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２００７年２月１４日 
２００７年２月度スマイル会例会報告 

中村 嘉孝 

「鎖国」の功罪を改めて問う 
 

１． もしも（ｉｆ）の日本史・もしも（ｉｆ）の世界史の再度の試み 
 歴史のもしも 

“歴史に「もしも」はない”という人口に膾炙した言葉がある。歴史的必然

という言葉が一時期流行したこともある。ことほど左様に人は歴史に興味を持

ち、事実としての歴史の流れに抗えない過去を見つめるわけだが、他方、例え

ばギリシャの哲学者デモクリトスが言うように＜宇宙に存在するものすべて偶

然か必然（Chance or Necessity）が生んだ果実である＞という言葉にも魅力を

感じたりする。 
パスカルが言ったといわれる“もしクレオパトラの鼻がもう少し低かったら

歴史は変わっていただろう”という言葉に偶然が生み出す歴史という部分に興

味をそそられる。 
インターネットで“歴史にもしもはない”と検索すると、なんと１１８万件

もでてくる。そのなかには、歴史・もし・ないとかが切り離されてテーマとは

関係のないサイトもかなり含まれているが、最初の数ページを検索してもいろ

いろ面白い話やコメントがでてくる。例えば：－ 
＊ 歴史にもしもはないけれど、もしも信玄公が上洛を果たしていれば。もし

も太郎義信が武田の跡を継いでいれば。後世の勝頼の評価は違ったのだろ

うな。 
＊ ルイ１４世がもしマリー・アントワネットを妃にしていなかったら、断頭

台に送られることはなかっただろう。 
＊ （戦国時代の佐竹家の運命について）佐竹家臣の末裔たちは「東義久さえ

存命していれば、秋田へ減転封されることもなかった」 
＊ （大東亜戦争に突入する２年前、陸軍内部で「秋丸機関」が日本と英米と

の経済力比較を行い、到底勝ち目がないとの結論をだしたが、時の政府に

無視されたことに鑑み）歴史にもしもはないがと述懐している。 
“もしも”を再度問い掛けることの意味 
このように、過ぎてしまった過去について、もしそうでなかったらという

問いかけはなにも珍しいことではないし、言い古されたことであるかもしれ

ない。それを再度問いかけてみたいのは、これまでの問いかけが「歴史にも

しもはない」の言葉でそれ以上の詮索を止めてしまう傾向が強かったが、そ

こを乗り越えて行った場合、どういう世界が見えるのだろうかという観点か

ら、試みに検討してみようかということである。私なりに考えてみた効果と
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しても、以下のような事項がある。 
① 歴史的事実に対して、もし別の道を歩んでいたらという問いかけを

しようとすると、当該の歴史についての充分な理解がまず要求され

る。 
② 別の道をいろいろ検討するということは、周辺の歴史・時代環境な

どに対する知識・理解を必要とするだろう。さもないと荒唐無稽な

考えに陥るおそれがある。 
③ 別の道を検討することは、それだけに留まらず、その後の歴史につ

いての見方に別の光をあてるきっかけになるかもしれない。 
④ もしも（ｉｆ）の歴史を検討することによって、歴史に対する興味

がさらに増大するかもしれない。 
⑤ 場合によっては中高の歴史教育にも活用できないだろうか。 

２． 私の選んだもしも（ｉｆ）の日本史・もしも（ｉｆ）の世界史 
そこで、私も日本と世界の歴史のなかから、「もしも」を検討する材料を  

何件か選んでみた。正直、過ぎた事件は現象を逆にみようということだか

ら、検討対象は数多ある。材料が多すぎるくらいである。それゆえ、その

中からなにを選び出すかのほうが大切な作業になるだろう。 
以下にいくつか選び出した歴史の事例を挙げた。 

＊ 日本史 
・ 仏教伝来の時代。もし物部氏が蘇我氏に勝ち、仏教が日本に普及しなか

ったら？ 
・ 大化の改新のころ、もし蘇我氏が滅ぼされず、逆に中大兄皇子や中臣鎌

足たちが敗退していたら？ 
・ 源平合戦で平家側が最終的に勝利していたら？ 
・ 蒙古来襲のとき、もし神風が吹かなかったら？ 
・ 本能寺の変が起らなかったら？ 
・ 関ケ原の合戦で、もし西軍が勝利していたら？ 
・ 徳川幕府がもし鎖国政策をとっていなかったら？ 
・ 幕末に尊皇攘夷が起らず、徳川幕府の開港政策がそのまま実施されてい

たら？ 
・ 日露戦争でもし日本が負けていたら？ 
・ もし、太平洋戦争が回避されていたら？ 
・ 終戦後、もしソ連が北海道を占領していたら？ 
・ 戦後もし日本に社会主義革命が発生し、社会主義ないし共産主義政権が

誕生していたら？ 
・ １９６５年ごろから始まった赤字国債の発行が行なわれず、毎年の国際

発行額がＧＤＰの３％以内、発行残高がＧＤＰの６０％以内におさまっ

ていたら？ 
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＊ 世界史 
・ もし、キリストがこの世に出現していなかったら？ 
・ もし、ユダヤ王国が現在の地にずっと存在していたら？ 
・ もし、ムハンマドが出現せず、イスラム教がこの世に存在していなかっ

たら？ 
・ もし、ゴータマ・シッタルタ（釈迦）がこの世に出現していなかったら？ 
・ もし、アジアが西欧と同じ時期に同様の発展を遂げていたら、アジアの

植民地化は避けられていただろうか？ 
・ もし、マルティン・ルターが出現せず、プロテスタント運動がおこらな

かったら？ 
・ もし、第一次世界大戦が発生していなかったら？ 
・ もし、ドイツにヒットラーが出現せず、第二次世界大戦が勃発していな

かったら？ 
・ ロシア革命がなく、ソ連が存在しなかったら？ 
・ 中国に国民党政権が今まで存在していたら？ 
・ もし、朝鮮戦争が起らず、何らかの形で朝鮮の統一が実現していたら？ 
・ ミャンマー（ビルマ）に戦後民主政治が実現していたら？ 

３． 今日のテーマ「鎖国」 
（１） 鎖国へ至る経緯 
 鎖国へ至る道を年表形式で辿ってみたい 
  

西暦 年号 時代   
1543 天文 12 戦国 ポルトガル船、種子島に漂着。鉄砲伝来 
1549 天文 18  ザビエル、鹿児島に、キリスト教伝来 
1560 永禄 3 足利時代 ガスパル・ビレラ、将軍義照より布教許可 
1563 永禄 6  ルイス・フロイス、来日 

大村純忠受洗（最初のキリシタン大名） 

1569 永禄 12  義昭・信長、フロイスに布教許可朱印状下付 
（信長は仏教宗派対抗のためキリシタンを

利用・） 
1570 元亀元  ポルトガル船、長崎入港、初交易 
1579 天正 7  インド地方区巡察使バリニャーニ来日 
1580 天正 8  大村純忠、イエズス会に長崎・茂木を寄進 

イギリス商船が平戸に来航 
1582 天正 10  天正遣欧使節、バリニヤーニと長崎を出発 
   本能寺の変 
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1585  豊臣時代 天正遣欧使節、ローマ法王に謁見 
1587 天正 15  豊臣秀吉、バテレン追放令を発布 
1592 文禄元  ・文禄の役（朝鮮出兵）平行して秀吉はフィ

リピン・台湾に入貢を促すなどの攻勢に出る 
・フランシスコ会伝道→イエズス会と対立 

1596 慶長元  スペイン船サン・フェリペ号土佐浦戸港に漂

着→２６聖人殉教 
1600 慶長 5 徳川時代 オランダ船リーフデ号漂着（三浦按針） 
1609 慶長 14  オランダ平戸に商館を設ける 
1612 慶長 17  岡本大八事件 

江戸幕府最初の禁教令 

1613 慶長 18  イギリス船グローブ号平戸に着き、商館開設 
伊達政宗が遣欧使節を派遣（支倉常長） 

1614 慶長 19 
 

 大阪冬の陣 
高山右近・内藤如安らマニラへ追放 

1616   欧州船の寄港地を平戸・長崎に制限 
1615 元和元  大阪夏の陣 
1616   家康逝去 
1620   平戸のイギリス・オランダ商館が幕府にポル

トガル・スペインの領土的野望を説明 
1622   元和の大殉教 
1623   イギリス商館閉鎖→日本より退去 
1624 寛永元  スペイン船の来航禁止 
1629   踏絵始まる 
1630   キリスト教関係書籍輸入禁止 
1633   鎖国令（奉書船以外の海外渡航禁止） 
1634   鎖国令（海外往来・通商を制限） 
1636   鎖国令（貿易に関係ないポルトガル人及び妻

子 286 人をマカオへ追放） 
1637 
1638 

寛永 14 
  15 

 島原の乱（37,000 人の農民に対して、

124,000 人の征討軍。オランダも攻撃した） 
1639   鎖国令（ポルトガル船の来航を禁止） 
1640   宗門人別帳を作成 
1641   オランダ商館を出島に移す 
1646 正保３  ジャがタラお春、バタビアの教会で結婚 
1689 元禄 2  長崎に唐人屋敷設立。唐人の市内滞在禁止 
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1700 元禄 13  鎖国の完成 
    

（２） 鎖国を促した出来事の分析 
① ヨーロッパ人の東洋進出に対する当時の日本の指導者の見方 

織田信長 
    禅宗の教えを受けたが、宗教に対する関心はとくになかった。 
    織田政権の権力の伸長に有利であるかどうかの判断で、キリスト教

を擁護した。織田政権に対抗した一部の仏教徒（一向宗など）にキリ

スト教を対抗させて、自己の権力の強化に活用した。 
    宣教師たちに、自己の海外制覇の夢を語った。 
    伝来の鉄砲の効力を認め、欧州との文物の交易に多大の関心を示す。 

豊臣秀吉 
    宗教心はなかった。 

      ヨーロッパ人たちはキリスト教を利用して、日本征服を企ててい

ると睨み、キリスト教禁圧の方針を打ち出した。 
      朝鮮・明の征服を企てて朝鮮出兵を行なう。平行して、フィリピ

ン・台湾に対して朝貢を促した。 
      フィリピンでは、秀吉の攻撃を恐れていた。 

     ヨーロッパの文物には多大なる興味を示し、貿易を自分の管理下

に置いた。 
徳川家康 

     キリスト教に対しては、「日本は神国であるゆえに認めない」と

の態度を当初より貫いていた。 
     他方、秀吉のころに悪化していた対外関係については修復に乗り

出し、フィリピン政庁と和解し、明との国交回復を試みた。 
     宣教師に対外関係修復の仲介を頼んだり、ウイリアム・アダムズ

を召抱えたり、欧州の文物に多大の興味を示した。 
     生糸や鉛の輸入を管理下に置いた。 
     （このように、欧州人たちとの交易については積極的な一方、キ

リスト教の布教については、禁圧的な態度を維持したのが、当時の

為政者に共通した態度であった。 
       それゆえ、宣教師たちの積極的な布教活動との摩擦は避けられ

なかった） 
② キリスト教と仏教の対立 

キリスト教布教に仏教界も対決姿勢をとった。 
仏教界はキリスト教の布教活動が始まった当初から警戒的な姿勢を

見せていた。キリスト教側も仏教や僧侶を攻撃することを布教の手段

としたため。対立は激化した。 
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③ キリスト教の内部対立（旧教対新教） 
  ポルトガルやスペインの後から日本へやってきたオランダはプロ

テスタントの国、イギリスはローマ法王庁から離脱した英国国教会の

国で、いずれもポルトガル・スペインと不仲で彼らの利権を奪うため

に、当時の日本の為政者たちにポルトガル・スペインが領土的野心を

持っていると中傷した。 
④ オランダの工作 

鎖国令により、欧州の国では出島に商館を持つオランダだけが日

本との貿易を行なうことができ、オランダにとっては大きな利権を

得たことになり、その後、ほかの国々（欧州諸国やシャム・カンボ

ジアなど）がオランダに日本との貿易を仲介してくれるように依頼

しても、体よく断って利権を独り占めにした。 
（３） 日本人の海外進出と貿易―貿易主体の進出 

日本人の海外への関心は有史以来旺盛であったが、国として国際

貿易に本格的に乗り出したのは、平安時代、平清盛（1118-1181）
が 1170 年代に南宋(1129-1279)との間で行なった日宋貿易が始まり

と思われる。国としての国際交流は 894 年に菅原道真が遣唐使を廃

止して以来 276 年ぶりのことであった。清盛は大輪田泊（神戸港）

を修復し、外国貿易の拠点とした。主な輸入品は金・銀・織物・宋

銭・書籍（太平御覧など）、輸出品は武具・砂金・蒔絵などであった。

これにより、平氏の財政は大いに潤った。 
次の貿易時代は室町時代で、３代将軍足利義満が明に親書を提出

し、1405 年「勘合貿易」が開始された。勘合貿易は明が発行する勘

合符による朝貢貿易で、日本が明の朝貢国としての立場を受忍する

ことで開始された。そのため第 4 代将軍義持は明との国交を断絶し

中断したが、義持の死後再開され、1547 年まで続いた。 
幕府管理の勘合貿易により、幕府船・大名船・寺社・内裏船など

が貿易を行なった。 
主な輸出品は、刀剣、イオウ、扇など 
主な輸入品は、明銭、書画、生糸、絹織物、薬など 
天文１２（１５４３）種子島に鉄砲伝来。１０年後には九州・泉

州堺などで商業生産されるようになり、３５年後の長篠の合戦で織

田信長が鉄砲隊を起用し武田騎馬軍を殲滅した。 
安土桃山時代、織田信長は外国の文物に興味は示したが、戦いに

忙しく、貿易面での具体的施策はなかったようだ。 
豊臣秀吉はキリシタン禁圧を進めながら、貿易には熱心で、長崎

を直轄地として、外国からの黒船による貿易を推進。国内の金銀鉱

山を管理下に置き、海外からの主要物資である生糸・絹織物・鉛・
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硝石・陶磁器および金などの輸入を支配し、莫大な利益をあげた。 
しかし、日本からの貿易船はださなかった。（代わりに朝鮮出兵、

台湾・フィリピンに対して朝貢をせまった） 
徳川時代、家康は朱印船貿易を推進。輸入品は生糸・絹織物・毛

織物などで輸出品は銀主体でその他銅銭、木材、漆器などあった。 
朱印状は徳川時代初期の３０年間に三百数十通発行された。 
平行して東南アジアを主体に各地に日本人町が形成された。 
このように、当時の日本は海外との交流については、貿易主体で、

秀吉を例外として、外国を征服しようという意図はなかった。日本

人町に住む邦人たちも貿易や商業に従事した（例外：シャムの山田

長政） 
（４） 北方への進出には消極的であった 
     いわゆる蝦夷地には古くからアイヌ民族が居住していた。アイ

ヌ民族は北海道・サハリンを中心に居住、鎌倉時代から本州在住

の倭人が蝦夷地に進出し、アイヌ民族と対立していく。 
     徳川時代に松前藩が蝦夷地交易の独占権を家康より認められた。 
     アイヌ民族は松前藩の暴政に激しく抵抗したが、シャクシャイ

ンの戦い（１６６９年）を最後に鎮圧される。以降、北海道は幕

府の直轄地および松前藩により支配された。幕府・松前藩とも北

海道の管理が中心で、樺太＝サハリン以北の地への進出は考えら

れなかったようだ。 
     シベリアに居住した民族を年代別にみると以下のようになる。 
     ＢＣ３世紀～    フン族→中央アジア諸族 
     ＡＤ６～８世紀～  チュルク・ハン国 
     ＡＤ７～１９世紀～ 渤海国 
     ＡＤ１３世紀～   モンゴル帝国 

（キプチャク・ハン国・チャガタイ・ハン国） 
     ＡＤ１５世紀～   シビル・ハン国（シベリアの語源） 
     ＡＤ１６世紀～   ロシア進出（１５８０年前後） 
 
     上記のようにロシアはすでに本能寺の変（１５８２）の２年前

にシベリア進出を果たしていた。 
     それゆえ、日本国のシベリア進出の可能性はほとんどなかった

といわざるをえない。 
（５） 東南アジアと植民地化の経緯 

① 植民地化のいくつかの態様 
     現在、東南アジアと呼ばれる地域は、ベトナム・カンボジア・

ラオス・タイ・マレーシア・ミャンマー・シンガポール・インド
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ネシア・ブルネイ・フィリピンの１０カ国であり、１６世紀以降、

タイ以外の地域が欧米の植民地となる宿命を背負ったが、植民地

となる経緯は一様ではない。 
     地理上の発見に沸いたヨーロッパでも、いち早く東南アジアに

拠点を置いたのはスペインとポルトガルであり、ローマ法王庁の

下でのキリスト教の布教活動と、貿易、植民地戦略という三つの

要因が複雑に絡まって推進された。 
     その過程で、ローマ法王庁が地球の支配をスペインとポルトガ

ルの２国で分有することを認めたため、布教活動が地域の支配と

密接に結びつくようになった。 
     この影響を最も強く受けたのがフィリピンで、マジェランが

1521 年にセブ島に到達したころのフィリピンは未だ国家の体裁

をなしていなかった。スペインは 1565 年から本格的にフィリピン

支配に乗り出し、植民地支配・布教・交易が同時進行した。その

結果フィリピン人は大半がカトリック教徒となった。 
     他方、                
          インドネシア・・・・・オランダ 
          マレーシア・・・・・・英国 
          インドシナ 3 国・・・・フランス 
     などの場合は、まず一部に拠点を設け、その地を支配下に置く

が、地域全体は現地の支配者がそのまま支配を続け、相互に交易

中心の付き合いを続けていたが、それぞれの国内部で支配者間の

抗争が発生し、欧州諸国がそれに乗じて全般的な植民地支配に乗

り出すことになる。 
     シンガポールの場合は英国がこの島の利権をスルタンから買い

取ることで植民地とした。 
     ミャンマーの場合は、英国とビルマの支配者の間で 3 度の戦争

の結果、英国の植民地となった。 
     ブルネイはイギリスの保護領であった。 

② タイは一貫して独立を保った。 
ヨーロッパの東南アジア進出の時期、タイはアユタヤ王朝

（1351-1767）の時代に当たっていた。アユタヤ王朝は貿易活動

により繁栄の基礎を築いた。それゆえ、外国人たちの来訪はむし

ろ歓迎され、首都アユタヤには日本人町、オランダ人町、中国人

町などが出来た。外国人たちは交易に従事し、宗教的活動とか、

植民地形成などは行なわなかったようだ。 
当時のアユタヤ王朝もヨーロッパ諸国の侵略意図などほとんど

思っていなかったようで、ヨーロッパ諸国もタイ侵略を意図して
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いなかったようだ。貿易の利権に満足していたようだ。 
1860 年代に植民地化の危機を迎えるが、ラーマ 4 世・５世とい

う英明王の努力で独立を維持した。    
（６） 鎖国２３０年の間で開国の動きはあったのか 
     鎖国中でもオランダ商館・中国商人・朝鮮を通じての交流はあ

ったが、それでは世界の動きを全般的に正確に把握することは困

難であった。欧州の情報を提供できるオランダは自国の商権保持

のため偏った情報を提供した可能性が大であった。 
将軍や幕閣たちは、幕府の祖法である鎖国体制を改変するよう

な考えは極力排して国政を運営してきたが、日本を取り巻く世界

情勢はそのような幕府の政策にいろいろ揺さぶりをかけていた。 
     鎖国しているからといって、海外の情勢に無関心であったわけ

ではなく、指導者や知識人から一般の人々に至るまで、海の外の

ことを絶えず気にかけていたようだ。 
   ① 鎖国期間中に来航した主な外国船と外国人 
     まず、鎖国 230 年間に日本に通商や開国を促していた国々や外

国人たちについてみると、 
・宝永５（1708） イタリア人シドッチ、屋久島に来着 

    ・元文４（1736）ロシア船、陸奥・安房・伊豆の沿海に出没 
   ・安永７（1778）ロシア船、松前藩に通商要求 

・寛政４（1792）ロシア使節ラックスマン、大黒屋光太夫を伴い根

室に来航、通商を要求 
・寛政８（1796）英人ブロートン日本沿海測量のため根室に来航 
・文化１（1804）ロシア使節レザノフ、漂流民を護送し長崎に来航、

通商要求（幕府は拒否） 
・文化３（1806） 文化の薪水給与令（難破ロシア船に薪水を与え、

穏やかに退去させる） 
・文化５(1808) イギリス軍艦フェートン号長崎に入港薪水を要求 
・天保８（1837）アメリカ商船モリソン号漂流民を乗せ、浦賀に入

港したが浦賀奉行がこれを砲撃した 
・弘化１（1844）フランス船、琉球に来航 
・嘉永６（1853）米使ペリー、浦賀に来航 

② 為政者や一般人の対応 
   以下、数例を挙げる。 

・新井白石とシドッチ 
    鎖国の約７０年後に、ローマ法王庁の指示で、日本でカトリック

を再度布教するため屋久島にたどり着いた途端に逮捕され、白石

に西洋事情を開陳した。白石はシドッチの話を参考にして、「西洋



 10

紀聞」と「采覧異言」を書いた。 
・松平定信とロシア 
ラックスマンが来航し、通商を要求したとき、老中首座として寛政

の改革を推進した松平定信は国際感覚についても他の幕閣より優

れ、場合によっては開港もやむなしと考えていたというが、実現の

前に退職してしまい、具体化しなかった。 
  しかし、そのころ「海国兵談」を書いた林子平には蟄居を命じてい

る。 
③ ほのかなる開国の気運 
  ・松平定信の開国容認論 

・寛政～文化期（1800 前後）、ロシアの南下に刺激されて、積極的

に世界の事情を探ろうという冒険的な探検精神が横溢するに至り、

伊能忠敬・間宮林蔵らが活躍した。(伊能忠敬による蝦夷地測量、

間宮林蔵による間宮海峡の発見―1809)     
（７） 鎖国に対する諸見解 

和辻哲郎 （哲学者）：日本の悲劇 
福地源一郎（ジャーナリスト）：ヨーロッパ文明の輸入は極端に制限さ

れ、海外発展の気運は頓挫して、日本にとって大きな損失

となった。 
内田銀蔵（京都大学教授）： 

政治面―諸大名が外国の援助を得て幕府に対抗したならば、

国の統一や安泰を危うくしたかもしれなかった。 
       経済面―国内産業が発展し、各地に特産物ができ、経済的

基礎が確立したから、開国後、日本は急速に発展

することができた。 
       文化面―ヨーロッパ文化の強烈な影響を防ぎ、東洋文化の

精華を基礎に日本的文明の円熟を生み出した。 
  辻善之助（東大教授）： 
       経済面―外国貿易の沈滞により、国内産業の発達が遅れた。 
           金銀正貨の流出は軽減できた。 
       人口問題―江戸時代の飢饉を海外からの食料輸入で緩和す

ることができなかった。 
       内政面－ 浪人などの海外活動の余地をふさぎ、武士の窮

乏を招いた。 
       文化面― 古来、外国との交渉が頻繁で刺激が多かったと

きに、日本文化は最も発達した。 
  徳富蘇峰（ジャーナリスト）：鎖国により日本人は蓑虫になった。 
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（８） もし鎖国をしていなかったら 
① 植民地化の可能性はなかったとみる 

もし鎖国をしていなかったら日本はヨーロッパの国のどこかの植

民地になっていたかもしれないという仮説は充分に説得力のあるも

のである。あの時期、フィリピンはスペイン人宣教師による布教に

続き植民地化への道を歩むことになったからである。 
秀吉も家康もフィリピンの事情を知っていた。だから、スペイン・

ポルトガル人やカトリック系の宣教師に対する警戒は厳重だった。 
けれども、当時のフィリピンと日本の大きな違いは、フィリピン

がまだ国の体裁を成すまでに至っていなかったのに対して、日本は

戦国の動乱はあったものの国としての体制はかなり進んでおり、国

力も充実していたということがある。 
当時のスペイン・ポルトガルのやり方は、未だ国力が充分でない

地域に対して侵略を行い植民地としたもので、国力がある程度備わ

った地域については、その地域の一部を支配するに止まった。ゴア・

マラッカ・マカオなどがその例である。 
その点で日本はスペイン・ポルトガルの植民地になる可能性は少

なかったと思われる。 
その後に進出してきたオランダ・イギリス・フランスについては

どうかというと、これら 3 国は当該地域ないし国の内紛に乗じて植

民地化を画策する国々だった。 
それゆえ、戦国時代の日本にとってはこれら新教国とかイギリス

の方が要警戒の相手ではなかったか？ 
いずれにせよ、タイの場合、アユタヤ王朝は世界に独立王国とし

て認められ、フランスの使節がたびたびアユタヤを訪れている。 
タイは周辺を外国との国境線で接しており、海に囲まれた日本の

ように簡単に鎖国する情勢にはなかった。 
代わりに、国を世界に開放し、多くの国と交際した。国内には日

本人町・オランダ人町とか租界のような場所を作り、内政に干渉さ

せないようにした。 
日本の場合も、オランダ・中国だけの租界を設けるのではなく、

市場をすべての国に開放し、貿易の利益を享受しながら、国内に租

界を設け、内地雑居を避ける方策はあったのではないだろうか？ 
② 内政の安定性 
   諸外国に日本の内政をかく乱される可能性について、私はその

可能性は少なかったと思っている。日本の大名の中に外国勢力に

頼って勢力を伸張しようとした者があったとしても、彼はその外

国勢力をあくまで自分のコントロールの下に置いたであろうから
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である。 
   天下統一を達成した徳川幕府にしても、諸外国に対して日本での

活動を経済面に限定して、宗教活動を制限するような協定を結ぶ力

はあったと思われる。 
   これにより貿易の伸張が実現すれば、日本経済の発展はかなり進

展したものと推測できる。 
   その点、ヨーロッパ人たちを巧みに操作した織田信長が延命して

いれば、日本の情勢はかなり違った様相を呈していたのではないだ

ろうか？    
③ 海外進出の規模 
   好奇心、冒険心の強い日本人のことゆえ、海外進出はさらに盛ん

に行なわれたことであろう。 
   明や朝鮮への進出は困難であったと思うが、東南アジアにはすで

に各地に日本人町が出来ていたし、これらを拠点に貿易が益々盛ん

になったであろう。 
④ 北方への進出問題 
   間宮林蔵は樺太が島であることを発見したとき、対岸のシベリ

アへも渡っており、幕府の考え方次第では、日本の領土拡張の機会もあ

ったのではなかろうか。当時の樺太やシベリア東部は人口も希薄であり、

未開の土地であった。 
 ただ、少数ではあれ、アイヌ民族やその他の民族が居住していたので、

彼らとの摩擦は避けられなかったであろう。 
 

（９） 結論 
私見として、もし鎖国をしていなかったとしても、日本は外国の

植民地になることはなかったと考える。その結果諸外国との交流は

徳川封建体制の制約はあるもの徐々に進み、日本は別の道を歩んで

いったであろう。 
 一つの仮説として、徳川初期にまだ未開の土地であった樺太・シ

ベリア東部に日本人が進出開拓を行い、結果的にこれらの地が日本

の領土となっていたら、その後の日本の対応はかなり違っていたで

あろう。 
 東南アジアについては、ヨーロッパの植民地化政策に対して、徳

川幕府がどう対応したであろうか？ヨーロッパ諸国は歴史に見るよ

うな独占的な植民地政策を遂行することができたであろうか？ 
                         以上 


