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4.結論―明治期日本における対中国観の変化― 

 

 日本の対中国蔑視観の形成は明治初期に溯る事ができる。日本は古

来中国が築いた東アジアの朝貢システムの外にあり、中国に対する平

等的な立場にあると自ら自認してきたのである。藤村道生は「日本の

対アジア観の変遷」でこう述べている。「かくて、前近代における日本

対外政策の最大の問題は、中国への臣従を拒絶し、日本と中国の対等

性を保持しながら、主権者がいかにして日本と中国の貿易独占権を保

持するかということになった。（…中略…）徳川時代の日本は、中国へ

の臣従は拒否し、変則的なかたちで朝鮮、琉球とともに小規模な世界

秩序を形成した。」147のである。日本の伝統的な国際意識は中国と対等

であることは明白であった。  

そして日本は明治維新以後、清国を競争相手として見てきた。清国

は日本より早く改革を取り入れ、昔からの大国のイメージもまだ残っ

ていた。148しかし、日本の方は徹底的な改革を成し遂げ、天皇を中心

とした中央集権国家ができたのである。このことについては日本は誇

りをもっており、牛歩している清国の改革を軽視する傾向はかなり早

い段階であらわになったのである。第二章で述べた明治初期における

日清両国の交際についても、清国を「下」と位置づける言論もある。149

そして、日本が国家内部の政治的圧力を外部に向けようとしたとき、

朝鮮での外交問題が格好な標的となったのである。朝鮮は古来中国の

属国でありながら、日本と対等な外交関係を保ってきたのである。し

かし、明治維新以後、日本は将軍に代わって天皇が政権を握り、その

天皇の勅書自体が日朝両国の関係を阻むものとなったのである。日本

天皇の「皇」、「勅」の字は古来中国の皇帝しか使えない言葉であり、

朝鮮はそのことを敏感に認識したのである。日本は外交交渉が難航し

ているため、強硬論を唱える者も出た。150朝鮮に兵を派し、その無礼

を償わせるというのである。しかし、朝鮮に出兵することは即ち清国

                                                  
147 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、P19 
148 安岡昭男、『明治前期日清交渉史研究』、巌南堂書店、1995、P6 
149 第二章、P1 参照 
150 第二章、第二節を参照 



 - 81 -

と敵対することを意味する。当時の日本は朝鮮出兵もままならない状

態であり、まして清国と交戦することなどということは不可能に近い。

そのため、日本はまず西洋の万国公法に基づく条約を中国と朝鮮に要

求してきたのである。清国と日清修好条規を結び、清国と対等な地位

に立つことはイコール朝鮮の上に立つことであるからと思う。 

 しかし、日本は清国と不平等条約を結ぶつもりでいたのである。日

本は自国を西洋諸国と同一列に並べ、その西洋諸国と不平等条約を結

んだ清国とは不平等条約を結ぶのが正しいことであるという意見もあ

り、西洋諸国に習い不平等条約の草案も出したが、結局清国の猛反発

にあい、不発に終わったのである。このときからすでに清国より日本

の方が上という意識が日本人のなかにあり、その上下の意識もまた、

日本を西洋諸国と同一列に置き、不平等条約を強要された清国と比べ

て得た概念である。 

 日本が明治維新をなし遂げ、近代化に向かって進むなか、課題の一

つは近代国家の領土の確保であった。そのため、日本は北でロシアと

条約を結び、南で琉球の日清両属を排除し、日本の領土に納めようと

したのである。そこで発生したのが台湾事件である。琉球の漁民が台

湾で原住民に殺された事件は元々日本が手を出す筋合いはないが、日

本は琉球を自国の領土と見なしているため、台湾の原住民の罪を問う

ことは琉球への領有権を主張することを意味する。 

 この事件は外交交渉で解決したが、この事件をきっかけに、清国は

日本の台湾、朝鮮にたいする侵略の意図を察知し、警戒するようにな

ったのである。又一方、日本は国家発展のため、清国との衝突も不可

避なものとなったのである。結局、日清両国は日本の台湾出兵の一件

を経、互いにマイナス面の感情を抱いたことは確かである。日本が清

国人をチャンチャン坊主と呼ぶようになったのもこの頃から始まった

のではないであろうか。151 

 しかし、マイナス感情を抱いているにせよ、清国の強い底力に日本

は警戒しないわけではない。特に清国の人口とその土地の広さなどは

                                                  
151 日本が清国人をこう呼ぶようになったのはさらに早く、『西洋道中膝栗毛』

では「よくもよくも、日本の屎におれを浴せたな。（…中略）サア。このちゃん

ちゃんめ」のであるが、この言葉が新聞の記事に取りあげたのは注 20 が初めて

である。 
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日本が追いつきもできないものである。なので、台湾事件が沈静化し

た後、日本の世論、新聞も清国への攻撃を減らし、清国の力に警戒を

促す記事が出るようになったのである。152 

 勿論、中国を軽視しない代わりに、両国が協力して西洋諸国の侵略

を防ぐという言論もあるが、これも極少数であり、影響力も少ない。

明治初期の日本の対中国観は日本の兵力の弱小に基づいた矛盾したも

のである。清国を軽視しながら、その属国である朝鮮を奪い取ること

もできないのである。清国は軽蔑する対象であり、警戒すべき仮想敵

である。そして、日本の新聞の記事などでは、清国に関する報道の仕

方もこれに一致し、片方では清国のマイナス面の記事を並べ、一方は

清国の軍事力を誇大し、その脅威を日本の国民に伝えようとしている。 

 そして、江華島事件以後、日本は朝鮮から「自主ノ邦」であるとい

う承諾を得たが、これが日清両国の今後 20 年に渡る外交交渉の的とな

ったのである。朝鮮が開国して以来、日本は清国の宗主国の地位を削

ぎ、自らの勢力拡大を図っていた。しかし、朝鮮で直面した清国の勢

力は強く、そう簡単に弱体化できるものではないのである。そして、

壬午事変は日本が清国と初めて朝鮮に派兵する事件となった。だが、

壬午事変の際、清国が処理を請負、日本は無力であった。それに刺激

され、日本は清国を目標とした軍拡を始めたのである。また、清国に

対する新聞の報道も、マイナス面がある一方、清国の軍事力を評価し、

その脅威を警戒する報道もあった。だが、清国の軍事力を評価するの

は、自国の軍拡を合理化するための理由であり、ある程度の誇大が見

られる。結局、日本は壬午事変で得られたものは清国を牽制する程度

のものであり、朝鮮における清国の勢力が一段と強くなったのである。 

 朝鮮における緊張した状況が続いた 1884 年、甲申政変が発生したの

である。日本が朝鮮の開化派を援助し、政変を企てようとするが、強

力な清国軍の前に撃ち破られ失敗したのである。政変の裏にある日本

の動きが逆手を取られ、清国の影響力がますます強大になり、日本が

朝鮮から後退を余儀なくされたのである。日本の新聞もこのとき、清

国にたいするマイナス評価が多く、特に福沢諭吉などの知識人が朝鮮

と清国の残酷さや守旧的な態度に呆れ、日本はその両国と協力するの
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を止め、独力で近代化にめざしてすすむよう新聞に投書したのである。

153 

 甲申政変後、日清両国は天津条約を結んだ。特筆すべきことは「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。」の一条である。日清戦争はこの一条によ

って日本に開戦のきっかけを与えたものと言えよう。この事件の後、

朝鮮における清国の勢力もまた拡大し、朝鮮への内政干渉も明らかに

強化されたのである。 

 1886 年に、日本長崎ではもう一つの事件が起きたのである。清国の

水兵が上陸し日本の巡察と乱闘する事件である。両国とも死傷者が出、

外交衝突になりかねないこの事件は最後両国が珍しく平和的な解決を

見せたのである。日本の新聞も極めて中立に報道し、国民の感情を煽

動するような行為は見当たらないのである。この時期、日本は本格的

な軍拡を始め、対清戦争を準備しているところなので、準備が整える

まで清国と国内の小衝突のために開戦したくないのであろう。日本が

関心を持っていたのは、常に朝鮮であり、その朝鮮を勢力下に置く清

国であった。日本国内で起きた衝突をできるだけ早く、丸く収まるよ

うに努力したのであろう。 

 清国の北洋艦隊は今のところ日本にとっては極めて強力な脅威であ

り、軍拡を完成するまで衝突を極力避けたい日本はそれから数年清国

と平和的な関係を保ち続けた。1892 年北洋艦隊が日本に訪問し時など、

新聞の報道も互いの友好行為を取り上げ、その艦隊の軍容を称えたの

である。154 

 そして、朝鮮の情勢は 1892 年に入り、ますます混乱した。日本への

穀物流出を防ぐための防穀令は却って日本から強い反発を受けた。極

度の混乱から生み出された東学運動も反乱に拡大し、朝鮮全土を席巻

する勢いを見せたのである。こんな大きな反乱は当時の朝鮮は鎮圧す

る力を持っていなかったので、清国に派兵を要請したのである。しか

し、かねてから朝鮮情勢に注意を払い続けている日本もこの出兵の好
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機を逃すわけがない。天津条約の共同派兵の条約を口実に、速やかな

派兵を行ったのである。これは、日本は既に対清戦争をするだけの兵

力を整え、時機を待っているということを意味している。一方では日

本国内での政府と野党との対立もかなり緊迫した状況にあり、日本政

府には出兵することを以って国内の圧力を外に転じようとする意図も

あったのである。 

 この時期の新聞はことさらに清国の朝鮮に対する尊大な態度を罵り、

朝鮮の独立国としての体面を損なうと記事に書いている。日本は対清

戦争の準備を整えると同時に、国中の対清戦争世論をも形成させつつ

あったのである。 

 しかし、朝鮮の情勢は日本の予想を超えた。日清両国が派兵した時、

朝鮮の東学による反乱は沈静化し、両国の兵を必要としなくなったの

である。それで対清戦争を発動する口実を失った日本が次に出した口

実は朝鮮の内政改革である。もちろん、清国はこれを受け入れず、日

清両国の速やかな撤兵を要求した。だが、日本は日本単独による朝鮮

の内政改革を強行しようとしたとき、ついに日清戦争の火蓋が切り落

されたのである。日本の報道も清国を改革に反対する反動的な存在に

仕立て、その清国を敵視する記事は何篇も出たのである。 

 日本は国内の近代化にその力を傾倒することになり、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。

そして、対清関係が常に緊張を呈し、特に韓国問題をめぐって清国と

の関係において脅威が意識された結果として、軍事力の拡充において

は結局清国が仮想敵国として想定されることになったのである。これ

は当時の日本の新聞の清国軍備についての関心を説明している。 

日本政府は清国を早くから仮想敵国視しているが、対清戦争の準備

の不足から日本政府の対清政策を制限している。前にも述べたように、

山縣有朋は「隣邦兵備略表」で、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
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ならないことを主張した。155森山茂徳も『日韓併合』で同じ意見を述

べている。156 

つまり、明治初期の日本政府は清国との外交交渉に併行し、対清戦

争の準備を進めていることが明らかであった。そして、時折突発的な

独断行為から出た台湾事件などは却って日本の外交上に不利な状況を

課すことになる。もし当時イギリスが調停に入らなかったら、日本は

強硬な中国と不満を抱く列強を相手に交渉しなければならなかったろ

う。琉球の宗主権をもらえるのは全くの意外である。 

政府は事の全貌を把握しなければいけないが、新聞はその必要が少

ないから、強硬論を唱える場合が多いのも当然であろう。特に外交事

件の度に出る対清強硬論は政府に圧力をかけるだけではなく、日本の

民衆にも大きな影響を与えている。特に清国の醜態を紹介する記事は

多く、157特に福沢諭吉のような有名な人物はなおさらの事である。158そ

して、このような意見は日清戦争の時、ついにその効用を発揮し、日

本国民の敵愾心を奮い立たせることに成功したのである。 

 清国の軍事力に対しては、日清戦争前までかなり高い評価を与えた。

その結果、清国と外交衝突を起した時には、強硬論を唱えるものの論

拠は清国の守旧と退嬰であり、その強硬論を封じるために清国の軍事

力にたいする警戒が理由となる。政府は新聞の動向を操るために適切

に出した清国軍力に関する情報は国内の強硬論を封じる一方、もっと

重要な理由があった。それは清国と対抗するための軍拡の理論的根拠

であった。清国は強国である以上、いずれ日本と戦争になると予想し

た日本政府はそれを逆手に取り、自国の軍備拡張に理由付けたのであ

る。 

 以上な原因に影響された日本の対清交渉は、常に緊張を呈する形と

なった。国内の強硬論を封じるため、対清交渉も強硬論を唱えなけれ

ばならない。両国間の緊張情勢が高まれば、軍拡の必要を唱える政府

の宣伝と新聞は世論を影響し、その後ろ盾となった。159軍拡に反対す

                                                  
155 中塚明、『日清戦争の研究』、青木書店、1968、P70 
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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。 

 最後に、日本の対中国蔑視観に影響された対清交渉はどのような過

程を経たのかを検討してみたいと思う。日清修好条規の時、日本はす

でに清国に不平等条約を押し付けるつもりでいたが、それを押し通す

力がないため、変則的な平等条約で我慢するしかなかった。しかし、

日本は常に文明側に立ち、清国を野蛮側に置くという姿勢は見られる。

この時の日清修好条規はただ朝鮮と交渉するためのツールに過ぎない

からこの結果を受け入れたと思う。 

 しかし、征韓論から台湾事件、さらに琉球処分に至る一連の事件の

場合、日本はかなり強硬な交渉をするようになったのである。それは

こと清国にたいしてではなく、国内の世論、つまり国内の圧力を国外

に向けようとするためである。しかし、このような行為は政府内の強

硬派と一致し、台湾出兵のような制御できない結果になるのである。 

 そして、日本の目標は朝鮮に置くことになるが、すでに日本の野望

に察知した清国も台湾事件、琉球処分の時と違い、かなり強硬的な手

段に出ることになる。160日清両国の対立はそれ以前の日清連合論161を

不可能にした。そして、日本と清国はいずれ朝鮮の支配権をめぐって

決戦しなければならない認識が広がった。 

 以後、日清両国は朝鮮をめぐって激しい権力の争いを続けてきた。

そして、日本は劣勢に追い込まれつつあるそのとき、朝鮮では東学運

動が発生したのである。それ以前の日本の対清世論はすでに形成しつ

つあり、日本国民の間もその認識が広がったため、東学運動が勃発し

たその頃、日本の世論は一辺倒に日本の対清強硬論を支持したのであ

る。162そして、日本政府も軍備を整え、一朝有事の時にすぐに大軍を

朝鮮に送り込み、清国を朝鮮から追い出すつもりでいたのである。こ

うなった以上、清国の軍事的脅威をもはや強調する必要がなくなった。

日本の新聞は一斉に清国にかんするマイナス報道を開始し、旧式な装

備を軽視するに至った。そして、日本政府は国内の対清強硬論を後ろ

盾に、徹底的な対清戦争を始めたのである。 

                                                  
160 第三章 P1-3 参照 
161 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、P267 
162 第三章第五節を参照 
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 清国はこの戦争で大敗を喫し、日本はさらに清国を蔑視するように

なったのである。日本は自国を西洋文明先進国側に置き、清国を野蛮

側に置くという前出の観は、さらに日本軍が清国に攻め入った時の体

験と重なり、一層清国の野蛮と不文明とを実感し、それは蔑視に転じ

るのも、当然である。結局、日本政府は国内の世論の支持を受け、対

清蔑視観を成功に築き、政策を進めることになったのである。さらに、

日本国民は清国にたいする軽視、蔑視の念はそのまま政府の操作によ

り第二次世界大戦まで残ってしまったのである。 


