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3 韓国における紛争に関する中国観 

3.1 1882 年壬午の変の中国観 

 

朝鮮政府は、開国してから大幅な軍政改革に着手した。閔妃一族が

開化派の筆頭となり日本と同じく近代的な軍隊を目指した。日本から

軍事顧問を招き、その指導の下に旧軍とは別に、新式の編成で新式の

装備を有する「別技軍」を組織し、日本式の訓練を行ったり日本に留

学させたりしていたのである。 

開化派は軍の近代化を目指していたため、当然武器や用具なども新

式が支給され、隊員も両班の子弟が中心だったことから、守旧派と待

遇が違うのは当然だったが、守旧派の軍隊は開化派の軍隊との待遇が

違うことに不満が募る一方であった。それに加え、当時朝鮮では財政

難で軍隊への、当時は米で支払われていた給料の支給も遅れがちであ

った。さらには米を砂で水増しし、その余った部分を着服しようとし

た倉庫係りがおり、朝鮮の旧式軍隊が一挙に暴動し始めた。 

反乱を起こした兵士の不満の矛先は別技軍を支援してきた日本人に

も向けられ、さらには無関係だった日本の在留民や日本公使館などの

人をも殺害し、当時の公使花房義質らはイギリスの測量船に頼って長

崎まで逃げたのである。 

『日清交際史提要』において、このように記述している。「我明治十

五年京城ニ兵衛ノ兵丁ハ久シク餉ノ給セラレザルヲ憤リ咎ヲ閔族大臣

ニ帰シ徃
ママ

テ大院君ニ訴フ（…中略…）又一団ノ兇徒ハ日本公使館ヲ襲

撃ス公使花房義質館員ヲ団束シ囲ヲ突テ大街ニ出デ（…中略…）兇徒

ノ追撃ヲ免カレ英国測量船飛魚号ニ搭シテ本国ニ返レリ」69であり、大

院君の動きと日本花房公使が攻撃される経緯を描いている。 

 そのときの朝鮮における保守、改革両派について、日本でも関心を

寄せている。特に親日と見られる改革派について、『郵便報知新聞』で

7 月 6 日付の新聞で、こう述べた。 

 

○朝鮮の日清両党は廟堂に於ては據清説の者多きが如くなれども、

                                                  
69 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030242500、『日清交際史提要』、第

十二編 第二回朝鮮事件 
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民間は清国は台湾の一挙日本の為めに失敗を蒙り、又琉球談判も

遂に日本に勝利を譲りたり、斯れば清国は世の末にて、日本は実

に日の出の有様なれば依頼すべしと云ふ者多し。 

○此頃閔参判に充て上書を出せし者あり、其意は露国と親しむべ

からざる事理八ヶ条を陳じ、五洲の大勢を説きて頻りに日本に親

しむべき旨を述ぶ、其識甚だ広く、其説最も穏当なりとの評あり。

70 

 

朝鮮はこの頃、清国に頼る保守派が盛んであったが、やはり日本の

ほうが台湾事件でも琉球事件でも有利であったから、日本に頼るのが

いいだろうという意見を民間の声を借りて伝えているのである。実際

朝鮮の国民の声かどうかは知らないが、日本が自分に有利な声を拡大

して伝達しているように見える。 

そして、壬午事変が勃発し、連日のように新聞や特報が日本に入り、

新聞もこれらを大きく取り扱ったのである。71これもそのはず、初めて、

                                                  
70『郵便報知』、1882 年 7 月 6 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P106 

71 ７月の終わりから連続して『東京日日新聞』、7 月 31 日、「本月廿三日午後五

時激徒数百人不意に起りて公使館を襲撃し、矢石銃丸を飛ばし…」、『郵便報知

新聞』、31 日、「去る二十三日朝鮮国の府兵数百人が、不意に起りて京城に在る

我が公使館を取込み、小銃を打掛け、四方より襲ひかゝりたり…」、『東京日日

新聞』、8 月 1 日、「韓地の変動に付き、我が金剛、天城、日進の三軍艦は一昨

三十日の午後より糧食を積込み、昨三十一日午後十時に横浜を出帆して、金剛、

日進は仁川に、天城は釜山に赴くべき訓令を附せられたりとぞ…」、『郵便報知

新聞』、8 月 1 日、「朝鮮国の変事に付、昨日は早朝より大臣参議及び陸海軍の

将校方十数名が内閣へ参集せられ、種々御評議の席へ聖上にも出御あらせられ、

処分の方法を聴しめされしやに承まはる…」、『時事新聞』、8 月 1 日、「昨日陸

軍省参謀本部に於て、在京の将官盡く参集し種々計画を討議され、小沢総務局

長は会議の結果を内閣へ上申し、即ち高島少将を問使として花房公使と共に軍

艦に搭じ、長崎最近の鎮台歩兵一大隊を率ひ仁川港へ向つて発航する事に決し

…」、『東京日日』、8 月 2 日、「…此三艦は兼て品川沖に碇泊せしが、卅一日の

午前に韓地発行横浜回艦との命令を達せられんとするに、同日の大風にて小船

の往返不便なれば、信号記を以て先づ横浜回艦の事を命ぜられ、其後朝鮮行の
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日本は清と同時に派兵し、朝鮮の武力暴動を鎮圧するという緊張状況

は、琉球事件や台湾事件とは比べ物にならない厳重な事態であったの

                                                                                                                                                  
命を下されしと云ヘリ…」、『東京日日』、3 日、「井上外務卿には彌々昨日午後

四時横浜抜錨の玄海丸にて下の関へ出張せらる、（同港にて花房公使に旨を伝へ

られ、公使の出発後暫時滞留あるて引返さるゝよし）…」、『東京日日』、5 日、

「井上外務卿は四日午前六時神戸に着せられ、五日午前四時下の関へ向け出帆

せらるゝ旨其筋へ電報あり。…」、『東京日日』、7 日、「朝鮮ノ事果シテ吾曹ガ

予想セシ如ク内外同時ニ発シタル事変ニテアリキ、…此変ヤ全ク攘斥党ニ出デ、

大院君其首謀ト成リテ開国党ヲ一掃セルノ変乱ナリト知ラル。…」、『東京日日』、

7 日、「…釜山浦無事、京城異変の報知あり、国王無事、王の妃其他大臣貴官十

三名死す、大院君政事を執る。」、『東京日日』、8 日、「大院君王宮に薄り王妃と

世子の妃を毒殺す、…二十一人程殺さる、大院君政事を執り東莱府に指図し、

此度の事は内乱より起り余焔公使館に及びたり、…」、『東京日日』、9 日、「花

房公使ガ、京城ニ入ルニ当リテ第一ノ緊務ハ…我ガ公使ハ談判ノ相手トスルニ

足ルベキ新政府ヲ見ルヲ得ベシト信ズルナリ。」、『時事新報』、10 日、「…奇変

忽ち起れり公使以下皆速に後山に避けよと告げ、…若し乱民ありて我公館を犯

さんと欲せば、政府は宜しく兵を派して護衛せらるべし。」、『東京日日』、11 日、

「…明治丸へ花房、高島等乗組み出艦せり、天城艦は釜山へ向け出艦す…」、『東

京日日』、11 日、「清国よりの電報に依れば、同国の兵一万五千人は既に国境を

越えて朝鮮の領地内に入り込みたり、…」、『東京日日』、12 日、「変乱後の形況

は凡て日本人に親みたる者、及び開化に意ありと称せらるゝ者を捕へ、或は殺

し或は獄に繋ぐ等にて頗る擾々たり、国王は無事、政府は常に異なる事なく、

大院君が政道となり百事を総裁し、…」、『東京日日』、14 日、「…今回の変事た

る当今の政府革命に赴くの兆たるや明らかなり。…」、『朝日新聞』、16 日、「今

回朝鮮暴徒の張本たる大院君といへるは、元より正しからぬ性質の人にて、…」、

『東京日日』、19 日、「居留人民は此報を聞て一同騒ぎ立ち、各々鉄砲鎗刀の類

を携へ居留地境を固め、境外には哨兵を張り、…」、『東京日日』、26 日、「公使

一行は護衛兵を率ひて列を正して進行し無事に入京ある、…」、『東京日日』、9

月 4 日、「朝鮮談判約定書」、『東京日日』、5 日、「…其翌三十日を以ていよいよ

談判約束書に調印する運びに至りて好結果を得たる事なりと云へり、…」と、7

月 31 日から 9 月 5 日までの間、21 編の報道が集中するという以前に類をみな

い様子であった。、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P117-145 
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である。 

安岡昭男は『明治前期大陸政策史の研究』で、日本政府の基本的な

態度を以下のように述べている。「当時日本の国内朝野に開戦論しきり

に唱えられたが、井上外務卿はじめ政府当局は強硬態度を持しながら

も、基本方針は平和解決を旨としていた。」72ということは、当時の軍

備は不十分であるとし、事件の解決をできるだけ平和的に解決を試み

たいからである。そして、清軍は朝鮮が属国であることを理由にその

まま事件の鎮圧を担当し、日本軍は無力であった。藤村道生は「日本

の対アジア観の変遷」でこう分析している。「（…前略）しかし、中

国は日本が朝鮮を圧迫する側に立つことを傍観してはいなかった。中

国は、日本の行動よりもいっそう迅速に行動した。中国政府は日本軍

の出兵にさきだって大軍をソウルに送り込み、反乱軍によって政治的

実権者の地位に復活した大院君を拘禁したうえ、きびしく内政に干渉

した。中国は従来の内政不干渉をたてまえとする対藩帰属国政策を根

本的に変更し、朝鮮を西欧的な意味における保護国に改変しようとし

たのである。」73であり、そして、朝鮮における壬午軍乱の発生は日清

両国の情勢を変えたのである。  

『東京日日新聞』が事件が鎮静化しつつあった 9 月 7 日に以下の報

道をした。 

 

（前略…）馬氏の韓廷に於ける頗る威力を有するものの如くなり、

然れども我公使に対しては、今だ曾て朝鮮為中国之属邦など云ふ

気色をも顕はさゞりしと云ふ。74 

 

また、連続して、清国が朝鮮が属国であるかのように、続けて二篇の

記事があった。75そこで、中塚明の『日清戦争の研究』の中にも、壬午

事変について、「いまただちに日本政府に対清戦争をやるだけの軍事的

準備はととのっておらず、しかも国内の政治状勢といえば、ときあた

                                                  
72 安岡昭男、『明治前期大陸政策史の研究』、法政大学出版局、1998、P158 
73 藤村道生、「日本の対アジア観の変遷」、『上智史学』22、上智大学史学会、

1977、P24 
74『東京日日』、1882 年 9 月７日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P146 

75『東京日日』、1882 年 10 月 16 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P164 
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かも自由民権運動の昂揚期であった。壬午事変にたいして、強硬の処

置を叫ぶ声はもちろんいっぽうに高まっていたものの、後に述べるよ

うに、他方には政府の強硬処置を批判し、それに反対する世論も、自

由民権運動の側に有力であり、対清戦争をやるだけの国内世論の準備

もできていなかった。」76と述べた。たとえば改進党の指導者である小

野梓の意見によれば、「東洋諸国にたいする外交政略の要を一言でいえ

ば、「支那に与ふるに疑を解くの便を以てせよ、朝鮮に与ふるに怨を散

ずるの便を以てせよ、西洋諸国をして東洋の外交に干渉せしむる勿れ」

（「外交を論ず」、『小野梓全集』上巻）ということだとのべ、壬午事変

も「韓人の怨の未だ解けざるの證」ではないか。だから償金をとるべ

きではない、しかし、すでに償金を得ることに決まったいまでは、そ

れを「我が国庫に入れず、直ちに之を朝鮮政府に与へ、……以て朝鮮

の進歩を助けようと論じた。」77のである。岩倉具視も同じ意見を抱い

ている。安岡昭男は『明治前期大陸政策史の研究』の中で、岩倉の意

見を以下のように述べている。「清国ノ衰頽ハ甚キヲ極ムト雖ドモ、地

広ク財多キヲ以テ往々ハ進歩ノ見込有ル国ナリ（…後略）」（筆者注：「対

韓政策三カ条」、『岩倉具視建言書』所収）78と述べ、朝鮮に関しては、

「朝鮮ノ内情ヲ察スルニ、力ナク財ナクシテ、清国ニ倚頼スルノ念ハ

決シテ消滅スルヲ得ザルベシ（…中略…）我ヨリ陰ニ保護ヲ与エルモ、

清国必ズ之ヲ探知シテ我レヲ猜疑スルノ念益深ク、朝鮮ノ内政ニ干渉

スルハ一層ノ甚シキヲ加フベシ…」79しかし、残念ながら、政府の政策

は岩倉の意見に反し、清に対抗するように、壬午事件後の朝鮮との事

後処理で結ばれた済物浦条約に、次の内容を盛り込んだ。公使館襲撃

事件の犯人の逮捕と処刑、日本側被害者の遺族、負傷者への見舞金 5

万円、損害賠償 50 万円、公使館護衛としての漢城での軍隊駐留権、兵

営設置費・修理費の朝鮮側負担、謝罪使の派遣等である。とくに公使

館護衛としての漢城での軍隊駐留権は宗主権を主張する清国への牽制

を兼ねた。 

                                                  
76 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P45 

77 同上、P62 

78 安岡昭男、『明治前期大陸政策史の研究』、法政大学出版局、1998、P141 
79 同上、P141-142 
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 壬午事変をへて朝鮮における日・清の対立は日ましに深まり、明治

政府は清国にたいする戦争準備を大々的にはじめることになる。80壬午

事変以後日本が軍事力の発展に力を注ぎ、一方で中国の動向に注意し、

中国との戦争準備を着々と進めていたのである。1883 年１月１6 日に、

日本が軍拡を決議した。「（…前略）来ル明治十八年ヨリ兵隊増置……

御沙汰相成候御旨趣貫徹候様可致筈ニ付同年度以降年額通貨二百万円

ヲ目途トシ年々増加スヘキ兵員及之ニ係ル費用ノ預算取調可申出此旨

及内達候事」81また、この事変を通じて、日本国民のあいだに日本は、

まず日本と中国のいずれが東洋の盟主となるかを決定するために朝鮮

の支配権をめぐって決戦しなければならぬという認識がひろがった。

しかも、中国が強力であり侮り難いという認識は、日本がいっそう急

速に西欧化してアジア的状態から脱出せねばならぬという「脱亜入欧

論」を国民に受容させることとなった。その結果、「富国」政策を「強

兵」政策に転じなければならぬという軍部の主張は、政府全体に受け

入れられることになり、さらに在野勢力のかなりの部分から支持され

ることになった。82 

1883 年に入って、中国に対するニュースの捉え方も以前とは違って

きたのである。例えば１月 8 日の『郵便報知』の記事では、清国の密

偵についてこう記述している。 

 

清国政府の挙動 ○同政府は早晩我政府へ向ひ琉球事件の談判に

及ばん意なるも頻年多事なるを以て因循に附する様に思ふ者もあ

れど、同国の気風として事を急遽にせず、漸時歩を進むる有様に

て、聞く所に據れば同国の文人墨客なりとて頻々我国へ渡航し、

名区勝地を探る為めなど称じ内地を周遊する者の中には其筋の内

命を受け、我地理風土人情等の探偵に奔走する者もありといひ、

又横浜などに住する清国人の中には、軍事に必用なる我地理図を

                                                  
80 同上、P46 
81 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03022898100、陸軍省ヘ兵員増加ノ儀

内達ノ件 
82 藤村道生、「日本の対アジア観の変遷」、『上智史学』22、上智大学史学会、

1977、P22 
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得んと切望する者もあるは疑はしき事なりといふ。83 

 

 これは以前のように清国をただ理由もなく嘲笑したり、軽蔑したり

した記事とかなり態度が変っていた。清国人が日本の国情を偵察し、

軍事用の地図を手に入れようとする態度に、日本が警戒したのである。 

 また、日本では、中国と朝鮮の通商について、こんな論説があった。 

 

（前略…）源
ママ

来支那政府は自ら朝鮮を属邦視し、公然と為中国之

所属など文書に記しながら、其属邦と通商条約を締盟して後、初

めて其国人が彼の国内に貿易する事を得ると云ふは前後相適はざ

る事にして、益々前言は例の誇大の妄言たるを証するに足るべし

との評もあり、併し矛盾と撞着は彼国政策の一つなれば、此事に

限りて左のみ怪しむにも足らざる歟。84 

 

この記事のなかで、いくら中国がどんな矛盾で前後相反であろうが

と言っても、日本の新聞が清と朝鮮の関係に危惧しているようにみえ

る。中国が朝鮮においても貿易はこれまでずっと日本に抑えられてい

たが、日本が朝鮮を支配しようとした意図がはっきりしてきて以来、

中国の商人も次第に朝鮮に進入し、日本商人と競争していたのである。

しかも日清戦争前までに両国が朝鮮の貿易輸出入に占める割合が接近

したのである。 

こんな日中両国が朝鮮であらゆるな面で競争している時、中国の陸

海軍に関する二つの記事が日本人の目を引いてきたに違いない。 

 

清国水陸の全軍は十八省並に満州、新彊、蒙古、西蔵を合せて総

計陸軍の兵員百十一万八千七百卅九名より少なからず、之を八旗

兵、緑営兵、勇兵、練軍兵其他種々の兵種に別つ。艦船の数亦九

百二十艘に及び江船、海船、汽船の三種とす。最も勇悍精錬と称

                                                  
83『郵便報知新聞』、1883 年 1 月 8 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、

P207 

84『東京日日』、1883 年 1 月 13 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P213 
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せらるゝ勇兵、練軍（…中略…）通計十万九千七百五十。此勇兵

及練軍は各省督撫の統轄にして緑旗将校の指揮に属し、其の操法

は統轄者の意見に従ひ或は独或は英、或は佛、或は欧清を折衷せ

し者にて其制一ならず、服装銃器も亦各省同からざる由。尤右の

勇兵、練軍は、常備兵殆ど九十万の外の壮兵に過ぎざれば、清国

の陸軍決して與みし易しと謂ふべからず。海軍にては年紀訓練総

て法を英国に取り、其の進歩も甚だ迅速なり。明治十三年秋の調

査には軍艦の数五十三隻なりしも、昨年夏の調査によれば既に其

数百五隻あり云々。85 

 

ことさらに清国の兵力を過大評価し、百万の清国軍隊と戦うのは困難

であると説き、新式の勇軍、練軍だけでも 10 万以上あり、日本民衆の

危機感を喚起している。そして、軍艦の輸入をしていた清国艦隊につ

いても、 

 

（前略…）是れ我扶桑艦と雖ども猶ほ一歩を譲るべき巨艦にして、

東洋に於て第一等の軍艦と称すべきのみならず、全世界に多く見

ざるの軍艦なり、此艦一隻は既に昨年中にほぼ成功に至り他の一

隻も最はや落成に至りしなるべしと云ふ、又同国政府より英国へ

註文し、英国に於て現に製造中の軍艦も八隻程あり、これは前の

二隻に比すれば小型なるものゝ由なれども中には甲鐵艦もありて

孰れも良軍艦なり、（…中略…）況して僅に一葦帯水を隔たるのみ

の隣国にして、殊に武備の一点に至りては開闢以来嘗て一歩をも

彼れに譲りたることなき我国に於て、今日空しく彼れが兵備の斯

の如く盛なるを見、且つ羨み且つ畏れて拱手傍看するは殊に残念

なることと謂ふべく、且つ此有様にては到底其侮を禦ぐこと難か

るべし、されば万々戦争の憂なしとするも国威を損せず国安を維

持せんと欲すれば、我国にても陸海の武備を拡張するより外に道

なし、然らば是等の為めに自然少許の租税を増加せらるゝことあ

ればとて、彼れ此れ苦情を鳴すものゝ如きは之を繊芥微塵も愛国

                                                  
85『朝野』、1883 年 1 月 23 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P225 
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の心なき卑劣漢と謂ふより外に辞なかるべし。86 

 

 とくに二篇ともに清国の海軍力を評価し、船の数、装備の質、兵士

の訓練などはすべてヨーロッパに見習い、日本海軍に莫大な脅威を与

えている。そして第二篇には陸海軍の軍拡を宣揚し、軍拡に反対する

者は「繊芥微塵も愛国の心なき卑劣漢」と呼ぶように至った。これだ

け見ても、日本が中国に対する戦争準備を全国国民に意識させようと

するのがあきらかであろう。つまり、「天皇制政府はこれを機会に大々

的な軍備の拡張に全力をあげ、朝鮮との戦争をあおるようなパンフレ

ット類もたくさんで、かねてから朝鮮に干渉すべきであると論じてい

た福沢諭吉などは、この事件後、日本の国威を東洋に輝かすためには、

重税その他あらゆる犠牲にたえて軍備拡張に全力をあげ、清国との戦

争に備えるべきであると主張し、（「東洋の政略果して如何」、『時事新

報』一八八二年十二月七日～十二日）、政府の軍備拡張を支持した。」87

のである。 

 また、1882 年に締結された米朝修好通商条約について、東京日日新

聞はこう評している。 

 

（前略…）又一方を顧みれば今回の一挙は日本政府に大満足を与

へ、其地位を鞏固ならしむるものと云ふべし、何にもせよ米政府

が此一挙を以て清国の主張する処の権利を破りたるは、大に日本

国外務卿の労を省き、此より日本政府が豫てより望まるゝ朝鮮国

の日清共同保護の門を開くに至るべしと云へり。88 

 

といい、アメリカが米朝通商条約の中で日本に有利な条目を盛り込ん

だことを評価している。とくに日本当時の望みである朝鮮の日清共同

保護は一向に清国に受け入れなかったこの頃は、日本は朝鮮において

清国に押されつつあり、朝鮮を手に入れられなかったら、日本国家の

存亡にも関わるであろうという見解もある。 

                                                  
86『東京日日』、1883 年 2 月 5 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P234 

87 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P56 

88『東京日日』、1883 年 4 月 28 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P283 
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 結局、壬午事変は日中両国の武力衝突には到らなかったものの、こ

の事件における清国の強圧的な態度に、日本は危機を感じ、戦争は不

可避であろうという認識は国中に広まった。また、この事件に見られ

る清国軍と比べて、いまだ劣勢であった日本軍も軍拡を決意し、将来

来るであろう日中戦争に備え、着実に準備を進めていたのである。森

山茂徳も『日韓併合』で同じ意見を述べている。「しかるに、まず戦

争を覚悟して中国に対抗することは困難であった。外務卿井上馨は、

日本の国力は中国に対抗しうるほど充実していないと考えていた。し

たがって、井上は対中国政策としては表面上対立を回避しながら、裏

面で将来の対中国戦争に備えるべく、軍備を拡大するよう主張した。

（…中略…）また山県有朋も『陸海軍拡張に関する財政上申』を提出

し、中国を仮想敵国と既定して軍備拡張を主張したが、それは対中国

戦争の可能性に対する準備であり、ただちに中国と戦端を開くためで

はなかった。」89と政府の意見を述べている。日本政府は、できるだけ

回避を試み、やむを得ない場合には開戦を覚悟しているということで

ある。 

 

3.2 1884 年甲申政変における中国観 

 

 壬午事変以後、朝鮮の閔一族が政権を握り、清国にしたがう事大政

策をとってきた。このままでは朝鮮の現代化がすすまないと危惧して

いた開化派は日本の福沢諭吉らと接触した。開化派の狙いは、日本と

同じように国王を頂点とする近代立憲君主制国家の樹立であった。開

化派が計画したのは 1884 年 12 月に設立した郵政局の開設記念パーテ

ィーの際にクーデターを実行し、守旧派の官員を一掃し、日本の力を

借りて、国王を頂点とする立憲君主制を立てるものであった。そして、

この計画が成功する要素は清の勢力の排除であった。当時、清国はフ

ランスとベトナムで戦争中であり、朝鮮では軍備が手薄であろうとい

う予測を立てた。しかし、清国は清仏戦争で敗退した後、全力で朝鮮

のクーデターを制圧しにかかったのである。結果、開化党の計画が失

敗し、三日で崩壊したのである。 

                                                  
89 森山茂徳、『日韓併合』、吉川弘文館、1992、P19 



 - 48 -

 その頃、清国とフランスの戦いについて、同年 11 月 8 日の新聞にこ

う記している。 

 

（前略…）且ツ又清人卑屈無気力ト雖モ、間々満州政府ヲ覆ヘサ

ント欲シ竊に党與ヲ聚ムル者ナキニ非ズ此等ノ人物ハ他ト比シテ

多少優等ノ気力ヲ有シ聊国ヲ愛スルノ心モ有ル者ユヘ、国歩艱難

ノ今日ニ方テ之ヲ座視スルニ忍ビズ、募に応ジテ兵営ニ入ル者少

ナカラザルガ如シ。90 

 

 とくに注目したいところは、この段落である。清国を革命で覆す勢

力が潜んでいるということを示し、また今日の清国は「国歩艱難」で

あるとし、将来の運命を悲観視しているようである。 

 しかし、甲申政変の重要なポイントは日本が背後から関与している

ところであったが、当時日本の新聞にはそんな痕跡が一切見られない

ところが気になる。例えば 12 月 16 日の新聞にこう述べている。 

 

朝鮮暴動の変報 

偖今度の変乱は進歩党の方より手を出したるが如し、此の党の

中にも過激派ありて、先づ廟堂にて勢力ある守旧党を除かざれば

十分の改革事業は行はれ難しなどゞ思ひ、密に謀を運らし不意に

起りて閔泳翊を初め守旧党の諸大臣を刺殺するの挙動に及びたる

（…中略…）国王王妃より特使を我が公使館に遣はされ、早く日

本兵を率ゐ来りて王宮を護衛し玉はるべしとの御依頼ありし由。

竹添公使には此の御依頼に応じ、直様日本兵を率ゐ王宮より入直
ママ

して護衛したり。91 

 

という朝鮮についての記事から、日本国内が最初からこのことについ

て完全に知らない様子であった。森山茂徳は『日韓併合』でこの状況

を次のように述べている。「…日本政府は、日本側出先がクーデター

                                                  
90『郵便報知』、1884 年 11 月 8 日、1936、第五巻、P544 

91『東京日日』、1884 年 12 月 16 日、1936、第五巻、P559 
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への関与を請訓した時には、中国との衝突回避に方針を転換し、これ

を否定する訓令を発したが、その到着前にクーデターが実行された。

日本政府は清仏戦争の推移から、中国の干渉可能性への過小評価を改

めたため、方針を転換したのである。」92さらに次の記事では、 

 

（…前略） 

金晩植の手書 

承審  旅候萬祺。仰慰々々。今聞。袁氏從宣仁門率兵而入。為有
。。。。。。。。。。。。。。。。

攻擊貴國公使之勢。又聞。命華商輩。將有不平之舉於貴國人
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。晩

植與貴下。數年斡旋。今聞此事。義不可不報知。故略此不宣。詳

細事。叩之于張司事。如何。 

                        十九日 晩  植 

 

此書簡の趣に依れば、袁世凱が支那兵を率ゐて大闕に入りたるは、

王宮守護の為めにあらずして、竹添公使を攻撃するが為めなりし

事と、又袁世凱が支那商人等に命令して、日本人を殺さしめたる

事とは甚だ明白なり、書中要句の傍に圏点を附したるは時事新報

記者が注意なり、金晩植は明治十五年朴泳孝が日本に使節として

来りたる時副使を勤めたる人にて、此時より既に十分事大党主義

の人なりしなり。93 

 

 これは、金晩植という朝鮮官員から日本公使への手紙というのであ

る。清国がクーデターを鎮圧するとともに日本の公使にも害を及ぼす

という確信度の低い噂であろうが、一旦新聞載せられたらこれを読ん

だ読者はすくなくとも清国を敵視するだろうから、本来、こういう噂

のたぐいのものには詳細な考察が必要であったが、これを簡単に掲載

する意味はあきらかであろう。 

 この事件以後、日本の清国に対する報道の見方が大きく不信と懐疑

に偏った。 

 

                                                  
92 森山茂徳、『日韓併合』、吉川弘文館、1992、P26 
93『時事』、1884 年 12 月 31 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第五巻、P570 
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丁汝昌は旅順より軍艦三隻を率ゐて朝鮮へ出発する旨を時事新報

に載せたり（上海通信員より二日の午後に発したる電信なりと云

へり）。我社へは此事に付き上海より未だ何とも報道せず、其筋へ

も同じく来報なき様子には聞ゆれども、事情より察すれば蓋し此

事ありと思はるゝなり丁汝昌を朝鮮へ遣はす事は、頃日より其報

あることなれば疑ふべくも非らず、其率ゐる所の軍艦は曩に李鴻

章より台湾出征の艦隊に加はることを見合すべしと命じたる超勇、

揚威の二隻と其他の一隻なるべし、果して然るときは現に仁川（南

陽）に四隻ある上に、此の三隻を増して清国軍艦は七隻の艦隊を

韓海に見るに至るべし、用意の程こそ甚だ不審なれ。94 

 

清国の艦隊が朝鮮に接近することについて、必要以上に疑い、あた

かも敵国を偵察するように描き、清国に対するマイナス感情を露にし

たのである。さらに、同時に朝鮮の南陽に停泊していた清の軍艦を偵

察したのである。 

 

我が日進艦は南陽に清艦の来れるを聞き、仁川を発して視察に赴

きたるに、清艦は我が軍艦を見るや否、恰も敵艦の来襲に遇へる

が如くに非常の用意をなし、砲門をも開きたるとの事は兼て前号

に記せしが、猶ほ其の詳報を聞くに、十二月二十七日午前九時ご

ろ、日進艦は仁川を発し、午後一時三十分南陽なる清艦二隻投錨

したる所に着きたり、追追近づくに風の方向と艦の位置とに依り

て、我が旭日の国旗を清艦よりは正しく視認ることを得ざりしに

や、彼艦は頻りに合図の信号を為すよと
マ マ

見えしが、忽ちに煙筒よ

り黒烟を吐出し、蒸気鑵に火を点じて俄に備をなせり、少頃にし

てまた錨索を縮むる者の如く見えたり、是れ抜錨の用意をなすが、

また切断の用意をなすにやと思はれたり、遠眼鏡を以て伺ふに頻

りに信号旗を飜へして、艦中騒動する様明かに見え、砲台に昇降

し、甲板上を奔走して狼狽周章する者の如くなりし、少時にして

日進艦は進んで彼艦より千六百メートル許の所に至れば、是まで

                                                  
94『東京日日』、1885 年 1 月 3 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P5 
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岩岬に隠れて見えざりし他の一艦を見たり是も今我艦を見るや否、

直に信号旗を飜へし、砲門を開放しアルムストロング後装十イン

チ口径の大砲を出して、其砲口を此方へ向けて狙を定めたり、時

に日進艦は進航を止めて、只彼の周章して艤装するを見居たり、

されど最はや清艦の所在を認めたる上は要なければ、是より後進

を始めしに、彼艦より小汽艇一艘進み来るにぞ、用あるにやあら

んと少しく止めたるに、彼は敢て近寄もせず忽ち亦湾内へ帰り去

りたり、夫より日進艦は艦首を廻らして仁川に帰り着きたるはそ

の日の薄暮なりと云へり。95 

 

 清の軍艦の正常な戦備をわざと慌ただしく説き、清国が日本の軍艦

を怖がっているように言っている。実際の戦争或は戦闘において、清

国軍艦の動きは正常であり、時間を稼ぐために早く動くのもおかしく

ない。これらをあえてこんな風に描写するのは、やはり政治宣伝する

ためであろうと推測して差し支えないだろう。 

 また、甲申政変後朝鮮における中国人と日本人が互いを敵視する心

配もあり、とくに清国は袁世凱を派遣するというので、次のような論

説がある。 

 

今日世人の眼は悉く北京談判の結局如何と、在朝鮮京城日本人

と支那人との間如何の点にあるが如し、今度日進艦便にて在京城

の某氏より、社友の手に達したる書信に云ふ、曩に呉大澂が将に

帰国の道に就かんとする時には、其随行員にて交際家の名ある羅

寳録もいよゝゝ随て帰国すべければ、跡に残る支那人中にて頗る

剽悍無前の聞え高き袁世凱が総帥にて、加ふるに我護衛兵が、国

王既に落ちさせたれば最早王闕を引上げしを、日兵潰散せりなど

誤信し居る支那兵どもなれば、呉大澂が果して帰国の後は、在京

城日清両国人の間如何あらんと按じ居りしに呉大澂帰国の前後に、

彼の袁世凱は父母の病気看護を名として北京政府より帰国を命じ、

而して彼の羅寳録は今尚ほ止まりて京城にあり、単に我公使館と

の交際の彌縫に従事するものゝ如し、又我公使館にては、近藤代

                                                  
95『東京日日』、1885 年 1 月 7 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P10 
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理公使が温和以て外人に接せられ、長谷川大隊長が厳正以て其士

卒を率ゐ居られることなれば、目下在京城の日本人と支那人との

間には、其表面上に於ては毫も不和の兆はなきものゝ如し。96 

 

 やはり日本の朝鮮在留民も強硬策にでた清国の態度が気になるので

あろう。いままでは双方が互いの不満や怒りを抑えていたが、若し袁

世凱が派遣されてきたら、清国側の対応はどのように変るのか心配で

あろう。 

 中塚明の『日清戦争の研究』によれば、甲申政変後、「開化派を支援

して、朝鮮に勢力をすすめようとした日本政府の意図も完全に頓挫し

た。いや頓挫したばかりか、甲申政変にたいする日本側の関与は、朝

鮮政府をして、ますます対日不信を増大せしめ、かつまた清国の朝鮮

への内政干渉を強化させる結果ともなり、さらには日・清両国のあい

つぐ干渉に不満をつのらせた朝鮮王室をして、ロシアと接近せしめる

ことにもなり、一八八五年には「朝露密約」さえむすばれようとした。」

97のである。これは日本にとって、朝鮮での後退を余儀なくされたこと

を意味する。 

 また、甲申政変でクーデターの首謀者たちが酷刑に処された後、清

や朝鮮の残忍さにあきれて、福沢諭吉があの有名な「脱亜論」を書い

たのである。1885 年 3 月 16 日、福沢諭吉が『時事新報』紙上に掲載

した。福沢は、中韓の廃頽は日本にとって「喩へば比隣軒を竝べたる

一村一町内の者共が、愚にして無法にして然も殘忍無情なるときは、

稀に其町村内の一家人が正當の人事に注意するも、他の醜に掩はれて

湮没するものに異ならず。」98であると例え、正式に中国と朝鮮に「我

日本の國土は亞細亞の東邊に在りと雖ども、其國民の精神は既に亞細

亞の固陋を脱して西洋の文明に移りたり。然るに爰に不幸なるは近隣

に國あり、一を支那と云い、一を朝鮮と云ふ。（…中略…）左れば、

今日の謀を爲すに、我國は隣國の開明を待て共に亞細亞を興すの猶豫

ある可らず、寧ろその伍を脱して西洋の文明國と進退を共にし、其支

                                                  
96『東京日日』、1885 年 3 月 6 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P51 

97 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P51 
98 『福澤諭吉全集 第 10 巻』、岩波書店、1960、P240 
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那朝鮮に接するの法も隣國なるが故にとて特別の會釋に及ばず、正に

西洋人が之に接するの風に從て處分す可きのみ。惡友を親しむ者は共

に惡友を免かる可らず。我は心に於て亞細亞東方の惡友を謝絶するも

のなり。」99と宣言したのである。この時の投書もやはり西洋諸国に見

習い、廃頽した東アジアの朝鮮と清国を侵略すべき国と見なしたので

ある。遠山茂樹は『福沢諭吉』で、「脱亜論」について、こう述べてい

る。「（…前略）この論文の特色は、西洋文明東漸（言葉をかえればヨ

ーロッパ列強のアジア侵略）の勢をこれを防ぎとめることはできない

という断念を強く表明したのである。そして、これを防がざるのみな

らず、つとめてその「蔓延」を助け、国民をして早くその気風に浴せ

しめることこそ智者の仕事だと、帝国主義への適応に積極的姿勢をと

ったことである。」100というのである。つまり、この時期の新聞報道と

福沢諭吉等知識人の言論により、日本は確かに清国と朝鮮をアジアの

野蛮国とみなし、国家の世論の下地を作っていたのである。 

  

3.3 1885 年天津条約から長崎事件までの中国観 

 

 1885 年に入り、両国は比較的平和な状況に入ったとは言え、一番の

仮想敵である清国のもっとも脅威的存在である李鴻章の兵力について

も、やはり一目を置いている。李鴻章の北洋陸軍が増えるということ

に、以下の記事が出されたのである。 

 

李鴻章ノ兵（二月十八日刊行澳国ノイエ、フライエ、ブレッセ）

○「タン」新聞ノ報ズル所ニ據レバ、直隷総督李鴻章ノ兵員ハ現

今四万五千人ニシテ、之ガ指揮官タルモノハ、清国ノ将官トシテ

聘用セラレタル独逸国前大隊長ナルレーマン及パウリーノ両氏ナ

リ、斯ノ新任指揮官等ハ其ノ兵制ヲ大ニ拡張センコトヲ期シ、来

夏季ニ於テハ拾万人余ノ精練兵ヲ編成スベキノ見込ナリト云フ。

101 

                                                  
99 同上、P240 
100遠山茂樹、『福沢諭吉―思想と政治との関連―』、東京大学出版会、1970、P196 

101『官報』、1885 年 4 月 8 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P64 
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 山県有朋の建議により、1883 年 7 月 2 日に創刊された官報は、清国

の新しい部隊に極めて高い興味を示した。それは政府の出版物である

から、一定程度日本政府の注目点を窺える。つまり、清国の軍拡に対

抗して、我国の軍拡も進めなくてはならないし、そのための増税も不

可避であり、全国一致で清より強い軍隊を作り上げるという政治宣伝

として、この記事が出されたと思われる。 

 85 年 4 月に、日清両国が朝鮮について談判し、合意したのが天津条

約である。天津条約の成功について、東京日日新聞が榎本公使に功を

着せたのである。 

  

凡そ清国に対する外交上の談判は、其対手国の何処たるを問はず

必ず長びきて容易に決着に至らざること殆んど其常例の如くなる

にもかゝはらず、今回の事件に限り僅々五六回の談判を以て事全

く落着に至りしは、偏に我伊藤大使の談判に其当を得られたると、

李中堂の事理を見るに明なりしによるは勿論なれども、其間にあ

りて尤も功労の多かりしは我榎本公使なり、公使は談判中常に大

使と中堂との間に周旋盡力せられ、たまゝゝ談判の渋滞する所あ

るも、公使自ら李中堂に面会して之を疎通せしめたれば、かくは

意外に早く決着を見るに至りたるなりと、薩摩丸に乗組みて帰朝

したる人の直話なり、左もあるべし。102 

 

 ここでは、珍しく清国の李鴻章について好評を与えている。そして、

清国全体としての欠点に対抗しているように伊藤大使と榎本公使が李

鴻章に働きかけているという印象をうけている。そして、条約の内容

はつぎのようである。 

 

日清約款 ○吾曹が読者諸君と共に其発表を竢ちたる日清約款は、

昨夜本紙を印刷に附したる後ち官報号外を以て告示せられたれば、

本紙の附録として不取敢之れを読者諸君に報道す。 

 

                                                  
102『東京日日』、1885 年 4 月 29 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P77 
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○太政官第三号 

客歳十二月朝鮮国京城事変ノ際、日清両国交渉ノ事件ニ関シ今般

清国政府ト談判ヲ遂ゲ、左ノ約書ヲ締結シ且照会書ヲ領収シ、以

テ其事局ヲ決了ス。 

 右告示候事 

 明治十八年五月廿七日 

   太政大臣公爵 三條實美 

   外務卿 伯爵 井上 馨 

   大日本國特派全権大使参議兼宮内卿勲一等伯爵 伊 藤 

   大清国特派全権大臣太子大傅文華殿大學士北洋通商大臣兵

部尚書直隷総督一等肅毅伯爵           李 

 各々奉ズル所ノ諭旨ニ遵ヒ公同会議シ専條ヲ訂立シ、以テ和誼 

ヲ敦クスル有ル所ノ約款左ニ臚列ス 

一、議定ス、中国、朝鮮ニ駐紮スルノ兵ヲ撤シ、日本國、朝鮮

ニ在リテ使館ヲ護衛スルノ兵弁ヲ撤ス、畫押葢印ノ日ヨリ

起リ四ヶ月ヲ以テ期トシ、限内ニ各々数ヲ盡シテ撤回スル

ヲ行ヒ、以テ両国滋端ノ虞アルコトヲ免ル、中国ノ兵ハ馬

山浦ヨリ撤シ、日本國ノ兵ハ仁川港ヨリ撤去ス。 

一、両国均シク允ス、朝鮮國王ニ勧メ兵士ヲ教練シ、以テ自ラ

治安ヲ護スルニ足ラシム、又朝鮮國王ニ由リ他ノ外国ノ武

弁一人或ハ数人ヲ選僱シ、委ヌルニ教演ノ事ヲ以テス、嗣

後日中両国均シク員ヲ派シ、朝鮮ニ在リテ教練スルコト勿

ラン。 

一、将来朝鮮國若シ変乱重大ノ事件アリテ、日、中両国或ハ一

國兵ヲ派スルヲ要スルトキハ、應ニ先ヅ互ニ行文知照スベ

シ、其事定マルニ及デハ仍即チ撤回シ再ビ留防セズ。（後

略…）103 

 

 以上の 3 条は日清天津条約の重要なところであろう。両国は条約が

交換された後 4 ヵ月以内に撤兵し、そして朝鮮の新式軍の訓練は第三

国に委ねることである。しかし、日清両国はそれぞれ自国の軍人を送

                                                  
103『東京日日』、1885 年 5 月 28 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P91 
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り込み、新式軍の訓練を強行的に請け負ったのである。 

そして、第 3 条は一番重要な条であろう。再び朝鮮で有事が発生し

た時に、両国がともに出兵することを明記している。そして互いに照

会する義務もあり、朝鮮の事が収まれば両国ともに撤兵するというの

である。両国がこの事件において、同時に撤兵することは日本がすで

に清国と同等の地位に立っているということを意味する。そして、両

国がともに朝鮮有事の時に出兵する第三条は後に日清戦争勃発の導火

線になる。そして、前出の京城内の両軍の衝突について、以下のよう

に述べている。 

 

 照会ノ事ヲ為ス、照シ得タリ、上年十月朝鮮漢城之変、中国ノ 

官兵ト日本官兵ト朝鮮ノ王宮ニ在テ争闘ノ一節ハ、実に両国国家 

意料ノ他ニ出ヅ、本大臣殊ニ惋惜ヲ為ス、唯ダ念フ、中、日両国 

ノ和好年久シク、中国ノ兵官等一時情急ニ已ヲ得ズシテ争闘スト 

雖モ、究ニ未ダ小心ニ事ヲ将フ能ハズ、應ニ本大臣由リ文ヲ行リ 

戒飭スベシ、貴大使ノ送リ閲スル日本ノ民人本多収之輔妻等ノ供 

状ニ、漢城内ニ在テ華兵屋ニ入リ掠奪シ、人命ヲ戕斃スル情事ア 

リト謂フニ至リテハ但ダ中国並ニ的確ノ証拠ナシ、自カラ應ニ本 

大臣ヨリ員ヲ派シ訪査シ、明確ニ供証ヲ取具シ、如シ果シテ当日 

実ニ某営ノ某兵アリテ街ニ上リ事ヲ滋シ、日民ヲ殺掠セシコト確 

トシテ見証アレバ、定メテ中国ノ軍法ニ照シテ、厳ニ従ヒ拏辨ス 

ベシ、此為メニ備ニ具シ、貴大臣ニ照会シ、査照ヲ煩ハスヲ請フ、 

須ラク照会ニ至ベキ者。 

 右、照会。 

大日本特派全権大使参議兼宮内卿勲一等伯爵 伊藤 

 光緒十一年三月初四日104 

 

甲申事変後の 1885 年 4 月に清と日本の間に結ばれた条約である。こ

の条約によって、日清両国のソウルからの即時撤退、将来朝鮮に出兵

する場合の相互通知等が約された。この条約が交換されてより、日清

両国はこれから十年間の間、大きな外交問題がなく、日清戦争まで比

                                                  
104 同上、P91 
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較的平和な状態が続いたのである。しかし、「将来朝鮮國若シ変乱重大

ノ事件アリテ、日、中両国或ハ一國兵ヲ派スルヲ要スルトキハ、應ニ

先ヅ互ニ行文知照スベシ、其事定マルニ及デハ仍即チ撤回シ再ビ留防

セズ。」という条約もまた、日清戦争の導火線になるということは周知

のことである。天津条約における日本の狙いは、「ただ充分な対清戦争

の準備ができるまで、清国の影響がこれ以上朝鮮におよぶのをくいと

めるために、両国軍隊の撤退が必須と考えられ、その実現に全力をか

たむけたのが、天津条約の交渉であった。」105ということであった。天

津条約の締結によって、条約上日清両国が朝鮮における勢力が均衡を

保っているように見えるが、実際ソウルに留まった袁世凱らによる清

国の朝鮮への内政干渉は明らかに強化されたのである。 

 そして、日中関係が「東洋和平の緊楔は作られたり」といわれるほ

ど沈静化した 1886 年に、また両国間における外交摩擦が起きた。それ

は長崎水兵事件である。『日清交際史提要』では、こう記述している。

「其十三日午後八時三十分頃数名ノ清国水兵寄合町貸坐敷楽遊亭ニテ

乱暴ヲ働キ遂ニ家財ヲ破毀シタル旨該家ヨリ丸山町巡査派出所ニ申出

テタルニ由（…中略…）水兵等ハ却テ巡査ニ暴行ヲ加ヘ（…中略…）

其十五日午後五時頃多数ノ水兵広馬場等ニ上陸シ居タルニ清国水兵不

穏ノ挙動アルニ付（…中略…）一時ニ二十名計リノ清国水兵ガ出来リ

襲撃シテ我巡査ヲ殺害セリ追々水兵馳セ加ハリ大勢トナレリ…」106事

件の発端は単純である。長崎に寄港する清国軍艦の兵士が休暇を取り、

上陸し飲酒した後騒ぎ出したところ、日本の巡査が拘引しようとした

ところ、逆に大勢の水兵に囲まれ殴られたのである。そして、事件は

そのまま大乱闘にまで発展し、死者も出るほどであった。 

 気になるのは、やはり各新聞のこの事件についての報道態度である。

この事件について、意外な報道が出たのである。 

 

長崎電報（八月十六日午後三時十八分特発不全延着）支那水兵の

暴行 

 

                                                  
105中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P52 
106 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030243200、『日清交際史提要』、

第十七編 長崎事件 
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○昨夜八時過支那水兵広馬場立番の巡査を侮辱して斬殺し、夫よ

り多勢梅ヶ崎警察署へ押寄て追返され、転じて本籠町より長崎警

察署に向ひ、丸山町の入口にて巡査と激闘を開きたり。水兵の数

は追々増して三百名に及び、巡査は思案橋まで引揚しが、人民は

巡査を援けて、十一時に至り僅に追散したり、警察の方にては即

死は巡査二名なり、負傷は警部補三名、巡査十五名、人民未詳、

支那水兵の方にては即死五名、負傷四十餘名ありたり。107 

 

 『東京日日新聞』では、上のように淡々と記述しているのである。

また、『改進新聞』も次のように何も加えずに述べている。 

 

争闘の原由は十三日の夜、清兵四五名寄合町遊楽亭にて酩酊の上

乱暴なし、巡査之を拘引せんとせし折、水兵大勢群集して巡査を

負傷せしむ。依て巡査も人数を増し致死を極めて暴行者を捕へた

るにあり。十五日夜水兵三百名程上陸し、隊を分つて飲食の後広

場立番の巡査を侮辱して殺害せり。夫より双方の争闘を起し、水

兵は人数を加へて梅ヶ崎警察署を襲ひ、退いて本籠町より長崎警

察署に向ひ、丸山町の口にて巡査と激闘せり。108 

 

 これはいままでから見て、公正な記事だといえよう。何も加えつけ

たり、事実を曲げたりしていないのである。これは日本の新聞報道に

対する検閲のためであろう。安岡昭男の『明治前期日清交渉史研究』

では、次のように述べている。「徐承祖公使は 8 月 21 日、青木次官と

会見の折に、日本の新聞紙が常に清国を『軽侮スルノ語筆ヲ帯ビ』て

おり、長崎事件発生以来それが甚だしくなり、日清両国の友誼親交上

に好ましくない、と発言した。青木次官は答えて、『当今、我国民心ノ

向フ所、主トシテ欧米ノ文明ニ在リ』、新聞紙が『清国ノ事物ニ対シテ

熱情ヲ有セザルモ勢ノ然ラシムル所ナリ』、としながらも、『悪口罵言』

については十分これを検束することを約束した。」109のである。 

                                                  
107『東京日日』、1886 年 8 月 18 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P318 

108『改進新聞』、1886 年 8 月 19 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第六巻、P318 
109 安岡昭男、『明治前期日清交渉史研究』、巌南堂書店、1995、P156 



 - 59 -

実はこの事件、今までの事件よりも戦争になる可能性が高いと思わ

れる。初めて両国の兵士と警察が大規模な騒ぎを起し、さらに今まで

の古い恨みなどを重ね、新聞の論説も世論も強硬になるはずだが、そ

うはならなかった。この事件の処理に関して、両国の官員がかなり心

を費やしたであろう。『日清交際史提要』では、事件後の条約を記載し

た。「（…前略）長崎ニ於テ日本巡査ト清国水兵トノ争闘事件ハ原ト言

語通ゼズ彼此誤解シ遂ニ互闘死傷ヲ致セシヲ以テ両国政府ハ応サニ事

実ヲ査辦シ以テ将来ヲ戒ムヘキ理ナレトモ本件ハ畢竟彼此長官ノ意料

ノ外ニ出タルモノニ係リ殊ニ双方委員会同シテ取調ベタルモ証拠人員

衆多ニシテ時日ヲ遷延セリ両国政府ハ之カ為メニ両国ノ交誼ニ障礙ヲ

生スルコトヲ欲セス是ヲ以テ両国政府ハ倶ニ平和ニ議結セシコトヲ望

ミ茲ニ両国大臣左ノ如ク議定シタリ…」110といい、両国の交誼のため

に尽力したのであった。 

 

3.4 1887 年から 91 年北洋艦隊訪日までの中国観 

 

1889 年の 8 月 26 日と 28 日に、中江兆民は『東雲新聞』186・187 号

に「憂世慨言」という文章を発表した。その中に清国と朝鮮について、

次のように述べている。 

 

（…前略）露は又清国の版図の広大なると土壌の沃饒なるとに

流涎して其鼻口を顫かせること久し。而して朝鮮国が正に其道中

筋に当れるより其鼻づらを朝鮮に指し付けんと欲するものゝ如し。

而して朝鮮人や清国人や到底我日本と親和し連衡し其郷国とする

の他更に進みて此亜細亜を一大郷国として共に彼れ鋭鼻碧眼の国

益を禦がんとするの念は微塵も無きなり。独り今に於て此念無き

のみに非らず、後来に於て有らしめんと欲するも彼輩脳漿の薄き

眼孔の狭き執念の深き疑惑の堅き到底共に亜細亜の一大党を作る

抔は夢想も望む可らざるなり。されば此の二国特に清の如きは良

しや我が日本の仇敵と成らざるも味方と成ることは決して無きな

り。 

                                                  
110 JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. B03030243200、日清交際史提要、第

十七編 長崎事件 
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 幸にして彼の蛟竜は我日本の痩肉よりも清の肥肉を啗はんと欲

すること明瞭なれば我日本は牛を牽きたる黒人が餓獅に出遭ひ其

牛を放棄して自ら助かりたるに倣ふこそ銘策と云ふ可けれ。更に

一歩を進みて露と共に清を図りて其余肉もて空腹を実たす様計画

するこそ銘策と云ふ可けれ。111 

 

中江兆民はこのときの清国について、ロシアの侵略の標的として見

ている。そして、朝鮮はまたそのロシアの侵略の道にある。しかし、

もはや両国と「亜細亜の一大党」を作ることが望めなくなり、特に清

国は敵にならなければいいといったほど関係が悪化していたのである。

もしロシアがそんな清国を侵略しようなら、日本もまた進んで清国を

侵略するよう進めたのである。これと 1891 年山縣有朋総理大臣の演説

と通じているのである。朝鮮を確保できなければ、清国に手も届かな

いのであるから。 

そして 1890 年 12 月 6 日、ときの内閣総理大臣山縣有朋は、開会さ

れたばかりの第一議会で施政方針演説を行なった。そのなかで彼はつ

ぎのように述べている。 

 

蓋国家独立自衛ノ道ニ二途アリ、第一ニ主権線ヲ守護スルコト、

第二ニハ利益線ヲ保護スルコトデアル、其ノ主権線トハ国ノ彊域

ヲ謂ヒ、利益線トハ其ノ主権線ノ安危ニ、密着ノ関係アル区域ヲ

申シタノデアル、凡国トシテ主権線、及利益線ヲ保タヌ国ハ御座

リマセヌ、方今列国ノ間ニ介立シテ一国ノ独立ヲ維持スルニハ、

独主権線ヲ守禦スルノミニテハ、決シテ十分トハ申サレマセヌ、

必ズ亦利益線ヲ保護致サナクテハナラヌコトヽ存ジマス、今果シ

テ吾々ガ申ス所ノ主権線ノミニ止ラズシテ、其ノ利益線ヲ保ツテ

一国ノ独立ノ完全ヲナサントスルニハ、固ヨリ一朝一夕ノ話ノミ

デ之ヲナシ得ベキコトデ御座リマセヌ、必ズヤ寸ヲ積ミ尺ヲ累ネ

テ、漸次ニ国力ヲ養ヒ其ノ成績ヲ観ルコトヲ力メナケレバナラヌ

コトト存ジマス、112 

                                                  
111 中江兆民、『中江兆民全集』、岩波書店、1983、P218 
112 国立公文書館、明治宰相列伝、

http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/2007_01/aritomo_yamagata/
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 ここで、山縣は「利益線」とはどこをいうのか、あからさまにのべ

ていないが、それは朝鮮であることは明らかである。彼はこの年の三

月「外交政略論」をかいて、「我邦利益線ノ焦点は実ニ朝鮮ニ在リ西伯

利鉄道ハ已ニ中央亜細亜ニ進ミ其数年ヲ出スシテ竣功スルニ及テハ露

都ヲ発シ十数日ニシテ馬ニ黒竜江ニ飲フヘシ吾人ハ西伯利鉄道完成ノ

日ハ即チ朝鮮ニ多事ナルノ時ナルコトヲ忘ル可ラス又朝鮮多事ナルノ

時ハ即チ東洋ニ一大変動ヲ生スルノ機ナルコトヲ忘ル可ラス而シテ朝

鮮ノ独立ハ之ヲ維持スルニ何等ノ保障アルカ此レ豈カ利益線ニ向テ最

モ急劇ナル刺衝ヲ感スル者ニ非スヤ」とのべ、さらに「現今七師団ノ

設ハ以テ主権線ヲ守禦スルヲ期シ而シテ漸次完充シ予備後備ノ兵数ヲ

併セテ既数二十万人ヲ備フルトキハ以テ利益線ヲ防護スルニ足ルヘシ

……」と、軍備拡充ののち、朝鮮を勢力下におさめるという野心をあ

からさまにしている。113 

そして中江兆民は 12 月 19 日の『政論』で中国人について以下のよ

うに述べている。 

 

（…前略）支那人を目して東洋中に在りても、我邦民より数層劣

等なる一種の人類なるが如き思ひあらしむるに至れり、実に然り、

是れ決して無痕架空の感情のみには非ざるなり、清国政府の政略

制度上其他一般の専ら政治上に関する弊害は、敢て此に之れを云

はざるも、尚其人民の風俗習慣にして、嫌悪すべきもの僅少にあ

らず、彼の鴉片を貪喫して生命を短縮するが如き、婦女の足蹠を

縮小にして歩行に不便ならしむるが如き、博奕を嗜み酒色に耽り

て活溌壮快の娯楽を解せざるが如き等、一にして足らず、（…後略）

114 

 

新聞の宣伝と知識人の論説により、一般日本人が清国に対して持つイ

                                                                                                                                                  
archive05_01.html 
113 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P85 

114 中江篤介、『中江兆民全集 12』、岩波書店、1984、「清国商人と本邦商人」、

P60 
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メージもよくないと思う。 

 ここで清国と日本の海軍力について比較する記事を引用する。今日

清両国の間では平和的状態に入りながら、両国とも互いのことを仮想

敵とみなしていることはいうまでもないのである。そのゆえ、互いの

軍事力を把握するための努力も惜しまないであろう。その記事では、

日清両国の海軍力について以下のように述べている。 

 

世人は一般に我邦海軍の勢力は遥かに清國に優ると自認するなれ

ど、今清國海軍の事情に詳しき人に就き之を聞くに、同国は嘗て

佛國と戦ひし以来汲々として海軍拡張の策を施し、兵士の訓練機

械の完備等大に見るべき者あり、艦長の如きは孰れも英佛米各国

に於て修学せし者にて四五年来長足の進歩をなし現に定遠鎮遠来

遠等の軍艦の如き孰れも四五年前の製造に係り、是等は実に北洋

艦隊十六艘の中にても錚々たるものにて、我邦の扶桑、浪速、高

千穂の如きは到底匹敵する可からず、今日の処にて機械上より観

察すれば我彼に及ばざれど、只軍人たる者に特有なる気概の一点

は如何あらん或は彼我海兵に数歩を譲るべきか、而して同国の軍

艦は其数凡そ六十艘なり、内南洋艦隊十八艘は重に招商局の乗客

用となり殆んど商船の姿なり、其他は広東水師提督の指揮に従ふ

者なりと云ふ。今北洋艦隊中左の諸艦の噸数、馬力、速力を掲げ

て、之を我邦第一等に位する高千穂、浪速、扶桑の三艘に比較す

るに、115 

 

と述べ、清国の海軍力がすでに日本のそれを大きく上回り、さらに表

を製作して、一目瞭然にしている。 

 

清國北洋艦隊 

艦名 定遠 鎮遠 来遠 敬遠 清遠 致遠 超遠 靖遠 

噸数 7430 7430 2850 2850 2355 2300 1350 2300 

馬力 6200 6200 3600 3600 2800 5500 2677 5500 

速力 14.5 14.5 15 餘 15 餘 15.0 18.0 16.0 18.0 

                                                  
115『東京日日』、1890 年 3 月 28 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第七巻、P410 
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日本常備艦隊 

艦名 浪速 高 千

穂 

扶桑 大和 葛城 武蔵 

噸数 3709 3709 3778 1476 1476 1476 

馬力 7328 7328 3932 1600 1600 1600 

速力 18.0 18.0 13.0 12.0 13.0 13.0 

 

 清國軍艦が我邦軍艦の上に在る事一目して判然すべし、而して

右の外南洋艦隊の南端南探の両艦は各二千五百噸、二千四百馬力

と十五ノットを有し我金剛、比叡と殆んど同じく、北洋艦隊中の

超勇は恰かも我筑紫と同一なりと云ふ、右日清海軍の勢力の程を

見るに、我邦は今や清國に及ばざるの実観あり、之を如何せば即

ち可なる。116 

 

 清国は清仏戦争以来、海軍力において長足の進歩を遂げていた。兵

士の訓練にも士官の育成にもちからを注ぎ、艦艇の数、トン数、武力

において日本海軍に勝っている。特に新聞記事のなかにある両国海軍

艦艇の比較表を見ると、清国の定遠と鎮遠は日本の 1 級艦を大きく上

回ると言うことがわかる。一般民衆にも大きな衝撃を与えている。い

くら「軍人たる者に特有なる気概の一点は如何あらん或は彼我海兵に

数歩を譲るべきか」といっても、艦艇の絶対不足を補うことができな

いのである。しかし、1891 年清国の北洋艦隊が日本に訪問する時、日

本の新聞はかなり友好的な記事を書き、日清関係の修復を望むように

到ったのである。 

 

榎本外務大臣の園遊会 ○同大臣には本日午後二時より小石川砲

兵工廠内後楽園に於て園遊会を催され、今回来航の清國北洋艦隊

司令官丁汝昌氏始じめ同国軍艦乗組将校（五十人程）をも招待せ

られたり、又我国の来賓には有栖川威仁親王殿下、陸海軍将校、

樞密顧問官、宮内、外務の勅奏官、亜細亜協会員及び新聞記者等

を併せて九十人許り、また当日清國欽差李経芳君も臨席あるよし、

                                                  
116 同上、P410 
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其余興には陸海軍々楽隊の奏楽と其他二三の催しありと聞く。117 

 

 清国北洋艦隊司令官丁汝昌とその艦隊将校を園遊会に招待するとい

うのである。しかも榎本外務大臣の主催する私的園遊会とはいえ、日

本側の出席者には親王、陸海軍将校、官員、記者がおり、かなり本格

的なものである。そして、園遊会に招待した返礼として、丁汝昌が日

本側の議員と記者を定遠に招待するというのである。 

 

清國北洋水師提督丁汝昌氏は其率うる所の水師六艦を率ゐて我

国に来り遊ばれ今や横浜港内に碇泊す、吾曹此諸艦の来るを聞く

や、日清両国の交誼を厚くせんが為め丁軍門の一行を欸待優遇す

べしとの事は既に過日の紙上に注意せる所ろなりしが、幸にして

未だ我各港官民共に禮を失したるを聞かざるのみならず、彼の一

行も亦頗る満足して我官民を禮遇することを怠らざるものゝ如し。

又た去る十日我外務大臣榎本子爵は、其職務上公けの待遇にはあ

らずと雖も私の園遊会を小石川後楽園に催し、丁氏の一行、清國

公使をも招待して樽爼の間に相見え、彼我の懇情を通じたるは、

将来の交際上にも頗る良好の結果を得るならんと信ずるなり。 

 丁氏も亦た大に満足する所ありけん、来る十六日を以て我貴衆

両議員を定遠号に招待せんとし、又本日を以て各新聞記者を同号

に招待して懇親会を催ほさんとし左の案内状を両議院書記官及び

各新聞社に送られたり、其議院に送られたる案内状は左の如し。 

 

拝啓陳ば貴暦七月十六日横浜港碇泊敝国軍艦定遠号に於て懇親 

会相催し、帝国議会議員御案内致候間同日午前十時より御光臨 

被下度、右各位に御案内状可差上之処時日切迫致候間、乍御手 

数貴下より右の趣夫々へ御通知被下候様及御依頼候也、敬具。 

光緒十七年六月初六日 

    北洋海軍提督 丁 汝 昌 

    欽 差 大 臣  李 経 芳 

  貴衆両院書記官長  殿 

                                                  
117『東京日日』、1891 年 7 月 10 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第八巻、P108 
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 又た其各新聞社に送りたる案内状も略同様なれば略す。118 

 

 記事を見ても分かるように、北洋艦隊の一行は日本に訪問した際、

かなり友好的な待遇をうけていた。また、日本と清国が平和的に共存

するような文面も含まれているのである。実際、日本が朝鮮での二回

にわたる事件で、清国の力をみてきたのである。「このような強烈な

対抗意識を持ちながらも、大清帝国を侮ることはできなかった。日本

よりも早く近代化を推進していた清国は、軍事的にも経済的にも日本

が対抗できる存在ではなかったからである。清国の軍事力は、近代的

で強力な海軍力と強大な陸軍力とを背景に、さらに近代的装備を備え

た堅固な要塞や砲台を誇っており、それは新興国日本にはまったくな

いものであった。」119というのであり、当時両国の関係に比例して日

本の新聞も清国についてプラスかマイナスかに偏り、その関係に見合

った記事も出るわけである。 

 この章で述べている事件はすでに朝鮮を中心に動いている。しかし、

以上見てきたように、日本の新聞は強硬論を唱えるも、日本政府は一

貫として清国との衝突回避に努めたのである。政府内は日本の国力の

不十分さをよく知り、清国と開戦するのはリスクが多いと判断した。

しかし、一般の新聞報道などはそんなことを知るわけが無く、対清・

朝鮮の強硬論は時として政府を困らせることもあった。この時期の日

本の対中国観は概ね政府と民間に分けることができよう。政府は強硬

論を持しながらも、清国と平和的な交渉で事件を解決することを方針

としているに対し、民間の新聞は時折対清強硬論を唱え、清国を蔑視、

軽視するような発言が受け止められる。この感情は第二章で述べてき

た明治初期の軽視感情から来たものであるが、外交事件が重なるたび

に日本の対清感情が悪化し、この時期になってはかなり根深いものに

なったと思う。 

 

 

 

                                                  
118『東京日日』、1891 年 7 月 14 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第八巻、P109 

119 檜山幸夫、『近代日本の形成と日清戦争』、雄山閣、2001、P21 
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3.5 1892 年から 94 年東学党の乱の際の中国観 

 

 朝鮮は 1892 年に入ってから、政治面では宗主国である清国から色々

な干渉を受け、経済面では日本や清国など本国の商人たちが敵わない

勢力が操縦し、国内の情勢はますます不安定になったのである。120 

 次の新聞記事は清国が朝鮮に対して内政に干渉したことを伝えるも

のである。日本としては、朝鮮が清国の勢力下にあるのは決して好ま

しくないであり、これ以上清の勢力が朝鮮で伸ばすわけにはいかなく

なりつつあるのである。 

 

清國の対韓政略に就ては近来益々容易ならざる流言行はれ、或ひ

は清國は英国と聯合して朝鮮を其保護国となすべし、或は国王を

廃して大院君に官職を授くべし、或ひは別に監國大臣を派して國

政を料理せしむべし等の説ありて、此れ等の諸説素より一概に信

を措き難しと雖も、清國が朝鮮に対する政略の漸く切迫したるは

又た争ふべからざるものの如し、故を以てか閔氏の一族は頻りに

密使を清國に遣りて其事情探索に汲々たりといふ。121 

 

 以上のように清国は英国と共同して朝鮮を保護国とするか、或は国

王を廃して官職を授けて内地にするか、また監国大臣を派遣して国政

に干渉するかの説は、清国から見ればただ属国を日本から守る手段と

して用いたまでのことであるが、日本にとっては、これは清国が独立

国である朝鮮に対して行なう激しい内政干渉であり、日本の将来にも

関わる問題であると考えているのであろうか。次の記事は 1893 年、朝

鮮の新しい硬貨鋳造事業に関するものである。 

 

（前略…）爰に最も注目すべきは本事業に対する支那公使袁世凱

の干渉的所業是なり、氏は常に直接に間接に鋳貨事業の前途を遮

り、或は閔党を説き或は王党を誘ひ、兎角之れが成立を喜ばざる

                                                  
120 日本と清国の商人は条約により、朝鮮における貿易で有利な地位を占めて

いた。清国の清韓水陸通商章程と日本の日朝修好条規の持つ特権がそうさせた

のである。 
121『東京日日』、1892 年 8 月 23 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第八巻、P291 
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ものゝ如くなりしも去りとて別に苦情の申込み所もあらざるより

只々機の到るを窺ふものゝ如くなりしが、遂に此の程より一個の

故障を提出せり其は新貨幣の表面に大朝鮮国とある此の大の字は

我が中華に対し甚だ穏当ならざる印刻なれば是非とも削除すべし、

是れ余が一個の請求に非ず某権家の促迫に係るものなり、故に倘

し其政府に於て余が此の好意の請求を容れざるに於ては據ろなく

北京政府に稟申し、即ち上命を以て之が処分に及ぶべしと。韓廷

此の要求に接し一時甚だ当惑の有様にて、斯る自擅の申込は断然

謝絶すべしと云ふもあり、又た大の字無くとも通用と整理とに差

支へなきを以て寧ろ削除して彼の意を満たしむべしと云ひ、彼是

評議を凝したりしが、結局後説の方賛成多く、即ち大朝鮮国の大

の字を削り只朝鮮国と鋳刻する事に決定せり。 

 

清国の内政干渉について言及し、朝鮮の混乱する有様をも述べている。

さらに、清国が朝鮮を属国として看做していることについて、以下の

ように述べた。 

 

此の事に就き或る外交家は歎じて曰く、抑も朝鮮国と条約を訂結

せし東西諸国彼の英、佛、独、露、伊及び我が日本の如き孰れも

純然たる独立王国と認めて交互条約書の交換を為し、諸事之に稱

ふ所の待遇を以てせり。然るに彼れ袁公使如何なれば妄りに他国

の事業に容喙する、彼れが現時に在つても朝鮮を中国の属邦とし

て之を扱ふは駐韓各国公使の常に認めて疑はざる所なり、即ち今

回の大の字削除の如き、尋常外国使臣の為し得べき事なるや、平

常些細の事にも苦情を唱へて囂々たる外国公使中にも一人の之れ

を止むる無きは如何にぞやと、云々。122 

 

 清国の公使である袁世凱が朝鮮の硬貨鋳造事業にあたり、「大」朝鮮

国の大の字を削除してほしいというのである。しかも、強硬な態度は

各国公使の反感を買うのだという内容である。日本の認識では、清国

はもはや朝鮮の宗主国ではないのであるから、朝鮮の内政については

                                                  
122『東京日日』、1893 年 4 月 1 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第八巻、P394 
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口出しする立場はないというのである。また、自国は西洋各国と同じ

ように独立王国として接していることを表明し、さらに清国の跋扈ぶ

りを強調したのである。 

 当時朝鮮における袁世凱について、森山茂徳は『日韓併合』の中で

次のように述べている。「袁世凱は朝鮮を実質的に中国の支配下に置く

べく、様々な施策を講じた。袁世凱の地位は朝鮮国王代理（監国）に

も等しいものであり、中国の利益を重視して日本を圧倒しようとする、

その施策に抵抗できる者は朝鮮では全くいなかったのである。」123と述

べている。実際、日本はその袁世凱をかなり警戒している。 

 また、この頃、朝鮮では防穀令を実施し、日本に対する米の輸出を

禁止している。日本では、この防穀令によって、多額な損害を受けた

のである。そして、防穀令についても、かなりの数の報道がなされて

いる。124 

                                                  
123 森山茂徳、『日韓併合』、吉川弘文館、1992、P39 
124 防穀令相関の新聞報道は、『東京日日』、1891 年 9 月 22 日、「豫て郵船会社

に雇ひ居る日韓人足は例の通り午前八時頃より同社倉庫前にて米穀等の荷作り

其他をなし居りしが、十時頃に至り或る日本人足は韓人足が吩附けられし通り

事を為さゞりしとて其一人を捕へ頭部を殴打したり、…四五百の韓人足は一時

に打ち掛り…」、『東京日日』、9 月 23 日「近来朝鮮の事国人の議に登るもの多

く、或は済州島事件と言ひ、或は防穀事件と言ひ、此等は皆直接に我国に関係

するものにして、…」、『朝野新聞』、9 月 24 日、「日本人入来し漁獲場を奪ひ島

民三名を刺殺せるを以て民擾を起し方今相争ふ故に上疏啓奏す云々、国王曰く、

他国の人此の如く殺傷す、宜しく廟堂査問し、…」、『東京日日』、1892 年 8 月

21 日、「元山防穀事件の損害要償談判は数日前朝鮮政府より償金十四万円出す

ことゝなりて決了せりとの噂あり。」、『東京日日』、1893 年 5 月 17 日、「三年の

久しきに渉りて尚ほ未だ決せず、或は轟然一発、為めに両国の和好を毀るに至

らんも亦未だ料知すえｂからざるものは夫の朝鮮に於ける防穀事件にあらず

や。」、同じく『東京日日』、5 月 17 日、「大石氏は徐に上疏を懐に探り、更に敬

礼して防穀事件のこと延て三年の久しきに至り尚ほ妥協するに至らず、陛下願

くは聖裁を玉へとの趣を奏し、…」、『時事新報』、5 月 23 日、「防穀事件は愈よ

朝鮮政府より十一万円の賠償金を受取ることに決し、其れを以て数年間の交渉

事件も落着を告げしが、…」、『時事』、5 月 23 日、「防穀事件の賠償金額は元山
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 また、朝鮮でのきびしい生活に不満を抱いて、東学党の乱（または

甲午農民戦争）も起きたのである。1894 年 4 月、全羅北道に起こった

東学党の乱はたちまち朝鮮全土に波及し、6 月には全洲以南すべてが

反乱勢力の手中に陥り、さながら革命前夜の状態となった。朝鮮政府

は自力での解決は困難と判断し、6 月 3 日に清国に救援を求めたので

ある。 

 この東学党の乱は日本にとっては出兵の好機である。天津条約にお

いて、当時朝鮮が有事になったとき、「将来朝鮮國若シ変乱重大ノ事件

アリテ、日、中両国或ハ一國兵ヲ派スルヲ要スルトキハ、應ニ先ヅ互

ニ行文知照スベシ、其事定マルニ及デハ仍即チ撤回シ再ビ留防セズ。」

という条約があり、日本がこの条約によって出兵できるのである。 

 また、中塚明も、「1893（明治 26）年から 94 年初めごろには、日本

軍とくに陸軍においては、対清戦争をひきおこすことができる、十分

とまではいかなくても、その機会さえあればそれに乗じることができ

るだけの軍事力を、ほぼそなえることに成功したといえよう。」125この

時期の日本国内新聞の記事を見ると、やはり東学党について多く報道

しているのである。126 

 そして、1894 年 6 月に入って、朝鮮における日清両国の形勢はます

ます緊張していったのである。日本は 6 月 2 日、在韓邦人保護を名目

として日本軍の朝鮮派兵を決定した。そして 20 日の時事新報では、以

下の報道がある。 

 

 然るに其日強雨甚だしかりしかば、例の支那人根性を出して、

                                                                                                                                                  
の分九万円の内六万円は三ヶ月払、残額は五ヵ年賦、其外黄海道の分二万円は

六ヵ年賦にて賠償することに両国の談判調ひたり。」、『東京日日』、5 月 23 日、

「防穀事件本日紹介取換えせ済む、賠償金額は咸鏡道分九万円、内六万円三ヶ

月払、余は五ヵ年賦、黄海道分二万円は悉皆六ヵ年賦。」などがある。 
125 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P84 
126『時事』、1894 年 5 月 12 日、「東学党暴動の公報」、『時事』、5 月 24 日、「朝

鮮東学党の騒動は益す盛んにして、…」、『時事』、5 月 30 日、「朝鮮に於ける東

学党の騒動は、此程来の紙上に記す如く其勢頗る猖獗なるが如し。…」などが

ある。 
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よもや此強雨に日本兵の進行することあるまじと、僅に一日猶豫

遷引せしが、其間に日本兵は機を愆（あやま）らず、整々として

京城に入込みたり。127 

 

 というのである。実際、日本は、その時、政府と議会との激しい対

立により政治的に難航していたが、対外的に強硬策に出て国内の事態

打開をはかろうとした。加えて、清のこれ以上の勢力拡大を恐れてい

たため、朝鮮政府からの派兵要請を受けていないにもかかわらず、公

使館と在留邦人の保護を口実に 1 万人規模の大軍の出兵を決定した。

事態の悪化に危惧した朝鮮政府は農民の要求をほぼ全面的に受け入れ、

6 月 10 日に停戦したのである。そのため、清国も朝鮮も日本の軍隊を

歓迎しなかったのである。朴宗根は『日清戦争と朝鮮』で、当時の状

況を、「（…前略）日本は苦境におちいることになる。第一に、清軍が

進撃してこないため開戦の機会をつかみえなかったこと、第二に、日

清両軍の干渉の口実をなくすために農民軍と政府軍は『全州和約』を

結んで内乱を収拾し、平和状態を回復していたことである。この内乱

の収拾を根拠にして、朝鮮政府は日本軍の不法侵入に抗議し、かつ早

急な撤兵を要求した。」128と説明している。しかし、日本はすでに開戦

へ向け、計画を立てていた。 

 朝鮮は日本に撤兵を要求したが、受け入れられなかったのである。

その時、朝鮮は国内の動乱は平定しつつあると述べ、自力で処理しよ

うとしたが、日本はこれをどう見ているのか、つぎの記事ではっきり

している。 

 

 是に於て乎李鴻章は大軍を以て恐嚇するの慣手段に出で、一昨

昨日清国芝罘より飛来せる電報は李鴻章が五千人の大軍を派出す

るの準備に着手したることを伝へ、一昨二十二日夜同処発の再度

の飛電は、 

 清兵六千既に朝鮮に向け出発したり。 

                                                  
127『時事』、1894 年 6 月 20 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P87 
128 朴宗根、『日清戦争と朝鮮』、青木書店、1982、P6 
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と報ぜり。129 

 

 日本は国内に対して清国の増兵を強調しつつ、朝鮮からの撤兵を拒

否していたのである。さらに、ことさらに清国の兵数を増大し、危機

的状況に陥いたように描写しているのである。さらに、次の記事で朝

鮮に対する改革要求と清国の保守的な姿勢を述べている。 

 

然るに我国は咄嗟の間大兵を派遣して威風八道を動かしければ、

韓廷は狼狽措かず、頻りに東徒の平定を説き、以て我の撤兵を空

頼みに頼みたるは、流石に朝鮮らしき所あり。 

清韓の要求 

清国よりも、朝鮮東徒略々定るを以て貴国の撤兵を望む、 

我政府応せず 

東徒未だ平定するものと認むる能はず、又善後の便法を妥協す

るに及ばずして直に撤兵の要求に応ずること能はず、 

清国への申入 

日清韓三国は土壌接近、其の関繋輔車唇歯も啻ならず、朝鮮の 

禍乱は直に惹て貴我両国の利害に及ぶ。而して朝鮮の時事日に 

日にして危機一髪なるは亦貴国の知了する所、仍て貴我両国の 

協議に由り、韓廷に向て諸般の制度を改善せしめ、大に内治を 

釐正せしめ、将来の禍根を断ち、百年の大計を定めしめんこと 

を韓廷に勧告せんと欲す。是れ我に他意あるにあらず、唯々朝 

鮮の独立を幇け、以て東洋大局の平和を維持せんことを希ぶの 

み。130 

 

清韓両国が日本に撤兵を要請するが、日本は拒否し、逆に清国に朝鮮 

の共同改革案を提案した。この時すでに日本は戦争する下準備を開始 

していた。さらに、事態は日本の望みどおりに発展し、 

 

清国応せず 

                                                  
129『時事』、1984 年 6 月 24 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P89 
130『東京日日』、1894 年 7 月 3 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P92 
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東徒既に平定したり、最早互に留兵の要なし。仍て我兵を撤回す 

べければ、同時貴国兵をも撤回せられたし、又韓廷に対する貴我 

両国の勧告の協議には応ずるを得ず。 

我独力勧告す 

我が政府が清国の不同意にも拘らず、毅然として終始同一の地

歩に立ち、独力以て韓廷に勧告を試みたるは、何等の壯図ぞ、

而して我が政府の決心の堅き、之を一昨日来の形勢に察するも

明白なるが如し。 

清廷の狼狽 

斯る時にこそ我よりも大兵を送り、場合に依ては戦端を開き、彼

れ日人の頭を抑え置くが得策なれ、乗ずべきの好機に今日に在り

といひ、意気軒昂、眉宇倶に揚りしと聞きたるが、今や其の舌根

の未だ乾かざるに、此の三四日間、彼は北京、天津に在る外国使

臣に向つて外交上の援助として日清間に調停の労を取られたし

と乞ひ、同時急命を下して在牙山の兵、在仁川の軍艦に、何分の

指命するまでは運動すべからず、と最初の勢に似も付かざる有様

なるは、一は我は急に大兵を派出すまじと思ひたるに、案外にも

大兵を送り、而かも其の手際といひ威風といひ彼の豫期の外に出

たるにも因らんが、（…後略）131 

 

 つまり、日本は朝鮮からの撤兵勧告を拒否し、逆に清国に朝鮮の共

同改革を提案したのである。そして、清国が拒絶したのち、さらに日

本の独力によるかけ引きは日本が開戦の口実として予め用意していた

ものである。森山茂徳の述べるように、「改革案は日中間の『難局を

調停せんがために案出したる一個の政策』であり、日中関係を決裂に

導く理由を作り出すためのものであった。」132朴宗根も同様な見解を

している。133しかし、日本の新聞では、清国が改革を拒否するような

書き方をするし、また外交交渉をする清国の努力を「清国の狼狽」と

いう風に書いている。つまり、日本国内では、もうすでに開戦へむけ

て世論を強硬論にあわせたのであろう。 

                                                  
131 同上、P92 
132 森山茂徳、『日韓併合』、吉川弘文館、1992、P45 
133 朴宗根、『日清戦争と朝鮮』、青木書店、1982、P6 
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 また、清国が外交交渉による解決を図っているうち、日本の増兵に

合わせ、清国もなお兵を送り続けていた。このような矛盾する行動は、

次の記事で書いている。 

 

 李鴻章は部下の軍隊を集めて、今にも朝鮮に派遣せん勢を装ひ 

乍ら、事実は更に進軍の模様なく、徒らに欧米諸国に哀訴歎願し、 

其力に依りて事局を結ばんとする今日、出先きの一将に斯る大胆 

なる挙動あるべしとも思はれず、或は李氏の虚喝に傚ひ牙山近傍 

に兵を出して京城に入らんとすと声言するものには非ざる歟、（… 

後略）134 

 

 日本は開戦に向け、着々と準備を進めているなか、新聞も強硬論を

立て、清国の動きの報道をマイナス面で報道する姿勢を示しているこ

とがあきらかである。日本国内の新聞報道がこうなるのは、戦意を高

めるためであろう。次の記事でも、同じく清国を敵視するような書き

方をしている。 

 

 朝鮮の独立 ○今更云ふ迄もなき事にして、条約各国皆之を認

め居るにも拘はらず、清国のみは兎角之を属邦視し、傍若無人の

挙動あり、牙山駐在兵の統領聶士成が掲示中にも保護藩属等の文

字あり、聞く処によれば、大鳥公使は第一着に独立国云々に関し

外衙門に向て確かめたるに、韓廷部内の議論区々にして兎角決す

る能はず、遂に一昨二十九日正午に至て尚ほ回答をなす能はず、

昨日午前八時迄延期したれども是さへ回答なく、依て杉村書記官

は外牙衙門に到り之を迫りたるに、行違ひ返答ありて断然独立国

たるを明言し来りたりと云ふ。135 

 

 清国が朝鮮を属国視しているのが非であるように、「傍若無人の挙動

あり」などマイナス評価の言葉が多い。また、14 日の記事でも、同じ

マイナス評価の言葉を多く使い、清国について記事を書いている。 

                                                  
134『時事』、1894 年 7 月 8 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P96 

135『時事』、1894 年 7 月 13 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P98 
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 （前略…）清国は朝鮮を慫慂して援兵を請はしめ、天津条約の

在るにも拘はらず、出兵の通知日本に達するか達せざる其瞬間、

既に大軍を牙山に上陸せしめたり。（…中略…）清国政府は諸外国

が調停の手を引きたる後に至りても、尚ほ直接に日本に撤兵の事

を請求し、且つ双方兵を撤したる後、協議する所あらんとの事を

以てするなど、我が政府の対韓政策に妨害を試むること一再なら

ずして、常に拒絶に逢ふのみなれば、今後我が政策に不同意ある

以上は、兵力を以て争ふの他なき形勢に迫りたり。136 

 

 明らかな対清戦争論を唱えており、また、日本の対韓政策を妨害す

るといい、「今後我が政策に不同意ある以上は、兵力を以て争ふの他な

き形勢に迫りたり。」かなり戦争を唆すような言い方まで使い始めたの

である。しかし、朝鮮は実は日本の干渉を欲していないのであるから、

次の記事のような「清人の教唆」が出てくるわけである。 

 

 朝鮮政府は我邦の要求せる内政改革に対し、外国の兵、邦内に

入来りて人心恟々、迚も目下の有様にては改革を実行する能はず

とて、一昨日断然我要求を拒絶したり、蓋し清人の教唆に出でし

ならん。137 

 

 朝鮮にとって、日本と清国は一方に付けばもう一方は必ず不快にな

るという深刻な問題を抱えており、この際も、清国が教唆していよう

がいまいが、拒否すれば、日本は必ず不快になるに違いない。また受

け入れればまた清国側が不快になり、朝鮮の罪を問うであろう。しか

し、この場合の朝鮮は、「外国の兵、邦内に入来りて人心恟々、迚も目

下の有様にては改革を実行する能はず」という理由を打ち立てても、

日本は納得しないのは明らかである。つまり清国と一戦を交えて、有

利な戦果を得て朝鮮から清国の勢力を駆逐することを目指しているか

らである。 

                                                  
136『時事』、1894 年 7 月 14 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P98 

137『時事』、1894 年 7 月 20 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P98 
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 こうしているなか、日清両国の間の緊張はますます高まり、両国と

も兵を次々と派遣して、朝鮮での戦闘は迫っていったのである。7 月

20 日の『東京日日』新聞では、こんな論説があった。 

 

 清政府は既に一たび我の好意を以てせる協議を斥けたるより、

我は清の如く外国の使臣にも縋らず、又清政府の嫉視をも事とせ

ず、断々乎として独力韓廷に助言し、韓廷亦我の盛意に服して其

の要請を容れ、漸次効果を実際に見んとする場合に運びたれば、

清国は躍起となり、裏面的陰険手段を逞くしたるも、韓廷は唯だ

袁世凱の甘言に乗らず、猫の如き牙山二千の兵到底頼むに足らざ

るを知り、偏に我の義心に倚らんことを望み、内廷多少の異論あ

るに拘らず、表面我に対しては着々交渉の歩武を進めたり。是に

於て彼れ清政府は、最早兵力を以てするにあらざれば、韓廷を威

圧するを得ざるを暁り、先づ大兵を発して日韓両国間の交渉を妨

害し萬止むを得ざるときは開戦するを辞せずと決心するに至りた

り。吾曹が夙に清国は緎黙する乎、将た表面の妨害を加へんとの

方針をとり来るものなり、一両日来読者に紹介したる本社の入電

は、時を遂ふて形勢の迫るを証しぬ。然りと雖も清は決して衷心

戦を欲するものにあらず、今回更に大兵を増発するも、仍ほ窃か

に各国を頼む所あるべしといふ説あり。138 

 

 一方では日本の「義心」、清国、朝鮮への「好意」を称え、一方では

清国の陰険手段や妨害を罵り、その意図は一目瞭然であろう。対清開

戦の世論を作り出そうとしているからにほかならない。 

 そして 7 月 23 日、日本軍は朝鮮の首都ソウルに入り、王宮を勢力下

に置いていた。日本の朝鮮における発言権が強化され、次のような記

事が出る。 

 

 （京城七月廿一日午後二時三十五分特派員高見亀氏発）○我が

大鳥公使は本日を以て朝鮮政府に左の二箇条を要求し、三日間を

限りて其決答を促したり 

                                                  
138『東京日日』、1894 年 7 月 20 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P98 
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第一、朝鮮政府は牙山に駐屯する清兵を撤去せしむべき事。 

第二、朝鮮政府は従来清国との関係を絶ちて、独立自主の実を全

ふする事。 

 去る十八日朝鮮政府は前日来我国の要求に対する待遇を一変し

て一切我が要求を容れざるのみならず、剩へ我兵撤去の事をも要

求するなど其挙動如何にも不審しく、我国の助言に対する友誼敬

礼は一切忘却したるものゝ如し。畢竟清国との関係一種不思議の

ものあり且つ韓人の愚なる清国の老大頼むに足らざるを知らずし

て、袁世凱等の教唆を信じ、頼む可らざるを頼んで、斯る挙動を

為したる事ならん。…（後略）…139 

 

 朝鮮に対する要求は清兵を撤去させることと清国との関係を完全に

断つことである。つまり朝鮮の「独立自主」は清国の下ではなく、日

本の下で全うすることができるというわけである。朝鮮の決定は日本

の意に反せば、それは清国の指図であると決め付け、日本の言いなり

になるほうが朝鮮は「独立自主」の国になれるというわけである。日

本国中を開戦への狂熱に駆り立てて、このような報道が出されるので

あろうか。 

 これは、藤村道生が述べたように、1882 年から 1894 年まで、不平

等条約の改正をめぐる対西欧外交と民力休養を中軸とする内政におい

て政府と野党ははげしく対立したが、アジア政策をめぐってはほとん

ど対立は存在しなかった。この一致のうえに日清開戦における国論の

統一が可能であった。140 

 そして 25 日の時事新報では、 

 

（…前略）大鳥公使は其護衛兵を以て、大院君を守護し、今朝八

時王宮に入らんとせしに、無礼にも閔族の指揮を受けたる韓兵我

れに発砲して、内より其入城を妨げしかば、（…後略）141 

                                                  
139『時事』、1894 年 7 月 23 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P102 

140 藤村道生、「日本の対アジア観の変遷」、『上智史学』22、上智大学史学

会、1977、P26 

141『時事』、1894 年 7 月 25 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P103 
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という記事が出たのである。これも清兵の仕業と疑い、さらにこんな

記事もあった。 

 

 一昨廿三日京城に於て我兵に向ひ発砲したるは王宮守護の韓兵

なりとの事なれども、恐らくは是れ豫て入込み居たる清兵が、韓

服に変装したるものなる可し、蓋し韓兵如何に愚なるにもせよ、

眼前に我大兵を眺めつゝ戦を挑むの無謀なるを知らざる筈なし、

其上我兵は国王の生父大院君を護衛したるものなれば、若しも真

の韓兵ならば、敢て君に向て発砲するに忍びざること、彼等の平

生に徴して知る可し、此等の辺より考ふれば多分は清兵の所為に

相違あるまじと、朝鮮の事情に通ずる人の説く所なり。142 

 

 23 日の日本兵が入城したときのことであったが、実際にはそうでは

ない。日本は朝鮮の国政を掌握し、親日政権を作り上げることを狙っ

たことは確かである。朴宗根は「（…前略）7 月 23 日の払暁、日本は

日本軍を動員し、朝鮮王宮を占領して国王をとりこにし、朝鮮軍隊の

武装解除と反日的な閔氏政権の打倒によって、親日的な開化政権を樹

立させるという、直接の武力干渉をおこなっており、しかも、こうし

て成立した政府に強要して清軍『駆除依頼』をおこなわせたのである。」

と述べている。143そして、さらに清国兵が変装して攻撃するという説

を立て、日本の新聞もほぼこれを全部受け入れたのである。 

以上見てきたように、日本は清国と 1891 年までごく僅かな間は友好

的になり、その間の新聞も清国をプラスに評価していた。しかし、日

本が軍備を整え、朝鮮において清国と勝敗を決しようとするときが近

づくと、日本の世論もまた一斉に清国をマイナスに評価しはじめたの

である。とくに清国人の生活習慣など、もともと気にならないことを

わざと嘲笑するような書き方で報道にするなど、この変化はあきらか

に政府と息の合ったものであろう。中塚明が、「陸軍では「一朝事ある

とき」には数万の大軍をくりだす準備は、ほぼできあがっていたのは、

                                                  
142『時事』、1894 年 7 月 25 日、『新聞集成明治編年史』、1936、第九巻、P103 
143 朴宗根、『日清戦争と朝鮮』、青木書店、1982、P7 
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山縣も認めているとおりであり、乗すべき機会があれば、「戦機」をみ

ずからつくりだすことも充分可能であったというのが、このころの実

際の状況であった。こうした軍事力の準備があったからこそ、議会を

めぐる内政上の危機に直面して、専制天皇制政府の指導者は、対外戦

争をひきおこすことに思いをめぐらし、ついに 1894（明治 27）年の夏、

清国との開戦に強引に進むことができたのである。」144といい、この機

会にあわせ、新聞各紙もまた協力的な態度で報道していたのである。 

檜山幸夫は、次のように述べている。「ここから導かれるのが、「文

野の戦争」論であった。『時事新報』は、「日清の戦争は文野の戦争な

り」と題して、「文明開化の進歩を謀るものと其進歩を妨げんとするも

のとの戦」いであり、ここでの勝利は、清国人が「文明の先導者たる

日本国人に向ひ三拝九拝して其恩を謝す」べきもので、これによって

「支那人が今度の失敗に懲り文明の勢力の大に畏る可きを悟」るであ

るとし、それこそが文明の先導者たる日本の清国に対する施しでもあ

るとする。まさしく、日清の戦争は、文明と野蛮の戦争であり、文明

国化した日本がかつての恩師ながら時流に乗り遅れて野蛮国化してい

る中国を目覚めさせる恩返しの戦争でもある、と位置づける。」145ので

ある。日清戦争によって、清国人への蔑視観が形成されたのは、戦前

と戦時中の新聞雑誌等による戦意昂揚を意図した敵愾心を鼓舞する論

陣にあった。 

日本は清国の改革や底力を警戒し、準備が整えるまでは清国と一応

平和的な対応を続けた。例えば長崎事件のときなどでは、迂闊に戦端

を開いては得るものも少なく、戦敗の危険は冒せないのである。しか

し、それ以後の朝鮮における紛争については逆に、日本が進んで自分

から清国を誘う形で戦争まで辿り着いたように思う。日本国内の新聞

記事もまた、政府と息に合った報道を書く傾向がある。当時の新聞は

ごく少数の社論を除いてはほぼ政府と同じ立場の報道をする。特に戦

争直前の報道は煽動に近く、国民の対清感情を高ぶらせることが目的

のような記事が続いたのである。国民感情を煽動する点についてはか

なりの成果を挙げたといえよう。 

両国が 8 月 1 日に正式に宣戦した時、天皇の宣戦布告に次のように

                                                  
144 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P84 
145 檜山幸夫、『近代日本の形成と日清戦争』、雄山閣、2001、P69 
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述べている。「朝鮮ハ帝国カ其ノ始ニ啓誘シテ列国ノ伍伴ニ就カシメタ

ル独立ノ一国タリ而シテ清国ハ毎ニ自ラ朝鮮ヲ以テ属邦ト称シ陰ニ陽

ニ其ノ内政ニ干渉シ其ノ内乱アルニ於テ口ヲ属邦ノ拯難ニ籍キ兵ヲ朝

鮮ニ出シタリ（…中略…）帝国ハ是ニ於テ朝鮮ニ勧ムルニ其ノ秕政ヲ

釐革シ内ハ治安ノ基ヲ堅クシ外ハ独立国ノ権義ヲ全クセムコトヲ以テ

シタルニ朝鮮ハ既ニ之ヲ肯諾シタルモ清国ハ終始陰ニ居テ百方其ノ目

的ヲ妨碍シ剰ヘ辞ヲ左右ニ托シ時機ヲ緩ニシ以テ其ノ水陸ノ兵備ヲ整

ヘ一旦成ルヲ告クルヤ直ニ其ノ力ヲ以テ其ノ欲望ヲ達セムトシ更ニ大

兵ヲ韓土ニ派シ我艦ヲ韓海ニ要撃シ殆ト亡状ヲ極メタリ（…後略）」146

というのである。つまり、朝鮮は日本と結んだ条約のなかで、独立国

と明示していながら、清国はことあるごとに、自国の属国であると主

張し、朝鮮の内政を干渉した。日本が朝鮮に改革を進めたのだが、清

国はそれをあらゆる手段で妨害しようとしたのである。さらに兵を動

かし、日本の軍隊を攻撃し、朝鮮を勢力下に置こうとしたのが明らか

であるという。 

 以上は日清両国が開戦するまでの日本国内の清国と関係し、清国を

評価する新聞の内容であった。これ以後、日本は清国と開戦し、黄海

海戦で北洋艦隊を大破し、朝鮮での陸戦も連戦連勝した。さらに北洋

艦隊を威海衛作戦において全滅させ、翌年 4 月に両国はついに下関条

約を締結した。そして、日本は清国から得た膨大な賠償金で一気に西

洋諸国と肩をならべ、アジアを侵略する国となったのである。そして、

中国はこれ以後再び艦隊を編成する力がなくなり、賠償金が清国の経

済に重圧をかけたのである。そして、日本が清国に対する軽蔑がひど

くなる一方になった。 
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