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2.日中関係の概説 

 2.1 1868 年明治維新から 1873 年日清修好条規の間の中国

観  

  

本章では、日中関係を明治維新から日清修好条規までを取り上げて

述べる。世界の征服を目指す欧米資本主義諸国の矛先は、容赦なく日

本にもむけられ、1853 年、ペリーに率いられたアメリカ艦隊は、大砲

の威力を背景に幕府に和親条約を強要し（翌年、日米和親条約調印）、

ついでアメリカは 58 年にはイギリス・フランスの中国侵略（アロー号

事件）を脅迫の手段として、通商条約の調印を強要した。幕府はさら

にイギリス・フランス・ロシア・オランダとも同様の条約を結ぶこと

を余儀なくされたが、これらの条約は欧米諸国が他のアジア諸国にお

しつけていたのとほぼ同じく、外国人に治外法権を認め、日本には関

税自主権はなく、また一方的、片務的な最恵国待遇を欧米諸国にあた

えるなど、日本にとってはなはだ不平等な、民族の主権を侵された条

約であった。この時期、日本は米国によって開国され、次々と西洋各

国と不平等条約を強いられ、国内の混乱と外国からの圧力を負いつつ、

日本は近代国家になるための努力を始めたのである。この時期には早

くも新聞があり、そしてその新聞には、次のようにある。 

 

支那政府にて世界一統の附合をなし、後レをとらざるべしと心掛

ケ、北京在留の亜米利加ミニストルをたのみ、本国の勤をことは

らしめ、改て支那の高官中の第一位をあたへて、使節として亜米

利加へつかはしたり此人はボルリンゲームといふ名にて、許多の

同勢をひきつれ、亜米利加の都華盛頓に着せし処、先年日本より

来たる初度の使節同様の礼儀を以て取扱ひたり。当節支那政府も

開化をこゝろがけ、日本の下にある事を甘ぜざることなり。15 

 

 これは一見普通の国外のニュースであるが、とくにこの新聞を取り

あげた理由として、一つはこのニュースは明治維新から間もなく、中

国のことを記事にしたことと、もう一つはこのニュースにはもう中国

                                                  
15 『もしほ草』、1868 年 8 月 25 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第一巻、P163 
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を日本の「下」にあるように書いたことである。 

 これは日本が中国を蔑視、軽視するようになったのが早くも日清戦

争前から現われたということを証明しているのである。日本は、自国

の問題より、当時の清国の方がもっと困難な問題を抱え、その清国を

「下」とするのは、単にこのニュースの編集者たちだけであろうか。 

 中塚明の『日清戦争の研究』では、次のように述べている。 

 

（…前略）さて、明治維新の変革のなかで、日本に新たに成立し

た専制支配＝天皇制が、朝鮮制覇の野望を公然と明らかにするの

は、1873（明治 6 年）年の征韓論にさきだつ 5 年まえ、なお戊辰

の内乱も最終的におさまらず、みずからの基礎も定まらない、「明

治」もまだはじまったばかりのころのことである。 

 天皇を頂点とする新政府の参与、木戸孝允は明治元年 12 月 14

日（1869 年 1 月 26 日）の日記につぎのように書いている。 

 

……明朝岩公御(岩倉具視)出立に付前途之事件御下問あり依

て数件を言上す尤其大なる事件二あり一は速に天下の方向を

一定し使節を朝鮮に遣し彼の無礼を問ひ彼若不服時は鳴罪攻

撃其土大に神州の威を伸張せんことを願ふ然る時は天下の陋

習忽一変して遠く海外へ目的を定め随て百芸器械等真に実事

に相進み各内部を窺ひ人の短を誹り人の非を責各自不顧省之

悪弊一洗に至る必国地大益不可言ものあらん……（『木戸孝允

日記』第一、159-160 ページ） 

 

 すなわち、木戸は行政の中心にたっていた輔相、岩倉具視に「朝

鮮攻撃」をうったえ、さらに新政府の軍務を統括していた軍務官

副知事大村益次郎とその具体化をはかった（…後略）16 

 

というのは、新政府の成立を告げ、改めて新政府と朝鮮の国交をはか

りたい旨の国書をもって、対馬藩の家老、樋口鉄四郎らが朝鮮にむか

って出発してから、まだ三日しかたっていない。鳴らすべき罪はもち

                                                  
16 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P13 
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ろん、「征韓」の口実となるような事は、なにひとつ朝鮮側に生じてい

なかったことに注意したい。 

 朝鮮に罪を鳴らし、兵を動かすことはイコール中国と火蓋を切り、

戦端を開くことということはまずないであろう。明治元年の日本は朝

鮮へ出兵するための兵力も船もなく、まして中国と戦争するための兵

力や装備などが整えるはずがない。なので、前のニュースや木戸の書

簡も中国に対する敵意がなく、新聞の方は中国を「下」として見るの

は、自国が維新をとげ、清国もまた改革を始めようとして、今日日本

の方に一日の長であるということだけなのであろう。そして、木戸の

書簡にはやはり中国との武力対決がなく、あくまで朝鮮だけを相手に

するつもりのようである。明治維新以来、日本の朝鮮に対する軽蔑の

念は確かにあるようだか、中国、あるいは中国人に対するマイナス感

情がいまは見当たらない。 

 日本と朝鮮は主に日本国書で使われている「皇」、「勅」などの言葉

で問題が起きた。17「皇勅等ノ字句ヲ用ヒス両政府不差碍様ノ法語ヲ用

ヒ交際ヲ…」18などの問題で交渉が進まなかったのである。 

日本は朝鮮との国交回復が拒絶された後、新たに考えた方法は中国

を通して迂回する方法であった。中国伝統の華夷秩序体制のなかで重

要な位置を占めていた朝鮮との新たな方法による外交関係の樹立は、

対朝鮮外交だけでは成立しないからである。朝鮮を属国としていた清

国政府との関係調整が、交渉成立条件として不可欠であったからにほ

かならない。日本の明治政府は、朝鮮だけではなく清国へも条約関係

を結ぶことによる外交関係の樹立を求めるのである。 

 一方、大久保利通は朝鮮出兵に先立ち、日本と中国間に対等の立場

で条約を締結することを提案した。日本と中国が対等な条約を結ぶな

らば、中国への藩属を自認する朝鮮は、日本の主権者が皇帝と同格で

あることを認めなければならないというのである。この方針にもとづ

き、日本政府は、1870 年、日中対等の条約締結を予備的に交渉する使

節団を中国に派遣し、中国政府の原則的賛成を得た。日本は、尊敬す

べき大国である中国から対等条約締結の予約を得たことを大成功と評

                                                  
17 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030122900、明治元年日韓尋交ノ為

対馬守ヨリ朝鮮国礼曹ニ贈ルノ書 
18 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030134500、朝鮮尋交手続並目的 
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価した。しかし、西欧の不平等条約下にある中国に対しては、日本も

また不平等条約を締結しなければならないと指摘する声もあり19、日本

は 1861 年にプロシアが中国と結んだ不平等条約にならった条約案を

起草した。日中条約交渉のために 1871 年に派遣された全権団は、この

条約草案を中国に受諾するようもとめたが、中国は拒絶し、逆に両国

領土の相互不可侵と侵略をうけたときの援助をおりこみ、互に領事裁

判権を認め合う変則的な対等条約を提案した。日中間の対等条約こそ、

日本側が予備交渉で強く希望したものであったと李鴻章が交渉の席で

指摘した。日本全権はやむなく中国側原案に調印して帰国した。これ

が日中修好条規である。しかし、日本政府はこの条約の第二条の相互

援助条項が西欧にたいする攘夷的同盟と受け止められることを危惧し

て、調印した全権代表を越権行為として罷免し、批准交換も 1873 年に

延期した。 

 以上見てきたように、明治初期の外交交渉は、主に韓国と中国とに

対する国交樹立に関心が注がれていた。しかし、その時期に、一つの

記事があった。これは当時の『新聞雑誌』に載せられたものであり、

内容は次のようである。 

 

今般清国商船我邦開港場ニ渡来可致旨、上海道臺沈秉成ヨリ同所

在留領事官品川氏エ申立シ趣ニテ、同氏ヨリ外務省エ申来リシ由

ナリ、支那従前頑固ノ風ヲ守リ、逢テ外邦ト歯ヒセザリニシ、近

頃漸ク開化ノ歩ヲ起シ、電信、鉄道ヲ企テ、各国公使ヲ延見シ、

商船ヲ四方ニ差向クルニ至ル、其気象恐ルベシ、必ズ従来ノ支那

ヲ以テ蔑視スルコトナカルベシ。20 

 

これは日本と中国との通商を促進する立場に違いないが、しかしな

かには「必ズ従来ノ支那ヲ以テ蔑視スルコトナカルベシ」という中国

を蔑視してきたような言い方をするのである。この記事は日本がかな

り早い段階から中国を蔑視する傾向にあるということを証明している。 

                                                  
19 洋学者津田真道は、もし条約改正に成功して日本が西欧と対等となるならば、

西欧の不平等条約下にある中国に対しては、日本もまた不平等条約を締結しな

ければならないと指摘した。 
20『新聞雑誌』125、1873 年 8 月、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P65 
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一方、日本は中国と交渉しながらも、民間がそう簡単に日本を拒絶

した朝鮮を許してくれなかったようである。次の新聞への投書はかな

りその当時の民間の感情を反映しているようである。かなり長文にな

るが、そのなかに相当当時のポイントを抑えていたため、全文引用と

させていただく。 

 

府下寄留静岡県貫属士族飯島氏、征朝鮮ノ論説 ○王政維新ノ

際、詔書ヲ朝鮮ニ下シ給ヒシ処、彼其詔ヲ奉ゼザルノミナラズ、

漫言無礼ノ答書アリ。其後又数々使者ヲ以テ懇切ニ説諭セラレシ

ガ更ニ聴容セズ、却テ恥辱ヲ我国ニ與ヘタル由。苟モ皇国ノ人民

タルモノ竊ニコレヲ聞キ、誰カ切歯扼腕セザルモノアランヤ。サ

レバ去年廟堂既ニ一挙討征ノ議ニ決定セラレシ由ナリシガ、其後

何等ノ旨趣ナルヤ、議者黙然トシテ一言辞アラズ。蓋シ之ヲ要ス

ルニ我軍備ノ充実セザルヲ懼ルヽカ、将又勝敗ノ期シ難キヲ懼

ルヽカ、此両者ノ論ニヨリテ其議遂ニ決セズ。是皆俗吏ノ臆断ニ

シテ、国家ノ計ニアラズ。21 

 

日本は朝鮮と友好的な外交関係を結ぼうとしたが、朝鮮は無礼にも

日本の要求を断った。しかも、政府が征討すると決めた後、又何かの

理由をつけて出兵を延期しているのは国家のためではないとのべ、さ

らに、 

 

凡天下ノ事先ニスベキコトアリ、後ニスベキコトアリ。実ニ朝鮮

ノ如キ之ヲ今日ニ計ラズンバ、後日却テ其ノ害ヲ招クコトアルベ

シ。若シ軍備ノ充実ヲ待チ、必勝ヲ期セント欲セバ、遂ニ一大機

会ヲ誤ルベシ。頃者竊ニ聞ク台湾ヲ討ツノ廟議アリト。既ニ台湾

ヲ討ツノ軍費アラバ、之ヲ以テ朝鮮ヲ討ツベシ。台湾ハ小島ナリ、

且其半ハ支那之ヲ領セリ。サレバ全勝ヲ得ルモ敢テ我国威ヲ輝ス

ニ足ラザルナリ。又其糺ス所ノ罪ハ琉球人暴殺ノコトノミ、直ニ

我国ヘ恥辱ヲ与ヘタルニモアラズ、之ヲ朝鮮ニ比スレバ瑣々ノ小

事ノミ。22 

                                                  
21『新聞雑誌』157、1873 年 10 月、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P84 
22 同上、P84 
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と当時の台湾事件と比べ、朝鮮の方は国威に関してもっと重要である

と説き、台湾は清国の領土であり、その罪も琉球人を殺したことであ

り、朝鮮は我国を侮辱したから遥に大事である。そして、朝鮮と日本

の歴史的関係を述べ、 

 

抑我国朝鮮ノ一挙ヲ急務トスル所以ノモノハ何ゾヤ。夫朝鮮ノ我

ヲ怨ムハ一朝一夕ノ故ニアラズ、寿永ノ乱平氏ノ残党西海ニ出没

シ彼ノ民ヲ侵略シ、頗ル猖獗ヲ極メタリ。其後豊臣氏大挙シテ之

ヲ伐チ、八道ヲ蹂躙シテ帰レリ、実ニ其怨ミ骨髄ニ徹セリ。苟モ

間隙アラバ、其レニ乗ジテ宿怨ヲ報ゼント欲スルナリ。徳川氏ノ

時、年々彼米穀ヲ貢スト云ハ、彼ニアリテハ和奴ニ投ズト云ナリ。

我年々若干銅ヲ投ズト云ハ、彼ニアリテハ和奴ヨリ貢スト云ナリ。

其情実ニ人口ニ膾炙スル所ト大ニ異ナルナリ。故ニ維新ノ際、詔

書ヲ下シ給フモ奉戴セズシテ、却テ彼ヨリ戦ヲ挑ムノ勢ナリ。23 

 

もともと朝鮮は日本に恨みを持っており、今回の事件は明らかに朝鮮

からの挑発であるとのべている。また、外国関係についても論じたの

である。 

 

サレバ仮令我ヨリ兵ヲ発セザルモ、数年間ニハ彼ヨリ襲ヒ来ラン

モ計リ難シ。我兵ヲ発セズ、彼又襲ヒ来ラザルトキハ、魯西亜必

ラズ攻メテ之ヲ奪フベシ。既ニ之ヲ奪ハヾ、我ハ拱手シテ併セラ

レンコト必セリ。而シテ朝鮮ノ我ヲ軽侮スル愈甚シカラン。我若

シ之ヲ奪はヾ、大ニ国威ヲ張ルノミナラズ或ハ魯国蠶食ノ勢ヲ禦

グニ足ランカ。サレバ此一挙ハ所謂先ンズレバ人ヲ制シ、後ルレ

バ人ニ制セラルヽノ一大機会ナリ。近頃大使副島種臣君支那帝ニ

謁見セシ時、台湾朝鮮ノ二事ヲ論ぜシニ、支那ニテハ固ヨリ関係

セザレバ、日本政府ノ意ニ任スベシト、対へタル由ヲ新聞紙ニ出

セリ。実ニ其然ルヤ否ヤヲ知ラザレドモ、果シテ此事アラバ、愈

黙止スル能ハザルノ勢ナリ。若シ此儘ニシテ過ルトキハ、特ニ支

                                                  
23 同上、P84 
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那朝鮮ノ軽蔑ヲ受ルノミナラズ、世界万国ノ笑柄トナルベシ。24 

 

北のロシアの脅威にも注意を喚起し、また、清国や朝鮮に軽蔑されな

いためにも、世界中の笑いものにされないために兵を出すべきである

と説き、さらに国内関係について、 

 

俗吏ノ辞ニ曰ク、方今内邦猶未ダ治ラズ、何ゾ海外ヲ問フニ暇ア

ランヤト。其辞甚ダ着実ニ似タリト雖ドモ、特ニ固陋ノ管見ニシ

テ国家ノ大計ニアラズ。抑兵ハ凶器ニシテ譬ヘバ毒薬ノ如シ、然

レドモ之ヲ疲弊ノ邦国ニ用レバ、大ニ其功験アルヲ覚ユルナリ。

古人曰ク、敵国外患ナケレバ国遂ニ亡ブト。ゲニヤ敵国外患ナキ

ノ国ハ人心遊惰ニ流レ、区々ノ内乱常ニ絶ヘズ、而シテ外国ニ併

合セラルヽモノ古来其例多シ。方今我国旧弊ヲ改メ新政ヲ布クニ

アタリ、各県人心動揺スルハ、唯県官説諭ノ至ラザルノミニアラ

ズ、遊惰ノ民不平ヲ訴フルナリ。蓋シ敵国日ニ侵シ、外寇常ニ迫

ラバ貴賎親疎ヲ問ハズ、全国力ヲ協セテ之ヲ防グベシ。所謂兄弟

墻ニ閲ゲドモ、外其侮ヲ禦グモノナリ。サレバ朝鮮ノ一挙ハ人心

ヲ一致セシメ、邦国ノ基礎ヲ固フスルノ一計ニシテ、則毒薬変ジ

テ良薬トナルモノナリ。夫其情実既ニ斯ノ如クナレバ、速ニ討征

ノ議ヲ決セラレ、一日モ早ク大挙セラレン事、実ニ今日ノ急務ナ

リ。而シテ今大兵ヲ募ルニハ、各府県ヨリ兵隊ヲ撰ブベシ。25 

 

今国内の状況は決して穏やかではなく、人心動揺する際に、兵を海外

に派することは毒薬を病人に服すると同じ、いい効果が期待できるの

であり、人心の不穏を一挙に海外に転じる機会とのべた。更に兵制に

ついても、こう述べたのである。 

 

 凡他国ト戦フニハ全国ヨリ兵ヲ撰ブベシ、若シ一府一県ヨリ兵

ヲ発セバ捷利ヲ得タル時ハ、彼等必ズ驕ヲ生ゼン。不利ヲ取リタ

ル時ハ、必ズ他県ノ兵之ヲ誹謗シ、内国不和ヲ生ズルコトアリ。

故ニ兵ハ各県ヨリ発スルヲヨシトス。夫レ兵ノ強弱ハ器械操練ノ

                                                  
24 同上、P84 
25 同上、P84 
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功拙ノミニアラズ、人心ノ一致スルト一致セザルトニアリ。苟モ

心志固結シ、全国勝敗ヲ共ニセバ人々死スルト雖ドモ侮ルコトナ

カラン。古来成否ハ期スベカラザルコトニシテ、小敗却テ大利ヲ

招ク事アリ、小利却テ大敗ヲ招ク事アリ。唯沈勇剛気百敗折ケザ

ル者全勝ヲ得ベシ兵数必ズ多キヲ要セズ、海軍五艘陸軍八大隊ニ

シテ足ヌベシ。其軍費ハ凡五百万円ニ過ズ、全勝ヲ得ルノ日ハ忽

チ之ヲ償フベシ。万一今此金額ニモ乏シケレバ他日朝鮮ニテ通用

スベキ新紙幣ヲ制スベシ又去年仏国大統領「チエール」ガ行フタ

ル証券ヲ発行シ、金額ヲ募ルモ可ナラン。嗚呼軍備足リテ後ニ戦

ヒ必勝ヲ期シテ征セントセバ遂ニ一大機会ヲ誤ルベシト云々。26 

 

 つまり、当時は台湾とも朝鮮とも問題を抱えているが、清の領土で

ある台湾を討つより、古来日本と相当恨みのある朝鮮を討ち、その無

礼を謝罪させるべきだとのことである。しかも朝鮮を討伐するための

政策まで用意したのである。台湾は中国の領土である以上、直接台湾

に出兵するにはリスクが多すぎるという文章内にあるもう一つの意義

も重要である。中国はやはり大きく、全力を上げて戦っても、必ず勝

てるものではない。この記事をみると、やはり一般人の対中国観があ

る程度把握できるであろう。しかしながら、この記事はほぼ以後 20 年

間の日本政府の態度を把握している。 

 そして、1873 年に入って、ようやく二年前の条約が締結にいたった

のである。この条約は変則的な平等条約であるが、日本国内の注意を

引かなかったようである。次のように、新聞には詳細を書いてなく、

ただ事務的に中国と条約を結んだと伝えただけである。 

 

第三百五十六号正院布告 

○明治四年辛未七月中、清国ト仮条約御取結ノ処、本年七月条約

互換相成候条 此旨布告候事27 

 

 やはりこの時は中国と不平等条約を結ぶことができなくても、中国

                                                  
26 同上、P84 

27『新聞雑誌』161、1873 年 11 月、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P90 
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と条約を結ぶこと自体、朝鮮への日本の地位が高まるのと直結すると

考えていたのであろう。中国との外交関係は一応できたのであるから、

つぎは朝鮮と外交関係を結ぶことに集中したい、できれば不平等条約

を押し付けるということになる。 

 また、この時から、日本では一部朝鮮が日本の領土であったという

説が起きた。主なる証拠として取りあげたのが、次のようなものであ

る。 

  

香港華字日報ニ、日本公使ノ支那帝ニ謁スルコトヲ掛合シニ、速

ニ許容ナリシハ、彼ノ公使懸河ヲ揮ヒ、種々支那各官ト議論シテ、

此ノ運ニナリシナリ。又天津ニテノ風説ニハ、各国公使、避暑ノ

為ニ天津ニ至リ陛見ノ議ヲ決セシハ、日本公使ノ未ダ京師ニ至ラ

ザル先ナレバ、日本公使ノ此ノコトヲ速ニ成就セラレシニハ非ズ。

各国公使ハ、日本公使ノ位爵尊顕ナル故ニ、一番ヲバ譲リタル由

云々、然リヤ否ヤ。 

○又朝鮮ハ、唐ノ代ヨリ世々支那ニ属セシガ、日本平秀吉朝鮮ヲ

征伐シ、国王遁逃セシニ、明朝コレヲ救フコト能ハズ、其後清朝

ニ附属スルハ人々ヨク知ル所ナリ。然ルニ朝鮮、兼テ日本ニモ属

スルコトハ、日本史中ニ彰々トシテ明ラカ也、日本所属最久シ、

三韓、百済、高麗、琉球等是ナリ。今朝鮮国自ラ堅固ヲ恃ンデ日

本ニ服セズ故ニ日本之ヲ征討セントテ、此事ヲ相談アリタリ。斯

相告スルハ隣国相交ルノ誼ニテ、支那ニ於テハ元ヨリ左右袒スル

コト無シ、其言中ニ憚ル所アルテ敢ヘテ発セズ、此我了簡ヲ引ク

詞ナリ、扨人々朝鮮ハ日本ノ属国ナルコト知ラザルハ、未ダ日本

史ヲ讀ザルノ過ナリ。28 

 

 つまり古代は中国の属国であるが、そのなかで百済、高麗といった

国が日本に属していたし、さらに豊臣秀吉の朝鮮征伐以来、朝鮮の国

王が逃げ、当時の明が朝鮮を救えなかったことも含め、朝鮮がもとも

と日本に属しているというのが彼等の論ずるところである。 

 この時期では、もう中国を軽視するとまでには行かないものの、中

                                                  
28『東京日日』、1873 年 9 月 14 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P71 
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国を日本の下にあるという見方が散見できる。これは日本が明治維新

を遂げ、そして中国の方が不平等条約で香港を割譲させられ、西洋諸

国に対して日本より下に位置するからではなかろうかと思う。 

  

2.2 1873 年征韓論から 1874 台湾出兵の中国観 

 

1873 年に入り、征韓論が一段と盛んになった。発端は日本は、朝鮮

に対して使節を幾度か派遣したが、朝鮮はその文書に今まで使われて

いなかった「皇」や「勅」の字が入っている、押印が違うなどと主張

して、受理を拒んだことにある。また朝鮮にある大使館にあたる倭館

の入り口に「野蛮の国」と書かれた張り紙を貼るなど無礼な態度を取

った為、武力行使も辞さないという強硬派が現われた。 

一度は閣議で西郷隆盛を朝鮮に派遣するよう決議したが、反対派の

参議である大久保利通、木戸孝允、大隈重信、大木喬任らは辞表を提

出し、天皇に対する工作が行われ、前の閣議は覆されたのである。そ

して西郷及び征韓論に賛成する多くの軍人や官僚が辞職し、反対派の

大久保利通が政権を握った。 

そして、1874 年に入り、征韓論に呼び起こされた明治六年政変が終

ると、反対派の一人木戸孝允が 3 月 9 日の『東京日日新聞』に文章を

寄せた。 

 

…（前略）…台湾ノ如キニ至ツテハ即チ固ヨリ東洋ノ一粟蛮夷人、

残ヲ好ム其性然リ、今我ガ琉球人ヲ損殺スルヲ以テ遽カニ伐ツテ

之ヲ殲スモ亦豈以テ国威ヲ表スルニ足ランヤ、且夫レ琉球我ニ内

附スト雖モ、其意半ハ清国ニアリ、嘗テ聞ク其国ノ人、我ニ対ス

ルノ言ニ、日本ニ父トシ事ヘ、清国ハ母トシ事フト云ヘリ、意フ

ニ其清国ニ対スルニ及ンデハ亦将ニ必ズ言ハントス、清国ニ父ト

シ事ヘ、日本ニ母トシ事フト、其両端ヲ持スルモノ固ヨリ弱国ノ

常情ナリト雖モ、我ノ其人ヲ見ル内地ノ民ト自ラ緩急ノ別ナキ能

ハズ、内国ハ本ナリ、外属ハ末ナリ、本ヲ後ニシテ末ヲ先ニスル

ハ、決シテ策ノ得タルモノニ非ルナリ、仰ギ願クハ内外本末ノ差

ヲ明ニシ先後緩急ノ別ヲ誤ラズ、道トシテ我民ヲ撫デ、我力ヲ養

ヒ、義務ヲ怠ラズ、才略ヲ失ハズ、名正ウシテ言順ヒ、然ル後チ
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徐々ニ国ヲ図ラバ事数年ノ後在リト雖モ、誰カ之ヲ遅シトセンヤ、

謹デ識ス。29 

 

なかには朝鮮のことと台湾のことについて意見を述べていた。つま

りは台湾のことも朝鮮のことも、今はまずおいておき、国内の建設を

先にし、民力を養い、数年後日本に力をつけてから朝鮮なり台湾なり

を討てばいいという旨の文章である。とくに台湾についてのことの始

まりは琉球漁民の殺害であり、その琉球もまた日中両属という曖昧な

地位である以上、やはり台湾のことは後回しにしたいという意見であ

る。 

しかし、5 月に入り、日本は台湾出兵を強行した。これに対し、先

の木戸孝允もこの件について不満を抱き、下野したのである。政府は

長崎に待機していた西郷従道率いる征討軍 3000 名を、小さな軍艦 2 隻

で台湾南部に派遣、5 月 22 日に原住民を制圧し、現地の占領を続けた。

これに対しての明治政府の清国への通達が不十分などから、清国から

非難の声があり、連日新聞に取りあげるところとなったのである。 

 

清京近事 ○外国公使ヨリフオルモサ凶虚ノ蕃地ハ支那管轄地

ナルカ、或ハ否ラザルカノ照合ヲナシタルニ、清国此ノ問ニ答フ

ルニ、彼蕃地ハ我国ニ於テ其奇怪ナル風習ニ関スルコトナク、又

強テ彼等ヲ我ガ国法ニ服従セシムルコトナシト雖モ、其土人占有

スル土地ハ、皆我支那ノ一部ナリト云。夫レ清国人ノ此答辞条理

ノナキコト、恰モ春空ノ遊絲ニ均シク、恐ラクハ廟堂真正ナル答

ニハ非ザルベシ、其信ズ可カラザルハ喋論スルニ足ラザルナリ。

何トナレバ、抑土地アレバ人民アリ、人民アレバ政事アリ、政事

アレバ其権ナカルベカラズ、今人民アリテ之ヲ統馭制轄スルノ術

ヲ講ゼズ其管有ノ権ナキ論ヲ俟ザルコトナリ。然シテ徒ニ其占有

スル土地ハ我管轄ナリト云トモ、誰カ能ク之ヲ信ゼン。今爰ニ児

アリ、人家ノ児ヲ傷残ス、疵ヲ被ルノ児家ヨリ之ヲ其父ノ家ニ詰

論スル時、其父ノ云、児ノ住スルハ我が家ナリ、其児ハ我が教育

スル所ニ非ズ、横暴天性ニ出ヅレバ、固ヨリ之ヲ度外ニ措キ、此

                                                  
29 『東京日日』、1874 年 3 月 9 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P138 



 - 18 -

ヲ処置セズト答へバ、其傷残サレシヲ訴ルノ家之ヲ其父トシ、之

ヲ其子トシ、其住スル家ヲ其家ト見做スベキカ、抑父ノ権アルヲ

以テ之ヲ子トスルヲ得其子ノ住スルニヨリテ之ヲ我子ノ住スル家

ト号スルヲ得ベシ、然ルニ其権ナクシテ之ヲ我家ト認メ、保スル

ノ理アルベキカ、愚夫ト雖モ、其説ノ信ズルニ足ラザルヲ知ルベ

シ。今清国ノ答辞恐ラクハ清国政府ノ答辞ニ非ズ、中間事ヲ好ム

モノ渺漠無稽ノ説ヲナシテ、茶話ニ供スル而已ナルヲ。政府真正

ノ答辞タラバ、先ニ副島大使ノ談判セシ時、之ニ答タル旨趣ヨリ

外ナカルベシ、必ズヤ其答ヲ俄ニ変ゼザルベシ。畢竟方底円蓋ニ

シテ責ヲ塞グニ足ラズ、故ニ信ズ是廟堂ヨリ出タル所ノ確説ニア

ラズ、支吾梗塞スル見ルベシ。30 

 

しかし日本では台湾の原住民を清国に属しない「化外の民」という

清国の言葉を受け入れ、その原住民たちの土地を無主の地であると認

定し、台湾出兵の正当性を強調したのである。さらには 1874 年の 7 月

2 日に、日本の『新聞雑誌』には中国が日本の台湾出兵を責める記事

があった。 

 

…（前略）抑モ台湾ノ地タル遥ニ支那ノ東南絶海ノ中ニ屹立スル

一島ナリ、而シテ我政府未ダ法ヲ設ケテ之ヲ戒制スルコトナク、

又為メニ政府ヲ置カザル所以ノモノハ、蓋シ「レイライ」（書名）

ノ諺ニ順へバナリ。語ニ云ヘルアリ、曰ク、人民ノ風習ヲ変ズル

コト莫レ、宜ク彼好ム所ニ従ハシムベシト。然レドモ蕃地ハ支那

ノ版図ニ非ズト謂ニアラズ、固ヨリ辺鄙ノ民ト雖ドモ皆然リ、僕

竊ニ貴国ノ台湾ヲ征スルヲ聞キ大ニ驚愕セリ。而モ未ダ確報ヲ得

ズ、若シ果シテ信ナラバ、何ゾ豫メ支那ニ議シテ之ヲ行ハザル。

且ツ擅ニ厦門ノ港ニ碇泊セル、是何ノ意ゾヤ。伏テ足下ノ顧慮ア

ランコトヲ請フ。 

         同治十三年三月二十六日（即我五月十一日）31 

                                                  
30『東京日日』、1874 年 6 月 2 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P168 

31『新聞雑誌』、支那総理衙門外務執政某候ヨリ日本外務卿ニ寄書。横浜新聞抄

出、1874 年 7 月 2 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P177 



 - 19 -

 

 その後、イギリス公使ウェードの斡旋で和議が行われ、全権弁理大

臣として大久保利通が北京に赴いて清国政府と交渉した結果、清が賠

償金 50 万両（テール）を日本に支払い、日本の征討軍の撤兵が行われ

ることとなった。 

 この事件により琉球が日本に帰属するという形になったのだが、中

国がこれを認めず、琉球を分割する提案もあるが、結局はうけいれら

れずに、日清戦争で清国が敗戦するまで解決しなかったのである。 

 東アジアにおける最初の国際緊張は、明治七年征台役であったが、

清国政府の消極的外交方針32によって日清の武力衝突にまでは発展し

なかった。33台湾出兵の件以来、日本国内には明らかに中国に対する不

友好的な感情が増え、日本国内に在留する中国人もまたその影響を受

けている。次の記事は 1874 年 7 月 22 日の東京日日新聞の記事で、初

めてチャンチャン坊主という呼び方を公けにした記事である。 

 

開成学校教師フイラの雇人何細といふ支那人、三河町一丁目の

柳湯といふ混堂にて、本石町の中川広吉が、チャンチャン坊主と

嘲弄せしとて深くこれを憤り、折節巡行の査官に訴へければ、双

方を屯所へ呼びあげ査問あるに、広吉かれチャンチャン坊主なれ

ば私チャンチャン坊主と呼びしのみ、チャンチャン坊主ならざる

ものを、チャンチャン坊主とは呼ばず、全くチャンチャン坊主を

チャンチャン坊主と呼びしに相違なき段を供す。チャンチャン坊

主と呼びしを以て詿違五十六條に依りて処分せられたりと。34 

 

 一般人の中でも、中国人をチャンチャン坊主35と蔑視するのが、この

台湾事件以後初めて見られたものであり、それ以前は新聞などの出版

                                                  
32 清国が賠償金五十万両を琉球の死者への慰問金として払うと引き換えに、日

本が撤兵する。JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030119500、台湾征討

関係一件／外交史料 台湾征討事件 第一巻 
33 檜山幸夫、『近代日本の形成と日清戦争』、雄山閣、2001、P19 

34『東京日日』、1874 年 7 月 22 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P185 
35 チャンチャン坊主、チャンコロなどは中国人を蔑視する用語である。語源は

中国人か清国人で、チャンコロは犬コロと同じ意味合いであり、チャンチャン

坊主は清国人の髪を嘲笑する言い方である。 
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物ではこのような言葉が見当たらなかったのである。台湾事件をきっ

かけに、日本の一般民衆にも、中国はあらゆる方面で日本にとって脅

威となりうる可能性を覚えさせたのであろうか。 

 また、中国の北京についても、当時の記事にはこう記している。 

 

支那国北京景況 ○天津ヨリ北京ニ至ル道路甚ダ悪ルシ、小石ノ

礫碌タルヲ行キ過レバ、忽チ又泥濘足ヲ没ス、殊ニ行キ易カラザ

ルノミナラズ、絶テ一平坦ノ地ナシ、車ニ乗レバ其声鏗々トシテ

雷ノ如ク、轎ヲ雇ヘバ舁夫蹈跚トシテ、足揃ハズ、我ガ日本ニ下

ルコト数等ナリ、既ニ京師ニ至レバ城郭ノ頑丈ナルハ実ニ驚クベ

シ、ロンドン、パリスノ壮麗ニ比スレバ其及バザルコト遠シ、只

厭フベキハ、馬糞猪矢道上ニ堆カク、街衢甚ダ不潔ナリ、軟紅十

丈眼ヲ撲チ口ニ入ル、溝渠間ノ臭気、日々ニ蒸騰シテ鼻ヲ穿チ、

殆ンド人ヲシテ嘔セシム。政府ノ衙署蓋シ数百年前建ル所ノ者ト

見エテ往々傾圮スル者アリ、場末ノ町々ニハ草屋根板壁ノ者多シ、

唯西洋人居留地ハ、屋宇高壮ニシテ道路清潔ナルコト仙居佛国ノ

如シ。36 

 

 なかで注意すべき点は、まず、西洋人居留地への憧れである。「唯西

洋人居留地ハ、屋宇高壮ニシテ道路清潔ナルコト仙居佛国ノ如シ」と

いうのも、ただ建築様式の東西の差であり、西洋列強が東洋に対する

侵略の象徴として建てられた建物も、日本人にとっては侵略の矛先で

なく、先進文明の代表者であるような見方をするのである。もう一つ

は中国の風習への蔑視である。中国人の文化を西洋から見るとたしか

に欠点があるが、それも異文化が出会う時に必ずつくものであり、こ

れは非難すべきものではないと思う。この記事はそういう二つの内面

をもち、意図的に中国を蔑視し、西洋を評価するとしか思わざるを得

ない。 

 もちろん、日本だけが中国を軽視、蔑視しているというわけでもな

く、中国もまた日本のことを軽視していた。日本の東京日日新聞がそ

のような記事を取り上げた。 

                                                  
36『東京日日』、1874 年 8 月 6 日、、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P191 
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 支那消息 

○昨日又先月二十七日より今月三日までの上海彙報を得たり。 

（前略…）本月三日刊行の彙報に、上海横文新報中西洋人日本の

事を記するを引て云く、日本の使臣阿枯柏氏使を奉じて華に来れ

ども、中朝の大皇帝かの使臣に覲見を準さず。故に不日にして当

に国に返るべしと云々。又曰く、日本は蕞爾たる一小島のみ、富

て且つ強きの中国と相抗衡せんと欲するは抑々何ぞ愚の甚しきや、

卵を以て石を打つの理を知らざるか、他日若し兵衅を啓かば、遂

に志を上国に失なふのみならず、恐らくは又自から存すること能

はざらんとす、焉くんぞ日本人の為に危まざることを得んや。日

本毎年外国へ出口の絲値凡八百万元、出口の茶値凡五百万元なり、

而して中国毎年出口絲の日本より多きこと六双倍なり、又茶の出

口は日本に十二倍せり。疆域に大小の別あり人民に衆寡の差あれ

ばなり。夫れ日本は海中の一小島のみ、万々中国に敵せざる事は

素より論を待たざるべし。貧富は強弱の由て判る所なり、今絲茶

出口の多寡にても日本は中国の敵手に非ざる事を知るべし、之れ

を奈何ぞ其れ猶中国に抵抗せんと欲するや、之れを徳を度らず力

を量らずと謂ふ者は猶その恕詞のみ。（中略…）是みな支那人の論

ずる所にして其文意を見るに、妄りに自から尊大にして、我が堂々

たる大日本国を蔑視すること甚だし。其中国或は中朝と云ひ華及

び中華と云ふも亦自大の語なり。以後之に倣へ。37 

 

 日本はただ海の中の小さい島にすぎない。強い中国に勝てるはずも

なく、まるで卵をもって石に投げるのと同じである。しかも日本より

中国のほうが遥かに輸出額が大きいし、これだけ見ても、中国の方が

強いに決まっているというのが以上の文章の論点である。これをわざ

わざ日本の新聞に載せ、日本の敵愾心を激発するつもりなのだろうか。

或は意図的に日本人に中国人に対する不友好的感情を植え付けるか、

という可能性もある。 

 そして、1874 年 10 月 24 日に山縣有朋が『朝野新聞』につぎのよう

                                                  
37『東京日日』、1874 年 10 月 15 日、1936、第二巻、P219 
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な激しい文章を掲載した。台湾事件において、出兵も辞さないという

強硬姿勢を見せ、軍の士気を奮い立たせるためのこの文章は次のよう

である。 

 

山縣陸軍卿諸将校へ内諭書 ○陸軍中将兼陸軍卿山県有朋陸軍諸

将校に告示す、夫れ台蕃の凶虐絶て人理なきは天人の容れざる所、

万国の共に知る所、往年我琉球藩人の残害を蒙り、小田県民の劫

掠に逢ふ、置て問はず、我が冤何を以て伸ん。清国之と壌を接し、

観望其罪を問ふ能はず、措て度外に附す、是其強悍を憚るのみな

らんや、蓋亦境域の外たるを以て、其自恣を聴すのみ。是を以て

我 天皇陛下西郷都督を遣はし、其罪を問ひ、懲治綏撫以て将来

を戒め、漸く徳化に馴れしめんとす、是啻に匹夫の為に讎を報ゆ

るのみならず、又公法に在り、道義の関する所にして、万国航旅

の為に永く此大患を除く所なり。而して今既に勦撫其所を得、全

蕃壺漿して、皇化に向ふに及んで清国遽に紛議を唱ふ、又怪むべ

からずや。38 

 

清国が台湾の原住民に懼れ、その罪を問わないとしても、わが日本は

万国のためにその原住民を討つといい、さらに、 

 

（…中略…）夫れ我の彼に対する鄭重如此、而して彼其言を左右

にし、其辞を侮慢にし、頗る言を食む者の如し。東洋唇歯の国に

して、我豈干才の事あるを喜んや、然れども勢既に此に至る、兵

権以て彼を制圧するに非ずんば、何を以て我帝国独立の大権を示

さん、廟議已に茲に決す、而して尚慮る所あつて特に大久保参議

に命じて全権弁理大臣とし、仮すに和戦の大権を以てして、清国

政府と談決せしむ、是固より盟約を重んじ、敢て和好に玷くを欲

せざればなり。 

夫国の強弱は大小に在らず、兵の利鈍は衆寡に在らず、和と不和

と、練と不練とに在るのみ。苟も諸将校以下一和協力、平素勉励

する所の忠肝義膽を以て、従来講習する所の長技秘術を盡さば、

                                                  
38『朝野』、1874 年 10 月 24 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P222-223 
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小以て大に敵し、寡以て衆を制するに足れり、況んや其国澆季の

餘、上下相疑ひ、兵の編成往々旧套を脱せず、膽勇亦我精英に右

ならざるをや。39 

 

 清国と交渉を重ねても一向に誠意ある返事をもらえず、我国は兵を

派し、直接台湾の原住民の罪を問う。もし清国が派兵しても、我国も

また一戦も辞さないであろうと説いていた。 

これは明らかに戦争を称える論説であり、また、将兵に精神武装さ

せようという意味も込めて、中国を敵としてみなし、「小以て大に敵し、

寡以て衆を制するに足れり、況んや其国澆季の餘、上下相疑ひ、兵の

編成往々旧套を脱せず、膽勇亦我精英に右ならざるをや。」という精神

論で一般兵の中国への恐怖を排除しようとする一面が見られる。事実

上、当時の日本は兵力も少なく、国家の財政基盤も弱く、とても中国

との戦争を遂行するための条件が備わっていないにも関わらず、この

ような強硬論に出る山縣の目的は多分国内の士族の不満のはけ口を台

湾に向けるつもりであろう。実際、安岡昭男が『明治前期日清交渉史

研究』で「日清和議の報は満を持した海軍および在台諸軍を失望させ

たが、戦備に汲々としていた政府首脳を安堵せしめた。軍の対清戦備

と作戦計画はなお不十分だったのである。以後の出動準備は朝鮮半島

における事変に備える場合が続き（…後略）」40と述べている。 

 また、台湾事件について、日本初の従軍記者である岸田吟香は彼の

編集する『東京日日新聞』で祝辞を寄せている。 

 

（前略…）我が人民をして益益開化文明に進ましむべく、不平憂

慨の輩をして始て協和一致に至らしむべし、即ち国家隆盛の基礎

これよりして確立すべし、是我が弁理大臣独立自主、国の権利を

恢張し天理人情の至当なる処置を以て、其まさに務むべきの正義

を盡し、清国総理衙門と論辯せられしより遂に此美挙に至りし所

にして我が帝国の光輝を増し栄誉を欧米各国に博するに足る者な

り。 

                                                  
39 同上、P222-223 

40 安岡昭男、『明治前期日清交渉史研究』、巌南堂書店、1995、P114 
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（中略…）我が弁理大臣、公明正大の議論を以て、彼の富有を恃

み頑固尊大なる清国政府を説得し其条理を開悟せしめられたる、

其談判の委曲苦心も亦想像すべし。清国政府始には公法通義を知

らざる者の如く、議論や驕暴に渉りしも、遂に其頑固の説を主張

せずして、条理至当の処置を以て我が弁理大臣に決答せしは、亦

その国の品位を進めし者と認め得べし。実に此度の一挙は、両国

の安危存亡に係るの一大事にして、我等人民の日夜憂慮する所な

りしを、遂に此吉報を我が政府に送られたる、弁理大臣大久保公

の英邁卓才にして、我が国家柱石の元勲たる、啻に之れを今日に

精述すべき而已に在らず。之れを後来の史籍に伝へて以て芳を千

載に流すに足るべし而して我が輩の最も抃喜称揚するに足る者は、

琉球両属の曖昧たりしも、是に於て乎竟に判然として我が版図に

帰し、又他日の論辯を煩すに足らざるべし。朝鮮すでに威服し、

琉球単に我に属し、台湾も亦其所を得て、而して支那国永く善隣

の好を修せば我等人民偏ねく太平無事の聖澤に浴して疑を容ざる

所なり。41 

 

 この中では中国を蔑視したり、軽視する言葉は少ないが、事件の全

貌についてはあまり十分理解していないようである。日本の台湾出兵

はその時、外交慣例に不慣れであり、各国に対しての通達もなされて

いないため、日本のほうが難しい局面に直視しているが、イギリスの

調停がなければ、この問題が本当に武力衝突になりかねないのであっ

た。しかし、そんな一面はさて置き、この中の「支那国永く善隣の好

を修せば我等人民偏ねく太平無事の聖澤に浴して疑を容ざる所なり。」

ということは岸田が日中両国間の平和を願っていることの現われであ

ろう。台湾事件が収束に向かい、このことについての日本世論もだん

だん沈静化してきているように見える。 

 台湾出兵事件が沈静化し、その後の記事も同じく中国に対し、客観

的な評価をするようになってきたのである。例えば次の記事「台湾事

件大成功 但し勝つて兜の緒を締めよ」という文章に、日本が舞い上

                                                  
41『東京日日』、1874 年 11 月 10 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P228 
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がることを注意するようよびかけたのである。 

 

（前略…）此度の償金に付ましても日本人例のうぬぼれ気で、彼

のチャンチャン坊主が遂に屈服した、四百余州はもう手の中の物、

恭親王李鴻章抔は小児同様恐るゝに足らず、追付万里の長城に国

旗を飜へすなどゞ、高慢顔にてうかうか仕居りては、何つか又是

方より償金を出す様な事の出来するも計られず、支那にて此度の

一件第一名義を失ひ、各国へ対しても面目なくなんぼチャンチャ

ン坊主でも其難儀の場合は、心肝に徹して居ましやう。左れば何

時此恨みを報いやうと掛るのも知れません故、なんでもかでも日

本に此度の一件をせんどゝ、今日より恐ろしき敵を持ちになつた

気位にて、各々憤励勉強して富国強兵の手段を盡し、一々彼のチ

ャンぼうづの上に出る様致さねばならぬ事と存じ升。42 

 

 この記事もまた中国人のことをチャンチャン坊主と呼び、言葉のな

かに刺々しさは感じられるものの、中国の広大、人口の多さにやはり

警戒しているようであった。ここの「今日より恐ろしき敵を持ちにな

つた気位にて、各々憤励勉強して富国強兵の手段を盡し、一々彼のチ

ャンぼうづの上に出る様致さねばならぬ事と存じ升。」ということも戦

争をする準備よりも、これから相手が強い競争のライバルのような語

感がこめられているように思える。台湾事件以後、中国もまた日本と

同じように努力すれば、将来はアジアにおいて競争する立場になるの

であろうと予測しているのだろう。ここから感じ取ったのは、両国が

必ず戦場で勝敗を分けるというのではなく、平和的な手段を使い、外

交面での争いが重要になるという予測であり、そのために「各々憤励

勉強して富国強兵の手段を盡し」中国の上にいけるように努力しよう

という心意気だったろう。 

 そして、もう一つ日本側の新聞といえば、それは弁理大臣官員から

聞いた話であり、後日談という形で交渉する当時の風景を描いていた

のである。 

 

                                                  
42『新聞雑誌』、1874 年 11 月 14 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P230 
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弁理大臣随行の官員帰朝の日、話柄を側聞せるに、清国の大臣等

我が弁理大臣へ談ずる処、朝に換わり夕に変ず、殆んど風を捕へ

影を追が如く、虚誕真に極りしかば、大臣憤然として帰国を決せ

らるゝに至りしに、在清の英公使両国の利益を患ひ、盡力周旋し、

我が義挙の軍たる名義を明らかにし、償金和するに至りしは実に

両国の幸甚なり。然るに北京の人民更に意とせず、愛国のもの少

なし、況や其他の地方をや。43 

 

 まずはやはり清国官吏のようすを描いたが、これはいつものことで

あるが、終わりの所に「然るに北京の人民更に意とせず、愛国のもの

少なし、況や其他の地方をや」という段落が、明らかに中国人の愛国

心のなさを非難し、また反対に日本国民の愛国心を高く評価している

ように見える。これは前にも言及している国内の不満を国外に転じる

ということに共通しているであろう。 

 

2.3 1875 年江華島事件から 81 年琉球処分までの中国観 

 

 1875 年に日本が朝鮮の領海を侵犯する江華島事件が起った。事件の

発端は日本側の軍艦が勝手に朝鮮釜山へ入港し、射撃演習などの威嚇

行為を行い、さらに武装ボートに乗った日本兵が朝鮮側に断ることな

く江華島の奥、つまりソウル方面へと進もうとして砲台から砲撃され

たのである。そして日本が艦砲で射撃し、江華島の砲台を破壊したの

である。この事件は朝鮮に大きな衝撃を与え、ついに日本との国交回

復を検討することになり、翌 1876 年に日朝修好条規（江華条約）が締

結された。その後の日朝関係のうえできわめて重要なものであり、い

まとくに注目すべき部分をとりだして、朝鮮開国の企図がどこにあっ

たかをみる手がかりとしよう。「日朝修好条規」第一款に「朝鮮国ハ自

主ノ邦ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ嗣後両国和親ノ実ヲ表セン

ト欲スルニハ彼此互ニ同等ノ礼儀ヲ以テ相接待シ毫モ侵越猜嫌スル事

アルヘカラス先ス従前交情阻塞ノ患ヲ為セシ諸例規ヲ悉ク革除シ務メ

テ寛裕弘通ノ法ヲ開弘シ以テ雙方トモ安寧ヲ永遠ニ期スヘシ」とうた

                                                  
43『郵便報知』、1874 年 11 月 28 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P237 
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われていることである。この第一款が、わざわざ冒頭にかかげられた

理由は、当時、朝鮮に宗主権をもっていた清国を朝鮮から排除し、朝

鮮を日本の勢力下におさめようとする意図にでたものであることは明

白である。もちろん条文にこう書いたからといって、すぐ清国の勢力

を排除できるものではなかったが、この条項は、のちに日清戦争の開

戦の有力な口実ともなった重要なものである。44 

 江華島事件よりやや遅れて、日本国内にやはり強硬論を唱えるもの

がではじめた。1875 年 11 月の『評論新聞』には朝鮮と中国について、

次のように記していた。 

 

（前略…） 非戦論者ノ戦ヲ危ブム口実ニ云ク、朝鮮ハ支那ノ属

国タルモノ、若シ、之ヲ征シテ支那政府ヨリ救援セバ之ヲ如何、

嗚呼是レ何ノ臆病ゾヤ。夫ノ支那、果シテ朝鮮ヲ主領スルモノナ

レバ、我国ハ断然ト使節ヲ支那ニ馳セ、支那ニ向テ其償罪ヲ責ム

ルハ、固ヨリ公法上ノ通義ナリ。支那若シ属国ナリトセバ、之ヲ

支那ニ責メテ可ナリ。何ゾ四百余州ノ巨大ヲ憂ヘテ、コノ栄誉ヲ

失ヒ、コノ気勢ヲ摧クベケンヤ。45 

 

また、さらに朝鮮の宗主国中国に対しても、下のような特殊な意見が

述べられていた。「加フルニ、支那ノ如キハ英米魯西亜ノ葛藤、将サニ

近日ニ起ルノ勢ヲ見ハシ、亜細亜大地ハ一箇ノ大戦場トナラムトスル

ノ兆候アリ。」というのである。つまり、近いうちに中国が西洋列強の

侵略あるいは分割に逢い、我国も今のうちに朝鮮と戦端を開き、将来

への足場として確保すべきという意思が隠されていたのである。また、

征韓の目的もかなり率直にこう告げている。 

 

是レ我輩ガ韓ヲ征シテ我ガ英誉面目ヲ全フシ、併セテ内国ノ擾々

ヲ外国ニ洩サントスルノ主意ナリ。46 

 

                                                  
44中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P20 

45評論新聞 33、1875 年 11 月、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P427-428 
46 同上、P428 
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 日本が韓国を征伐するのは、国の栄誉を守るという大義名分以外、

併せて国の紛擾を外国に転じることができればいいという日本政府の

思惑が、この論説のなかであきらかにされたのである。 

日本が朝鮮での外交問題を一応解決した後、それに連れて中国に対

する敵意もまた軽減しているように見える。次の記事は清の軍艦が長

崎に来航し、発砲した事件に対する感想部分を節録したものであり、 

 

支那にても追追軍備調ふ様子なれば、亜細亜洲東方の形勢も遠か

らずして欧羅巴の富強に譲らざるに至るべし。47 

 

 この記事のなかでは中国の悪口もなく、日中両国ともヨーロッパの

ように強盛になるであろうという将来展望が込められていたのである。

実際、このような意見は少ないながらも、日清戦争前まではたしかに

あったのである。 

また、自国の開明に自満し、清国の萎靡不振を軽侮する風潮を批判

するものもあった。清国も奮発の可能性あり、同種同文の日清両国は

ともに蔑視せず、開明の先進を競うべしとする論説はこの年の 11 月

28 日にあった。48 

 

降テ去年北京ノ談判ニ於テ、益々支那人ヲシテ宿怨ヲ懐クノ情ヲ

興サシメタリ。特ニ我邦人ハ鋭進勇行シテ開明ノ端緒ニ赴キ、頗

ル欧米ノ喝采ヲ博シ得タルガ為ニ頓ニ支那人ヲ軽侮シ、敢テ虞ト

スルニ足ラザル者ト見做スニ至レリ。於レ此乎彼ガ恨ヲ賈フモ亦

益々熾ナラザルコト為ハズ。是レ豈ニ善隣ノ方法ニ於テ策ヲ得タ

リト云フ可ケンヤ。…（中略）…吾曹ハ果シテ日清両国ノ人民ガ

相和セザルハ多年ヲ待タズシテ、恰モ英仏両民ガ相容レザルニ似

ルベキヲ知ルナリ。49 

 

                                                  
47『東京日日』、1875 年 11 月 24 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P438 

48 芝原拓自、猪飼隆明、池田正博、『対外観 日本近代思想大系 12』、岩波書店、

1988 
49 同上、P258 
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日本も中国もまた英仏を見習い、互いに平和の道があると述べ、ま

た、 

 

支那決シテ軽侮スベカラザルナリ。…（中略）…斯ノ如キ大国ニ

隣リ、徒ニ軽侮ヲ快トシ、彼ヲシテ奮起ノ志ヲ発セシムルハ、是

レ決シテ国勢ノ権衡ヲ保ツノ良法ニ非ザルベシ。50 

 

中国を蔑視することに伴うリスクを民衆に喚起し、それは日本にと

っては決していいことではなく、 

 

我邦人ハ東洋ニ於テ開明ノ先進タルヲ以テ、頗ル自満ノ状ヲ帯ビ

東洋諸州ヲ軽侮シ、支那人ハ日本人ニ先鞭ヲ着ケラレタルヲ憤リ、

漸ク奮発ノ姿ヲ現スニ非ズヤ。…（中略）…吾曹ハ切ニ希望ス、

我邦人ガ早ク隣邦ヲ軽侮スルノ悪念ヲ棄却シ、百年ノ後ニ到ルモ

支那ニ許スニ開明ニ先進ヲ争フノ期ヲ以テセザラン事ヲ。51 

 

日本が中国を軽侮するのをやめ、共に進歩開化の道を歩み、先進国

の列に共に加わることを願った少数派の意見であった。しかし、清の

軍艦来航について、べつの陰謀論めいた論説もあったのである。 

 

（前略…）又一説に云く、支那にては近ごろ何となく日本を気塞

く思へり、夫ゆへに彼の政府に在る有志の官員は、常に日本の内

情形勢を探索せんことを思ふ者多く、頻りに西洋人などにも聞合

せる様になり、口には常に、日本は海中の小島なりとか、貧国だ

とか軽躁だとか、或は馬鹿だの、発狂だのと悪口を云ひながら、

内心は余ほど恐がつてゐる様子だとの説あり、此たび蔡国祥と云

ふ武弁を、揚武と云ふ兵船に乗せて、只ぶらりと日本へ遣し、処々

に緩る〱泊留するも何か少し訳が有ませうと申すこと。52 

 

 これは清の揚武艦が日本長崎で発砲したという記事と同じ日の記事

                                                  
50 同上、P259 
51 同上、P259 
52『東京日日』、1875 年 12 月 25 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P454 
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である。この艦は日本へ来るのは内情形勢を探索しようとするのでは

ないかという疑いを、この記事は説いた。やはりこの時すでに、両国

の相互不信もある程度窺える記事であった。 

 1876 年 6 月 17 日の『近事評論』では、外交についての人材を選ぶ

基準として、「豪傑」を要求するのである。また、文中にも中国の例が

出ており、日中両国を比較対照するかたちで一つの記事を展開してい

た。 

 

（前略…）支那ノ如キ、中華ヲ以テ自ラ誇リ、夷狄ヲ以テ外国ヲ

視、我国人毎ニ其頑固迂闊ヲ嘲笑スルト雖モ、輓近屢々外交ノ苦

難ヲ経歴スルヤ、大ニ外務ノ重ズベキヲ了知スルモノヽ如シ。一

昨年、我大久保弁理大臣ノ、北京ニ於テ交換シタル条款書ニ、大

臣十名之ニ連署スルヲ以テ、其一端ヲ見ルニ足ルベキナリ。53 

 

 中国の西洋に対する外交の窮境を紹介し、次々の不平等条約を強い

られた後、漸く外交人材の重要性に気づくのである。逆に、日本には

大久保利通という立派な外交人材がおり、台湾事件の時、大久保弁理

大臣と交換した条約では十人の大臣の名が連ねるということである。54

国々の国情が違い中国の方の習慣を理由も聞かずただそれを笑いの種

にするようなことはやはり日本明治維新以来中国に対する物事の考え

方ではないか。 

 1876 年に入り、中国では動乱が起き、外圧が迫った。日本も狭い海

を隔てるだけであり、中国の情勢について心配の顔を隠せない様子で

ある。 

 

一昨日十三日ノ朝ヲ以テ横浜ニ入港セシ名護丸ガ上海ヨリ齎ラシ

来リタル新聞ニ據レバ、不幸ナル戦争ノ妖気ハ盛ニ支那全州ヲ覆

ヒ殆ド砲烟ヲ回避ス可カラザル程ノ情勢ニ迫リタルガ如シ。夫ノ

                                                  
53『近事評論』、1876 年 6 月 17 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第二巻、P564 
54 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030119400、台湾征討事件／65 70 

太政大臣布告/71 互換条款、清国側は理藩院右侍郎、工部尚書、戸部尚書、軍

機大臣協辨大学士吏部尚書、和碩恭親王、軍機大臣大学士管理工部事務、吏部

尚書、軍機大臣兵部尚書、頭品頂戴兵部左侍郎、三品頂戴通政司副使の計十人

が名を連ねることとなる。 
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支那ノ我国ト相距ルヤ纔ニ一帯ノ海水ヲ隔ルノミ。其ノ関係ノ切

ナル最モ甚シトス。悪ゾ之ヲ談天ト同一視シテ可ナランヤ是レ吾

曹ガ支那ノ挙動ニ於テ須臾モ其ノ観察ヲ忽ニセザル所ナリ。55 

 

 また、1878 年には清国に大飢饉が発生し、日本国内の関心を集めた。

1878 年 3 月 5 日の『朝野新聞』では「（…前略）現今支那ニ於テ飢饉

ニ迫ル窮民ヲ救助せん為メ、同志ヲ募ラルヽノ挙有リ、実ニ美事ナリ。」

と述べ、3 月 6 日『東京日日新聞』でも「（…前略）一布告には斯る飢

饉は実に二百年来未曾有のものなりと云ひ、道台の属官の余に語るに

は、此の如き大飢饉は古来未だ曽て此省にありしことを聞かずと」な

どと、特に清の政府、人民にマイナス感情を表していない。日本も清

に物資を提供するなど、人道的救援を惜しまなかったのである。 

 しかし、1879 年には、まだ解決していない琉球問題が再び浮き上が

ってきた。日本は琉球を分割して清に先島諸島を割譲する案は一度出

されたが、結局清は受け入れず、懸案のまま両国の間の世論を動かし

た。 

 

曩キニ我政府ガ英断ヲ以テ琉球ノ処分ヲナシタルヨリ、日清両国

ノ間ニ紛議ヲ生ジ、已ニ清国使臣何如璋氏ハ、断然日本ヲ辞シテ

本国ニ帰航シ、再タビ日本人トハ兵馬ノ間ニ相ひ見ルノ期アルベ

シト言ハレタリトノ風説街衢ニ囂々タリシガ、今ヤ両国ノ交際破

滅ノ形勢ニ迫リ、近頃米国ヨリ帰朝シタル人ノ説話ヲ聞ニ、清人

ハ続々米国ニ航シ兵器ヲ購求シテ本国ニ送致シ、頻リニ戦争ノ用

意ヲナスト云フ。56 

 

 清国は戦争準備までしていたと説き、両国の間の緊張した情勢を描

いでいる。また、清国政府の意見にも注意を払い、 

 

頃日琉球処分の件に、清国は到底不問に措かざらんとするの模様

なるが如しと頻りに道路に伝説し、報知新聞には清国廟堂の議は

                                                  
55『東京日日』、1876 年 7 月 15 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第三巻、P13 

56『大瀛新報』、1879 年 9 月 23 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第四巻、P106 
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開戦主義に傾き、近く我政府へ厳なる談判に及ぶ様子なれば、此

方よりも井上参議を弁理大臣として清国へ派遣せしめらるゝと噂

する者ありと掲げたり。又北清在留の某氏より通信中に見へたり

とて、或人の語るところによれば、元来李鴻章は開国家にて戦争

を忌避する人物なれども、日本と清国との交際は専ら同氏の周旋

盡力に成りたるの後ち、幾許ならずして台湾の事件、琉球の処分、

朝鮮の始末等恰も日本より清国に加ふるが如き処置の陸続として

生じたるより、自然済輩のために同氏が日本と交際を開きたるを

非とせらるゝの情況なるを以て、同氏も琉球の処分論に就いては、

漸く開国主義を唱ふるが如しとありたり。57 

 

1879 から 1881 年にかけて日本と中国との焦点は琉球に集中してい

た。琉球はすでに日本の統治下にあるにも拘らず、依然として清国と

交流し、中国式の名前を使用していた。前出の琉球分割案も日本がこ

の状況で打開策を考えているために出した一策であろう。 

中村尚美は、「小野梓のアジア論」で、小野梓の琉球策について、

こう述べている。 

 

「琉球策」において小野が主張している「沖縄処分」論の結論は、

当時「処分」をめぐってたたかわされていた日清両属論ないし琉

球独立論を否定し、琉球所属問題はすこぶる「わが外交通商に関

し、其属否動もすれば国権の消長に関する」ものであるとし、「琉

球を挙げて之を我に単属せしめること」こそ、「わが国土の安康

を保ち、随て東洋大局の平和を維持する」ことになるとして、日

本への単属を主張した。58 

 

 小野の沖縄処分論は第一に、欧米列強の侵略の脅威を強く意識し、

それへの対抗策として出されていること、そして第二に、東アジア世

界における大国清の存在を重くみ、その中で日本がいかにすれば清に

たいし優位を獲得しうるかという、未来の東アジア外交の在り方をめ

                                                  
57『東京曙』、1881 年 8 月 31 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第四巻、P438 
58 中村尚美、「小野梓のアジア論」、『小野梓の研究』、早稲田大学出版部、

1986、P90 
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ぐって主張されている点に特徴があると前出の論文で述べている。 59

つまり、一般の新聞や過激派の主張とは違いこそあれ、それも琉球処

分の手段としての違いであり、処分そのものについての意見はおなじ

であると考える。  
 そして、安岡昭男は『明治前期日清交渉史研究』になかで、この時

期の日本政府の意見を次のように述べている。「（一）琉球処分時には

琉球の人類を内国の人類と区別する観念が存したが、一方対清交渉に

当たっては人種・言語など同一であることを主張している。（二）民間

で見られた琉球独立論は唱えられていない。（三）両属論も一部にあっ

たが、概して琉球に対清断交を求める点では強硬論が多い。（…後略）」

60と、琉球処分については程度の差こそあれ、基本的に日本の世論は

清国を排除して琉球を領土にするつもりでいたのである。 

また、対外戦争をめざして軍備の強化が喧伝されはじめる。参謀本

部の設置された翌年から、参謀本部長山縣有朋は、桂太郎、小川又次

ら十数名の将校を、駐在武官・語学留学生の名目で清国に派遣した。

そして彼らの見聞・調査をもとに、山縣は 1880（明治 13）年 11 月 30

日、「隣邦兵備略表」（大山梓編『山県有朋意見書』所収。）を上奏した。

そこで山縣は「兵強カラサレハ以テ独立スヘカラス」とし、同時に隣

邦＝清国の軍備を詳述し、近代的軍隊としてまったく無価値の八旗兵、

緑旗兵まであげて、清国軍の兵力を 100 万以上と算し、さらに清国が

「若シ欧州ノ徴兵法ニ倣ヘハ平時百分ノ一ヲ募リ四百弐拾五万人ヲ得

戦時百分ノ二ヲ抽キ八百五十万人ヲ得ヘシ」と、ことさらに清国が大

軍を擁することができるかのように強調し、これに対抗するために日

本が軍備拡張をいそがなければならないことを主張した。61 

1880 年にはもう一つ日本社会の注意を促す社説があった。前出の中

国に関する記事や論説などでの実態もしらないまま中国を嘲笑する風

潮を危険な偏見だと批判したものである。「日本の文明化が清国より進

んでいるとして清国を軽視する傾向に対し、日本の文明の進展の早さ

は、「内貧」をまねくおそれがあり、この点で「国歩」の遅い清国はか

えってその実力を保持しえているとして、その潜在的国力を評価すべ

                                                  
59 同上、P91 
60 安岡昭男、『明治前期日清交渉史研究』、巌南堂書店、1995、P56 
61 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P70 
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しと説く。」62ものである。 

 

誰レカ清国ヲ軽視スルモノゾ。余輩ハ邦人ガ清人ヲ嘲笑スルヲ聞

クゴトニ未ダ嘗テ悚然トシテ寒心セザルアラザルナリ。抑モ邦人

ノ清国ヲ軽視スルハ如何ナル縁由アリテ然ルカ。蓋シ清人身体形

容ヲ欧人ニ比較シ其優柔惰弱ナルヲ識別シテ直チニ之ヲ蔑如スル

カ、否ンバソノ欧人ニ屈辱セラルルノ有様ヲ見テ之ヲ嘲笑スルニ

外ナラズ。思フニ清人中亦軽視ス可キモノアリ。然リト雖モ此等

清人ヲ以テ結成セル清国ハ決シテ軽視ス可ラザルナリ。（…中略

…）余輩ハ謂ハレナク清人ヲ軽視スルノ思念ニ先入セラレタル邦

人ニ対シ、交際各国ニ就テ最モ懼ル可キハ清国ニ在ルヲ開陳セン

ト欲スルナリ。63 

 

と指摘し、国人が清国を嘲笑するのを危惧しているのである。さら

に、 

 

清国々歩ノ遅緩ニシテ政務因循苟クモ改進セザレハ、一方ニ於テ

欠点ナキヲ免レズト雖モ、其富有ヲ内地ニ保存シテ陰然実力ヲ含

蓄スルノ点ニ至リテハ反テ其失ヲ償フテ余リアルヲ覚フルナリ。

（…中略…）然リ而シテ其国タル我ト比隣匹敵ノ地位ニ在リテ、

事ノ生ジ易キ場合アルノミナラズ、又事ヲ発スルノ機会ニ豊カニ

往昔ヨリノ事情ヲ推シテ考フルトキハ、締盟ノ保チ難キ、紛紜ノ

生ジ易キ、万一国是ニ関スルノ事項ヲ両国間ニ生ズルモ測ル可ラ

ザルナリ。然ラバ、即能ク其国情如何ヲ知悉シテ、漫ニ軽侮ヲ懐

キ反テ事ヲ誤ルガ如キニ至ラシメザルヲ冀望シ、杞憂ノ余論ジテ

コヽニ及ベリ。64 

 

中国の底力を評価し、その中国を正しく評価することによって始め

て事をよい方向に運ぶのである。妄りに嘲笑し、軽視するのは危険す

                                                  
62 芝原拓自、猪飼隆明、池田正博、『対外観 日本近代思想大系 12』、岩波書店、

1988、P260 
63 同上、P260 
64 同上、P261 
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ぎるとのべた。 

以上見てきたように、日本のこの時期の対中国観は主に外交事件に

関連して動くものである。朝鮮問題のときや台湾出兵のとき、あきら

かに世論が高まって、一戦も辞さない強硬姿勢を示した。しかし、実

際日本がまた対外戦争するための兵力を有していなかったため、兵力

を後ろ盾にした強硬外交交渉が真の目的である。そして、強硬論は国

内の不満を和らげるため、中国の存在を必要以上に罵り、中国の脅威

を実際以上に拡大したのである。岡義武の「日清戦争と当時における

対外意識」でも、こう述べている。「征韓論争による分裂以後、明治

政府は爾来わが国内近代化にその力を傾倒することになったが、それ

は、民族の独立確保に主眼点を置いたものであったが故に、軍備の近

代化を伴った軍事力の急速な強化・拡充が、当然その重要な一環をな

した。」のである。65「征韓」の主張は日本の国内の世論や、朝鮮の動

向がどうであろうと、明治の天皇制新政府の生まれながらのものであ

ったということができる。」66として、仮想敵はいつも朝鮮ではなく、

中国であったということは考えられる。 

 しかし、仮想敵はあくまで政府の計画のなかに存在するに止まり、

一般国民は果たしてそんな考え方をしているかどうかは疑わしい。新

聞もそうである。一連の事件に際し、強硬論を唱える新聞はあるが、

その殆んどの矛先は台湾の原住民や朝鮮に向けられ、しかも、その背

後にある清国にたいする警戒は数編の記事に見られるのみである。新

聞から見られる中国観はこの時また政府の侵略思想に完全に同調して

いないと思う。つまり、強硬論は唱えるが、それは朝鮮や台湾に限定

するの話であり、清国の場合は別になる。日本の新聞はこの時清国を

すでに見縊っていたが、それは改革の後先に関係するだけであり、清

国の伝統的な力は評価していると言える。  
 そして、日清戦争の時には既に見られないが、この時はまだ清国と

連合するようすすめた論説があった。これは清国を高く評価し、清国

と連合することによって日本は西洋諸国と対抗する力を持てるように

                                                  
65 岡義武、「日清戦争と当時における対外意識」、『国家学会雑誌』68-3-4、

有斐閣、1954、P105 

66 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P13 
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なるという説である。そして、連合しなくても、せめて清国を無暗に

軽視するのをやめ、清国が覚醒した後の報復に警戒するものである。

この声は明治初期に現れ、朝鮮の次々の事件の後に消えていったので

ある。中村尚美の「小野梓のアジア論」でも同じ傾向について述べて

いる。「わが国の近代化過程におけるアジア認識は、自民族の優越、他

民族への蔑視を前提に、日本を基軸とし指導者としてアジアを構築し

ようとする「興亜」でなければ、みずからが欧米列強とともにアジア

の侵略者たることをめざす「脱亜」として主張され、アジアの一国と

してその中に入っていき、それぞれの民族的立場を尊重しつつ、共同

してアジアの自主的独立平和の体制をかちとる「入亜」ともいうべき

主張がほとんどみられない。」67 

 日本は西洋諸国に開国され、自主的に西洋的な国際法規に従い、外

交面で伝統的な東アジアの清国と交渉をしてきた。日本の中国観はつ

まり西洋の観点に立ち、清国の保守的姿勢を軽視するのである。これ

は早い時期から日本の新聞に現われ、日本国民にもその考え方を「教

育」していったのであった。しかし、政府の侵略願望にはまだ同調せ

ず、平和論を唱える者もいる。小野梓は琉球処分についても、強硬的

な手段より理にかなった外交交渉の方が日本と清国のためになると述

べた。  
日本は西洋帝国主義によって開国されてからは西洋諸国と一応の平

和を保てるが、清国との関係はつねに緊張していた。岡義武は「日清

戦争と当時における対外意識」で日本と清国の関係について以下のよ

うに述べている。 

 

（…前略）わが国の戦争の危機へ直面し又は民族の独立に対する

脅威を直接的、現実的に経験することになったのは、実は奇しく

も清国との関係においてであった。とくに、明治七年の台湾征討

事件、明治十五年の壬午政変、明治十七年の甲申政変はその都度、

対清関係をきわめて烈しく緊張せしめ戦争の危機を孕んだのであ

った。そして、一方において、清国が露呈して来るその政治的弱

体性は、たとえば、前述のように、わが国として清国に対し指導

                                                  
67 中村尚美、「小野梓のアジア論」、『小野梓の研究』、早稲田大学出版部、

1986、P77 
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的地位を占むべきであるとの主張を生じさせる重要な契機になり

ながらも、しかし、他方において、「大国」清国に対する伝統的な

警戒または恐怖の念もわが国内において容易には消滅せず、従っ

て、それ故にこそ、清国がその主張する宗主権を通して韓国に対

するその勢力を強化することは、韓国に地理的に近接するわが国

の独立に対する重大な脅威として一般に受け取られたのであった。

68 

 

つまり、清国を「下」と軽視しながら、その清国が日本にとって一番

の脅威的存在であり、しかもその大国の印象も強いという矛盾したイ

メージは、当時の日本人にあったと思う。  

 この時期の日本の対中国観の特徴は以下である。（1）すでに清国を

軽視する報道が散見できる。（2）台湾問題、朝鮮問題に見られる強硬

論は清国に直接向いていない。（3）清国の力を評価する論説もある。

そして、第一点の清国を軽視する傾向はそのままこの後の朝鮮問題で

悪化するようになる。  
 

                                                  
68 岡義武、「日清戦争と当時における対外意識」、『国家学会雑誌』68-3-4、
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