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研究の目的 

江戸時代、のちに「鎖国」と呼ばれる政策をとった日本にとって、外国に開かれた長崎・

薩摩・蝦夷・対馬の「四つの口」は諸外国の情勢をいち早く察知するため、また国内では

生産できない貴重品を輸入するためにも非常に重要な窓口であった。そして「四つの口」

のうち、唯一国外に日本人が住んでいたのが対馬口、つまり釜山の草梁倭館である。この

草梁倭館は江戸時代前期（1678 年）の完成から明治初期（1876 年ごろ）までのおよそ 200

年を通して、日朝交流を支える重要な舞台であった。塀で囲まれた約 10万坪という広大な

敷地には、400～500人ほどの対馬の人々が住み、朝鮮との外交・貿易を行っていた。 

 江戸幕府は、中世期より朝鮮と交流していた対馬の宗氏に朝鮮との外交・貿易を一任し

た。対馬は山勝ちの地形であるため米の収穫は乏しく、肥前国の飛び地を合わせて２万石

ほどの所領であるにも関わらず、宗氏は幕府から 10万石の格式が与えられた。わずか 2万

石の大名である宗氏が、幕府から特別な待遇を受けたというのは、日本の対外的な歴史を

眺める上で非常に興味深い事実である。 

本研究では、①対馬の宗氏と朝鮮の交流を歴史的に跡づけるとともに、②草梁倭館とい

う施設が、果たしてどのように機能し、国内外に対してどのような影響力を持っていたの

か、③倭館の中で対馬の人々はどのような生活を送っていたのか、④倭館を介して当時の

両国の人々はどのような交流を行っていたのかを考察したい。 

 

期待される研究の成果 

①明治以前の日本と朝鮮との交流の歴史を、対馬・釜山・ソウルの現地調査によって、文

献のみでは実感できない、地理的条件などの社会的条件を体験できる。 

②明治時代になって、倭館の広大な敷地と建物がどのように変化したのか、現地調査する

ことによって知ることができる。 

③「アジアの拠点都市」「アジアに開かれた都市」をスローガンとする福岡市が、今後どの

ように発展して行くべきかを考えるための機会となる。 
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◆日程 

出発日    2018 年 8 月  6 日（月） 

帰着日    2018 年 8 月 14 日（火） 

旅行予定日数（発着日含む） 

           9 日間 

 滞在地           行動・調査内容 

8 月 6日(月) 福岡→対馬（厳原） 

 

 

武家屋敷（中村地区） 

雨森芳洲墓所 

氏江家屋敷 

万松院（宗家菩提寺） 

8 月 7日(火) 

 

対馬 厳原八幡宮 

西山寺 

対馬藩お船江跡 

対馬歴史民俗資料館 学芸員古川祐貴氏訪問 

8 月 8日(水) 

 

対馬（厳原→比田勝）

→釜山 

移動 

8 月 9日(木) 釜山 倭館研究会 ソン・ソングク氏訪問 

草梁倭館跡 

釜山近代博物館 

8 月 10 日(金) 

 

釜山 東莱邑城 

福泉洞古墳・福泉博物館 

東莱郷校 

東莱府東軒 

8 月 11 日(土) 

 

釜山→ソウル 移動 

8 月 12 日(日) ソウル 宗廟 

昌慶宮 

昌徳宮 

国立歴史民俗博物館 

景福宮 

国立中央博物館 

8 月 13 日(月) ソウル⇔水原 水原華城 

韓国民俗村 

8 月 14 日(火) 

 

ソウル→福岡 移動 
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第一章 倭館の成立と構造 

 

朝鮮における中世倭館の成立 

 朝鮮にいつ倭館が設置されたのかはっきりとしたことは分かっていないが、おそらく 15

世紀初頭であろうといわれている。14世紀から 15世紀にかけての東アジア海域は、倭寇を

はじめとする海賊集団が横行する危険な海域であり、その中でも朝鮮王朝が頭を悩ませて

いたのは、恒居倭人と呼ばれる不法滞在者の存在であった。 

彼らのほとんどは対馬出身者と考えられていたため、朝鮮政府は 1419（応永 26）年には

対馬に出兵するという強硬策を取るが、その一方で倭寇に対して投降を促し、従えば朝鮮

の官職を授けて、「受職倭人」という立場で朝貢貿易を許可するなどの柔軟な対応をとった

1。そしてこのうち、都（漢城）に上ることを許可された日本人使節を応接するため 15 世紀

の初めに漢城に設置されたのが倭館である。当初は東平館という名称だったが、通称とし

て倭館という名称が定着した。こうした施設は他にもみられ、中国使臣のための「大平館」、

女真人のための「北平館」が同じく漢城に設置されている。 

その後、都に置かれた倭館とは別に、釜山に浦所倭館と呼ばれる三か所の倭館（三浦倭館

＝乃
ネ

而
イ

浦
ポ

（薺
チェ

浦
ポ

）・富山
プ サ ン

浦
ポ

・塩浦
ヨ ム ポ

）が成立するものの、1510（永正 7）年に恒居倭人が起こし

た三浦の乱によって朝鮮との国交自体が 2年にわたり途絶えてしまう。宗氏の執拗な交渉

の甲斐もあり壬申約条が結ばれた 1512（永正 9）年に通交が回復するものの、開港所は薺

浦一か所に限定された。1521（大永元）年に釜山浦倭館が再開され、合計 2か所の開港が

許可されたものの、1544年に再び起こった反乱（甲辰蛇梁の倭変）により、以来倭館は釜

山浦倭館のみとなった。さらにはこの釜山浦倭館も 1592（文禄元）年の文禄の役の折に、

日本軍の築いた倭城の内部に取り込まれて消滅するという運命を辿ることとなる2。 

1607（慶長 12）年の徳川将軍に対する第一回目の朝鮮通信使の来日に伴い、ようやく講

和が成立したのち、改めて釜山浦に豆毛浦
ト ゥ モ ポ

倭館が設置された。ただし、先の朝鮮出兵によ

って日本人の上京が禁止されてしまったため、焼け落ちた都の倭館が復活する日はついぞ

やってこなかった。さらに、対馬から豆毛浦倭館への航路は便利で安全とはいいがたく、

増加する貿易量に対応できなくなってきた折に度重なる火災に見舞われたため、対馬藩は

倭館の移転を求めて動いていくこととなる3。 

 

                                                 
1 田代和生『新・倭館―鎖国時代の日本人町』ゆまに書房（2011）、9-11頁参照。 
2 同上、12-17 頁参照。 
3 同上、48-53 頁参照。 
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草梁倭館について 

草梁倭館は、1675（延宝 3）年 3月に着工して

から約 3年の歳月をかけ 1678（延宝 6）年 4 月に

完成した。 

豆毛浦倭館の約 10倍、10万坪という広大な敷

地4の中に築かれた町は区画整理がなされ、館守

家という建物を中心にさながら小さな城下町の

ようなつくりになっていた。中では、商人、下働

きの者、留学生などを含む 4~500人が滞在して

いた。下働きの者や家族を含め、日本から女性を

連れてくることはできなかったため倭館の構成

員は全て男性であった。 

また、館の周囲は密貿易や朝鮮の遊女・妓生を

含む女性の連れ込み、日本人の勝手な外出を防ぐ

ため、完成当初は周囲を土塀で、1709（宝永 6）

年以降は 1.8ｍほどの石垣で囲まれていた5。 

出入口は合計で 3か所（守門、宴席門、不浄門）

が設置されていた。このうち日常用の守門は日本

の城郭にみられる枡形門のような造りになって

おり、外側の鍵を朝鮮側、内側を日本側と双方に

よって管理されていた。この門は午後 6時が門限

で、外出には館守が発行する手形が必要であった。 

倭館の北側には宴享大廰と呼ばれる使節の応

接所と、それと並んで朝鮮国王粛拝のための草梁

客舎が新設されている。先に述べた宴席門は、こ

れらの施設への出入りに使用される門である。 

最後に挙げた不浄門は、朝鮮側が管理する門で、倭館で死亡した日本人を対馬へ運ぶと

きに利用するための門である。もっとも、送還するのにもお金がかかるためこの門が利用

されるのはもっぱら身分の高い者が死亡した時であった。送還できない者は、倭館内の松

林に造られた墓地に埋葬され、遺品のみが対馬へ送られるという例が多かったようだ6。 

当初石垣のまわりには監視のための施設が 3 か所あったが、度重なる女性連れ込み事件

などにより、のち 6か所に増やされることとなる7。 

                                                 
4 田代和生『新・倭館―鎖国時代の日本人町』ゆまに書房（2011）、62-65頁参照。 
5 同上、58頁参照。 
6 同上、58-60 頁参照。 
7 同上、60 頁参照。 
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 以上のように、草梁倭館は不法滞在者の収容施設であった中世倭館とは一線を画す施設

となったことが分かる。朝鮮へ渡航するためには対馬藩の許可が必要となった近世倭館は、

まさに仕事盛りの男性の「短期滞在」のための施設として、客館本来の機能を果たすよう

になったのである。 

 

倭館の構成員 

それでは、倭館の中で生活していた男性は一体どんな人々だったのであろうか。彼らは

倭館滞在の目的によって大きく 2つに分けることができる。 

 まずは、幕府や対馬藩によって持ち込まれた実務外交を中心に行う外交三役と呼ばれる 3

つの重要な役職を見てみよう。彼らは比較的長期間の滞在者が多い東館に滞在し、それぞ

れ広い住居を与えられている。 

 

 

(1) 館守 

倭館に滞在する 400～500人の住人を統率するため、日本側は 1637（寛永 14）年ごろか

ら「館守」という役職の人間を派遣するようになった。任期は概ね 3~5年だが、中には 10

年ほど勤めあげる者や、一度退いて再任する館守もいた。彼らの職務内容は多岐に渡り、

外交官である裁判
さいはん

の相談役、貿易の管理や倭館の住人の統率、許可証の発行から日々の雑

務に至るまで枚挙にいとまがない。激務ゆえに館守には専属の医師がつけられていたほど

である8。 

また、“前例”が何よりも重視される国交の最前線では、情報が命であるため、21代目の

館守・幾度大右衛門からは、代々着任した日から帰国するその日までの天候、風向き、そ

の日の些細な出来事までを綴った『館守毎日記』が作成されることとなった。現存する日

記は 1687（貞享 4）年～1870（明治 3）年までの 184年間、全部で 811冊、このうち欠け

ているのは全体の 1％以下という貴重な情報群である9。 

 

(2) 裁判
さいはん

 

裁判という名前がついているが司法官ではなく、外交実務官の役割を果たす重要な役職

である。起源は少なくとも文禄・慶長以前だと考えられており、通信使派遣や朝鮮米の輸

入など個別の交渉事が起きたときに派遣される。初期は町人であったが、業務の複雑化に

より 1651（慶安 4）年ごろから士分があたり、いつしか常駐役員の扱いを受けるようにな

った10。 

裁判の役割は大きく分けて 4つあり、 

                                                 
8 田代和生『新・倭館―鎖国時代の日本人町』ゆまに書房（2011）、105-110頁参照。 
9 同上、117-122頁参照。 
10 同上、110-114 頁参照。 
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1. 朝鮮通信使派遣に関する諸交渉 

2. 対馬へ派遣される訳官使の送迎 

3. 朝鮮米輸入のための諸交渉 

4. 上記以外の交渉の際 

1650 年代以降にはかつて館守の任に就いていた者が裁判として派遣される例が多くみら

れるようになる。これは山がちな地形で、肥前の飛び地を合わせても 2万石程度しか米の

収穫が見込めない対馬では朝鮮米の確保が死活問題だったためである。 

 

(3) 東向寺僧 

倭館内には滞在する住人のため、東向寺という寺が建てられた。この東向寺は対馬西山

寺の支配下にある臨済系寺庵として所属しており、西山寺から 3年交代で派遣されたのが

東向寺僧である。彼らは書記官として、倭館が扱うあらゆる外交文書の保管・管理、外交

文書の起草と内容・文字・体裁などに至るまでの文章の校正を行った。そのほか、倭館で

亡くなった人の法要や、春と秋の彼岸、盂蘭盆の法会など通常の仏事も取り行った11。 

 これに対し、短期間の滞在となるのが対馬藩から朝鮮に派遣される使節である。彼らは

基本的に西館に滞在することになるのだが、特に毎年決まった時期に派遣される使節（年例

送使）に関しては、西館が混み合わないようスケジュールが整理されていたようだ。一年に

八つの使節が派遣されるため、これを「八送使」と総称する。彼らは時候の挨拶などの外

交儀礼が主な役割であるのに対し、何か特別な出来事があった際に臨時に派遣されるのが

朝鮮側から「差倭」とよばれる使節である。そしてこれらの使節に対して、朝鮮側は中央

政庁から接慰官と呼ばれる役人を派遣し、あつくもてなすことを慣例としていた12。 

 また、貿易関係としては一代官を頭役とする二代官、三代官など代官が複数おり、公貿

易を担当していた。時代が下ると別代官と呼ばれる私貿易担当者なども現れるが、このう

ち町代官と呼ばれる者が商人からの任命で、その他は士分である。 

さらに倭館内の治安を維持する役割としては横目や下目付と呼ばれる人々がいた。倭館

内の犯罪によって日本人が死刑となる場合には、倭館外にある二ツ獄と呼ばれる場所で横

目が処刑を行った13。 

さらに朝鮮語通事や語学・医学の留学生、将軍や大名家に納める朝鮮鷹を飼育する鷹匠

などがいたが、女性の入館が禁止されているために家事なども男手だけでこなさなければ

ならない。そのため下働きの者や、「請負」と呼ばれる畳屋・豆腐屋・蒟蒻屋・酒屋・仕立

屋・紺屋など生活に必要なものを揃えたり仕立てたりする職人が数多く派遣されている14。 

 

  

                                                 
11 田代和生『新・倭館―鎖国時代の日本人町』ゆまに書房（2011）、114-117 頁参照。 
12 同上、99-103 頁参照。 
13 同上、173,185頁参照。 
14 同上、174-177 頁参照。 
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図 1 万松院 手水鉢（撮影：筆者） 

第二章 現地調査報告 

 

第一節現在の対馬・釜山・ソウル 

 

1．雨森芳洲墓所（長寿院） 

 雨森芳洲は、江戸時代中期に活躍した儒者である。近江国の医者の家に生まれたが、木

下順庵のもとで学び、新井白石・室鳩巣などとともに木下門下の五先生として名を馳せた。

木下順庵の推薦で、1689（元禄 2）年より対馬藩に仕官し中国語・朝鮮語を学んだ。 

現在、対馬藩の残した膨大な記録が「宗家文庫」として知られているが、これは雨森芳

洲が『たはれ草』の中で「確かな記録は何百年も生きた人を左右に置くのと同じだ」と述

べているように文献実証を重要視したためである。そのため対馬藩の記録の充実は倭館関

係に留まらず、対馬藩内の政治、幕府関係などにまで及び、およそ 12万点あまりが各地に

散らばりながら現存している。芳洲は対馬藩の学問や、朝鮮語学校など教育機関の設立に

大きく貢献したほか、日朝外交においても重要な役割を果たし、1755（宝暦 5）年に対馬厳

原で死去した。墓所は現在も厳原日吉の長寿院にあり、付近の道沿いには芳洲の言葉など

が数多く見受けられ、現在でも多くの人々の尊敬を集めていることが感じられた。 

 

2．万松院 

1615（元和元）年、対馬藩主宗義成が父の義智のために創建した宗家の菩提寺である。創

建当初は松音寺という臨済宗系寺院だったが、1622（元和 8）年に宗義智の法号にちなんで

万松院と改めた。のち 1635（寛永 12）年に慈性大僧正の勧めにより、臨済宗から天台宗に

改宗した。数度の火災に見舞われたため、現在の本堂は 1879 (明治 12) 年に建造されたも

のである。創建当初の建物は山門のみとなっているが、対馬藩主宗家墓所として国指定の

史跡になっているだけでなく、本堂には歴代徳川将軍の位牌などの貴重な品々が現存して

いる。特に実際に見学することができる資料の中でも、朝鮮国王から贈られたという三具

足は、かつての対馬と朝鮮との密な交流を感じることができた。 

 宗家の墓所に続く階段は、百雁木と言われる灯籠が続いており、登った先には歴代藩主

と正妻の墓がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2 万松院 百雁木（撮影：筆者） 
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3．対馬藩御船江跡 

城下町厳原から 30分ほど歩いたところに残っているこの遺構は 1663（寛文 3）年に造ら

れたもので、人口の入江が構築され、内部に四つの突堤と五つの船渠が設けられている。

これを「お船江」や「お船屋」と称している。現在は五つの内一つの船渠は埋め立てられ

ているものの、築堤の石積み、正門、倉庫、休息の建物跡が残っており、往時の賑わいを

窺うことが出来る。満潮時には木造の大型船が出入りできるほどの大きさがあり、この場

所で多くの藩の御用達物品の積み下ろしが行われたことが想像できた。江戸時代、海に面

した各藩は藩船を格納するためのお船屋を設けたが、これほど原型を留めたものは他に例

がなく、対馬藩お船江跡は長崎県指定史跡にも指定されている。 

 

 

 

 

4．草梁倭館跡（초량왜관） 

 10万坪という広大な敷地の中央に位置していた龍頭山は、現在李瞬臣像や釜山タワーが

建つ龍頭山公園(용두산공원)として整備されている。釜山タワーからは釜山の街を一望する

ことができ、釜山のランドマークとなっている。 

 倭館時代の建物や塀こそ残っていないものの、通りなどの街の大きな区画などは、江戸

時代の絵図と照らし合わせるとその面影を感じることができた。特に、明治時代になって

日本大使館として利用された館守家に続く石段や石垣はそのままの位置に今も残っており、

倭館研究会のソン氏によると、館守家の石垣は江戸時代のものだという。観光案内板も設

置されており、容易に歩くことができる。第二節に詳述する。 

 

 

 

図 4 対馬藩御船江跡（撮影：筆者） 図 3 対馬藩御船江跡（撮影：筆者） 



10 

 

 

5．釜山近代歴史館（부산근대역사관） 

 この歴史館が建っている場所は、かつては草梁倭館の塀の内側であった。そのため、日

本の植民地時代だった 1929（昭和 4）年に朝鮮の経済を支配下に置くため「東洋拓殖株式

会社」の釜山支店がこの地に建てられた。現在歴史館として利用されているのはこの東洋

拓殖株式会社の建物で、第二次世界大戦後アメリカの海外広報の拠点である「釜山美文化

院」として使われたこともあり、釜山の人々にとっては近代の悲劇を象徴する建物でもあ

る。1階は企画展示が行われており、2階は釜山の近現代、3階は韓米の資料が展示されて

いた。 

 

 

6．東莱邑城（동래읍성） 

 古代の三韓時代に作られ、高麗時代末期または朝鮮時代初期に大きく修築されたと伝え

られている城址で釜山市の記念物第 5号に指定されている。文禄・慶長の役の際にも重要

な拠点とされたため日本軍の攻撃目標となり、この場所で大きな戦闘があったと伝えられ

ている。現在は復元されたものも含め当時の石垣や門の一部が残っており、石垣一枚を隔

てて立ち並ぶ高層マンションとのコントラストが時間の流れを象徴しているようで非常に

印象的であった。日本の城と異なり、壁で囲われた城である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．東莱府東軒（동래부동현） 

 東莱は新羅以降、現在の釜山広域市の大部分を管轄する東莱郡・東莱県が置かれた地で

ある。朝鮮王朝でも倭館を統括する東莱府が設置され、対馬藩との交渉が行われた。江戸

幕府と朝鮮王朝との外交機関がなかった江戸時代において、日本人漂流民の送還などは、

対馬藩とこの東莱府を介して行われている。 

図 5 東莱邑城 城壁（撮影：筆者） 
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 東莱府東軒の忠信堂は 1636（寛永 13）年に創建されたもので、実際に建物を見学するこ

とができた。内部には執務の様子が再現されていた。ここに派遣された朝鮮側の役人と、

倭館に派遣された対馬側の役人達が、日本・朝鮮の外交を担ったのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8．宗廟（종묘） 

宗廟は、儒教思想に基づいて建てられた朝鮮王室の歴代の王・王妃および没後に位を贈

られた王と王妃の神位(位牌)を祭った霊廟である。国王らがこの世を去るたびに位牌を安置

する空間を一室ずつ増築してきたため、同時代の単一木造建築物としては世界最大規模を

誇っており、その建築様式と歴史的な重要性から 1995（平成 7）年にはユネスコ世界遺産

に登録されている。通常、決められた日以外はガイドによる観覧のみだが、訪れた日は猛

暑のため短縮ガイドのみで、その後自由観覧することができた。

 

図 7 宗廟 別廟・永寧殿 （撮影：筆者） 

 

 

図 6 東莱府東軒 忠信堂（撮影：筆者） 
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9．国立民俗博物館（국립민속박물관） 

 国立民俗博物館は景福宮の敷地内に位置しており、屋内・屋外ともに展示が充実してい

る博物館であった。屋外では韓国の伝統的な家や水車、チャンスン（장승：木や石で造られ

た像）など近世の村の様子や近現代の街並みが再現されており、まるでタイムスリップした

かのような気分を味わうことができた。3か所に分けられた屋内の常設展示では、先史時代

からの生活スタイルの変遷や、農耕を基盤に生活してきた韓国人の生活を四季というテー

マに沿って学ぶことができた。通過儀礼を中心に朝鮮時代の両班士大夫の一生をテーマに

した展示では、豪奢な衣装や絵画などが数多く展示されており、朝鮮王朝で花開いたきら

びやかな両班文化の世界が感じられた。 

 

 

10．国立中央博物館（국립중앙박물관） 

龍山
ヨンサン

に位置する国立中央博物館は、世界でも 6番目の規模を誇る巨大な博物館である。

入場する際には飛行機に搭乗するときのような手荷物検査が行われるなど、管理は徹底さ

れているが、驚くべきことに入場料は無料だった。 

常設展示館は 1階から 3階が吹き抜けになっており、時代や地域、作品の特性に合わせ

て細かい区分がなされていた。1階の展示室には、「東莱府使接倭使図（동래부사접왜사도）」

が展示されていた。これは対馬から派遣された使節が東莱府の役人に到着の挨拶を行い、

朝鮮国王の象徴である「殿牌」を拝礼する場面が描かれた貴重なものである。 

3階には国別に分けられたスペースがあり、中国や東南アジアの国々と並んで日本の展示

室も設けられ、甲冑や絵画などが並んでいた。それだけではなく、2008年には韓国文化勲

章を受章した金子量重氏の寄贈コレクションを展示したブースも別に設けられるなど、現

在に至るまでの日朝交流も感じることができた。 

 

 

11．韓国民俗村（한국민속촌） 

ソウル近郊の龍仁市にある韓国民俗村は、朝鮮半島の生活様式や文化を見学することが

できる野外博物館である。各地方の伝統家屋などが全国各地から移築・復元されるなどし

て 270棟展示されているほか、竹細工や紙など伝統工芸の職人が実際に仕事をしている現

場を見ることができた。また馬上武芸の公演も行われており、朝鮮通信使に同行した曲芸

師が日本でも披露し評判を呼んだというエピソードがよく理解できた。今回は時間が合わ

なかったため見ることができなかったが、民俗村の公演は馬上才だけでなく、伝統婚礼や

綱渡り、農楽など様々な催しが行われており、朝鮮の文化を肌で感じることができる。 
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第二節 草梁倭館の構造と現在 

 倭館を描いた絵図としては、すでに第一章で挙げた現在韓国国立中央博物館に所蔵され

ている卞璞（변박・1783 年）のものが有名だ。そこで卞璞の倭館図をもとに、江戸時代の

倭館にはどのような建物が配置されていたのかを改めて確認していく。 

塀に囲まれた倭館の中央に見える山が日本名で中山

と呼ばれる龍
ヨン

頭山
ドゥサン

である。この山を中心に東館と西館

に分かれているのだが、東館には館守の館をはじめと

する開市大廰・裁判屋・東向寺・通詞屋などがあり、

海岸側には水夫屋・浜番所があった。また、西館には、

副特船・第 1船・参判屋という使節団の宿泊所と六行

廊が並んでいた15。ここでは、倭館内外で特に主要な役

割を果たした 5つの施設について説明する。 

 

❶ 守門（수문） 

守門は倭館の正門である。門の外では毎朝市が開か

れ、日本人が魚や野菜などを購入した。 

 

❷ 館守家（관수가） 

絵図の下方中央に見える建物で、龍頭山の中腹を切

り開いた高台に建てられている。倭館を統括する館守

の宿所と事務所を兼ねており、東館でもっとも大きな

建物である。 

 

❸ 裁判家（재판가） 

 外交官である裁判の屋敷である。陶山訥庵や雨森芳

洲らが裁判としてここに滞在した。 

 

❹ 東向寺（동향사） 

 倭館内の仏事が行われた場所である。また、重要な

外交文書などを保管する作業も東向寺僧が行っていた。 

 

❺ 宴享大廰（연향대청） 

 対馬から派遣される使節が饗宴を行う場所。地形上の理由から館外に建設され、物品倉

庫や器を保管するための倉庫があった。 

                                                 
15 孫承喆「《倭人作拏謄録》을 통하여 본 倭館」, 釜山市史編纂委員会『港都釜山(13)』 

（1993）、77-78 頁参照。 

❶ 
❷ 

❸ 

 

❹ 

❺ 
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明治時代になり、倭館は対馬藩から外務省に接収されることとなる。下の地図は 1903（明

治 36）年に日本によって作成された釜山近郊の地図だが、下方に見える龍頭山を中心とし

た区画は、倭館が存在した当時の面影が色濃く残っていることが分かる。 

 

図 8 明治三十六年十二月製図 釜山港市街及付近地図 

 

 それでは、この地図が作成されてから 100 年以上が経った現在、草梁倭館があった場所

はどのように変化したのだろうか。先ほど挙げた主要な施設の現在について報告する。 

❷ 

❶ ❸ 

❹ 
❺ 



15 

 

 

 

❶ 守門 

 正門であった守門周辺は現在、飲食店やホテル、銀行などが立ち並び、かつてそこに倭

館の石垣や門があったという雰囲気は全く感じられない。 

しかし道路脇には草梁倭館の絵図の看板があり、看板の表示にしたがって守門の役割を

説明する案内板が立てられている。また、倭館内に設置されていたという、倭館で守るべ

き規約を示した「約條制札碑」（現在は釜山市立博物館に移設）の説明書も添えられていた。

こうした案内板は、倭館の主要施設付近に建てられており、韓国語、英語、日本語、場所

によっては中国語での解説文が表示されているため、時折立ち止まって説明文を読む観光

客の姿が見受けられた。 

 

 

図 9 守門周辺（撮影：筆者） 
図 10 守門周辺（撮影：筆者） 
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❷ 館守家 

 館守家は、1871（明治 4）年の廃藩置県によって日朝外交権が対馬藩から外務省によって

接収されることとなった。しかし明治新政府の送った国交樹立を求める書契に「皇」や「勅」

などの文字が含まれていることを理由に朝鮮国王・大院君は書契の受け取りを拒否した。

そのため大院君政権に退去を要求されるものの、翌年には「大日本公館」と改称され、釜

山府の実質的な日本大使館として利用された。江華島条約によって釜山港が開港され、日

本の外交使節がソウルに駐在するようになってからは、草梁倭館跡に日本人居留地が形成

されることとなる。 

 現在、山頂付近は龍頭山公園として整備され、釜山のランドマークである釜山タワーが

建っており、釜山の街を一望することができる。 

 

 

 

 

 

 

図 11 龍頭山公園（撮影：筆者） 図 12 釜山タワーからの眺望（撮影：筆者） 
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現地の倭館研究会のソン氏によると、現存する幅約 4mの 37段の階段は、絵図に描かれ

ているものと同じ位置にあたるという。会談の両脇には現在、飲食店が立ち並んでいる。

館守家の説明板はこの階段の下に設けられており、建物や門こそ残っていないものの地形

や位置関係が大きく変化していないことがよく分かる。また建物の裏側に残っている防空

壕が、近代に入って公館として利用されていたことを伝えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 館守家 階段（撮影：筆者） 
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❸ 裁判家 

 かつて裁判家があったと思われる場所は、交番や銀行となっていた。しかし館守家から

徒歩 5分もかからないほど近い場所にあり、館守と裁判という重要な役職の人間がいかに

密に連絡を取らなければならなかったのかを想像することができた。 

 

 

❹ 東向寺 

 こちらも住宅街に変貌しており、かつて日本式の寺があったという雰囲気は感じられず、

案内板がその存在を伝えるのみであった。もっとも、1903（明治 36）年の時点で地図に「東

向寺」の表記が見られないことから、それ以前になくなっていた可能性が高い。外交権が

外務省に接収されてしまったことで、前後の時期に対馬から東向寺僧の派遣が途絶えたと

考えるのが自然であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❺ 宴享大廰 

 ここは草梁客舎で拝礼を終えた日本使節に饗宴を催す場所で、饗宴大廰には物品倉庫と

器を保存する場所、東莱府使らが乗ってきた馬が休む場所があったとされている。 

図 14 東向寺付近（撮影：筆者） 
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宴享大廰のあった場所は現在、光一小学校（광일초등학교）となっており、付近には立派

な案内板が立てられている。また、現在残っている大廰洞という地名もこの宴享大廰に由

来する。

 

図 15 宴享大廰付近（撮影：筆者） 

 

 

草梁倭館が存在した釜山市中区一帯は、龍頭山公園として整備されていることもあり、

周辺には新しく若者向けの雑貨店や衣料品店などが軒を連ねており、かつての倭館の面影

を感じられるものは、街の区画以外にはほとんど残っていないと言ってもよい。しかし、

そんな中でも現地の倭館研究会の方や行政をはじめ、そこで生活する人々によって、歴史

を残そうとする努力が随所に見られた。港町として発展してきた釜山は、福岡と同じくま

さに「アジアの拠点都市」「アジアに開かれた都市」である。多くの人やものが行き交い、

短期間で大きな発展を続ける港町だからこそ、街の記憶のひとつとして歴史を保存してい

くことは非常に重要な意義があるのではないだろうか。 
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第三章 倭館で起こった事件―元禄 3（1690）年の交奸事件 

 

 「交奸」とは、朝鮮人女性が倭館へ入館し密通を行った事件のことだ16。朝鮮では、手引

をした者は必ず死罪、交奸を行った女性も死刑を含む厳罰に処せられるが、それにも関わ

らず江戸時代を通して交奸事件は後を絶たない。文字通り命がけの商売を行っていた朝鮮

人たちの関心は日本人が対価として支払う銀である。交奸事件を起こした朝鮮人は、基本

的に身分の低い賎民と呼ばれる人々が多いが、中には倭館の警備などを担当する男性が手

引きをした例などもある。 

 元禄 3年の事件が発生した当時、館守は 23 代目の深見弾右衛門である。館守日記が作成

され始めたのは 21代館守の幾度大右衛門の時であるため、この事件は『館守日記』にその

顛末が日単位で記録された初めての交奸事件ということになる。さらにこの事件は、豆毛

浦倭館から草梁倭館に移転してから初めて発覚した交奸事件でもある。事件が公になった

のは、朝鮮側の日本語通訳官である訓導・朴同知と別差・朴僉正（両判事＝訓導・別差）が

裁判・平田所左衛門へこの一件を伝えた 2月 26日のことだ。以下、日記の読み下し文を掲

載し、事件の具体的実像を検討する。 

 

 

【２月２６日】 

同（二月）廿六日、晴天、北東風 

・平田所左衛門殿被罷出被申聞候は、只今私所迄朴同知（訓導）・朴僉正（別差）罷出申聞

候は、朝鮮人之女粉伊と申者、四代官屋ニ井手惣左衛門罷居候内隠置、四代官屋村勢作

兵衛乗船後、井手惣左衛門儀二代官屋梯源七房中江移り、只今罷有候、此女を二代官屋

房内江隠置、尓今罷有候ニ付、此段釜山浦江訴人出候を東莱江被申越、東莱承届、古来

ヨリ両国申合禁制仕候処、尓今隠置候段無調法千万ニ存候由ニ而、両半事江被申付警固

相副差越被申候、此段館司ニ申届召連参様ニと被申付候而我々入館仕候、館守江直ニ罷

出御案内可申候哉、先立寄御尋申入之由、両半事私江申聞候故、早々罷出案内申候由、

                                                 
16 田代和生『新・倭館―鎖国時代の日本人町』ゆまに書房（2011）、181-183,188-191参照。 

【凡例】 

一、原則として常用漢字を用いた（地名・人名の固有名詞を除く）。 

一、変体仮名は、原則として「江」「而」のみを使用した。 

一、平仮名の「者」は「は」、「茂」は「も」、「与」は「と」とした。 

一、合字の「ゟ」は「ヨリ」、「朩」は「等」とした。 

一、虫損・破損及び判読しがたい箇所は□印で示した。 

一、句読点は筆者による。 

一、（ ）内は筆者の注。 
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平田所左衛門殿被申聞 

・拙子存寄、平田所左衛門殿ニ段々相談仕被罷帰 

・両判事罷出、右之趣拙子江申聞ル 

 

このとき平田所左衛門に伝えられた情報を見ると、粉伊という朝鮮人の少女はまだ捕ま

っていないにも関わらず、どの建物の誰の部屋に女性を隠し、現在誰のもとにいるかなど

の事件のいきさつを、朝鮮側はすでにかなり細かく把握している。しかし、日本人の自治

下にある倭館内では、このような場合であっても朝鮮側が強制的に捜査を行うことはでき

ないということがうかがえる。この時の館守・深見弾右衛門が平田所左衛門と相談を終え

たあと、両判事は館守のところへも出向いて同様にこの事件を報告した。それに対する館

守の返答と事件への対応が以下の通りである。 

 

・拙子返答仕候は、誠信之儀之間、館内ニ罷居申儀ニ候ハヽ、召捕可差出候由申置 

・御横目頭梅野久右衛門・加嶋権八召寄、右之段申聞、館内不残空房内ニ至迄家捜申付 

・両半事前ニ而、御横目中召出堅申付被承、家捜ニ被罷出 

・館内不残屋捜候得共、罷居不申候由ニ而、御横目中并下横目中罷帰 

・両半事承届、可仕様無之罷帰 

・右之女之儀ニ付、館門ニ六奉行・軍官、警固之中間召連参番仕 

・館外廻不残、朝鮮人人数百五拾人計番ニ相附、夜廻り仕 

 

 館守は日本と朝鮮は「誠信之儀」であるので女が館内で見つかった場合、捕えて朝鮮側

に引き渡すと両判事に返答している。実際に御横目中に館内をくまなく捜すよう両判事の

前で申付けて建物の中を捜索させており、事件に対し誠意ある対応をしているように見え

る。がしかし、館守は捜索を申し付ける直前に、御横目中に次の一文を言い含めている。 

 

・久右衛門殿・権八殿・御横目中不残申請、拙子内所ニ而、此朝鮮女ヲ召捕出候得而は不

宜候間、罷居候而も見遁シ候得と申付置 

 

 万が一、倭館内で女性が見つかったとすれば大きな外交問題に発展しかねない。見つか

れば死刑になるであろう女性の身を案じて、というよりも日本側の不始末の証拠でもある

「女性」が「倭館の中で」発見されることが問題なのである。そのため、女性を見つけた

としても「見遁」すようにと「内所（内緒）」で御横目中に申し渡している。つまりこの捜

索自体、女性を捕まえるつもりも差し出すつもりもない茶番だったということになる。 

 それを分かってのことであろう、朝鮮側はその日の内に六奉行軍官と警固の中間を館門

で番をさせている。それだけには留まらず、館の周囲で 150人ほどの朝鮮人に夜中番をさ

せ、女性が外へ逃げ出せないようかなり厳重な対応を取っていることが分かる。 
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この対応を受け翌日には倭館内の要職が集まり話し合いを行っているが、前日に関係者

として名前の挙がった梯源七も含まれている。さらにこの日、女性の父親が東莱府に捕ま

り、拷問を受けたことで新たな情報が両判事より館守にもたらされている。 

 

【２月２７日】 

二月廿七日、晴天、東風 

・昨日ヨリ之御用ニ付、平田所左衛門殿・吉田又蔵殿・梅野久右衛門殿・加嶋権八殿・米

田惣兵衛殿・沢田利兵衛殿・梯源七殿被罷出 

・両判事罷出申聞候は、昨日申上候粉伊と申女之父を召捕、於東莱強問仕候得は、其身妹

賤月と申女をも館内ニ入置候、御横目梅野久右衛門殿所ニ罷在候伊兵衛と申仁、半右衛

門と申仁方江隠置候段又々白状仕候、右両人之女、御詮議被遊早々御出シ被下候様ニと

申聞ル 

・拙子返答ニ申入候は、被仰聞趣承届候、乍去館内ニ隠置候ハヽ、昨日各存知之通家捜為

仕候節召捕可申候得共罷居不申候、又々穿鑿可申付之旨申聞ル、両半事罷帰 

・何も相談之上ニ而御横目中ニ申付、今日は中山を為狩候得共別条無之候 

 

御横目梅野久右衛門の下で働いている伊兵衛と内野才右衛門の家来・半右衛門が、粉伊

の父親の妹（叔母）である賎月という女性を隠しているというのである。両人を差し出すよ

うに迫られた館守は、例によって女性を見逃すよう言い含めて、この日は館内だけでなく

倭館敷地内の龍頭山まで御横目中に捜索させている。 

 

 

【２月２８日】 

二月廿八日、晴天、西風 

・両判事ヨリ使ニ而、夜前は致参上緩々と得御意候、左様候へは東莱之軍官館門ニ一宿仕

候故、我々ニも坂下江不罷帰一宿仕候、然は夜前東莱ヨリ為使軍官両度参候得共、如何

様共返事可申様無御座候、何とそ今日中ニ御相談被遊御済被成可被下候、此段為可申上

使以申入候由 

・右之一儀相極候迄は、拙子儀虚病仕罷在筈ニ何も相談仕 

 

 しかし事件発覚から 2日、両判事からの追及は止まず、東莱府の軍官とともに倭館内に

宿泊したいと申し出る始末である。両判事からの追及をのらりくらりとかわすのにも限界

を感じた館守は、ついにこの件が落ち着くまで仮病を使い、責任者不在のままやり過ごす

方向へと舵を切った。そして公式の場にも出席することはおろか、2日と空けずに挨拶や見

舞いの使いをよこす両判事にも一切応じることなく 1か月が過ぎた。 
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【３月２７日】 

同（三月）廿七日、晴天、西風 

・観察使東莱迄下府ニ付問案来 

・右之問案を副□、朴僉正同道ニ而被罷出 

・右両人を座敷江通シ色々馳走仕 

・拙子儀先頃ヨリ女一儀ニ付虚病故、態不能対面取次を以申通ル、執次家来秦勝右衛門 

 

事件発覚から 1か月後、都から派遣された観察使が倭館を訪問している。観察使は八道

で府使・牧使・郡守・県令などの統括監視を行う高官であり、事件の報告を受けてであろ

うか、東莱府がきちんと倭館を管理できているか巡察に来たと思われる。館守は観察使と

別差を座敷へ通し、料理を出してもてなしているが、やはり姿を見せることはなく家来に

取り次ぎをさせている。 

 

【４月１日】 

四月朔日、晴天、南間西風 

・平田所左衛門殿今日為御慶被罷出被申聞候ハ、後刻両半事致参上筈ニ御座候間、内々之

儀可申上候条左様ニ候得可被成候由被申置ル 

・両半事罷出申聞候は、此程度々申上候女儀、御手前様被仰聞候趣東莱江委申聞候処、東

莱被申候は被仰下候通御尤ニ候、乍去両国誠信之交ニ双方対決抔と御座候而は不宜儀ニ

候、館内ニ右之女隠居候段無其紛慥ニ申出候者共御座候上ハ、何とそ被遂御僉議被遊被

下候様ニと申候 

・拙子返答仕候は、東莱ヨリ被仰越趣承届候、如何ニも誠信互之事ニ候得は召捕相渡度存

各存知之通館中不残随分遂穿鑿候得共罷居不申候上は可仕様無之候、幾度遂詮議候而も

相替事無之候ニ付先頃ヨリ数度如申進候、此上は其方ヨリ被仰掛候者共召連太廰江罷出

互ニ為遂対決有無之糺実否可申ヨリ外は早晩迚究様無之候間、其旨東莱江宜敷被申入候

へと申聞ル 

 

先の観察使の訪問でついに痺れを切らしたであろう東莱府は、両判事を通じて直接館守

に事件の収束を求めている。しかし「おっしゃることは尤もだが、朝鮮と対馬は誠信の交

わりなので対決などがあってはよくありません。確かに館内に女がいると申し出る者たち

がいるので、どうか捜索してください」と下手に出る東莱に対し、館守の態度は何とも高

飛車だ。曰く、「いかにも誠信互いのことであるので（女を）捕らえ引き渡したいが、ご存

じの通り館中を残らずどれだけ捜索しても女はいないので仕方がありません。何度捜索し

ても変わりはないので、先日から何度か申し進めている通り、こうなってはそちらがおっ

しゃる者たちを大廰へ連れてきて、互いに対決を遂げ白黒付けるほかありませんので、そ
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の旨を東莱へよろしく申し入れてください」という返答である。早急に女を捕らえ事件を

解決しようとする朝鮮の焦りようと、この館守の不遜ともいえる態度からは、女性が館内

へ入るという問題に対する両国の温度差が伝わってくるようだ。 

 

 

【４月１６日】 

同（四月）十六日、曇天、西風 

・順市丸舩頭八重加兵衛参着ニ而罷出 

・今便吹嘘之儀不参候間重而可申談候、都江註進之儀朴同知江被致相談可然様ニ仕被置候

様ニと申渡 

 

これは直接事件に関わる記事ではないものの、館守と両判事との関係性が垣間見られる

出来事として取り上げたい。 

この日、倭館には対馬からの船が到着している。この船は使節こそ乗っていないものの

公的な船なので、本来であれば「使節がいない場合の許可証（吹嘘
す い こ

）」を朝鮮方へ提出する

のが規則だ。しかし記事を見てみると、どういう理由があったのかは分からないが、この

船は許可証を持ってきていない。明らかに対馬側に非があるこの状況で、あろうことか館

守は別差の朴僉正に対し、中央への報告は訓導・朴同知と相談して「可然様ニ仕被置候様

ニ」と伝えているのである。これに対する両判事の返答は日記には見られないものの、こ

のエピソードは両判事が館守の無茶にも融通を利かせる程度には仲が良かったことが表れ

ているのではないだろうか。 

 

 

【５月１６日】 

五月十六日、晴天、北風 

・吉田又蔵殿病気故以手紙申遣候は、内々之女一件之事外も静ニ成候故別条無之候間、井

手惣左衛門儀今日ヨリ遠慮差免候間被召出候様二と申遣ス 

・梅野久右衛門殿・賀嶋権八殿召寄申面上二而申渡候ハ市山伊兵衛・日高半右衛門義遠慮

差免候間、今日ヨリ被召出候様ニと委細之儀段之申入ル、得其意被罷帰 

・梅野久右衛門殿・賀嶋権八殿被罷出、最前被仰付候趣我々迄御礼申上儀ニ御座候、先此

段為可申上罷出候由 

・井手惣左衛門房中主梯源七、右之為礼被罷出 

・日高半右衛門札主内野才右衛門右之為礼被罷出 

・市山伊兵衛儀梅野久右衛門礼 

・惣左衛門・伊兵衛・半右衛門、遠慮差許候為礼罷出 
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 5月 16日、館守は交奸事件について「外（朝鮮側）も静かになったため別条がない」と

判断し、事件の当事者である井手惣左衛門・市山伊兵衛・日高半右衛門の遠慮を差し免じ

ている。この日に関係者の謹慎を解いていることから、館守は事件が完全に収束したと認

識していることが分かる。 

 

※遠慮…江戸時代の刑罰の一つ。武士や僧尼に科せられ、『公事方御定書』には、「門を閉

ざし、くぐり戸は引寄せおき、夜目立たないように出入りすることはさしつかえない」と

あり、また病気や火事の場合は閉門と同様この限りではなかった。この種の刑罰の中では

最も軽いものである。（ブリタニカ百科事典） 

 

 

【６月４日】 

六月四日、晴天、南風 

・梯源七乗船ニ付入来 

・井手惣左衛門乗船之為案内罷出 

・御年寄中江之御状箱壱ツ梯源七ニ相渡 

 

 そしてついに 6月には井手惣左衛門と梯源七を対馬に帰国させている。このとき梯に持

たせ藩に提出した事件に関する供述書が『分類紀事大綱』に残っているが、文中には「館

ニ居候女之儀無別條相済候」の文字が見られ、館守は完全に朝鮮側の追及を逃れたかに思

えた。しかし、7月に入ると膠着状態だった事件に動きがみられる。 

 

【７月１日】 

七月朔日、晴天、東風 

・朴同知・朴僉正被罷出、用事之趣承届 

・東莱儀病気ニ有之故内々之代之儀願申処、弥交代可被仰付之旨明日都ヨリ到来御座候、

将又別差朴僉正為代金判事昨日東莱迄罷下候由案内被申聞 

 

【７月２日】 

七月二日、晴天、北東風 

・新別差金判事今日坂下江参着仕候由為案内使来 

・朴同知ヨリ吏ニ而、御用之儀候間可致参上候由申来ル 

・多田半兵衛殿ヨリ吏ニ而、先刻都舩主方朴同知罷出候故、登宴席之儀当五日六日ニと申

掛候処朴同知申候は、私儀科ニ逢、頓而都江登筈ニ而御座候故御請申儀不罷成候由達而

断申候、此段如何可有之候哉、先相伺候由申来ル 

 



26 

 

【７月７日】 

七月七日、晴天、南風 

・両判事罷出、当春ヨリ之女一見之儀被申聞ル 

・朴同知・朴僉正、当月朔日ヨリ毎日入館仕申聞候は、当春申達候女之儀ニ付、東莱并我々

両人共ニ不首尾ニ罷成役目交代仕、剰筆下リ申候旨慥ニ申聞ル 

 

 7月 1日の記事を見ると、東莱府使が病気のため交代を申し出ているのと同時に、別差で

ある朴僉正の代わりに金判事という人物が都から新たに派遣されていることが分かる。さ

らに 2日と 7日の記事で、両判事と東莱府使は、今回の交奸事件の不首尾を咎められ役目

の交代を余儀なくされたという事情が伝えられた。これを報告されてのことであろうか、

事件発覚から一度も消息の知れなかった女性たちが 7月 7日、初めて館守の日記上に登場

した。7日の日記の続きは以下の通りである。 

 

・館内江隠置候女弐人之儀、外江出シ可申時節ニ罷成候故、平田所左衛門殿相談仕今晩外

江出ス 

・夜八ツ時分、梯舩ニ而右之女弐人外江出ス、古館之道長浜之辺江密揚ケ、舩之者其外相

附罷出候者共罷帰ル 

・舩頭白水久左衛門・楫取御舩手茂左衛門并水夫弐人下代吉郎右衛門・大工利右衛門・鴨

請内札福右衛門右之女弐人江相附舩ニ而外江出ス 

 

これまで居場所はおろか、生死さえ定かでなかった女性たちは、朝鮮側の予想通り 4か

月以上もの間、倭館内で匿われていたようだ。館守は両判事からの報告を受けたあと裁判・

平田所左衛門と相談の上、夜八ツ（午前 1 時～2 時）頃に女性たちを船に乗せ、付き添いの

日本人を付けて以前の豆毛浦倭館があった場所の近くに逃がしたという。日本人たちは無

事に帰館し、早くも翌日には女性たちが捕まったという知らせが倭館へもたらされる。 

 

【７月８日】 

七月八日、晴天、南風 

・朴同知・朴僉正ヨリ使ニ而、我々儀御用御座候而入館仕候、御差合無之候ハヽ可致参上

之由申来ル 

・朴同知入来、意趣は内々申達候女弐人外ニ而今朝召捕申候故遂案内候由 

・拙子返答ニは、先頃ヨリ度々如申入候館内江曽而不罷居候、外之御僉議能被成候様ニ兼々

申入候、然は漸今朝被召捕候由一段之儀ニ候、外之僉議強故ニ而候由申入ル、則朴同知

罷帰ル 

 



27 

 

 朴同知から女性を捕えたという知らせを聞いた館守の返答は、「先日から度々申し入れ

ているように決して館内には女性はいません。外を捜索してくださるようにかねがね申し

入れていましたところ、ようやく今朝召し捕えたとのこと、外の捜索を強化していたから

でしょう」という何とも強気なものである。こうして、対馬側は女性を館外で発見させた

ことで、倭館で女性を匿っているという疑いを払拭するとともに、役目交代を命じられた

訓導・別差の体面をかろうじて保った形になった。 

 

【７月１７日】 

七月十七日、晴天、南風 

・新別差金判事ヨリ使ニ而、御国舩三艘相見候由案内有之 

・金判事ヨリ使、意趣は、今日は御左右到来珍重存候、然は新東莱并新訓導ニ朴僉知今日

東莱迄罷下候故遂案内候由 

・三代官米田惣兵衛殿召寄申渡候は、去七日之暁、女二人舩ニ而外江出候節、舩頭白水久

左衛門・楫取御舩手茂左衛門并水夫弐人召連罷出、心遣仕先様首尾好相調罷帰候段承届

神妙ニ存候、依之舩頭・楫取ニは巻壱ツ宛、水夫弐人中江巻壱ツ差免候間、此段宜敷被

仰付候得と申入 

・右之趣吉田又蔵殿・大浦小左衛門殿・田城沢右衛門殿江惣兵衛殿相心得被申入候得と申

渡ス 

 

17日には、館守は女性たちを逃がした際の船頭と舵取り、水夫を呼び出し、その上首尾

を褒めたうえで褒美を与えている。この事件発覚から数か月間女性たちを匿い、逃がすと

いう一連の対応が、倭館の責任者である館守の主導で行われたことがよく分かる。 

とはいえ、これで事件がすべて片付いたわけではない。9月に入ったその日、ある報告が

新両判事からなされている。 

 

【９月１日】 

九月朔日、晴天、西風 

・両判事罷出被申聞候は、当春館内江忍入候女両人其前外ニ而召捕東莱之籠ニ入置候女壱

人合三人重科故成敗仕候様ニと此比都ヨリ観察使方江申参居候故、日ヲ致吟味明日成敗

仕筈ニ御座候、此段貴様江申届候様ニとは都ヨリ観察方江も不申参候ニ付、尤観察ヨリ

仮東莱方江館司江被申届成敗仕候様ニとも聊不申渡候、前東莱代ヨリ貴様被仰聞之趣不

残都江註進仕朝廷并諸役人も承届居候所ニ又々此度相果候、東莱代ニも貴様ヨリ被仰聞

候通註進仕候故、慥ニ承届候而右三人之女大科ニ相極リ候故、手前ニ而先成敗被申付候

と存候ケ様申上候儀貴様江付届ニ而は聊無之候、我々承候故御為知申入と之儀申聞候 

 

 両判事が言うには、今年の春に倭館へ入った粉伊・賤月と、以前交奸で捕まった愛令と
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いう女性は重罪なので処刑するようにと都から観察使へお達しがあり、明日処刑を行うこ

とに決定したようだ。このことを館守へ伝えるようにとは都からも観察使からも言われて

はいないが、女三人の極刑が決定したので知らせたということである。 

 

【９月２日】 

九月二日、晴天、北風 

・下目付十兵衛・下横目七左衛門・伝七罷出申聞候は、只今大浦小左衛門殿被申付候は、

朝鮮人之女成敗有之ニ付坂下江罷越見届申様ニと被仰付候由御座候、最早可罷出候哉、

御尋申上候由申来ル 

・右之者共江、早々罷出見分仕罷帰候得と申付ル 

・下目付十兵衛・下横目七左衛門・伝七坂下ヨリ只今罷帰候、今日は御成敗は無之由ニ御

座候故罷帰候由案内 

 

  

先述したように、倭館で日本人が重大な事件を起こした場合、館外の二ツ獄という場所

で横目の者が処刑を行う。今回処刑が行われようとしているのは朝鮮人の女性たちだが、

倭館関連の事件ということで、処刑が行われるのは二ツ獄だと思われる。 

御横目頭である大浦小左衛門は下目付・下横目の者に命じて彼女らの処刑を見分するよ

うにと申付けているが、この日処刑は行われなかった。 

 

【９月３日】 

九月三日、晴天、西風 

・両判事ヨリ使、意趣は昨日女三人成敗可仕之処ニ假東莱存寄御座候而、観察使方江被相

伺候得共、今日迄如何様共返事不参候、先此段為可申上使以申入候由 

 

 翌日両判事の使いから伝えられたのは、「女性たちの処刑について観察使へ伺いを立て

たものの、今日まで返事がこなかったのでまずこのことをお伝えします」というものだっ

た。そしてこれを最後に、館守日記の中では女性たちに関する記述は途絶えてしまう。ち

ょうど前後で起こった対馬からの遭難船処理と、その船に乗ってやってきた新館守との交

代の陰に埋もれてしまったのである。実際に『館守毎日記』が切り替わっているのは 9 月

15 日であり、次の 24代館守の嶋雄八左衛門の日記に、先代館守・深見弾右衛門から業務の

引き継ぎが行われている場面はたびたび登場するものの、交奸事件についての記述は全く

見られない。 

しかしのちに対馬藩がまとめた事項別索引書『分類紀事大綱』中の「交奸一件」で、裁

判の平田所左衛門から対馬藩の家老へ、彼らの最期について報告がなされている。 
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十月八日之日帳 

一、朝鮮表裁判平田所左衛門方ヨリ申越候は、当春入館仕居候女三人并手引仕候男弐人、

以上五人、九月廿九日坂下と和館之間ニ而斬罪仕候、此方へは何之付届ケも無之候、

弥此分ニ而埒明別条有之間敷と奉存候由申越候、此状写置、江戸表へ差上候筈也 

 

 

 9月 29日に処刑が執行された際、倭館には何の予告もなかったと平田所左衛門は対馬

へ報告している。朝鮮側で作成された史料『倭人作拏謄録』の中には、処刑されたとき

粉伊はわずか 17歳、賤月は 29歳であったと記録されている。 

こうして、日本側は女性の入館自体を否認し、関係者を対馬へ送還することで日本人

の処罰を避けることに成功した。一方で、朝鮮側は女性たちと手引の男たちは死罪に、

訓導・別差と東莱府使は監督不行き届きとしてその責任を問われ、役目を交代させられ

るなど厳罰が下っている。そしてこの事件が、この後の交奸事件の対応、ひいては日朝

関係に影響を及ぼしていくこととなるのである。 

 

 

 

 

おわりに 

江戸時代、幕府は朝鮮と外交を行うための常設の施設を持っておらず、朝鮮通信使にあ

たるような「日本」からの使節の派遣も行っていなかった。そのような環境下で、対馬と

いう一藩が朝鮮との外交の一切を担っていたことは非常に注目すべきことである。この交

奸事件は日朝外交間の小さな火種に過ぎないかもしれないが、江戸時代の倭館というまさ

に「外交の最前線」で起こった事件であり、それが日単位で克明に記された『館守毎日記』

という史料、そして事件の細かな足取りを辿るというプロセスは、日朝外交という大きな

歴史の流れを捉える上で非常に重要なものであると考えられる。 

 今回の研究旅行では、実際に「事件現場」となった草梁倭館跡を歩くことで、ずいぶん

と風景は変わってしまっているかもしれないが、釜山という日朝交流の色濃い土地の空気

を肌で感じることができた。まだまだ史料の読み下しが不十分ではあるが、この経験を踏

まえ引き続き研究を進めていきたい。 
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