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1. 本書の問題意識 
「琉球処分」の歴史を、「一方において琉球の内

側から見ていくというミクロな視点とともに、他

方では東アジア史の大きな脈絡のなかで琉球併合

やその時期の国際秩序の変容を見ていくという、

マクロな視点からの考察も同時に重視したいとい

うのが本書の第二の大きな問題意識である。そし

てこの問題意識の中核をなすのが、琉球併合と朝

鮮（韓国）併合という近代日本による二つの併合

の比較というテーマなのである。」（10 頁） 
従来の研究では、「琉球処分」の問題は、近世の

琉球がいわゆる「日清両属」的な地位にあったと

されてきたこととの関連で、主に日清関係を中心

に考察がなされてきた。しかし同時に、琉球併合

の問題を考察するに当たっては、日本や清国だけ

でなく、その時期の朝鮮の問題についても十分に

目配りしていく必要があるとして、本書は、二つ

の併合の類似性への着目が重要だと強調している。 
その理由について、「『琉球処分』の問題はむしろ

同時代の日朝関係、日本側からいう、いわゆる『朝

鮮問題』と対比し、関連づけて考察していった方が、

たんに分かり易いというだけでなく、歴史の実態に
、、、、、、

も即している
、、、、、、

ように思われる。実際、その様々な表

面的相違にも拘らず、少し深層的に見ていくならば、

近代日本による琉球併合と朝鮮（韓国）併合はパラ

レルな歴史的関係にあったというのが本書の主張で

ある。」（傍点は著者）（10～11 頁）と指摘している。 
2. 本書の構成と論点 

本書の構成と論点について、近世から「併合」

に至るまでの琉球と朝鮮との類似性・関連性を中

心に述べてみる。 
第一章「近世東アジアのなかの琉球王国」では、

琉球併合の歴史的予見を明らかにするため、近世

琉球王国の歴史や内的特質とともに、前近代の東

アジア国際秩序に目を向け、近世から近代への移

行期における琉球と朝鮮との類似性・関連性につ

いて論じている。 
15、6 世紀には、日本（足利政権）、朝鮮、琉球

の三国が、冊封体制下の王国という横並びの形で

交隣関係を持った時期があったが、1609 年の薩摩

島津氏の侵攻以降、朝鮮・琉球王朝と徳川政権と

は、一方は対等で、他方は上下の関係とされた点

で、同じく通信国とはいえ、朝鮮と琉球の地位に

は違いがあった。この朝鮮と琉球の差異は、日朝

間は大君（将軍）と朝鮮国王、日琉間は老中と琉

球国王が、敵礼（＝抗礼）すなわち対等の関係に

あるとされる形で現れた。 
近世の東アジアでは、本家本元の中国だけでな

く、日本、朝鮮の外交体制の、各々その背後に自

己を中心とした華夷意識＝小中華主義思想を伴う

ものであった。しかし、自らが小王国に過ぎず、

周辺に夷と見なしうる地域もなかった琉球には、

自己を中心に世界を構想する小中華主義の思想が

育つ余地は存在しなかった。 
このような思想的条件を伴いながら、徳川政権

と朝鮮王朝とは外見的に対等な外交関係を維持し

た。その背景には、日朝「両属」的な特殊な地位

にあった対馬宗氏が日朝間の仲介者として演じた

役割が大きかった。 
朝鮮―対馬の問題に劣らず、琉球―薩摩の問題

も複雑だった。琉球は薩摩島津氏の附庸として徳

川将軍が認め、領知判物にも記されていたが、近

世全期を通じて、薩摩は進貢貿易の利を収めるた

めに、琉球王国の存続はもちろん、中国と琉球と

の宗属関係をも承認してきた。それどころか、琉

球王府と一体となって、中国に対して、また近世

末には諸外国に対しても、日琉関係の隠蔽に努め
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てきたのであった。そのため、東アジアの旧来の

原理によれば中国を宗主国として仰ぐ王国だった

琉球が、近世末には欧米三カ国と条約を結び、国

際法的には独立国という複雑かつ微妙な地位にお

かれるようになった。 
第二章「琉球藩王冊封とその歴史的意味」では、

琉球併合史の起点をなす 1872 年 9 月の「琉球藩王

冊封」の歴史的経緯とその意味について、また、

それと併行して、その琉球藩王冊封とその前後に

浮上した台湾出兵論議や、朝鮮「藩属」化論議に

ついて考察している。「琉球藩王の冊封」について、

従来「主に『琉球藩の設置』と記述され、明治政

府による琉球の『両属』解消に向けた最初の措置

として解釈されてきたが、本書ではそれを『（琉球）

藩王冊封』と呼ぶべきことを主張し、従来の歴史

記述の見直しを提起した」（423 頁）。そして、「従

来、この藩王冊封（≒琉球藩設置）を前年末の台

湾での琉球人遭難事件と関連させ、それが台湾出

兵のための準備措置だったとの説が唱えられてき

たが、そのような解釈は誤りであり、実証的検証

には耐え得ないことの積極的論証を初めて体系的

に試みたことも、本書の大きな独自性をなしてい

る」（424 頁）と力説した。 
第三章「征韓論政変と台湾出兵」では、1872 年

の藩王冊封と 75 年の松田道之の琉球出張との間

に生起した征韓論政変と台湾出兵という二つの出

来事について考察している。いずれも 75 年以降、

「琉球藩処分」が本格化する背景を明らかにする

ことに目的がある。「日本政府には朝鮮についても

これを皇国日本に「『藩属』させようという考えが

あったこと、まさに朝鮮（韓国）を力ずくでも藩

属させようという思想こそが当時の『征韓論』の

思想だった」（425 頁）ことを指摘した。また、「琉

球処分」の諸段階やその起伏にも留意し、75 年以

降「琉球藩処分」が本格化した背景を征韓論政変

や台湾出兵という事件、およびその過程で生じた

明治政府による冊封の論理からの離反（万国公法

の原理への転換）という方針転換に関連させて体

系的に説明することを試み、「藩王冊封（≒琉球藩

設置）と台湾出兵問題とは切り離して考えなけれ

ばならない」（425 頁）と結論した。 
本章では、1872 年の段階、すなわち「琉球藩王

冊封」の行なわれた頃までの日朝関係をフォロー

し、維新後の日朝関係の再編は、征韓論政変を経

た江華島事件後の条約交渉まで膠着状態が続いた

が、この時期における日朝関係と日琉関係という

二つの関係再編の類似性については、二点指摘し

ている。第一に、「（琉球）藩王（冊封）」の「藩」

は近世諸大名の領国や家臣団を指す語ではなく、

この時期の朝鮮問題の脈絡で語られる「藩属」や

「藩臣」などが繋がる意味での「藩」であったと

理解したほうが、より歴史の実態に即した解釈で

あるとしている。第二に、「琉球藩王冊封」の決定

をめぐる時期の問題である。72 年 8 月に釜山の倭

館接収案と琉球藩王冊封案は同時並行で行なわれ、

8 月 18 日に天皇の裁可を受けたであろうというの

が著者の推測である。 
その後の二、三年間ほどは、日琉関係は平穏、

日朝関係は膠着状態が続くが、1873 年征韓論政変

によって政府は大分裂し、不平士族対策として、

74 年 4 月に台湾出兵計画（名目は 71 年の琉球人

遭害事件）が持ち上がるが、イギリスおよびアメ

リカ公使、特に後者から強硬な抗議が寄せられ、

それが政府首脳部をひるませた。政府は元来、こ

の計画の遂行にはアメリカの協力を期待していた

のである。72 年 9 月以来、アメリカのデロング公

使の支援をうけて事実上明治政府の台湾問題顧問

の役割を果たしてきたリゼンドルは、前年の副島

種臣の清国派遣にも随行し、この度の出兵計画に

も深く関与していた。だが、本国政府と対立して

罷免されたデロングの後任として着任したアメリ

カ公使のビンガムや英国公使のパークスは、台湾

が清国の領土であるという立場から、日本の出兵

計画を清国への敵対行為であるとみなし、日本政

府がアメリカの船舶と士官を雇傭したことに抗議

し、これを阻止する強い決意を表明した。アメリ

カとイギリスの抗議に接した政府は、4 月 19 日、

出兵の一時中止を決定し、ただちに長崎にいた大

隈重信に連絡したが、大隈は出兵強行を主張する

西郷従道を説得できなかった、と本章は指摘した。 
第四章「『琉球藩処分』の本格化から強制併合へ」

では、明治政府の琉球王府に対する政策が 1875
年「琉球藩

、
処分」と称された強硬路線へと転じ、

ついに 79 年に「廃藩置県」の名の下に琉球併合が

強制実施される歴史過程を考察している。特に、

日琉交渉の様子を、喜舎場朝賢の『琉球見聞録』
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を援用しながら琉球側の視点からも描き出し、従

来の歴史像の相対化とその大幅な訂正を試みてい

る。そのなかでも、従来の多くの研究や歴史書で

はいわば日本派と清国派に分裂していたように書

かれてきたが、事実は、「琉球の士分層はおしなべ

て琉球の社稷の保存、その国家的存在と自己統治

の存続を願う琉球派だったいうのが正確なところ

で、清国との関係を絶たれては琉球という国家的

存在を保つことは不可能であろうと考えたがゆえ

に、清国を頼りにし、明治政府の命令に最後まで

抗ったのである」（431 頁）としている。 
第五章「近代東アジア史のなかの二つの併合」

では、1879 年の琉球併合から 1910 年の「韓国併

合」に至る時期における東アジアの国際秩序に視

野を広げ、この二つの併合の意味や類似性につい

て考察し、併合後の「同化」と「皇民化」の政策

や、その反面としての差別と排除など、多くの共

通性や類比性を指摘し、特に本書で取上げたのが、

併合やその事実の正当化説としての「日琉同祖論」

と「日鮮同祖論」である。一方、重要な相違点と

して、「アジア・太平洋戦争での日本帝国の敗戦に

よって、朝鮮半島は当然ながら独立を果たし、『日

鮮同祖論』も一夜にして説得性を失って放棄され

ることになるが、『日琉同祖論』のほうは戦後にま

で生き延びた。というより、むしろ戦後において

こそより熱心に唱えられ、より広く人口に膾炙し

た」（19 頁）と論じた。 
本章では、日本の対琉球施策に対する米英の抗

議、琉球問題をめぐる日清間の論争、グラントの

斡旋と分島改約交渉、亡命流求人の救国運動と分

島案の消滅、琉球併合について触れ、その後には

日清間の対立・交渉の焦点は朝鮮に移ると指摘し

た。征韓論政変の結果、朝鮮に「藩臣ノ礼」をと

らせるためにその属国化を直接追求するという志

向性、すなわち征韓論的発想から万国公法（国際

法）を用いたパワーポリティクスのような条約外

交路線へと転換する。そこで目指されていたのは、

宗主国である清国との宗属関係を否定し、その後

援を断ち切ることで、朝鮮を日本の専一的な勢力

下におくことであったとして、征韓論政変後から

日清戦争までの朝鮮の政情、朝鮮をめぐる日清関

係を概観した。その結果、「琉球の場合は、75 年

に宗属関係の禁止が一方的に命令され、慶賀使派

遣や朝貢が力ずくで阻止されたが、朝鮮の場合は、

戦争の結果、宗主国の清国自身が宗属関係の否定

を承認させられたのである」（337 頁）と指摘した。 
日露戦争から韓国併合に至る朝鮮の歴史過程を

概観しつつ、伊藤博文による統監政治について、

「伊藤博文は当初、韓国を保護国のままにして統

監統治を継続する方針で、抗日運動を押さえ込む

ためにも併合を急ぐ山県有朋や桂太郎らの強硬派

とは意見を異にしたとされるが、義兵闘争は弾圧

によっても一向に収まりを見せず、日本国内では

伊藤に対する批判が高まった。伊藤は政府内外の

批判や成果の上がらない統監統治にやる気をなく

し、併合に同意した」（337 頁）と指摘した。 
1910 年 8 月の「韓国併合に関する条約」と同時

に公示された詔勅により、韓国皇帝を「李王」に

冊封し大日本帝国の枠内で皇族・華族とは別に、

朝鮮の「王公族」が創設されたことについて、「条

約と冊封という二つの原理の奇妙な併存・交錯と

いう問題と並んで、近代日本による二つの併合、

すなわち琉球併合と朝鮮併合の相違と類似性に改

めて気付かされる。琉球の場合は、最初に天皇に

よる尚泰王の冊封と形式のみの華族への編入、外

国との『私交』停止があり、清国との朝貢停止等

の命令と強制が続き、最後は『処分』として有無

を言わさぬ強制併合が実施された。それに対して、

朝鮮の場合は、『琉球藩王』冊封の頃に問題になっ

た朝鮮の『藩属』化は先延ばしされ、江華島事件

以降の長い侵略的条約外交、すなわち『自主・独

立』の美名の下で幾度もの内政介入の時期を経て、

最後に外交権の剥奪・保護国化で抵抗手段を奪い

去った上での、合意（『任意的条約』）の体裁をと

った完全併合（日韓併合条約）と、朝鮮『李王』

の冊封となったのである」（346 頁）と指摘した。 
「日琉同祖論」と「日鮮同祖論」は同時並行的

に形成されたが、「二つの同祖論に違いがあるとす

れば、日鮮同祖論はもっぱら日本側の学者が唱え

始め、日本による韓国併合とその後の朝鮮統治を

正当化する役割を果たしていったのに対して、日

琉同祖論は、日本人（本土出身者）だけでなく、

伊波普猷が代表するように、併合後十数年を経て

沖縄人自体によっても説かれたこと、その後も長

く熱心に唱えられていったことである」（349 頁）

と指摘した。 
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本章は、以上のような同祖同源論と密接不可分

に関連する日本植民地支配の特質たる同化主義は、

日本帝国の同心円的構造と関連しており、「王道」

や「礼」「王化」「徳化」などの理念ではなく、そ

れらを「覇道」による統治、つまりは軍事的暴力

を後ろ盾とした支配や自文化の押付けによって置

き換えたものだったと指摘する。 
また、「日鮮同祖論」は敗戦とともに存在意義を

喪失するが、「日琉同祖論」が戦後まで継承された

背景には、「沖縄の日本（本土）からの分断と米軍

統治下での住民の様々な被害や権利抑圧があり、

またそのような『異民族支配』に抵抗し、そこか

ら脱する方途として日本復帰を希求した『島ぐる

み』の政治運動があったのである。日琉同祖論は

日本の敗戦後まで延命したというより、むしろ戦

後期においてより熱心に議論され、様々な分野の

沖縄研究者にパラダイムとして共有されることに

なった。伊波普猷や東恩納寛惇その他の『沖縄学』

研究の先達者たちも、むしろ戦後期にこそ声価を

いや増しに高め、様々に顕彰されていったのであ

る」（353～354 頁）と指摘した。こうした事情か

ら、戦後の研究では、「『琉球処分』を『民族統一』

という視点から論じるというのが研究者に広く共

有されたパラダイムとなった。しかしながら、今

日では、いわば世界史の段階も、沖縄を取り巻く

問題状況もかつてとは大きく変化し、そのような

パラダイムは雲散霧消したといってよいだろう。

だが、本書の行論の過程でも指摘してきたように、

個別史実の解釈では、その時代に確立され、しか

も往々にして学問外的動機によって歪められてき

たような歴史理解が、今なお通説として無批判的

に流通しているのが現状であるといえる。加えて、

そのような研究の現状を刷新するには、それこそ

基本的な術語の見直しにまで及ぶような、根底的

な再考が必要だろうというのが筆者の考えで、本

書ではそのような見地から事実探求と批判的省察

を重ねてきて到達した筆者の現在の歴史認識を開

陳してきた」（434～435 頁）と力説した。 
 
3. コメント 
1）朝鮮時代の朝琉・朝日関係の歴史的な特質 

まず、前近代における朝琉関係および朝日関係

について補足したい。 

朝鮮半島と琉球王国の関係は、『高麗史』の 1389
年 8 月の条に琉球国王察度が使臣を派遣したとい

う記録に始まるが（中山王察度は 1389 年以降、数

回高麗に使節を派遣し、自ら「臣」と称して国書

を送った）、以降、『朝鮮王朝実録』と『歴代宝案』

には、両国の使節往来から漂流・漂着に関する記

録が残されている。それらの記録は、朝鮮前期の

両国間に多様且つ頻繁な接触と交流があったこと

を示している。 
『朝鮮王朝実録』には、1392 年から 1840 年ま

で計 437 件の朝琉関係記事が見られる。朝琉間の

使節往来については、琉球から朝鮮への往来が、

初代国王太祖から第 11 代国王中宗まで 46 回、朝

鮮から琉球への往来が、第 3 代国王太宗・第 4 代

国王世宗まで 3 回あった。琉球使節の呼称は琉球

国王使・琉球国使となっていて、朝鮮側が琉球を

日本と同じように通信し、独立した交隣国として

見ていたことが分かる。「偽使」問題については、

世宗時代から中宗時代まで 16 件見られる。偽使記

録と仏典要求の記事が同時期に現れるということ

は、偽使の性格（博多・対馬の人間）を究明する

際の手がかりとなろう。朝鮮側が偽使の対応に相

当苦心したことが窺える。使節の直接往来や偽使

による往来が終わりを告げると、1530 年（中宗 25）
から 1636 年（光海君 14）までの間、朝琉間の交

流は北京を迂回してなされるようになる。両国の

漂着民らを朝貢使に託して北京経由で帰還させた

ことを契機に始まった。中国は周辺国間の私通を

好まず、漂着民の送還に際して、北京を経由する

方法を督励したものと見られる。漂着民について

は、世宗時代から第 21 代国王純祖時代まで 87 件

見られる。後期は漂着民送還が両国関係の機軸と

なった。日本や中国との関係に言及した記事が

107 件見られることから、両国関係が中国と日本

を包括する東アジアの国際関係のなかで展開され

ていたことが分かる。王代別に見ると、世宗（48
件）、世祖（70 件）、成宗（86 件）、燕山君（17 件）、

中宗（58 件）、宣祖（43 件）、光海君（22 件）、正

祖（27 件）の 8 人の国王の時代に 300 件以上もあ

り、琉球関係記事は朝鮮前期に頻出していること

が分かる。 
『歴代宝案』には、1431 年から 1638 年まで 17

件の琉朝関係記事がある。往復文書の書式は書と
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咨であり、この文書の特徴を通して、第一に、朝

鮮が琉球を「国王対国王」間の敵礼交隣国として

見ていたこと、第二に、両国の関係は基本的に中

国の冊封体制を前提として形成されていたことが

分かる。往復文書で最も強調されているのは、冊

封関係と友好交隣である。12 件の文書の多くが友

好交隣を冒頭に記しており、この関係は先祖に始

まり、永く持続されなければならないと強調して

いる。さらに、壬辰倭乱以降、互いが中国の被冊

封国であることを確認しながら、国難の時には、

相互の情報の交換を活発にして友好交隣を徹底す

ることを誓っている。1601 年 8 月に朝鮮側が送っ

た文書は、1600 年 2 月に賀正使の韓得遠が、琉球

より豊臣秀吉の死と天朝（中国）がその残党を駆

逐しようとしているという内容の咨文を受けとっ

たと記している。そして、朝鮮と琉球は中国の隣

封であるため、互いに意を尽くして情を分かち合

わなければならないとし、以後、敵情に変化があ

れば緩急を問わず天朝に報告し、朝鮮にも伝達し

てもらいたいと請うている（豊臣秀吉死亡の報知

に対する謝咨）。 
また、琉球が薩摩藩に征服された後の 1621 年 8

月に琉球側が朝鮮側に送った文書には以下のこと

が記されている。 
「倭奴（島津）が荒邸（琉球）を蹂躙したこと

により、10 年を経て物力が回復した後に、進貢す

るようにとの聖諭を受けた。長く交隣が絶え、音

信もなく疎遠となり礼を欠いていたが、情は怜厚

すべく、ここに貢期に至り、咨文をもって報復し、

永く交隣を結ばんことを願う」（『歴代宝案』第二

冊・第一集・巻 41－21） 
こうした文書内容から、当時朝鮮と琉球は、日

本に対する共通の敵対意識と連帯感をもっていた

という事実を確認することができる。 
朝琉両国が清朝の冊封を受けた時期には、朝琉

間において朝鮮前期のような国家対国家の使臣派

遣による接触は一度も行なわれていない。ただし、

散発的に発生する漂着民の送還は、両国間で北京

を経由して継続して行なわれている。どうして公

的な交流が展開されなかったのだろうか。朝鮮は

明代同様に、清朝とも冊封関係を結んだが、内面

的には自らを中華文明の継承者とする「朝鮮中華

主義」によって自尊意識を強化していた。そのた

め、この時期に琉球が清朝の冊封を受けたとして

も、朝鮮にとってはそれほど大きな意義はなく、

また琉球がすでに江戸幕府に服属していたという

事実を知っていたため、明代と同じ被冊封国間の

「国王対国王」の交隣関係が実質的に不可能とな

っていた。それだけではなく、琉球との交隣が現

実的に朝鮮の対中国関係や対日本関係に何の意味

ももたなくなったとき、それ以上琉球との外交関

係を持続する必要もなくなっていた。当時の国際

環境とそうした朝鮮の対外政策が、琉球との公的

な対外関係を途絶させた最大の原因になったもの

と考えていいだろう。 
朝日の国交回復は、17 世紀初めになされた。以

来、両国の関係は対等で平和的であったが、国家

間の交渉は一方通行的で制限的なものであったた

め強い結びつきへとは進展しなかった。そのこと

は近代における関係再編に否定的な作用をした。

朝鮮通信使は 1811 年の最後を除けばすべて江戸

にまで至ったが、日本将軍の使節の朝鮮派遣は一

度もなかった。釜山の倭館を舞台にして対馬藩と

東萊府との間で外交交渉が行なわれ、あわせて貿

易が行なわれただけだった。 
 
2）近代初期、朝鮮独自の外交 

本書は「征韓論政変後から 80 年代前半までの朝

鮮の政情、朝鮮をめぐる日清関係を簡単に見てき

た」（329 頁）ためなのか、同時期における朝鮮独

自の外交の展開には触れていない。 
この時期、朝鮮政府は外交面での改革を追求し、

その中で「自主」の志向を強めた。日本に対して、

1880 年と 81 年に修信使を派遣して、通商章程改

定・課税交渉を行う一方で、開化政策推進への協

力を求めた。清に対しても、1882 年に魚允中を派

遣して、使節の北京常駐、貿易体制改編を求める

交渉を展開した。これは宗属関係自体を否定する

ものではないが、新外交体制に通ずる要素を対清

関係のなかにも取り入れようとするものであり、

朝鮮が新外交体制をより主体的に築こうとする試

みであった。このような朝鮮の主体的な動きを軸

にして、朝・清・日三国の関係がより良好で協力

的なものに変わっていく可能性も開かれていたと

いえよう。しかし、清は朝鮮使節の北京常駐は、

「典礼」に関するところ（宗属関係に関わるとこ
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ろ）であるとして、清・朝鮮間の外交体制の改編

を拒んだ。 
 
3）「琉球併合」と「乙巳五条約」（「第二次日韓協

約」）の法的評価問題 
日本による「琉球併合」と「乙巳五条約」（「第

二次日韓協約」）は、法的にどう評価できるだろう

か。 
2015 年 3 月 20 日、沖縄県選出の照屋寛徳衆院

議員の質問に対して政府は答弁書で、1854 年 3 月

に江戸幕府と米国間で結ばれた「日米和親条約」

は、日本が「国際法上の主体」として締結した「最

初の国際約束」であると述べた。明治政府が、1873
年 3 月に、琉球に 3 条約（54 年米国、55 年フラン

ス、59 年オランダ）の提出を命じたことによって、

同年 5 月に条約原本を引き渡すことになった。阿

部浩己は、このような経緯から「琉球併合」の法

的問題について次のように述べている。「琉球は

1850 年代に米国、フランス、オランダと修好条約

を結んだ。国際社会の一員として認められた独立

国家だったという議論は成り立つ。70 年代の琉球

併合までは、少なくとも琉球は日本の一部ではな

かった。79 年に琉球を併合したころ、米国などと

の不平等条約を通してであったが、日本は国際社

会の一員と認められていた。領域を拡張する際は

何らかの国際法上の根拠に基づく必要があった。

だが琉球併合は正当な根拠が見当たらない。79 年

の尚泰王の同意を併合の根拠にはできない。この

同意は国の代表者に対する強制によるもので、絶

対的に無効だからだ。」（『琉球新報』2014 年 8 月

10 日付） 
冷戦終結後、日本の戦後補償を求める運動が国

際的な広がりをもって展開する中で、「韓国併合」

に関する研究が本格的に行なわれた。研究では、

実質的な植民地となった韓国の保護条約調印に関

する事実究明と法的効力について論じられ、ほぼ

「不当・不法論」と「不当・合法論」に分かれた。

しかし、論争に対する日本の学界の反応はといえ

ば残念ながら、一般に傍観者的な傾向にある。そ

の最大の理由は、当時の国際法は「強者の法」で

あるため、法的効力に関する議論は意味がないと

するものや、政治との緊張関係を保とうとする姿

勢に欠けたアカデミズムの学風と関連していると

考えられる。彼らは一様に、歴史認識と法的論議

は別個の問題だと主張している。歴史認識と法的

認識が同一でないことは当然だが、両者の対話を

通じて互いに接近するか、同一になる場合もある。

まず、事実究明が優先された上で、その事実を当

時の法理念に照らしジャッジメントを行なうべき

であろう。 
当時、大韓帝国の元老・官吏・儒生らは高宗皇

帝に何度も保護条約批判の上疏文を上げたが、『高

宗実録』に収録された上疏文は、1905 年 11 月 18
日から翌年 6 月 17 日まで 73 件に上る（文末表参

照）。上疏文では韓国保護条約の無効性が言われ、

その根拠について三つのことが挙げられている。

まず、国が定めた議政府官制や中枢院官制では、

軍国の重要な問題は必ず議政府会議と中枢院の諮

詢を経た後に陛下の裁可を受けることになってい

るが、今回の条約締結は、正式な議政府会議を開

くことなく、中枢院の諮詢も経ないで、且つ陛下

の裁可もなく、首席大臣も拒絶した、と条約締結

の手続き上の瑕疵について指摘している。また、

江華島条約、馬関条約、日露開戦声明書などで、

韓国の独立保全を約束したことを挙げ、今回の条

約はこれらの盟約に対する違反であると批判して

いる。次に、強迫によって調印された強制条約で

あるため、万国公法第 409 章に照らし無効である

と強調している。上疏文はこのように条約無効の

根拠を挙げ、調印書は「偽造文書」、「偽造条約」

であると強調している。上疏文で指摘された条約

無効の理由は、高宗の秘密外交活動の論理と同様

のものであり、110 数年を経た現在、韓国保護条

約の効力をめぐる学界での争点とほぼ重なってい

る。このことから、条約不法・合法論争の歴史性

を考えることができる。 
朝鮮では各階層の人々が旧条約の無効化闘争を

連綿と展開してきた。彼らは当時の国際慣習法に

照らして自己の無効化闘争の正当性を主張した。

当時は帝国主義の時代であり、その時代の国際法

は西ヨーロッパ諸国間の協調外交の手段として、

とくに帝国主義諸国においては非ヨーロッパ諸国

に対する侵略の道具として機能していたが、なぜ

朝鮮では「強者の法」である国際慣習法を条約無

効の根拠として援用したのか。それは朝鮮におけ

る万国公法の受容と実践において、日本とはまた
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異なる特徴がそこにあったことと関連している。 
朝鮮では国際法の、実定法的な側面よりも規範

的・自然法的な側面をより多く受容した。それは

儒教的価値観に照らして国際法を理解したためで

もあるが、朝鮮をめぐる国際関係の現実の中で、

国際法の欺瞞性（「狼の法」）を知りつつ、なお国

際法の法理（「羊の法」）に期待をかけざるを得な

かったせいでもあった。朝鮮における国際法の理

解の仕方は、当時の被圧迫民族の立場から見る国

際法理解と連なっており、近代から現代にかけて

の国際法の発展とは、植民地支配の変容とともに、

「羊の法」という法理念の側面が次第に拡大して

いく過程であったといえる。 
日本による韓国保護国化は、植民地支配の世界

史の中で、19 世紀の暴力的な植民地支配の最後の

時代と、それと同時に植民地体制の新たな段階―

一方では「保護国」、「併合」、「自治領」という「洗

練」された植民地体制への世界史的転換、他方で

は極端な同化主義、人種主義による新たな暴力体

制の出現―を象徴するものであった。「保護国」

が当時の植民地支配体制の最新のレベルであった。

日本が朝鮮を植民地化していくこの時期は、欧米

の国際法にも法の規範性をめぐって新しい動きが

起こる。1899 年と 1907 年のハーグ平和会議の戦

争法規や、国家代表者に対する強制条約は無効と

した慣習法はそれを端的に象徴している。 
この原則にのっとり、韓国保護条約の無効を主

張した学説として、フランスの国際法学者フラン

シス・レイ論文（1906 年）と同ペランジャケ論文

（10 年）がある。レイ論文が後のハーヴァード報

告書（35 年）やウォルドック報告書（63 年）など、

国際法学者たちの条約関連法制化に引き継がれた

のも、その学説の信頼度が高かったことを示して

いる。国際法学界が国家代表者に対する強制の例

として韓国保護条約を広く紹介したのは、伝統的

国際法の時代から現代国際法の時代に至るまで国

際法学者たちの間で、同条約の無効が通説となっ

ていたことの反映であった。 
植民地支配による被害を償うという問題は、戦

後の法概念ではなかなか考えられることがなかっ

た。第二次世界大戦後の国際軍事裁判では、従来

の「戦争犯罪」のほか、「平和に対する罪」、「人道

に対する罪」を含む新しい戦争犯罪概念を裁判所

条例に加え、個人の責任を追及した。しかし、人

道に対する罪の概念がナチス犯罪、とくにユダヤ

人の犠牲を念頭において生み出されたものであっ

たせいか、日本の戦争犯罪を裁いた東京裁判にお

いてそれは実際にはほとんど適用されなかった。

まして植民地を領有する宗主国が自国の植民地支

配の歴史にこの概念を当てはめて考えることは問

題外であった。「人道に対する罪」の概念がその成

立の過程でいかに植民地主義的な作用に晒されて

いたということを、このことはよく示している。 
このような歴史的制約にも関わらず、交戦国間

の関係に限定されない「人道に対する罪」概念の

成立は、それまで国家間の関係と認められないが

ために国際法上の「戦争」とみなされなかった「植

民地戦争」や、植民地支配下の「平時」において

生じた様々な暴力を、従来の「合法性」の枠から

引きずり出すことを可能にした。「植民地責任」・

「植民地犯罪」論という新しい議論の枠組みが生

じ、植民地化、あるいは植民地体制下で起こった

大規模暴力、植民地主義を批判する概念として、

「戦争責任」・「戦争犯罪」論において深化・発展

させられてきた人道に対する罪、ジェノサイドの

罪という法概念が援用されている。朝鮮に対する

日本の植民地責任、植民地犯罪は、植民地化、植

民地支配、継続する植民地主義という一連の過程

を視野に入れた類型に区分することができるので

はないかと考える。 
現在、日本の学界では、過去清算の問題に対し

て、法的な次元より道義的な次元に焦点を合わせ

るべきだ、という考えが強いようである。しかし、

はたして「法」に関する議論を越えることが対立

の解決策になりうるのか、疑問を抱かざるをえな

い。被害者側からの責任追及に対して、日本政府

は「合法」という狭い主張を依然繰り返し、責任

回避を試みている。アジア女性基金や強制連行被

害者の訴訟も、ほかならぬ「法」の対立が立ちは

だかっている。植民地主義・植民地支配の清算と

いう根本的な課題の解決が阻害されているのは、

まさにそれをめぐる対立が「法」から出発してい

るからなのである。日本政府が「法的には有効」

という態度に固執しているのは、法律論というよ

り、政治的な理由から来るものだとしかいいよう

がない。 
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旧植民地宗主国は、植民地支配の「法的責任」

を回避するため「道義的責任」というレトリック

を頻繁に使用してきた。このようなレトリックは

「道義」という言葉の本来の意味を否定する、意

図的な誤用でしかない。本来は、「法」の上位概念

としての「道義」の認識にもとづいて新たな立法

が行なわれ、「道義的責任」が新たな「法的責任」

を生みだすことに繋がっていくのだと考える。植

民地支配一般を不法と宣言する新しい法的な枠組

みの構築はいまだ実現していないが、人道に対す

る罪を適用することにより、植民地支配・植民地

犯罪の法的責任は成り立ちうると考える。 
今日、植民地責任・植民地犯罪を問い直そうと

する運動が世界的な潮流となりつつある。朝鮮と

日本の関係の場合、植民地支配の不当性を「道義」

のレベルにとどめず、植民地化、植民地支配、継

続する植民地主義という一連の過程を視野に入れ

た植民地責任・植民地犯罪の法概念として定立す

ることがめざされているのではないだろうか。 
 
4）伊波普猷と崔南善との比較 

沖縄の伊波普猷と朝鮮の崔南善は同じ位相（民

族や近代化への思い）にあるはずである。にもか

かわらず、朝鮮で崔南善への批判が絶えない反面、

沖縄では伊波は批判がありながらも、なお偉大な

知識人として語り継がれている。 
伊波普猷の沖縄学には、近代植民地下という時

代において自分たちの歴史をいかに創出し主体性

をいかに獲得するのかということが、通奏低音と

して存在している。しかし、その膨大な著作群か

らは、主体の獲得というよりその不可能性が、痕

跡として浮かび上がってくる。沖縄学は「抵抗の

学問」であり、日琉同祖論は逆境下で琉球の精神

を護るために伊波が用いた「苦肉のロジック」で

あったといえるのだろうか。桃原一彦は次のよう

に指摘している。 
「既存の制度や手続きにおいて腐敗を除去し、

ただひたすら突き進もうとする『進歩主義史観』

のような政治や社会運動だけで、植民地主義的な

権力構造のサイクルに楔を打ち込むことができる

のだろうか。まさしく、ラ・ボエシが指摘するよ

うに、問題は、隷従の自発性にあるのではないか。

植民地エリートの心的性向に関しては、今後も沖

縄の社会構造を貫く問題として省察と議論を重ね

なければならないだろう。たとえば、…沖縄の植

民地エリートの心的性向を『事大主義』と表して

いた。それは、常に宗主国側を向き、その正統性

に準拠しながら沖縄社会に処置を施そうとする態

度を生みだす。もちろん、それは『都合のいい沖

縄人』という型枠にはめ込むような＜訓育＞の産

物である。…（被植民者たちは猜疑心を抱え込み

ながら未完の『日本人』という行為を遂行しなけ

ればならない。それは『内なる日本人』と言える

だろう。）…『沖縄学の父』とも称される、伊波普

猷の『中学時代の思い出』…生徒たちの片髪が切

り落とされていく場面…伊波自身も『当時沖縄人

の柔弱な風を矯正するにはかういふ荒治療がひつ

ようであった』と認める。…だが、近現代の公教

育における訓育と自発的隷従という文脈で議論を

突き詰めるならば、これは植民地エリートに特化

した問題ではない。私たちは、伊波普猷を、さら

に今日の『公的偽装』者たちを異様な他者として

突き放すのではなく、彼らの姿に自己を見出さな

ければならないのではないか。」（「『バナナ・ボー

ト』狂想曲」『沖縄からの報告 48』2014 年 2 月号。

『沖縄、脱植民地への胎動』未来社、2014 年 8 月

刊に収録） 
崔南善（1890～1957 年）は李光洙と並び称せら

れる朝鮮近代文学の開拓者である。東京府立第一

中学校、早稲田大学地理歴史科に留学し、3.1 独

立宣言の起草を任せられる。逮捕を経て 21 年に仮

釈放された後、言論活動や民俗学・歴史学の研究

に携わる。その後、朝鮮総督府の朝鮮史編修会の

委員、朝鮮総督府中枢院の参議、満州国に建設さ

れた建国大学の教授を歴任。世間はこのような崔

南善を非難し、抵抗詩人である韓龍雲からは「崔

南善という人は、私の中ではもう亡くなった人だ」

とまで言われたという。解放後の 1949 年、反民族

行為処罰法により処罰を受ける。 
彼は、1927 年に、天から下った桓雄と壇君に代

表される「不咸（불함）文化」＝檀君シャーマン

論を論じる（『朝鮮と朝鮮民族』第一集）。北東ア

ジアのシャーマニズムに共通すると思われた世界

観、「天」や「日の神」を朝鮮古来の「白」の概念

と結び付けようとしたことが、この論考の要点と

なっている。つまり朝鮮民族の起源を探りつつあ
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ると同時に、それが日本や琉球も含めた一つの文

化圏と観念され、日本の「神道」に彼の文化論は

密かに「浸潤」しようとしたのである。彼の文化

論は朝鮮文化の普遍性を主張するものであったか

ら、結局はその普遍性ゆえに「日鮮同祖論」的な

地点に着地してしまう性格のものであったと言え

るだろう。朝鮮文化の普遍性や過去の栄光を主張

することが、いつの間にか日本帝国主義によって

「横領」されてしまう状況、すなわち抵抗しつつ

同調し、同調しつつ抵抗するようなあり方こそが

崔南善が生きた植民地状況の悲劇の根幹をなして

いたと言えるだろう。 
朝鮮では「日鮮同祖論」をはじめ、日本を中心

とした観念は、8.15 解放とともに払拭されるが、

南朝鮮地域に限っては米軍占領の下で、政界では

日帝時代の親日派、民族反逆者たちが多数を占め

る。戦後、沖縄でも米軍占領という同じような条

件であったにも関わらず、この地では長きに渡り

「日琉同祖論」を払拭できないでいる。「隷従の自

発性」とでもいうような状況が続いている。1930
年代までの琉球救国運動を解明しようとした後田

多厚の研究を一層深め、琉球・沖縄における「日

琉同祖論」「同化政策」を批判した抗日運動（民族

自決）の系譜（当時から現在までを繋ぐ）を発掘・

解明することにより、未発の可能性を明らかにす

ることが重要だと思う。 
 
5）沖縄・朝鮮の未来構想 

本書の著者は「日琉同祖論」に基づく「琉球処

分」観や「祖国復帰」論、「民族統一」論には批判

的である。しかし、ナショナリズムや「琉球独立

論」とは一線を画しているようである。それでは

著者は、琉球・沖縄の歴史、現状を踏まえて、未

来をどのように展望しているのだろうか？ 
現在、「沖縄独立論」をめぐる論争が盛んである。

新川明は、沖縄の思想的自立を促す「反復帰論」

をいち早く主張したが、現在は「独立論」へと論

点が移っており、その内実については、「『独立』

を目的化し、その達成をもって完結するのではな

く、どのような国＝共同体にすべきかを不断に問

い直していくことの大切さを問うているのである。

『ナショナリズム』と『独立』問題を考えるとき、

肝に銘じておくべきことであろう」（『うるまネシ

ア』第 17 号）と指摘している。新城郁夫は、新川

明の“変化”に疑問を呈している。「私が考える〔日

本国家からの－引用者〕離脱は国家システムから

の離脱であって、独立論とは異なる。逆に私は、

生存権の更新とその実践の場たる沖縄の変革のた

めには、琉球民族主体の国家独立という選択は、

真っ先に排除されるべきと考える。…民族主義（ナ

ショナリズム）の評価の違いが、私の新川氏への

違和の核心にある…歴史的政治的に見て、ナショ

ナリズムは、その起爆性において当の民族にさえ

制御不可能な暴力となる」（『けーし風』第 80 号）

というのである。これに対して松島泰勝は、「新城

氏が考える『国家システム』からの離脱とは、す

べての国家的存在を否定するという、観念的な無

政府主義であろう。しかしそのような思想的営為

は、琉球が日本の植民地であるという現実を少し

も変えるものではない。日本国から分離独立する

ことが琉球の脱植民地化、脱軍事基地化の最も有

効な手段の一つである…ナショナリズムが制御不

可能な暴力にならずに、脱植民地化の動力となる

『国家なきナショナリズム』、『マイノリティ・ナ

ショナリズム』というナショナリズムがあること

に理解が及んでいない」（『うるまネシア』第 17
号）と批判する。 

「琉球独立論」をめぐる論争では、「民族主義」

（ナショナリズム）、「独立」の両義性が焦点とな

っている。この問題を朝鮮の統一問題と関連して

述べてみたい。朝鮮統一問題における南北当局お

よび在日朝鮮人の合意として、2000 年「6・15 共

同宣言」、2007 年「10・4 宣言」（「南北関係発展と

平和繁栄のための宣言」）、2006 年「総聯、民団 5・
17 共同宣言」を挙げることができよう。6・15 共

同宣言は、「過程としての統一」（漸進的・段階的

統一）を合意し、国内外の民間が参与する官民合

作の統一運動（6・15 南北共同宣言実践民族共同

委員会）が実施されるようになった。10・4 宣言

は、6・15 共同宣言の具体的な実践方途を明示し

た。また、5・17 共同宣言は、総聯と民団が 6・15
南北共同宣言実践民族共同委員会へ加入すること

を合意した。これらの宣言を実践することは、統

一への新しい道を切り開くことにつながるであろ

う。居住地や国籍・使用言語の多様な海外同胞が

連帯の一角としてのネットワークを構築し、主体
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的に統一運動に参与する過程を通じて構成される

統一国家は、おそらく従来の「国民国家」では推

し量れない内容を伴うであろうと思う。民族的で

ありながら且つ多文化的な存在なのである。 
正式合意のない西海上不可侵ライン間で、延坪

島を含む領域の所属をめぐりこれまで繰り返し衝

突が生じたが、南北両首脳が署名した 10・4 宣言

により、西海に平和協力特別地帯を設定して、共

通の漁業・観光区域とすることが合意された。し

かし、2008 年以降、南北宣言に否定的な韓国大統

領が出現してからは、哨戒艦沈没や延坪島砲撃の

問題が生じている。南北対立の中で、西海のどこ

に線を引くかが問題ではないのではないか。東ア

ジアと連動する朝鮮半島の問題を考えるうえで、

国境や空間をとらえる際、線ではなくエリアの重

要性が問われている。 
「植民地近代」論者は、従来、ナショナリズム

側が「近代」や「民族」を自己完結的に絶対化し

てきたと批判するが、実は、彼ら自身がそれらを

一つの完結した閉鎖論理をもつものとして暗黙的

に上程している。しかし、もともと近代や民族主

義が、正負の両側面をもつのは自明のことではな

いか。その内的矛盾のなかで、自己発展と止揚の

過程を歩んできたのである。「近代」「民族」を超

えるには、ナショナリズムを批判していれば事足

りるというものではない。そのような言説は「ナ

ショナリズム」ではなく、「抵抗」を無力化する力

としてのみ作用するであろう。帝国主義化したナ

ショナリズムと抵抗ナショナリズムとを同じには

できないのである。「両非論」の一般化は歴史の事

実をねじ曲げてはじめて成立するのだ。実際、近

代性の包摂性を重視するこうした研究の進展が、

「植民地の近代化に貢献した日本」という構図を

描こうとする日本や韓国の歴史修正主義によって

「つまみ食い」されている。 
また、そういう状況への批判的な省察とともに、

実質的な解決を担う展望や対案の創出がともなわ

なければならない。その場合、朝鮮問題において

は中間項として、冷戦の克服と不可分に関係する

朝米関係および朝日関係の改善、南北分断の克服

をあげることに異論はないと思う。 

本書で示されたように、琉球・沖縄の日本への

同化志向と異化志向が混在するジレンマは長く続

いている。そのような中で、自立・独立論は沖縄

の歴史に伏流水のように流れていた。とりわけ安

倍政権になってから、日本の国家権力の暴力性が

白日の下に可視化され、その結果、沖縄の自立、

独立の議論が日常的に語られる状況が生まれてい

る。 
第二次世界大戦後、世界各地で独立の要求が高

まり、冷戦終結後には世界の自主化、多極化が趨

勢となっている。沖縄の歴史と現状を世界の情勢

に照らし合わせた場合、沖縄の自立・独立は至極

当然の要求なのだと思う。沖縄の自立・独立を語

ることは、日本国がもっている抑圧の体制を問い、

対等な関係を築くためであろう。それをナショナ

リズム＝排外主義という視点から批判することは、

ナショナリズムの概念を狭め、結果的にはマジョ

リティによる抑圧につながってしまうのではない

か。沖縄の自立・独立の要求、それをどのような

将来構想として描くことができるのかが問われて

いると思う。 
朝鮮半島であれ、沖縄であれ、どのように未来

構想を描き、それを実現する過程を通じてこそ、

われわれは国民国家をも相対化していく東アジア

世界の構築へとつながっていくのではないか。本

書の著者に、ぜひこの点についてお聞きしたいも

のである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
表：『高宗実録』に収録された保護条約批判の上疏文（1905 年 11 月 18 日～翌年 6 月 17 日まで 73 件）  
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  先行

条約 

議政

府 

中枢

院 

首席

大臣 

正式

会議 

裁可 強制 関係

者処

罰 

外国

無効

通告 

無効

宣言 

高宗

批判 

自己

批判 

11/18 法部大臣李夏栄            ○ 

 
農商工部大臣権

重顕 
           ○ 

11/19 
宮内府特進官李

根命 
       ○     

11/20 秘書監卿李愚冤             

11/21 正二品朴箕陽    ○  ○ ○ ○  ○   

 
社稷署提調朴鳳

柱 
       ○ ○    

11/23 原任議政趙秉世      ○  ○     

 
中枢院議長閔種

黙等 
  ○     ○     

 
前秘書院丞尹斗

炳 
       ○     

11/24 
太医院都提調李

根命 
       ○     

 
議政府参賛李相

卨 
      ○ ○     

11/25 
農商工部大臣権

重顕 
 ○  ○ ○ ○  ○     

 従一品李裕承      ○  ○     

 従二品朴斉斌 ○       ○     

 
学部編輯局長李

鍾泰 
       ○     

 秘書監郎鄭鴻錫        ○     

 
法官養成所教官

丁明燮等 
       ○  ○   

 
前秘書院丞尹斗

炳 
       ○  ○   

 
奎章閣直閣申性

均 
○       ○     

 前侍読姜遠馨      ○ ○ ○ ○    

 法部主事安秉瓉    ○  ○  ○ ○  ○  

11/26 
宮内府特進官趙

秉世等 
   ○  ○  ○ ○    

 
判敦寧司事趙秉

式 
  ○   ○  ○     

11/26 正三品洪祐晳 
 

 
     ○ ○ ○    
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 正三品安鍾和      ○  ○     

 
奎章閣学士李容

泰 
   ○  ○  ○ ○    

 
侍講院侍読朴斉

璜 
     ○ ○    ○  

 正三品尹秉綬      ○ ○ ○  ○   

 
中枢院賛議閔泳

奎 
           ○ 

11/27 
宮内府特進官趙

秉世等 
     ○ ○ ○ ○    

 従一品李根秀        ○  ○ ○  

 
中枢院賛議洪淳

馨 
  ○   ○  ○  ○   

 
表勲院総裁朴定

陽 
     ○  ○   ○  

 臣崔在学 ○     ○ ○ ○     

 
前秘書院丞李渭

来 
     ○  ○  ○   

11/28 
秘書監卿李愚冤

等 
            

 
侍従武官長閔泳

煥等（２回） 
       ○   ○  

 
秘書監丞李明翔

等 
            

 
判敦寧司事趙秉

式等 
  ○   ○ ○ ○     

 従一品金宗漢      ○  ○  ○ ○  

 
成均館教授李商

永等 
     ○  ○  ○   

 
前内部主事盧鳳

洙 
       ○   ○  

11/29 臣崔益鉉 ○   ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

11/30 
領敦寧司事沈舜

澤等 
       ○ ○  ○  

 従二品李南珪       ○ ○ ○    

12/1 

領敦寧司事沈舜

澤特進官趙秉世

特進官李根命等 

       ○   ○  

 
外部大臣署理協

辦尹致昊 
       ○     

12/2 
宮内府特進官李

根命 
       ○  ○ ○  
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従一品李容稙・趙

秉世遺疏 
       ○ ○ ○   

12/3 
判敦寧司事趙秉

式 
       ○   ○  

12/5 
宮内府特進官李

根命 
       ○     

 臣郭鍾錫      ○ ○ ○ ○    

 臣宋秉璿 ○     ○ ○ ○     

12/7 
領敦寧司事沈舜

澤 
       ○     

 
宮内府特進官李

根命 
       ○  ○   

 臣田愚      ○  ○     

12/8 侍従院卿閔泳微        ○     

 
外交交渉局長李

始栄 
            

12/14 臣郭鍾錫           ○  

12/16 前参賛郭鍾錫           ○  

 「五大臣上疏文」  ○ ○          

12/18 正二品尹容植      ○ ○ ○     

12/20 臣宋秉璿        ○  ○   

12/31 
忠清南道観察使

李道宰 
○          ○  

1/2 臣郭鍾錫        ○  ○   

1/5 前主事呉炳序等             

1/18 臣宋秉璿        ○     

1/23 従一品金奭鎮    ○  ○ ○ ○  ○ ○  

2/2 宋秉璿遺疏        ○  ○   

2/12 
咸鏡南道観察使

申箕善 
            

2/18 従二品宋秉瓚          ○   

6/17 臣李偰           ○  

 
（KANG SEONG EUN・朝鮮大学校） 

 

 


