2013.7）197頁。

⑻ 前掲『市民のための世界史』161頁。

⑼ 川北稔『砂糖の世界史』（岩波ジュニア新書、1996）

アヘン戦争の経過については、吉澤誠一郎『清朝と近代世界 19世紀』シリーズ中国近現代史

①（岩波新書、2010.6）50～55頁、による。

同上57頁。

井上勝生『幕末・維新』シリーズ日本近現代史①（岩波新書、2006.11）

北原スマ子「大院君政権の攘夷政策と日本」（趙景達編『近代日朝関係史』有志舎、2012.9、所

収）113～114頁。

前掲田家康245～253頁。

青木紅二『百姓一揆総合年表』（三一書房、1979）28～32頁。

アジア歴史資料センター、RefB03041146800琉球関係雑件╱琉球ノ所属問題ニ関シ日清両国争

議関係 松本記録第一巻。

北原スマ子「江華条約の締結」（前掲趙景達編、所収）146頁。

同上146～149頁。

武田雅哉『 鬼子）たちの肖像―中国人が描いた日本人―』（中公新書、2005.9）

中塚明・井上勝生・朴孟洙『東学農民戦争と日本』（高文研、2013）

―52―

東アジア近代史の構想（原田敬一)



拙著『日清戦争』戦争の日本史14（吉川弘文館、2008）、同『日清・日露戦争』シリーズ日本近

現代史③（岩波新書、2007）

川島真『近代国家への摸索 1894～1925』シリーズ中国近現代史②、（岩波新書、2010.12）115

頁。

同上87～88頁。

吉澤誠一郎や川島真らによる「シリーズ中国近現代史」全６冊（岩波新書、2010～）は、そう

した問題意識を鮮明に持っている。

戦間期の東アジア政治史についての一つの見方は拙著『戦争の終わらせ方』（新日本出版社、

2015.7）でも示した。

穂積陳重『法窓夜話』（岩波文庫、1980.1）

（はらだ けいいち 歴史学科）
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