
西学による万国認識の変容と東アジア国際秩序－思想連鎖の視角から－ 

                      山室信一（京都大学人文科学研究所） 

 

はじめに－思想連鎖という視角について 

人文・社会科学という分野において東アジア世界における西学の受容史を捉えようと

するとき、それが西洋の学知として単なる知識の体系という以上に、いかに人間観や世

界観さらには眼前の国際秩序について、全く異なる次元の認識をもたらし、一大転換を

促したのかが問題となる。そうであるがゆえに、西学を排除するか、無視するか、積極

的に受容するか、という対応は韓国（以下、歴史的名辞として朝鮮とする）・中国・日

本のそれぞれの政治社会において大きく異なっていた。そこには従来の学知との衝突と

いう問題があり、その衝撃の度合いの違いのなかに、それぞれの政治社会において学知

がもった意味と存在様式が逆照射されて浮かび上がってくるとも言えるのである。 

そうした受容の相違のあり方を前提としながら、私が重視したいのは、西学がもたら

した世界観の転換を象徴的に示す「万国」という観念が、第１にどのような学知の分野

を通じて導入されることになったのか、第２にその「万国」観念の導入によって東アジ

アさらには世界についての認識の変化が生じていったのか、そして第３にその「万国」

観念が東アジア世界の国際秩序をどのように変えていく契機となったのか、という課題

である。 

この課題に対して、私は思想連鎖という作業仮説を提示してみたい。この思想連鎖と

いう視角は、第１の次元の課題として「万国」という観念が、万国図から万国史へさら

に万国法へと繋がりながら変化していったのかを跡づけるという「万国」という観念を

めぐる思想的繋がりや転回を問題とする、いわば思想内部の連鎖に焦点を当てるもので

ある。しかし、それ以上に重要なことは、第２の次元の課題として、万国図、万国史、

万国法それぞれが西洋（＝欧米）から中国や日本にいかに継受され、さらに東アジア世

界においてどのように伝播されたことによって国際関係を変容させていったという問

題に焦点を当てることである。要約すれば、報告において提起する「万国」認識の思想

連鎖とは、万国図から万国史へ、さらに万国法へと繋がる思想連鎖であるとともに、そ

れらが朝鮮・中国・日本の間における相互交渉と相互規定の連鎖の過程をも明らかにし

ようとするものである。 

１． 西学と洋学－２つの知の回路 

 ここで西学の受容を問題にするにあたって、まず整理しておかなければならないこと

は、どのような回路を通じてもたらされた学知を西学と呼ぶのかという点である。中国

の場合であれば、一六世紀末から主としてポルトガル、スペイン、イタリア、フランス

などのイエズス会系宣教師を通じて、さらにその後はイギリス、アメリカなどのプロテ

スタント諸派の宣教師によって漢訳または漢文によって伝えられた諸学問であると概

括できるであろう。朝鮮の場合は、それらを明末以降の明天使、赴京使、燕行使などの
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使節団団員が収集し、招来したものとみなすことができる。日本の場合も、中国の西学

書を通商関係にあった中国やオランダの商人から、長崎で「書物改め」による検閲を経

て許可され輸入されたものと、ひとまずは規定できる。 

 ただ、日本では 1549 年にイエズス会宣教師フランシスコ・ザビエル（F.Xaver）が鹿

児島に到着して以来、100 人以上の宣教師が来日して教育・出版活動をおこない、「南

蛮学」と称される学知の体系を伝えており、後に述べるマテオ・リッチなどの書籍や地

図なども、この宣教師のルートを通じて日本にもたらされたものであった。その意味で

は中国の西学と日本の南蛮学とは当初、重なるものであったとも言える。しかしながら、

日本ではキリスト教を邪宗とみた豊臣秀吉によるバテレン（キリスト教宣教師）追放令

が出され、更に徳川幕府においては 1612 年のキリスト教禁教令によってキリスト教信

仰が徹底して禁じられた結果、宣教師によって西洋の学術が直接に日本にもたらされる

ことはなくなった。 

しかしながら、オランダ語に翻訳されたキリスト教布教に関係ない西洋の学術は、通

商関係にあったオランダを通じて輸入され、蘭学として学ばれていった。つまり、日本

の場合は、中国からの西学以外にも直接に西洋から学術を導入する回路が存在していた

のである。そのため、これまでの日本の科学史・学術史研究においては、長い間、江戸

時代の西洋学術としては蘭学が研究対象の中心となってきており、西学研究はやっと緒

についたばかりであるというのが実情である。 

 このキリスト教追放と蘭学の採用とが一体となった政策が採られたのは、自然科学と

しての蘭学による知識や技術が政治体制の正統性に直接には関係しないと見られただ

けでなく、例えば天文学や水利学などは政治支配にとって極めて有効性をもっていたた

めに、その宗教的背景にも拘わらず、積極的に採用される側面をもっていたためであっ

た。そうした事情は中国でも同様であり、明清時代にはそれが正確で有用であると見な

されればイスラーム教やキリスト教に拠る暦や地図の作成も排斥されなかったどころ

か積極的に採用されたのである。日本においても、キリスト教の教義そのものは唯一神

を信仰するために君主統治を否定することに繋がるとして厳しく排斥されたものの、最

新の西洋の知識や技術をもたらす学知や器物を南蛮学や蘭学として受容することは否

定されなかった。もちろん、その輸入に際しては、厳しい検閲が行われたし、その流通

範囲も限られたものではあったが、18 世紀に入ると将軍徳川吉宗が蘭学を奨励したこ

ともあって地域を統治していた藩主の中には「蘭癖」と称されるほどに自ら蘭学に熱中

し、著作を出す大名さえ少なくなかったのである。 

その点では、1790 年代の珍山事件を契機とした史館や弘文館所蔵の西学書の焼却か

ら 1801 年の辛酉教獄以降、熾烈を極めたキリスト教信仰に対する迫害のなかでキリス

ト教(＝西教)と邪学(＝西学)とが同視され、代わって朱子学者の李恒老を筆頭にして西

教と西学を排斥する「衛正排邪」論が 19 世紀後半まで有力であった朝鮮とは異なって

いた。日本においては徳川幕府によって正学とされた朱子学でさえ、17 世紀に本格的
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に受容されたものであり、日本固有の拘泥すべき学知が存在しなかったことも蘭学の受

容に抵抗が少ない要因となっていたのである。なお、中国で漢訳された西学は、漢文に

通じながら欧米の言語を読めない読書人層が残っていた 1890 年代まで日本に輸入され

ており、ほぼ３世紀続いたことになる。 

２． 万国図から万国史へ－中華の相対化 

 さて、西学によって中国にもたらされた世界図としては、1602 年に作成された利瑪

竇（Matteo Ricci）の「坤輿万国全図」が極めて重要な意義をもっている。そこには中

国以外に多数の国家が存在することが視覚化されていたからである。もちろん、中国に

も文明の中心である中国＝中華を頂点として、四方に蛮夷が広がっているという天下観

＝中華世界観があったし、『山海経』などの空想的世界書では中国以外に国家や人種が

存在することにはなってはいた。しかし、それは中華としての中国の外部には人獣半ば

の民族が住んでいることを示すものであり、中華と四夷とを区別する「華夷内外の弁」

を強調するものであった。 

 これに対して「坤輿万国全図」は、中国人自らが知り得ていた中国周辺のより正確な

地形が図示されていただけでなく、観念として知っていた大西洋＝ヨーロッパの地形が

明確に示されていたことによって、中華に朝貢している国以外の多数の国家が存在して

いるとの認識を迫るものであった。さらに、この万国図に附された解説文によって世界

が球体であることが明示されたが、これは中国に支配的であった「天円地方」説、すな

わち天体は半球で大地は四辺形をしていて不動のものであるという宇宙観に、まさにコ

ペルニクス的転回を迫るものであった。当然のことながら、利瑪竇らがこの万国図を中

国人に知らしめようとしたのも、ヨーロッパとの交易などにおいて自らの典礼を強要す

る中国の華夷秩序観やそれに基づいた冊封・朝貢（宗藩関係）体制の変更を要求する意

図を含んでいたものと考えられる。そうした意図がどれほど認識されていたのかは不明

だが、何よりもそれが中華を全体のなかの一部分として描いたことによって、自らの帝

国を中心として文明が無限に広がっていくという世界観としての天下思想や他の民族

を夷＝獣類とみなして国交や通商を恩恵として認めるという華夷思想とは相容れない

世界観を示すものであった。そのため、徐光啓や李之藻などの一部の人々に受け入れら

れた以外は、中国では広く浸透することはなく、中華民国期の地理教科書においても「天

円地方」説は誤りであり、世界は球体であることが強調されなければならなかったので

ある。 

 他方、「坤輿万国全図」は、作成後すぐに日本へ送られたが、日本ではそれ以前に地

球儀が輸入されていただけでなく、南蛮屏風図の中にポルトガルなどから舶載された世

界地図を拡大・模写した図柄や世界地図をデザイン化した図柄の屏風絵などが作成され

て普及していたこともあって、より正確な万国図として尊重されたとしても、それ自体

が世界観の転換を迫るものではなかった。ただ、この万国図は日本人の地図作成の前提

となり、その後、より新たな地理的情報がもたらされるとそれを取り入れた長久保赤水
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らによって補訂を加えられた万国図が作られて市販されており、限られた範囲ではあれ

一般市民もその世界像を共有していた。さらに蘭学者の平賀源内が考案した陶器では、

ユーラシア大陸や南北アメリカ大陸が最新の世界図をデザインした絵皿が「万国地図

皿」として作られ、人気を博していたのである。 

 これに対して、思想の次元に視点を当てれば、地球球体説は中国を中華として尊崇し

ていた儒学者にとっても大きな衝撃を与えることになった。すなわち、地球が球体であ

るとすれば、中国を世界の中心とみることはできないはずであり、日本もまた「中国」

となりうると主張する山鹿素行の『中朝事実』（1669 年）が著されるなど、それまで

の儒者の中国崇拝に反対して日本を中華とする思想が現れるなど、中華＝中国であると

の見方を相対化することが可能となったからである。 

 このような中華観の転換は、自らを小中華と称していた朝鮮においても生じた。ただ、

朝鮮においては幾度かの教獄のなかで西学書が焼かれたため、万国図がどの程度、流布

し、いかなる影響を与えたかを判断することは困難である。現在、『韓国所蔵中国漢籍

総目』を引くかぎり、地理類としては南懐仁(F.Verbiest)の『坤輿図説』と『坤輿全図』

だけが写本として現存しているが、利瑪竇の「坤輿万国全図」やそれを増補した艾儒略

(G.Aleni)の『職方外紀』(1623 年)なども朝鮮に入っていたことは確実である。そのな

かで、例えば丁若鏞や自ら渾天儀を製作して天体観測をおこなっていた洪大容は東西南

北の中心を中国というのなら、どこであれ中国でない所はなく、ことさらに中華と東国

（朝鮮）を区別すべきではないとして「均是正界」説を唱えた。また、『職方外紀』な

ど西学書 30 余種を読んでいた李瀷なども地球説を受け入れて中国も大地の一部に過ぎ

ないとして全ての国の独自性を認めていた。さらに、朴趾源は万民に利益をもたらすも

のであれば、それが西洋から生まれたものであれ積極的に採用すべきだとして地動説も

摂取していたといわれるように、中華的天下観から離れて自国を万国の一部として位置

づける考えも現れてきたのである。 

 このように世界に万国が存在するという認識は、多元的な国家観とその文化的価値の

相対化と結びついたが、次なる課題は、それではその万国の一国一国がそれぞれいかな

る歴史と実情をもっているのか、について明らかにしていくことであった。もちろん、

その前提には、それらの国々といかに国交や通商を進めていくのかが現実的政策課題と

して浮上してきたという現実的要請もあった。それ以上に、どの国がいかなる国力と軍

事力をもって侵攻してくるのかについて認識しておくことが、危機感や恐怖感を打ち消

し、侵攻に対処する方策の前提として必要視されたのである。欽差大臣であった林則徐

がイギリス人マレイ(Hugh Murray)の『世界地理大全』を『四洲史』(1841 年)として編

訳させたのもイギリスとのアヘン問題をめぐっての抗争に対処するためであった。アヘ

ン戦争後、林則徐はイリ（伊犂）に左遷されたが、その『四洲史』を魏源に与え、それ

を基に魏源が更なる資料を収集して編纂したのが『海国図志』（1843 年）であり、こ

れは最終的に 1852 年に百巻本として完成した。魏源はその編纂の目的として「夷の長
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技を師とし、以て夷を制す」ことを挙げて、西洋の先進技術を学ぶことで西洋の侵略を

制御するという西学受容の論理を表明していた。この受容論理は、攘夷思想を唱えてい

た日本や朝鮮にとっても重要な示唆となり、その後、精神的なものは自国のものにあく

まで固執するものの、先進技術については西洋から学ぶというスタンスが生まれていく

こととなった。中国における中体西用論、朝鮮における東道西器論、日本の和魂洋才論

などは、けっして西学排斥論ではなく、西学受容をいかに正当化するかについての論拠

として掲げられたのである。 

こうして、大きな影響力をもった魏源の『海国図志』とともに重要な意味をもったの

畬が徐継 の『瀛環志略』（1849 年）であったが、その 畬徐継 が 1863 年、西太后によっ

て総理各国事務衙門大臣となり、外交文書の翻訳や西学書の刊行に携わる同文館の運営

を担当したように万国史編纂は、外交の実務においても重要な意義をもっていたのであ

る。そして、外交についての思想も、それまで西洋との交際や通商が蛮夷との交渉であ

る「夷務」と見なされていたものが、よりニュートラルな「洋務」に転じ、西洋文物の

輸入・製造が国家的事業の一環としての洋務運動として展開されていくことになった。 

日本においても『海国図志』と『瀛環志略』は、翻刻や和訳が次々におこなわれ、吉

田松陰や佐久間象山、横井小楠らに多大な衝撃を与え、攘夷論から開国論へと転換させ

る重要な契機となった。いや、正確に言えば、吉田松陰や佐久間象山、横井小楠らは『海

国図志』と『瀛環志略』を読むことによって、自らの視野を拡大し、思想を展開してい

ったのである。こうした万国史が普及するとともに、次の段階においては最新でより詳

細な各国史が要求されることになり、中国在住の宣教師であった慕維廉(W. Muirhead)

の『地理全志』・『大英国志』、褘理哲(R.Q. Way)の『地球説略』などの西学書が次々

と日本に輸入され、翻刻や写本によって競って読まれることになった。その中でもアメ

リカの歴史について叙述した裨治文（E.G.Bridgman）『聯邦史略』（1848 年）は、連

邦制や大統領制そして憲法による議会政治のあり方を知るうえで重要な意義をもった。

徳川幕藩体制下において藩の連合体としての国家構想や大名の合議制などが提唱され、

さらに明治維新の翌年 1868 年に日本最初の近代的憲法の嚆矢といわれる「政体書」に

おいて三権分立制が採用されたのも、『聯邦史略』などの西学書から得た知識によるも

のであった。もちろん、同時期には蘭学とともに、英語やフランス語、ドイツ語などの

著作からの翻訳が、幕府の外交文書翻訳機関であった蕃書調書（洋学所、洋学調所、開

成所などを経て東京大学へと発展）などによって訳出されており、西学と洋学（蘭学）

とが両輪となって日本の体制改革のための知識を提供していったのである。 

 そして、ここで看過してならないのは、万国史が各国史として次第に国家ごとの違い

を明らかにしていくとともに、世界には各地域や国家が単に同等に並立するのではなく、

社会発展の度合いが異なっていることが強調されていった点である。これはそもそも欧

米において文化人類学的知見が集積されるなかで、人類は神によって平等に造られたに

も拘わらず、人種や地域の違いによって文明発達において段階差をもつという文明史へ
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と万国史が転回していったことに伴うものであった。同時に、この文明史は欧米を見習

った改革を進めることによって野蛮から未開へ、未開から文明へと進化していくことが

できると説くことによって欧米化＝文明化＝近代化という図式を与えるものでもあっ

た。日本はこの図式をいち早く取り入れることによって、中国や日本を未開とみなすと

ともに、朝鮮やヴェトナムなどを野蛮に位置づけていった。それはまた中国を中心とし

て存在していた序列的な華夷秩序観念を覆したはずの万国史の理解を経て、再び日本が

華夷秩序観念に立ち返ることを意味するものでもあった。 

３． 万国法と東アジア国際秩序の再編成  

 このように世界には様々な国家や民族が存在することを前提としたとき、次に問題と

なるのは、それでは多様な文化をもつ国家や民族が、いかにして交渉し、交流していく

のかという問題であった。そのとき、欧米にとって外交関係の基軸となっていたのは、

主権国家平等・内政不干渉などの原則に立つ国家関係としてのウエストファリア体制で

あった。この体制原理に立つ限り、国土や人口の大小に拘わらず、主権国家は権利とし

て対等であり、キリスト教国家間ではその原理は尊重されていた。日本がこの国家間関

係を法理化した国際法を万国に通じる公道であり、公法であるとして受容しようとした

のは、先ずは開国を迫ったこれら欧米諸国との対等性を要求するためでもあった。 

 そして、この国際法が万国公法と呼ばれたことからも明らかなように、日本が国際法

観念を受け入れるに当たって決定的な役割を果たしたのが、丁韙良(W.A.P. Martin)が

H. Wheaton, Elements of International Law を漢訳した『万国公法』（1865 年）であ

った。この『万国公法』は、日本で同じ年には開成所で翻刻版が出され、さらに各藩で

も翻刻や和訳がおこなわれることによって普及していった。丁韙良による漢訳は、万国

公法という訳題に示されているように、国際法を実定法や慣習法の体系として説明する

のではなく、儒学者にも受け入れられるようにそれを「天下の公道」、「万国公道」と

しての自然法＝性法の側面を強調することによって法と倫理を重ねて提示し、中国への

導入を図ったものであったと解釈されてきた。もちろん、そのことを否定することはで

きないが、他方で中国の側でも国際法によって外交関係を処理しようとしていたことを

無視することはできない。すなわち、実際に通商・外交関係が始まれば否応なく衝突や

抗争が生じ、それにいかに対処していくべきかが実務上避け得ない課題となってきてい

たからである。事実、1839 年、広東におけるアヘン問題に苦慮していた林則徐は、ア

メリカ人医師パーカー(P. Parker)にヴァッテル(E.de Vattel)の『国際法(Le Droit des 

Gens)の翻訳を依頼したが、その箇所は禁制品輸入措置や没収する権利に関するもので

あった。林がアヘンを禁制品に指定し、イギリスのヴィクトリア女王にアヘン輸出禁止

を求めたのは、こうした国際法の知識に基づいたものであり、この要請が拒絶された結

果、林はヴァッテルの『国際法』に示された次なる手続きとしての報復措置である武力

に訴えたのである。けっして、丁韙良の『万国公法』が刊行されるまで国際法が無視さ

れていたわけではなかった。ただ、にもかかわらず、中国においては万国公法が浸透し
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ていったわけではなかった。中国では外交は、あくまで皇帝が臣下の礼を取るものに対

して恩恵として許可するものであるという観念が根強く、あらゆる国家が対等であるこ

とを前提とした国際観念などは妄論であるとしか考えられなかったからである。 

 他方、日本では幕末から明治時代まで国際法が小学校から成人向けの教育において積

極的に教え込まれ、大学でも重点的に研究が進められた。それではなぜ、東アジア世界

において日本だけが他国に先駆けて万国公法を積極的に受容しようとしたのであろう

か。まず、あらゆる国家が対等であるという国際観念が、中国の華夷秩序や冊封・朝貢

（宗藩関係）体制から自らを切り離していた日本にとっては、中国との関係を新たな形

で編制していくための有効な方策であると考えられたことが挙げられる。次に、国際法

体系を性法＝自然法として捉える見方が、「天下の公道」という朱子学的な普遍思想と

結びつき、欧米に対しても国際法に依拠することで独立や人権保障を要求できるとの理

解があったからである。そこでは、中国に対しても欧米に対しても自らを小国と認識し

たうえで国際法に訴えることで対等な関係を築けるとの願望に近い理解がなされたの

である。侵略してくる他者が依拠しているものを、取って返して自らの主張の正当性根

拠とするために万国公法が受け入れられたのである。さらに、国内的要因としては、第

１に、徳川幕府の下で国民的感情として浸透していた排外的な攘夷思想を抑え、新政権

が進める外国との国交拡大のための支持調達を行う必要があったことが重要な理由と

して挙げられる。第２に、徳川幕府から明治政府への政権交代のなかで、幕府が締結し

た不平等条約を明治政府が改正することを国家目標に掲げることによって、前政権を否

定し、その誤りを正すことで新政権の正当性根拠とすることができたのである。そして

第３に、新政権が採る諸政策が先進的世界で通用している万国公法に則した改革である

と主張することによって、反対意見を排斥することができたことも政治的には重要であ

った。明治天皇が新たな国家の目標として掲げた「五箇条の誓文」でも「旧来の陋習を

破り天地の公道に基づくべし」と謳ったが、この「天地の公道」も万国公法に他ならな

かったのである。このように日本が万国公法を積極的に摂取したのは、攘夷と開国の矛

盾を打開し、植民地化の危機を回避することよって政権の正統性確保ためであった。 

 こうして日本は万国公法を内政・外交の手段として最大限に利用したが、それは欧米

が国際法を便宜的に用いていたことを学んだためでもあった。岩倉具視や木戸孝允など

がプロイセンの鉄血宰相ビスマルクに面会して直接に教授されたように、国際法は軍事

力を背景にして初めて意味をもつだけでなく、軍事力の前では国際法も沈黙させられる

ものであることを前提に、いかに国際交渉や国内統治の手段として駆使するのかが政治

家の手腕と見なされていたのである。国際法はその正理によって弱国の「防禦の具」と

なりうるとともに、万国が軍事力にとって対峙する情勢のなかでは木戸孝允がいみじく

も述べたように、強国が「弱国を奪う具」でもあった。そして、日本は、東アジア世界

において国際法を「弱国を奪う具」として使うこと、そしてそれによって中国を中核と

して存在してきた冊封・朝貢体制を再編成するための道具として使うことに意義を見出
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していった。そこには文明国標準を取る国際法体系において文明国は野蛮ないし未開の

国家に対しては、関税自主権や領事裁判権を認めさせることができるだけでなく、保護

国化したり、無主地として領有することによって欧米が植民地化を推進してきたという

先例があった。万国史において認識されてきた文明・未開・野蛮という区別は、万国法

においてはそもそもの原理であったはずの主権国家としての対等性を否定する原理と

して機能することになったのである。それを容認させるに当たっては、国際関係が何よ

りも弱肉強食の世界であり、勢力均衡（バランス・オブ・パワー）によって秩序が維持

されているという現実があったことも否定できない。 

 そして、東アジアにおける冊封・朝貢体制を再編成するために先ず問題となったのが、

屛清朝にとって最も重要な藩 と目されていた朝鮮を一個の外交権をもつ国家として「独

立」させることであった。日本は中国と国際法に従って 1871 年に最初の対等な国交条

約として日清修好条規を締結したが、それは中国と日本が対等である以上、朝鮮と日本

もまた対等な国交関係を結ぶことが可能であるとの前提を確立するためであった。それ

を受けて、日本が朝鮮と結んだ 1876 年の日朝修好条規では「朝鮮国は自主の邦にして、 

日本国と平等の権を保有せり」と対等な関係を謳いながら、その内実においては日本に

よる領事裁判権の承認や付属の通商章程における無関税特権の獲得などの不平等条約

を強制したのである。この交渉に当たって花房義質
よしもと

は西学書である『万国公法』を朝鮮

に与えて自らの主張の根拠にしたと言い、そこで『万国公法』が朝鮮に初めて招来され

たという説があるが、それ以前にもたらされていた可能性は当然にある。 

 いずれにしても、日朝修好条規では「朝鮮国は自主の邦」であることを規定していた

が、ここにおける「自主」とは言うまでもなく、中国からの自主を意味していた。しか

しながら、中国と朝鮮の間には冊封を受けた国家には外交自主権がなく、あくまで中国

が外交権を指導するとの理解がなされていた。このため、日本が朝鮮に全面的に支配権

を及ぼすためには、朝鮮が外交的に「独立」していることが条件となった。 

 日本と中国の戦争であった日清（日中甲午）戦争の講和条約である下関（馬関）条約

が、その第１条において「清国は朝鮮国の完全無欠なる独立自主の国たることを確認す。

因て右独立自主を損害すべき朝鮮国より清国に対する貢献典礼等は将来全く之を廃止

すへし」として、第三者であったはずの朝鮮が完全無欠の独立自主国であることをわざ

わざ確認し、朝鮮が冊封・朝貢秩序から完全に離脱することを宣言したのも、万国公法

＝国際法による冊封・朝貢体制の打破とそれによる日本を中心とした東アジア国際秩序

の再編成をめざしためであった。そして、このような国際法に基づく東アジア国際秩序

のあり方は、万国公法を中華世界に浸透させようとした丁韙良ら宣教師の意図とも、ま

たイギリス、アメリカ、フランスなどの外交方針とも合致するものでもあったため、日

清戦争においてこれら諸国は日本を支持する側に立ったのである。 
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 しかしながら、福沢諭吉が「文明（＝日本）と野蛮（＝清）の戦争」と呼んだ日清戦

争に勝利したことによって、日本だけが東アジアにおける文明国＝一等国であると誇称

し、東アジアにおいて覇権を唱えることは欧米諸国が望むような事態ではなかった。そ

のため、ロシア・ドイツ・フランスの 3国は下関条約で日本の領有となった遼東半島の

返還を勧告する三国干渉をおこない、中国本土とそれに近接する朝鮮への日本の影響力

を排除する政策を採ったのである。この三国干渉は明治から昭和にかけて日本のオピニ

オン・リーダーであった徳冨蘇峰に「力の福音」を与え、平民主義に基づく産業社会よ

りも軍事国家としての日本へと転換して、膨張主義政策を採ることを叫ばせる契機とな

った。徳冨にとって、東アジアは日本が盟主として統治するための約束された場所とし

て存在するものでしかなくなった。そして、日露戦争の勝利によって朝鮮や南満洲への

日本の統治が及んで行くとともに、日本の権益の拡張はアメリカやイギリスの中国進出

と衝突するに至った。 

ここにおいて、日本は万国公法のもう一つの側面に直面することとなった。それは万

国公法が「天下の公道」としての普遍性を誇りながら、同時それが「文明国標準」主義

に示されていたようにキリスト教文明を基準として文明国と認定されない限りは主権

国家としての対等に扱わなかったことに示されているように、あくまで「欧州の家法」

としての地域性をもつものであるという問題であった。日本が万国公法に従ってその国

際体制に入ろうとしながら、常に黄色人種として疎外されているという意識から逃れら

れなかったのは、そのためでもあった。後に首相となった近衛文麿がベルサイユ国際会

議に対して「英米本位の平和主義を排す」と批判し、日本政府が国際連盟規約に人種差

別撤廃条項を入れようとしたことを経て、国際連盟脱退という孤絶化の道を辿っていっ

たのも、こうした歴史的文脈の中にあった。もちろん、日本が真に人種差別撤廃を追求

する意図があったとすれば、台湾や朝鮮という植民地を解放することから着手すべきで

あったことは言うまでもない。また、国際連盟規約に人種差別撤廃条項を入れようとし

たのも、白色人種を牽制し、南洋群島統治を認めさせるための取引条件であったことも

否定できない。 

ともあれ、韓国を併合して東アジア国際秩序の再編を終えた段階での日本にとって新

たな課題となってきたのが、西欧国際体系への異議申立てという問題であった。すなわ

ち、そもそも国際法はキリスト教国家の地域法に過ぎないものであり、キリスト教国家

でもない日本をはじめとする東アジアの国家がそれに拘束される必要はない、東アジア

地域世界は独自の地域国際法体系を樹立することによって欧米世界と対峙していくこ

とこそアジアの使命である、との主張が起こってきたのである。こうした考えは、1930

年代、満洲国建国によって国際連盟を脱退し、中国との戦争が泥沼化していくなかで却

って強まっていったが、それは単に欧米との抜き差しならない対立という以上にアジア

の中で孤立した結果であったという点で悲劇的なものであった。しかしながら、敗戦に

至るまで、日本の国際法や国際政治学の研究者には、欧米国際法のオルターナティブと
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して東アジアに固有な国際秩序と「東亜国際法」をいかに構成するのかが主要な研究課

題として課せられた。それは万国図の受容からはじまって万国史を研究して欧米を模範

とした国民国家を形成し、万国法によって東アジア世界の再編成をめざした日本が、逆

にその万国法を否定することによって万国から逸脱し、破滅の道を選び取ることをも意

味していたのである。 

 他方、国際法による日本の浸透という事態に直面した朝鮮では、呉爾璽(T.Woolsey)

『公法便覧』(1877 年)、歩倫(J.K.Bluntschli)『公法会通』(1880 年)などの万国公法

を導入することによって「大韓帝国国制」を制定するなど独自の国家形成を進めたもの

の、併合によって万国公法による独立が目的を達することができなかった。また、1907

年の第２回ハーグ国際平和会議に国際法によって日本による保護国化の不当性を訴え

ようとしたが受け入れることはなかった。ここでも国際法は強者の権利の保護にだけ奉

仕したのである。 

おわりに－地域共同体と国際法 

以上、述べてきたように万国の存在を東アジア世界に知らしめることになった西学は、

単に学知として受容されただけではなく、それが東アジア各国に漢訳書として伝播され

たことによって思想連鎖を起こしていった。 

こうした思想連鎖の結果として、朝鮮・中国・日本のそれぞれの政治社会において、

世界観の転換が生じ、さらに東アジア国際秩序の再編成を促すことになっていった。し

かしながら、西学は「見習うべき師表（模範）」であると共に、東アジア世界にとって

はあくまで「排斥すべき異物」としての側面、さらには「侵入してくる外敵」という側

面をもっていたことも否定できない。このような双面性をもつ西学であるだけに、そこ

には受容と排除という相反するスタンスが現れた。その極端な一例が東亜国際法という

考え方でもあったが、そこでも結局、新たな地域国際法を案出することはできなかった。 

 だが、事態を現在に置き換えて考えてみれば、グローバリゼーションが日々進行して

いく中で、民族や文化の固有性や地域世界における秩序がいかにあるべきか、について

の明快な解答を私たちが手にしているわけではないことも事実である。 

確かに、西学によって万国という観念がもたらされたことによって初めて東アジア世

界は、グローバルな世界観をもつこととなった。他方、そうした国際法を生んだヨーロ

ッパにおいては、国家主権を制限し共有することによってＥＵを構成し、国境や民族を

越えて地域世界を統合する政治的共同体を運営している。翻って東アジア世界において

は、経済的関係の深化にも拘わらず、諸国間の政治的関係は軋轢が大きく、地域共同体

を形成するのは様々な障害が横たわっている。いずれにしても、21 世紀において、現

在の国際法原理を全て切り捨てて、東アジアに地域共同体ができると考えることは非現

実的であり、現在の国際法体系の上にアジアからの知見を加えていくことによって国境

を越えた環境汚染や感染症などの諸問題に対処していくことが要請されているのであ

る。 


