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倭寇で何が教えられるか 
 

山本良久(北海道立名寄高校時代） 
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一 研究の概要報告 
１ 研究の具体的経過 
 ここに発表する研究は、私自身が数年来研究し実践してきた民族の課題に迫る世界史教育の自主編成のとり

くみの中から生れたものである。民族の課題に迫るためには世界近現代史こそと考えとりくんできたのだが、

近現代だけの自主編成では駄目だと考えるようになった。この研究報告の実践は１９７１年の秋ごろで、整理

しまとめたのは、７２年の春であった。この報告の前年、本文前がきにのべるような問題意識と同じ立場から、

元寇をとりあげ実践したものがある。実践の部分は当時の普通科２年生（世界史４単位）の２クラスを対象に

行なったもので、それ以前の研究文とともに生徒の感想文とで書きあげたものである。 
 
２ 今次支部、全道教研で論じられた問題と今後の課題 
 
 全道教研に限って紹介すると、分科会の殆んどが小中校の実践に議論が集中した。若干歴教協と教科研社会

科部会の一昨年来の論争がぶり返されそうになったが、現実の社会科に基づいて論議しようということになり、

その線で討論が進んだ。議論が集中した点は、小学校低学年の社会科のあり方で、空知支部（北教組、小学校）

の提出した、民話などの教材を使って、小学生の早いうちから、社会に対する敏感な目を養い、それにつづく

段階で社会認識を深める方式に対して、他の会員から、早期から系統的な社会認識を育てるべきでないかとの

疑問が出されていたが、私としては、小学校低学年では系統性にこだわらず、社会事象を生き生きとした感動

の目でみれる児童を育てるあり方を支持したい。議論としてはあまり出なかったが、地域史を折りこむことに

ついては、数多く出されていたことが強い印象として残った。室蘭から提出されていた、「第二次世界大戦時の

室蘭における中国人強制連行、強制労働の研究」は特に注目される。そこには、戦後日本史の重大な側面に見

通しを与えることが報告されていた。即ち、戦勝国民である中国人の職場、労働条件の改善を求める運動に対

し、占領軍と日本国家権力が弾圧を加えたこと。また、中国人の運動から、室蘭における戦後労働運動が始ま

ったことなどである。全体として北海道における地域史の発掘は進んでいるとの印象を受けた。 
 
２ 職場の教育研究活動その他職場闘争についての報告 
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 本校は、普通科、工業科４（機械科２、電気１、建築１）の計八間口の学校であるため、共通の間題意識で

教育研究が進んでいない。学校として、校内研修日などを年１回設定して行っているが、日常的なものとなっ

ていない。そのときには、指導主事訪間を要請するため、どちらかというと官製教研的な色彩をもっている。

それに対応する組合自主教研もあまり活発でなく、日常的にとりくんでいるとはいえない。職場に自主的な教

研活動を定着させるのは今後の大きな課題である。 
 
本論 
 
前がき 
「世界史」教育に携わる一員として常につきまとって離れない問題は「世界史」というものの実体のなさで

ある。この問題は現場で歴史教育を真剣に行おうとする者にとって共通の問題となっている。それ故に、多く

の教師から、現行の歴史教育（特に世界史）は、「ヨーロッパ中心史観」「中国中心史観」「近代化論」だという

批判が度々出され、さらに「世界史的観点から日本民族の課題」をとらえるとか、「世界史的立場から社会科（歴

史）教育を見直してみる」という観点が提起される。それはそれなりに良さそうに見えるが、私は敢えて疑問

を持つ。というのは、上のような観点には、何かしら、別に世界史というものがあって、それと日本史とを結

びつけて良しとする考えがあるように思えるからだ。少なくともそう考える人の心の底に世界史というものに

対して絶対的な信頼めいたものがありそうに感じるし、聞く者にとって、そういう感じを与える曖昧さが感じ

られるからである。はなはだしい場合には、「世界史的観点」というのが、世界史を日本史的現実の単なる背景

（ある国家、ある民族、ある人物に与えられた、絶対的、変容しないものとしての）単なる条件としてしか考

えられていないことがある。私は世界史というものはそれほど単純でないと考える。つまり、「世界史的観点」

とは、日本の現実をほりさげ、考えていけば当然考慮しなければならない世界史的現実というものにぶつかっ

ていく、それを研究し教育の中で実現していくということでなければならないと考える。そして、今後、日本

民族がどのような歴史意識や歴史認識をもたなければならないかということと関連して追求するものでなけれ

ばならないと考える。このような観点で歴史教育を実現していこうとすれば、種々の障害に直面する。まず身

近な例でいえば、東アジア史の学習に生徒があまり興味をもたないという現実にぶつかる。この現実の背後に

は、ある世界史的な現実がよこたわっている。というのは、生徒がもっている東アジア認識は日本国民の大半

に共通している「アジア諸国後進論」「アジア諸国停滞論」、その裏返しとしての「脱亜入欧論」でないだろう

か。また、２０世紀の日本の大陸侵略に際して、時の為政者達が鼓舞し宣伝した「大東亜共栄圏」的発想は、

戦前・中に育った大人ばかりでなく、青少年の関心やイメージの中に生きつづけているのではないか。また、

それは、「秀吉の朝鮮『征伐』の大計、偉業観」を値えつけ、加藤清正の虎退治の武勇伝をつくりあげ、５月の

節句人形になるまで常識化定着化」(報告書本文、「倭寇」の項参照）することによって世界史的に捏造されて
きているからでないだろうか。 「秀吉の朝鮮出兵で何を思い出す？」の問いに「清正の虎退治」と答えてくる
生徒の認識の中に朝鮮などアジア諸民族への蔑視感が根強くあり、それが生徒の東アジア史学習を生き生きと

したものにさせないでいる。 
 このような世界史認識は、現在、我々日本人が直面している民族的課題の把握を非常にむずかしいものとし

ている。民族的課題を国際政治に限っても、日朝友好、日中友好、日ソ友好、沖縄、安保問題等山積している。

また一方、この問題を正しく解決できる原則も世界諸民族の諸運動から生まれた平和五原則として存在してい

る。これらのことは、授業で消化されなければならないし、一部は行なってきている。しかし、そこでも新し

い障害がある。即ち、授業のときには、生徒は一応の理解を得るし、それなりの反応があるが、もう一つ、そ

の場限りという感を克服しえないで来た。これらの諸課題や平和五原則のもつ世界史的意味を実感をもって認

識させることは不可能なのだろうか。私はこのような状況の原因を次のように考え、それを克服することによ

って可能だと考えている。 
① 日本の民族的課題の把握がまだ不充分でないか。課題を構造的に明確にする努力が不充分なのではないか、

初めの部分で書いたような観点からの世界史（ことに世界の一体化が展開する近現代史）の研究と教育とが不

充分なのではないか。 
② 我々の研究、実践が近現代に限定されすぎていないか、ということ。もしかすると、近現代以前は指導要

領どおり、または、その枠内での部分的改良に終っているのではないか。自主編成を近現代で、「勝負」（？）

するという姿勢があるのではないか。 
③ 次に、我々の研究、実践がどの時代でも東アジア史、世界史の全構造、全動態の中で民族の課題に迫るも

のとなっていないのではないか。全構造、全動熊の中でということは、東アジア世界の動きを受けとめた日本
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（または受けとめられなかった日本）、また逆に東アジア世界に働きかけた日本（または働きかけられなかった

日本）を明らかにしていくことを意味する。 
 近現代史では当然のことだが、近現代以前においてもそのような視点（方法）を堅持して進められなければ

ならないと考える。この報告書の中での李氏朝鮮成立と倭寇、倭寇発生の原因と日本社会の構造、倭寇と日本

の商工業の発展、秀吉の朝鮮出兵とその時の秀吉の国際認識等を意味している。 
 このような観点が原始から近現代にかけてきちんと貫徹されていけば、現代における課題が生き生きと実感

をもって法則的に歴史的にとらえさせることができると考える。いやそうしなければ、生徒の現実ヘの認識は

皮相的なものにとどまざるをえないであろう。 
これらの欠陥を克服していくことにより我々の歴史教育は、現代日本が我々主権者に要求するものに応えるも

のとなっていけると考える。そして、このような観点から現行の世界史、日本史を見ると、教材の選訳、配列

は大きく変らざるをえない。我々の自主編成をすすめていく立場での教材の精選が行われるべきで、それは、

「アジア史、世界史的な位置づけを行なうかたちで自主編成そのものの文脈自体を変えていく」（『日本の教育 

２２』北海道の正会員の発言）ものとしての意味をもっていると考えている。 
ところが、このような方向でとりくむとき、次のような問題がある。それは、一部の民主的歴史学者の東アジ

ア史像の構成の努力があるにもかかわらず、いまだに世界史像、東アジア史像の形成に、歴史学が全体として

むかっていないという状況がある。それは、また日本歴史学が国民の課題とかかわって研究されていない、ま

だ、不充分だということでもある。このような状況を克服するために幼稚であるが、歴史研究とその教育実践

にとりくんでみた。そのとりくみの一部のまとめがこの報告書である。 
 
第一編 歴史研究 
倭寇で何が教えられるか（明王朝、李氏朝鮮、倭寇） 
－日本史・世界史の統一的把握の試み－ 
 
第一章 明王朝の成立－君主独裁制の成立 
 
１ 明の統一 
［要旨］全道教育研究集会の報告書ではこの部分も文章が統くのだが、長文なので要旨のみ記入する 
・元の中国支配の終焉を紅巾の乱との関連で叙述 
・紅巾の乱の評価では、最近の歴史学の研究の成果に立って、民族的反乱としてよりも農民革命的側面を重視

する叙述 
・乱の過程で朱元璋が農民軍側から地主側に転化することを強調 
 
２ 明の支配体制 
［要旨］ 
１との関連で明の支配体制が農民の革命的エネルギーの抑圧にむけられていったこと。そして、明の官制・兵

制等の国家機構の成立について叙述。主な内容は次のとおり。 
・藍玉の獄 
・統治機構の強化 
・農民支配機構（里甲制など） 
・明の全盛期（永楽帝など） 
 
３ 明の社会と文化 
［要旨］ 
１ 社会 
・明中期以降の社会経済の発展について 
・その結果としての農民層の階層分化 
・農民及び都市下層民の支配体制への反抗 
２ 文化 
・貨幣経済の発展をささえた技術の発展にともない実学を生み出していったこと。具体的に実学書をあげてい

く。日本に多大の影響を与えた、「ソロバン」「本草綱目」「農政全書」を重視 
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・明中期以降の明の支配体制の動揺、その思想的表現としての陽明学の成立及び李卓吾について叙述。さらに

吉田松陰への影響にも言及 
 
第二章 明代における東アジア 
 
１ 明と北方民族 
 北元（タタール部）は朝鮮の高麗と結び雲南と呼応して中国の奪回をはかった。 
 明は、これに対して、満州を占領して高麗との連絡を断ち、甘粛方面にも進んで、東西から蒙古を包囲しこ

れを圧迫した。 
タタール部に替って北方で強勢を誇りはじめたオイラート部は、エセン・ハン（？～１４５４）に率いられ大

挙して国境を超え都北京に迫り、皇帝を捕虜にして連行するなど直接明を脅かした（土木の変、１４４９年）。 
 共に衰退していたタタール部はアルタン・ハン（１５０７～８２）の統率下で再び勢力を盛り返し北辺を脅

かしたが、内部矛盾で悩んでいた明は長城を築き国を守るという消極策で終始したが、そのため明は農民の病

弊と軍備に苦しみ衰退していった。 
 
２ 倭寇 
 明代の東アジアを語ろうとするとき、「倭寇」を避けて通れない。倭寇の歴史的意義を簡単にあげれば、高麗

が倒れ李氏朝鮮が成立する重要な一因であり、強大な専制国家体制の動揺を促した重要な一因でもある。そし

て何より決定的なことは最大なる倭寇である文禄、慶長の役についての評価が現代的な意味を有するからであ

る。 
 近代日本が朝鮮を侵略し併合し苛酷な支配を行なったとき、当時の日本人の意識の内に文禄、慶長の役と精

神的な連続があったと思えるからである。近代の為政者が日本人を朝鮮侵略に駆り立てようとしたとき、秀吉

の朝鮮侵略を最大限に美化しこれを賞讃し日本人に誤った歴史認識を与え、侵略への心理的、思想的抵抗を国

民から奪ったということである。 
つまり、秀吉の朝鮮侵略を「皇威ヲ海外ニ宜(の)べ、数百年之後、猶彼ヲシテ寒心セシム、其国家ニ大勲労
アル今古ニ超越スル者可申」と天皇みずから「其大勲偉烈ヲ表顕シ万世不朽ニ垂レヨ」（明治元年４月６日「御

沙汰之書」）と宣伝し、日清日露戦争のとき小学唱歌に「武力を用いて朝鮮攻すれば、八道みるまにわが手に破

られ、国光のかがやき、国威あがりて………」と歌われ、日本国民全体の中に秀吉の朝鮮「征伐」の大計、偉

業感を植えつけ加藤清正虎退治の武勇伝をつくりあげ、５月の節句人形になるまで常識化定着させたのである。

これらのことは、日本人の朝鮮観を歴史的に大きく歪めるものであって、いまだに日本人の中に払拭しきれて

いるものでない。とするなら、今我々がすべきことは、倭寇を歴史的に明らかにし、そのもっている歴史的意

味を考え直すことが必要である。 
 ところで、これは世界史であって日本史でとりあげるべきことでないかという意見があるかもしれない。 
 また日本史にしても教科書を見る限りでは、あるベき姿で位置づけていないし、大体において取り扱う時間

的余裕がないと批判されるかもしれない。その中にあってあえて倭寇をとりあげようとするのに、それなりの

理由がある。その理由とは「まえがき」に書いたように日本史と世界史との統一の試み、いいかえれば、東ア

ジア史像を形成しようという意図からである。 
 もう少し説明すると、現実に生きる生徒が倭寇の事実を知ってどういう意味があるのだろうかということで

ある。倭寇を学習することによって、どんなに小さなことであろうとも彼らの生き方に何かつけたすものでな

ければならないということである。そして、それは、現実を非歴史的にみるのではなく、歴史的に日本は東ア

ジアの中でどういう位置にあったのかを構造的にとらえ、現在の東アジア、世界の歴史とどう連続しているの

かを明らかにする過程を通して、現在の日本の進むべき方向を探って見ようということなのである。 
 さて、倭寇とは何なのか。倭寇は次の三時期に分けられる。 
・前期倭寇－１４世紀後半の約７０年間 
 日本では鎌倉政権の動揺、南北朝からその統一、中国では、元末から明初、朝鮮では高麗末・李朝のはじめ

にかけての時期 
・後期倭寇－１３世紀前半から後半にかけて 
 日本では、足利幕府から戦国末期、中国では世宗嘉靖年間の時期 
・文禄、慶長の役 
 朝鮮では、壬辰の倭乱、中国では万暦の大征、日本では秀吉の天下統一が達成する時期、中国・朝鮮ではと
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もに明、李氏の支配が動揺を深めつつあるときの時期 
 
(1) 前期倭寇 
 倭寇がはじまったのは何時なのかよくわかっていないが、朝鮮の文献に倭寇が１２２３年金州を侵したとい

う記録が最も古いものとなっている。最も盛んであったのは、１４世紀後半、南北朝の対立で日本国内が混乱

していた時期であった。 
 倭寇の略奪対象物は初期には穀物などの食糧が主で、後に、奴碑や軍船のための船などが対象になった。倭

寇の規模は５０隻、１００隻ときには５０００隻で船団をつくり、朝鮮、中国の沿岸を襲ったが、一隻１０人

ぐらいと考えても、５００人からときには５０００人にも及ぶことになり、大変に大がかりであったことがわ

かる。 
 ところでこのような倭寇が、なぜこの時期に出現したのだろうか、その原因は、当時の日本社会の状態と密

接にかかわっていた。 
 第１に、１３世紀のころになると、日本でも貨幣経済が発展しはじめ、鎌倉幕府の支柱である御家人が貨幣

径済にくみこまれる一方、高利貸業者があらわれた。御家人の中にもこの高利貸に所領を奪われる者が出現し

た。こうして商業資本の成長と武土の没落が始まった。前期封建社会の動揺が進行していった。また、貨幣経

済の浸透は農漁村にも及び没落した農漁民とが生活物資を求めて倭寇に加わっていく。初期の掠奪品が食糧で

あったことがそれを示している。また、倭寇の日本の根拠地が、松浦、対馬、壱岐などの極度に貧しい地域で

あったことも、それを示している。いわば、倭寇は封建社会の枠組からはみ出した武士農漁民たちの生活の糧

を得ようとする追いつめられた者達の行動であったといえよう。 
 第２に、倭寇は、日本の商業資本そのものが海外利益を求め、海外侵略を求めた結果でもあった。 
 第３に、倭寇の侵略を受ける中国側の腐敗、高麗や明の海禁・鎖国策が貿易を制限し、平和的な交商の途が

断たれたことも、倭寇を一層激しいものにした。 
 第４に、日本国内の南北朝の対立（１３３６～１３９２年）がこれに拍車をかけていた。 
 松浦の倭寇は、南朝の征西将軍懐良とつながり、軍事上の必要から倭寇は食糧、奴婢、軍船を補給するなど、

日本国内での政治と密接な関連をもっていた。このような追いこまれた人々の行動には残酷非道な行為が多か

った。 
中国正統代の倭寇では、彼らは「家墓を発掘し、孫児を竿柱の上に束ね、之に熱湯を沃ぎ、其の啼哭を視て手

を拍て笑楽し、妊婦を捕縛し男女を付度し、扶(えぐ)って中否を視し勝負を為す」（『皇明従信録』）というもの
であって、日本の戦国武土の風習をそのまま中国で行なった。 
 
(2) 朝鮮ヘの影響 
 朝鮮の高麗王朝にとって、海防のための費用や直接の被害は大きな負担となって、高麗は動揺を深めた。こ

の倭寇を撃破し、人気を高め、部下に推されて高麗王朝を倒し、李氏朝鮮を建てたのが李成桂である（１３９

２年）。 
 李氏朝鮮は、明にならって、朱子学を国家の教学として独裁体制を強化した。モンゴル人の支配につぐ倭寇

を撃退したところから、民族意識が高揚し、朝鮮の固有文字－訓民正音（諺文）がつくられた。活字印刷が発

達し多くの出版物が刊行されていた。朝鮮の支配階級は両班を中心にして地主、高利貸がつながり、封建的な

身分的支配を特徴としていた。 
 李氏朝鮮は、倭寇の被害から逃れるために倭寇を懐柔しようとした。武力による弾圧と懐柔策とにより、倭

寇は次第に変質していった。 
 変質には二つの方向があった。 
第１に、投化倭、向化倭人、降倭と呼ばれるもので、朝鮮に降伏し、衣食や田畑をもらい、帰順帰化していっ

たもので、高い官職を与えられるものもいた。また、逆転して倭寇征伐を請け負ったものもいた。 
 第２に、客倭、使送客人ないし商倭、興利倭人と呼ばれるもので、正式に貿易を朝鮮から許されてそれに従

事することに変身していったものである。客倭とは招待貿易で九州地方の豪族が主体で、商倭は民間の私貿易

をいう。 
第３に、依然として海賊的貿易を行うものである。 
  第１のものは、倭寇が生活物資を求めた行為である。第２は、海外利益を求める商業行為としての意味をも
ち、商業資本家が大きな役割を果たしていることがよくわかる。朝鮮のこれらの対策にあってさしもの前期倭

寇も衰退に向かっていく。 
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 また、明との関係でもこの傾向を促進させる現象があらわれていた。勘合貿易の開始である。３代将軍足利

義満は、自己の権力を強化するために必要な財政的裏づけを明との貿易から得ようとして再三、明に使者を派

遣した。１４０１年、正使に祖阿、副使に筑後の商人肥富（こいずみ）を派遣し、明との貿易を要請し、中国

から認められ、貿易が開始された。１４０３年から１４１０年の間に船約６０隻を派遣し、同数の明船が日本

に渡来し、利益を上げた。日本における政治的安定（一時的ではあるが）と開かれた貿易の道によって倭寇は

衰退にむかっていく。 
 
(3) 後期倭寇 
 しかし、応仁元（１５６７）年におきた応仁の乱は京都を荒廃させ、さらに全国に波及した。さらに戦国大

名の群雄割拠がつづく中で、足利政権は衰退し、勘合貿易は大名にひきつがれた。 
 全国覇権をめぐる日本国内の争いは、勘合貿易にも激しい争いを生み出した。１５２３年、寧波に入ってい

た細川船と大内との間で争闘が起きた。そのあらましは、大内船の者が細川船を焼き１２人を殺し、紹興城下

に逃げ出し、明の官憲を捕えて海上に去った事件であり、効力を失った弘治の勘合をもった細川方が不正な方

法で貿易を分掌する市舶司の長官に賄賂を送ったりして貿易上の便宜を取り計ってもらったことに対する有効

な正徳の勘合をもった大内方の怒りが爆発したことが契機であったという。 
 これを「寧波の変」という。この事件以降、日本人への中国の警戒が強まり、日本の朝貢船の貢期、船数、

人数の制限の厳守を強化し、日本人と明人の関係を監視し兵備等を強化し海禁を強め、世宗嘉靖８（１５２９）

年、市舶司を閉鎖し１５４７年５月大内船の遣明船を最後に勘合貿易は終わった。平和的な貿易の途を閉ざさ

れてから、再び倭寇が激化し世宗嘉靖３４（１５５５)年の嘉靖の倭寇になって頂点に達した（朝鮮では乙卯の
変）。これらを後期倭寇という。 
 しかし前期のそれとを比較したとき共通した側面と異なった側面とが認められる。前期のように、戦国の反

乱ではみ出され生活物資を求めようとしたことは共通な事であった。けれども後期倭寇では明王朝の海禁によ

って貿易を禁止された中国人の参加が多かった。例えば嘉靖の倭寇の中心人物王直は日本の博多に根拠を置き、

部下と船隊を支配し一大勢力をなしていた。王直の例を含めて、後期倭寇というのは日本人の寇略ではなく、

中国社会内部の矛盾の激化の反映であった。それはまた中国の民衆の階級的反抗のあらわれともいえた。王直

らの海賊行為は、「もはやたんなる海賊といったものではなく、中小商人団を中心とした民衆の反乱として成長

した」もので、この動きは「ただ海禁の名のもとに、法律できびしくとりしまるだけでは寇掠はかえってはげ

しくなるばかりである。………すでに『自生の路』をうしない、民衆と接触協議して、あらたに、自立の道を

きりひらこうとしている海寇の抵抗、反抗は、そうたやすく鎮定できるものではない。……けっきょく、海禁

をゆるくする方向へむかい、いうならば………説得的、平和的通商へ、いいかえれば、倭寇から朱印船貿易へ

と展開するのである」（石原道博著『倭寇』）。今少し説明を加えると、明の社会のところで、触れたように明中

期以降すなわち１６世紀以降、貨幣経済が本格的に発展し、新安商人、山西商人のような客商を生み出す一方、

貨幣経済の中で中小商人は客商の圧迫に対抗するために、海禁にかかわらず倭寇との密貿易で自立しようとし

ていた。また海外ではスぺインが海上権を握り世界貿易の中心となっていたが中国にも来航し貿易を行ってお

り、中国の海禁は世界の動向にも逆行しており、倭寇はその専制王朝の海禁に抵抗する行動でもあった。 
 これら倭寇貿易および勘合貿易の日本に与えた影響は大きく日本の主要輸出品の刀剣の生産や輸入品の生糸

の輸入に日本の手工業技術を高めることになり、それに大量生産を可能にし、輸出市場の存在は国内市場拡大

をも促し手工業を発達させることになった。 
 また、明・朝鮮から茶や木綿が新たに輸入され、茶は宇治その他で多く栽培され、木綿製品の国内生産がま

た可能になった。このように倭寇は日明両国の内部情勢と密接に関連しつつ起き、そして、日本の社会に大き

な影響を与えた。江戸幕府によって後期封建社会が成立するが、それを単に国内の歴史発展の帰結にするので

なく、東アジアの動向の中に位置づけなければならない。 
 けれども、倭寇の過程の中で残酷な行為がなされたことなど倭寇がまぎれもなく侵略行為であったことを確

認しなければならない。まして、倭寇を八幡船に象徴される英雄的行為、勇敢な行為とあらわすことなど論外

の沙汰である。かつてそう教えられ根深く日本人の意識に秘んでいるそうした見方を完企に払拭しなければな

らない。侵略行為を美化した良い例が秀吉の朝鮮侵略の場合である。 
 
(4) 朝鮮侵略－最大・最後の倭寇－秀吉の朝鮮侵略の原因 
 秀吉が朝鮮を服属させようとして侵略を行なった。前後２回にわたり、文禄元（１５９２）年のそれを文禄

の役、慶長２（１５９７）年を慶長の役と称す。秀吉がこのような行動を命じた動機は何であったのか。秀吉
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の権力欲？たしかにそのような専制君主に共通にあらわれてくる領土欲が一因となっていることはまちがいな

いであろう。しかし、それも日本国内の情況と密接に関連していた。 
 秀吉は、１５８２年、本能寺の変後、他大名を抑え信長の後継者となり日本統一にのり出した。 
 １５８３年の賎ケ獄の戦い、島津義久、大友氏等を次々に破り、家康と盟友し、天下統一を着々とすすめた。

彼が朝鮮を経由して明征服の野望をいつからもち出したのか、１５８６年、ポルトガルの宣教師にその意志を

つげたのが最初のようである。秀吉が天下統一を実現したのは、１５９０年７月奥州平定であったから、４年

も前のことであった。このことは、秀吉の朝鮮侵略の意図が、日本にあきたらずさらに欲を出したという単に

権力欲でなかったことを示している。 
 彼をしてそう決意させたものに次のような政治的意図が考えられる。 
① 当時の日本の専制支配者に共通にみられた海外貿易の暴力的拡大の意図である。平和貿易ではあきたらず、

大陸侵略を計画し、堺の豪商と結託しその実現をはかった。侵略の先峰、小西行長は堺の薬屋の出身であり、

千利休その他多数のものが秀吉の側近にいたことは有名で、このような事情が秀吉をして海外利益の大である

ことを認識せしめていたと考えられる。 
 一方、堺の商業資本家は独力ではポルトガル等の商人と争えず統一権力とむすぶことによって海外利潤を追

求しようとしていた。 
② 諸国大名に対する統制も大きな意図であった。諸国大名の領土欲を満足させることによって統制を強化し、

または、軍事的負担において大名の力を弱めさせようとした。 
③ 朝鮮への出兵を口実にして農民に対する支配を強化しようとしたことが考えられる。彼は検地刀狩の口実

に「唐御陣」（朝鮮役）をもって強行し身分制社会の再編成をはかった。 
 文禄の役の経過を簡単にたどると、秀吉は文禄元（１５９２）年出陣の命令を発した。 
 ３月１日、遠征軍は兵力１番から９番隊、計１５万８千７百人。率いるもの、小西行長、宗義智、加藤清正、

黒田長政。３月２６日、京都を出発、４月１１日広島に到着、４月１２日小西は対馬を出発し釜山に上陸、戦

端が開れた。 
 当時の李氏朝鮮はこの急襲になす術もなく侵略軍は上陸２０日後、首都京城を降し、さらに開壌、平壌を転

戦し、逃亡していた国王のいる義州をねらったが、平壌で歩みを止めた。それは李舜臣の率いる亀甲船団と慶

尚道その他の地域におきた官吏、軍人、学者、農民らの義勇軍の抵抗にあい遠征軍は糧路を断たれたのである。

秀吉は外征と内征を区別できず、農民の民族的抵抗を予想していなかったといわれる。さらに明の援軍が到着

し平壌を奪回したが戦線は謬着し、両軍相対峙するに至ったが、１５９３年講和を結んだ。秀吉は明の使者に

講和７条件をあげた。その内容は、勘合貿易の復活、朝鮮南部を日本に割譲、などであったが、明皇帝が日本

に示したものは、日本兵の撤退、朝鮮の王子の返還、明への謝罪であった。 
 秀吉のそれと比較して明の方が現実の力関係に近いものとなっていた。秀吉の国際認識の不足に驚かされる。

このような誤まった認識の上に朝鮮侵略が行なわれていたのである。それは「無謀」としか言いようのないも

のであった。 
 その後数年を後にしておこなわれた慶長の役も朝鮮の官民あげての抵抗と明の援軍により日本の遠征軍は撃

破され多大の被害を受けた。しかも遠征軍は大きな打撃を受けた。たとえば、蔚(うる)山の戦いでは、加藤清
正は明、朝鮮軍に包囲され蔚山の城に籠城を余儀なくされたが、そのときの状況は悲惨そのものであった。 
 
 「合囲スルコト十昼夜、我カ汲道ヲ断チヌ。城兵ハ飢渇シ皆紙ヲ囓ミ、壁土ヲ煎（ニ）、馬を刺シテ其ノ血フ

飲ム馬尽ク、乃(スナワ)チ溺（デキ＝小便）ヲ飲ム、夜、城外ニ出デテ、明人ノ尸（シカバネ）ヲ捜（サグ）
リ、其ノ侃（ヲ）ブル所ノ？糧牛炙（キウリョウギュウセキ）ヲ取リテ之ヲ食（クラ）ヘリ、天大イニ雪フリ、

士卒皸？（クンチョク＝ひびしもやけ）シ、指ヲ墜(オト)ス者アリ」（島田均一『日本外史新訳』による） 
 
という状態であった。日本の兵卒の中からも次第に帰国の気運が高まっていたが、秀吉の死によって全軍朝鮮

から引き上げた。 
 この経過から理解されるとおり秀吉の東アジアの情勢についての無知が際立っていたことに注意すベきであ

ろう。そして国内の対立（戦国大名同士、対農民、海外利益等）国内の矛盾を対外侵略によって解決しようと

したことは、時代を超えて為政者の常套手段となっているものである。 
 ではこの朝鮮侵略は民衆にとってどんな意味をもっていたのだろうか。 
 まず、朝鮮の国土の荒廃であろう。戦後の朝鮮は、深刻な食糧不足に陥った。 
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 「飢民は白昼、屠剪し、父子夫婦相食するに至る。重ぬるに疫癘（えきれい）あり、道路に死者相枕し、水

口門外に積屍山のごとく城より高きこと数大なり」（実学思想家、李？光（りさいこう）『芝峰類説』より、１

６１４年）、「野も山も城も申すにおよばす、皆々焼きたて、人をうちきりくさり竹の筒にて、くびをしばり、

親は子を歎き、子は親をたずね、あわれなる躰（てい)はじめてみはるベるなり」（従軍僧慶念『日々記』より）
など国土は惨憺（たん）たる状況であった。 
 また朝鮮の民衆は日本軍の蛮行によって多くの人が殺されている。「此役敵を捕うるや、其鼻をそぎで首級に

代え、之を樽に入れて塩漬とす。鼻の総数五万を下らざるべしという。其夥多なる事以て知るべし。世に称す

る京都大仏前の耳塚は即ち此鼻を埋めたる処にして、其実鼻塚と称すべきを誤りて耳塚と称するものなりと云

う」（『東邦関係』より）と後世とりざたされている。また直接戦火にまきこまれ日本人に殺されたものばかり

でなく、朝鮮人を奴婢として、または技術者として連行された者も少なくなかった。そしてそれは商人が朝鮮

侵略を望んでいたことをも示している。 
 
 「日本より万の商人もきたりしなるに、人あきないせるものきたり、奥陣よりあとにつき歩き、男女老若か

ひとりて、縦にて首をくくりあつめ、さきへ追い立て歩み候はねば、あとより杖にて追い立て打ちはしらかす」

（前出『日々記』）という光景が展開されていた。 
 
 朝鮮の民衆や兵卒ばかりが犠牲者ではなかった。何より日本の民衆が犠牲者となっていた。江戸時代の書物

には「５０万の軍勢の兵糧米を、運送させられた日本の民百姓の嘆き、悲しみとむだは、どんなものであった

だろう。そのうえ、敵味方の死傷も幾千万ともわからない」（出典不明、毎日新聞社刊『日本歴史』より再引用)
という、そしてみなし児となった幼い娘が子守りに売られ悲しい状況を歌ったものが「五つ木の子守唄」であ

る。 
 李氏朝鮮支配下の農民もまた一層苛酷な収奪をうけ苦しむことになった。田畑の荒廃は激しく『宣祖実録』

によれば、１６０１年当時の朝鮮は全国の農業生産力が低下し、平時の全羅一道に及ばない状況であったと伝

えている。 
 ところが時の王明は逆に増税を行ない、当時の軍兵の訓練を理由にしたり、将軍毛文龍の支援費と称して「毛

羅米」を徴収し、農民の病弊を一層促進させた。 
 第２に、以上見たように朝鮮民衆の病弊、そして支配者の苛斂誅求に対する反感は、農民の反抗を生み出す

ことになった。そして、李氏の専制的支配に深刻な動揺を生み出すことになった。倭寇は李氏朝鮮を成立させ

るとともに衰退への道をつくったのである。 
 一方、明でも、同様なことがらがおきていた。明末にいわゆる（万暦の三大征）といわれる事件があり、秀

吉の朝鮮侵略も一つに数えられている。これに莫大な財政と兵員を要している。しかも、他の二つがほぼ１年

間ぐらいで鎮圧されているが、朝鮮役は７、８年かかっており、さらに加えるに、焼失した宮殿の再建費など

莫大な出費が要求された。これを補うために行われた臨時の税「拡税」が民衆に課されるようになった。 
 明中期（１５、１６世紀）以降貨幣経済の発展にともない、絹織物、木綿の２業部門で職人達が社会的に成

長しつつあったが、これらの課税が「機屋」にも及び閉鎖する者があらわれるにともない失職し、都市の住民

の反抗を生み出した（民変）。これらのことが他の要因とからみあって明の動揺を深めることになった。 
 第３に、日本の政治の上にも影響を与えた。豊臣政権の没落と朝鮮に出兵せず、時がくるのを待っていた徳

川家康の覇権を得る好機の到来でもあった。 
 第４に、朝鮮侵略にともない戦国大名が朝鮮からつれかえった朝鮮人技術者から進んだ技術を日本に導入し

学んだことである。その例が製陶技術の新たな発展である。 
 秀吉は、聚落第で朝鮮人陶工につくらせた茶碗は楽の字を入れさせたので「楽焼」と呼ばれこれに始まって、

毛利のともなった李敬（改名して高麗左衛門）の焼いた「萩焼」、加藤清正の「江戸焼」（江戸新九郎と改名）、

黒田長政は新九郎父子を筑前に招き、高取で焼かせた「高取焼」、松浦鎮信が巨関に焼かせた「平戸焼」、島津

義弘は朴平意に「薩摩焼」など、原材料、技術全部が朝鮮からもってきて、日本のものは火だけという「火計」

（ひばかり）茶碗など。そしてこの新しい技術は日本全国に拡がっていった。 
 高知で尾戸焼を開いた松柏は京焼の祖仁青の師であり、日本における伝統的な技術として朝鮮の技術は定着

していった。また李参平は日本にはじめて磁器の技術を伝え、有田焼を生み出し、それはさらに名工柿右衛門

を出現させ、加賀の九谷焼として伝えられることになった。 
 また、印刷技術の伝来も特筆されるもので、朝鮮では１３世紀以来の金属活字が日本につたえられ鋳造活字

が日本に分取品としてもち込まれ日本でも印刷され、慶長版の『史記』、紀州版の『群書治要』はこれら持ち込
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まれた活字による印刷であった。その他、多数の書籍も略奪品として日本に持ち込まれ、高野山増上寺の大蔵

経がその例であり、他大名もこれにならったという。 
 しかし、ここでも注意すベき点は、朝鮮では職工、活字の略奪が激しかったため一時印刷が停止したという。

朝鮮の犠牲においてなされているということである。これらの事実から我々は、朝鮮侵略への評価を誤まらせ

てはなるまい。日朝文化の交流はこのような侵略によってなされなければならないという必然性はどこにもな

いからである。秀吉の朝鮮侵略後日本と朝鮮との間で平和的な通交が始まり、朝鮮が日本に派遣したいわゆる

「朝鮮通信使」から、日本人の多くのものを学んでいる事実を見れば充分であろう。慶長１２（１６０７）年

～文化８（１８１１）年の間に計１２回は渡来しており、彼らから多くの物を学んでいる。特に朝鮮の儒者李

退渓ヘの藤原星窩らの崇拝ぶりは製陶技術や印刷術などと並んで朝鮮文化の先進性を意味しているというベき

である。 
 また、明の文化の影響も大きかった。明の李自珍の本草綱目は１６０７（慶長１２）年（朝鮮経由）に日本

に輸入されて、１７世紀の日本で６種の翻刻版が京都から出版されたという。１６７１年、名古屋玄医は、『閲

甫食物本草』、１６７２年には、貝原益軒が『校正本草綱目』、向井元竹の『庖厨借用倭名本草』、１８世紀にな

って益軒は単なる翻訳でなく、独自の研究法で日本の植物を１３６２種に分類し批判的に記述した『大和本草』

を出版し、これが日本の本草学の画期をなし、稲生若水（１６５５～１７１５年）になって『庶物類纂』が出

版され代表的な草書となった。これは幕府が小石川の薬園において採薬の目的のために実地の試験、実験を為

したがそれに基づいて編述されており、日本における経験科学の成立ともいえるものであった。この傾向は阿

部将翁、田村藍水（１７１８～７７年）、植村左平次に引きつがれ、藍水は朝鮮人参の栽培に成功し国産化がは

かられた。この経験科学の傾向は平賀源内（１７２８～７９年）にまでつながっている。 
 また益軒は宮崎安貞に影響を与えており、安貞は明の徐光啓の『農政全書』を参考にしながら、１７６９年

『農業全書』を出し、益軒の協力で、各地の実地踏査に基づき水田だけでなく商業的農業栽培に役立つ内容を

盛り込んでいた。 
 また、元、明の数学も日本に大きな影響を与え、日本の商工業の発達は、「算盤」ヘの庶民の要求を生み出し、

程太位の『算法統宗』、朱世傑の『算学啓蒙』は日本に訳され、さらに『塵劫記』を出版した吉田光由に影響を

与えた。 
 これは和算を形成せしめ、関孝和に至って「算盤」による計算に替って筆算による解法を考え出し連立方程

式の解法などを内容とした『括要算法』を出した。 
これにはその他、行列式、方程式の根による分類、正負根の理論、円理、角術について述べてあった。しかし、

和算も、その和算家の中に生まれた秘密主義（種々の解法が秘伝とされ、代々弟子にひきつがれていく）によ

って庶民的な発展ができなかった。けれども和算家は、暦法にも興味を示し、支配権力の象徴としての暦法に

も批判を強め、中国や日本の暦法を研究し、渋川春海は天文観測、授時暦の研究、渾天儀の作製を試み、宣明

暦によって、暦法の改革を幕府に上表し貞享の改暦を実現させた。 
 このように日本は政治、経済、文化方面において中国、朝鮮の影響を受け、そしてその上に独自の発達を遂

げていった。 
 
第二編 授業実践 
 
第一章 明王朝、李氏朝鮮、倭寇の授業をどう進めたか 
 
１ ねらい 
（1) 明における君主独裁体制の強化を理解させる。その際、農民軍の蜂起の中で朱元璋の軍隊が農民軍から地
主軍に転化していったことを理解させる。 
(2) 明代において中国の社会・経済が発展したこと。経済の中心が揚子江流域になったこと及びその中で手工
業の発達がみられたことを理解させる。 
(3) 専制政治の下でも、民衆は次第に批判を強め、思想的表現として陽明学及びその実践的傾向を強くもって
いる陽明学左派の思想の形成を理解させる。 
(4) 倭寇のもっている歴史的意義を考えさせる。 
① 倭寇、勘合貿易が日本社会に与えた影響の把握 
② 倭寇 
 ａ 李氏朝鮮の成立、民族意識の高揚、文化の発展 
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 ｂ 文禄・慶長の役における日本人（豊臣秀吉）の国際感覚の欠如、日朝人民に多大な被害を与えたことの

把握 
 ｃ 日本の後期封建社会の成立の国際的要因の把握 
 ｄ 倭寇が明滅亡の原因の一大要因になっていることの認識 
 ｅ 歴史的な状況の中で、各国はどのような世界認識、主体的な認識を形成したかの最終的に確認 
(5) 日本が中国文化の影響を受け、それを指針として日本独自に発展させ、経験科学を形成発展させたかを理
解させる。 
 
２ 指導計画 
 
１時間目 
教授内容（板書等） 指導上の留意事項 時間 
一 明の統一 
１ 元の異民族支配 
 貧しい農民生活困窮、地主の支配、「駆逐 胡虜、

恢復中華」→紅巾の乱「飢えたものに食を、病めるも

のに薬を」→地主「義兵 」民兵組織→朱元璋（初期

農民→地主側に変化）→元を北に追放、紅巾の乱鎮圧、

１３６８年南京を都とし明を建てる洪武帝（１３６８

～９８） 
 
２ 洪武帝の治世 
君主独裁の中央集権専制国家体制の確立 
（１) 皇帝独裁権の強化（胡藍の獄）１３８０年と１
３９３年  
（２）官制 
   中  央      地方（各省） 
   六部   （行政）－布政使 
   五軍都督府（軍事）－都指揮使 
   都察院  （監察）－按察使 
  ※「大明会典」の制定 
  中書省の廃止と内閣大学士の設置 
（３）兵制 
  衛所制 
  軍戸・民戸の区分（兵農一致制） 
  軍戸－１１２戸で１百戸所 
     １０百戸所で１千戸所 
     ５千戸所で１衛（５６００人前後） 
（４）民衆統治組織  
  １０戸で１甲 
  １１０戸で里、そのうち１０戸で里長、輪番で当

たる→徴税上の単位でもある 
（５）その他 
  『六諭』の完成 
   帝室の内紛（権力闘争）靖難の変 

 従来の元朝に対する民族的反抗とい

う把握をやめ、紅巾の乱と関連させて

明の君主独裁制の成立について理解す

るように指導する。 
 （主に板書による指導） 
 
 
 
 明の成立が、農民の革命的エネルギ

ーの抑圧体制の成立であることを把握

させる。 
 （主に板書による指導） 

 
 
 
 
 
２０分 
 
 
３０分 

２時間目 
教授内容（板書） 指導上の留意事項 時間 
 二 明の全盛期 
  （政治） 

 全盛期の明の交流地域がアジア大陸

にとどまらず遠くアフリカ東岸に及ん 
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 永楽帝(在位１４０２～２４年） 
 前後５回の遠征―積極的に北方民族を討つ 
 南方への進出―安南支配 
 鄭和の南征―朝貢を迫る、３万の兵士６０余隻に分

乗させる（７回） 
 ３０余国がこれに応える。アフリカ東岸にまで到達 

でいたこと。また、アフリカ東岸に明

と対等に交際できる国が存在したこと

もあわせて理解せる。 
  （世界史地図を利用） 
 

１０分 

三 明の社会 
１ 社会・階級構成 
支配階級―文武官僚（大土地所有者＝地主）、郷 
紳 
 被支配階級―良民（自作農・都市の住民）,佃戸、 
  賤民 
 
２ 経済 
 明中期以降（１６世紀後半）スペインとの貿易、銀

の流入 
   ↓ 
 貨幣経済の進展 
   ↓ 
・家内工業→手工業の発展  
・客商による全国販売 
・新安商人、山西商人が有力→生産者販路獲得できず 
 ・階層分化進展→貧者国外に移住→華僑 
 ・穀倉地帯の形成 
  「浙江稔れば天下足る」 
  「湖広稔れば天下足る」 
 ・税制上の改革―一条鞭法       
３ 文化 
宋・元に引き続き庶民（商工業者）の成長続く。 
あるものは専制政治に批判、あるものは、技術の進

展にともない技術書をあらわす。 
・陽明学 知行合一―五倫五常を心のうちなるものに

よって見直すことを主張 
 ・陽明学左派（李卓吾と吉田松陰） 
 ・考証学―黄宗義、顧炎武 
 ・小説 
 ・そろばん 
 ・天工開物 
 ・本草綱目 
 ・農政全書 
 ・大編纂事業 
  ↓↑ 
 実学の発達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商工業の発展にともない庶民層が成長

し､実学が盛行したことの関連につい

て把握させる｡ 
 

 
 
 
 
 
 
 
３０分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１０分 

 
３時間目  
教授内容（板書） 指導上の留意事項 時間 
四  明と周辺諸国（明の衰退・滅亡） 
１ 北方 
・北元（タタール部） 一時強勢、高麗と結んで中国

北方民族の強勢を理解させる。  
１０分 
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を侵す、明の反撃→アルタン・ハン、中国に侵入→長

城を築き消極策→農民の負担重い（重税・重労働） 
・オイラート部、エセン・ハン（１４４９年）、土木

の変、明の皇帝捕らわれる   
２ 倭寇 
前期倭寇 １３世紀後半、約７０年間  
日本では、南北朝から統一まで、 
後期倭寇 １６世紀前半～後半  
文禄・慶長の役 
朝鮮出兵  
 
（１）前期倭寇 
原因 日本の封建社会の動揺（幕府政治の動揺） 
・商業資本の台頭、農漁民の貧困  
・日本商業資本そのものの海外侵略 
・朝鮮、明の社会の矛盾（支配層の腐敗、明の海禁、

鎖国政策） 
・南北朝の対立（懐良親王[南]が倭寇に拍車をかける) 
・幕府政治の動揺 
・倭寇の出身―商業資本により没落し、封建制の枠組

みからはみ出した武士・農漁民 
・地域―松浦、対馬、壱岐の貧しい地域 
 
  本文第二章 前期倭寇をプリントし配布する。 

 
 
 
 
倭寇の学習を通じて東アジア史像を形

成しうるようにできる限り全面的に扱

うものとする。その際 、日本、中国
（明）、朝鮮との関連を構造的に認識で

きるように配慮する。 
 また倭寇をそれぞれの国内体制と関

連しているようにする。即ち、全面的、

発生の原因は統一的に認識するように

する。 
  また、八幡船などと称するような倭
寇を一種の英雄的行為であるかのよう

な認識がおきないよう倭寇の姿を明確

にさせる。侵略行為によって生じた悲

惨な朝鮮の実態を明らかにする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４０分 

４時間目 
教授内容（板書） 指導上の留意事項 時間 
（２）李氏朝鮮の成立と倭寇の衰退 
・李氏朝鮮（１３９２～１９１０年） 
 高麗の武将李成桂、倭寇を破り、新王朝を建てる 
 倭寇対策→変質（投下倭、降倭、客倭、商倭） 
 
・李氏朝鮮の国家機構 
  中央集権的専制国家 
  文武官僚（両班[やんぱん]）、貴族、大地主、 
    朱子学の採用、民族意識の高揚、諺文（おんもん）、
印刷術 

・倭寇の衰退 
  室町幕府の禁圧 
  勘合貿易（１４０３～１５４７年） 
    足利義満 
  ↓  
 倭寇衰退 
 
（３）後期倭寇（１６世紀前半～１６世紀後半） 
後期倭寇の始まり  
・勘合貿易をめぐる大内氏、細川氏の対立→寧波の変

→再び禁止  
・１５２９年 市舶司の停止 
・１５５７年 大内氏の滅亡（１５４７年遣明使が最

李氏朝鮮の成立が、朝鮮内部の歴史

発展の帰結であるような認識を克服し

て、日本、明、朝鮮等東アジア諸民族

の対立抗争の中から生まれたことを認

識させる。 
 
 
 
 
 
 
・また、勘合貿易の開始に伴い倭寇が

衰退したことも理解させる。 
 
 
 
 
・後期倭寇が主に中国人によってなさ

れたことを把握するとともに、それが

単なる海賊行為でなく、明朝の専制的

支配に対する中小商人を中心とする民

衆の反乱としての性格を有していたこ

とを認識させる。 

 
 
 
１５分 
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後） 
 ↓  
再び倭寇激化  
 明王朝の海禁策に反発←貨幣経済に依存していた

のに国際市場が奪われたため。 

・後期倭寇を誘因した寧波の変を通じ

て、大名相の対立の激しさ、中国との

貿易の有利さを気づかせるとともに、

中国の社会経済の発展の素晴らしさを

認識させる。  
（４）朝鮮侵略 
・秀吉侵略を意図 
・国内統一前に意図（１５８６年）その意味は？ 
・秀吉の意図  
１ 海外利益を目指す  
２ 大名への統制強化  
３ 農民支配強化（刀狩り、検地）  
・経過 
１５９０年 統一実現 
１５９２年 文禄の役 １５万人の兵力  
 初期、破竹の進撃→朝鮮義兵の抵抗→日本、明、朝

鮮との和議 
 
秀吉の誇大妄想  
５月１６日関白秀次に与えた朱印状  
１ 北京遷都、天皇の行事、御料地 
２ 中国に秀次の関白 
３ 諸大名に加増 
４ インドの征服 
 
文禄の役のときの秀吉の明との講和の七条件  
１ 明の皇女の入内 
２ 勘合貿易の復活 
３ 略 
４ 朝鮮４道の割譲（以下略） 
 
１５９７年 慶長の役 
蔚山の戦い→１５９８年終結  
 
歴史的意義 
１ 日・朝人民の苦しみ（明も）  
 『日々記』や蔚山の戦いを描いた『日本外史』その

他をプリントする。 
２ 李朝の動揺 
３ 明の衰退―封建社会の動揺 
４ 豊臣政権の崩壊→徳川家康の覇権 

日本の朝鮮半島への侵略が度々あった

こと、そして、特に、２０世紀にな っ
て、朝鮮を直接支配し、朝鮮に大きな

被害を与えたことの反省につながるよ

うに、中世日本の侵略の実態を明確に

認識させる。 
・明治維新以降に作られた秀吉の偉業

観（昨今の大国意識を含めて）の克服

を直接説明せず生徒自身の自発的な思

考から生まれるように慎重に配慮す

る。 
・支配者が国際的感覚を失ったときの

その国の悲劇的な状況について理解さ

せる。 
支配者が国際（東アジ ア）情勢に無知
であったことの悲劇とともに今後にも

起きる危険性のあることを認識させ

る。 
・秀吉の朝鮮侵略の目的の多方面性に

気づかせる 。  
・誇大妄想及び７条件をＯＨＰで示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２５分 

 
５時間目  
教授内容（板書） 指導上の留意事項 時間 
（５）朝鮮侵略を近代日本でどのように評価していた

か 
 
五 中国・朝鮮の文化の日本への影響  
１ 中国と日本 

明治天皇御沙汰書を引用し、プリント

する。 明治天皇自身、秀吉の偉業とし
て賛美していた意味を考えさせる。  
日本の政治・経済・文化の発展が、中

国や朝鮮のそれらから大きな影響、い

１０分  
 
 
３５分 
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（１）本草学 
明の李時珍の『本草綱目』→１６０７（慶長１２）年

輸入→６種類の翻刻版、京都から輸入  
７１年 名古屋玄医『悦甫食物本草』 
７２年 益軒『改正本草綱目』で表示する。 
不明  向井元竹『庖厨備用倭名本草』 
１７０９年 益軒『大和本草』―画期的、日本のもの

１３６２種、独自の研究法に立って批判的に記述 
・『庶物類書』 稲生若水、日本の代表的本草書、幕

府の小石川の薬園で採薬する的で出版  
親試実験的学風 
 阿部将翁→田村藍水、植村左平次、朝鮮人参の栽培

に成功→平賀源内（近代科学の萌芽） 
（２）農業技術 
 明の徐光啓の『農政全書』→１６７９年、宮崎安貞

『農業全書』益軒と交流、 各地の実地調査にもとづ

き益軒の協力、 異なった条件に水田でなく商業的農

業栽培に役立つ内容 
（３）数学  
程太位の『算法統宗』 
朱世傑の『算学啓蒙』 
 ↓ 
日本の吉田光由のそろばんによる計算『塵劫記』相次

ぎ出版される。←庶民の必要性から 
  ↓ 
和算の形成 
関孝和、筆算による解法、連立方程式、『括要算法』

補助未知数消去法としての行列式、根の研究から方程

式の分類、正負根の理論、円理、角術 
（４）暦法 
 和算家の研究によって研究される。支配者の権力の

象徴としての暦法への批判は公然としてできなかっ

た。その状況で和算家によって、日本及び中国の暦法

の研究が進められた。  
 
渋川春海―天文観測を通じて、一方、授時暦、渾天儀、

地球儀の作成を試み、日食について授時暦より宣明暦

の方が正確であること確信し、上表し、貞享の改暦が

実現した。 
２ 朝鮮 
（１）印刷術 
銅活字→朝鮮役後日本にもちかえり、日本で印刷―慶

長版の『史記』、紀州版の『群書俗要』など→そのた

め朝鮮での印刷が一時停止した。そのほかにも多数の

印刷物を略奪。 
（２）陶業 
・秀吉の「楽焼」、朝鮮の陶工 
・毛利輝元の「萩焼」、李敬（後に高麗左衛門と称す） 
・加藤清正の「江戸焼」、朝鮮人（江戸新九郎と称す） 
・黒田長政の「高取焼」、朝鮮人陶工 

わば恩恵を受けていることを具体的に

明確にする。 
 
６種の翻刻版や数学、朝鮮の印刷術な

どはＯＨＰ  
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・松浦鎮信の「平戸焼」、巨関 
・島津義弘の「薩摩焼」「火計（ひばかり）焼」、朴平

意  
・尾戸焼（松柏）→仁清、京焼  
 
「日本、朝鮮、中国」―倭寇か、豊臣秀吉―というテ

ーマで感想文を書かせる 

 
 
 
 
 
時間内でできないときは、宿題として

提出させる。 

 
 
 
 
 
５分 
 

 
第二章 授業実践の整埋－生徒の感想文を中心にして 
 
     事         項 度   数 
倭寇、朝鮮役のときの日本人残虐行為に驚いたもの ２７ 
秀吉の国際感覚の欠如について述べているもの １３ 
２０世紀日本の侵略行為と関連して、日本の歴史の一大汚点としたもの １０ 
当時の国際関係（東アジア）に新しいものを発見したもの ６ 
残虐行為の原因を考えたもの  ６ 
当時を含めて今後の日朝関係を願ったもの ６ 
現代東アジア民族の日本への感情または日本人の朝鮮人観について触れたもの ６ 
現代社会批判を行なったもの ２ 
明の社会・人物に関心をもったもの ２ 
 
 生徒の感想文を見て、正直に言ってびっくりした。生徒達が実に多様に受け取り、 違った感想文を述ベてい
たからだ。テーマ は「日本、朝鮮、中国」をサブテーマとして「倭寇か秀吉を中心にして」という指示を与え
た。全員に強制しなかったので４名未提出で４０名のものがあつまった。２クラスを教えたが、大体似た、結

果が出たので、やや反応の良いクラスについて整理してみた。 
私のいう「何のために」教えたかが問われる時がきた。 
 
感想文の題材は、倭寇、秀吉を中心にして、といったので、もちろんこの二つに集中したが例外的に、明の

洪武帝に興味をもっている生徒がいた。それはこんなものであった。 
 「明王朝を作った洪武帝という男は、人間的に見てほんとうにおもしろい人物だと思う、最初、元のやり方
にはんかんを持ち、正義のために紅巾の乱をおこし戦った。そこにおいて、彼は被支配者が支配者の立場にか

わり自分のための独裁政治を行なった。人間性というものが、よく出ている人物だと思う。………、船戸弘道」 
 正直、私は虚を突かれた感じをもった。その感じをどう表現したら適切なのか。生徒はこんなところに興味

をもつものか？という感じである。「革命」から「反革命」の転身が今の屈折した心をもつ高校生に「共鳴」（？）

するものがあるからだろうか。 
 感想文の殆んどが倭寇の残虐さを知った驚きを述べていた。大体の、頃向をつかむため感想文に書いてある

ことを、それぞれ意味内容に応じて、小さな要素に分解して私が特徴づけてまとめたのが上の表である。 
 したがって、数字は人数をあらわさず、感想の度数を示すものである。それぞれ代表的なものをあげていこ

う。 
 
倭寇の残虐さに信じがたい驚きをもったもの 
 
 「私はつい最近ソルジャーブルーと言う映画を見ました。内容はインディアンと白人との戦いです。その時

の、あの言い知れぬ感想をうまく文に載せることができないかもしれませんが－そこに描き写し出されたもの

－それはあまりにも残酷で醜い……それこそ血も涙もない人間の姿でした。婦女暴行のうえ、殺傷し、幼い子

供達を平気で殺す……… 
 いくら、言葉や風俗、習慣が異なっていても、どうしてあのようなむごい事が平気でおこなわれたのでしよ

う？ けっして許されてはならない行為を、まるで「あたりまえ」の行為としてほめたたえている。 
 私は何度も目を伏せてしまいました………これ以上目の前の残酷過ぎる戦いを見る勇気がなかったからです。 
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 そんな時、ふと私は倭寇のことを思い出しました。いかなる理由にしろ、日本人が期鮮人におこなっに許さ

れぬ行為を……時代がどうあれ、私達日本人としてのがれられない事実であることを………、そして二度と繰

り返えされてはならないことを………。 梶田恵美子」 
 
 こういう感想が、言わば典型的代表的なものといえる。少々現代社会批判をこめて、倭寇の残虐さに感想を

述べているものもいる。 
 
 「………倭寇や日本軍は朝鮮の民衆に対して、大変残虐なことを平気でしたようですが、これは今の日本と

あまり変わらないように思います。つまり倭寇が商業利益のでめに、他国の民衆に平気で残酷な行為をしたの

に対して、今の資本家あるいは政府は国の利益のために、平気で公害などで国民を殺しているからです。 
 また、秀吉の遠征は、インドまでも計画していたそうですが、これは、現在の日本の政府の海外政策によく

似ていると思います。つまり、今の日本の他国に対する政策は、自国の利潤ばかりを考え世界の情勢を考えな

いで、そのため、つまりお山の大将の気分でいるのではないでしようか。このようなことを考えると、どうも

倭寇や日本軍の残酷極まる行為を心から素直に批判できない気がするのです。川尻秋佳」 
 
 人によっては問題するかも知れないが、私はこんな感想文がすきだ。それは、中世の出来事を現代にひきつ

け、実感をともないながら、歴史を見ていると思うからだ。しかし、そこには、やはり、大きな欠陥がある。

つまり、非歴史的な見方なのだ。利益のために人殺しをするというなら、強盗のことを知って倭寇を思い出す

なんていうことになりかねないから。このような非歴史的な見方を克服しようとした実践であったのだが、こ

の生徒にとって、あまりにも残虐さが強烈であったのかもしれない。もう少し冷静に歴史を見る目を養う必要

があったのではないか。残虐さをもって生徒の興味関心をおこそうとするやり方に反省が必要なのかもしれな

い。ただ、秀吉のことについては「田中さん」に聞かせてやりたいセリフではなかろうか。 「………また秀

吉の朝鮮侵略も日朝両民衆の生活を苦しめたこと、さらに明の侵略案、インドの侵略案は、あの強国の明の軍

事力に対してきちがいざたの考え方だなあと思われ、今まで数多くしてきた戦争などで日本の軍事的な性格な

どおそろしい国だなあと思いました。古川 孝」 
 
次に、秀吉が国際的視野に欠けていたことに対する感想は大体次のようなものである。 
 
 「どうやらこの頃から日本は中国に対して大きな迷惑をかけているようだ。倭寇にいたっては、ソンミ村の

虐殺などは論外であろう。 
 しかし秀吉が朝鮮侵略、明の征服まで考えて実行に移したことは、今考えれば、そら恐ろしい気がする。 
 一段と進んだ、明、朝鮮の文化そしてその影響を大きく受けた日本人としては、その偉大さにあこがれてい

たのだろうか。しかし、今にいたっても日本は中国あっての日本に気づいていないようだ。 干々石恵子」 
 
 それでは、生徒達は、このような残虐行為、または、倭寇そのものがどうして起きたか、その原因をどのよ

うに考えていたのであろうか。二つのグループに分かれた。 一つは、封建社会または社会のひずみにその原

因をおいたもの。その一つに次のようなものがある。 
 
 「………。それに倭寇が日本人ばかりでなく、朝鮮、明の民衆に及ぼした影響は大であり、また、その行為

はつぐないきれないものだと思う。でも倭寇の人々を、いちがいには、せめられないような気がする。当時の

状況が人々を倭寇にさせないではいられなかったのだと思う。 
 人間の心を持っている人ならば、だれもが、こんなことはしたくないと思うのが当然であろう。 
 しかし、当時の、社会が民衆をぎりぎりの極限にまでおいこんだのだろう。『羅生門』の中にも、これと同じ

ような状況がある。一人の老婆が"生きていくために"死人の髪の毛をぬいて生きている。倭寇の人々も"生きて
いくために"にせざるをえなかったのであろう。また、人々も倭寇となった人々の気持ちが、いたいほどよくわ
かるから、強く責めることができなかったのだと思う。死に対する不安から逃れようとして必死だったのだと

思う。高村恵美子」 
 
 もう一つが、一般的な人間性に帰するものである。これは数は少なく、社会の状況が人間をそこまで残虐に

したというとらえ方が全体に行き渡っており、教授者の意図はほぼ成功したと思っている。残虐な行為を生み
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出した社会を出現させてはならないといった主体的認識にかかわるようなものとして次のようなものがあった。 
 
 「現に今まで倭寇とゆう大変野蛮な物についてあまりよく知らなかった。授業で蛮行についての話しを聞く

と頭の中に倭寇とゆう一つのぞうが見えてきた。彼らは同じ日本人なのだろうか。 
 その蛮行たるや人間だと思われぬものすごさ。被害にあったものたちはどういう気持なのか？ 
 だから倭寇とゆうものの発生の原因は、ものすごい世の中で生まれてきたから、蛮行も平気でできるのだろ

う。 
 二度と第二第三のような倭寇発生の世の中をつくるべきではない………。有馬勉」 
 
 次に、倭寇と関連させながら２０世紀の日本の朝鮮侵略にも触れ、日本人の反省と友好を主張しているもの

を見よう。この観点が、感想文を書いている者に、しっかりとした文章を書いているものが多かった。 
 
 「………それにしても、この時代の朝鮮は、かわいそうだったと思う。その原因は、日本にあるのだけれど、

もしこの時に朝鮮をせめていなかったら、日本は大陸の文化をとり入れることができなくて、今みたいに、発

展しなかったかもしれない。だけど、それなら、もっと平和的にできたんじゃやないだろうか。 
 朝鮮と日本の文化を交換するとか、文化をとり入れさせてもらうかわりに、何か物でかえすとかいったよう

なことが、この時代にできなかったハズはないと思う。でも、これによって、日本も文化をとり入れて発展す

ることができたんだし、やっぱり仕方がなかったのかなとも思う………。 
 ………でも、明と朝鮮と日本が、もっと仲良くできればよかったのに、日本は、朝鮮に対して、利己的すぎ

たということを感じました。 伊藤洋子」 
 
 「………。秀吉が朝鮮侵略、中国さらにはインドまで………と計画がことごとく失敗した。秀吉は日本とい

う小さな所では成功したが一歩広い所へ出るともうためだった。ペンダサンの言うように日本人には『世界に

対する目』というものがないのか。李成桂が倭寇を討ち、民族意識が高揚し、彼らの文字「諺文」を作りあげ

たのは立派だ。日本には、日本独自のものがほとんどない。みんな外国から取り入れ、それを料理したりして

いる。 
 ある外国人が「日本文化は外国の模倣である」といったように、文字、宗教、その他ほとんどがそうである。

ずっと後になって、日本は『２０世紀的倭寇』によって韓国を併合してしまう。これが日本人の朝鮮人への軽

ベつの始まりではないかと思う。 小町隆」 
 
 後の方の文で、朝鮮人の民族意識について触れているが、このような見方は、是非伸ばして行きたい。そこ

から同情ではなく、相手の国にも、互いに尊重すべき歴史があったことを理解し、そのことを通して本当に相

手の国を理解する第一歩となるからである。 
 
 次に、当時の国際関係に興味をもって、倭寇に対する見方になんらかの反省を加えなければならないといっ

ているものがある。そして私はこのような感想こそが、あわてて結論を出すような感想より、はるかにすぐれ

ていると思っている。それだけ、歴史の総体的、全面的把握に近づくからでもある。 
 
 「中学の頃は倭寇といえば、只、海賊だという表面だけの事しか考えず、その背景など、全然考えたことな

どなかった。 
 高校の授業でやっと、全容を自分なりに、つかめたというか、その背後にある社会の状態、動きを考えた。

既に倭寇は、残虐行為を働いたから悪いのだ。なんて簡単に思うこともできなくなった。人のそれも下層の人々

の生活は、全く社会に影響されるものだと思う。 
 今の社会においてもそうだろうけれど………。 
 倭寇の発生した社会、発生しなければならなかった社会を考えなきやいけないんだろうと思うけど………下

の力では、どうにもならないみたいな気持も私にある……。 単に、倭寇が発生した、いつ？どこで………。

それじあいけないんだナと、思ったのですが………。 戸田八重子」 
 
 「下の力では、どうにもならないみたいな気持もある」、倭寇が、やはり階級社会の産物であり、倭寇という

事項にも階級的対立を含んでいることに気づいる生徒が何人かいた。 
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 しかし、「どうにもならない………」との認識であっては、歴史の学習の目的を果たしているとは言いがたい。 
 
 「………。自分の力に過信して明においやられた事は、日本民衆にとっては、かえってよかったかもしれな

い。なぜなら、さらに兵土の為に食糧を多く出さなくてもよいからだが、封建時代の民衆はたえず支配者階級

の犠牲となって苦しんだ事を学んで、それと戦って行った民衆のような行動か共同力があったら、もっと今の

生活をよりよくできるのではないかと思う。古川礼子」 
 
 極く少数ではあるが、秀吉の朝鮮出兵が、明治時代に入ってから讃美されたことをとりあげ、近代日本のあ

り方に批判の目をむけているものもいた。 
 
 「………。秀吉について 
 明征服なんてよく考えついたものだ。まったくすごい男だと思う。国内では桃山文化なんていうものの中心

で遊んでいたのに、朝鮮の兵土たちは、食べ物も満足になく、餓死寸前、秀吉はいったい何を考えていたのだ

ろう。そしてこのことが明治になってほめられたなんていうから日本では、利害問題においては人権は無視さ

れ、下層市民にだけそのしわよせがよせられてしまう。今も昔もたいしてかわりないと思った。 野崎普」 
 
以上いろいろ、部分的な事柄に関する感想をみてきたが、この学習を通しての全体的な感想を述べていたもの

がある。そしてそれは、教授者の意図した目標を達成したものとして紹介してみる。 
 
 「世界史の学習で、感想文を書きなさいと言われても、ふだん授業で『こんな時代に生きてたらなあ………』

とか、『こんなことが本当にあったのかしら』などと思う程度なので、何を書くと良いか困ってしまいますけれ

ど、今学習している所で最も考えさせられるのは『倭寇』です。 
 第一にあの残虐行為。本当にあのようなことが行われたとはとても思えません。どうして、そんなことがで

きるのか………。そして、よく雑誌等で朝鮮、中国などでは日本に対する反感が強いということを読みますが、

それには戦争ばかりではなく、こういう昔からのことも影響しているのではないかしらと思えてきます。 
 また、このような迫害行為は倭寇ばかりでなく秀吉も行い、その秀吉の行為を明治時代ではたたえている。

大げさに言いますと日本は、償いきれない罪をおかしたような気がします。 
 でも、このような倭寇も、その発生の原因を考えてみますと、政治のようなものの犠牲にされたように思い

ます。貧しさゆえの略奪とも言えるのかもしれません。残虐行為はともかくとして、倭寇は良い者とか悪い者

などと簡単に決めつけられる問題ではないかもしれません。 
 ただあのような残虐行為は理由は何にせよ人間として、決して行うべきものではないと思います。いつの時

代、どんな状況においても。武田典子」 
 
 「１３～１５世紀における、これらの国々を比べてみて感じたことは、すでにこの時代において現代にもつ

ながるようなそれぞれの国の特性というか、国民性みたいなものが表れているようでおもしろいということで

あった。 
 まず日本についてみれば、今も昔も変わらぬ世界観のなさ、そこから日本人の島国根性の端くれみたいなも

のを感じて、日本人は小さいなアなどと思えてなんとも残念でくやしい。それから倭寇の残酷行為についてか

なりのべられていたけれども、だからといって日本人が特に残酷な国民であったとは思わない。他にだって、

もっとひどいことを行っていた部族なんかも数多くあったらしいのだから。（しかし、もちろんそれだから倭寇

の残酷行為が許されていいものではないけれど） 
 ここで、この倭寇の横行に苦しめられた朝鮮についてみると、他国の干渉を排除しようとするこの国の人々

の民族意識の高さを感じとることができた。すぐ隣に大国を控えて、いつも一番ひどい痛手を受け、しいたげ

られてきた人々の苦しみは、どんなであったろうかと思うと、人々の民族意識は、けなげとさえ思える。 
 そして今日でもまた、大国の干渉は続いている。日本もまた、この国からは、どれほどおかげをこうむって

いるか知れないのに、長いこと傷つけどおしであったし、朝鮮人ヘの差別はまだ続いている状態である。私は

このことに同じ日本人として激しい憤りを感ずる。 
 また、明について、やはり中国らしいどっしりと落ち着いた感じを受ける。 
 大した強い国だったらしいのに、北方民族と倭寇の板ばさみにあって滅びてしまったのは何となく気の毒に

思える。内側からの崩壊だけではなく、他の民族からさんざん痛めつけられて、しかも日本それの片ぼうをか
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ついでいたのだから。 
 しかし本音を言うと、私は明という国家の性格がよくつかめない。なぜ、これほどの国が倭寇を恐れること

があったのか、アフリカ東岸にまで足を伸ばした大国がなぜ、その辺の海岸にチョコチョコやってくる、多く

て５千人くらいの海ぞくを追い払うことをしなかったのか。それほど、やはり倭寇は恐しかったのだろうか、

それとも、倭寇の被害を受けたのは主に下層民衆であったから、そんな彼らの苦しみなど救おうとはしなかっ

たのか、もしそうならば滅びて当然の国家であったと思う。 高橋ユキ子」 
 
 以上、生徒の感想文を紹介してきたが、実践してみて私自身の感想を述ベると、 
１ 成功だった 
２ 成功だったとするのは、中世史の学習を通して、現代における世界の平和、特に東アジアにおける日本の

役割を生徒達に（主体的認識ということでは少々不満足だが）歴史的に科学的にとらえさせることができたと

いうこと。 
３ 生徒の感想文を通して知ることができたのだが、生徒の現実認識とのかかわりで倭寇の学習が実に多くの

認識を生徒に育てられるということが実証されたということである。これには教師自身驚いている。 
４ 生徒、つまり生徒達が「世界史、日本史の統一的把握」というものをそれなりに消化してくれているとい

うことである。 
 残された問題としては、近現代史及び古代史とのつながりをどうつけるかということでもある。 
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