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東学農民革命における南北接の問題と研究状況
―― 120 周年を過ぎて ――

朴
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孟
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洙＊

に

東学農民革命期 (1894-1895) に東学教門の最高指導者たる崔時亨 (1827-1898) は，全琫準
(1855-1895) の蜂起についていかなる態度をとっていたのであろうか。従來の研究では崔時亨

が「時機尚早であるので，急ぐなといった崔済愚の遺訓」という遺書を全琫準に伝えて 1)みだ
りに行動せぬことを指示し，その上「告絶文」を作って 2)警告までしたとされている。そのた
め，崔時亨は歴史の流れに逆らう「反動的」人物のようにも目されてきた。しかしながら，崔
時亨は果たして通説のように全琫準とは対立する道のみを歩んできた歴史の反動的人物だった
のであろうか。本稿の目的は 1894 年東学農民革命の前後における崔時亨の活動に着目して，
彼の活動によってあらわれる彼の志向を追跡して歴史的事実をあきらかにすることにある。
本稿の構成はつぎの通りである。まず，1894 年東学農民革命期における崔時亨の態度が突
発的な行動ではないことに着目し，1894 年以前におけるいわゆる「北接」という彼の指導体
制の確立を検討しつつ，「北接」や「南接」の意味を考えることにする。つぎに，こうした考
察を下敷きにして，1894 年 1 月の古阜農民蜂起と 3 月の第 1 次東学農民革命期 (茂長起包) の
崔時亨を中心とした東学教門指導部の動向を明確にし，先行研究における誤りを指摘したい。
そのつぎに，9 月の第 2 次東学農民革命期における崔時亨の行動を明らかにすることで，東学
農民革命に対する彼の態度が消極的であり，彼は全琫準の路線と対立的であったという先行研
究の見方を検討し，崔時亨の活動についての評価を見直したい。最後に，2014 年の東学農民
革命 120 周年を過ぎ，韓国における東学農民革命に関する研究状況を概観する。
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Ⅰ．南・北接の淵源と形成
1860 年 4 月 5 日東学をつくりあげた崔済愚は，約 1 年間の修練を終えて，1861 年 6 月から
本格的な布教活動に入った。彼は 1863 年 12 月に捕まるまで主として慶州付近を中心として布
教活動を行った。一方，1861 年 6 月入教した崔時亨は 1862 年 6 月から盈徳・尚州・興海・醴
泉・清道・蔚珍といった慶尚道の慶州以北地域を中心として布教活動を繰り広げた 3)。この地
域での活動が認められて，1863 年 7 月崔済愚によって崔時亨は「北道中主人」に任命された 4)。
「北道中主人」と名づけられたのは，崔時亨の布教したほとんどの地域が崔済愚の布教した地
域 (慶州) から見て北にあったからである。
さて，1879 年に編纂された『崔先生文集道源記書』(以下『道源記書』) で「北道中主人」は，
『天道教会月報』(1910 年 8 月創刊) に連載された「本教歴史」から「北接主人」と変わり 5)，そ
の後すべての東学教団史は「北接主人」という表現を使うようになった。こうした事実からわ
かるように東学教門で広く使われた「北接」という用語は「北道中主人」に由來するものであ
る。そこで，これから「北接」という言葉の由來を示す史料を通してその意味を詳しく見てゆ
くことにする。
1)

北接の由來と道の正統性

崔済愚は慶州龍潭で修練会を開いて，1863 年 7 月 23 日にその集い 6)を解散するが，彼はそ
の時彼を訪ねてきた崔時亨を「北道中主人」に任命した。それにかかわる内容は，『水雲行錄』
や『道源記書』に詳しい。
先生が 7 月 23 日突然発文を出して接を解散するとおっしゃった。その時集まったものが
40〜50 名程度だった。解散した後，筆書を廃した。その際「道歌」を詠んだが，そこに
は「龍潭の水が四海のもととなり，亀岳に春がきて世の中が花である。
」といったような
くだりがあった。 7)
先生が突然発文を出して接を解散するとおっしゃった。その時集まったものが 40〜50 名
程度だった。解散した後，筆書を廃した。その際「道歌」を詠んだが，そこには「龍潭の
水が四海のもととなり，亀岳に春がきて世の中が花である。
」といったようなくだりが
あった。その時慶翔が訪ねてきて，先生としばらく話し合った。先生は特別に彼を「北道
中主人」と命じた。 8)
前者の引用文は 1865 年ごろに書かれた『水雲行錄』により，後者の引用文は 1879 年に編纂
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図1

東學農民軍の活動地域

された『道源記書』による。これらは 1863 年 7 月 23 日の破接後に行われたことを記錄してい
る。だが，同一の出來事についての記錄にもかかわらず，
『水雲行錄』には崔時亨が「北道中
主人」に任命されたという内容がなくて，『道源記書』のみに示されている。『道源記書』によ
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ると，崔時亨は 1863 年 7 月崔済愚によって「北道中主人」に命じられたという。ここで「北
道」というのは，崔済愚が主に布教活動を開けた慶州の北側 (慶尚道北部地域) をあらわす意
味として用いられた。崔済愚は 1862 年 6 月以來慶尚道北部の地域で活発な布教活動を行った
崔時亨の功を認めて，彼を「北道中主人」に任命したのである 9)。
『道源記書』が 1879 年崔時亨中心の指導体制が確立した後 10)に編纂されたことを考えると，
1880 年以前には「北接」という表現がそれほど広く使われなかったとみられる 11)。したがっ
て，崔時亨をさす「北接主人」
「北接道主」
「北接法軒」などの呼称も 1880 年以前には使われ
ていなかったであろう。結局，北接主人などの呼称が一般化されたのは，1880 年に入って崔
時亨中心の指導体制が確立されることによって「北接」という用語が使われてからだと言えよ
う。実際に『道源記書』以降に編纂された東学教団史では「北道」という表現が「北接」にか
わった。
先生曰く，「いま崔慶翔 (崔時亨) を北接主人に命ずる。｣ 12)
大神師 (崔済愚) が崔時亨を北接主人にして…… 13)
これらはそれぞれ 1906 年と 1911 年の史料で，『道源記書』の「北道中主人」という表現が
「北接主人」にかわったことを示している。そしてこうした事実は初期に使われた「北道中」
という言葉が，時間がたつにつれて「北接」にかわったことをよく示している。
1880 年に入って東学教門は 1870 年代江原道嶺西の山岳地帯中心の布教活動を通して構築さ
れた崔時亨中心の指導体制を基盤として，忠清道および全羅道の平野地帯まで活発な布教活動
を展開するに至った 14)。忠清道および全羅道地方を中心とした布教活動が活発に行われるにつ
れて，教勢も大きくなり，教徒の数が増えるにつれて東学の教理を体系的に伝える経典の刊行
も求められた。そうして『東経大全』と『龍潭遺詞』などの基本的な経典が，崔時亨の指導を
うけた各地方の有力な接主たちが費用を出して次第に刊行された 15)。こうして 1880 年に入っ
て刊行された東学教門の基本的な経典では「北接」という表現が普遍化されて用いられていた。
1883 年春に刊行された『東経大全』の刊記 16)および 1883 年秋に刊行された『龍潭遺詞』末尾
の刊記 17)，1888 年刊行された『東経大全』重刊本の刊記 18) に載せられた内容はそれを裏付け
ている。こうした史料を見ても，1880 年初半から「北接」という表現が公式的に使われたこ
とが知られる。
一方，1880 年代以降教勢の増加にしたがって，崔時亨は経典の刊行と同時に増える教徒た
ちを管理するために「通文」を各地方の接主たちに送るようになる 19)。こうした通文にも同様
に「北接」という用語が使われている。崔時亨が発送したと推測される 1880 年代通文には，
― 96 ―

東学農民革命における南北接の問題と研究状況 (朴)

「通諭十絛」(1883 年)「乙酉通文」(1885 年)「戊子通文」(1888 年)「己丑新定節目」(1889 年)
などがある。しかしながら，残念なことに，現存する 1880 年代通文には「北接」という表現
が示されておらず，それは 1890 年代に出た通文のみで確認される。1891〜1883 年ごろの通文
では崔時亨の職任と号をさす表現としては「北接法軒｣ 20)・「北接主人｣ 21)・「北接道主｣ 22) など
の用語が広く使われた。そしてこのような 1880 年代から使われはじめた「北接」という表現
は 1894 年東学農民革命期にも絶えず使われ，また 1894 年以降にも持続的に使われた 23)。した
がって，東学教門で「北接」という言葉が普遍化した時期は 1880 年代からで，その意味は
『道源記書』で使われた「北接」の初期の意味=｢北側の地域にある接」という意味ではなく，
崔時亨を代表とする当時の東学指導部あるいは東学本部をさすのである。
今まで見てきたように，1880 年代からは崔時亨に対する呼称に必ず「北接」という言葉が
用いられている。
「北道」という言葉がなくなって「北接」という用語が一般化され，崔時亨
をさす呼称にはいつも「北接」という接頭語をつけた「法軒｣ 24)・「主人」・「道主」などが用い
られた。崔時亨も 1880 年以降から 1898 年 6 月に処刑されるまで，経典を刊行したり通文を送
る時，あるいは各地方の接主や六任などを任命する時，「北接法軒」・「北接主人」・「北接道主」
を使って「北接」という接頭語を使いつづけた。そうだとしたら，崔時亨はいかなる理由で死
ぬまで「北接」という言葉を守り通したのであろうか。彼が死ぬまで「北接」という言葉を使
いつづけたことは，彼が崔済愚から「北道中主人」に任命された歴史的事実を念頭に置いたか
らではないだろうか。
崔済愚は 1862 年 12 月末慶尚道の 15 の村に 16 名の接主を任命したことがあった。崔済愚に
よって任命された 16 名の接主は，崔済愚の指導を受けて布教活動を行いつつ，数多くの教徒
を率いた。崔時亨は接主には任命されなかったものの，崔済愚の指導を受けて布教活動を開き，
慶尚道の北部地方で多くの教徒を確保した。そして，1863 年 7 月「北道中主人」に命じられ
た。こうしたことがらからわかるのは，16 名の接主と同様に崔時亨も直接崔済愚の指導を受
けたことである。東学教門では自分に道 25)を伝えた者を「淵源」とし，自分から道を受けた者
を「聯臂」と呼ぶ 26)。崔済愚と崔時亨の関係は淵源と聯臂の関係であった。16 名の接主も，
やはり淵源と聯臂の関係であった。
ところで，崔済愚と淵源と聯臂の関係にあった接主たちは，1863 年 12 月崔済愚が逮捕され
た時，ほとんどが逮捕され定配刑に処せられた。崔済愚から直接指導を受けた接主や教徒たち
のほとんどが定配されることによって，東学教門は組織の崩壊や指導部の空白がもたらされた。
こうした危機のなかで生き残った人物は，崔時亨をはじめ極少数に過ぎなかった。その結果，
1864 年以降の東学教門の再建は崔時亨を中心として展開するしかなかった。ところが，1860
年代後半一時再建された東学組織は，1871 年 3 月 10 日崔時亨が李弼済と共に起こした寧海敎
祖伸冤運動が失敗することで再び危機に陥った。
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崔時亨は，1863 年 12 月に崔済愚と多数の接主たちが逮捕された時にも生き残って東学組織
を再建し，また 1871 年 3 月の寧海敎祖伸冤運動に積極的に參加することで官によって次魁と
目されたが，この時も運良く生き残った。したがって，教徒たちからすれば崔時亨は教祖崔済
愚から直接指導を受けた唯一の指導者として，東学教門の危機を乗りこえる正当性を持つ指導
者と見なされた。それによって，1871 年以降東学教門の再建は崔時亨によって導かれること
ができた。
崔時亨が「北接」という接頭語を使いつづけた理由は，そうした東学教門の特殊な状況のた
めであった。
「北道」に由来する「北接」という言葉は，すなわち崔時亨が崔済愚から直接指
導を受けたこと，また道を伝受されたことのあかしであった。その意味で崔時亨が「北道」あ
るいは「北接」ということばを常用した背景には，教徒たちに崔済愚から直接道を受け継いだ
という正統性を示す意図があったと推測される。崔時亨が「北接」という接頭語を入れて各種
の通文を出し，各地方の接主および六任の任命帖を発行した理由も東学の道統の正当性を継承
したという事実 (崔済愚から直接指導を受けたことによる) を教徒たちに強調するためであったこ
とである。
1880 年代から 1891 年・1892 年に至るまで崔時亨の使いつづけた「北接」という用語が「南
接」に対応する用語ではなく東学の正統であることを象徴した事実は，慶尚道・忠清道・全羅
道など三南地方の東学接主あるいは六任の職任がすべて崔時亨によって任命されたことからも
確認される。はなはだしくは東学農民革命当時，その志向が異なって崔時亨の指示とは関係な
く独自に 1894 年 1 月の古阜農民蜂起，3 月茂長起包を導いた全琫準さえも崔時亨によって接
主に任命されたのである。それはつぎのような引用文によっても確認される。
(引用文の中の崔法軒は，崔時亨の別号である)

問．東学徒の中で接主を選ぶのはだれか。
供．崔法軒です。
問．あなたが接主になったのも，崔法軒が選出したのか。
供．そうです。
問．東学接主はすべて崔法軒が選ぶのか。
供．そうです。
問．湖南・湖西もそうなのか？
供．そうです。 27)
その他，1893 年 11 月全琫準と共に「沙鉢通文」の謀議をした古阜の宋斗浩や宋大和なども
崔時亨によって六任職に任命された 28)。そればかりではなく，1894 年 3 月全琫準と共に茂長
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起包を主導した孫化中 (茂長)・金開南 (泰仁)・金徳明 (院坪) も，崔時亨の指導を受けて大接
主に命じられたことが知られている。一方，1894 年 4 月扶安で蜂起した金洛喆や金洛鳳 29)，
1894 年 9 月のいわゆる南北接の争端の解消に寄与したとされる呉知泳 (益山)，同じ益山出身
の鄭淳敬なども崔時亨によって接主あるいは六任職に任命された 30)。こうしたことがらは，東
学の「北接」が今まで知られたように湖西あるいは湖中といわれる忠清道および慶尚道地域の
みに分布したのではなく，三南の地域にわたっていたことを物語る。したがって，「北接」が
忠清道地域の東学勢力をさすという全琫準のつぎのような内容は正確ではないと言える。
問．東学の中で南接・北接ということがあるが，何によって南北が分けられるのか。
供．湖南をさして南接といい，湖中をさして北接といいます。 31)
全琫準の陳述が正確ではないことは，呉知泳の主張によっても証明される。
地方を分けて南北とせず，党派を分けて南北としたのは，まるで儒道時代の東西党法をそ
のまま受け継いだような気がする。甲午亂において全羅道を南接といい，忠清道を北接と
いい，お互いに排斥するようになるが，おかしいのは全羅道にも北接派があり，忠清道に
も南接派があって，それが挙義するに大きな悩み事になった 32)。
2)

南接の由來とその性格

それでは，
「南接」という言葉はいつから登場したのであろうか。今まで公開された史料に
よれば，「南接」という用語が用いられた例は 1894 年以前には見られない。この言葉は 1894
年になって始めて使われるようになり，1894 年以降に普遍化されたと思われる。たとえば，
1894 年当時，朝鮮政府軍の右先鋒將として任命されて農民軍を壊滅させた李斗璜が残した
『両湖右先鋒日記』，1894 年当時，駐韓日本公使館に接収された文書を集めた『駐韓日本公使
館記錄』，東学農民革命の様子を詳細に記している黄玹 (1855-1910) の『梧下記聞』，そして農
民軍を討伐するために朝鮮に出動した日本東学党征討軍司令官 (陸軍少佐，南小四郎) が残した
報告書および「全琫準供草」などに「南接」という用語が出てくる 33)。
同じ日，五つの邑の東学執綱申在蓮が曰く，いわゆる湖南・湖西の徒人たちが南接と名
乗って義を高めると称しつつ，人々を集めて馬や兵器を蒐集した。 34)
南接は忠清道の西部と全羅道の全部を総括し，北接は忠清道の東北部やその以東・以北を
総括するようだ。 35)
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これらの記述では「南接」が忠清道や全羅道地域東学教徒の中で 1894 年 3 月を前後にして
蜂起した勢力，すなわち第一次東学農民革命を積極的に主導した勢力をさす用語として使われ
ている。したがって，「南接」というのは一応 1894 年 3 月の茂長起包に前後して三南地方で東
学農民革命を積極的に主導した勢力をさす言葉だと定義される。だが，つぎの引用文では「南
接」勢力が当時東学の最高指導者だった崔時亨に従ったのではなく，崔時亨の弟子だった徐璋
玉 (1852-1900) 36) を宗主として従ったとしている。
だいたい道人が自ら命じるのは，その学を道といい，その集団を包といい，その集いを接
という。その首長を大接主といい，そのつぎを首接主といい，さらにそのつぎを接主とい
う。相手をさして接長といい，自分をさして下接という。一万名を一つの接ともいい，一
千名を一つの接ともいい，百あるいは数十を一つの接ともいう。大きな村には数十の接が
あり，小さな村には 3，4 の接がある。散在しているのが，まるで種毛がつかないところ
がないのと似ていて，水銀が地に染みていかないところがないものと似ている。全琫準な
どもやはり知りきって，管理することができなかった。だがら，徐布・法布，南接・北接
にその淵源を求めるだけである。だいたい南接は徐布で，北接は法布だから，この時法布
は隠居して修道する人々を指すが，彼らは起包しないで，起包したのはもっぱら徐布のみ
である。 37)
崔時亨の弟子で徐璋玉がいる。学力と才能に恵まれていた。また，徐璋玉の弟子で全琫準，
金海南 (金開南をさす) などがいる。彼らは徐璋玉の能力が崔時亨を上回るとし，彼をつ
いに南接と呼ぶようになった。これに対し，崔時亨の教え子たちは彼を北接と呼ぶように
なった。その結果，東学党には南接・北接という呼び方が生まれた。 38)
これは 1894 年当時の東学教徒たちが崔時亨の指示に必ずしも従わなかったことを示唆する
と同時に，東学教門に志向の面で異なる勢力が並存したことを示している。その点で徐璋玉は
崔時亨とは異なる路線や志向を持った者の 1 人だったと見なされる。一方，先にもあげた引用
文からうかがえるように，1894 年 1 月の古阜農民蜂起および 3 月の茂長起包を主導した全琫
準もやはり徐璋玉と似たような人物だったと思われる。
徐璋玉は本来忠清道清州出身で，1883 年ごろから報恩出身の黄河一とともに東学に入り，
崔時亨の指導を受けはじめた。彼は 1885〜1886 年の間に崔時亨の逃避処を用意したり，彼の
生活を支えたりした。そして，1887 年 1 月には崔時亨の長男の徳基と相婿になるほど崔時亨
の側近になった。さらに，彼は 1887 年 3 月崔時亨とともに江原道の㫌善にある葛來山の寂照
庵に入り，49 日間の修練を行うなど，崔時亨の教えに従って修練や布教活動に積極的に參加
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した。このように崔時亨の側近として活発な活動を繰り広げた彼は，1889 年東学に対する官
の弾圧によって逮捕された。徐璋玉が逮捕されると，崔時亨は彼の釈放のために食事をするた
びに彼の安全を祈ったり，釈放に必要とされる資金を集めて送ったりした。また，彼が収監さ
れている間は布団もかけずに寝るほど，彼に対する思いは格別だったとされる 39)。
ところで，崔時亨をはじめ教門側の努力によって 1890 年釈放された徐璋玉は，東学に対す
る官の弾圧に強く対応することを主張した。彼は 1890 年にはいってから強まる一方の地方官
たちによる東学弾圧に対応するためには，特に教徒らを動員して敎祖伸冤運動を展開するべき
だと考えたようだ。彼は 1892 年 7 月徐丙鶴とともに慶尚道尚州に逃避した崔時亨を訪ね，敎
祖伸冤運動を展開することを要請し，1892〜1893 年に展開された敎祖伸冤運動と東学農民革
命の段階で強硬な闘争路線を志向した。そして，1894 年 3 月全琫準が全羅道で蜂起すると，
彼のもとにいた教徒たちを全羅道珍山で蜂起させた。最近発掘された『金洛鳳履歴』 40) という
史料は全琫準の茂長起包の前後に徐璋玉が全羅道の珍山で蜂起したことを伝えている。
ちょうどその時徐璋玉の側が珍山郡防築店に会所を設置して，全琫準と相応しようと数千
人の集まったことが，大神師 (崔時亨をさす) の耳に入って…… 41)
こうした記述によると，東学教門の中では徐璋玉と全琫準の路線や志向が通じ合ったことに
間違いない。だが，金庠基の指摘の如く，全琫準が「徐璋玉の部下黃海一 (黄河一の間違い)
の紹介で東学に入った｣ 42) のではない。徐璋玉と全琫準の関係は崔済愚と崔時亨のように先生
と弟子，あるいは淵源と聯臂の関係ではなかった。敎祖伸冤運動と東学農民革命の過程で路線
や志向が似ているに過ぎなかった。こうした徐璋玉と全琫準の関係を見ると，いわゆる「南
接」の別の意味が浮かび上がる。それは，1860 年代以來東学教門をリードしてきた崔時亨中
心の東学指導部と差別性を持ち，強硬な路線や志向を追及した勢力という意味としての「南
接」ということである。
一方，東学農民革命を導いた全琫準が最後の陳述で「南接」という言葉を使った点も注目に
値する。先にも述べたように，全琫準は「南接」を「湖南中心の東学勢力」という意味で使う
と同時に，1894 年 3 月以來の東学農民革命を主導した勢力をさす意味としても用いた。彼は，
1860 年以來の東学の根拠地になった慶尚道や江原道および忠清道地方の東学ではなく，全羅
道に基盤を置いた勢力をさす意味として説明している。このように全琫準は，伝統的に慶尚道
や江原道および忠清道に存在した東学指導部と全羅道に基盤を置いた東学農民革命の主導勢力
を区分して，自らを「南接」と呼んだ。
全琫準の陳述を通して，「南接」の別の意味がうかがえるが，「南接」という用語は東学教門
あるいは東学指導部で伝統的に使われたものではなかった。それは，東学農民革命を主導した
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全琫準などの主導勢力をさす言葉として，第 1 次東学農民革命の震源地たる全羅道とその他の
地方を区分するために，1894 年から東学農民革命の主導勢力によって用いられた用語である。
「南接」が出てくるすべての記錄で，それを東学農民革命の主導勢力をさす意味として使った
のも，全琫準が言った「南接」の意味と通じる。
結局，「北道」から由來した「北接」が東学教門あるいは東学指導部の中で長い歴史を持っ
た用語であるのに対し，
「南接」は 1894 年 1 月の古阜農民蜂起，3 月の第 1 次東学農民革命当
時の「全羅道を中心とした主導勢力」，慶尚道・江原道・忠清道地域に基盤を置いた「東学指
導部とは異なる路線や志向を持つ独自的な東学勢力」という意味として 1894 年から用いられ
た言葉である。そして，この表現は全羅道で東学農民革命を主導した勢力が自ら使ったもので
あり，一方地方官や儒生および日本軍側がその主導勢力を東学指導部や全羅道以外の地方の東
学勢力と区分するために用いたものである。

Ⅱ．第 1 次東学農民革命と南北接
1)

古阜農民蜂起期

1893 年 4 月 2 日，報恩聚會を解散した後，崔時亨は漆谷，仁同，金山などを転々としなが
ら逃避生活を続けた。1893 年 7 月慶尚道金山の片兼言の家に留まっていた時，徐丙鶴が再び
訪ねてきて伸冤運動を続けることを要請すると，李海観，李国彬 (李観永) などはそれに同調
した 43)。しかし，崔時亨はついにそれを認めず，忠清道の青山の文巌里へ逃げてしまう 44)。彼
は 1893 年 10 月ごろ教団組織を大幅に改変した。丈席 45)を法所あるいは法軒と称し，各々の東
学組織の根拠地に包所 46)を置かせた。そして青山文巌里に金演局包の包所を，忠州外西村黃山
里には孫秉熙と李容九包を，清州松山里には孫天民包を置き，その他に沃川の朴錫圭包，報恩
の任奎鎬包，禮山の朴熙寅包，文義の任貞準包，青山の朴元七包，扶安の金洛喆包，茂長の孫
化中包，南原の金開南包，淸風の成斗煥包，洪川の車箕錫包，麟蹄の金致雲包などにもそれぞ
れ包所を設置し，教徒を管轄させた 47)。
こうした改変は包所を中心として各地域別の東学組織をしっかり掌握して，包所の命令が各
地方の接主や教徒たちの間に徹底的に施行されるようにしたことである。教団組織の改変には
特に全琫準のように個人的に教徒たちを結集して独自的な路線を追求しようとした動きを予防
しようとする意図があったであろう。これは『侍天教宗繹史』における包所設置記事や 1892
年 7 月から全琫準が教徒たちを集めて全羅道金溝県の院坪に駐在したという記事によってよく
知られる。
全琫準が教徒たちを集めて全羅道金溝県の院坪に駐在した。 48)
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この時全琫準，金開南は湖南地方で自ら教衆を導き，時には集まったり，時には解散した
りした。そして教人の会集は壬辰年 7 月から甲午年まで続けられた。 49)
1893 年 3 月報恩聚會の時，全羅道の金溝を中心としてすでに独自の勢力を形成していた全
琫準は，同年 11 月に 40 人あまりの古阜郡民たちとともに古阜郡衙に行って，郡守趙秉甲に不
法を改めることを要求するが，かえって監獄に入れられ，後ほど釈放された。それで，彼は古
阜地域東学教徒 19 名と謀議し，「古阜城を破って趙秉甲を梟首して，軍器廠と火薬庫を占領し
全州城を陥落してソウルへ向かう｣ 50) という計画を立てたが，趙秉甲が 11 月 30 日益山郡守に
転勤することによって，その計画は保留に終わってしまった。その年全琫準は再び 60 人あま
りの郡民を導いて全州監営へ向かうが，やはり追い出される 51)。だが，1894 年 1 月 9 日益山
郡守へ転任した趙秉甲が再び古阜郡守に任命されると，全琫準は 1 月 10 日古阜郡民 500 名と
ともに古阜農民蜂起を起こす。蜂起軍は官衙を占領し武器庫を破って武器を手に入れる一方，
水税として徴収された米 1,400 石あまりを没収して農民に返し，萬石洑の下に築かれた新洑を
取り壊した 52)。1 月 17 日 53)には馬項市場へ移って，「将頭庁」を設置し長期的な抗争に突入し
た 54)。
1894 年 1 月全琫準が蜂起したところ，1894 年 1 月 5 日崔時亨は忠清道青山文巌里で「講席」
を開き，各地方から上がってきた接主たちに『東経大全』『龍潭遺詞』についての教理講論を
行った 55)。その時崔時亨は全琫準が古阜で蜂起したという知らせを聞いた。全琫準の蜂起を知
らせた者は，全羅道扶安出身の金洛鳳である。彼は 1937 年に残した『金洛鳳履歴』で全琫準
の蜂起を崔時亨へ報告した経緯を次のように語っている。
次の年甲午年の春に向かって，古阜の全琫準は趙秉甲によって殺された父親の仕返しのた
めに民擾を起こした。それが順調に行かなかったので，彼は茂長郡に住んでいる孫化中を
煽動した。大乱が起こりそうで，心神が落ち着かない。舎伯 (金洛喆をさす) の手紙をも
らって，数日後に馬に乗って崔時亨を訪ねた。事件の経緯を報告すると，崔時亨の発言の
中には「それは時運だから，その流れに逆らうことはできない」という言葉があった。 56)
ところで，金洛鳳の報告を受けて崔時亨が「それは時運だから，その流れに逆らうことはで
きない」と述べたくだりは注目に値する。それは「時機尚早であるので，焦るな｣ 57) といって
慎重を期することを指示したという通説とは違って，全琫準の蜂起が妥当だったことを認めた
ような態度であるからだ。古阜農民蜂起の正当性を事実上認めた崔時亨の態度は，古阜蜂起の
知らせを伝えられた直後に全琫準に送った遺書によっても確認できる。
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亡くなった父親の仕返しをしようとするのは孝であり，民衆を助けようとするのは仁であ
る。孝を自覚することで人倫がわかるようになり，仁を追求することで民衆の権利が回復
されるだろう。だが，東経大全で言われているではないか (経不云乎)。時機尚早であるの
で焦るなということは先人の教えである。運がまだ開けていないし，時がまだなっていな
いので，軽率なことをするな。また真理を求めて天命に逆らうな。 58)
崔時亨は全琫準の蜂起が「民衆を助けようとしたこと (欲拯生民之困)」だったと認めつつ，
全琫準の蜂起が時機尚早であることをしかっている。後ろのところは今まで知られてきた内容
である。しかしながら，先行研究は崔時亨が全琫準の蜂起を認めた点には注目せず，全琫準の
蜂起を非難した点のみに注目してきた。
ところで，崔時亨は一応「時運」といい，全琫準が起こした蜂起の正当性を認めながらも，
なぜ「時がまだ至っていないので，軽率なことをするな。」と指示したのであろうか。崔時亨
の指示は全琫準の挙事を引き止めたり非難したりという意味のみを持っているのではなく，
様々な意味をあらわしていると思われる。ここではその意味を分析することにする。
第一に，全琫準が蜂起の正当性を積極的に知らせ，崔時亨に理解や同意を求めなかったこと
は見逃せない。全琫準が第 1 次東学農民革命の時，崔時亨の同意や理解を求めなかったことに
ついては，全琫準自身も認めたことがある 59)。したがって，全琫準が古阜農民蜂起を前後に崔
時亨に正確な経緯を説明することで彼の同意や理解を求めなかったので，崔時亨は事態を正確
に把握することができなかった。彼は古阜農民蜂起が起こったことを扶安大接主金洛喆の弟金
洛鳳の報告によって知った。金洛鳳は全琫準の古阜農民蜂起を「父親の仕返し」のためだと歪
曲して報告した 60)。こうした報告は崔時亨に全琫準の蜂起が持つ正当性や純粋性に対して誤解
をもたらせたと思われる。
第二に，崔時亨は 1871 年 3 月 10 日に起きた寧海敎祖伸冤運動，1892〜1893 年に展開され
た敎祖伸冤運動が失敗することで数多くの教徒が犠牲になったことを念頭に置いて，全琫準に
慎重な態度を取ることを求めたのではないかということである。こうした注意は東学教門を統
括する指導者として下位の指導者に与えうる当然の指示だと考えられる。
第三に，崔時亨を頂点とする上層の指導部と全琫準のような下位の指導部の間には時局に対
する認識や東学思想についての理解に差があったであろうということが考えられる。それは金
洛鳳の報告を通しても考えられる。金洛鳳の報告は当時の時局を見る観点がお互いに違ったか
ら，全琫準の蜂起を歪曲して報告した可能性を示唆している。また，崔時亨の周囲に金洛鳳の
認識に同意した指導者が多かったので，彼らの報告や建議を聞いた崔時亨は，全琫準に慎重な
態度を取らせたとも考えられる。
第四に，全琫準の蜂起に対して慎重を期することを求めた記錄は，すべて東学農民革命が失
― 104 ―

東学農民革命における南北接の問題と研究状況 (朴)

敗に帰した際に生き残った指導者たちが中心となって書いたものだということである。東学農
民革命を積極的に主導したほとんどの指導者たちは，処刑されたために蜂起の正当性や背景，
その動機や過程などを記錄に残せなかった。東学農民革命に消極的に臨んだり，強硬な活動を
行ったりしなかった指導者たちだけが生き残って，東学農民革命についての記錄を残すことが
できた。彼らは東学農民革命以降，教門を守らなければならなかった。崔時亨をはじめとして
教団の指導部を官の監視や弾圧から守らなければならなかったし，瓦解した東学の地方組織
(接と包) をまた再建しなければならなかった。その過程で直面した問題が，他でもない東学

農民革命の失敗における責任の問題だったであろう。したがって，生き残った指導者たちは教
団の最高の責任者である崔時亨を守り，また瓦解した教団の再建のために，東学農民革命の失
敗の責任を全琫準などの東学農民革命の指導者たちに押しつけたのかも知れない。東学農民革
命以降に出たすべての東学教団史で一貫して崔時亨が全琫準の蜂起に反対したか自重を求めた
と記錄されていることは，そのような可能性を示唆している。だが，事実は東学教団史の記錄
とは違うこともありうるであろう。崔時亨と全琫準は決して敵対的関係ではなく，また一方的
に相手を非難したり反対したりする間柄でもなかったように見受けられる 61)。
2)

第 1 次東学農民革命期

全琫準は 1894 年 1 月古阜蜂起直後，崔時亨の同意や理解を求めず農民軍を馬項市場へ移し
た後，将頭庁を設置して長期抗争に入った。これが一般的に知られた事実である 62)。2 月 19
日古阜農民蜂起を主導した将頭を逮捕するために全羅監営から派遣された軍尉鄭錫珍や兵士 1
名を殺した後 63)，全琫準などは 2 月 25 日に白山へ移った。3 月初全琫準は按覈使李容泰の弾
圧で 3 月 13 日自分のもとにあった民軍を解散し，部下 50〜60 名とともに茂長孫化中包へ移っ
た。そして，孫化中を説得して 3 月 20 日第 1 次東学農民革命を起こし，事実上全面蜂起に踏
み切ることになった。全琫準が蜂起したという噂が伝わると，忠清道や慶尚道でも東学農民軍
たちが相次いで蜂起した。その過程で，忠清道で蜂起した教徒たちの一部が官の兵士によって
殺されることもあった。
全羅道茂長で 3 月 20 日蜂起した東学農民軍は 4 月 3 日には金溝を発って，泰仁県の仁谷・
北村・龍山などに留まった。東学農民軍の一部はその日 6 時ごろ扶安西道面扶興駅に集まった
が，彼らは錦山と泰仁で蜂起した東学農民軍と同じ部隊であったことが分かっている。こうし
たことがらを考えると，錦山の農民軍と泰仁・扶安の東学農民軍には一定のつながりがあった
と思われる。
4 月 3 日泰仁・扶安の東学農民軍たちの活動に呼応して蜂起した忠清道錦山 (当時は全羅道)
の農民軍数千は，珍山防築里 64)と忠清道沃川西化面などに集まって邑低に突入した。だが，農
民軍は錦山行商接長金致洪・任漢錫などが導く商人や一千人あまりの邑民などによって 114 名
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が殺されてしまった 65)。そうして錦山行商たちが農民軍を破ったということが 4 月 4 日朝廷に
まで報告され 66)，同じ日全羅道高山県の楼門には東学の榜書が掲示された 67)。4 月 5 日高山県
の門楼の柱に東徒大将徐某という名で書かれたその榜書の内容は，「兵士 3 千が 5 日申時に高
山に取り掛かるので，兵士一人あたり草履一足とお金 1 両ずつを用意しろ」ということであっ
た 68)。この榜書に登場する東徒大将徐某は，おそらく徐璋玉ではないかと考えられる。一方，
4 月 5 日には鎮岑の平民数千が東学教徒の家 9 軒を放火する事件が発生したりもした。
このような出來事は崔時亨に直ちに報告された。全琫準の 1 月古阜蜂起の知らせを聞いてそ
の正当性を認めながらも，一方では時機尚早だと批判した崔時亨は弾圧に対応するために蜂起
を命じた。
先生は怒りを隠せず慶尚道のなまりで述べた。「虎が攻めてくるのに，対応せずに殺され
るべきか。くぬぎの棍棒でも持って戦おう。」先生のこの言葉が動員令にほかならな
い。 69)
崔時亨は 4 月 6 日「湖南の教徒たちが殺害されることを見過ごすことができないので，6 日
青山小蛇田に集まろう」という内容の通文を出した。彼が起包令を出した記錄は「東匪討録」
『駐韓日本公使館記録』などにも見える。
東学徒崔法軒が出した通文に「湖南の教徒たちが全部殺害された。それを見過ごすことは
できない。6 日青山小蛇山に集まることを願う」と述べた。 70)
本営の兵士が偵探したところによると，東学徒崔法軒が出した通文には湖南の教徒たちが
全部殺害されたことを見過ごすことはできないので，2 日青山小蛇山に集まることを願っ
たとされている。 71)
崔時亨の起包令にしたがって青山小蛇田に集まった東学農民軍数千は 4 月 8 日懐徳を攻撃し
武器を奪って 4 月 9 日には鎭岑へ向かった。その時東学農民軍は鎭岑に住みながら農民たちを
収奪してきた元宰相の申応朝の孫一永を捕まえて去勢してしまった 72)。このように忠清道での
農民軍蜂起が激化すると，忠清監司趙秉鎬は，4 月 9 日に崔時亨の通文によって青山小蛇山に
集まった東学徒が懐徳の軍器を奪取して数千人が鎭岑へ向かっていると報告した。また，逮捕
された東学徒 80 人あまりを 8 日の夜に審問し 73)，招討使洪啓薰に兵力を忠清監営へ派遣する
ことを要請した 74)。さらに，4 月 10 日には懐徳の東学徒数千が各地に集まっていると報告し
た 75)。4 月 11 日の報告には 10 日清州鎮南営兵と沃川兵士を動員して懐徳東学徒を破り，奪わ
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れた武器のうち銃 44 梃，矛 41 柄，刀 60 柄，火薬多數，弓 3 個，矢 300 個，斧多數，鐵槌 5
個などを回収したという記事がある。また，10 日の夜東学教徒数千人が帰順し解散したとい
う記事もある 76)。朝廷にも 4 月 12 日に懐徳の農民軍たちがすべて帰順したという報告が入っ
た 77)。
しかしながら，忠清監司の報告とは異なって，これらの農民軍は 4 月 13〜15 日にも沃川・
懐徳・鎭岑・青山・文義・報恩・木川などに留まっており，これらの一部は全羅道にもいた。
また，4 月 18 日には槐山・延豊などで東学農民軍が蜂起して土豪の財産を奪い，慶尚道醴泉
と尚州および善山などでも東学農民軍が蜂起した 78)。
このように忠清道錦山・珍山・懐徳・鎭岑・沃川・青山などでの東学農民軍は 3 月 12 日か
らおよそ 1ヶ月以上抗争を続けてきたが，彼らは全羅道茂長・泰仁・扶安の農民軍となんらか
のつながりを持っていた。つぎは，招討使洪啓薰が營將金始豊と農民軍金永培・金用夏・金東
根を逮捕して 11 日申時頃全州南門の外で梟首したことを伝える 4 月 12 日の報告の一部である。
ここでも忠清道東学の農民軍たちが全羅道の農民軍と連絡を取っていることが明らかにされて
いる。
金永培は本來忠清道定山車峴に住んでいたもので，去る 2 月念後 (20 日) にソウルから陽
城素沙坪へ下ってそこの東徒たちと 10 日を過ごした。その後金溝県の院坪へ行って東党
に合流し，徒党を召集する私信を持って忠清道へ行く途中全州の独橋街に至って鎮営所属
の捕校に捕えられた者で，…… 79)
金用夏は本來泰仁に住んでいた者で，東徒へ投入され錦山へ向かう途中全州に至って鎮営
の捕校に捕えられた者で，…… 80)
当時忠清道と全羅道の農民軍の間に連絡体制が整えられていたことは，いわゆる「北接」と
いわれる忠清道の沃川青山にいた東学指導部が 4 月 16 日全羅道茂長の農民軍に「期日の前に
は勝手に動かずに，命令を待て」と伝えたという内容によっても証明される 81)。そればかりで
はなく，第 1 次東学農民革命当時，慶尚道醴泉・尚州・善山などでも東学農民軍が蜂起したこ
とも注目に値する。だいたいこれらの地域は崔時亨の影響力が直接及ぶ地域にもかかわらず，
第 1 次東学農民革命当時から蜂起していた。
ところが，先行研究では第 1 次東学農民革命当時の忠清道と全羅道の東学農民軍たちの動向
はほとんど無視され，特に崔時亨が管轄した「北接」は第 1 次蜂起に反対し参加していなかっ
たとされた。しかしながら，先ほど触れたように忠清道懐徳・鎭岑・槐山・延豐地域と慶尚道
醴泉・尚州・善山地域の東学農民軍の動向は，先行の研究とは異なる。第 1 次東学農民革命期
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の崔時亨の指示を直接受けたいわゆる「北接」地域の蜂起については，これからより具体的に
検討する必要があると言えよう。
3)

北接農民軍の蜂起

1894 年 3 月全琫準が茂長で蜂起すると，各地の東学農民軍たちが相次いで蜂起した。この
時崔時亨は扶安大接主金洛喆から全琫準が蜂起したという知らせを聞いて，「時運だから逆ら
うことができない」としながらも，金洛喆などに慎重を期することを求めた。だが，金洛喆は
扶安県監李喆和の要請にしたがって，所属教徒を導いて 4 月 1 日西道面松亭里辛氏祭閣に都所
を設置した。彼はさらに弟洛鳳と申小能などに扶安茁浦にも都所を設置させた。このように全
琫準の蜂起に呼応して都所を設置するようにしたが，金洛喆・金洛鳳などは全琫準が導く農民
軍とは独立して行動した。彼らは崔時亨の命にしたがって管内を掌握しただけで，他の地域に
は移動しなかった。泰仁の金開南も 3 月 21 日茂長で一緒に起包したが 82)，彼はその後も全琫
準と離合集散を繰返しつつ，東学農民革命を展開した。全州和約以降金開南が南原に留まって
全琫準とは別に行動したのは，金開南軍が全琫準軍と独立したからである。
一方，『天道教任実敎史』によると，任実の東学農民軍も 3 月 25 日都接主崔承雨の指揮のも
とで蜂起したという。こうした内容は『天道教会史草稿』にも確認される。任実地域が崔時亨
の教えを直接受けた地域にもかかわらず，第 1 次蜂起に合わせて起包したという事実は，重要
な意味を持つ。だが，任実の農民軍もやはり全琫準軍とは行動を異にした。任実の農民軍は任
実の官衙に都所を設置し，6ヶ月ほど統治したとされる 83)。後ほど任実県監閔忠植が東学農民
軍に協力して全琫準が全州城を占領する時随行したことを考えると 84)，第 1 次東学農民革命期
に任実の農民軍も蜂起したのは明らかである。また，
『金洛鳳履歴』には 3 月ごろ珍山の防築
里でも徐璋玉指揮下の農民軍数千が全琫準軍の蜂起に呼応して起包したという記錄がある。
このように第 1 次東学農民革命期に全羅道のみならず忠清道・慶尚道地域でも各地域の接主
たちが中心となって全琫準軍の蜂起に呼応して続々と起包した。慶尚道の場合，醴泉首接主崔
孟淳が 3 月から接所を設置し農民軍を集めており 85)，金山でも片甫彦が活動しはじめた 86)。慶
尚道尚州の化北でも 4 月頃東学農民軍たちの動きがあったし 87)，晉州でも白道弘，孫殷錫など
が 4 月初に蜂起した 88)。彼らはすべてが崔時亨の指示を受ける「北接」に属しているにもかか
わらず，独自に蜂起した勢力であった。忠清道の場合は前述したように懐徳・鎭岑などの東学
農民軍たちが 3 月 12 日から 4 月 12 日まで 1ヶ月以上活動を続けたし，4 月 18 日には槐山と延
豐などの東学農民軍たちが官衙を包囲し土豪をうちこらした。このように第 1 次東学農民革命
期に忠清道・慶尚道の一部の地域の東学農民軍たちが，全琫準軍とは別に，独自に蜂起したの
である。
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Ⅲ．第 2 次東学農民革命と南北接
第 1 次東学農民革命以降東学農民軍の活動は様々に行われてきたが，大きく分けて 2 つに分
けられる。1 つは全琫準軍に合流せず崔時亨の指示のもとで該当の地域内で穏健な活動を行っ
た勢力である。これは全羅道の任実や扶安地域の場合で，蜂起はしたが穏健な活動をした勢力
である。もう 1 つは全琫準軍の蜂起に積極的に呼応して蜂起し，それ以來身分解放闘争を精力
的に展開した勢力である。これらの勢力を黄玹は「法布」と「徐布」あるいは「坐布」と「起
布」と表現した。一方，呉知泳はこれらの勢力をさして，「北接」と「南接」と称した 89)。
第 1 次蜂起に積極的に參加した勢力は全羅道のみならず，忠清道と慶尚道にもあった。一方
蜂起しなかったり，蜂起したとしても穏健な活動を行った勢力もまた，全羅道にもあったし，
忠清道や慶尚道にもあった。蜂起に積極的に參加した勢力はほとんど全琫準の指示に従ったが，
崔時亨から直接指示を受けて参与した勢力もあった。だが，蜂起に積極的に參加した農民軍の
一部は全琫準や崔時亨の指示を無視して独自に活動したり，また穏健な活動を行う農民軍を逼
迫したり，農民軍の規律を違える者もいた。
独自に行動する東学農民軍の一部勢力は，全琫準の全州城占領や全州和約以降さらにエスカ
レートする 90)。彼らには崔時亨の指示はもとより，全琫準の指示さえもあまり効果がなかった。
全州和約以降から各地の農民軍は，他の村の地境を越えて身分解放闘争を力強く展開し始め，
その過程で富民の財産を略奪することがまれではなかった。こうした農民軍活動の暴走を懸念
した崔時亨は，
「金石之典」を発表して農民軍をコントロールしようとした 91)。先行研究では
この「金石之典」が東学教徒たちの武装蜂起を禁じる内容だと解している 92)。だが，「金石之
典」を発表した主な目的は，東学農民軍の弊政改革活動の過程で出てきた逸脱行為を防止する
ためであった。
第 1 次東学農民革命直後，蜂起の主導勢力が蜂起しなかった勢力に圧力をかけると，崔時亨
は第 1 次蜂起直後教徒たちの間に起きた対立や葛藤を懸念して，つぎのような内容の通諭文を
出した。
本来わが教は南北を問わず，すべてが龍潭淵源であるので，道を守り先生を尊重しなけれ
ばならない。今南北の包が義挙を建前にして平民を略奪し教人を傷害して，教には秩序が
なくなってしまった。もしこうした状態を早く直さなければ，何が正しいか正しくないか
がわからなくなる。全国の各包の教友たちはこの文章を読んで，気持ちを切り替えること
を願う。それぞれが属している包の頭領の指示にしたがって，しっかり教の規範を守り，
心を一つにして先生の寃を晴らすことを願う。 93)
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崔時亨はまた忠清監司と力を合わせて忠清道の各地方に執綱を任命し，教徒たちの軽挙妄動
を防止しようとした。7 月 9 日に任命された湖西宣撫使鄭敬源は忠清監司李現永と協議し，崔
時亨に東学接主の中から執綱を命じるようにして農民軍の不法行為を禁じさせた。7 月 15 日
の直後だった 94)。崔時亨はこの提議を受け入れて各地の執綱を任命した。実際に忠清道地域の
執綱の名簿が現在まで残っていて，そのうち公州地域の農民軍を率いた任基準も全義執綱に
入っていた 95)。
しかし，こうした崔時亨の努力はそれほど効果がなかったようだ。全義執綱に任命された任
基準さえも 7 月 29 日公州正安面弓院で大規模な集会を開いた。そして農民軍を集結させて，8
月 2 日には公州監営を占領するなど 96)，崔時亨によって任命された執綱さえも独自の動きを見
せた。
一方，全琫準もやはり全羅道の各村を回って，農民軍の弊政改革活動で行われる弊端を防止
しようとした。こうしたことがらを通してわかるように，
「金石之典」を発表し「執綱」を任
命して農民軍が行う弊端を是正しようとした崔時亨の一連の活動は，全琫準の努力とも一脈相
通すると言える。
9 月になると崔時亨は新たな事態に直面するようになる。ソウルから三路へ下ってきた京軍
と日本軍が，蜂起した勢力か蜂起しなかった勢力かを問わずに，すべての勢力を討伐の対象と
することで，崔時亨をはじめ東学指導部が危機に陥ったことである。特に，討伐軍の進路 (南
へ進む) に置かれた京畿道の龍仁・安城・長湖院などと忠清道の鎭川・槐山・陰城などの教徒

たちは討伐軍に追われて南下し始めた。それによって，清州の松山に都所を置いた孫天民包，
忠州の外西村に都所を置いた孫秉煕・申在蓮・李容九包などが直ちに危機に陥った。
討伐軍に追われ始めた 9 月中旬ごろ，青山に集結した孫天民・孫秉煕などは，崔時亨を説得
して起包令を出させた。崔時亨は 9 月 18 日指導者たちに起包令を下達した。崔時亨の起包令
は 9 月 25 日金山の片甫彦に伝わり 97)，9 月下旬には忠淸道瑞山地域の東学指導者たちに伝
わった 98)。特に全琫準の陣営にも伝わったと思われる 99)。9 月 18 日崔時亨の起包令に載せら
れている招諭文は『侍天教宗繹史』につぎのようにある。
『周易』に曰く，「大哉乾元，万物資始，至哉坤元，万物資始」と。人間が天地間の万物の
霊になる。父母は生み，先生は教え，王は育てる。だから，その恩返しにおいて生三事一
の道を知らなければ，はたして人間と呼べるのであろうか。先師が去る庚申年 (1860 年−
註) に天命を受けて道を開き，乱れた綱常を正し，塗炭に陥った生霊を救おうとした。と

ころが，かえって偽学とされて遭難殉道したが，いまだにその恩返しができずに 31 年が
たった。幸いに天がこの道を捨てなかったので，お互いに心法を伝えて教徒が全国的何十
万にのぼったかわからない。だが，師恩を返すことを考えず，ひたすら六賊の欲を起し，
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斥和を建前にして猖獗を起こすのをみると，ばかばかしく思われる。振り返ってみると，
わたしは 70 歳に近い老人だがいきいきとして，伝鉢の恩を考えると涙が出てどうするこ
ともできない。よって，また通文を出すので，みなさんはこの老人の気持ちを計って必ず
集会することを願う。そして，心をこめて，天威紸絋のもとに起って，先士の宿願を致し，
宗国の危難を乗りこえることを願う次第である 100)。
起包令を出して崔時亨は，孫秉煕が導く「北接」軍を送ってから南側へ向かった。10 月 13
日ごろ全羅道に下ってきた崔時亨は任実葛潭鳥項里の教徒の家に身を隠した。
その後崔時亨は 10 月中旬ごろ論山で全琫準軍と合流して 101)牛禁峙戦闘へ參加するが敗北し
た。そして，全羅道任實の葛覃まで下がってきた孫秉煕の北接軍と一緒に 1894 年 11 月末北上
した。任実から長水・茂朱を通って北上する途中，12 月 8 日には黃澗県を占領したり，12 日
には永同龍山の市場で経理廰の軍や淸州兵を撃退したりした 102)。
ところが，12 月 17〜18 日にわたって報恩鐘谷で日本軍と尚州の民堡軍から攻撃を受けて，
数百名が殺された。その後 103)，結局 12 月 24 日忠州外西村のデヅャニ (되자니) での戦闘を最
後に解散した。これによって東学農民軍の組織的蜂起と活動は事実上幕を閉じることになった。

Ⅳ．東学農民革命 120 周年と研究状況
2013 年は，東学農民革命の前史である「報恩聚会」120 周年目を迎える年であった。忠清北
道の報恩にある地域の記念事業会を中心にして，120 周年を記念するささやかな行事が開催さ
れた。また「東学学会」を中心に，
「報恩聚会」120 周年を記念する学術行事も行われた。し
かし，去る 1994 年東学農民革命 100 周年を前後する時期の熱気に比べれば微々たるものにす
ぎない。熱気に欠けるという点においては，2014 年に迎えた東学農民革命 120 周年も同じで
あった。2004 年に「東学農民革命参加者の名誉回復に関する特別法」が制定され，翌年に全
羅北道の井邑に，国費を投入した「東学農民革命記念館」が開館され，その後公益財団「東学
農民革命記念財団」が設立されて多様な事業を展開するなど，諸般の与件は大いによくなった
にも関わらず，東学農民革命に対する一般国民ならびにマスコミの関心と，研究者たちの研究
熱などは，以前と比べて弱まっているのが実情である。
120 周年を迎えた東学農民革命に対する国民的関心および研究の熱気が 100 周年の時と比べ
て著しく弱化している原因はどこにあるのだろうか？

その原因はいろいろあるだろうが，こ

こでは研究の熱気が弱まった原因を中心にして，筆者の愚見を披歴してみることにしたい。
第一に，90 年代中後半からの韓国社会の民主化の進展とともに，従来の運動史および民衆
史中心の研究が，生活史や微視史中心の研究へと変わっていた。これにつれて東学農民革命に
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対する研究にも方法論的転換が要請されていたが，それに対応するだけの反省的省察は微々た
るものだったし，研究方法においても「コペルニクス的転換」のような変化もなかった。
二番目に，100 周年を前後する時期は，まず東学農民革命に対する基本的な「事実の解明」
さえも不充分な状態で，研究者たちの間に一種の「使命感」または「切迫感」といったものが
存在していて，研究の熱気を推動する役割を果たした。しかし 100 周年を前後して大量の資料
が発掘，集成されて (『東学農民戦争資料叢書』全 30 巻など)，不充分だった「事実の解明」が大
きく進展し，2005 年の特別法制定と記念館の建設，記念財団の出帆などによって，東学農民
革命に対する従来の歪曲された認識が相当に改善されて，学術研究の進展にともなう正当な評
価とともに東学農民革命の位相が然るべき地位を得たという認識が研究者たちの脳裏に定着し
たことが，研究熱を弱化させる要因として作用した。
三番目に，先に若干言及した通り，100 周年を前後する時期には大量の資料が立て続けに発
掘され，それにつれて一般国民およびマスコミの関心が集中したことで，研究者たちが容易に
東学農民革命に関連した研究領域を拡張することができた。ところが 100 周年が過ぎると，
徐々に国内での新しい資料発掘が足踏み状態になり，それに伴って，新進研究者が参与しうる
新しい研究領域を見出すことが容易でなくなった。
先に「報恩聚会」および東学農民革命 120 周年を迎えて学術研究の雰囲気が低調な原因につ
いて拙見を披歴した。そうだとすると，そのような雰囲気を反転させることのできる対案はな
いものだろうか。
結論から言えば，東学農民革命の研究熱を一挙に高潮させる妙手はない。
しかし，未だ国内だけでなく隣国日本と中国などに未発掘資料が大量に存在するという点，
東学農民革命の関連人物や地域別事例，個別事件や戦闘などについての深い研究が多くないた
めに，東学農民革命の全体像が未だ充分明らかになっていないという点を考慮する時，新進研
究者たちが参与しうる研究テーマや領域が依然として数多く残っているということもまた事実
だということを強調したい。
周知の通り，東学農民革命は 1894 年に「一時的で偶発的に」起こった事態ではない。また，
1895 年 3 月に東学農民軍の最高指導者の全琫準が死刑判決を受けて処刑されたことで「終結」
したわけでもなかった。
東学農民革命の勃発はあるいは 1811 年の「洪景来の乱」すなわち平安道農民戦争の時から
準備されていたともみられるし，1860 年の水雲崔済愚による東学唱道から本格的に始まった
とみることもできる。東学農民軍は，1895 年 3 月の全琫準の処刑以後も，1900 年に至るまで
持続的に蜂起していた。このような東学農民軍の動きは，東学という名が消えて天道教に変わ
る 1905 年までも変わりがなかった。
だから東学農民革命を 1894 年 2 月の古阜農民蜂起に始まり，1895 年 3 月の全琫準の処刑で
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終結した単純な事件と見てはならない。19 世紀の全時期において準備され，展開された一大
事件であって「朝鮮王朝五百年の終結」を予告すると同時に，東アジア 3 国を揺るがした破天
荒な大事件であったという点に注目する必要がある。東学農民革命が 19 世紀という 1 世紀に
わたって準備され，展開されていたとすれば，そして日韓中の 3 国を揺るがした破天荒な大事
件であるという事実に同意されるならば，その「全体像」が未だ霧の中にあるという筆者の主
張にも共感できるだろう。そこで，120 周年を迎えて，東学農民革命を見る研究者の視点が，
観点が，アプローチが根本的に変わらなければならないのではなかろうか。以下，120 周年を
迎える現在までになされた東学農民革命の関連研究の動向を略述してみることにする。
まずは，東学農民革命についての研究史に関する問題である。100 周年前後には多数の研究
者によって研究史が整理された。しかし，100 周年までの研究成果および 100 周年以後の研究
を総括した研究史はまだ整理されていない。特に 100 周年以後は，趙景逹 104)・金文子 105)・井上
勝生 106)，中塚明 107)教授・尾上守 108)氏などの日本側研究者による研究が刮目すべき進展をとげた
が，現時点で日本側の研究成果までを包括した研究史の整理が非常に急がれる実情である。参
考として，日本でなされた東学農民革命の研究動向を整理したものとしては趙景逹の最近の論
文がある。(趙景逹，「日本における甲午農民戦争研究状況」円光大学校特別講演資料，2006 年 9 月 14
日)

二点目は，関連史料の発掘と紹介，史料集刊行の問題である。先に言及したように，100 周
年を記念する最大の研究成果のうちの 1 つが，まさに関連史料を集大成した『東学農民戦争史
料叢書』(全 30 冊) の刊行であった。100 周年以後にも，筆者を含め日本の井上勝生，中塚明，
金文子，姜孝叔などが，日本側に残っている東学農民革命の関連史料を発掘して持続的に紹介
してきた。
そのなかで最も代表的な成果が，まさに東学農民軍鎮圧専門部隊であった日本軍後備歩兵第
19 大隊の大隊長南小四郎が残した「東学文書」の公開である。(東学農民革命記念財団，『東
学農民革命の真実を求める ―― 日本軍後備歩兵第 19 大隊長南小四郎の収集文書を通して見
た東学農民革命 ――，2012』また忠清南道公州市が支援して「東学農民戦争牛禁峙記念事業
会」が中心になって整理した牛禁峙戦闘関連資料集『公州と東学農民革命 ―― 解説・資料
集・年表 ――』(忠清南道公州市，2005 年 2 月) 全羅南道長興東学農民革命記念事業会が主軸に
なって整理した長興石台トゥル戦跡関連資料集『長興東学農民革命史料集』(同記念事業会，
2006 年 4 月) を含めて，全羅南道が支援して，筆者を含む 3 人の研究者が全羅南道に散在して

いる東学農民革命関連遺跡および関連史料を体系的に調査して整理した『全羅南道の東学農民
革命遺跡』(全羅南道および無等歴史研究会，2011 年) も意味ある成果として挙げられるだろう。
この他に，東学農民革命記念財団からシリーズで刊行されている『東学農民革命国訳叢書』
(2015 年現在 13 冊まで刊行) も注目に値する成果として挙げられる。史料問題に関して注目すべ
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きもう一つの成果は，在日韓国人研究者の金文子が発掘・紹介した全琫準関連写真である。
(金文子，「全琫準写真と村上天真」『新しい資料を通して見た東学農民革命の東アジア的意味』
，東学農民
革命記念財団国際学術大会資料集，2010 年，
『韓国史研究』154 号，2011 年 9 月再収録) 金文子先生の

全琫準の写真に関する研究は今後，東学農民革命関連写真は言うまでもなく，韓国近現代史関
連写真研究の指針となりうる記念碑的研究といえる。その他，写真ではないが朝鮮に渡った日
本の画工たちが残した東学農民革命関連「錦絵 (風俗画)」も研究が必要な分野である。(姜徳
相編，
『錦絵の中の朝鮮と中国』，岩波書店，2007 年参照)

三点目は，東学農民革命の関連人物に関する研究の問題である。東学農民革命を主導した全
琫準をはじめとする農民軍リーダーおよび関連人物についての研究は，100 周年前後に大きな
進展をみた。李離和先生の『東学農民戦争人物列伝』(ハンギョレ新聞社，1994 年) がその代表
的な研究成果である。また，歴史問題研究所所属の研究者たちが中心になって全国各地域を
巡って発見した農民軍のリーダー，およびその子孫の証言を集めた 2 冊の証言録『また咲く緑
豆花』(歴史批評社，1995 年) と『全琫準と彼の同志たち』(歴史批評社，1997 年) もまた人物研
究において欠かすことができない成果である。
しかし，既存の研究では農民軍の鎮圧および虐殺に加担した人物についての研究，すなわち
「加害者」に関する研究は全くなかった。特に農民軍鎮圧に関連が深い日本側の人物について
の研究はほとんど白紙状態である。この点において東学農民革命の関連人物の研究は，その半
分がまだ空白のまま残っているといえる。「加害者」問題に関しては，筆者と姜孝叔，李玟源
の研究が参照になる。今後の人物研究における 1 つの起爆剤になることを念願する。(拙稿「東
学農民革命期在朝日本人の戦争協力実態とその性格」
『開闢の夢，東アジアを目覚めさせる ―― 東学農民
革命と帝国日本 ――』モシヌンサラムドゥル，2011 年) および「日本山口県立文書官所蔵南家東学

文書解題 2012」，姜孝叔「東学農民軍弾圧人物とその行跡」(『東学学報』22，2011 年)。李玟源
「ソウルの奨忠壇と清州の慕忠壇」(『清風明月の歴史と人物』黄金卵，2013 年)
四点目は，東学思想の性格および 1894 年「民衆大蜂起=東学農民革命」との関係問題であ
る。100 周年前後の研究における最大の成果の一つは，1894 年の民衆大蜂起すなわち東学農民
革命を説明する時に，1860 年に唱道されて 1894 年に至るまで 30 年余りかけて教勢を全国化
させ，東学農民革命の思想的・組織的基盤になった東学を抜きにして説明が不可能であるとい
うことに，大部分の研究者が同意したという点である。しかし，東学思想の性格，東学思想と
1894 年の大蜂起との関係についての研究者の視点は，多様なスペクトラムを見せている。ま
だ研究の余地が多いということである。
最近の動向では東学を，1894 年の民衆大蜂起との関連性よりは，「われわれの思想，われわ
れの学問，われわれの哲学，われわれの宗教」という視点から，19 世紀の韓国において自生
した新しい思想的創造物として把握しようとする研究者が登場していることに注目する必要が
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ある。李圭成の『崔時亨の哲学』(梨花女子大出版部，2011 年)，金容暉の『崔済愚の哲学』(梨花
女子大出版部，2012 年)，金泰昌の『日本で日本人に聞かせたハンサルムとハンマウムとハンオ

ルの公共哲学ものがたり』(モシヌンサラムドゥル，2012 年)，趙晟桓の博士論文「天学から天教
へ ―― 退渓から東学へ，天観の転換」(西江大学校，2012 年) などがそうした傾向を代表する
成果である。文明史的転換期といわれる今，東学思想に対する創造的理解が切に要請されてい
る。特に史学分野においてはなおさらである。
ここで既存の東学理解を乗り越えるべき理由を先学の研究の中から引用する。「〈不然其然〉
篇がそれを代表する文章であるが，水雲思想の全体を通貫しているのは，個人の精神と社会的
精神，個人と社会集団の生存，あらゆる宇宙自然を一つの統一的・有機的な生命体とみる見方
である。文明と宇宙と社会とその社会的生存を徹底的に生物学的な枠組みの中で生動する一つ
の有機体と見，気の運動と見，動いている総体的関連の中からその桎梏と病を見て，その治癒
を創造的な生命循環の回復と見る点にその特徴がある」(金芝河「人間解放の鍵である生命」『働く
天』イルグァノリ，1984 年から)

五点目は，1894 年東学農民革命の展開過程に対する理解の問題である。従来の研究は概し
て，1894 年陰暦 1 月 10 日に起こった「古阜民乱」を主導した全琫準らが全羅道茂長の東学大
包主孫化中の全面的な協力を得て蜂起した，1894 年陰暦 3 月 21 日「茂長起包」を東学農民革
命の起こりと理解してきた。
具体的には，「茂長起包」の段階から，東学農民軍が全州城を占領する陰暦 4 月 27 日までを
第 1 次東学農民革命の段階，全州城占領直後に農民軍と洪啓薫の朝鮮政府との間で締結された
「全州和約」をきっかけにして全羅道各地で実現した農民軍による民衆自治の時期，すなわち
「都所体制 (従来は執綱所統治期)」の段階，陰暦 6 月 21 日の日本軍による景福宮不法占領およ
び日清戦争勃発をきっかけにして全羅道の参礼で農民軍が再蜂起してソウルに北上する第 2 次
東学農民革命段階に分けて理解してきた。
しかし，このような図式的理解は，全琫準を中心とした全羅道農民軍中心の理解に起因した
結果に過ぎない。100 周年以後進展した地域事例の研究によれば，第 1 次東学農民革命の段階
からすでに慶尚道と忠清道の農民軍の動きは，全羅道のそれに劣らない水準であったことが明
らかにされた。(第 1 次蜂起当時，慶尚道では晋州や河東などで，忠清道の場合は錦山・珍山・沃川・
懐徳・鎮岑などでも農民軍が蜂起した)

また，全琫準中心の全羅道農民軍による第 2 次東学農民革命が本格的に展開される以前から，
日本軍の兵站線が通る慶尚道と忠清道において農民軍がすでに蜂起していた。例えば慶尚道と
忠清道では日本軍の釜山上陸および釜山からソウルにつながる日本軍の兵站線の建設に抵抗す
る農民軍の蜂起が，日本軍の景福宮不法占領が起こる陰暦 6 月 21 日以前にすでに広範囲に起
こっていた。(井上勝生教授および姜孝叔の研究を参照) 特に，1894 年当時の朝鮮全体の状況に注
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目してみれば，従来の全羅道中心，全琫準が主導する全羅道農民軍中心の東学農民革命理解が
いかに偏狭なものであったか，誰でも容易に気がつく。この点こそまさに，120 周年を迎える
東学農民革命の展開過程全般に関する全面的な見直しが要請される理由である。要約すれば，
未だに横行している全羅道中心・全琫準中心の古くて偏狭な東学農民革命像を根源的に乗り越
える斬新な研究がなされなければならないだろう。
六点目，東学農民革命の展開過程全般に関して見直す場合，ただちに問題になるのがまさに
地域事例研究の問題である。
まず東学農民革命と関連が深い地域についての事例研究はかなり数多く蓄積されてきた。例
えば，東学農民軍と政府軍，または東学農民軍と日本軍の間に熾烈な戦闘が起った地域 (井邑
黄土峴戦闘，長城黄龍村戦闘，全州城戦闘，公州牛禁峙戦闘，長興石台トゥル戦闘および珍島地域戦闘，
北接農民軍の戦闘など) に関する事例研究がそれである。しかし詳細にみるならば，地域事例研

究はこれからというのが筆者の判断である。
具体的な事例を挙げてみよう。筆者は日本の北海道大学の井上勝生教授とともに，1997 年
以来韓日共同研究の形で慶尚道と忠清道，すなわちいわゆる「北接」農民軍に関する研究を続
けているが，2011 年の夏，農民軍鎮圧専門部隊であった日本軍後備歩兵第 19 大隊の兵士が残
した 2 件の「陣中日誌」を日本の四国の現地で発掘したことがある。(KBS が 2012 年 8 月 19 日
に放送した「取材ファイル ―― 1：30000 の秘密」，井上勝生「ある日清戦争戦死者墓碑から ―― 東学農
民軍討滅大隊の碑文をめぐって ――」
『図書』751 号，岩波書店，2011 年 9 月号参照) その 2 件の「陣

中日誌」には，全羅道農民軍の動向はいうまでもなく，慶尚道と忠清道農民軍と日本軍との戦
闘状況が詳細に記録されていた。その内容の中には特に 1894 年陰暦 11 月 (陽暦 12 月) 初めに
起こった「第 2 次牛禁峙戦闘」の 1 週間後の陽暦 12 月 10 日に牛禁峙からわずか 20 キロあま
りしか離れていない忠清道の連山で牛禁峙戦闘にひけをとらない大戦闘が起こり，後備歩兵第
19 大隊の兵士 1 人が戦死したという事実も含まれていた。今までまったくその実態が明らか
になっていなかった忠清道「連山戦闘」の実像が初めて明らかになったのである。
このように従来全然知られていなかった地域事例に光が当たった代表的な事例としては，安
東大の申真姫先生による慶尚道義城地域の事例研究 (「義城の東学軍蜂起と義兵の対応」，安東大大
学院修士論文，2012 年)，申栄祐教授による北接農民軍の戦闘事例研究 (
「北接農民軍の公州牛禁
峙・連山・院坪・泰仁戦闘」
『韓国史研究』154，2011 年 9 月) などが挙げられる。

要するに，従来の東学農民革命についての研究が，ある像をあらかじめ設定しておいて，そ
こに特定地域の事例を当てはめる「演繹的」研究方法をとっていたとすれば，これからは地域
の事例ひとつひとつに対する実証的研究を重ねた後に，その結果を総体的に整理して東学農民
革命の全体像を新たに構成する「帰納的」な研究への一大転換が必要な時点に来ているといえ
よう。
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七番目は，19 世紀の世界史または東アジア 3 国の歴史の中の民衆運動との比較研究の問題
である。筆者はすでに東学農民革命を，日韓中東アジア 3 国を揺るがした破天荒な一大事件で
あると述べたことがある。その理由は，1894 年の朝鮮で起きた「民衆大蜂起=東学農民革命」
を韓国史という一国史的枠組みの中でだけ理解しては，その真の意味が明らかにならないとい
うことを強調するためである。
歴史的事実としても，東学農民革命は朝鮮という一つの専制王朝だけの問題ではなかった。
その当時の日本と清国が軍隊を「出兵」させてまで深く介入することで国家間の戦争に発展し
た国際的事態であったのはもちろんのこと，東学農民革命の終結を契機として日韓中 3 国の運
命が根本的に変わったことで，東アジアの歴史がまったく新しい次元へと進んだ「東アジア近
代の分水嶺」でもあった。まさしくこうした側面から，東学農民革命を最小限東アジア近代史
の中において，一歩進んでは世界史的視野から研究する必要がある。いわゆる比較研究が切実
に要請されているのである。
幸いにも，100 周年以後東学農民革命を世界史および東アジア近代史という広い枠の中にお
いて見ようとする研究が国内外で試みられてきた。例えば，日韓中三国の歴史研究者が結集し
て日本で発足した「アジア民衆史研究会」を中心にした動きがその典型的な例といえる。(深
谷克己編，『民衆運動史 第 5 巻：世界史の中の民衆運動』青木書店，2000 参照) また，研究論文では

ないが，日韓中三国の歴史家が参加して作った共同歴史教科書『東アジア三国の近現代史 : 未
来を開く歴史』(高文研，2005 年) も従来の一国史的観点に閉ざされた理解を乗り越えるのに役
立っている。さらに 2007 年 6 月から 2008 年 3 月まで日本の『朝日新聞』が連載して，韓国の
『東亜日報』がハングル翻訳を同時連載した東アジア近現代史特集『東アジアを作った十の事
件』(チャンビ，2008 年) に記された東学農民革命関連の叙述も有意義な成果として挙げられる。
ここに現代日本の代表的なジャーナリストの一人である河田宏が書いた『民乱の時代 ―― 秩
父農民戦争と東学農民戦争 ――』(原書房，2011 年) も国内研究者に良い刺激になると信じる。
最後に，2013 年 3 月 19 日から 24 日まで，筆者が所属する円光大学校の招請により，日本
の京都大学で韓国哲学を教えている小倉紀蔵教授と彼の指導を受けている大学院生と学部生
13 人が韓国を訪問した。3 月 20 日に円光大で予定されていたフォーラムを終えた一行は翌日，
東学農民革命の戦跡地を見学して 24 日に日本に帰った。東学農民革命の戦跡地を見て回った
彼らの所感はどんなものであったか？
東学農民革命の戦跡地を見学した京都大学学部生一同 (5 人) が 3 月 31 日に筆者に寄せた感
想の一端を紹介してみたい。
｢東学農民革命についてより深く学ぶことができました。日本で日清戦争について学ぶ時，
東学農民革命に対しても学びました。ですから崔済愚と全琫準について名前くらいは知っ
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ていました。しかし，全琫準が韓国でこんなにまで名前が広く知られた人物だという事実
に驚きました。(中略) 農民が圧政に立ち向かって蜂起するプロセスは，農業中心社会で
あった韓国と日本で共通して見られるという事実も新鮮な発見でした。(中略) また，高
校の時の世界史の先生がおっしゃった内容が思い出されました。その内容とは，日中戦争
がなぜあれほど長期化して，結局は日本が敗戦するに至ったのか，ベトナム戦争でなぜア
メリカが敗れたのかという問題に対する説明です。多様な要因があったと思いますが，そ
の先生のお話では，『政府対政府の争いでは両者の間に妥協があるが，民衆対政府の争い
の場合，民衆は勝利するまで妥協しないからである』とのご説明でした」

むすびにかえて
崔時亨は崔済愚によって 1863 年 7 月「北道中主人」に任命された。この「北道中主人」と
いう表現は 1880 年代に入って，「北接主人」に変わった。その後，崔時亨を「北接主人」「北
接法軒」「北接道主」などと呼んだことで，東学教門および教徒たちでは「北接」という用語
が一般化された。
「北接」という表現は崔時亨が崔済愚から道を伝えられたという，道統の正
統性を象徴する用語である。「南接」とは 1894 年東学農民革命を主導した全琫準が東学農民革
命を主導した勢力とその以外の勢力を区分するために使った用語である。またこれは東学農民
革命期に官側，儒生側，日本軍側が東学農民革命を主導した勢力をさす時用いた用語でもあっ
た。
ところが，第 1 次東学農民革命期に「北接」に属する地域でも農民軍が蜂起した場合があり，
「南接」に属しても蜂起しなかった場合もあった。したがって，東学農民革命期に「北接」と
「南接」とが対立したという見方は考え直してみる余地がある。「北接」と「南接」との対立説
に問題があるのは，第 1 次東学農民革命期における崔時亨の活動によっても証明される。崔時
亨は全琫準の蜂起に対して全面的に反対したり，一方的に全琫準の蜂起を非難したりしなかっ
た。かえって，彼は「時運であるので，禁じることができない」とし，全琫準の蜂起を認めた。
にもかかわらず，崔時亨が全琫準の蜂起を完全に認めたわけではなかった。崔時亨は 1871
年寧海敎祖伸冤運動と 1892〜1893 年の敎祖伸冤運動の経験から農民軍の蜂起に対する官の大
弾圧や農民軍の蜂起過程で起こりうる弊害に対して戒めた。こうした態度は東学教門の最高指
導者が取りうる正当な認識であり，処置だったと考えられる。実際に全琫準の場合も第 1 次東
学農民革命期に十二ヶ条の規律や四大名義などの農民軍の行動綱領を作り，農民軍の蜂起過程
で起こりうる弊害をできるだけなくそうとした。したがって，第 1 次東学農民革命をめぐる崔
時亨が全琫準，いいかえれば「北接」と「南接」とが対立したという先行研究は考え直さなけ
ればならない。
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附

錄

―― ｢東学党余聞」について

｢東学党余聞」は姓名未詳の日本人が 1894 年 8 月 3 日 (陽暦 9 月 2 日) ソウルを出発して 10
日全州に着いた後，翌日 11 日 (陽暦 9 月 10 日) 金鳳均という仮名を使っていた全琫準に会っ
て筆談を交わした内容を記錄したものである。
「東学党余聞」ではその日本人がソウルへ帰る
途中，全琫準が書いてくれた紹介書と手紙一通を持って，8 月 16 日 (陽暦 9 月 15 日) に慶尚道
尚州綾巌里に留まっていた崔時亨に面会しようとしたことも書かれている。
ところで，この日本人が「全琫準が書いてくれた紹介書を持って，尚州に留まっていた崔時
亨に面会しようとした」事実が持つ意味は何であろうか。
これは，第一に崔時亨と全琫準が東学農民革命期に「連絡体制」を持っていたことを強く裏
付けている。当時全琫準は全州和約以降，全羅道一帯を回りながら執綱所の活動に励みながら，
しばらく全州に滞在していた。またこの時は，日本軍の景福宮不法占領 (6 月 21 日，陽暦 7 月
23 日) の噂を聞いて，農民軍が再起包の問題を真剣に考えている時であった。この時期は全琫

準の指導のもとで農民軍が再起包する以前である。にもかかわらず，全琫準は崔時亨が留まっ
ていた場所を知っていて，また姓名未詳の日本人が「安全に」崔時亨を訪ねられるように紹介
書まで書いてやった。こうしたことがらは従來学界が主張してきた東学農民蜂起をめぐる崔時
亨と全琫準の対立説，あるいは崔時亨が全琫準の蜂起に反対したという反対説を全面的に考え
直さなければならない具体的かつ実証的な史料の一つだと考えられる。
第二に，学界では今まで東学農民革命を東学教団と農民軍，北接と南接，崔時亨と全琫準と
いう対立の構造で理解してきた。そして，北接と南接が対立・葛藤を解消するようになったの
は，1894 年 10 月の第 2 次起包以降からだと考えられてきた。しかしながら，今回発掘された
「東学党余聞」は崔時亨と全琫準，いわゆる北接と南接が第 2 次起包以前にもお互いに「連絡
体制」を動かしていたことを証明する。今回紹介する「東学党余聞」を通して崔時亨と全琫準
の関係が新たに成立されることを，また東学農民革命期における崔時亨の役割がより積極的に
検討されることを望む次第である。
付け加えて，「東学党余聞」は 1894 年日本における日刊新聞によっても報道された。參考ま
でに「東学党余聞」が報道された新聞を紹介すると次の通りである。
東京日日新聞，1894 年 10 月 5 日 3 面
日本，1894 年 10 月 5 日 2 面
東京朝日新聞，1894 年 10 月 5 日
読売新聞，1894 年 10 月 5 日 5 面
国民新聞，1894 年 10 月 5 日
時事新聞，1894 年 10 月 5 日
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二六新聞，1894 年 10 月 5 日
最後に，「東学党余聞」は，北海道大学名誉教授の井上勝生先生の積極的なご協力を得て，
日本防衛庁防衛研究所図書館史料閲覧室に所蔵された『戦史編纂准備書類：東学党暴民全』
(分類番号⑪日青，M27-21) から発掘した史料であることを記す。井上勝生先生に感謝の意を表

したい。
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26)

このような東学教門組織の原理を「淵源制」あるいは「聯臂制」と呼んだ。
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33)

もちろん 1894 年以前にも「南接」という用語が用いられた可能性もあるが，今まで発掘され

た資料では 1894 年以前に用いられた例は見当たらなかった。
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37)

。
『梧下記聞』第 1 筆，52 張，「甲午 4 月条」
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39)

海月師母談，「海月神師日常生活」
，『天道教会月報』165 (1924 年 6 月)，5 頁。
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93)

『侍天教宗繹史』，2 編 11 章，19 頁。

94)

『洪陽紀事』
，「甲午 7 月 20 日条」

95)

『駐韓日本公使館記錄』1，194〜196 頁，前掲書 2，63〜64 頁。

96)

『錦藩集略』；『東学農民戦争史料大系』4，11 頁。

97)

『歳蔵年錄』；『東学農民戦争史料大系』2，259 頁。

98)

；『韓国思想叢書』5 (泰光文化社，1980)，469 頁。
『曺錫憲歴史』

99)

｢宣諭榜文並東徒上書所志騰書」，
『東学亂記錄』下，382 頁，
「求見全将 問了兵端 答以昨承

法軒西都会之文
100)
101)

将以向北矣」

『侍天教宗繹史』
，2 編 11 章，19〜20 頁。
慎鏞夏，「甲午農民戦争の第 2 次農民戦争」
，
『韓国文化』14 (ソウル大 韓国文化研究所，
1993 年)，396〜397 頁。

102)
103)

『巡撫先鋒陣騰錄』
，「甲午 12 月 20 日条」；
『東学亂記錄』上，619 頁。
『駐韓日本公使館記錄』3；
「討匪大略」，
『韓国民衆運動史資料大系：1894 年農民戦争篇』
，
444〜447 頁。

104)

趙景達，『異端の民衆反乱 ―― 東学と甲午農民戦争』(岩波書店，1998 年)；趙景達，
「朝鮮の
『再生する終末思想』(青木書店，2000 年)；趙景達，
「甲
終末思想=鄭鑑録と植民地期の東学」
午農民戦争と日清戦争」『近代朝鮮と日本』(岩波書店，2012 年) など。

105)

金文子，「村上天真が撮影した全琫準の写真」
『朝鮮王妃殺害と日本人』(高文研，2009 年)；
金文子，「全琫準の写真と村上天真 ―― 東学指導者を撮影した日本人写真家 ――」
『新しい資料
を通して見た東学農民革命の東アジア的意味』(東学農民革命記念財団国際学術第開資料集，
2010 年 10 月)

106)

井上勝生，
「甲午農民戦争と日本軍」『近代日本の内と外』(吉川弘文館，1999 年)；井上勝生，

「日本軍による最初の東アジア民衆虐殺」(
『世界』693 号，2001 年 10 月)；井上勝生，
「第 2 次東
学農民戦争の日本軍，農民大虐殺 ―― 兵士と郷土，四国各地を訪ねて」
『札幌郷土を発掘する集
「東学農民軍包囲殲滅作戦と日本政府，大本営」
い編；2004 年活動記録集』2004 年；井上勝生，
『韓国併合 100 年を問う：思想特集，関係資料』(岩波書店，2011 年)；井上勝生，
「後備歩兵第
19 大隊大隊長南小次郎文書」『韓国併合 100 年を問う：2010 年国際シンポジウム』(岩波書店，
2011 年)；井上勝生「ある日清戦争戦死者墓碑から ―― 東学農民軍討滅大隊碑文をめぐって」
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の歴史学』(青木書店，2011 年)
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『植民地朝鮮と愛媛
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通説では，東学農民革命当時，東学は全琫準が率いる全羅道の「南接」と，崔済愚より東学教
団を引き継いだ崔時亨の直接支配下にある「北接」とに分裂しており，前者が急進的に東学理
念に基づく社会改革を推し進めたのに対し，後者は保守的で前者に対して批判的であり，両者
は対立していたとされている。
だが実際に調べてみると，それがまったく実態に反することがわかる。まず「北接」は，崔
時亨が東学の発祥地慶州より北の慶尚道各地を中心に東学を布教し，その功績が崔済愚に認め
られて 1863 年に「北道中主人」に任命されたことに由来する。崔時亨の指導体制が確立される
1880 年以後の文書では「北道」に代わって「北接」が用いられるが，北道または北接とは，崔
済愚処刑後，官による度重なる弾圧を生き延びた崔時亨が，崔済愚より直接教えを受け，また
は道を伝授された者であることを示す正統性のあかしであった。
これに対して「南接」は 1894 年以後，全琫準・徐璋玉など東学農民革命を主導した勢力自身
が用い，また地方官や儒生および日本軍側も，革命主導勢力を東学指導部や全羅道以外の地方
の東学勢力と区分するために用いていたものである。つまり「北接」と「南接」という用語は
そもそも由来を異にしているのである。
崔時亨が「南接」の急進的な動きを懸念して自重を求めることがあったのは事実だが，北接
と南接の対立とまでは言えず，両者は緊密に連絡していた。特に日本軍と京軍 (朝鮮政府軍)
の連合軍による討伐が始まると，崔時亨も積極的に起包 (蜂起) を命じて応戦した。
冒頭のような通説が流布するに至ったのは，いくつかの要因が重なった結果と思われる。第
一に北接の北が「南=全羅道」に対する忠清道という地域的位置関係と誤解されたこと。第二
に，東学軍瓦解後や日本の植民地下で，生存した東学関係者たちが教団を守るため，そろって
東学第二代指導者崔時亨が全琫準の蜂起に反対した，または自重を求めたという記録を残した
こと。第三に，逆に独立後の政治的・思想的な情勢の中では全琫準が進歩的な革命指導者とし
て脚光を浴びたが，その反面で崔時亨には革命に反対した「保守」のレッテルがはられたこと
である。概ねこれらによって「南接」対「北接」の地域的・思想的な対立という虚構が広がっ
てしまったと考えられる。
キーワード：東學農民革命，南接，北接，全琫準，崔時亨
Summary
At the time of the Donghak Peasant Revolution, the army was divided between the South Army
(Nam-Joep, 南接) and the North Army (Puk-joep, 北接). It has previously been believed that
the former was aiming to change society based on Donghak (東学党)ʼs radical ideas, while the
latter was conservative and critical of the South Armyʼs actions. Nevertheless, actual research
has proven the above-mentioned assessment of the situation to be incorrect.
After the execution of Donghakʼs founder, Choi Je-woo, Choi Si-hyung, who had survived the
oppression of the authorities, became his direct successor and, having learned “the way (道)”,
was considered a guarantor of the North Armyʼs legitimacy. On the other hand, after 1894, “South
Army” was a term used by the leaders of the Donghak Peasant Revolution, but also by local
government officials, Confucian scholars, and the Japanese Army, to distinguish the leadership of
the Peasant Revolution from the central Donghak leaders and the Donghak leaders from all other
regions except the Cheolla Province. In other words, the two terms were created and used
differently. Moreover, the two “armies” were never really opposed to each other, and instead
were in direct contact. For instance, when the Japanese and Korean forces attacked, Choi
Si-hyung gave the order for the beginning of the insurrection and fought back actively.
There are several reasons why the commonly held view mentioned above is still in circulation.
First, the “North” in “North Army” was interpreted as pointing towards the geographical
position of Chungcheong Province, vis a vis the Cheolla Province=South. Second, there is a record
that indicates the fact that Choi Si-hyung opposed Jeon Bong-junʼs insurrection, or at least asked
for prudence ; this record was left by Donghak acolytes after the collapse of the Donghak Army
and at the beginning of the Japanese occupation, in order to protect their religious organisation.
The third and final reason is that, in the political and ideological context after the Korea gained its
independence, Choi Si-hyung was labeled a conservative, who had opposed the revolution.
Keywords : Nam-Joep, Puk-Joep, Donghak Peasant Revolution, Donghak Peasant Army
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