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一．はじめに

朝鮮半島の交隣に関する研究は、主に朝鮮王朝期を中心に行われてきた。
このような研究の時期設定は、交隣の現実を対象とする国際関係史研究に
はもちろん 1）、交隣概念をめぐる政治思想史研究にも同じく見られる 2）。し
かしながら、すくなくとも政治思想史の観点からは 高麗王朝期の交隣概
念を考察の対象から排除してきた研究状況に、疑問を感じざるをえない。
高麗王朝期の交隣概念に対する研究の空白の背景には、現実において契丹、
モンゴル、および倭寇との戦争が頻繁に行われ、交隣概念に相応しい安定
した国際関係が存在しなかった点、そして、思想において仏教が隆盛であっ

1） 主な研究として、孫承喆『朝鮮時代韓日関係史研究：交隣関係의　虚와　実』
景仁文化社、二〇〇六年；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、一九九六年；夫馬進『朝鮮燕行使と朝鮮通信使』名古屋大学出版会、
二〇一五年を参照。

2） 最近の研究としては、와타나베 히로시（渡辺浩）「華威와　武威：　平和持続
의 어려움에　対하여」『概念과　疎通』第一七号、二〇一六年、五～三八頁を参照。
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たため、交隣概念の基盤となる儒学が決して支配的ではなかった点におい
て、高麗王朝期は交隣概念の形成に適していなかったはずだという共通認
識があろう 3）。このような条件は、朝鮮王朝期において日本との関係が安
定していたことや朱子学が体制教学として君臨していたこととは明確に対
比されるように見える。こうした認識に基づいた結果、これまでの交隣概
念に対する研究において、朝鮮初期と直接繋がる高麗末期の朱子学者の議
論は取り扱われたものの、高麗王朝期を全体的に検討した研究は行われて
こなかった。
ところが、朝鮮王朝を基準にそれとの比較から高麗王朝の交隣をめぐる

政治思想を推測する方法ではなく、高麗王朝期の歴史を内在的に見る観点
に立てば、この時代において交隣概念が形成される可能性がなかったと言
い切れないことがすぐにわかる。高麗王朝は、現実において中国以外に契
丹や金などの国家と、戦争に限定されない多様な関係を維持していた。ま
た、思想においては、儒学がそもそも排除されていたわけではなく、時期
によっては政治の現場においても強い勢力を誇っていたが、この時代－ほ
とんど朱子学の伝来以前－の儒学テキストにも交隣概念は提出されてい
た。以上のように歴史的背景を捉えなおすと、儒学の観点から中国以外の
隣国との関係を交隣という言葉で表現することで、高麗王朝期において朝
鮮王朝へ継承される交隣概念の原型が提示された可能性は、有意義な研究
課題として浮上してくる。
もし高麗王朝期における朝鮮半島の交隣概念の原型の形成史を提示する

ことに成功すれば、本研究は朝鮮半島の交隣概念に対する歴史的理解の新
たな基礎を提供し、研究の出発点の再設定を促すという研究史的な意味を
獲得ができるように思われる。

3） とりわけ、高麗王朝後期に行われたモンゴルの支配（一二七〇～一三五六）の
国際関係は、その後に出現する朝鮮王朝の国際関係との対照の文脈をもって、活
発に議論されてきた。金浩東『몽골帝国과　高麗：쿠빌라이政権의　誕生과　高
麗의　政治的位相』서울大学校出版文化院、二〇〇七年；森平雅彦『モンゴル覇
権下の高麗』名古屋大学出版会、二〇一三年などを参照。
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二．儒学経典における交隣概念

高麗王朝と朝鮮王朝において、政治全般、とりわけ国際関係に関わる大
多数の概念は、中国の書籍、中でも儒学経典から受容されたが、交隣概念
も例外ではなかった。このような概念受容の歴史を考慮すると、高麗王朝
期の交隣概念の理解を目指す本稿の議論もまずは、儒学経典の中で交隣概
念が如何に提示されたかを確認する作業から始めるべきであろう。ところ
が、中国文明の精神的な基礎を提供した諸子百家の中で、儒家は国際関係
に対して積極的に発言する学派ではなかった 4）。今日の学問分類を適用す
れば、諸子百家の中で国際関係学にもっとも近い縦横家はもちろん、儒家
とよく対比される法家と比較しても、国際関係に対する儒家の関心は低い。
したがって、国際関係の多様な現象に対する儒学からの理解を詳細に復元
することは難しい。にもかかわらず、儒学が提示する国際関係の大まかな
理念型を、その経典の中から把握することはできる。交隣はまさに、この
理念型を構成する重要な概念として登場する。
戦国時代に活躍した孟子は交隣に対する説明を行ったことで、儒学の交

隣概念の理解のゆるぎない権威を持つ典拠を提供した。『孟子』の中で交
隣概念は、斉宣王が孟子に行った質問の中で登場する。王は孟子に対して、
「隣国と交わるのに道はありますか（＝交隣国有道乎）」と尋ねた。この質
問に対して孟子は、「あります（＝有）」と断定的に答えたうえで、以下の
ような説明を加えた。

もっぱら仁者だけが、自分の国が大国であっても小国につかえる
ことができます。それ故、湯王は葛伯につかえ、文王は昆夷につか
えました。もっぱら智者だけが、自分の国が小国であっても大国に
つかえることができます。故に太王が 鬻につかえ、句践が呉につ
かえたのです。大国で小国につかえることができるのは、天を楽し
むことです。小国で大国につかえることができるのは、天を畏れる
ことです。天を楽しむものは、天下を保ちます。天を畏れるものは、

4） 中華、天下、天朝などの重要概念に関する歴史的な考察に基づいた古代中国の
国際関係理解については、渡邉英幸『古代〈中華〉観念の形成』岩波書店、
二〇一〇年や檀上寛『天下と天朝の中国史』 岩波書店、二〇一六年を参照。
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その国を保ちます。『詩経』にいう「天の威を畏れて、これをここに
保とう」ということです（＝惟仁者爲能以大事小、是故湯事葛、文
王事昆夷。惟智者爲能以小事大、故太王事 鬻、句踐事呉。以大事
小者、楽天者也、以小事大者、畏天者也。楽天者保天下、畏天者保
其国。詩云、畏天之威、于時保之）5）。

これまで朝鮮半島の交隣について論じた多くの研究が、『孟子』の交隣
概念を朝鮮王朝の概念として取り扱ったこともあり、この文章についても、
朱子の『孟子集註』に対する哲学的な理解に従って把握される傾向が強かっ
た。ただし、朱子学が登場する以前の高麗王朝期の交隣概念を探ろうとす
る本研究の課題からすると、まだ形成されていなかった朱子学の観点を当
時の交隣概念の理解に用いるのは、概念の理解を逆に混乱させる恐れがあ
ろう。このような理由から、本研究における『孟子』の交隣概念を理解す
る作業は、高麗王朝中期までの儒者が持っていた朱子学以前の儒学理解を
前提に行っていきたい。
高麗の交隣概念の把握において、朱子学からの理解を排除すると、哲学

的な議論によって見えにくくなっていた、斉宣王と孟子との交隣をめぐる
会話が持つ歴史性が浮かんでくる。具体的にいえば、孟子の交隣概念は以
前の時代の歴史に基づいて形成された儒家の国際関係理解を継承したもの
であるが、彼が生きていた時代の国際関係の現実は、以前の時代のそれと
は異なっていたというずれも存在した。儒学における交隣概念の登場の特
徴を立体的に理解するためには、この継承とずれが交隣概念にどのような
影響を及ぼしたのかを把握する必要がある。この作業を行うために、まず
前提となる孟子以前の儒学の国際関係を理解する必要があるが、本研究で
は、交隣概念の理解に必要な事項に限定して考察しておきたい。
孟子以前の儒学経典の中では、『春秋』に儒学の国際関係理解の原型が
明確に現れている。その中でも、『春秋左伝』昭公三十（紀元前五二一）
年の出来事に注目してみよう。この年に、晋の頃公の葬儀が行われた。鄭
の游吉は、鄭が今回の葬儀では一人の使節に全ての行事に参加させている
のはなぜかと批判されたが、この批判の根拠は、鄭がかつて悼公の葬儀の

5） 朱熹『四書章句集注』中華書局、一九八三年、二一五頁。
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際には二人の使節を派遣して、各々異なる行事に参加させたこととの差で
あった。このような批判に対して、游吉は「礼とは、小さいものが大きい
ものにつかえ、大きいものが小さいものを愛することを謂う。大国につか
えるのは、時の命をともにすることにあり、小国を愛することは、その小
国にはないものをあわれむことである（＝礼也者、小事大大字小之謂。事
大在共其時命、字小恤其小無）」という原則を提示した 6）。そのうえ、彼は
このような原則が現実において如何に具体化されるのかは、状況によって
差がありうるという議論を展開した。すなわち、頃公と悼公の葬儀に対す
る鄭の対応は、表面に見られる具体的な行動には差があったが、その礼の
実現という面において同じであるので、問題はないという論理であった。
まず、この対話に見られる儒学の国際関係理解におけるアクターの側面

に注目しよう。游吉は国家間の関係を小国と大国の関係として提示してい
る。このようなアクターの分類は、西洋近代国際関係における主権国家間
の平等性という原理からは理解しにくいかもしれない。ところが、このテ
キストが対象としている春秋時代の中国の現実を考慮すると、このような
アクターの理解はそれほどおかしいものではない。すなわち、春秋時代に
は、弱体化されたとはいえ周の権威がまだ存在しているなかで、各国は、
周の正統性のもとで様々な規模で形成された封建勢力の継承者として存在
していた。その結果、春秋時代には、多様な規模を持つ多くの国家が並立
する状況を背景に、国際関係において対等な国家間の関係は例外的であり、
規模に差がある国家間の関係が一般的であった 7）。春秋時代と戦国時代に
跨って活躍したと見られる墨子（紀元前四五〇～三九〇頃？）が小国の立
場を擁護した際 8）、小国と大国の並立をその立論の前提にしたのは、春秋
時代の国際関係を忠実に反映することであった。このように儒家だけでは
なく、諸子百家の他の流派においても、春秋時代の国際関係を取り扱う際
に、儒家と同じく上下関係の国家間関係に主に注目していたことは、これ
らの流派の議論の基礎となる現実の国際関係における共通性の現れだと理
解できよう。

6） 『春秋左伝』昭公三〇年。
7） 大国と小国の存在に注目ながら春秋時代における外交を説明した研究として
は、徐杰令『春秋邦交研究』中国社会科学出版社、二〇〇四年を参照。

8） 岸本美緒等編『中国史』山川出版社、一九九八年、五七頁。
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次に、儒学の国際関係理解における原理の側面を確認しよう。儒家の国
際関係の理解においては、他の諸子百家と共有する点とともに、明確に区
別される特徴も存在した。この相違点の一つが、游吉が礼から議論を開始
していることからもわかるように、儒家が礼を国際関係の基本的な原理と
見なしている点である。すでにふれたとおり、国際関係のアクターを国家
の規模によって小国と大国と区別したことから、西洋近代国際関係の観点、
とりわけリアリズムの観点からすると、原理としては当然、権力（power）
が提示されると予測されるかもしれない。実際、『墨子』や『韓非子』な
どの文献では、事大について力の強弱に基づいて説明している 9）。ところ
が、儒家は個人間の上下関係の存在を認めながらも、その関係を力ではな
く礼という原理で理解する観点をもち、游吉の例のとおり国家間の関係に
もこの道徳的な観点を適用していたのである。その結果、儒家は原理の面
において権力関係との距離を確保でき、また現実とは区別される理念とし
て道徳的な国際関係を構想することができた。
要するに、『孟子』の交隣概念の先例をなす経典における国際関係理解は、

「小国と大国の間の礼的な関係」として提示されたのである。それでは、
このような国際関係理解の存在を前提に『孟子』の交隣概念を考察すると、
そこには如何なる特徴が見えてくるのか。まず、交隣概念が持つ原理につ
いて考察してみよう。上記の『孟子』の文章で登場する交隣－正確には交
隣国－の概念を理解するうえで、この概念が孟子の言葉ではないことに注
意する必要がある。交隣が持ち出されたのは、斉宣王の質問においてであっ
た。王は「交隣国」に「道」があるのかと孟子に尋ねているが、少なくと
も彼の認識では「交隣国」に「道」がない可能性があったため、この質問
が成り立ったのであろう。実際、この対話が行われた紀元前四世紀後半の
中国の国際関係の現実、そして国際関係をめぐる政策判断を行う位置に
あった王の立場を考慮すると、交隣国に道はないという答えが一般的で
あったかもしれない。戦国時代が始まって一世紀を迎えようとしていたこ
の時代には、周が滅びたことでそれまでに共有されていた権威の根源が完
全に崩壊し、国家間の関係を規定する原則がないまま、武力を使った抗争

9） 李用煕・申一澈「二．事大主義」李用煕著・盧在鳳編『韓国民族主義』瑞文堂、
一九七七年、一四一頁。
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が続いていた 10）。たとえば、商鞅（紀元前三九五？～三三八）は戦国時代
に法家の政治を行った代表的な人物であるが、彼が提示した当時の最重要
課題が「農戦」、すなわち経済的な基盤の構築と戦争の遂行であったことは、
この時代に国家間の武力抗争が持つ圧倒的な重要性を如実に表してい
る 11）。このような現実において奮闘していた斉宣王の切実な質問の中の「交
隣国」には、おそらく当時の無道な国際関係の現実が反映されていたよう
に思われる。したがって、王の質問で用いられた「交隣国」は、『春秋』
の国際関係の認識を継承する儒家の言葉の範囲を超えていたと考えられ
る。ところが、「有」という宣言から始まる孟子の答えは、もっぱら儒学
の理念型によってこの概念を規定していた。その結果、『孟子』の「交隣」
は、『春秋』に現れた国際関係の原理としての礼的な関係を継承するもの
となった。ただし、この継承は斉宣王が直面していた時代の現実との不和
をもたらしたことも見逃してはならない。
次に、国際関係のアクターに関しても、『春秋』の継承が確認される。孟
子と斉宣王との会話が交わされた紀元前四世紀後半においては、武力抗争
などによる併合で、国家の数の減少と規模の拡大が進んでいた。たとえば、
春秋時代においては一七〇の国名が見られたが、強国による併合－たとえ
ば、楚の場合は約四〇カ国を併合－などで、孟子の時代に残っていたのは、
一二カ国だけだった 12）。孟子は戦国七雄と呼ばれる国家がすでに出揃ってい
る状況を目の当たりにしていたが、これらの国家は、その規模から国力まで
相当類似していたのである。その結果、これらの国家の間の関係において、
対等性という特徴が徐々に明確になっていた。したがって、この時代の国家
間関係の主要な様相も、大国と小国の間の垂直的な関係から対等な国家の
間の水平的な関係へと変化していった 13）。春秋時代の国際関係が主に五覇と

10） 戦国時代における戦争の変化とそれがもたらした政治社会的な変動に関して
は、Cho-yun Hsu, Ancient China in Transition: an Analysis of Social Mobility, 722–222 
B.C. , Stanford University Press, 1965, pp. 62-77を参照。

11） 張礼鴻は『商君書錐指』の「巻一農戦第三」の冒頭で「商君の道は、農戦のみ
である（商君之道、農戦而已矣）」と書いて、農戦が商鞅の政治思想の中でもつ
中心性を強調した（張礼鴻撰『商君書錐指』中華書局、一九八六年、一九頁）。
商鞅の思想に基づいた秦の変法がもたらした成功は、農戦の強調が当時の政治の
現実をよく反映したことを証明している。

12） 黄仁宇『中国大歴史』三聯書店、一九九七年、一八頁。
13） 平勢隆郎が戦国時代の王に関して「複数の中央」と規定したのは、この時代に
おける水平的な国際関係への変容の特徴を現している（平勢隆郎、「殷周時代の
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いう垂直的な関係の頂点に立ったアクターによって表現されたのに対して、
戦国時代の国際関係が七雄という水平的なアクター間の関係によって主に
表現されたことは、この変化を充分に反映している 14）。したがって、斉宣王
の「交隣国」の「国」のイメージには、戦国時代の対等な国家間関係のア
クターである国家が入っていたと思われる。ところが、孟子の回答では、対
等なアクターとしての国家は排除された。孟子は国際関係を大国と小国の関
係に置き換え、これらの国家間関係を字小と事大という概念で表したのであ
る。孟子の議論において、湯と文王が活躍した三代から越の句踐が活動し
ていた春秋時代までが字小と事大の歴史として取り上げられているのは、
彼の交隣概念が持つ独特の歴史性を裏付けている。すなわち、孟子の国際
関係理解においては、すでに一世紀以上の歴史を持っていた戦国時代のア
クターの特性は排除され、交隣は小国と大国というアクターの間の関係に限
定された国際関係の概念として提示されたのである。
以上のような斉宣王の戦国と孟子の三代・春秋とのずれから、孟子の答

えのあと、王が「言葉が大きいですね（＝大哉言矣）」といって 15）、孟子の
提示した国際関係の理解が受け入れがたいとつぶやいたことも理解できよ
う。交隣をめぐる王の質問と孟子の回答には、越えられない歴史の距離が
あったのである。
要するに、『孟子』で典型的に見られる儒学の交隣概念は、理想的な古

代の国際関係を志向する立場から、テキストが生まれた戦国時代の現実と
距離をもっていた結果、『春秋』の「小国と大国の間の礼的な関係」を表
す概念として提示されたのである。このような交隣概念の提示は、一方で
概念に道徳性を保持させることで、戦国時代の現実に対する儒学からの批
判概念としての機能を可能にしたが、他方で戦国時代に明確になった対等
な国家間関係を概念の中に含むことによる儒学の国際関係理解の拡大を不
可能にしたのである。高麗王朝の交隣の概念史は、まさにこのような可能
性と不可能性を持ち合わせていた『孟子』の交隣概念の受容と変容から始

王と諸侯」『岩波講座　世界歴史　三：中華の形成と東方世界』岩波書店、
一九九八年、一七三頁）。

14） たとえば、吉本道雅は、春秋時代から戦国時代への政治変動を「覇者体制」の
展開・衰退と専制国家の胎動と描いている。吉本道雅『中国先秦史の研究』京都
大学学術出版会、二〇〇五年を参照

15） 朱熹、前掲書、二一五頁。
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まることになる。

三．高麗時代の「交隣」、その一：概念の位相変化

契丹や女真の台頭に代表される北東アジア情勢の激しい変動を背景に、 
一〇世紀から一二世紀の高麗王朝の国際関係にも激動の歴史が繰り広げら
れた 16）。この歴史との関連の中で、高麗王朝の国際関係をめぐる概念に少
なからず変化が現れたが、交隣概念はこのような変化の過程で浮上してき
たのである。
交隣概念は、崔承老（九二七～九八九）が、王朝の創始者である太祖を

賞賛する文章の中で登場した。彼は成宗（在位　九八一～九九七）に提出
したこの文章の中に、「統一をなしてから、八年間も謹んで政治をなさって、
礼をもって事大をなさり、道をもって交隣をなさっていました（＝自成一
統以来、謹政八年、事大以礼、交隣以道）」という一文が見られる 17）。
この文章から、まず崔承老の交隣が儒学の概念であったことがわかる。

彼は太祖が道をもって交隣を行ったと記述しているが、この交隣と道の関
係は、すでにふれたとおり、『孟子』で提示されたとおりである。崔承老
が高麗王朝の初期を代表する儒学者であったことを考慮すると、この交隣
概念に儒学経典が忠実に継承されているのは、自然なことである。
むしろ説明が必要なのは、崔承老の交隣概念に、孟子のそれと断絶され

た側面も存在していた点であろう。彼の文章において、太祖の外交は事大
と交隣という二つの概念で提示された。すなわち、太祖が行った事大と交
隣は区別されつつ、並立されていたのである。このような概念と『孟子』
の概念との間には明確なずれがあった。『孟子』では交隣の一部として事
大と字小が取り上げられていた。すなわち、『孟子』における交隣は事大
と字小を含めた概念であり、さらには彼が言及しなかった他の国家間関係
をも含む可能性すらもった概念であった。ところが、崔承老は交隣と事大
をまったく同じ構造の文章の中で対句として並立させることで、『孟子』
が提示した交隣・事大・字小の関係性を劇的に変えた。この変化によって、

16） この時代の北東アジアの情勢と高麗の国際関係に関しては、国史編纂委員会『韓
国史 一五：高麗前期의　社会와　対外関係』探求堂、二〇〇三年、二二五～
三七九頁を参照。

17） 『高麗史』「列傳卷六」。
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交隣概念の位相は、国際関係全般を含む包括的な概念から、国際関係の一
部分を取り扱う限定的な概念へと変わったのである。この変動が『孟子』
の交隣概念と高麗王朝の交隣概念に大きな断絶をもたらしたことは言うま
でもない。
一〇世紀の高麗王朝において、このような交隣概念の継承と断絶が同時

に起こったのはなぜであろうか。まず、そもそもの交隣・事大・字小概念
の受容がそうであったように、この現象も中国からの概念受容の結果で
あった可能性を検討する必要があるだろう。この文章が書かれた当時の中
国王朝の宋は隆盛を誇っていた時期の契丹や金との関係において、中国を
大国とする事大字小の関係ではなく、両国の対等な関係、さらには北方国
家のほうが優位に立っている関係を認めざるを得なかった 18）。このような
現実と関連して、たとえば宋と金の両国関係を「交隣国」と表現する
（一一二四年）概念の変化も登場したのである 19）。その結果、崔承老に見ら
れる交隣概念の継承と断絶が中国の概念の受け入れの結果であった可能性
は、完全には否定できない。ところが、概念の発生の面からすると、少な
くとも中国の正史で、崔承老の文章より早い交隣の用例が見られないこと
や、崔承老の文章が宋と北方国家との対等な関係が始まってすぐの時期に
書かれたことを考慮すると、このような交隣の用例が中国からの輸入で
あった可能性は低い。また概念の継承の面からしても、朝鮮半島では高麗
王朝の交隣概念が明確な継承関係をもって朝鮮王朝につながったが、中国
では明清王朝において、このような交隣概念が忘れられ 20）、継承が絶たれ
た。したがって、崔承老の文章に見られる交隣の位相の変化は、高麗王朝
の儒者による概念の再構成の結果として現れ、それが国際関係上では同じ
立場にある朝鮮王朝の儒者へ伝達されたとみたほうが妥当であろう。
それでは、一一世紀の高麗において『孟子』と崔承老における交隣概念

の継承と変容をもたらした概念史的必要は何であったのか。まず継承の部

18） 中国におけるこのような国際関係の実態に対する先駆的な研究としては、
Morris Rossabi eds., China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th-
14th Centuries, University of California Press, 1983を参照。

19） 『宋史』「列傳第一三七」。
20） 明・清における交隣の忘却が、中国の国際関係に対する上下関係のみへの注目
へ繋がった例としては、ジョン・キング・フェアバンクの古典的な研究（J. 
Fairbank, Chinese World Order, Harvard University Press, 1968）における、時代の偏
りによる「中国的世界秩序」のイメージの形成を参照。
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分は、この時期の高麗において儒学の信念を持つ政治勢力が浮上し、彼等
が国家の正式な歴史編纂にかかわるほど力を獲得したとことから説明でき
よう。高麗王朝では、その建国期から仏教の影響力が強かったが、第四代
国王光宗（在位　九四九～九七五）の支配下では、儒学の勢力拡張が著し
かった。彼の在位期には、儒学の理念に基づいた政策によって社会の安定
を図ろうとする政治的な転換が行われたが、科挙の実施（九五六）はまさ
にこの転換を代表する政策であった 21）。その一方で、九六〇年には大規模
な粛清が起きて、豪族勢力は大きな政治的打撃を受けた。そして、景宗（在
位　九七五～九八一）の短い支配を経て、第六代国王成宗は儒学を基礎と
した中央集権的な体制整備をさらに進めたのである 22）。その結果、崔承老
が活躍していた時期の高麗には、儒学を基礎とする科挙官僚が政治と理念
の側面において王権を支える現象が現れていた。彼が成宗に提出した「時
務二八条」は、このような時代の特徴を象徴するような儒学政治論であっ
た。その中で、「仏教を行うことは修身の根本であり、儒教を行うことは
国を治める根源である」という文章が見えるが 23）、当時の文脈におけるこ
の文章の意味は、儒学に基づいた政治の必要性の強調であった。そして、
この分業によると、国家の行いである国際関係は、当然儒学に基づいて実
行されることになる。以上のような認識に基づいて、崔承老は上記の「交
隣以道」という文章を残したのである。要するに、交隣概念は高麗王朝の
国際関係の儒学的な再構成という変動の中で、儒学、とりわけ『孟子』の
交隣を継承した概念として登場してきたと理解できよう。
次に、『孟子』の交隣概念の位相変化という変容をもたらした要因は何
であったのか。すでにふれたとおり、『孟子』では交隣と表現された国家
間関係として、事大と字小のみが挙げられた。後世の中国王朝からすると、
自国は大国であり、他のすべての国は小国であるはずなので、自国の立場
から国際関係を構想するにおいて事大と字小で十分であった。すなわち、
自国は字小を、相手国は事大を行うことで、中国とかかわる国際関係は完
結されるはずであった。その結果、儒学の理想的な国際関係が実現されな

21） 李成茂『韓国의　科挙制度』集文堂、一九九四年、三七～四二頁。
22） この変動の実像とその過程における崔承老の役割については、姜在彦『朝鮮儒
教の二千年』朝日新聞社、二〇〇一年の「第五章　成宗の崇儒政策と崔承老」を
参照。

23） 『高麗史』「列傳卷六」
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い場合に、この例外的な現実を表す概念が個別的に必要となるにしても、
儒学経典が提供していない国際関係の概念が原理的に要求される概念史的
な圧力は、中国には存在しなかった。ところが、儒学を信念にしている小
国の立場からすると、状況は異なる。朝貢国の立場からすると、中国との
関係では中国の字小に対して朝貢国は事大で対応すればよい。朝貢国にお
ける特有の問題性は、この関係が自国の国際関係の全てを包括していない
ことにあった。天下には中国以外にも国家が存在しているが、その中の一
国でも自国の周辺にあるとすれば、彼等と何の関係ももたないという選択
肢は実質的に存在しないことになる。すなわち、大多数の朝貢国において
は、中国以外の外国との関係も国際関係の欠かせない一部であったのであ
る。契丹や金との関係を見れば、高麗の国際関係も例外ではなかったこと
がわかる 24）。たとえば、九四二年に契丹が高麗に使節を派遣するとともに、
駱駝五〇匹を送ってきた。太祖は渤海と良い関係を持っていた契丹が突然
盟約を破ってそれを滅ぼしたことを指摘し、「これは甚だしく無道である
ため、遠方でありながら関係を結んで隣国となるに足りず、ついに交聘を
絶った（＝此甚無道、不足遠結爲隣、遂絶交聘）」と述べたと記録されて
いる 25）。実際、彼は契丹の使節三〇人を島への流刑に処し、彼等が連れて
きた駱駝は開成の万夫橋の下に放置し、全て飢え死にした。その結果、契
丹との関係は断絶され、その後約四〇年間にわたって、高麗と契丹との交
流の記録は見られなくなった。崔承老のような儒者からすると、太祖が契
丹という中国以外の国家との関係において道徳の原理に基づいて行った外
交は、称えるべき偉業であった。この行為を儒学の観点から賞賛するため
には、高麗と中国以外の外国との関係を規定する儒学の理解と、それを表
す概念が必要であった。ところが、『孟子』は国際関係が字小と事大とに
限定されていたため、中国以外の国家どうしの対等な関係などを如何に規
定するかのという疑問への回答は提供していなかった。そこで、高麗の儒
者は、この概念史的な要求に自ら応えるしかなかったが、先述したとおり

24） 高麗と遼・金との密接な関係をお互いの史料に対する検討から明らかにした研
究としては、愛新覚羅烏拉熙春・吉本道雅『韓半島から眺めた契丹・女真』京都
大学学術出版会、二〇一一年を参照。また、これらの国家との密接な関係が、高
麗における他者への理解を変えたことを、契丹の関係を例に考察した研究として
は、李美智「高麗初期의　指称表現을　通해 본　対契丹関係」『史学研究』第
九九号、二〇一〇年、三五～六九頁を参照。

25） 『高麗史』「世家卷二」。
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崔承老は、経典に登場する交隣概念の位相を変え、高麗が行う事大以外の
外交を指す概念として位置づけることで、この課題の解決策を提示したの
である。
崔承老が行った以上の作業は、経典の恣意的な操作として問題になりう

る大胆なものであったが、彼がこの危険性を甘受してまで交隣概念の変容
を行ったのは、儒者として共有される普遍性と対比されるような、高麗の
儒者として要求された特殊性ゆえのことだったといえよう。この作業に
よって、儒者崔承老は位相の変わった交隣概念を用いて、太祖の外交を「交
隣以道」として称えることができ、さらに一〇世紀後半の高麗は、自国の
国際関係を理解するために必要な概念をそろえることができたのである。

 

四．高麗時代の「交隣」、その二：誠心との結合

一〇世紀後半の高麗において、交隣は高麗の概念史的な必要性を満たす
儒学の国際関係概念として再設定されたが、その後長い間、概念のさらな
る展開を見せることはなかった。実は、一〇世紀末から一二世紀の初期ま
での高麗王朝をめぐる政治情勢は、交隣概念の展開を許すものではなかっ
た。国際関係においては、度重なる契丹の侵入による戦争と講和によって
現実への対応に追われていたし、国内政治においては、門閥貴族の勢力が
強くなり、彼等が政局の主導権を維持する現象が表れた。たとえば、高麗
が契丹に朝貢を行うことになったのは、このような国際関係と国内政治の
現実的、かつ理念的な状況によるものであった 26）。
ところが、十二世紀前半において状況が一変した。国際政治においては、

一一二五年に契丹が滅び、金が浮上したことで、新しい国際関係を構想す
る可能性が現れてきた。また、国内政治においても、一二二六年に李資謙
の乱が制圧されたことで、仁宗（在位　一一二三～一一四六）を中心に政
治体制を再建する動きが活発になったが、その過程で儒者は重要な政治勢
力として再浮上したのである。この新しい時代に活躍した儒者の議論の中
で、交隣概念はさらなる展開を見せることになった。
それでは、この時代における交隣概念の二つの用例を検討してみよう。

26） 高麗と契丹との三次にわたる戦争とその後の関係については、金渭顕『高麗時
代対外関係史研究』景仁文化社、二〇〇四年、一五～六七頁を参照。
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第一に、金富軾（一〇七五～一一五一）が編纂した『三国史記』（一一四五
年に完成）に交隣が登場した。『三国史記』の「列伝第五」には、新羅の
朴堤上が高句麗へ使節として派遣され、人質になっていた訥祇麻立干（在
位　四一七～四五八）の弟の解放を求める場面に関する記述がある。彼は
高句麗の長寿王に、「臣は、交隣国の道は誠心のみであると聞きました。
もし人質を交換すれば、五覇にも及ばず、まことに末世のことでありましょ
う（＝臣聞交鄰国之道、誠信而已。若交質子、則不及五霸、誠末世之事也）」
と述べたのである 27）。
第二に、『高麗史』の「仁宗世家」には、史臣の金莘夫が書いた仁宗に

対する史論が載っているが、そこにも交隣が登場した。「（仁宗は：筆者）
宴会で遊ぶことを好まず、內侍を減らし、恭倹をもって実を飾り、誠心を
もって交隣をしたのだから、古の帝王であっても、これ以上に加えるもの
があるのか（＝其不喜遊宴、減省宦寺、恭儉以飾身、誠信以交隣、雖古帝
王、何以加焉）」と評価したのである 28）。
この二つの文章に見られる交隣概念を整合的に理解するためには、まず、

これらのテキストの編纂作業を担っていたのが同一人物であったことを確
認する必要があるだろう。『三国史記』は、仁宗の命令に従って、金富軾
が責任者となって他の編集官とともに編纂を始め、毅宗（在位　一一四六
～一一七〇）が即位した一一四六年に完成された 29）。そして、金富軾は同
じ年に「仁宗実録」をも編纂したが、上記の「仁宗世家」はこの「仁宗実
録」を底本にしたものと見られる 30）。以上の事情から、一二世紀中盤にお
ける交隣概念の再登場は、金富軾という人物の活動と密接な関係を持って
いることがわかるだろう。
それでは、金富軾はどのような観点から、これらの作業に取り組んだの

だろうか。すでにふれたとおり、金富軾が活躍した一二世紀の前半は、高
麗王朝の国際関係と国内政治の大変動期であった。とりわけ、李資謙の乱
の後は、荒れ果てた国都開京（現在の開城）を捨て、西京（現在の平壌）
への遷都を主張する動きが活発になった。そのとき、金富軾は儒学の思想

27） 金富軾『三国史記』「列伝第五」。
28） 『高麗史』「世家卷一七」。
29） 金富軾による『三国史記』の編纂に関しては、鄭求福『改正増補 韓国中世史
学史（一）：高麗時代篇』景仁文化社、二〇一四年、二五八～三二四頁を参照。

30） 『高麗史』「列伝卷一一」。
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を掲げ、遷都を主張する仏教を中心とする勢力などに激しく抵抗した。結
局、遷都は実現されず、僧侶の妙清を中心とする遷都派の一部は、
一一三五年に国号を「大為」、年号を「天開」とし、西京で大規模な反乱
を起こした 31）。金富軾は開京派の元帥として軍を率いて西京で激しく戦い、
翌年ついに妙清の乱を平定したのである。以上のような事件の直後に行わ
れた金富軾の歴史編纂は、理念的な対立までをも含めた激しい政治闘争に
おいて、遂に勝利を収めた儒学の立場から過去の記憶を再構成する意味を
もっていた 32）。
以上のような背景を考慮すると、まず金富軾の交隣概念に、先代の儒者

である崔承老の継承の側面が見られるのは不思議ではない。『三国史記』
の交隣は高句麗と新羅の関係で用いられているため、その事大との関係性
は明確ではないが、『高麗史』の議論では事大と交隣の区別と並立は明確
である。すなわち、仁宗の外交を称えるために交隣が用いられたが、これ
に関わる主な事例は、仁宗が妙清の乱を鎮圧して反乱勢力が目指していた
大国としての称帝を防いだことであった。周知のとり、金富軾の事大の強
調は、後世に申采浩によって事大主義と強く批判されることになるが 33）、
交隣概念はこのように事大を前提として提示されていたのである。そして、
このような交隣概念の位相は、いうまでもなく崔承老が設定した高麗の交
隣概念がもつ独特な位相の継承であった。
ところが、十二世紀中盤の交隣概念には、以前の時代と明確に区別され
る新しさも存在していた。それは、交隣と誠心の結合である。上記の『三
国史記』では「交隣国の道は誠心のみである」、また、『高麗史』「仁宗世家」
には、「誠心をもって交隣をしたのだから」という表現が見られる。どちら
も交隣と誠心の密接な関係を提示していること、さらに、後者の場合では先
王の治績について称える文脈でこの関係性が提示されていることから、この
時期における交隣と誠信の結合の登場と正統化を確認することができよう。
この交隣と誠信の結合は、どのような過程でもたらされたのか。金富軾

31） 『高麗史』「列伝卷四〇」。
32） 儒者金富軾の持つ政治家と歴史家の側面の有機性については、李康来『三国史
記　形成論』新書苑、二〇〇七年、四三七～四五八頁を参照。

33） 申采浩「朝鮮歴史上一千年来第一大事件」丹斎申采浩全集編纂委員会編『丹斎
申采浩全集　第二巻』独立記念館韓国独立運動史研究所、二〇〇七年、二九七～
三二五頁を参照。
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が儒者であったことから、まず、中国の儒学から受容した結果である可能
性を検討する必要があろう。実際、中国において誠心が政治に関わる表現
として登場した用例がある。たとえば、『旧唐書』には「徳礼と誠信が国
の大綱である（＝德礼、誠信、国之大綱）」という文章が見られる 34）。これ
は、唐の太宗を補佐して「貞観の治」を実現させた官僚の一人である魏徴
（五八〇～六四五）の議論であったが、この内容から唐が全盛を謳歌した
時代に、誠信が政治の基礎を構成する原理として理解されたことがわかる。
ところが、本稿の問題関心から注目すべき点は、このように誠信が政治的
な意味を獲得した事例はあるにも関わらず、交隣と結合する現象は中国の
思想・歴史の主要な文献－たとえば、『一三経』や『二五史』－において
一切見当たらないことである。すでにふれたとおり、中国の儒者からすれ
ば必要な国際関係の概念は経典に備わっていたため、そもそも交隣概念に
関する議論の必要性は例外的なことであった事情を考慮すると、このよう
な現象も理解できよう。
以上の中国における交隣と誠信の隔離を鑑みると、高麗に見られる交隣

と誠信の結合は、高麗が直面していた概念史的な要求への高麗の儒者たち
の対応として現れたと推測できる。それでは、一二世紀中盤の高麗におい
て、交隣と誠信の結合を必要とする概念史的な要求とは何であったのか。
この点を探るためには、金富軾が歴史の編纂に関わった意図をさらに詳し
く考察する必要がある。すでにふれたとおり、彼の歴史記述は、妙清の乱
で代表される仏教勢力等との政治的な葛藤における儒学の勝利を思想的な
勝利として固めるための作業であった。金富軾の歴史に、過去の事実に対
する記録の尊重とともに、春秋筆法で象徴される儒者としての道徳的な記
述が明確に見られるのは、このような意図を考慮すれば当然である 35）。た
とえば、『三国史記』の内容の約三分の二が事実の記述ではなく編者の評
価であったことは、金富軾の意図の強力さの現れであろう 36）。このように
金富軾が三国時代と同時代の歴史記述に儒学の道徳的な価値判断が深く浸
透させるなかで、国際関係においても、道徳的な判断が必要となってくる。

34） 『旧唐書』「列傳第二一」。
35） 尹天根「金富軾의 歴史哲学」『退渓学』第七集、一九九五年、七～一二頁。
36） 『三国史記』における「論賛」の重要性やその具体的な内容に関しては、高柄
翊「三国史記에 있어서의　歴史叙述」姜万吉他編『韓国의 歴史認識（上）』創作
과　批評社、一九七六年、三九～四八頁を参照。
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ところが、高麗王朝の立場からこの作業を行うために必要な道徳的な基準
は、儒学経典だけでは十分に提供されていなかった。すでに検討したとお
り、金富軾は崔承老と同じく高麗王朝の国際関係を事大と交隣に区別して
いるが、事大に関しては『孟子』にその原理が智であることはもちろん、
その具体的な歴史上の事例までもが提示された。ところが、交隣は高麗王
朝でその位相が変わったため、『孟子』に見られる字小や事大との関係性
は維持できなくなった結果、この概念には「道との関係を持つ」という、
儒者からするとあまりにも当然な事実だけが残されていた。そのため、高
麗王朝の国際関係の一部を構成する中国以外の外国との関係を表す交隣が
如何なる道徳的な内容をもつのかという問いに対する答えは、殆ど空白の
ままであった。この欠落が解消されない限り、高麗と中国以外の相手国と
の国際関係の基準を具体的に設定する作業は進められない。そこで、金富
軾のような儒者が高麗と中国以外の外国との国際関係を記述するために
は、まず交隣が如何なる道徳的意味を持つ概念であるかを明確にすること
が先決課題として浮上してくる。『三国史記』や『高麗史』で見られるよ
うに、彼が交隣と誠信を結合させることで交隣概念の道徳的意味を以前よ
り明確にしたことは、このような概念史的な要求を満たす作業であった。
それでは、誠信はどのような概念であり、交隣概念は誠信とつながるこ

とで如何なる意味を獲得したのか。高麗における誠信概念の変遷を克明に
描くことは、資料的な限界から不可能である。ただし、この概念に理念的
な特徴が強かったことを考慮すると、相当な正確さでその意味を把握する
ことは可能であろう。前述のとおり、金富軾や金莘夫は外交の現場ではな
く歴史の記述の中で、交隣と誠信を結合させている。言い換えれば、外交
家として直面した国際関係の現実が先行したのではなく、歴史家として必
要としていた儒家の道徳的な信念が先行していた。交隣と誠信の結合は、
儒学の信念に基づいて歴史的な事実を再構成する作業のために考案された
のである。したがって、一二世紀中盤の高麗王朝における誠信概念は、儒
学経典の中の意味に近づけて理解され、交隣と結合していたと推測できる。
それでは、古典において誠信は如何なる意味をもっていたのであろうか。

まず、『説文解字』で誠信の意味の原型を確認しよう。誠に関しては、「信
である。言に従って、成の音である（＝信也。从言成声。）」となってい
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る 37）。また、信に関しては、「誠である。人に従い、言に従って、会意した
（＝誠也。从人从言会意。）」となっている 38）。すなわち、両者は相互に通じ
る意味を持っていたが、ともに人間が言葉に対して持つべき態度を意味し
ていた。このように誠と信は、そもそも密接な意味関係を持っていたため、
両者が結合した誠信という概念が使用される用例が儒家の経典の中に見つ
けることができる。たとえば、『礼記』の「祭統」には以下のような文章
が見られる。

このゆえ、賢者の祭祀は、その誠信と忠敬を致して、物を以って
奉げ、礼を以って導き、音楽を以って安らげ、時期を以って参る（＝
是故賢者之祭也。致其誠信與其忠敬、奉之以物、道之以礼、安之以楽、
参之以時）39）。

まず、この『礼記』での誠信の用例において注目すべき点は、誠信が要
求される場の性格にあった。誠信は、賢者が祭祀を行うにおいて必要な姿
勢を意味する概念として提示された。周知のとおり、儒家において祭祀は、
礼の核心的な位置を占めていた。その結果、『礼記』において誠信概念は
祭祀とつながったことで、さらに広い範疇では礼とつながったことになる。
『礼』は五経の一部であったため、儒学の出発点から誠信は、礼とつなが
る徳目として儒者に共有されていたといえよう。そうであれば、金富軾が
交隣の理解のために誠信を持ち出したのは、儒学の構造からして自然なも
のであったと理解できる。第二章で紹介した『春秋』の例から確認したと
おり、儒学において国際関係は礼の問題であった。高麗王朝の国際関係に
おいて、交隣という礼を具体化する必要性が台頭した際に、儒学の中で礼
とつながりを持っていた概念がその候補になることは、十分に予測される
展開であった。資料の限界から、交隣と結合する概念の座をめぐって、誠
信がどのような概念と競争し、なぜ最終的に選ばれたのかを明らかにする
ことは不可能であるが、儒学における概念の配置からして、誠信が高麗に
おいて交隣をめぐる概念史的な要請に答えられる位置にあったことは確認

37） 許慎『説文解字』中華書局、一九六三年、五二頁。
38） 同上。
39） 『礼記』「祭統」。
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できる。
次に、誠信は意味の面でも、交隣が必要とするものを備えていたといえ

よう。すでにふれたとおり、『説文解字』の誠信は、言葉に関わって人間が
取るべき態度にその起源を持つ。そして、少なくとも朱子学が登場し、誠
と信が形而上学的体系の中で理解される－たとえば、五性の一つとしての
信－まで、誠信概念は儒学の思想体系の中で、意味の幅や柔軟性を維持し
ていたと思われる。その結果、誠信は主に言葉で行われる外交の場で、当
然前提となる相互の誠実さや信頼を表しながらも、現実とのかかわりで具
体化の余地を残した概念として、交隣と結合することができたと思われる。
要するに、一二世紀中盤の高麗王朝の儒者は、その歴史記述における必

要性から、以前の時代に行われた交隣概念の位相の変容に続く原理の明確
化という課題に直面したが、その結果として、儒学体系の中での位置や本
来の意味から、交隣との相性のよい誠信と交隣の結合を提示していたので
ある。

五．おわりに

高麗王朝の儒者からすると、中国の立場で展開された儒学では、自国の
置かれた国際関係全体を説明するために必要な概念が十分に提供されてい
なかった。すなわち、高麗の立場では、中国以外の外国と関係を説明する
ための概念が必要であったが、儒学経典からはこのような概念が得られな
かった。そこで、高麗王朝の儒者たちは、儒学経典である『孟子』で使わ
れていた交隣が持つ基本的な意味－礼的な関係－を継承しながらも、高麗
の置かれた国際関係の必要性に基づいてこの概念を変容させることで、自
国の概念史的な要請に応えようとした。まず、一〇世紀後半には、『孟子』
において事大と字小を含んでいた交隣概念を、事大と同じく国家間関係の
一部を担う概念に変えた。この位相変化によって、交隣は包括的な概念か
ら限定的な概念へと変容し、ついに高麗と中国以外の外国との関係を表す
概念として定着していったのである。次に、一二世紀中盤には、交隣がも
つ原理として誠信が提示されることによって、交隣概念が如何なる道徳的
な性格を持っているのかがさらに明確化された。その結果、空白になって
いた交隣概念の内容が補われたことで、具体的事例に対する交隣に基づい
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た道徳的判断の可能性が開かれたのである。
以上の考察から、これまで朝鮮王朝時代の交隣概念の特徴といわれてき

た「事大と交隣の並立」、そして「交隣と誠信の結合」が、実際は高麗王
朝に起源をもつことがわかる。すなわち、朝鮮半島の交隣概念の原型は、
朱子学の導入以前の時期に、自国の概念史的な要求に応えようとした高麗
王朝の儒者によって作られていたのである。そして、このような理解を前
提とすると、高麗末期に見られる朱子学者による交隣概念の使用－たとえ
ば、一三七七年に博多へ派遣された鄭夢周が「古今の交隣の利害」につい
て話したこと 40）－は、高麗王朝の交隣概念の原型の継承であったと理解で
きよう。したがって、交隣概念は、朝鮮王朝の儒者が朱子学を基礎として
自国の国際関係の現実に照らして作られたという説明は、修正されるべき
であろう。とりわけ、高麗における交隣概念の原型の形成が国際関係の現
実的な要求ではなく、歴史の評価における理念的な要求から行われたこと
は、交隣概念を主に朝鮮王朝が置かれていた現実政治の状況から説明しよ
うとする最近の研究傾向が、研究の時期設定からすでに大きな問題を抱え
ていることをうかがわせる。本稿の成果を踏まえて展開されるべき交隣の
概念史は、すでに確認した高麗王朝の交隣概念が朝鮮王朝という新しい状
況の中で如何に継承され、また変容されたかを考察する作業によって明ら
かになると思われる。この作業には、稿を改めて取り組みたい。

40） 『高麗史』「列傳卷三〇」。 
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