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映画『天命の城』(2017年製作/韓国）をみる(1)
＜『むくげ通信』298号 2020.1.26より＞ 近藤富男

＜仮説＞約38000～30000年前にあった日本列島への新

人（ホモサピエンス）の第1段階の移住からかなり長

い年月を経て約4000年前に第2段階の移住があり、約3

000年前から比較的継続的な第3段階の移住がはじまっ

た。第2段階以降はすべて朝鮮半島経由の移住とかん

がえられている。第2段階以降の朝鮮半島経由の移住

について、日本列島に移住したグループをＡ、朝鮮半

島に残ったグループをＢとしたときに、かりにＡとＢ

がいれかわっていたとしても、朝鮮半島にはいまのコ

リアが、日本列島にはいまの日本ができていたはずで

ある。

■この仮説は数年まえからわたしのあたまにうかんで
きてはなれないものであるが、これはおそらく証明の
しようのない仮説である。
■一昨年の冬、映画『天命の城（原題남한산성/南漢
山城）』を見た。イ・ビョンホンが主役というので、
くわしく内容はしらないまま見にいった。1936 年に

『日本人はどこから来たのか？』（国立科学博物館人類史研究グループ長

海部陽介著）をもとに筆者が作成

『日本列島人の歴史』（国立遺伝学研究所教授斎藤成也著）をもとに筆者

が作成

起こった「丙子胡乱（ピョンジャホラン）」を題材に、
韓国でベストセラーとなったキム・フンの小説を、フ
ァン・ドンヒョク監督が映画化したものである。
朝鮮に侵入した清の攻撃を避け、王と朝廷は南漢山

城へと逃げ込むが、冬の厳しい寒さと飢え、圧倒的な
軍事力の差の前に戦うべきか和するべきか、苦悩した
47 日間の物語が描かれる。清と和睦し民の命を守る
べきという信念を持つ吏曹大臣（以下：吏曹）チェ・
ミョンギル＜イ・ビョンホン＞、清と戦い大義を守る
べきと主張する礼曹大臣（以下：礼曹）キム・サンホ
ン＜キム・ユンソク＞、国王・仁祖、鍛冶屋・ナルセ
が中心となってはなしがすすむ。
■この映画をみて瞬間的に、上記仮説の直接的な証明
にはならないまでも、間接的なヒントにはなるとかん
がえた。＜以下、会話文は映画の字幕（根本理恵訳）＞
■プロローグ

17世紀 北東アジアをめぐり、明と覇権を争っていた

後金は国号を清と改め、朝鮮に臣従するよう強要した。

朝鮮は民族の自尊と明との義理を理由に抵抗した。/16

36年12月14日 清の大軍が鴨緑江を越え、朝鮮に侵入

した。/江華島への道を断たれた仁祖は南漢山城に逃れ

た。/その年の冬は寒さが厳しく、雪がたくさん降った。

■吏曹が1回目の交渉に訪れた場面。馬に乗った吏曹が

整列した清の大軍にむかって立っている場面から始ま

る。

■礼曹が南漢

山城に入るた

めに現地に詳

しい船頭に案

内を請うて凍

った漢江を渡る。実は仁祖も漢江を渡るとき同じ船頭に

案内してもらっ

ていた。船頭に

は両親を亡くし

た孫娘が一人。

■清軍が来た

ら、同じように

案内するとい

う船頭を礼曹が斬り殺す。

■仁祖とともに南漢山城へ入ってくる朝鮮軍の兵士の

姿がえがかれる。装備はボロボロ、つかれきったようす。

ここ南漢山城にすむのは丁卯胡乱時に避難したひとが

おおい。

丁卯胡乱(チョンミョホラン)（以下資料はウィキペディアより）

1627 年に後金のホンタイジ（太宗）が朝鮮に侵攻

吏曹大臣 チェ・ミョンギル

礼曹大臣 キム・サンホン
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した戦の朝鮮での呼び名。
朝鮮で 1623 年に西人派のクーデターが起こり、そ

れまで明と後金の両者に対し中立的な外交政策をとっ
ていた光海君が廃位されて、仁祖が即位し（仁祖反正）、
後金との交易を停止するなど反後金親明的な政策をと
った。

1627 年、ホンタイジは 3 万の軍勢を朝鮮へ派遣し
た。朝鮮軍は後金軍に対して何の備えもしておらず、
壬辰・丁酉の倭乱による被害からも立ち直っていなか
った。後金軍が漢城に到達すると、仁祖は江華島に逃
亡した。
江華島で合意された内容

1 後金を兄、朝鮮を弟とする兄弟国としての盟約で
あること。
2 朝鮮は明の年号「天啓」を使わないこと。
3 朝鮮は朝鮮の王子の代わりに、王族の李玖（イグ）
を人質として差し出すこと。
4 後金と朝鮮は、今後互いの領土を侵害しないこと。
丁卯胡乱は 9年後の丙子胡乱ほど壊滅的なものでは

なかったが、「壬辰・丁酉の倭乱で支援をしてくれた
明を無下にするような和議を後金と結んだことは裏切
り行為である」という非難の声が、当時の儒学者や儒
教派の政治家から挙がった。こうした感情は、1636

年にホンタイジが皇帝に即位したことを認めるように
要求してきた際に噴出する。この時、反後金派で占め
られていた朝鮮の政権は清の要求を断り、それによっ
て同年の丙子胡乱を引き起こすことになる。

■吏曹が清軍の陣にいってかえったあとの朝議は世子

をおくれという清軍の要求にどうこたえるかで意見が

まとまらない。

世子をおくってでも和議をむすぶべきと主張する吏

曹、世子をおくるなどもってのほか、そのようなことを

いう吏曹の首をはねよという礼曹、なんのかんがえも

なくオロオロするばかりの領議政。

■その夜、仁祖と吏曹の相談の結果、世子をおくらない

かわりの和議の条件をさぐりにふたたび吏曹が清軍の

陣地におもむくことをきめる。

次の日、食事の内容を見た仁祖は、城内の食料が逼迫

していることをしり、兵士の食料がどうなっているかを

たずねる。

礼曹 城壁を守る兵士は夜通し吹雪の中、指が凍り槍を

持てず寒さに震えています。

臣下 王様、兵士に寒さと野宿はつきものです。雲が晴

れ、日が昇れば元気を取り戻すでしょう。

仁祖 兵士が震えている中、日の出だけを待つのか？

領議 寒さは我が軍の兵士に限りません。敵も寒さで凍

え、士気が下がっているはずです。

仁祖 敵も凍えているから我が軍も平気だと？

臣下 王様のご親族や士大夫から余っている衣を集め

兵士の体を温めてはいかがでしょう

領議 王様、ご親族や士大夫の衣冠を集めたら体面を

損ないます。この寒さの中王室と士大夫が威厳を失え

ば民は拠り所を失いかねません

仁祖 その話も一理ある

礼曹 城壁の兵士の防寒用にむしろを集めては？

仁祖 むしろだと？

礼曹 さようで

す。民家と官庁か

ら集めれば雨雪

と地面からの寒

さを防ぐのに役

立ちます

仁祖 礼曹大臣の意見は妙案であるぞ。そうせよ。

■ふたたび清の陣を訪れた吏曹

通訳官と並んで陣内を歩く吏曹の目に、充分な肉を

腹一杯食べている清の兵士の姿が映る。

■吏曹は将軍にまみえて世子をおくる以外の手だてを

講じてくれるようにたのむが一蹴される。すぐに皇帝が

くるのでいそぐようにいわれる。

■再度、帰朝しての朝議

礼曹ほかが、吏曹はうらぎりものである、首をはねて

敵陣におくるべきと主張するのに対して、わたしの首を

世子がとどければ道がひらけるという吏曹。

吏曹に対する臣下、民の怒りが士気をたかめている

ので、この際に全国の近衛兵に檄をとばしてたたかう方

向に話がむく。

檄文 「朝廷が貧しく寒さをしのいでやれない。不徳の

致すところだ。薄着に震え空腹に耐えている。余は針で

刺されるように苦しい。敵は野蛮極まりない本性を汚い

言葉でさらけ出す。獣にも劣る敵を人の言葉では戒めら

れぬ。その腹黒さは尋常ではなく話が通じず和親の道

は断たれた。戦いあるのみ。君臣一帯で城を守り近衛兵

と手を携えて立ち上がれば大義は我々にあるゆえもは

や頼る所のない敵を国境の外に追いやれる。孤立した

山城は風前のともし火だ。軍部は危機に瀕している。南

方の兵士は夜通し走ってこい。正義感にあふれた臣民

は走ってはまた走ってこい。」

仁祖 必ず檄文を届け、近衛兵と共にもどってこい。

仁祖
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■一軍の部隊で近衛兵に檄文をとどけるべく城を出て

進軍するが、まちぶせをうけ散々なめにあう。ナルセが

死んだ味方の兵の銃をとって敵を撃つがまるで当たら

ない。ようやく逃げ帰ったあと、ナルセと弟子は礼曹に

会いに行く。

礼曹 火縄銃を

修理すると？

ナル 銃身がし

なり照準穴がず

れています。他

にも使えない兵

器ばかりです。

弟子 賊軍の奴

らが刀を持って襲ってきますが、いくら撃っても当たりま

せん。

礼曹 軍営の武官に話すことをどうして私に？

ナル 武官に話しましたが下層民の話は聞いてもくれ

ません。

弟子 聞かないどころか、戦いを恐れた悪知恵だとむ

ちで打たれました。

■清軍、南漢山城を見下ろす高地に巨大な紅夷砲を運

び上げ、陣を築く。近衛兵からのしらせはこないまま。食

料はますますすくなくなる。兵器も手いれをしないまま

でいたので使い物にならないことが王につたえられる。

■ナルセとチルボクらによって銃をはじめとする武器の

修理が急ピッチでおこなわれ、その後の戦いで朝鮮軍

が初めて勝利したあとの朝議。勝利をいわうなか、守御

使が幼子を一人城外からつれてきたことが話題となる。

■幼子を呼んで仁祖が尋ねるうちに、礼曹が切り捨て

た船頭の孫であることが分かる。そうとは知らぬ仁祖

は、幼子を礼曹に預ける。

■勝利した戦いからかえった兵士たちにもろくな食べ物

はあたらない。

■朝議。馬さえ飢え死にするようになる。そのために一

旦兵士にあたえていたムシロを回収して馬の餌にする

ことになり、兵士の使っていたわら、民家の屋根に使っ

てあったわらがほとんど集められ、馬の餌となる。

■死んだ馬の肉をあたえられた兵士がすでに役人にさ

え平気で皮肉をいうようになる。

■朝議。ホンタイジが三田渡（サムジョンド）まで来たと

いううわさ。

吏曹 守御使イ・シベクの話では最近大規模な兵力が

三田渡に集まっていると。

仁祖 兵曹大臣、その話は事実か？

兵曹 はい、王様。

鍛冶屋 ナルセ

吏曹 私を再度敵陣にお送り下さい。三田渡に行き、こ

の目で確かめます。

正月前なので、酒と肉を贈るという名目で偵察にいく

ことがきまる。仁祖は領議政に吏曹と一緒にいってみる

ように命じる。

■通訳と共に敵陣を歩く領議、吏曹の二人

通訳 紅夷砲という大砲。西洋のものを明の奴らが奪っ

たのです。朝鮮の王が隠れている城壁も数発で崩れる

でしょう。

領議 チョン殿は朝鮮人だと聞きました。なぜ軽々しく

そんな話を？

通訳 領議政、私は奴婢の生まれです。朝鮮では人間以

下。もう朝鮮人ではない。

■将軍にまみ

えて

将軍は「朝

鮮の酒と肉は

すでに我々の

ものだ。城内に

食料がないこ

とは知っている。貴重な肉と酒だろう。飢えた王と臣下

に与えろ」といってうけとらない。

■山城に帰っての朝議。贈り物を突き返されたことに憤

る臣下は不敬な吏曹と領議政の首を賊軍に送り、王様

の威厳をみせるようにいう。吏曹は冷静に、敵陣で城壁

をのぼるにたるはしごをみたことを報告し、領議政はお

そろしそうに、朝鮮の大砲のゆうに二倍はある大砲をみ

たと言う。敵が紅夷砲をうち、城壁をはいあがってきた

らもちこたえられないという吏曹、礼曹も王様と臣下が

ともに城を防備すべきととくが、領議は敵にせめられる

まえにみせしめに先手をうって敵の無礼を懲罰し、威厳

をみせるべきだと主張する。結局、領議に全権をゆだね

て、ふたたび攻撃にうってでるが…… ＜つづく＞

■一回でおえたかったのですが、おえられませんでし
た。やむをえず、次回につづけます。最近、崔基鎬（チ
ェケイホ）著『韓国 堕落の 2000 年史』という書名
の本をなにげなく本屋で手にとってみたら、「丁卯胡
乱」「丙子胡乱」のことがかかれていたので、いつも
ならまずかわないその本をかってよんでみたところ、
いろいろかんがえることがありました。次回はこの本
についてもふれながら、映画を最後までみていきたい
とおもいます。

清の遠征軍将軍 ヨンゴルテ


