
45法政論集　293号（2022）

DOI: 10.18999/nujlp.293.2

16世紀朝鮮王朝の交隣概念

姜　　　東　局

1．はじめに

本稿は、筆者が進めている朝鮮王朝の交隣の概念に関する研究の一部で
ある。朝鮮前期の交隣を取り扱った研究では、成宗期（1469-94）に朝鮮
王朝の体制が整備される過程で、交隣の概念に対する王朝レベルの理解も
集大成されたことを踏まえて、15世紀末までを対象としている 1）。この論
文は続く 16世紀を対象にするが、その終わりは 1607年に設定する。この
年には朝鮮王朝が日本へ回答兼刷還使を派遣したことで、戦争の時期が終
わって交隣の礼が回復された。本論文では、比較的安定していた 16世紀
前期を経て、世紀の終盤に大規模な国際戦が繰り広げられた時期に朝鮮王
朝の交隣概念が見せた変容と復帰の歴史を再構成する。
この時期の交隣概念に関しては、十分な研究が行われたとは言いにくい。
この現象には戦争の時代における交隣の周辺化という理解からの影響が大
きい。交隣は礼を基調とする国際関係を表す概念の一つである。したがっ
て、礼ではなく兵の論理が国際関係の主たる変数として浮上した時期には、
その重要性が低下していくことは当然である。兵の動きの究極とも言える
全面戦争は交隣の消滅を意味するので、そもそも研究の対象がないという
理解も可能であろう。ところが、本稿で取り扱っている研究対象は、交隣
という概念である。国際関係が武力衝突ばかりで、外交の現場で交隣とい
う言葉が使われなくなったことと、朝鮮半島で使われていた言語の中で、
交隣という概念が存在することは矛盾しない。後者の意味で朝鮮半島の交
隣概念は、それが形成された高麗王朝後期以来のすべて時代に存在してい
たと言える。
関連する最近の重要な研究成果二件を挙げながら、16世紀朝鮮王朝の

1） 姜東局「朝鮮前期의 交隣概念」　概念과 疎通 21巻　129-167頁（2018年）。
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交隣概念に対する研究の現状を紹介するとともに、本研究を取り巻く研究
の状況を簡単に説明する。まず、歴史研究の分野では、木村拓氏の『朝鮮
王朝の侯国的立場と外交』を取り上げたい。本書では朝鮮王朝が中国以外
の相手との外交を行おうとする際、その形式や方法なりを自ら考究してい
なければならなかったことを前提に、それらの外交に朝鮮の侯国的立場が
如何なる形で反映されたのかという問いに答えている。その過程で、著者
は交隣の概念について、その使われた時期や条件などにも気をつけながら、
歴史の中の意味や位置を提示している。「交隣体制」などの分析概念を性
急に設定した結果、概念としての複雑な変容に対する考察の可能性を封鎖
する傾向もあった以前の研究と比べると、朝鮮外交史研究の方法の到達点
を見せていると評価できよう。とろこで、本研究の問題関心からすると残
念なことに、この研究は 15世紀を中心とした本論と 17世紀前半を対象と
した終章によって構成されて、16世紀の内容が抜け落ちている 2）。この点
については、木村氏も言及しているが、確かに「私交」問題の解消による
事大と交隣の両立の安定化という流れからすると、16世紀を取り扱う必
要は必ずしもない。ただし、交隣の全貌を理解しようとする場合は、省略
は許されないだろう。
次に、アジア政治思想史の専門家による本格的な政治思想史として、渡

辺浩氏は『明治革命・性・文明：政治思想史の冒険』に「［華夷］と［武威］：
［朝鮮国］と［日本国］の相互認識」の章を書いた 3）。著者は、通信使の派
遣の理由として『孟子』に書かれている「交隣」が国として実行すべき「道」、
あるいは「礼」だったからだという説明は成り立たないと判断した。その
根拠として、孟子は事大と字小を併せて交隣と称したが、対等の国同士は
不断に「交隣」すべきなどとは、説いていないことが挙げられている。そ
して、通信使の派遣の理由として、基本的にはパワー・ポリティックスの
次元での冷静な配慮を提案している。渡辺氏の『孟子』の交隣の位置に関
する説明は正確であるし、また、近世の日朝関係の非常に重要なパワー・
ポリティックスの要因が礼や道の強調によって安易に無視される傾向への
批判としても重要な意義を持っている。ただし、朝鮮王朝の交隣概念の歴

2） 木村拓『朝鮮王朝の侯国的立場と外交』（汲古書院、2021年）。
3） 渡辺浩『明治革命・性・文明：政治思想史の冒険』（東京大学出版会、2021年）

133-180頁。
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史という観点からすると、この正確な議論が十分なものであるかについて
は疑問が残る。まず、『孟子』に書かれた交隣が、『孟子』の意思とは違っ
て、朝鮮半島の国際政治的な必要性によって、中国以外の国家との関係を
規定する原理として利用されることもありえただろう。そして、交隣の概
念が定着していれば、事大・字小とも同じく、純粋な交隣の礼の理想とパ
ワー・ポリティックスによって動いている現実の間で、多様な形で現実化
されることになろう 4）。渡辺氏の研究では、中国古代の経典と日本近世に
あたる 17世紀以降の現実と認識が議論されているが、徳川政権の相手で
ある朝鮮王朝が 1392年の建国の直後から事大とともに交隣を外交の二つ
の原理として掲げて実践してきた部分は、十分に考慮されていないように
見える。本稿の対象である 16世紀も含めてである｡
本稿は以上のような状況を踏まえて、空白を埋め、必要性に応える研究

と位置づけたい。本論では、まず、中宗期に集大成された交隣概念の壬辰
戦争までの継承と変化の歴史を考察したうえ、壬辰戦争期に発生した交隣
概念の不安定化やその克服の過程について考察する。また、終わりにでは、
本研究の成果が 17世紀以降の交隣概念の理解において期待される貢献の
可能性についても触れる。　

2．壬辰戦争までの交隣概念

1）交隣概念の継承

朝鮮王朝の交隣概念は成宗期（1469～ 1494）における制度の集大成の
過程で、安定的な意味を獲得した。1471年に『経国大典』が施行される
際に、「礼典」の中に「事大」とともに「接使客」の項目が設けられ、交
隣の具体的な礼が記されたことは、その最も重要な例である 5）。王朝レベ
ルの承認を得た交隣に対する理解は、続く 16世紀にも基本的に継承され
た。例えば、1517年に中宗は当時の交隣をめぐる状況について以下のよ

4） 初歩的ではあるが､ 筆者はこれらをテーマとする研究を行った。姜東局『朝鮮
半島における「交隣」概念の起源：高麗 王朝期における原型の形成』 名古屋大学
法政論集 272 巻 101-120頁（2017年）；姜東局「朝鮮前期의 交隣概念」　概念과 
疎通 21巻　129-167頁（2018年）。

5） 『経国大典』「礼典」接使客。
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うに警鐘を鳴らした。

 　最近、倭や野人への接待にかかわる諸事項において、怠慢で誠意が伝
わらない。これは遠くからきた人々に安らぎを与える道（＝綏遠人之道）
ではない。先王が官職を与えたり、あるいは、自ら引見したりしたのは、
交隣の礼を重んじたからである 6）。

中宗は日本や女真に対する交隣を論じるにあたって、先王が行った理想
的な礼を取り上げた。この発言は当時の官僚が交隣を疎かにしていること
に対する警告を意味した。このような、最高権力者による交隣の礼の継承
の強調を考慮すると、この時期に高麗王朝後期から始まって、朝鮮王朝前
期にさらに明確になった交隣概念の継承は、ある意味当然のことであった。
以下で、原理と実践の面で、この継承の具現を簡単に確認しよう。
第一に、交隣の原理について。交隣と誠信との結合は続いていた。1545
年に李彦迪（1491～ 1553）は明宗に議啓を提出したが、その文書は「事
大と交隣の際には、もっぱら誠信で行うべきであり、少しも騙すことがあっ
てはいきません」という文章から始まった 7）。交隣概念とその核心的な原
理としての誠信の結合は高麗王朝における交隣概念の形成過程において発
生し、朝鮮王朝の前期にも継承されたが、この特徴には 16世紀において
も変化はなかったことがわかる 8）。また、「誠」や「信」の一文字、あるいは、
「誠謹」など誠や信が他の文字と合体した概念が交隣と関連付けて使われ
ていた 9）。
第二に、交隣の実践について。朝鮮前期に具体化された交隣の実践も基

本的に継承された。まず、儒学の観点から仏教のような他の世界観が交隣
に混ざることを排除する動きが続いた。例えば、1537年に中宗は伝教（王
の命令）で以下のように伝えた。

6） 『朝鮮王朝実録』　中宗 12年 4月 25日（旧暦、以下の引用もすべて同じ）。
7） 李彦迪『晦齋集』13巻「乙巳秋議啓」。
8） 交隣と誠信の結合については、姜東局『朝鮮半島における「 交隣 」概念の起源：
高麗王朝期における原型の形成』 名古屋大学法政論集 272 巻 113-119頁（2017年）
を参照。

9） 「大抵、事大以誠、交隣以信」『朝鮮王朝実録』 中宗 18年 5月 24日； 「隣邦效誠、
拒而不納、則大拂交隣之道」 『朝鮮王朝実録』 宜祖 7年 4月 23日；「以日本、初不
干渉、而執交隣之義、致誠勤之請故也」『朝鮮王朝実録』 明宗 13年 7月 2日等。
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 　また、『大蔵経』については昔は板が完璧で多く印刷されたので、日
本国が求めてこれば、それを贈呈した時もあった。今日は我が国がこの
経典を敬うことがなく、古い板はすでに毀損されて印刷しない。そもそ
も一巻もないので、我が国が敬う聖人の経と賢人の伝を贈呈する。もし
この経典があれば、どのような重要性があってそれを隠すのか。礼曹は
またこの意思を倭人に明確に言って、求めるものに重大な困難がなけれ
ばその意思に従うことで失望させないようにすることで、交隣の道にそ
ぐおう 10）。

この伝教は、東陽東堂が「日本国王」の使臣として、書契を呈上して大
蔵経の回賜などを求めたことへの対応であった。実は、ここに至るまで朝
廷では何段階もの議論が行われた。当初は、議政府の宰相を中心に大蔵経
の所蔵状況を確認した上で、要請に応じる方針が示された。前例を重視す
るのであれば妥当な対応に見える。ところが、成均館進士の柳健等が上疏
して、大蔵経の回賜に反対した。

 　日本に大蔵経を回賜することは、すなわち国家に必要ないものを他国
に捨てることです。これで我が国が仏教を尊重しないことが明らかにな
ります。隣国が求めるものに答えなければならないので、それを見つけ
て与えることは、交隣の義が厚いとも言えます。ところが、仁のあるも
のは、自分が立ちたいことで他人を立たせるし、自分が達者になりたい
ことで他人を達者にさせます。ゆえに、他人のために何かを意図するこ
とにおいて不忠ではないかと、君子は内省します。我々に必要がないも
のを与えて、それを崇拝するようにさせるのは、交隣の忠厚な道と言え
るでしょうか 11）。
 
冒頭の議論が、朝鮮王朝が交隣の立場から仏経を与えてきた典型的な論

理であった。しかし、柳健等の主張は、このような発想に基づいた前例を
変えることであった。朝鮮前期の交隣にも見られた儒学的な特徴の強調が、
中宗期にはさらに仏教関連の交流の前例を廃止する論理にまで展開された

10） 『朝鮮王朝実録』　中宗 32年 4月 14日。
11） 『朝鮮王朝実録』　中宗 32年 2月 5日。
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ことがわかる。
また、中国を対象とする事大と中国以外の国家を対象とする交隣との関

係については、両者を分離することで事大から交隣の独自性を確保する傾
向が続いた。事大との関係設定の特徴も継承されたのである。例えば、
1523年に中宗は明において犯罪をおかした日本人をつかまえて、被害者
である中国人とともにに送る措置の際に、以下のように提案をした。

 　今回捕らえた日本人を中国に送ることは必ず露呈するが、交隣の道と
乖離するところがあろう。今、日本の使臣に「この倭人は中国で犯罪を
起こし、国境の軍人を殺害し、中国人 8名を捕らえて海の島においてい
たが、彼らはさらに我が国で賊の行動を行った。辺境の軍事が（彼ら
の―著者）ほとんどを殺して、二人を生きたまま捕らえた。我々は事大
の誠意で、中国へ送る」という意思を伝えたらどうか 12）。

今回のような犯罪のみならず、漂着などをも含めた複雑な外交の事案は
たびたび現れた。中宗は、朝鮮が事大による明との外交を展開しながらも、
それが関連する交隣の道をも逆らわないようにする必要性を認識してい
た。彼が提示した論理は、この事案は中国と朝鮮で発生した犯罪なので、
明と朝鮮の間に存在する事大の原理にしたがって処理しながらも、それが
交隣と乖離することがないように日本にも説明する対処も必要だというこ
とであった。中宗は、事案の処理においては事大の原理のみを使いながら、
また、日本への説明で交隣から問題提起を防ぐことで、事大と交隣の分離
を管理している。
以上の考察から、16世紀の交隣概念は高麗王朝末期以来の誠信との原

理との関連性、また、朝鮮前期以来の純粋な儒学的な内容の追求と事大と
の分離という概念の特徴を充実した形で継承していることがわかるだろう。

2）交隣概念の変化

前節で述べた通り、この時期の交隣概念は基本的に前の時代のそれを継

12） 『朝鮮王朝実録』　中宗 18年 8月 4日。
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承しているといえる。ただし、まったく変化がなかったわけではない。朝
鮮前期と同じく、交隣概念の変化をもたらした主な要因は、交隣の相手の
事情が変化したことによる国際関係の新たな動きであった。

16世紀の朝鮮王朝の交隣概念の変化をもたらした現実の代表は、日本
の混乱による交隣の相手の乱立ともいえる状況であった。周知の通り、戦
国時代は 15世紀後半から始まって、室町幕府の第 15代将軍の足利義昭が
織田信長によって京都から追放される 1573年まで続いた。戦国時代にお
ける権力の分散と諸勢力の勃興は、日本列島のみならず、後期倭寇の動き
などで東アジア地域にもたらした影響は少なくないが、日朝関係も例外で
はなかった。中央政権の力の著しい低下の結果、地方の勢力の自律性が高
まり、また、諸勢力との競争のためにも必要な資源の確保の必要性もあっ
て、交隣の前例を利用した使節の派遣とそれによる朝鮮王朝への様々な要
求が増えてきたのである。この諸勢力との交隣関係を維持しようとする対
応の過程で、交隣概念には部分的ではあるが、無視できない変容がもたら
された。
まず、当時の朝鮮王朝における交隣相手の増加に関する理解を確認しよ

う。1510年に礼曹は中宗に対馬主致慰官を派遣し、以下のようなメッセー
ジを伝える案を提出した。

 　貴島は我が国の東にあり、代々によい関係を持っているので、遠くの
人々が騙すことについては、よく審査して通すことで、欺きは許しては
ならない。ところが、遠くの地に住んでいる人で、図書を受けている場
合、今から 50年以上の時間が過ぎた人が多い。初めて図書を受けた際に、
年齢が 30-40歳であったとしても、今は年齢が 80-90歳にはなっている
ので、その中には死亡者も多いはずである。ところが、歳遣船は絶えな
い。奸人が間で詐欺を行っている。貴島ではなぜよく審査せず、文引を
与えて通すのか。これからはこのような人については、断じて相手にし
ない 13）。

朝鮮王朝では、図書、すなわち、通商を許可した日本人に与えていた銅

13） 『朝鮮王朝実録』　中宗 5年 2月 3日。
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印を持参した人数がいくら時間がたっても減らない現状に直面した。彼ら
は『経国大典』の交隣相手の分類からすると、最下位の交隣の相手であっ
た。そして、対馬島が通行証明書である文引を発行する権利と責任を持っ
ていることから、その仕事ぶりを批判している。ところが、実は対馬はこ
の偽使の問題において失敗した管理者よりも、自らが行為者の側面を持っ
ていた 14）。このような相手の動きと、当時の技術的な限界を考慮すると、
偽使をめぐって朝鮮側から対馬に対してきめ細かな監視などによって使節
の数を調整することは難しかった。
このように交隣の要求の増加が基本的に外部の要因によるものだったた

め、朝鮮王朝が関与することには本質的な限界があった。そこで、朝鮮王
朝の内部の要因、すなわち、王朝で決めている交隣の礼を簡略化するなど
の変更によって、この新たな状況への現実的な対応も考えられる。ただし、
このような変更も容易ではなかったことを、1516年に中宗と礼曹の間に
大内氏の使節をめぐっての以下のようなやり取りで確認できる 15）。

 　礼曹が啓で曰く「大内殿の使節は前例にしたがって接見すべきです」。
伝教で曰く「今は雨が降ったので、正殿に復帰することができたが、ま
だなお災難と変異が多いので音楽を使って宴会をすることは安らぎがな
いのである。ただし、夷を接待することは他の宴会の事例とは異なって、
行ってもよいかもしれない。大臣に当否について質問する」。大臣が啓
で曰く「これは多くの臣下が集まって楽しむ種類のものではありません。
遠い国の人を接待することは、礼からして当然に行うべきであります」。
国王曰く「先王の代に、接見しなかった時があるか。調べて啓として報
告しろ」16）。

この時期は、干ばつのため国王が祈雨祭を行っていたため、正殿での執
務ができなかった異常な状況が終わり、復帰したばかりであった。宴会な
どを行う場合ではないという中宗の判断は、十分に理解できる。注目すべ

14） 文引制度の現実と偽使問題の主役としての対馬の位置については、橋本雄 『僞
りの外交使節：室町時代の日朝關係』 （吉川弘文館、2012年） 28-39頁を参照。

15） 日朝関係における大内氏の位置や活動などについては、須田牧子『中世日朝関
係と大内氏』（東京大学出版会、2011年）を参照。

16） 『朝鮮王朝実録』　中宗 11年 6月 9日。
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きは、交隣の礼を例外的に行うことへの配慮である。さらに、礼曹は大内
氏が派遣した使節への礼は必ず行うべきと進言している。このような特別
な扱いの背後には、このやり取りからも垣間見え見えるような外交関係を
特別扱いする認識があった。そもそも交隣の礼はすでに王朝の制度の中で
明確に規定されていた。話題になっている大内氏の使節の場合は、『海東
諸国記』「朝聘應接記」の 「諸使定例」に日本国王使に次ぐ巨酋使と、ま
た 『経国大典』「礼典」の 「待使客」では、日本国王使と巨酋使の間に新た
に設けられた日本国諸大臣使として分類されている 17）。そして、その使節
への対応についてもテキストの中に細かく決められていた。国王ですら接
見をしないためには、同じ前例を探さなければならないほどの制度的な安
定性を獲得していたと言えよう。
要するに、交隣の相手の数が、朝鮮前期の制度化の際に想定されていた

範囲を超えている現実と王朝の制度的な基礎をなしている法典との間に乖
離が生じたのである。その結果、継承してきた交隣の礼と苦しい現状の間
で、適切な均衡を探る必要性が台頭してきた。この必要性への対応の過程
で、誠信に続いて、もう一つの概念の交隣との関係性が密接になる変化が
発生した。例えば、1544年に蛇梁鎭で起きた日本人の略奪に対する議論
の中で、中宗は以下のように発言した。

 　交隣は、厚すぎても（＝過厚）適切ではないが、あまりにも薄くても
（＝太薄）駄目である。彼らと接するにその中を得れば（＝得其中）、辺
境の心配も自らなくなろう 18）。

中宗は交隣において、「過厚」も、また「太薄」も禍根を残すことを指
摘し、両方の問題点を克服するための態度として「得中」を提示したので
ある。この得中こそが、先代の交隣の中で行われた「過厚」と当時に発生
しがちな「太薄」の両方を止揚することで、与えられた状況に見合う交隣
の礼を構築するための原理として浮上してきた。その関係性の重大性は、
交隣と中の結合が中宗の後にも繰り返し表明されたことから確認できる。
例えば、明宗の在位中の 1553年に交隣の使節の待遇をめぐって以下のよ

17） 申叔舟『海東諸国記』「朝聘應接記」 諸使定例；『経国大典』「礼典」待使客。
18） 『朝鮮王朝実録』　中宗 39年 4月 18日。
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うな報告が行われた。

 　司諫院が啓で曰く「倭は巧妙に騙すことが測れないし、それに貪欲も
限度がないので、その慾を満たすことは難しいです。しかし、すでに交
隣の相手国となって使節が通っているので、彼らに接する礼は疎かにし
てはいけません。然るに、あまりにも厚い礼で接すると驕慢になり、あ
まりにも薄い礼で接するすると怒ります。この二者の間に正しく折衷す
れば（＝折中）、驕慢にも怒りにも至ることはないでしょう。今は使節
の件について、朝廷の議論が一致していません。優遇して与えてはいけ
ないとする人は、彼の欲が無窮だが、我が国の財貨は有限なので、有限
を無窮へ与えれば継続する道がないと言っています。省略して与えては
いけないとする人は、先王から彼を厚く接したのに、今日に至って余り
にも冷遇することは、交隣の道ではない（＝非交隣之道）と言っていま
す 19）。

交隣の具現は、第一に、相手を驕慢にさせず同時に怒らせず、第二に、
旧来の交隣の礼と現在の財政の状況をともに考慮するという要求を満たす
必要があった。相手の無窮の要求と我が国の限られた財貨が、また､ 先王
の前例と当時の現状が矛盾する中で、交隣の原理を貫くために必要な原理
として、司諫院は「折中」を提示した。中宗が言及した「得中」と同じく、
交隣の原理として「中」が提示されていることがわかる。
これまで交隣の原理として誠・信が君臨してきたことを考慮すると、交

隣の原理として中の浮上は交隣概念の原理の新たな課題として､ ｢交隣｣
と ｢誠信｣ と ｢中｣ の関係設定が浮上した言えよう。この概念史の要請に
1556年に司諫院は以下のように答えた。

 　交隣の道はお互いに誠意を信頼することが重要ですが、その要点は礼
を持って酌量し、義を持って決断して、中

あた

りを得る（＝得中）ことをは
かるにあります 20）。

19） 『朝鮮王朝実録』　明宗 8年 2月 24日。
20） 『朝鮮王朝実録』　明宗 11年 10月 18日。
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交隣の道の一般的な原理として「誠（意）」が提示されることは、高麗
王朝後期に交隣が朝鮮半島の国際関係を表す概念として登場して以来の変
わることのない理解の表明であった。一方、交隣の要点として「得中」を
あげることは、この時代における概念のさらなる展開であった。司諫院の
理解によれば、誠は交隣の変わることのない原理でありながら、中は交隣
の要点を表すことでさらなる原理を加えるという関係性を持つことになっ
た。
実際、儒学、その中でも朱子学の思想体系の中で、交隣をめぐって誠信

と中がつながることは自然な流れにも見える。周知のとおり、誠信の誠は
『四書』を構成する『中庸』の核心的な概念である。『中庸』には以下のよ
うな文章がある。

 　誠は天の道である。これを誠にするは人の道である。誠は勉めずとも
中り、思わずとも得て、従容として道に中る。聖人である。これを誠に
するは、善を択んでこれに固執する者である（＝誠者、天之道也。誠之
者、人之道也。誠者、不勉而中、不思而得、従容中道。聖人也。誠之者、
択善而固執之者也）21）。

聖人が誠の境地を体現することの説明において、「中」が二回も使われ
ていることがわかる。誠という原理を前提に、その完璧な実行の過程で中
が位置づけられる。司諫院による交隣との関係で誠を原理に、中を実行の
要に位置づける構造と明確な類似性が見える。朱子学が体制教学として君
臨して 200年以上が経過した時期に、朝鮮王朝の支配層が誠と中を議論す
る際に『中庸』の構造が影響することは自然なことであろう。実は、15
世紀にも交隣と中がつながった例がある。李承召（1422-84）は、申叔舟
（1417-75）の祭文の中で「事大と交隣はすべて中って、宜かった（事大交
隣 咸中厥宜）」と書いた 22）。申の事大・交隣の実践で見せた成果を描くた
めに「中」が使われていた。この文章での中は行動を描写する単語であっ
たが、16世紀中盤では、誠に次ぐ交隣の原理として、さらに思想化して
きたのである。

21） 『中庸章句』第 20章。 
22） 李承召『三灘集』 12巻「祭申文忠公叔舟文」。
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ところが、16世紀後半になっても、交隣概念の理解において、中が安
定的な位置を獲得していたかについては疑問が残る。すでに触れた通り、
中が交隣との関連で明確に認識され、また使われていたのは特定の歴史的
な背景によってであった。すなわち、交隣の相手が増えて、彼らへの礼を
従来通りに行うことが難しい状況への悩みから、新たな均衡を求める思想
的な努力の過程で中は浮上してきた｡『孟子』の記述で事大と字小がそれ
ぞれ仁と智とつながった結果、朱子学の体系の中でしっかりと位置づけら
れていたのと比べると、交隣の思想的な位置づけはまだ不安定なもので
あった。交隣の思想的な展開を後押していた状況がさらに続けば、朝鮮王
朝において交隣と中の関係を中心とした議論が深まり、究極的には交隣が
事大・字小のように朱子学の体系の中で安定的な位置を獲得する可能性も
あった。ところが、後述する通り、交隣相手の事情がもう一度変化したこ
とによって、交隣の思想的な展開を後押していた状況がなくなった結果、
この可能性は頓挫してしまった。

3．交隣概念と王朝交替

朝鮮王朝から見れば、室町幕府の征夷大将軍が日本の正当な支配者であ
ることは疑問の余地がなかった。明から冊封されたことは何よりの証明で
あった。戦国時代に入って、その現実的な力は著しく弱体化したが、16
紀後半まで存在していたために中央政府としてみなされた。したがって、
日本の中央政府と地方勢力の区別を前提とした朝鮮前期以来の交隣の基本
的な枠組みは、この時期においても継承された。ところが、室町幕府が崩
壊し､ 新たな支配者が台頭したことによって､ 朝鮮王朝は交隣の相手にお
ける王朝交替という現実に如何に対応すべきかという課題に直面した｡ 以
下で説明する通り､ 当時の交隣概念にはこの課題に対処するために必要は
内容がまだ備わっていなかったことによって､ この問題の解決の過程は難
航することになった｡
第一に、思想的に見ると、交隣は高麗・朝鮮王朝がおかれていた国際政

治の現実に対する必要性から生まれた概念であったため、その思想的な中
身には多くの空白が残されていた。周知のとおり、事大や字小の意味は『孟
子』のような経典、そして朱子による解釈によって明確に提示された。ま
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た、その意味の現実への適応についても、歴史の中で具体化され、『大明
会典』などに明確に記されていた 23）。その結果、王朝交替というアジェン
ダに対しても、事大をする側と字小をする側の間に共有された原理に基づ
いて処理することができた。このような事大と字小の整備された内容と交
隣の多くの空白とは明確に対比されているが、王朝交替のアジェンダはそ
の一例であった。
第二に、現実的には朝鮮側が日本の幕府をめぐる事情、その中でもすで

に行われた幕府の交替について、よく理解していなかったことが加わる。
例えば、申叔舟は『海東諸国記』「日本国紀」の冒頭に「天皇代序」を設
けて、日本の天皇の歴史について説明をした上で、「国王代序」で交隣の
相手である征夷大将軍の歴史について説明した。この節は、「国王の姓は
源氏である（＝国王姓源氏）」という文章から始まる 24）。源頼朝が鎌倉幕府
を開いたことをその始まりと記録した｡ そして、申が外交の現場で活躍し
ていた際に､ 朝鮮国王の相手は室町幕府の足利氏であったため、幕府の交
替の記録が見えて当然と思われるが、それは明確になっていない。さらに
は､ 室町幕府以降の ｢国王｣ に対する記述の中には名だけが紹介され､ 足
利という氏は触れていない｡ その結果､ このテキストでは､ 易姓はないこ
とになり、鎌倉幕府から室町幕府への権力の交替は見えて来ない｡『海東
諸国記』は、『経国大典』とともに朝鮮前期の交隣概念を集大成したテキ
ストであるが、その本にも見られる相手国に関する不正確な記述は当時の
朝鮮王朝が日本に対して持っていた知識や情報の絶対的な不足の結果で
あった。ただし、この件に限っては、発信する側の日本の事情も一つの背
景になっていた。室町幕府の将軍は、交隣関係の文書にほとんどの場合、「日
本国王源」、あるいは、「日本国源」のように国名と本姓を書いてから、当
代の将軍の名前―例えば、義政―をつけていた。すなわち、公式文書の中
でも非常に重要であった朝鮮国王への交隣の文書では、苗字ではなく本姓
を書いたのである 25）。その結果、朝鮮側からすると、以前の幕府との姓の
変化はないように見えてもおかしくなかった。実際、朝鮮王朝が幕府との

23） 『大明会典』卷之一百五「朝鮮国」。
24） 申叔舟『海東諸国記』「日本国紀」国王代序。
25） 高橋公明 「外交渉号、日本国源某」　名古屋大学文学部研究論集史学　38号　

239-251頁（1992年）を参照。 
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交隣関係を結んだのは、1404年のことで、すでに室町幕府がその相手で
あったため、交隣を行う間に幕府の交替はあったわけではなかったが、実
際に存在した交替も知らなかったことによって、交隣の相手の王朝交替な
どの想定の可能性は非常に低くなっていた。
以上のような状況もあって、朝鮮王朝において室町幕府の終焉と新しい

権力者の登場による敵礼の交隣相手の交替は、思想的には準備が備わって
おらず、また、歴史的には前例のない事件として受け止められた。この懸
案の解決に向けた努力の過程で、この関係を規定している交隣概念も影響
を受けることになる。
この難題との出会いは、日本における権力変動の知らせが伝わることか

ら始まった。周知の通り、豊臣秀吉は、1585年に関白になり、次の年に
は太政大臣に就任したことで、日本全国の支配者として地位を固めた。そ
して、1587年の秋には、このような政治変動の知らせが朝鮮王朝の朝廷
にも届いた。

 　慶尚左水使の啓本に「日本国僉知橘康年の言葉に日本という國は、愚
かで明察することができず、正統を改めて新王を立てました。近いうち
に使節で連絡しようとしています」と云々 26）。

そして、この第一報から約一か月後に新王、すなわち豊臣秀吉が送った
使節がすでに対馬についたという連絡が届いた。この使節を受け入れるか
どうかとういう判断が必要となった。この判断によっては、朝鮮王朝が敵
礼の相手を正式に変えるという意味が含まれていた。朝鮮王朝では、交隣
をめぐる新たなアジェンダの対応をめぐって、活発な議論が展開された。
対馬から書契が届いた直後の朝廷での議論は以下の通りであった。

 　国王が「日本国で国王を廃位にし、新王を立てた。すなわち、簒弑の
国になったので、その使節を接待することはできない。大義で教え諭し
て帰らせたほうがよかろう。従二品以上の官僚は秘密にその可否につい
て議論せよ」といった。皆は「教化の外の国を礼儀で責めるべきではあ

26） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 20年 9月 7日。
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りません。使臣が来たら、前例によって接待することが妥当であります」
といった 27）。

朝廷の議論は二つにわかれた。まず、国王の宜祖は原理にこだわった意
見を提示した。大義を強調する立場からすると、誠信の原理に基づく交隣
の相手は正統な支配者しかいない。相手が簒弑で、正統な支配者を殺した
ならば、交隣の礼を適応してはいけないという主張である。儒学の立場か
らすると、明解な論理である。官僚の中にも、似たような議論を展開した
人がいた。例えば、李命生（？～？）は、以下のような上疏を提出した。

 　別坐李命生の上疏が秘密裏に入啓された。 その大略は「商の湯王が昔、
葛伯と隣国になりましたが、一人の童子を殺したためにそれを征伐しま
した。日本のように我が国の隣国になって久しい場合はいうまでもあり
ません。聞くところでは、その君主が廃位になり、変乱が異常です。現
在、使節がきたことで接待することになれば、我が礼・義ある君臣を侮
辱することになります。土地を争った虞と芮が周の文王の朝廷に入るこ
とができなかったのですが、君主を廃位させた倭人が王様の賓筵を侮辱
することになれば、将来に如何に人々を感心させ、未来の事例に勧誡す
ることがあるのでしょうか。……　将来の懸念がどうなるかわからない
ので、使節を拘留し、中国へ報告して、兵力を動員して征伐する。これ
が天下萬世の義に通じます」であった 28）。

李命生は『書経』や『孟子』の故事をもあげながら、聖人が行動で見せ
た交隣の理想像を提示した上で、それとの対比から当時の日本と朝鮮王朝
の関係を悲観的に論じた。彼の結論はもちろん豊臣秀吉が支配する日本と
の交隣に対する反対であった。そして彼の議論は、交隣の相手として認め
ないことにとどまらず、明と組んで征伐することまで提案した。李の議論
は、儒学の道徳的な判断を純粋に国際関係に適用した場合、どのような帰
結になるかを見せる意味で興味深い。ただし、李の論理は国際関係の現実
に対してまったく考慮していないという現実との関連ではもちろん、朝鮮

27） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 20年 10月 20日。
28） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 21年 1月 3日。
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王朝の交隣の概念から見ても少なくとも二つの点で明確な限界があった。
第一に、交隣の問題を事大を通じて解決しようとする点は、朝鮮王朝の交
隣と事大の関係性と衝突する。明を抱きこむこんで、日本を攻撃すること
は事大・字小関係が交隣関係へ直接に介入することを意味する。このよう
な行動は、朝鮮王朝が維持しようと努力してきた事大から交隣の自律的な
空間の確保を放棄することを意味した。しかも、似たような議論が二日後
の趙憲（1544-1592）の上疎にも見える。趙は宜祖に「日本の使臣を拘留
して、天子に報告しすることで、問罪の挙兵をする」ことを勧めてい
た 29）。彼らが朝鮮王朝の交隣概念とかけ離れた議論を展開したのは、低い
官位のため―李は当時、正・従五品の別坐で、趙は一生に正六品の佐郞や
従六品の県監など―交隣の政策にかかわった経験が不十分な結果、朝鮮王
朝の交隣の特徴を把握できなかったからではないかと思われる。第二に、
室町幕府から豊臣秀吉への政権の交替が、天命による王朝交替である可能
性については考慮していない。李は宜祖の臣下として、高麗王朝から朝鮮
王朝への交替を天の命令による正統なものとみなしていると思われる。交
隣の一方の当事者である朝鮮王朝に適用される革命の政治論が日本に適用
される可能性は検討されていない点からすると、儒学による判断の徹底性
は表面的なものに過ぎなかったといえよう。
以上の議論を宜祖と比較すると、明の関与を招く事大との連携では差が

あったものの、正当な革命の可能性を否定して、交隣の相手として認めな
い点では共通の結論に到達していた。ところが、国王がこの件について秘
密裏に議論させた高官の立場はまったく違うものであった。従二品は、六
曹の参判が該当するので、現代の行政府にたとえるなら、次官級以上の官
僚の意見がまとめられた。彼らは儒学の原理を日本へ適用することに反対
した。宜祖とともに最高レベルの政策決定を行っていた高位官僚の共通の
意見が国王と真っ向から対立したことは意外と思われるかもしれない。た
だし、彼らの意見こそが、朝鮮王朝の交隣概念に含まれていた相手との関
係性の重要な側面をそのまま表していた。朝鮮王朝の初期から、交隣の相
手に同じレベルの儒学的な対応を期待できるかに関する判断は否定的なも
のであった。このような判断は、朝鮮と対等ではない交隣関係を結んでい

29） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 21年 1月 5日。
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た女真や日本の地方勢力はもちろん、敵礼の相手である日本の中央政権に
対しても同じであった。諸勢力の中で、朝鮮王朝の儒学の実践が突出して
いたことを考慮すると、この諦めは理解できる。そして、このような諦め
は交隣概念に柔軟性を提供した。すなわち、相手が朝鮮王朝のような儒学
の国ではないという前提は、お互いの交隣の礼が理想の形で実現すること
を不可能にする一方で、相手に厳格な要求を適用しない余地を残すことで、
現実における交隣の柔軟な適応力を提供した。官僚の意見は、朝鮮前期に
も繰り返されたとおり、相手の事情に厳格な儒学の基準を提供しないとい
う交隣の特徴を反映しているものであった。
結局、交隣の相手の内政に対しては問題にせず、前例の尊重と戦略的な

必要性などを考慮して、使節を派遣することを決定した。この決定の背後
には、朝鮮王朝の交隣概念が持つ相手国に対する特定の態度があった。そ
のような決定があったため、もし新たに日本を統治することになった政治
勢力が、以前のような交隣の礼をともに尊重する姿勢を見せた場合、室町
幕府から豊臣秀吉への交隣相手の移行は、交隣概念にほとんど影響するこ
とがなかったのであろう。ところが、新たな政権は朝鮮王朝が考えもしな
かった姿勢と行動をみせることで、交隣概念を根底から揺さぶる事態を呼
び起こす。

4．事大と交隣の結合と再分離

1592年の春に壬辰戦争は始まった。日中韓による大規模な国際戦は、
韓国人の日本認識の原体験を提供した。戦争は現実だけでなく、思想にお
いても大きな影響を残したのである。当然両国の関係を規定していた交隣
概念にも甚大な変化が起きると思われるかもしれない。ただし、朝鮮王朝
の思想的な特徴を考慮すると影響は必ずしも必然的なものではなかった。
交隣は儒学に基づいた礼的な関係を表す言葉である。戦争とは、兵による
衝突である。朝鮮王朝に礼曹と兵曹が各々交隣と戦争を担当していたこと
は、このような認識の制度化の結果であった。要するに、戦争の兵は交隣
の礼と違う空間で行われるという理解が可能である。戦争そのものは、交
隣の礼を行うことを不可能にするという意味で現実には影響を与えるが、
礼の本質を変えるような影響を必ずしも与えるわけではない。
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ところが、壬辰戦争は朝鮮王朝の交隣の概念史からすると重大な事件と
なる一つの特徴を持っていた。それは明の参戦であった。先述の通り、事
大との関係の問題は交隣概念の展開において、重大な懸案であった。朝鮮
王朝の基本的な姿勢は、事大と交隣は区別されるという理解に基づいて、
現実において二つの原理が衝突しないように管理することであった。具体
的には、事大の相手である中国が交隣へ関与しないように、朝鮮王朝は交
隣の礼を行いつつも、その情報は中国に伝えないような姿勢を維持してき
た。事大と交隣の隔離ともいえよう。ところが、明の壬辰戦争への参戦は
この隔離を不可能にした。
隔離の崩壊は、1390年に黄允吉（1536 -?）を正使とする通信使が持っ

てきた豊臣の答書に明が触れられていたことから始まった。文書には明へ
侵略する意思が表明されてた。明との関係をめぐる対応について、議政府
の二人の宰相は以下のような議論を行った。

 　その時、倭の国書に「兵を率いて、大明に入る」という話があった。
私は「経緯を説明しながら天朝に知らせるべきです」といったが、領議
政は明が我が国の倭国との私通について罪とみなす恐れがあるので、隠
したほうがよいと考えた。私は「事案があって隣国と往来することは、
国家として避けられないものです。成化の時期に日本がまた我が国を通
じて、中国へ朝貢しようして、事実に基づいて知らせれば、天朝は勅を
下して回諭しました。以前の事例があり、今日だけのことではありませ
ん。今回、そうして知らせなければ、大義からして不可です。さらには、
賊が実際侵略しようとする謀計があり、それに関して他からの奏聞があ
れば、明はかえって我が国が心を同じくしているから隠したのだと疑い、
そうなれば、その罪は通信使を送ったということだけではすまないで
しょう」と主張した 30）。

領議政の李山海（1539-1609）と左議政の柳成龍（1542-1607）の意見は
対立する。李は、明が朝鮮王朝と日本の交隣について、人臣無外交の観点
から叱責する可能性を考慮し、報告をしない方針を提示した。一方、柳は、

30） 柳成龍『懲毖録』巻之一、5-6頁（韓国国立中央図書館所蔵、한古朝 56-나 4）。
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前例もあるので問題にならず、報告しなければ後でさらに大きな問題に発
展する恐れから報告を主張している。事大と字小が上下関係を前提として
いるため、この交隣に対する評価の最終的な判断は中国側が行うことが、
朝鮮王朝における意見の対立の背景にあった。結局、1591年に派遣され
た聖節使の金応南が明にこの点について報告を行った。明の朝廷ではすで
に琉球を通じて、日本の野心を察知していたが、朝鮮からは報告がないこ
とを気にしていた。しかし、この報告によって疑いは晴れることになった。
また、李が心配したように、これまでの日本との交隣について罪を問われ
ることはなかった。豊臣秀吉の信書によって触発された事大と交隣の関係
設定の問題は、これで一応の解決となった。
しかし、明は再び日本と朝鮮王朝との関係について疑いを示す。例えば、

日本と朝鮮王朝の結託に対する明の懸念は以下のように表明された。

 　この時期に、天朝は我が国がかつて倭と通信したことがあると聞いた。
また、浙江の人が朝鮮がロバを貢物としたと間違って聞いたが、それは
日本が買ったことを知らず、朝貢を受けたと誤ったことをいった。ちょ
うど我が国が態度を変えて日本と結託すると疑う時期に、関白の豊臣秀
吉が軍事を起こして朝鮮を侵攻し、日本の嚮導になると聞くに至った。
続いて首都陥落の話を述べたので、兵部尚書の石星は我が国の使臣に「貴
方の国は天下の強い兵力があるところなのに、なぜ十日のうちに王京が
陥落されたのですか」と質問をして、疑いはさらに深まった 31）。

結局、石星（?-1599）は朝鮮側の状況を把握するために人を朝鮮に派遣
したが、明への侵略を言及した信書が実際に日本から送られたものである
と確認されることなどによって、朝鮮王朝への疑惑は晴れた。このやり取
りをめぐって注意すべき点は、担当機関の変化である。前年度の両国の意
思疎通は朝貢使節によるもので、それは礼部の主管であった。朝鮮王朝の
建国以来、明と朝鮮との連絡は字小を担当する礼部や、朝鮮との国境を担
当する東都指揮使司が主に担当してきた。この時期の特徴は、兵部尚書の
石星に代表される兵部や都察院が浮上し、朝鮮朝廷との間の咨が急増した

31） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 25年 7月 1日。
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ことである 32）。戦争という非常時における兵の圧倒的な重要性を考慮する
と当然な変化であろう。このような変化の結果、いくら戦争において明と
朝鮮王朝の関係が密接になったとはいえ、それは基本的に兵の次元のこと
であった。上記の文章でも明らかなように、兵部の関心は軍事的な判断に
限られていた結果、交隣の礼などは、この密接なやり取りと異なる空間に
そのまま残されることになった。開戦の前のやり取りに続いて、開戦後の
兵の部分でも交隣概念の変容の必要は見えなかった。
ところが、戦争の中で、事大・字小の原理が深化し、また拡大する変化

によって、交隣概念は事大との関係の設定の面において大きな変容の圧力
にさらされることになる。1592年 9月 2日（旧暦）に届いた万暦帝の勅
書は、明の参戦と事大・字小の関係性を示唆していた 33）。

 　先王の国家を回復することは、大きな孝である。君父の患難を早急に
助けることは、忠の極みである。貴方の国の君臣はもともと礼と義を知っ
ている。必ず朕の心を仰いで、以前のものを回復し、国王は王都に還り、
宗廟社稷を保存し、長く藩屛を守ることは、朕の恤遠と字小の意に慰安
となろう 34）。

皇帝は礼や兵などを統括しているため、交隣に関心を払わなかった兵部
とは立場が違った。万暦帝は、援軍派兵を明の安保を考慮した戦略的な行
動ではなく、上国による小国への字小という倫理的な行為として説明した。
この説明に従えば、政争の過程で進んだ明と朝鮮王朝の密接な関係性もす
べて字小の結果として正当化される。そして、明の字小に対して朝鮮はも
ちろんそれに見合う事大で応える必要があった。たとえば、戦争の過程で、
明は宜祖の人事にまで関与するくらい国内政治にも深くかかわってきた
が、この字小の行動に朝鮮王朝は事大の誠意で対応するしかなかった 35）。こ

32） 沈載権　「朝鮮과 明의 実務的 外交文書 ［咨文］ 分析」　古文書研究　 42号　
31-58頁（2013年）。

33） 壬辰戦争期における明の字小と国益をめぐる議論については、陈尚胜「字小与
国家利益：对于明朝就朝鲜壬辰倭乱所做反应的透视」 社会科学辑刊　2008年 1期
116-123頁（2008年）を参照。

34） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 25年 9月 2日。
35） 壬辰戦争期における明による朝鮮王朝への内政・外交の干渉については、韓明
基 『壬辰倭乱과 韓中関係』 （歴史批評社、1999年） 41-67頁を参照。
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のような変化は、明が朝鮮王朝に保証していた「声教の自由」を脅かした。
交隣を行う前提としての外交の自律性が、危機的な状況に落ちていった。
この事大・字小の拡大による交隣の危機の一端を、早くも 1593年の記
録から確認できる。宜祖は、朝鮮半島に派遣されていた兵部主事の袁黃
（1533-1606）が『経国大典』を読んだという報告を聞き、明からの批判に
備えて三つの質問への回答を準備させた。その中で「日本は天朝に逆らう
夷狄である。太祖が関係を切ったが、（朝鮮王朝が―筆者）日本と連絡して
付き合うのは、どういうことか」という問いもあった 36）。備邊司は、体制
の整備のために交隣の部分を入れたが、それは交隣を行うことを必ずしも
意味していないという回答を提出した。交隣の制度的な根拠が明への事大
によって否定されることを前提に、交隣の諦めとも読める態度が出てきた。
事大・字小の強力さによって、交隣が実質的な意味をなくす状況の変化

は、結局戦争の終焉を待つしかなかった。1598年に日本軍は退却したが、
交隣の概念史においては 1600年の明軍の撤退がさらに重要であった。し
かし、1607年になって、交隣の本格的な再開を表す回答兼刷還使の派遣
が実現された。この 7年間は、事大・字小の圧倒的な存在感が徐々に低下
するとともに日朝間において交隣が自律性を回復する転換期であった。
明軍が撤退した後も、明の影響力は続いた。1601年に対馬国領主宗義
智（1568-1615）は、徳川家康から朝鮮王朝との外交交渉を委任され、交
隣の復旧を求める使節を頻繁に派遣した。この事案をめぐって議論が飛び
交ったが、尹根壽（1537-1616）は以下のような案を出してきた。

 　戦争の前にも賊の使節の義智や調信などが賊の書信を持っていたが、
その時に議論していた人が止めたので、本物を中国に報告することがで
きませんでした。識者は今日に至るまで恨んでいます。臣が思うに、今
回のこの賊の信書についてはその本物を天朝に報告することで誠実に天
朝に事える意思に合うので、そのように随行するしかありません 37）。

日本との国交の再開の過程は、戦争の公式的な終焉と交隣の再開の意味
をともに持っていた。尹は、日本との関係にかかわる情報を誠実に明に報

36） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 26年 3月 3日。
37） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 34年 7月 4日。
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告することを主張したが、このような対応では交隣の自律性の回復は期待
できない。戦争の時期に肥大化した事大の論理に従うことにとどまること
を意味した。
このような姿勢には、明の影響力がまだ強いという外的な要因とともに、
朝鮮王朝が明との関係を意図して利用する側面もあった。1600年の政局
の変化によって、既存の北人勢力に変わって主導権を持つことになった西
人・南人は、対日外交、とりわけ、辺境の問題とかかわる対馬との外交に
積極的に取り組んだ。李德馨（1561-1613）が外交の主役として活躍したが、
彼の外交姿勢にも尹の議論と類似した特徴が見える。李は宜祖に日本と関
連する諸事情を明に知らせるだけでなく、講和に関する判断もうかがうと
いう方針を提示していた 38）。この方針の裏には、まだ不安定な部分が残る
兵の領域で明に頼るしかない客観的な情勢、また、明が日本と裏でつなが
るのではないかという主観的な懸念があった 39）。李はこの方針に沿って
1604年 4月（旧暦）に領義政を辞職するまで対日外交を主導するが、こ
の時期には交隣の概念がまだ事大・字小の圧倒的な存在感に押されていた
と言えよう。
ところが、すでに明の朝鮮への関心が低下していく傾向も現れていた。

まず、1602年 1月には明が朝鮮王朝と日本との関係設定に関与しない姿
勢が朝廷に伝わった。これは、対馬との交渉などで明の意思を外交的に利
用していた李の方針には打撃であったが、交隣の自律性の空間が急に広
がったという意味では、朝鮮前期の交隣の再生への機会が訪れたことをも
意味した。つぎに、注目すべき変化は兵部・都察院との情報のやり取りの
終焉である。1603年の秋に、都察院右都御史兼兵部右侍郞の蹇達（1542-
1608）が朝鮮王朝の朝廷に日本との交流と防衛に関連して咨を送ってきた。
これが壬辰戦争の勃発から続いていた兵部・都察院からの最後の連絡で
あった 40）。兵部・都察院の咨が再登場するのは 1618年のことである 41）。こ
の時期の議題は、すでに日本ではなく女真の勃興への対応であった。
以上のような一連の動きは、17世紀始めに、日本関連の安保的脅威が

38） 金泰勳　「17世紀初　朝・日国交再開와　通交体制再編過程에 対한 検討」　韓
国学研究　 50集　157-186頁（2018年）。

39） 例えば、『朝鮮王朝実録』　宜祖 33年 8月 24日の一番目の記事。
40） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 36年 10月 22日。
41） 『朝鮮王朝実録』　光海君 10年閏 4月 12日。



67法政論集　293号（2022）

16世紀朝鮮王朝の交隣概念（姜）

弱まるにつれて、明と朝鮮王朝の関係におけるアジェンダが双方の間の礼
や辺境へ急速に復帰しうる状況を表す。このような現実の変化が事大・字
小による交隣への干渉の必要性を著しく下げることで、概念においても事
大・字小と交隣の再分離が可能な環境を提供した。朝鮮王朝と日本との国
交の回復はこのような状況のもとで進んだのである。

5．交隣概念の回復

前章で触れた通り、事大と交隣の再分離によって、朝鮮王朝と日本との
関係回復の問題は、両国が決定する性質のアジェンダへ変わっていった。
1606年 5月に備辺司は、以下のような内容の信書を日本側に送って、和
親の展望を見せるという意見を出した。

 　秀吉が死んだ後、家康はその行為が正反対である。……家康と我が国
ではもともと対立する理由がない。家康が心から和親をしようとするな
らば、書契を通すべきである。対馬は頻繁に往来しているが、なぜ一文
字もないのか。貴方がこの意思を家康に言い、書契を持参して来るので
あれば、和親が成功するだろう。また、以前我が国で軽々しく和親を許
せなかったことは、お墓を犯した賊を罰することができず、心が痛んで
いたからである 42）。

宜祖は、この意見を受け入れて堂上の高官―正 3品以上―に意見を求め
た。『朝鮮王朝実録』の四日後の記録に 30通の意見書が載っているが、そ
の中で金睟（1547-1615）は以下のような議論を行った。

 　家康の行動は秀吉と異なりますし、対馬と書契で通じるのは城下の同
盟ではありません。 その交隣の道として最後まで拒絶する理由はなく、
また、多くの民の命も考慮すべきです。今日の修好は進めるべきです。
……ただし、秀吉は理由もない開戦で我が民を殺し、先王のお墓を荒ら
しました。今回、修好をしても、お墓を荒らした犯人を捕縛して送り、

42） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 39年 5月 13日。
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捕虜にされた我が民を残らずに返した後、はじめて修好をすることがで
きるという意思を、礼曹の書契に中に言及すべきです 43）。

両方の議論で共通する以前との差として、明が行為者として登場して来
ないことに触れておきたい。その結果、朝鮮王朝は事大・字小に対する考
慮から自由になり、日本との修好を議論できた。ただし、朝鮮前期の交隣
への復帰を考えると、大きな障害があった。それは、敵礼を行う相手と武
力衝突による交隣の断絶を回復するという前例がないことであった。武力
によって断絶された交隣の修復の経験はあった。例えば、1510年の三浦
の乱の場合は、対馬との交渉の結果、1512年の壬申条約により和解が成
立した。ただし、今回発生した武力衝突は、小規模の乱ではなく、王朝次
元の全面戦争であったため、以前の経験の有効性は限定的であった。しか
も、相手が敵礼の交隣関係の日本であったため、朝鮮王朝が優位な立場で
交易などを許す過程ではなく、対等な立場で修復の過程について話し合う
必要があるという事情も加わる。
この課題の解決のために乗り越えるべき初めてのアジェンダは、そもそ

も一方的な侵略を犯した相手国と和親を結ぶ必要があるかという疑問で
あった。交隣の相手としてあまりにも不適切であるという意見である。と
ころが、この問題に関連して、交隣の回復に都合のよい権力の移動があっ
たことは重要であった。上記の文章は戦争の当事者と当時の交隣の相手が
別人であることを強調している。新たな支配者である徳川家康は、戦争と
かかわっておらず、また、豊臣秀吉と異なる行動をとっているという認識
が共有されていた。もし豊臣の支配が続いていたとすれば、兵と礼という
まったく異なる二つの範疇を横断する議論が必要となってくる。全面戦争
という兵の領域から交隣の礼に変える軌跡を描くという難題に直面する可
能性があった。ところが、戦争の当事者がいなくなり、現在の支配者は戦
争との無関係を主張することで、この難題は回避することができた。
徳川家康を朝鮮国王の交隣の相手として認めることを前提に、朝鮮王朝

が提示したのが書契を出すことや先王のお墓を荒らした犯人を渡すことで
あった。よく知られている通り、この両方とも対馬による操作が入ってい

43） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 39年 5月 17日。
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た。実は、朝鮮王朝でもこの問題について気づいていたものの、交隣の再
開を認めたのである。当時の宜祖の決断は以下のような内容であった。

 　私が最も心配していることは、徳川家康が先に信書を送ることはない
はずにもかかわらず、それを送ってきたことである。その文章や単語を
見ると日本の書体ではなく、また、明の年号を使っている。家康は攝政
と言ったり、国王と自称したりする。書契に以前は徳有隣の図書を押し
たが、今回は日本国王と押した。すべて偽造された字である。日本がす
でに書契を送ってそれが私にあるので、使節を派遣して回答するしかな
いが、私の理解はこのようなものである 44）。

宜祖は、当時の日朝間の交渉で起きていた一連の偽造に気づいていた。
それにもかかわらず、彼は書契が来ている以上、回答するしかないと判断
している。すでに触れた通り、朝鮮王朝の交隣の概念には、儒学の原理に
基づいた相手の内情への判断を留保し、外的な形式さえ整えば交隣を維持
する特徴が備わっていた。朝鮮王朝側からすると、教化の程度が一定して
いない多様な相手との付き合いの中で、交隣を維持するために必要な適応
であった。この宜祖の決断には、明確に朝鮮前期の交隣概念の特徴が見え
る。交隣概念の復活が交隣の礼の復活をもたらしていたとも言えよう。先
ほど引用した金の意見の中に「交隣の道」が使われたのは、朝鮮朝廷に共
有された交隣概念の復活という認識を象徴している。
以上のような交隣の原理の復活は、交隣概念の具現として朝鮮前期の前

例の再来につながった。例えば、1606年に朝鮮王朝の朝廷では使節に対
して、日本側からの予想される要求を想定した準備が行われた。その中で、
交隣の原理を挙げながら日本人の居住地を現在の一つから三つに増やすこ
とを要求されるという想定もあった。朝鮮王朝側が準備した回答は、「熊川・
薺浦に通じる二つの道は、我らの先朝の時期にすでに閉鎖して久しい。今
日に再び開くことは難しい」というものでった 45）。居住地の削減は、1510
年の三浦の乱を受けて、1512 年に締結した壬申約條によるものであった。
新たな関係構築の過程で、朝鮮側が約 100年前の歴史的な経緯を尊重すべ

44） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 39年 12月 24日。
45） 『朝鮮王朝実録』　宜祖 39年 11月 9日。



70

論　　説

き前例として提示したのである。朝鮮前期の交隣概念が交隣の具現にかか
わる前例の側面でも復活してきたことが確認できょう。
以上の考察を通じて、日本との交隣を回復するために回答兼刷還使を派

遣する過程で、交隣の原理の側面の連続性が見えること、また、戦争前の
前例が両国の交隣の正当な基礎とみなされていることから、朝鮮前期の交
隣概念が全面的に復活してきたことがわかる。

6．おわりに

本論の考察を通じて、16世紀から壬辰戦争の終焉までの交隣概念は、
交隣の重要な相手である日本の変化による変容、そして、戦争による絶滅
の危機を経験したが、結局は朝鮮前期の交隣概念の回復に成功したことが
わかる。ただ、16世紀朝鮮王朝の交隣概念の変遷を明らかにするという
本論文の目的が達成されたとしても、結局、朝鮮前期の交隣概念への復帰
という帰結になったことで、研究の意義に関する疑問が持たされるかもし
れない。ところが、概念史の軸をさらに延ばせば、本研究で考察した過程
が残した歴史的な痕跡が持つ潜在的な重要性を理解できる。例えば、日本
の明治政府が朝鮮王朝へ新たな外交関係の形成を要請した際に、朝鮮王朝
はこのアジェンダを交隣の観点から解釈していた。すると、16世紀の交
隣概念の歴史的な展開の中で、敵礼を行う相手国の政権変動への対処の経
験が交隣概念に歴史的な痕跡を残していることを把握しているかは、当時
の外交をめぐる認識を正確に理解するために不可欠な要素とも言えよう。
このような 16世紀の歴史が交隣概念に残した痕跡の重要性を検証でき
る事件が、すぐに発生した。壬辰戦争を前後して、圧倒的な日本との関係
の重要性によってほぼ放置されていた交隣の重要な相手である、女真勢力
が勃興したのである。この勢力は、武を持って既存の交隣関係を解体しよ
うとした点では日本と共通していた。16世紀が交隣概念に残した痕跡は、
朝鮮王朝と女真との交隣概念の展開の考察において重要な意味を持つ。た
だし、日本とは異なり、女真は軍事的な勝利によって事大・字小の現実を
完全に変えることに成功したため、交隣概念はまったく異なる現実に直面
して大きく変容していく。次の研究で、この時代の交隣概念について考察
する。


