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『朝鮮新報』主筆青山好恵の東学農民戦争報道

―― 1890 年代の朝鮮情報流通と居留地メディア――

中 川 未 来＊

は じ め に

愛媛県宇和島市光国寺境内，市街地の南端を区切る山裾に青山好恵 (号四州，1872〜1896) の

墓所はある。墓前に据えられた灯籠には「朝鮮国仁川居留地有志者中」「明治三十年八月建立」

の文字が，墓碑には三島中洲の撰にかかる長文の銘が，それぞれ刻まれている。後者は，宇和

島出身の西脇長太郎 (第一銀行仁川支店長) をはじめとする「朝鮮仁川在留」の有志 50 余人の

拠金により，灯籠設置の翌年に建立されたものである。墓碑銘に「朝鮮に入り其衰頽を慨し，

之を救済せんと欲し朝鮮新報を刊行す」(原漢文) とあるように，青山好恵なる人物は，朝鮮

仁
イン

川
チヨン

の日本居留地で発行された日本語新聞『朝鮮新報』(図 1) の主宰者であった。本稿の目

的は，青山好恵が展開した報道活動とその影響範囲を具体的に明らかにする作業を通じて，

1890 年代の日本社会にもたらされた東学農民戦争の姿――とりわけ「東学党」 像
イメージ

を復元し，

それが同時期の対外論調のなかで果たした役割を分析するところにある。

日本近代史の文脈において東学農民戦争は，おおむね日清戦争開戦過程の一齣，すなわち政

府や政党，また輿論による朝鮮出兵論の導因として叙述されてきた。しかし日清戦争研究の深

化に伴い，近年では日本軍による農民軍殲滅作戦の実態が実証的に解明されるなど1)，東学農

民戦争との関わりは，近代の日本国家が東アジア地域の民衆と直接に対峙し，その抑圧を進め

ていく大きな画期として「広義の日清戦争｣2) の一環に位置づけられるようになっている。他

方で，近代日本社会で「東学党」に対して関心が向けられた時期は，決して日清戦争期にとど

まるものではない。「東学党」は殲滅対象とされた一方で，大庭寛一 (初代京城府尹) は「宗制

は頗る厳格にして，其党衆は能く協和し，勇あり義あり以て大事に当るに足れり」と顧みて，

「化育其人を得は半島の民族も亦有為の真人を模製」できる好例との評価を下す。宮崎滔天も
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同様であり，衰亡する朝鮮にあって「自ら奮って国政を改革せん」と志した「東学党の如き謀

反人」の存在に民族の気概がみいだされている3)。さらに 1919 年の三・一運動に際して朝鮮

総督府は，「往年の東学党たるが如き暴状｣4) と約 25 年前の東学農民戦争を想起したが，同時

に三・一運動に「自発的」に独立を志向する朝鮮人の「根強い素質」をみた吉野作造は，「孫

逸仙によって代表された支那の革命思想のやうな一種興国的精神」の代表例として「東学党以
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図 1 『朝鮮新報』(国立国会図書館憲政資料室蔵「河野広中関係文書」55-5)



来の愛国的精神を伝うる」天道教に関心を寄せた5)。このように息長く注目され，かつ評価の

振れ幅の大きな「東学党」像は，近代日本が朝鮮へ向けたまなざしの一つの典型を示すだろう。

無論このような「東学党」像には，すでに先学が注目している。例えば新聞『日本』の陸羯

南が示した「東学党｣=｢隣邦の志士」評価6)は，アジアの民衆運動に対する自由民権運動以来

の「共感」や「連帯」意識を示す指標として解釈されてきた7)。また農民軍殲滅作戦に従事し

た部隊は四国 4県の出身兵で構成されていたが，『香川新報』は「東学党｣=｢朝鮮国民中の先

覚者」と位置づけ，あえてその殲滅を批判する社説を掲載した点が評価されている8)。これら

先行研究は，当時「東学党」へ蔑視と同情という両義的なまなざしが向けられていた事実を指

摘するが9)，両極端に振れるこのような評価は，果たしてどのような構造的関係にあったのだ

ろうか。情報流通の側面に着目するならば，メディアがいかなる情報に基づいてかような「東

学党」像を描いたのか，対外観形成の前提となる情報の発信・受信過程こそが，解明されるべ

き論点として浮上するだろう10)。同時代の情報環境のなかに，「志士」「先覚者」としての「東

学党」像を，その形成期にまで遡って丁寧に付置する作業が必要なのである。

それではなぜ，発行部数が多く，影響力も大きいと考えられる『東京日日新聞』や『大阪朝

日新聞』などではなく，『朝鮮新報』というほぼ無名の媒体を検討対象とする必要があるのか。

副題に示したように，本稿では『朝鮮新報』をはじめ，19世紀末から 20世紀前半にかけて朝

鮮や中国各地に存在した居留地・租界等において在留日本人が日本語で刊行した新聞雑誌を，

居留地メディアと呼ぶことにしたい。筆者はすでに，植民地統治初期の台湾に存在した日本語

メディアが台湾の日本人社会に対してだけではなく，日本本国への情報発信をも目的としてい

たことを指摘したが11)，本稿が検討対象とする仁川の『朝鮮新報』や釜山の『東亜貿易新聞』

もまた，朝鮮情報の供給源として日本国内のメディアからは「朝鮮の時事を知らむと欲せば兎

も角も之に依らざるべからず｣12) と評価されていた。東学農民戦争報道を検討するに際して青

山好恵の活動に焦点をあてるのは，まず何よりも彼の関与した居留地メディアが，在留日本人

コミュニティ内部での流通にとどまらず，日本内地のメディアへ朝鮮情報を媒介・接続するハ

ブ・メディアとして機能しており，またそれは対外観――ここでは「東学党」像に表象され

た朝鮮観を形成する有力な経路の一つではなかったか，という見通しを抱いているからである。

青山好恵と『朝鮮新報』は，その意味で好個の検討対象となりうると考えるが，青山に関す

る従来の諸情報は残念ながら錯綜している13)。行論上，やや詳細に彼の経歴を追跡する必要が

生じる。その際，「明治ナショナリズム」の重要な担い手たる「地方青年」が，「朝鮮浪人」と

して「地域から雄飛する海外侵略の先兵」となった事例はすでに指摘されているため14)，1890

年に朝鮮へ「雄飛」した青山についても，その思想と活動の同時代的位置づけには特に留意せ

ねばならない。一方で筆者は青山に注目することで，地域社会における海外情報流通と対外観

形成の関係を明らかにすることも目論んでいる。ここでは青山の出身地宇和島という地域を事
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例として，そこへ彼を媒介にもたらされた朝鮮情報が果たした機能も同時に考察したい。

また，従来『朝鮮新報』は紙面の分析から純粋な商業紙とみなされてきたが15)，多くの場合

新聞メディアは商況情報の迅速な報道を重要な目的としていた点を考えると，これは蓋し自明

の評価である。確かに『東亜貿易新聞』の前身紙『釜山商況新報』(1892 年創刊) にしても

「相場表ノ如キモノ｣16) に過ぎなかったが，その後の同紙には熊本国権党の関与も指摘され

る17)。青山の報道活動を検討することは，商業紙としてのみ評価されてきた朝鮮における初期

居留地メディアとナショナリストとの関わりを，歴史的な視点から解き明かす作業にもなるだ

ろう。

そこで本稿は，1890 年代の日本社会において「東学党」像がいかに形成され，流通し，ど

のような目的で消費されていったのかについて，特に朝鮮情報の流通過程に注目しつつ解明す

ることを課題とする。一方でその前提として，青山好恵の生涯の軌跡と『朝鮮新報』の機能を

明らかにすることで，当該期の日本社会における対外観形成の一端を浮き彫りにする。

検討をはじめるにあたり，史料について触れておく必要がある。現存する 1890 年代前半の

『朝鮮新報』は，管見の限り国立国会図書館と東京大学明治新聞雑誌文庫に 12点 (1892 年 4 点，

1896 年 8点)，東京経済大学図書館桜井義之文庫に 3 点 (1892 年)，また国立国会図書館憲政資

料室の河野広中関係文書に 1点 (1893年) の計 16 号分 (重複なし) しかなく，『東亜貿易新聞』

にいたっては，河野広中関係文書中に 1点 (1893年) が確認されるのみである18)。しかし，第

Ⅰ章でも触れるように青山好恵は「朝鮮新報の記事の日本の新聞に転載せられんこと｣19) を強

く願っており，実際に同時期の国内各紙に掲載された朝鮮関連記事には，『朝鮮新報』『東亜貿

易新聞』の記事引用もしくは転載が数多くみいだされる。そのため本稿では，これら引用・転

載記事を積極的に掘り起こして活用することで，失われた居留地メディアが展開した議論 (の

痕跡) を可能な限り追跡し，検討に付したい。

なお本稿は行論の関係上，拙著の内容20)と一部重なる箇所があることをお断りしておく。ま

た引用史料は読みやすさを考慮し，原意を損なわない範囲で適宜句読点等を補っている。

Ⅰ．青山好恵と『朝鮮新報』

1 ) 生い立ちと思想形成

はじめに，青山好恵が『朝鮮新報』に拠り言論活動を開始するまでの足跡を，必要な限りで

たどりたい。「明治ノ青年」たる青山が朝鮮渡航にいたった背景を理解するためである。

1872 年，青山好恵は宇和島県笹町 (現愛媛県宇和島市笹町) に，元宇和島藩士村松嘉久造の 3

男として生まれた21)。維新後の調査によると村松家の家禄は 10石，秩禄公債の額は 50円であ

る22)。4人兄弟であった。長兄村松恒一郎 (号柳江，1864〜1940) は中村正直の同人社で学び，
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古義真言宗大学林 (高野山) の英学講師や『関西日報』『国会』『中央新聞』『東京朝日新聞』

『大阪朝日新聞』等諸紙の記者を経て 1908 年衆議院議員 (無所属，のち立憲国民党) に当選23)，

次兄山村豊次郎 (1869〜1938) は日本法律学校を経て宇和島にて弁護士を開業，のち 1920 年宇

和島町長，1922 年初代宇和島市長，そして 1932 年より衆議院議員 (立憲政友会) を務めた24)。

弟の村松忠雄 (号蓼洲，のち今井性) は青山没後の『朝鮮新報』を引き継ぎ，1898 年に同紙を

離れたのちは 1907 年に『朝鮮タイムス』を創刊している。兄弟で姓が異なるのは，父嘉久造

が秩禄公債による財産形成目的で，山村・青山両家の家督を購入したためとされる。

1890 年にいたるまで青山の足跡は判然としないが，とりわけ 1880 年代に全国的な高まりを

みせた上京熱25)が宇和島の旧士族青年層を捉えていた様子は，上述した青山兄弟の略歴からも

十分にうかがえるだろう。しかし父嘉久造の死去 (1874年) により生家は経済的に没落してお

り，結局長兄恒一郎は学資が絶え廃学，次兄豊次郎は『関西日報』等を経てようやく日本法律

学校 (1890 年開学) へ入学する。青山の場合，1886 年に上京を果したものの校僕や食客として

苦学し，その後京阪間を流浪して「史伝雑誌」に筆を執り，また独力で『文林』なる雑誌を刊

行したと伝わるのみで，具体的な経歴は不明である。青山自身によると，彼はこの間「具さに

浮世の難苦を嘗め」，1890 年正月は大阪で「歳月徒に去り事功成り難きを嘆しつゝ，苦しき新

年を迎へ」たという26)。結局病を得た青山が宇和島への帰郷を余儀なくされたのは，1890 年

の初頭と推定される。

長兄恒一郎と次兄豊次郎の出郷にあたり糸口となったのは，同郷の末広重恭 (号鉄腸，

1849〜1896) との繋がりである。笹町の村松家は末広家の東隣に位置しており，豊次郎は鉄腸

の養父である末広静が主宰する家塾静古園に通ったという27)。恒一郎と豊次郎が大阪で刊行さ

れた大同倶楽部系『関西日報』(1889 年創刊) に相次いで関与したのは，末広との関係による

と考えられる。事実，恒一郎は鉄腸の『国会』主筆就任とともに 1890 年 7 月には『国会』へ

異動している28)。その後の彼は鉄腸や児島惟謙，穂積陳重，穂積八束といった人士と並び称さ

れる「在京本県名士｣29) の一人と目されるようになり，のち鉄腸の遺作『政治小説戦後の日

本』の続篇 (1897 年刊) を執筆するなど，終始忠実な秘書役として活動することになる。

自余の兄弟は 1890 年当時，郷里宇和島にあって末広鉄腸率いる大同倶楽部の組織固めに従

事していた。鉄腸は宇和島を含む選挙区・愛媛県第 6 区 (北宇和郡・南宇和郡) において 1889

年 12 月と翌 90 年 4月に遊説活動を行い，大同派の北宇和倶楽部から衆議院議員候補者として

推薦を取りつけるなど，第 1回衆議院議員選挙へ向けた運動を強化していた30)。1890 年 4月 9

日に鉄腸が宇和島港へ到着した際には，宇和島青年会など同地における大同派青年団体代表の

一人として，薬師寺知曨 (のち『朝鮮新報』記者) らと「大同団結万歳」「南海男子有肝胆」な

どの大旗を押し立て出迎える青山好恵の姿が報道されている31)。この宇和島青年会こそが，宇

和島における青山の活動拠点である。同会は青山の宇和島帰郷と前後する 1890 年 1 月 28 日に
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創立会を開催，30 日に正式に発足しており，

同年 4月 26 日に青山は薬師寺とともに幹事

に選出されている32)。現存する最も古い会員

名簿33) (1891 年 3 月) をみると，そこには村

松恒一郎を除き，山村豊次郎・青山好恵・村

松忠雄と兄弟全員の名が確認される。

宇和島青年会は，「同志青年ノ団結ヲ堅ク

シ，政事ニ関セス宗派ニ偏セス，専ラ青年ノ

元気ヲ開発シ，其道徳ヲ涵養シ智識ヲ錬磨ス

ル」ことで「新日本の青年」育成を目指した

点から明らかなように，1880 年代末より全国

各地に叢生した青年結社の典型的な一つであ

る34)。機関誌『鶴城青年』(1890 年 6 月創刊) の

表紙デザイン (図 2) からは，青年結社の雑

誌運営でモデル視された『国民之友』の影響

を如実にみてとることができよう。

一方で本稿の問題関心の一つである対外観

形成について注目すべきは，『鶴城青年』上

には海外雄飛を果たした「海外会員」の通信

文が数多く掲載されていた点である。人口 1万 2594人 (1894年末時点) の宇和島町から海外に

出ていた人数は，27 人 (男性 20 人，女性 7 人) と報道されている35)。彼ら・彼女らは，人口比

からすれば僅かな人数でしかない。しかしそのうちの一部は，いわば海外雄飛の先達として

『鶴城青年』に頻々と書簡を寄せ，郷里の後輩に「世界」の現状を伝達していたのである。一

例をあげれば，「朝鮮京城不覚生」なる会員は「嗚呼北海道に，支那に，朝鮮に，皆是新日本

の少年か興味の原野なり」と呼びかけており，また朝鮮より帰国したという一会員は，「朝鮮

の地は決して吾人か一刻も忽且に付すへからす」「今にして能く補け能く果さゝれは，真に九

仞の功を一簣に欠く者，豈力めさるへけんや」とロシアや清の朝鮮進出について，国家と自ら

を重ね合わせたうえで危機感をもって報じている36)。

宇和島青年会に集った青年層の自己認識を確認すると，彼らは自らを「才学並ひ秀てたるの

青年にして，資の給せさるか為に空
﹅

し
﹅

く
﹅

怨
﹅

を
﹅

呑
﹅

ん
﹅

て
﹅

南海の僻隅に蟄居したる者」(傍点引用者)，

もしくは「都ノ青年」と対比される「田舎青年」と位置づけている37)。「国家の継承者」とし

ての「田舎青年」の存在は，東京を中心に形成された「書生社会」が日清戦後に崩壊していく

なかで山本瀧之助にみいだされ，社会的に注目されたが38)，宇和島の青年たちの間では，それ
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図 2 『鶴城青年』第 12 号表紙 (宇和島市立図書

館蔵)



はすでに 1890 年代初頭に自覚されていた。そもそも宇和島青年会員は中央での立身出世を阻

まれているとの疎外感を核の一つとして結集しており，そのため地域における教育機会の獲得

に尽力するとともに39)，海外会員からの情報摂取を通じ，国家への寄与にも繋がる立身出世の

道として「海外雄飛」を意欲しているのである。朝鮮渡航後の青山好恵もまた『鶴城青年』へ

頻繁に寄稿するとともに，『朝鮮新報』を毎号同会へ送付していた40)。『鶴城青年』は，宇和島

の青年層にとって重要な海外情報の窓口の一つとして機能していたのである。

さらに述べるならば，同誌への寄稿中で青山は，自らを朝鮮の「探検者」と称している。こ

のように「未開地」を「探検」するという使命感は，同時期に政教社の雑誌『日本人』で「日

本人の天職」として「亜細亜大陸の探検｣41) を推奨していた内藤湖南の意識にも通底するだろ

う。また海港を擁する宇和島の青年層は，シベリア鉄道など国際交通網の発達を背景に，対外

輸出と地域振興を結びつけて論じた稲垣満次郎の言論の受容者でもあったことが『鶴城青年』

誌面から確認される42)。1890 年代初頭の『日本人』やその後継誌『亜細亜』を賑わせたアジ

ア論は，宇和島青年会など東京以外の地域に存在した青年結社に集う「田舎青年」たちの，立

身出世意欲と結びついたアジア地域への関心によっても支えられていたのである。

青山好恵は，まさにそのような「田舎青年」の一人であった。

2 ) 朝鮮渡航と居留地メディアへの関与

青山好恵は 1890 年の「夏半バセルノ時」に朝鮮仁川の日本居留地へ渡り，同地の在留日本

人で組織された仁川商法会議所の書記となった43)。渡航にあたっては宇和島出身の島内義雄

(第一銀行仁川支店会計係) を頼り，また 1891 年 6 月に同じく同郷の西脇長太郎が第一銀行仁川

支店長に着任して以降は，西脇が青山の後見人としての役割を果たしたという。すでにみたよ

うに，彼は青山の墓碑建立に際して発起人となった人物である。また仁川には中井和賀雄 (宇

和島青年会員) も在留しており44)，漢城日本居留地会議長の山本清記も愛媛県出身であった45)。

青山の朝鮮渡航は，このように既存の朝鮮在留愛媛県出身者ネットワークをたどったものと推

測される。なお渡航時期は不明だが，阪本敬守 (『朝鮮新報』記者，元『宇和島新聞』在籍) の場

合も西脇長太郎を頼り「職業ヲ求メンカ為メ」に朝鮮に渡ったという46)。

1892 年 8 月時点の仁川における在留日本人は，2585 人 (男性 1741 人・女性 834人) である。

また出身府県別の人口構成が解る 1895 年 5 月時点において，仁川の在留日本人 4499 人の中で

愛媛県出身者の人数は，山口 (1267 人)，長崎 (1179 人) 等に次いで第 10位 (107 人) を占めて

いた47)。一方で 1881 年に愛媛県西宇和郡三崎村の漁民が朝鮮漁場へ出漁を開始して以降，愛

媛県沿岸部からは朝鮮近海への漁業者進出が続いていたが48)，釜山領事館での漁業免状交付者

数をみると，愛媛県出身者は 1890 年 95 人，91 年 74人，92 年 130 人となっている49)。仁川は

日本人漁民の操漁区域外であるためこれは直接仁川への人口移動を示した数字ではないが，新
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聞報道からは朝鮮近海へ出漁する漁船に便乗し「朝鮮国仁川地方ヘ出稼ノ目的ヲ以テ」渡航し

ようとした事例も確認される50)。青山の仁川渡航は，1880 年代以来続く愛媛県・瀬戸内海沿

岸地域から朝鮮半島への人口移動の一環でもあったのである。

渡航後の青山が関与した『朝鮮新報』とは，いかなる性格の媒体であったのだろうか。その

沿革を青山の著書『仁川事情』(1892 年) 等から確認すると，まず 1889 年に興亜会員でもあっ

た江南哲夫 (1888. 1〜1891. 6 第一銀行仁川支店長) により，仁川活版所が設立された51)。1892 年

当時の同活版所株主を史料掲載順で掲げると，榊茂夫 (三菱会社)，大谷正誠 (日本郵船・仁川日

本居留地議会議長・仁川商法会議所副議長)，隈本栄一郎 (不明)，穂積寅九郎 (慶應義塾出身，漢城

居留貿易商)，平尾釟三郎 (仁川海関)，島内義雄 (第一銀行)，麻生蓬 (第一銀行)，佐野誠之 (の

ち日韓通商協会会長)，青山好恵である。居留地有力者層が同活版所の運営を後援していたこと

が確認できる。そして，朝鮮新報社の所在地は仁川活版所と同一住所 (仁川居留地第 19 号) で

ある。青山の新聞事業が，同活版所を基盤としていたことは明らかである。

『朝鮮新報』の前身紙『仁川京城隔週商報』(隔週刊) は，1890 年 1 月 28 日に「仁川京城ノ

商況物価」「朝鮮ノ国勢民況」「各地方ノ雑報」を報道し「朝鮮ノ貿易及朝鮮ノ国勢上ニ光明ヲ

得セシムルノ機関」として創刊された。創刊者を佐野誠之とする文献もあるが定かではない52)。

発行所は済物商報社である。同紙は 1891 年 9 月 1 日『朝鮮旬報』(10 日毎刊) と改題し，第 22

号まで刊行されたが，翌 92 年 4月 15 日に『朝鮮新報』として再発足する (1892 年 7 月以降毎

土曜日刊，1部 3銭 5厘)。少なくとも青山は『朝鮮新報』改題時には主筆を務めていたようだ

が53)，史料的限界から具体的な関与がはじまった時期は明確にできない。

『仁川京城隔週商報』は，題号が示すように在留日本人を対象読者として彼らへの輸出入物

価や韓銭相場など商況報道を目的とする「一相場表」であった54)。『仁川京城隔週商報』から

『朝鮮旬報』『朝鮮新報』への矢継ぎ早の改組は，一つには仁川居留地の急速な経済規模拡大

(1890 年の貿易額約 229万円が 1892 年には約 450万円) を背景とするが55)，いま一つの理由は，在

留日本人が「朝鮮ノ時事ヲ故国ノ同胞ニ報道スルノ必要｣56) を認めつつあった点に求められる。

そもそも 1892 年当時，仁川や漢城で流通していた日本語メディアは，『大阪朝日新聞』を筆頭

に『鎮西日報』『大阪毎日新聞』『長崎新報』などが主であったという57)。これら諸紙の朝鮮報

道について青山は「殊更らに奇を好みて臆測極る」と批判的であり，朝鮮情報を正確に「本国

に速報するの道」を確保することが課題とされていた58)。しかし，例え青山が「朝鮮時事ノ報

道ニ至テハ自カラ天下独歩ナルヲ信ス｣59) と自認していても，居留日本人のみを対象読者とし

ていては情報発信の範囲には限界があろう。そのため青山は『大阪朝日新聞』通信員を兼務す

るとともに60)，『朝鮮新報』記事の内地メディアへの転載を積極的に歓迎していた。青山は次

のように述べているが，1892 年付の同史料は，『朝鮮新報』記事が内地メディアへ拡散する様

子を，間接的なかたちではあるがよく示している。
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新聞と新聞とは互に記事を交換するは同業社会の例なるも，新聞の特色とせる分は原新

聞の名を掲げ置くことは亦新聞社の徳義なり。近頃日本大小の諸新聞にて我朝鮮新報の記

事を転載するもの多きも，二三を除きては多くは朝鮮新報抜萃なることを表白せず，甚し

きは我新報の記事を其儘列載して之れに仁川通信若しくは京城通信と記し居るものあり。

不徳義真に極まれりと云ふべし。我が社は朝鮮新報の記事の日本の新聞に転載せられんこ

とを望む。庶幾くは朝鮮時事の真相を日本に知らしむるに便なるを知ればなり。然りと雖

も此る不徳義なる方法を以ての転載否盗載を望まず61)

それではなぜ青山は，「朝鮮時事の真相」を「日本に知らしむる」ことを重視するのであろ

うか。1892 年に末広鉄腸が仁川へ来港した際に示された青山ら居留民の対応から，その理由

を探ってみよう。鉄腸は，シベリア鉄道起工 (1891 年) によりロシアが「日本海ニ於テ何程ノ

勢力ヲ増加」し，また「日本支那朝鮮ニ対シテ如何ナル地位ニ立ツベキカ｣62) を観察すべく，

1892 年 8 月 18 日に神戸よりウラジオストクへ向け出帆した。ウラジオストクから仁川を経由

して天津へ向かった鉄腸が，再び仁川に寄港したのは 9 月 30 日である。青山は「旧知｣63) た

る鉄腸に刊行直前の自著『仁川事情』を提供して「仁川ノ実際ヲ知ルヲ得セシメ」るととも

に64)，鉄腸の漢城行に際しては東道役を務めるなど，最大限の便宜を図っていた65)。

結果として鉄腸は，朝鮮における日本の利益確保を積極的に主張するようになったと指摘さ

れる66)。実際に鉄腸は，『朝鮮新報』への寄稿文では朝鮮政府の「弊政」改革と財政整理を主

張し67)，また仁川での送別会 (10 月 17 日) でも対朝鮮貿易拡張のため「対韓政略を一定し，

内国人に成るべく朝鮮の事情を知らしめ，内国の資本を注入し并に航海を保護する方針を一変

する」旨の演説をおこなっている68)。青山は，河野広中の朝鮮視察 (1893年) 時にも海外渡航

規則の緩和や仁川漢城間の郵便権取得，居留民の自治権確立といった要望を伝達していた69)。

鉄腸の朝鮮論も，一面では青山ら居留民の意向を反映したものであろう。すなわち清商との競

合状態70)にあった朝鮮在留日本人は国家権力による庇護を要求しており，居留地メディアは日

本内地へ「朝鮮の事情を知らしめ」る役割を担うことで，彼らの意思や利害に関わる諸情報を

政府や内地輿論へ伝達することが望まれていたのである71)。このような居留地メディアの基本

的な性格は，次章以下で検討する「東学党」像の形成に大きく関わることになるだろう。

なお『朝鮮新報』の購読層について付言すると，1892 年に朝鮮を訪れ「朝鮮新報の記者青

山某」の訪問を受けた外務省通商局長原敬は，訪朝の意図を「中外に之を明かにし，又朝鮮政

府をして多少考慮せしむるの必要を認めたる」ため，青山の取材を許可している72)。この記述

は，『朝鮮新報』の読者が在朝鮮日本人社会や日本本国のみならず，朝鮮や清国をはじめとす

る関係諸国にも存在していたことを示唆している73)。また青山は『大阪朝日新聞』以外にも，

長兄村松恒一郎が在籍した『国会』や郷里愛媛県の『海南新聞』『宇和島新聞』にも不定期に
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情報を提供していた74)。青山を介した朝鮮情報の流通範囲が，大阪や東京のみならず直接地域

社会にも及んでいたことは留意しておきたい。

Ⅱ．「東学党」像の形成

1893年 4月 7 日付『官報』は，在漢城日本公使館の提供情報に基づき，「朝鮮国ニ東学派

(一名革命党) ト称スル一種ノ宗教アリ」との書き出しで，東学徒の「不穏ノ挙動」に関する報

道を開始している75)。東学農民戦争報道における「東学党」像の形成過程を探るためには，

『官報』など内地メディアが「東学党」なる存在に初めて注目した 1893年に遡る必要がある。

最低限の事実経過を確認しよう76)。1860 年，崔
チエ

済
ジエ

愚
ウ

により創始された民間宗教である東
トン

学
ハク

は，1863年に崔済愚が「左道惑民」の罪で処刑されると第二代教主崔
チエ

時
シ

亨
ヒヨン

に引き継がれ，教

団の組織整備や正統教理の確立により教勢を拡大していった。1892 年になると，東学指導者

徐
ソ

璋
ジヤン

玉
オク

と徐
ソ

丙
ビヨン

鶴
ハク

は教祖崔済愚の名誉回復を通じた東学の合法化を図り，その手段の一つとし

て 1893年 3月 28 日 (日付は陽暦に換算，以下同じ) より，漢
ハン

城
ソン

の景
キヨン

福
ボツ

宮
クン

光
クアン

化
フア

門
ムン

前において政

府に対する上訴集会が開かれた。次いで 3月 31 日から翌月にかけてキリスト教会，宣教師宅，

外国人経営学校，また日本領事館を含む外国公館に「斥倭洋」を訴える掲示物が貼られ，漢城

では 4月 22 日を期して攘夷が決行されるという噂が流れた。さらに 4月 26 日には，忠
チユン

清
チヨン

北
プク

道
ト

の報
ポ

恩
ウン

で「斥倭洋」と政府の苛酷な収奪を糾弾する集会が開かれたが，武力を背景とする政

府の説諭により解散させられた。しかし一方で全
チヨル

羅
ラ

道
ド

の金
クム

溝
グ

では，徐璋玉や全
チヨン

琫
ボン

準
ジユン

らが反

政府路線を本格化させており，彼らの運動が翌年の蜂起へと向かうことになる。

漢城における東学徒の行動，とりわけ外国人排斥の主張は，在留日本人を「非常に動揺」さ

せた。攘夷的主張は教祖の名誉回復を実現するための手段に過ぎないと観察していた朝鮮公使

大石正巳も，居留民の「保護の不行届なる為め十七年〔甲申政変時―引用者註〕の前轍を再演」

することを恐れ，4月 10 日には外相陸奥宗光に軍艦の急派を要請する77)。在留日本人に対し

ては同 13日に在漢城領事杉村濬が「外国人排斥ノ主義ヲ持スル一党｣78) への備えを内諭し，

17 日に軍艦八重山が仁川に到着すると翌 18 日には在留日本人中の「壮丁百十余名」が「示威

運動会」を漢城南
ナム

山
サン

で挙行した。仁川居留地は当初平穏であったが，在留日本人の一部が漢城

から仁川へ避難すると同地にも動揺が拡まったという79)。

青山好恵は東学徒の行動をどのように報じたのか。すでに 1892 年 5 月時点で彼は平
ピヨン

安
アン

道
ド

で

発生した「民乱」に着目し，「一新革命の原素は暗々裏に充積しつゝあるものゝ如し｣80) と，

朝鮮社会内における下からの変革の胎動を観察していた。そのため青山は翌 93年に東学徒が

行動を開始するや，日本公使館や仁川のメソジスト派宣教師ジョーンズ George Heber Jones

の収集情報81)を駆使して報道を展開する。「日本の諸新聞未だ東学党を知らず｣82) との言葉は，
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「東学党」報道に対する青山の自負を示すが，すでにみたように当該期『朝鮮新報』はほとん

ど現存しないため，以下では彼が通信員として情報を提供した『大阪朝日新聞』および『東京

朝日新聞』から青山報道の傾向を検討したい。

まず情報の伝達経路を確認しておくと，大阪−仁川間の定期航路は 1893年 3月に大阪商船

が直行便を開設しており (月 2回)，日本郵船も同航路に不定期便を運航していた。また日本

郵船の神戸−天津・牛荘，および上海−長崎−ウラジオストク間定期航路も，仁川 (および釜

山) に寄港している83)。これらを用いて青山が仁川より送った郵稿は，おおむね発信の 5，6

日後には『大阪朝日新聞』紙上に掲載された。また電信は，仁川−漢城−釜山−長崎の経路を

とる釜山線と，仁川−漢城−義州−天津−上海−長崎を経由する義州線の 2ルートが存在した。

迂回路となる義州線でも，通常は仁川−東京間が 3，4時間で通達したという84)。急報，例え

ば漢城の居留民が仁川へ避難準備をはじめたことを報じた 1893年 4月 16 日付の『大阪朝日新

聞』号外「朝鮮京城の不穏」は，15 日午後 3時 20 分発仁川電報に拠っている。発信の翌日に

は早くも紙上に掲載されたことになる。さらに『大阪朝日新聞』記事の出典記載からは，郵稿

や電信に加え『朝鮮新報』そのものからの転載も確認される。

大阪・東京両『朝日新聞』の「東学党」報道は，外国人排斥の掛書により在留日本人社会に

動揺が拡がった 4月 10 日前後より本格的に始まった。例えば「在仁川なる我通信員」発と註

記された記事85)では，「儒仏仙の三道を混和して一派の教義を立て耶蘇教排斥，外国商人放逐，

政弊改革等を党議」とする「東学党」の歴史や具体的な抗議活動の様子，また「倭洋逐斥」を

訴えた東学徒の掲示や日本領事館に投じられた警告書にいたるまでが詳細に報じられている。

重要なのは，ここで青山が，「東学党」は「朝鮮八道に殆んど十有余万人の党員を有」する

存在であり，「尊攘党若くは革命党と目すべき」と報道していたことである。青山は，東学徒

の行動は攘夷に名を借り政府を苦しめ政権奪取を目指すなど，「恰も我国の志士が鎖港攘夷を

唱へて幕府を困迫せしめたると同一」であり，その宣言にも「見るべきもの」があるとの判断

を本社へ伝達していた86)。大阪・東京両『朝日新聞』に掲載された青山通信の文章は，「世人

が見て朝鮮の攘夷革命党と做す所の東学党は，儒仏仙の三道を混和して一派の教義を立て」

云々といった『朝鮮新報』掲載記事87)の言い回しに酷似しており，青山が『朝鮮新報』での報

道活動を基礎として両紙への情報提供を行っていたことがうかがえる。

そして，これら青山通信の見解を引用した『大阪朝日新聞』社説「朝鮮警報」(4 月 18 日)

は，「東学党」は「所謂攘斥主義を持する激徒にして，韓廷の為す所に平かならず，武力を用

ひても其目的を達せんとする者」であり「世若し革命の起るべき時代ありとせば，朝鮮の如き

正に其時代に遭遇するもの」との判断を示している。青山が提供する「東学党｣=｢革命党」認

識が，『大阪朝日新聞』の報道する「東学党」像に反映していく有様がみてとれるだろう。

無論内地メディアの朝鮮情報源は青山好恵のみではなく，「東学党」像の形成過程では各紙
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が契約していた朝鮮通信員の発信情報も考慮しなくてはならないが，実は青山を含む彼ら通信

員の属性には，その報道傾向を考えるうえで注目すべき一つの共通点がある。これについて

1893年に能勢辰五郎 (在仁川領事) は，当時「何新聞通信者」「何党員」と名のる「壮士的無

頼漢」「無責任論者」が朝鮮に多数入国し，居留地の「人心ヲ攪乱」していたことを報告して

いる88)。能勢が指摘するように，この時期朝鮮へ渡り「朝鮮浪人」と呼ばれた政治青年の多く

は，国内各紙の通信員を兼ねていた (表)。能勢は，彼ら「壮士的無頼漢」が居留地中の「下

等民」を煽動し「対韓政商両略共ニ絶対的ノ強硬主義ヲ採ルベキコトヲ主張」していると忌避

するが89)，ここでいう「壮士的無頼漢」の中心人物こそが，青山好恵に他ならない。

仁川領事館の報告によれば，「朝鮮新報主筆之青山ナル青年」は「仁川倶楽部ノ壮士数十人

ヲ指揮」して「東学党」など「事ノ自家ニ関セサルモノニ至テモ尚軽動狂奔」し「頻リニ在留

民ヲ煽動」する人物であり，彼らの活動拠点である居留地メディアは「得意に人心を動揺せし

むる」存在とみなされていた90)。「仁川倶楽部」は，「日清洋諸国紳士」共立の済物倶楽部

(1891 年創立) に対して「中等以下の人士」の社交場として設けられ，青山らの拠点の一つで

あった組織である91)。要するに，「東学党」報道を担った居留地メディア記者や国内メディア

の朝鮮通信員の多くは，青山ら「朝鮮浪人」だったのである。実際，1894年の東学農民軍蜂

起に便乗し閔氏政権倒閣工作を図った浪人グループ「天佑侠」加入者のうち，関屋斧太郎は

『朝鮮新報』記者，また吉倉汪聖と井上藤三郎は釜山の『東亜貿易新聞』記者であった92)。

彼ら「朝鮮浪人」が報道した「東学党｣=｢革命党」像は，ある政治的願望を反映していた。

『東亜貿易新聞』主筆として東学徒の行動を釜山で観察した服部徹 (？〜1908) の『小説東学

党』を参照してみよう。服部は，自由党系『かみなり新聞』主筆を経て『東亜貿易新聞』に移

籍したが，彼も 1893年 7 月には領事転任運動を煽動し，また「中流以上の人物を攻撃」した
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表 国内各紙の主な朝鮮通信員 (1894年 6月現在)

氏 名 所属 (兼務) 略 歴 典 拠

青山 好恵 大阪朝日 『朝鮮新報』主筆 社史資料

山野 音介 大阪朝日 1893年現在釜山通信員 同上

菊地 謙譲 国民 (二六) 1893年朝鮮入国，閔妃暗殺関与 二六 1894. 6. 22

山口秀太郎 国民 (不明) 国民 1894. 6. 6

海浦 篤弥 郵便報知 (朝野)
自由党「壮士」，1890 年通信員として

朝鮮入国，全琫準と会談
報知 1894. 6. 7

佐々木日出男 郵便報知
1890 年朝鮮入国の「壮土」，1895 年在

留禁止処分
同上

葮蘋忠太郎 二六 (郵便報知) 1877 年朝鮮入国，1895 年在留禁止処分 二六 1894. 6. 24 報知 1894. 6. 11

梶山 新介 郵便報知 1880 年朝鮮入国，1895 年在留禁止処分 報知 1894. 6. 11

佐々 政之 中央 (九州日日) 1893年朝鮮入国，閔妃暗殺関与 中央 1894. 6. 26

安達 謙蔵 中央 1893年朝鮮入国，閔妃暗殺関与 同上

註：社史資料=朝日新聞社大阪本社社史編修センター蔵社内資料，二六=『二六新報』，国民=『国民新聞』，報知=『郵便

報知新聞』，中央=『中央新聞』，九州日日=『九州日日新聞』，大阪朝日=『大阪朝日新聞』。



として清国及朝鮮国在留日本人取締規則第 1条 (治安妨害) に基づき在釜山領事より国外退去

処分を受けた「朝鮮浪人」の一人であった93)。日本亡命中の金
キム

玉
オツ

均
キユン

に題字を依頼し，日清開

戦 5ヶ月前の 1894年 3月に発表された『小説東学党』は，「事を東学党人の言行に籍りて自家

去韓前後の感懐を漏らしたる一篇の小説｣94) と評されたが，同書は次に示すように「東学党」

を幕末維新期の「尊攘派」「神風連」と重ね合わせ，「開国五百年来の弊政を一洗」する「革命

党」「勤王党」として描き出すものであった。

東学党は尊攘を主唱すと雖とも，其目的は閔賊を倒すに在り。恰も我勤王党が攘夷を唱へ

て幕府を倒さんと欲せしが如く，神風連が一種の敬神家として当時の政府を顚覆せんと欲

せしか如し。故に東学党は彼の尊攘を主唱せし勤王党が幕府を倒すや，一変して外国主義

の開化党となりしが如く，其目的を達すると共に忽ち一の進歩主義者となるや，火を睹る

よりも明かなりとす95)

先に確認したように，青山報道には朝鮮の現状を幕末維新期と重ね合わせ，東学徒の掲げた

「斥倭洋」の主張を反政府運動のために仮託されたものと捉える傾向があった。服部の見解も

青山と同一基調にあるが，とりわけ服部の特徴は，かつての日本の「勤王党」との類推から，

「東学党」を閔氏政権倒閣を達成した後に「進歩主義者」となる勢力として積極的に読みこん

だ点に認められる。『小説東学党』の粗筋は，尹氏 (=閔氏) 一族に連なる地方長官に諫言し

たため流罪となり，遂には憤死した地方官朴英俊の遺児朴英陽・香蘭兄妹が，日本人志士の助

力により決起するという物語を軸に「東学党」の蜂起と運動の昂揚を描き，最終的には金浩権

(=金玉均) と朴英高 (=朴
パク

泳
ヨン

孝
ヒヨ

) を首班とする開化派官僚・東学首脳による親日政権が樹立さ

れるというものである。ここに提示されているのは，朝鮮から清の影響力を排除し，閔氏政権

に代わり開化派親日政権を樹立するという甲申政変と類似した筋立てを，「東学党」と「朝鮮

浪人」の合作で達成するという構想である。「東学党｣=｢革命党」像は，日本主導での朝鮮改

革の端緒を朝鮮の混乱に積極的に介入することで掴もうとする，「朝鮮浪人」の投企的願望を

反映したものと考えてよい。

青山や服部ら何らかのかたちで「志士活動」に従事していた政治青年のうち，例えば『郵便

報知新聞』『朝野新聞』通信員として 1890 年に朝鮮へ入国した海浦篤弥は，清商との競合で

「商勢頓に振はず，日韓貿易の衰頽在留民の艱苦未だ今日の如く甚しきはあらず」という在留

日本人の要望を「有志」として代表し，日清開戦直前に日本軍の派兵を要請する外相宛請願書

を起草していた96)。また 1880 年代に日朝貿易に従事した大阪協同商会の社員梶山新介は，

1887 年に塩中継商として元山で独立開業し，さらに『郵便報知新聞』通信員を兼務していた

が，1893年の防穀令事件に際しては在元山日本居留民を代表して政府へ対朝鮮強硬策の実行
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を要請している97)。さらに青山も「暁鐘三杵東方既ニ白シ，起テ日本ノ多血漢｣98) と「東洋航

権」の確保を主張していたように，居留地メディア記者や国内各紙の通信員として朝鮮情報発

信に携わった彼ら政治青年たちの思い入れが，その後の「東学党」認識と語られかたに一定の

傾向性を付与した可能性は決して小さくない。「東学党｣=｢革命党」像は，そのような思い入

れの典型的な形象だったのである。

Ⅲ．流通する「東学党」像

1893年における東学徒の行動が表面上終息すると，内地メディアの「東学党」報道は数を

減じていったが，青山は「東学党ノ騒ギハ不相更絶ヘ申サズ，遂ニ暴発セスシテハ止ムモノニ

無之候｣99) と観察していた。果たして翌 1894年 2 月には東学農民戦争へとつながる農民蜂起

が発生し，青山らの「東学党」報道は再び内地メディアの紙面に登場することになる。

まず本章に関わる事実経過は次のとおりである。1894年 2 月 15 日，郡守趙
チヨ

秉
ビヨン

甲
ガプ

の不正収

奪に抵抗し全羅道古
コ

阜
プ

で発生した民衆蜂起は，全琫準の下で最大 1万人を動員したが，朝鮮政

府軍により鎮定された。逃れた全琫準は，他の東学指導者の協力を得て農民軍を組織し，その

過程で後に各紙で注目される「以輔国安民為死生之誓」を主旨とする決起宣言文を発した。各

地で組織された農民軍も全琫準の下に結集し，5月 31 日には追撃を受けながらも全
チヨン

州
ジユ

に入城，

同地奪還を目指す政府軍と激しい戦闘がおこなわれた。しかしこの攻防戦で疲弊した農民軍は，

日清の出兵情報と農繁期への備えのため，6 月 11 日に政府と停戦協定 (全州和約) を結んだ。

これより先の 6月 1日，朝鮮政府は兵曹判書閔
ミン

泳
ヨン

駿
ジユン

と清公使袁
ユエン

世
シー

凱
カイ

の主導により清に軍隊の

来援を要請した。対して日本政府は 6 月 2 日に出兵を決定し，5 日には出兵準備が始まった。

日清両国が天津条約に基づき派兵通知 (行文知照) をおこなったのは 7 日であり，翌 8 日には

清軍が忠
チユン

清
チヨン

道
ド

の牙
ア

山
サン

に上陸している。日本側は 6月 5日，先発として海軍陸戦隊を帯同した

朝鮮公使大鳥圭介を派遣し，大鳥は 9 日に仁川へ到着，翌 10 日には漢城に入った。また動員

を終えた陸軍も 9日に宇品を進発，12 日には仁川に上陸する。

1893年より引き続き朝鮮の民衆運動を注視していた青山好恵にとって 100)，その予想どおり

農民軍が蜂起した 1894年上半期は，必ずしも得意の時期ではなかったと推測される。仁川居

留地での志士的活動の拠点であった仁川倶楽部は同年 1 月頃に解散し，前後して肺患をわず

らった青山は春頃に一時帰国を余儀なくされる 101)。同時期の青山の足跡は，加療中の東京で在

京愛媛県人懇親会 (5 月 13日) への出席が確認される以外，仁川への帰途 7 月 1 日に宇和島へ

到着するまで不明である 102)。青山の不在期も『朝鮮新報』の刊行は継続しているが 103)，一方で

日清戦争に際しては内地メディアが派遣した特派員も朝鮮国内で活動していたため，以下では

前もって彼ら特派員が東学農民戦争報道で果たした役割について確認しておきたい。
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内地メディアが「東学党又起る」との一報を伝えたのは，5 月 10 日前後である。日清戦争

報道に関する研究では，1894年 7月から翌年 11 月の間に 66 社・114人を数えた軍公認の従軍

記者の活動が注目されてきた 104)。確かに，6 月 2 日の出兵決定当日に東京を発った本間九介

(『二六新報』)，大鳥公使搭乗の軍艦に便乗し 6月 5 日に出発した藤野房次郎 (『読売新聞』) や高

見亀 (『時事新報』) をはじめとして，すでに 6 月段階から多くの特派員が朝鮮に派遣されてい

たことは確かである。しかし農民戦争報道に関してみると，彼ら特派員の発信情報が各紙に掲

載され始めるのは，おおむね 6月下旬以降である。なぜならば，6月 4日から民間船舶の徴用

が始まり日朝間の便船が減少したためである。例えば 6 月 9 日に東京を発った『郵便報知新

聞』の柵瀬軍之佐は，大阪からの乗船を諦めて長崎へ向かい，「渡韓の新聞記者十有余名」と

徴用船肥後丸 (日本郵船，第五師団の兵員搭載) に便乗，同月 17 日にようやく釜山へ向け出発し

た。柵瀬らが最終的に仁川へ到着したのは，農民軍の活動が終息した後の 6月 21 日である 105)。

つまり日清開戦直前，とりわけ農民軍の動向に関する情報が朝鮮情勢のその後を理解するう

えで最も必要とされた 6月段階にあって，内地メディア特派員の発信情報は日本内地にほとん

ど届いておらず，農民戦争報道における彼らの貢献は少なかったのである。

そのため当初の東学農民戦争報道は，1893年の場合と同じく，その多くを居留地メディア

発の情報に依拠することになった。各紙の居留地メディア利用状況を記事の出典註記から確認

すると，検討対象とした内地メディア 106)の全てで『朝鮮新報』もしくは『東亜貿易新聞』の記

事転載や抄出がみいだされる。例えば『東京朝日新聞』の場合，「昨日到達せし朝鮮新報 (十

九日発行) ハ朝鮮内乱に関したる詳報を載せたり。中にハ已に大阪発電に依り吾紙上に登録せ

しものもありて重複の嫌なきにあらざれども，今一併に列記して参観の便に供す」(「朝鮮内乱

詳報」1894. 5. 26)，「東学党内乱に付又昨日接手の東亜貿易新聞に依り其要項二三を左に出す」

(「東学党の事」1894. 6. 3) とのごとくにである。なお内地メディアによる居留地メディア講読状

況の実態は明確にしがたいが，少なくとも大阪朝日新聞社についてみれば，当該期の会計帳簿

から「釜山東亜新聞」(=『東亜貿易新聞』) が購読されていたことが明らかである 107)。

注目すべきは，『毎日新聞』が「東学軍の動静を知るに最も便」という理由から 5月 29・31

日付『東亜貿易新聞』に掲載された巴渓生「従軍紀行｣ 108) を抄録しているように (「朝鮮東学

軍」1894. 6. 7)，農民軍の動向や性格評価に関わる重要な情報の多くが，居留地メディア発の情

報に拠っていたことである。特徴的な事例を幾つか示すならば，「東学党の激文」として流布

され農民軍の性格を判断する際に多く参照された「以輔国安民為死生之誓」宣言文は，『東京

日日新聞』の場合，5月 26 日付『朝鮮新報』からの転載として紹介された (「朝鮮戦報」1894. 6.

2)。また貧困者の救恤や不忠不孝者の処罰などを定めた「十二条軍号」を報道した『国民新

聞』記事「朝鮮騒乱詳報」(1894. 6. 11) は，『東亜貿易新聞』の抄出であった 109)。各紙が同一の

情報源に依拠した結果，「東学党」は攘夷党ではなく「朝鮮の現政府即ち閔族の施政に対する
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不平党」であるという趣旨の同文記事が，同日付の『時事新報』『自由新聞』『中央新聞』『郵

便報知新聞』『読売新聞』に掲載されたこともあった 110)。さらには 6月 10 日付『毎日新聞』附

録のように，一面全てが 6月 2日付『朝鮮新報』の記事転載にあてられた事例もある。その紙

面には本文のみならず挿絵も模刻されていたが，「東学党」が「残酷」で「不法の所業多かり

し」徴税担当官を捕縛する有様を描いたこの図像は，実は 6 月 11 日付『国民新聞』にも掲載

されている 111)。居留地メディアの発信情報を介して，「東学党」像が視覚的にも共有されつつ

あったことを読みとることができよう。

このように 1894年 5〜6月にかけての内地メディアは，居留地メディアの提供情報に依拠し

て農民戦争を紹介していたのである。そしてその評価の基調それ自体は，居留地メディアが

「東学人の義気」「衷情｣ 112) を強調する傾向にあったため，内地メディアにあっても決して否定

的なものではなかった。例えば『自由新聞』は農民軍の「以輔国安民為死生之誓」宣言文を参

照し，「東学党」を「国政の腐敗綱紀の頽廃を慨き，八道の魚肉万民の塗炭を救はんと欲して

奮起」したものと位置づけ，その行動は「朝鮮の為に其挙を壮とせさるを得ず」と高く評価し

ている (「東学党檄文を発す」1894. 5. 25)。『大阪朝日新聞』も同様であり，「東学党」は「挙動を

窺ふに専ら根拠を堅くせんことを力め，子女金帛掠むる所なしと云へば，其志小にあらざるに

似たり」「賊軍は尋常鼠竊に非ずして，五百年の革命をして事実ならしめんと欲する者」と，

その行動倫理や改革者としての側面には好意的な評価を下していた (「朝鮮の内乱」「隣邦の兵

乱」1894. 6. 3，6. 6)。

すなわち，居留地メディアを情報源とする内地メディアでは，朝鮮社会の「政令不振，綱紀

弛廃」に対し「聖訓遵行，救世済民，奸臣排除」を掲げる農民軍，という語りによる「東学

党」像が共有されていたのである。ただしこのような語りは，「東徒と称せらるゝ乱民の文字

は一面の反射鏡となりて韓国の内情を天下に表示す｣ 113) との表現に示されるように，(日本の主

導による) 朝鮮改革の必要性を逆説的に証明する構造となっていた点に注意しておく必要があ

るだろう。

Ⅳ．消費された「東学党」像

1 ) 日清開戦直前の情報環境

次に，「東学党｣=｢義兵」「革命党」といった評価が当該期の朝鮮報道において果たした役割

を考察する前提として，第 1次農民戦争が収束する契機となった日清両軍の派兵と全州和約に

関する内地メディアの報道傾向について検討する。6 月 7 日に交わされた日清の派兵通知は，

9日までには報道された。派兵後の内地メディアが注目したのは，何よりも清軍の行動である。

しかし，清軍の朝鮮到着 (6 月 8 日) 自体は，同日付の『大阪朝日新聞』が牙山へ上陸予定と
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報じたように早くから判明していたが (「清兵発向す」1894. 6. 8附録)，その後の清軍の動静に関

する具体的情報は，電信の不具合と便船の遅延により途絶えてしまった。

そのため派兵後の内地メディアは，清軍の行動は日本軍に先行しており，清軍は朝鮮に上陸

するとそのまま朝鮮政府を助け農民軍鎮圧に向かう，と想定した。例えば『東京日日新聞』は

李
リ

鴻
ホン

章
チヤン

の発言として，清軍は上陸後直ちに全州に向かい農民軍を討伐するとの情報を伝えて

いる (「清国政府派兵の趣旨」1894. 6. 12)。現実には，8 日に上陸を開始した清軍はその後上陸地

牙山で駐留を続けるのだが，『東京日日新聞』の場合それを確定的に報じたのは 17 日であっ

た 114)。日本軍の動静についても，大鳥公使と海軍陸戦隊の仁川上陸 (8 日夜) が報道されたの

を最後に，大鳥らの漢城到着および陸軍の仁川上陸・漢城到着などの詳細は 15 日前後まで判

明しない 115)。全州和約 (6 月 11 日) にいたっては，漸く情報が到達したのは 23日前後である。

『大阪朝日新聞』では，23日付号外「東学党鎮定」が，特派員山本忠輔発の情報として農民軍

「鎮定」を伝えている。また『郵便報知新聞』の場合，通信員海浦篤弥が早くも全州和約の翌

12 日に情報を入手していたが，結局紙面への掲載は 22 日となった 116)。すなわち，出兵が公表

された 6 月 7 日から 23日頃までの約 2週間，内地メディアは日清両国の軍事行動と農民軍の

動静に関して判断を下すための情報をほとんど持っていなかったのである。

結果としてこの期間の東学農民戦争報道は，清の軍事行動が日本に先行し，清軍が農民軍を

鎮圧するという見通しに基づき，そして「清廷の朝鮮に対する，機敏驚くべきものあり｣ 117) と

の焦慮を前提として論じられることになった。このような情報環境のもと，東学農民戦争への

対応をめぐる内地メディアの報道傾向は，大きくみると ① ｢朝鮮政府の力，到底これを鎮圧

する能わざるべければ，我は隣邦の誼を以て兵を派しこれを平定すべし」との論調，そして

② ｢東学党は韓廷暴政の下に苦しむ人民を塗炭の中より救い出さんとする真実の改革党なれば，

よろしくこれを助けて弊政改革の目的を達せしむべし」との論調の 2つに分かたれた 118)。

①は，農民軍鎮圧へ向かっている (であろう) 清軍に対抗し，日本軍が率先して「東学党」

を平定することで朝鮮半島情勢の主導権を握ることを論じた『東京日日新聞』『大阪朝日新聞』

『読売新聞』『国民新聞』『郵便報知新聞』『時事新報』の立場である。日本政府は当初農民戦争

の拡大を予測しており，公式の出兵目的は公使館・居留民保護と農民軍鎮圧とされていた。そ

のため，例えば政府系『東京日日新聞』は，農民軍の規律や宣言書を高く評価する一方で，派

兵決定以前から「吾曹は鄰国の誼を以て速に我兵を出し，以て其叛乱を鎮定するの挙に出でん

ことを欲す｣ 119) と農民軍鎮圧を主張していた。『大阪朝日新聞』をはじめ①に属する他のメ

ディアも同様である。これら諸紙も，確かに「東学党」の性格それ自体については，居留地メ

ディアの発信情報を参照しつつ「之を以て単に教旨上の叛乱と為す能はず，其の形跡より案ず

れバ純乎たる政治上の革命党にして，其の目的全く政府を顚覆し政治を革新するに在るが如

し」との評価を与える。だが全体としては「擾乱久しく平がずんば，援兵を出して之を鎮定す
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るもの必ず清廷なるべし」との焦燥感や，「朝鮮に於ける，我邦の利害と権理とを，此の機に

乗じて拡充せよ」との思惑から，農民軍鎮圧を当初から当然視する議論を展開するのである 120)。

2 ) ｢東学党｣=｢義兵」論の機能

他方で，②に属する『自由新聞』『日本』『毎日新聞』『中央新聞』は，「東学党」を「真実の

改革党」と認知し，なかには日本による農民軍支援を主張するものもあった。一見特異にもみ

えるこれら諸紙の論理構成と機能について，まず『自由新聞』を事例に検討してみよう。そも

そも出兵当初の『自由新聞』は，日本軍による農民戦争「平乱」を掲げていた (「朝鮮は朝鮮の

朝鮮に非ず」1894. 6. 7)。しかし一方で，同紙は農民軍の武力鎮圧には否定的であった。記事

「敢て渡韓の軍旅に望む」(1894. 6. 7) は次のように論じる。「東学党」は「功名的野望に駆られ

て」蜂起したのではなく，「掠奪的凶悪を行はんが為に嘯聚した」のでもない。むしろ彼らは

「国政腐敗を極め，官紀荒頽を尽し，暴官収斂驕逸を逞し」た朝鮮政府に抗議する「革新の義

兵」である。ゆえに日本軍は「東学党」に対して武力を用いず「撫恤慰諭」を専らとし，「刀

に触らずして」乱を平定すべきである。日本軍が「東学党」を攻撃し「屍山血海の修羅場を現

出」するならば，朝鮮人民の怨嗟に加え「不測の禍機」を招くだろう。ここでいう「不測の禍

機」とは，欧州列強とりわけロシアの介入である 121)。つまり『自由新聞』の「東学党｣=｢革新

の義兵」論は，新たな情報がなかなか入らないなかで，清やロシアとの不必要な摩擦をひとま

ず回避しつつ，情勢判断の時間を稼ぐという意図に基づいた立論であった。

そのため，「必ず速に政府を援け，東軍の討伐に従事するならん」と想定された清軍の「意

想外」の牙山滞留が漸く判明すると 122)，『自由新聞』は日本の出兵目的を再検討する必要に迫

られた。しかし天津条約を履行した清の出兵は名分を尽くしており「未だ彼を敵視すべきの理

由」はなく，清へ救援を求めた朝鮮政府に対しても「未だ此を以て問罪の師を動かすの理由」

とはならない。さらに「輔国安民を以て名と為し，所在の貪官汚吏を誅逐して時の秕政を矯革

せん」とする「東学党」の蹶起も「是れ一の義挙」であり，何ら「敵遇するの理由」はない

(「愛国心」1894. 6. 17)。明らかなのは，『自由新聞』が出兵後の日本軍の活用法につき逡巡して

いることである。結局同紙は，清軍がいずれ農民軍へ武力行使すると想定し，次のように提案

する。清軍に対峙すれば「朝鮮の虐政が圧出たしる
( マ マ )

時勢の凝結躰」たる農民軍は壊滅する。そ

の惨状を看過することは出来ないので，日本軍は武力以外の方法で農民軍の「綏撫慰喩」に努

めるとともに，漢城へ進軍し朝鮮政府を膺懲すべきである (「我軍隊釜山に向ふ」1894. 6. 17)。6

月 13日以降，日清両政府間では事態収拾のため朝鮮内政改革が検討されていた。『自由新聞』

は，「東学党」を「義兵」と規定することで，内政改革要求を正当化する論理を提供していた

のである 123)。

さらに，『自由新聞』と同じく「東学党」を「義兵」とするのみならず，彼らへの積極的援
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助を訴えて大きな反響を呼んだのが田口卯吉の議論である。彼の主宰する『東京経済雑誌』で

も居留地メディアの記事利用は数多く確認されるが 124)，田口は特に農民軍の「以輔国安民為死

生之誓」宣言書を参照し，その蜂起を道理ある反乱と理解していた。「朝鮮国民をして虐政を

免かれしむる真の方法」は「東学党」に「革命の目的を遂行せしむるに在」ると考えた田口

は 125)，東邦協会での演説 (6 月 10 日) で次のように論じている。道理ある反乱者である「東学

党」は「朝鮮の叛民」ではなく，むしろ「朝鮮人民には，同情を表さなければならぬ」。それ

はなぜか。

今支那の政府が，兵を以て朝鮮の畔民を討ずれば，朝鮮一国は支那の有となり，名は独立

国と雖も支那の物になり「ジヤパニスインテレスト」を害しませう，是れは，決して傍観

すべきものではない，〔中略〕日本政府は干戈に訴へても反対しなければなりませぬ (大喝

采) 126)

しかし「干戈に訴」えるとは，必ずしも直ちに日清開戦を意味するものではなかった。田口

は朝鮮の現状を内戦状態と認定し，日清両国に局外中立を求めることで清の農民軍に対する先

制攻撃を牽制したうえで，日本が非公式に農民軍を援助することを提案する。すなわち，民間

の「志士」や休職軍人が「人情の道理」に基づき「義勇兵即ち Volunteer」となり，「我国人

民天性の義勇なる長所を揮つて」農民軍支援にあたることが説かれるのである。

このような田口演説に対して陸羯南の『日本』は，「東学党は苛政に堪へざるの余に起る，

之を助る固と人類の大道とは鼎軒氏〔田口卯吉―引用者註〕の放語，玩味一番すれば真理あり」

の評価を与えている。田口演説の 3日後に発表された陸羯南「東学党の志を悲む」では，「東

学党」は「隣邦の志士」「義兵」「朝鮮社会の一救世軍」「朝鮮社会の腐敗を医せんとする仁術」

と評価されるが 127)，これは田口の議論を引き継いだものであろう。田口と同様に朝鮮を内戦状

態とみる羯南は，「東学党」と朝鮮政府を国際法上の交戦団体と認定することで局外者たる清

の動きを拘束し，いまだ不確定要素の多い朝鮮半島情勢下において「中立を守るも一方を助く

るも皆な我れの自由にして，清国の干渉に故障を言ふと否と，韓廷の求援に故障を言ふと否と，

亦た我れの自由なり｣ 128) と日本の行動に関するフリーハンドを確保しようと主張するのである。

島田三郎の『毎日新聞』も田口演説の直後に同様の議論を展開している。「東学党」は自己

を犠牲に苛政を糺す「水滸の亜流，宗吾の衣鉢を継ぐ者」であり，「正義に組する吾人日本人

民」は「東徒を正」「韓廷を邪」とみなすべきであると主張した同紙もまた，「徳義と道理の

力」による農民軍への援助と日清両国の局外中立を説いている (「東学党は義人なり」1894. 6. 12)。

日本が「朝鮮政府を説諭して内政を改良」するためである (「東学党を愍む」「神聖同盟を学ぶ勿

れ」1894. 6. 13，6. 14)。また田口演説について「吾人も同感｣ 129) と評した国民協会機関紙『中央
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新聞』も，日清の武力衝突を回避しつつ，「東学党｣=｢比較的に元気の団体たる改革党」を援

助することで，朝鮮政府の改革促進を唱えていた (「朝鮮と東学党」1894. 6. 13〜6. 15)。

以上より明らかなように，「東学党」を積極的に評価した一部の内地メディア――『自由新

聞』『日本』『毎日新聞』『中央新聞』は，1894年 6月中旬まで支配的であった清軍による農民

軍鎮圧という想定に対応すべく，農民軍を何らかのかたちで支援することで朝鮮の内政改革を

促すとの構想を示していたのである。「義兵」たる「東学党」への「同情」といった表現は，

そのための導線として強調されたとみるのが妥当であろう。居留地メディアが提供した「東学

党｣=｢義兵」「革命党」像は，このような目的のため内地メディアにより消費されていったの

である。

さて，同時期の青山好恵である。肺患で一時帰国していた青山は，7月 9 日に宇和島を発ち

神戸へ向かったが (11 日着)，すでに触れたように日朝間の便船が減少していたため門司へ移

動し，12 日に朝鮮へ出発した 130)。仁川帰着は 18 日となったが，中途寄港した釜山居留地では

漢城における日清開戦直前の政治情勢は伝わらず「唯仁川もしくハ大阪の新聞を見て僅に近況

を知るのみ」であり，青山は在留日本人の輿論が「今回平和に兵を収むるが如きあらバ，韓人

の尊清侮日心ハ益々増長し，居留商人の迷惑大なり」と，開戦論に傾いていたことを報告して

いる 131)。日本軍の派兵を歓迎する声は『東亜貿易新聞』も報じている。「我国家の生存上より

其栄養防衛発達幸福」を図るためには，日本人による朝鮮「内地行商」と「内地雑居」が不可

欠であり，派兵がもたらす恩恵は「独り在朝鮮一万邦民の之れを受くるに止まらんや」とする

同紙掲載の釜山居留民による請願書は，『自由新聞』に転載されて内地社会に流通した 132)。さ

らに青山は，日清戦争開始の画期となった日本軍による景福宮包囲攻撃 (7 月 23日) について，

郷里宇和島へ「国王は日本兵の王城占領を朝鮮国の為めに謀れる親切の処置なりと申されたり

と聞けり」と書き送っている 133)。青山好恵ら居留地メディア記者の発信情報は，日清開戦直前

の日本社会へ居留地の輿論を伝達し，開戦論を積極的に後押しする材料を提供するという役割

も果たしていたのである。

しかし仁川帰着後の青山が『朝鮮新報』に復帰して間もなく，7 月 24日付『朝鮮新報』号

外および『朝鮮新報』第 181 号 (刊行日不明) は領事館により発売を禁止され，郵送分も全て

差し押さえられた 134)。これがいかなる法規に拠った措置かは不明だが，直後の 8月 2日に公布

された勅令第 134号は「外交又ハ軍事ニ関スル事件」につき報道の事前検閲を定め，同日内務

省は同勅令を「北米合衆国・朝鮮・布哇三国ニ在ル本邦人民ノ発行出版ニ係ル新聞雑誌」に準

用することを外務省へ通達している。同勅令は 9月 13日に廃止されたが，翌 95 年 5 月には朝

鮮の居留地メディアが下関条約の批判記事を掲載したため，これを治安妨害と認めた外務省は

居留地にも新聞紙条例を一部適用することを決定する 135)。『朝鮮新報』に対する発売禁止処分

は，居留地メディアに対する言論統制の発端に位置づけられるだろう。
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以降『朝鮮新報』は休刊し，日清戦争中の青山は，11 月に急病の『大阪朝日新聞』特派員

西村時輔と交代し漢城へ一時異動するなど 136)，同紙通信員として発信を継続することになる。

Ⅴ．「東学党」像の暗転

清軍の牙山滞留，そして全州和約が判明すると，当然ながら「東学党｣=｢義兵」という評価

が活用されるうえで前提となっていた「清軍による農民軍鎮圧」という想定は失効した。次い

で第 1次農民戦争の終息後に漸く朝鮮へ到達した内地メディア特派員により，「今回の東学党

徒の乱は日本にて唱導さるるごとき大事にはあらざるべし｣ 137) といった情報発信が始まると，

それまで日本国内でみられた「東学党」に対する積極的な関心は，急速に薄れていった。

さらに清軍の動静判明と第 1次農民戦争終息により，農民軍と清軍への対抗という日本軍の

出兵目的それ自体の喪失が明らかになるや，新聞報道には「朝鮮もモー下火てす｣ 138) との論調

すら出現するようになった。『毎日新聞』は，日清が「示威的政略的の出兵」を繰り返せば

「京城近傍は日清両国兵員多寡の競走場」となるが，そもそも「一兵一卒も国費なくして動す

を得」ない，と財政的見地から派兵継続を批判している 139)。対外硬派の中心にあった『日本』

でも，「大切なのは引込の処だ」「日日新聞の言ひ艸ではないが例の平和と光栄とを保ちて凱旋

する外はあるまい」と論じられた 140)。6 月 30 日以降，ロシアの干渉を期に政府部内で交渉解

決路線が登場すると，『日本』主筆の陸羯南は，徳富蘇峰へ「朝鮮事件も今分ニ而は物ニなり

ソーモなし，聊失望仕候」と書き送っている 141)。

｢東学党は世人の推想するか如き立派なるものにあらず｣ 142) などと，「東学党」像が暗転の兆

しをみせたのはまさにこの時期であった，例えば『日本』の場合，7月 3日以降日本政府が朝

鮮政府へ内政改革要求を開始すると，「隣邦の志士」とされていた「東学党」評価は，治安を

害する「朝鮮内地の兇徒｣ 143) へと 180度転換する。

1894年 10 月，忠清道の東学農民軍は抗日を掲げて再起し，第二次農民戦争がはじまった。

それ以前にはいまだ農民軍について「暴戻の中亦多少義民の風なしとせず」とみていた内地メ

ディアも，ここにいたり「東学党は純然たる暴徒なり，其多少芳烈の侠気を帯びたるは半歳以

前の事」「爾来潰裂糜爛，其騒動するは唯騒がんが為めに騒ぐの外あらず｣ 144) などと口を極め

て非難するようになる。

かたや，青山好恵の場合はやや複雑である。彼は 1893年以来「義気」ある「革命党」とし

て「東学党」像を描いてきただけに，当初忠清道の東学農民軍蜂起を報じたその論調には，

「東学党の各地に蜂起せるハ実に先月上旬以来の事にして彼等が何
﹅

か
﹅

の
﹅

誤
﹅

解
﹅

よ
﹅

り
﹅

内地各所の我

兵站部を襲撃せしこと已に数十回」(傍点引用者) 145) と，農民軍の明らかな抗日攻勢と従来の評

価との齟齬に戸惑う様子が看取される。これは何も青山に限ったことではない。青山が朝鮮情
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報を提供していた『海南新聞』は，「義人」から「叛民」へと立場を変えたかのようにみえる

農民軍の行動を論理整合的に理解するために，そもそも「東学党」なる団体は，従前より①

「愛国的団体の東学党」と，②③「王妃の陰謀」や「大院君の操縦」により動く「東学党」の

3 つの集団を含有しており，①が日清開戦後解散したのに対し，現在は②③の「偽東学党」が

蜂起し「機に乗じて」朝鮮の「進化を妨げんとする運動を為」しているのだ，との解釈を示し

ている 146)。第二次農民戦争の性格をいかに評価するか，苦慮の跡がうかがえよう。

しかし 1894年 11 月に農民軍殲滅作戦がはじまると，青山の「東学党」評価は転回する。同

作戦に従事した南小四郎少佐率いる後備歩兵第 19大隊は，四国 4県の召集兵からなる部隊で

あり，宇和島出身者に限っても岸田義一郎軍曹他数人が同大隊第 3中隊に属して「東学党征

伐」に従事していた 147)。11 月 12 日，同郷の兵士を含む同大隊の龍
ヨン

山
サン

進発を，青山は「我兵三

中隊ハ此くの如くして今朝東学党征討の征途に上れり，速かに剿滅の効を収むるや疑ひを容れ

ざるなり｣ 148) と速報した。青山にあっても「東学党」は，「剿滅」対象とみなされるように

なったのである。これ以降の青山は，「元来烏合の不良団なれバ，払へば散り去れバ聚る，怪

むに足らざれども誠に厄介なるハ東学党の匪類にぞある｣ 149) などと，「東学党」を一貫して匪

賊視するようになり，揺らぎをみせない。

青山の「東学党」評価転回は，根本的には大阪朝日新聞社の報道体制における青山の分任と

彼の思想的背景，また居留地メディア主宰者としての立ち位置にその要因が求められるだろう。

日清開戦後の 1894年 8 月末以降，『大阪朝日新聞』通信員としての青山は従軍報道ではなく，

主として仁川もしくは漢城で甲午改革報道を担当していた 150)。すでに確認したように，日本主

導による朝鮮改革は青山ら「朝鮮浪人」が従来より要求してきたことである。「東学党の勢ひ

益々猖獗，為めに中央政府の改革も捗取りを鈍くする有様」は 151)，看過すべき事態でなかった。

そのため甲午改革開始後は，青山にあっても東学農民軍=｢義兵」像は放棄されるのである。

さらに日清開戦後の青山は，「是迄過半清商の手に帰し居りし商権を，日本商の手に回収す

るハ今日に在り」「日本商人が最も利益ある金巾売込業を清商に占領され居たること此に久し，

之を回収する実に今日の如き都合好き機会なし｣ 152) と，日清戦争を朝鮮における「商権回収」

の好機とみなす論調を強める。これは居留地輿論の代弁者たる立場からの発信である。日本軍

による占領体制下に置かれた朝鮮での甲午改革進展は，在留日本人にとって清商の影響力を排

する商機であり，それゆえに安定的な占領を脅かす (とみなされた) 農民軍は，もはや「義兵」

評価に値する存在ではありえなくなったのである 153)。

農民軍の「討伐」が続くなか，捕縛された全琫準を含む「東学党大巨魁」の裁判が，在漢城

領事内田定槌も陪席のうえ 1895 年 4月 23日に漢城で開廷した。この裁判を傍聴した青山好恵

は，全琫準と並ぶ農民戦争指導者の一人孫
ソン

化
フア

忠
ジユン

の声を報道している。死刑判決後に孫化忠は

「民の為めに義軍を起して死に処せらる，天下斯る非理あらんや」との叫びを裁判官と日本人
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へ投げつけたという。これについて青山は，「朝鮮社会の現状ハ，勇士を駆て其向ふ所を誤ら

しめ，遂に斯く可憐の最期を遂げしむ，噫｣ 154) との慨歎を漏らすが，一見「東学党」への理解

を示すかのような文言も，以上の検討を踏まえれば農民軍殲滅作戦を経た後の余裕を示すもの

でしかないことは明らかだろう。事実，東京・大阪両『朝日新聞』紙上にみえる青山による最

後の東学農民戦争報道は，黄
フアン

海
ヘ

道
ド

平
ピヨン

山
サン

での「東学党」再起に対して以下のごとき感想を付し

て結ばれている。

｢左るにても夏蠅きハ東学党なる哉，払へどもまた払へども落葉かな｣ 155)。

お わ り に

青山好恵と『朝鮮新報』のその後について触れておかねばならない。

青山は 1894年 12 月 29 日に病気療養のため一時帰国し，翌 95 年 2 月 3日の仁川帰着後は再

び『大阪朝日新聞』通信員に復したが，大阪朝日新聞社は 1895 年 7 月 23日に青山を解嘱し

た 156)。通信上の失策による引責との証言もある 157)。その後同年 9月には弟の村松忠雄が仁川へ

渡り，青山とともに 10 月 25 日に『朝鮮新報』を復刊した 158)。だが青山は 11 月 26 日に結核の

ため再び帰国を余儀なくされ，須磨で 4ヶ月間の療養生活を送ったのち，1896 年 3月下旬に再

度『朝鮮新報』へ復帰する。この間彼は，長兄村松恒一郎が関与していた『中央新聞』また

『関西商業日報』通信員を委嘱され，『太陽』にも朝鮮記事を発表している 159)。しかし病勢は進

み，同年 8月発行の『朝鮮新報』では編輯兼発行人が宇和島青年会以来の友人である薬師寺知

朧に変更となっている。1896 年 9 月 20 日に仁川を去った青山が，郷里宇和島で数え 25 年の

生涯を終えたのは，同年 11 月 13日午後 9 時である 160)。「はじめに」で紹介した青山の墓碑や

墓前の灯籠は，仁川在留日本人有志が，居留地輿論の代弁者として活動した彼の「功績」を顕

彰すべく建立したものであった。

なお青山没後の『朝鮮新報』を継いだ村松忠雄は，1898 年に中村忠吉へ同紙を譲渡する。

中村は『下野新聞』の従軍記者として 1894年 11 月，「将来東洋の商権を掌握せんと覚悟」し

渡韓した人物であり，この中村のもとで『朝鮮新報』は 1898 年 4月より「新聞操縦」を目的

とする外務省助成金を受給することになる 161)。その後同紙は 1908 年『朝鮮新聞』に改組し，

1919 年には京城へ本社を移転，植民地朝鮮の有力紙として『京城日報』(1906 年創刊) と競合

しつつ，総督府の一道一紙政策により 1942 年 2 月 28 日に廃刊するまで発行を継続することに

なる 162)。

以上，1890 年代の朝鮮情報流通を青山好恵の『朝鮮新報』を中心に検討することで，東学

農民戦争報道のなかで描かれた「東学党」像の帰趨をみてきた。明らかにされたこととその位

置づけを再度確認しておこう。
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宇和島の没落士族出身の青山好恵は，「田舎青年」との自己認識を発条として朝鮮仁川へ

「雄飛」し，『朝鮮新報』に拠って在朝鮮日本人社会の輿論を日本内地へ伝達した。このような

青山の来歴と活動からは，従来言及されてきた自由民権期後の政治青年を捉えたナショナリズ

ムと，日清戦争前後を画期に昂進する日本社会のアジア進出意欲とが接続する一つの典型をみ

てとることができる。青山と自由民権運動の直接的な接点は史料的限界から確認が困難だが，

例えば『鶴城新報』への寄稿文や，仁川居留地における芸妓営業取締規則をめぐる『朝鮮新

報』の議論 ―― ｢吾輩は風俗改良熱心家として芸妓を公許せるを大反対する者なり｣―― に

示された「婦人社会改良」論からは 163)，彼の関心の一端をうかがい知ることができよう。一面

で朝鮮における青山の女性論は，「婦人の感化力」を「朝鮮国に，朝鮮人民の間に，「日本」な

る感念を吹き込」むために用いよとの主張 164)に矮小化されていくが，これを含めて青山好恵か

らは，1880 年代末以降「国粋主義」や「大なる日本」といったかたちで主張されたナショナ

リズムを下から支えた無数の「明治ノ青年」の姿を展望することができる。

また『朝鮮新報』と同紙が報道した東学農民戦争の姿に即して青山の活動を位置づけると，

朝鮮情報を日本国内へと媒介した居留地メディアは，「朝鮮浪人」をはじめとする朝鮮在留日

本人のアジア地域への投企的欲望を，内地メディアへと接続するハブ・メディアとしての役割

を担っていた。「革命党」や「義人」から「匪類」へと暗転していった「東学党」像は，この

ような流路のなかで形成された朝鮮像の顕著な一例であり，東学農民戦争に対する一見好意的

な評価は，近代日本が大陸国家への道程を踏み出す際の政治的経済的関心の所在を極めて率直

に映しだすものであった。このように本稿では，同情と蔑視に分裂して捉えられてきた「東学

党」像を統一的に把握してきたが，同様の像は新聞メディアだけではなく，朝鮮問題を「川向

ふの火事」視する「普通俗輩」啓蒙のため発行された一群のパンフレット類 165)にも多くみいだ

される。そこでも「正しく吏権の圧制に反抗して決然勃興」した「一種の革命党」は「朝鮮の

生気未だ全く消滅せざりし」証拠として描かれたが，それは「朝鮮をして独立国たるの対面を

保たしめ，他国の干渉を拒絶し，我帝国の力を以て適当なる改革を促す」ためであった 166)。

「東学党」は，近代日本が何らかのかたちで朝鮮に関与し，その「独立」や「文明化」「改良」

を企図するにあたり，その行為を正当化する存在として注目されてきたのである。吉野作造の

天道教評価も，一面ではこのような「東学党」理解の範疇に位置づけられるだろう。

最後に，青山の発信した朝鮮情報に対する地域社会の反応に触れておきたい。日清開戦直前

の 1894年 7 月 7 日，宇和島商工会は折から帰省中の青山好恵を招き「日韓貿易の実況」に関

する談話会を開催したが，その後同会は「委員数名を撰み日韓貿易の実況取調べとして渡韓せ

しめん」ことを決議する 167)。『宇和島新聞』に掲載された青山の著書『仁川事情』の広告は，

まさに「日韓貿易に志ある者の必読書」をうたい文句としていた。このように日清開戦以前よ

り高まっていた宇和島の「日韓貿易」熱は，民間人の朝鮮渡航を禁じた勅令第 153号 (1894年
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8 月 1 日公布) が 1894年 10 月 23日に廃止される 168)や，日韓貿易合資会社として具体化する。

10 月 29 日に設立された同社の目的は「木炭，酒，醤油，其他地方産物」の輸出と「朝鮮国ニ

テ買入レタル産物」の輸入といった「日韓貿易事業」であり，取扱商品としては木炭，薪，筵，

清酒，醤油，反物，地織に加え，蝋燭や紙など愛媛県南予地方の特産品があげられていた 169)。

青山好恵は同社設立を「宇和島に一新利源」を開くものと歓迎したが，彼のもとへは同社以

外からも「朝鮮通商の事に関し宇和島より種々の問合せを為し来る人」が数十人に及んだとい

う 170)。同時期に再渡韓を果たした中井和賀雄 (宇和島青年会員) も，仁川へ大量の「投機商人」

が流入している様を報じているが 171)，日清戦争を契機に朝鮮貿易熱が活性化するなかで，日韓

貿易会社がいかなる活動を展開したのか，その具体像は今のところ不明である。だが輸出予定

品目の一つである蝋燭についてみれば，全国木蝋業者大会 (1895 年 3月，於愛媛県大洲町) に際

し黒田孝太郎 (木蝋業，宇和島町) は，内地需要に見切りをつけ直輸出の振興を強く呼びかけて

いる 172)。宇和島運輸会社が朝鮮への窓口である馬関への直通航路を計画したのもこの時期であ

り，また愛媛県漁業組合連合会でも朝鮮出漁の実地調査計画が検討されつつあった 173)。経済振

興を意識する地域社会が，そのまなざしを朝鮮をはじめとするアジア地域へ向けるに際して，

メディアの提供する情報が果たした役割は決して小さなものではなかったと考える。宇和島の

場合，青山好恵がその重要な媒介者の一人であったことは確かである。
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4 ) ｢朝鮮騒擾の経過 (朝鮮総督府発表)」(『大阪毎日新聞』1919 年 5 月 20 日)。

5 ) 吉野作造「朝鮮問題について」(『横浜貿易新報』1919 年 6 月 12〜15 日)，「亡国の預言」「東

学及び天道教」「小弱者の意気」(『文化生活』第 111〜113号，1921 年)。

6 ) 陸羯南「朝鮮事変の大勢」「東学党の志を悲む」(『日本』1894年 6 月 9 日，6 月 13日。『陸羯

南全集』第 4巻，みすず書房，1970 年，524〜526頁，533〜534頁)。

7 ) 鹿野政直「ナショナリストたちの肖像」(『日本の名著 37 陸羯南 三宅雪嶺』中央公論社，

1971 年)，遠山茂樹「陸羯南の外政論 -とくに日清戦争前後の時期を中心として」(『横浜市立大

学論叢人文科学系列』第 24巻 3・4号，1973年)，山田昭次「対朝鮮政策と条約改正問題」(『岩

波講座日本歴史近代二』岩波書店，1976 年)。
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8 ) 石井雍大「坂斉道一略伝 -東学農民戦争と香川新報」(私家版，2010 年)，同「『香川新報』に

見る東学農民戦争と四国での調査の現状」(『歴史地理教育』第 860 号，2017 年)，前掲註 1) 井

上勝生『明治日本の植民地支配』235〜238頁。なお『香川新報』の東学農民戦争報道に対する

筆者の見解は，拙稿「『香川新報』の東学農民戦争報道 -地域からのまなざしをいかに捉えるか」

(『愛媛大学法文学部論集人文学編』第 43号，2017 年) を参照いただければ幸いである。

9 ) 上垣外憲一「明治前期日本人の朝鮮観」(国際日本文化研究センター『日本研究』第 11 号，

1994年)。

10) 対外観形成と情報流通の関係に注目した先駆的研究として，松沢弘陽『近代日本の西洋経験』

(岩波書店，1993年)，大谷正『近代日本の対外宣伝』(研文出版，1994年) があげられる。

11) 拙著『明治日本の国粋主義思想とアジア』(吉川弘文館，2016 年)，とくに第 5章「内藤湖南

の台湾経験」および補論 2「植民地統治初期の台湾とメディア」を参照いただきたい。

12) 本間九介「朝鮮雑記」(『二六新報』1894年 5月 13日)。

13) 『東亜先覚志士紀伝』下巻 (黒龍会出版部，1936 年) 参照は原書房版 (1966 年) 596頁，桜井

義之「朝鮮に於ける邦字新聞の発刊 -青山好恵とその事業」(『親和』第 72 号，1952 年)，愛媛

県史編さん委員会編『愛媛県史』人物 (愛媛県，1989 年) 16頁。

14) 姜昌一「天佑侠と「朝鮮問題｣ - ｢朝鮮浪人」の東学農民戦争への対応と関連して」(『史学雑

誌』第 97巻 8 号，1988 年)，河西英通「民権後青年のナショナリズム -海浦篤弥・朝鮮だより」

(『自由民権』第 4号，1990 年)，高崎宗司「在朝日本人と日清戦争」(『岩波講座近代日本と植民

地 5 膨張する帝国の人流』岩波書店，1993年)，河西英通『近代日本の地域思想』(窓社，1996

年) 特に第 3章「東北青年と明治ナショナリズム」，高崎宗司『植民地朝鮮の日本人』(岩波新書，

2002 年) など。

15) 李相哲『朝鮮における日本人経営新聞の歴史 (一八八一−一九四五) 』(角川学芸出版，2009

年) 44頁。

16) ｢釜山寄留兵庫県平民谷垣嘉市鶏林ト題スル雑誌発行届出ノ件及釜山商況新報ト題スルモノ釜

山新聞ト改題ノ件」(外務省外交史料館蔵外務省記録 7-2-2-5「出版及版権関係雑件 出版之部」

第 1巻)。同史料によると，『東亜貿易新聞』は 1892 年 6 月 6 日に『釜山商況新報』(隔日刊) と

して創刊，翌年 9月に『釜山新聞』と改題し，1893年 5月 11 日より『東亜貿易新聞』(隔日刊)

として再出発している。発行人は当初より岩立清助である。

17) 佐々博雄「熊本国権党と朝鮮における新聞事業」(『国士舘大学文学部人文学会紀要』第 9 号，

1977 年)。

18) 明治新聞雑誌文庫・国立国会図書館所蔵分 (憲政資料室除く) の『朝鮮新報』は，影印版『朝

鮮新報 朝鮮新聞』(韓国教会史文献研究院，2008 年) の一部として覆刻されている。

19) ｢新聞社の徳義」(『朝鮮新報』1892 年 11 月 12 日)。

20) 本稿は，前掲註 11) 拙著『明治日本の国粋主義思想とアジア』第 4章「「東学党」報道と陸羯

南 -日清開戦直前のジャーナリズム」の内容を土台に，その後の調査で得られた知見や学会報告

に際して寄せられた批判に基づき大幅な修正を加え，全面的に再構成したものである。

21) ここで記す青山の経歴は，特に註記しない限り「故青山好恵君小伝 (続)」(『朝鮮新報』1896

年 11 月 22 日)，小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」(『文庫』第 4巻 4号，1897 年)，青山好

恵「漢城紀行」(宇和島市立図書館蔵『鶴城青年』第 17 号，1891 年)，平生釟三郎『平尾釟三郎

自伝』(名古屋大学出版会，1996 年) に拠る。

22) ｢旧藩士家禄附」(『宇和島藩庁・伊達家史料六 家中由緒書』下巻，近代史文庫宇和島研究会，
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1980 年)。

23) 『衆議院要覧昭和五年四月』乙 (衆議院事務局，1930 年) 114頁。

24) 井上雄馬編『山村豊次郎伝』(山村豊次郎氏伝記刊行会，1950 年) 14頁。

25) 1880 年代の「上京熱」と東京を中心とする「書生社会」の成立については，中野目徹『政教

社の研究』(思文閣出版，1993年) とくに第 1章を参照。

26) 青山好恵「遠征録」(『鶴城青年』第 9号，1891 年)，前掲註 21) 青山「漢城紀行」。

27) 前掲註 24) 『山村豊次郎伝』14頁。

28) 真辺美佐『末広鉄腸研究』(梓出版社，2006 年) 132頁。

29) ｢本県在京名士の近状」(愛媛県立図書館蔵『海南新聞』1893年 4月 9日)。なお村松恒一郎は

その後アジア問題講究団体・東邦協会の評議員を務めるが，村松・青山兄弟，また門田正経 (松

山出身，『大阪毎日新聞』，東洋協会理事) ら末広鉄腸人脈に連なるジャーナリストによるアジア

論の系譜は，1880 年代興亜論の射程を考えるうえでも重要であり，今後の検討課題としたい。

30) ｢北宇和倶楽部総会」(『海南新聞』1890 年 4月 18 日)。また当該期末広鉄腸の政治活動につい

ては，前掲註 28) 真辺美佐『末広鉄腸研究』第 2章「『関西日報』時代の末広鉄腸」を参照。

31) ｢末広氏の着郷」(『海南新聞』1890 年 4月 11 日)。なお第 1回総選挙にあたり次兄豊次郎は大

同派の南予倶楽部員として末広鉄腸とともに南予地方を遊説しており (「末広重恭氏等」『海南新

聞』1890 年 4月 16 日)，また弟忠雄は 1894年第 4回総選挙で「末広重恭ノ為メ選挙区内ニ奔

走」していたことが確認される (1895 年 11 月 7 日付警保局長宛愛媛県知事報告，外務省記録

1-1-2-14「在韓国村松忠雄外一名ヨリ在本邦福井友一宛同国大院君暗殺計画ニ関スル書翰発送一

件」所収)。

32) ｢宇和島青年会」「宇和島青年会臨時総会の決議」(『海南新聞』1890 年 2 月 2 日，4月 29 日)，

青山好恵「鶴城青年の第一年」(『鶴城青年』第 13号，1891 年)，「本会第二周年紀年会」(同第

20 号，1892 年)。なお「英雄ノ効用」(『少年園』第 4巻 44号，1890 年) 投稿時の青山の肩書き

は「南予宇和島，青年活動社員」である。青山の墓碑にも「青年活動社」の文字がみえるが，こ

の団体と宇和島青年会の関係は今のところ不明である。

33) 宇和島市立図書館の『鶴城青年』所蔵は第 9 号 (1891 年 3月) 以降であり，同号には「宇和

島青年会普通会員姓名表」が掲載されている。

34) 薬師寺知朧「精神男子ヲ要ス」「宇和島青年会会則」(『鶴城青年』第 9 号，1891 年)。同時期

の青年結社の特徴については，木村直恵『〈青年〉の誕生 -明治日本における政治的実践の転換』

(新曜社，1998 年) を参照。

35) ｢外国行人員」「宇和島町の戸数と人口」(『海南新聞』1895 年 1 月 27 日)。

36) 不覚生「在宇城青年に望む」(『鶴城青年』第 12 号，1891 年)，中和生「朝鮮より帰る」(同第

21 号，1892 年)。

37) 青山好恵「芝明倫舘長に呈す」(『鶴城青年』第 10 号，1891 年)。また 1892 年 6 月 27 日開催

の宇和島青年会例会では，会員安土明一郎が「都ノ青年田舎青年」との題目で演説している

(「本会紀事」同第 25 号，1892 年)。

38) 前掲註 25) 中野目徹『政教社の研究』33〜34頁。

39) 中学校令 (1886 年) で廃止された宇和島の愛媛県立第三中学校に代わり，1891 年に私立中学

校として宇和島明倫館が設立された。館長芝直照が宇和島青年会会長を兼ねたのをはじめ，以下

同校教員も同青年会名誉会員・特別会員に名を連ねている。試験問題など明倫館関連記事が『鶴

城青年』に数多く掲載されたように，宇和島青年会は同校の下部組織としての側面も持っていた。
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宇和島明倫館と宇和島青年会については，木下博民『南豫明倫館』(創風社出版，2003年) 第 1

章参照。

40) 『鶴城青年』各号からは，青山が『仁川京城隔週商報』『朝鮮旬報』『朝鮮新報』を宇和島青年

会に寄贈していることが確認される。彼の没後は薬師寺知朧が同会への『朝鮮新報』送付を継続

していた。なお薬師寺は忠清南道恩津郡江鏡浦で「韓南学堂」(1898 年 10 月 7 日設立) なる学

校を経営している。同学堂は「地方土着の韓人を開導するの目的」で「日本語によりて日常緊要

の諸学科を子弟に教授」「簡易の方法に依りて有志者を啓発」する活動を行っていた (薬師寺

「韓南学堂の近状」『鶴城青年』第 99 号，1900 年)。青山没後も，宇和島へは彼の人脈を通じて

朝鮮情報が継続的に発信されていたのである。東亜同文会の支援も受けた韓南学堂については，

稲葉継雄「韓南学堂について -旧韓末「日語学校」の一事例」(筑波大学『文藝言語研究言語篇』

第 10 号，1986 年) が詳しい。

41) 内藤湖南「亜細亜大陸の探検」(『日本人』第 63号，1890 年。『内藤湖南全集』第 1巻，筑摩

書房，1972 年，535〜538頁)。

42) 『鶴城青年』第 15 号 (1891 年) 所収の稲垣満次郎著『東方策』(活世界社，1891 年) 書評では，

「政治家軍人の読むへきのみならす，何人も之れを読んて愛国心を攪起し紅毛崇拝の病根を滌蕩

すへきなり」と同書が強く推挽されている。また芝直照 (宇和島明倫館長)「教育に関する演説」

(『鶴城青年』第 22 号，1892 年) は，「将に頭上に迫らんとする」シベリア鉄道を意識しつつ

「商業上なり兵備上なり十分の覚悟」を要請するとともに，宇和島の軍港化に期待を寄せていた。

稲垣については，前掲註 11) 拙著『明治日本の国粋主義思想とアジア』第 1章を参照いただき

たい。

43) 青山好恵の朝鮮渡航については，青山好恵「与宇和島青年会員書」(『鶴城青年』第 26 号，

1892 年)，前掲註 21) 『平尾釟三郎自伝』125頁，西河通徹『鬼城自叙伝』(西河謙吉，1931 年)

70〜71頁。また西脇の赴任時期は青山好恵『仁川事情』(朝鮮新報社，1892 年) 9丁裏に拠る。

44) 中井和賀雄「初テ鶴城青年ヲ読ム」(『鶴城青年』第 9号，1891 年)。なお島内義雄 (第一銀行

仁川支店) は宇和島青年会への寄付金送付が確認される (同前)。あるいは彼も青山と同世代の

青年かと推定されよう。

45) ｢山本清記氏の遠逝」(『朝鮮新報』1892 年 8 月 13日)。

46) 前掲註 31) 外務省記録「在韓国村松忠雄外一名ヨリ本邦福井友一宛同国大院君暗殺計画ニ関

スル書翰発送一件」。

47) ｢戸数及人口」(『朝鮮新報』1892 年 8 月 13日)，「仁川港在留本邦人口府県別表」(『日韓通商

協会報告』第 1号，1895 年)。

48) 金秀姫「民衆主体の朝鮮進出と内泊漁民の三千浦での移住漁村経営」(日本コリア協会愛媛編

『植民地朝鮮と愛媛の人びと』愛媛新聞社，2011 年)。

49) ｢日韓両国通漁規則ニ依リ朝鮮近海ニ於テ漁業ヲ営ム人員並同国寄留人員調査報告方陸軍次官

ヨリ依頼ノ件」(外務省記録 B-3-5-8-7「漁業関係雑件」第 1巻所収)。

50) ｢公報警察事項」(『海南新聞』1895 年 2 月 27 日)。

51) 以下『朝鮮新報』創刊に関わる記述は，特に註記しない限り前掲註 43) 青山好恵『仁川事情』

21丁表〜23 丁表，「本社の小沿革」(『朝鮮新報』1908 年 11 月 9 日) に拠る。

52) 鄭晋錫「日本人発行新聞の嚆矢，朝鮮新報 -朝鮮新聞」(前掲註 18)『朝鮮新報 朝鮮新聞』第

1巻解説)。

53) 前掲註 21)「故青山好恵君小伝 (続)」。なお註 40) に示したように，青山は『仁川京城隔週商
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報』を宇和島青年会へ送付しており，すでに同紙時代から何らかの関与があった可能性もある。

54) 前掲註 43) 青山好恵『仁川事情』23 丁表。

55) 『仁川府史』(仁川府，1931 年) 1389〜1390頁。

56) 前掲註 43) 青山好恵『仁川事情』23 丁表。

57) ｢仁川と京城に入込む新聞紙」(『朝鮮新報』1892 年 8 月 13日)。

58) ｢憶測極る報道」「朝鮮の事変を日本に報道するの大不便」(『朝鮮新報』1893年 4月 29 日)。

59) 前掲註 43) 青山好恵「与宇和島青年会員書」。

60) 大阪朝日新聞社の会計簿『原簿自二十六年十月至二十七年九月』(朝日新聞社大阪本社社史編

修センター蔵大阪市文化財「朝日新聞社 (大阪) 収蔵資料」) からは，1893年 12 月に通信員青

山好恵への通信料支払いが確認される。青山の『大阪朝日新聞』通信員嘱託は，末広鉄腸の推挽

との証言もある (前掲註 21) 小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」)。なお同時期の同紙釜山通

信員は山野音介である (朝日新聞社大阪本社社史編修センター蔵社内資料)。

61) ｢新聞社の徳義」(『朝鮮新報』1892 年 11 月 12 日)。

62) 63) 末広鉄腸「朝鮮形勢論」(『朝鮮新報』1892 年 10 月 8 日)。

64) 末広鉄腸「仁川事情序」(前掲註 43) 青山好恵『仁川事情』)

65) 以下註記しない限り，朝鮮での末広鉄腸の動静は末広鉄腸『北征録』(青木嵩山堂，1893年)

に拠る。なお青山は 1893年 10 月 11 日に鉄腸とともに大院君に謁見している。

66) 前掲註 28) 真辺美佐『末広鉄腸研究』306頁。

67) 前掲註 62) 末広鉄腸「朝鮮形勢論」。

68) 前掲註 65) 末広鉄腸『北征録』130頁。

69) 1893年 6 月 8 日付河野広中宛青山好恵書簡 (国立国会図書館憲政資料室蔵「河野広中関係文

書」55-10)。

70) 1890 年代初頭の清・朝鮮・日本間貿易については，古田和子『上海ネットワークと東アジア』

(東京大学出版会，2000 年) 第 4章を参照。

71) 例えば，1893年の防穀令事件に際して元山居留地の利害を訴えた梶山新介「元山防穀事件に

付き朝鮮政府の失当を論じ併せて我政府の反省を望む」(『朝鮮新報』1893 年 4 月 22 日) は，

『海南新聞』への転載が確認される (「朝鮮防穀事件の顛末」『海南新聞』1893年 5月 4日)。

72) 『原敬日記』第 1巻 (福村出版，1981 年) 201頁。

73) 朝鮮政府関係者の『朝鮮新報』購読情況は，例えば漢城の「金鶴羽」が『朝鮮新報』に正誤記

事の掲載を求めたとの報道 (「大院君邸の変事と朝鮮人の感情」『東京朝日新聞』1892 年 8 月 2

日) や，朝鮮政府が『朝鮮新報』の告訴を検討中との報道 (「朝鮮政府，朝鮮新報を訴へんとす」

「朝鮮政府対朝鮮新報訴訟」同 1892 年 10 月 13日，10 月 29 日) からうかがわれる。

74) 青山好恵「韓銭相場の大下落，朝鮮幣制の紊乱」(『国会』1891 年 9 月 23日) など。

75) ｢朝鮮国東学派捕獲」(『官報』1893年 4月 7日)。同記事の原稿は，1893年 3月 12 日付「在京

城帝国公使館通常報告」(外務省記録 5-3-2-0-4「朝鮮国東学党動静ニ関シ帝国公使館報告一件」

所収) である。

76) 以下註記しない場合，東学農民戦争の事実経過は趙景達『異端の民衆反乱』(岩波書店，1998

年) に拠る。

77) 1893年 4月 20 日付林董宛能勢辰五郎「東学党ニ関シ仁川ニ於ケル実況報告ノ件」，同 4月 10

日付陸奥宗光宛大石正巳「東学党ノ挙動ニ関シ軍艦派遣方上申ノ件」(『日本外交文書』第 26巻，

日本国際連合協会，1952 年，415〜416頁，425頁)。
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78) 1893年 4月 13日付杉村濬「居留人民ヘ内諭」(前掲註 75) 外務省記録「朝鮮国東学党動静ニ

関シ帝国公使館報告一件」所収)。

79) ｢鶏林の密雲 (承前)」(『大阪朝日新聞』1893年 4月 30 日)，前掲註 77) 能勢辰五郎「東学党

ニ関シ仁川ニ於ケル実況報告ノ件」。

80) ｢民乱又民乱」(『朝鮮新報』1892 年 5 月 25 日)。

81) 例えば『朝鮮新報』記事「京城不穏の後聞」(1893年 4月 29 日) は，「米国宣教師ジョーンス

氏」収集の東学指導者「朴升浩」聞き書きや，「京城より東学党動揺の事実探偵の為め派出した

る」松永半次郎・堺平造の収集情報を伝える。漢城居留民の松永と堺は，在漢城領事杉浦杉村濬

が雇い入れ派出した「探偵」であり，前述記事内容はその復命報告と一致している (1893年 5

月 5 日付杉村濬「東学党事件ニ付忠清道公州等ノ地方探偵書」前掲註 75) 外務省記録「朝鮮国

東学党動静ニ関シ帝国公使館報告一件」所収)。

82) ｢東学党に関する虚報」(『東京朝日新聞』1893年 8月 20 日)。

83) 『大阪商船株式会社五十年史』(大阪商船，1934年) 189〜197頁。当該期朝鮮航路の性格につ

いては，小風秀雄『帝国主義下の日本海運 -国際競争と対外自立』(山川出版社，1995 年) 特に

第 5章を参照。

84) ｢電信の延着愈甚し」(『郵便報知新聞』1894年 6月 16 日)。

85) ｢鶏林の密雲」(『大阪朝日新聞』1893年 4月 28 日)。

86) ｢東学党上疏続聞」「我洋逐斥の議」「鶏林の密雲」(『大阪朝日新聞』1893年 4月 16 日，4月

25 日，4月 28〜30 日)。

87) 前掲註 (81)「京城不穏の後聞」。

88) 1894年 4月 1日付林董宛能勢辰五郎報告書 (前掲註 55)『仁川府史』399〜400頁)，1893年 6

月 26 日付原敬宛能勢辰五郎書簡 (『原敬関係文書』第 2巻，日本放送出版協会，1984年，547

頁)。

89) 1893年 6 月 7 日付，および同年 6 月 18 日付原敬宛能勢辰五郎書簡 (前掲註 88)『原敬関係文

書』第 2巻，543〜545頁)。

90) 1893年 6 月 7 日付，および同年 11 月 19 日付原敬宛能勢辰五郎書簡 (同上 543〜545頁，550

頁)，前掲註 77) 能勢辰五郎「東学党ニ関シ仁川ニ於ケル実況報告ノ件」。

91) ｢仁川倶楽部」(『朝鮮新報』1892 年 11 月 12 日)，前掲註 43) 青山好恵『仁川事情』23 丁表。

92) 前掲註 14) 姜昌一「天佑侠と「朝鮮問題」」。なお青山は，居留地の「安寧ヲ妨害セントスル

者」もしくは妨害すると「認定」された人物の国外退去処分を規定した「清国及朝鮮国在留日本

人規則」(『日本外交文書』第 16巻，日本国際連合協会，1951 年，303頁) の廃止を求めている

が (前掲註 69) 河野広中宛青山好恵書簡)，これは青山らが居留地の「安寧」を乱すものと領事

館より「認定」されていたことを物語るだろう。

93) ｢服部徹氏在留禁止の理由」(『読売新聞』1893年 7月 25 日)。

94) 〔『小説東学党』書評〕 (『朝鮮新報』1894 年 4 月 7 日，桜井義之「小説東学党とその著者」

『書物同好会会報』第 6号，1939 年より重引)。

95) 服部徹『小説東学党』(岡島宝文館，1894年) 2頁。

96) 『京城発達史』(京城居留民団役所，1912 年) 66〜68頁。海浦篤弥については，前掲註 14) 河

西英通「民権後青年のナショナリズム」が詳しい。

97) 前掲註 71) 梶山新介「元山防穀事件に付き朝鮮政府の失当を論じ併せて我政府の反省を望む」。

大阪協同商会については，拙稿「一八八〇年代興亜論の経済構想と朝鮮 - 大阪資本の朝鮮進出を
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中心に」(『愛媛大学法文学部論集人文学編』第 41 号，2016 年) を参照いただきたい。

98) 青山好恵「東洋航権論」(『朝鮮新報』1892 年 11 月 12 日)。

99) 前掲註 69) 河野広中宛青山好恵書簡。

100) 例えば『海南新聞』に掲載された 1894年 3月 24日発の青山通信は，黄海道黄州で発生した民

乱について詳報している (「朝鮮通信」『海南新聞』1894年 3月 31 日)。

101) 1894年 1月 29 日付原敬宛能勢辰五郎書簡 (前掲註 88)『原敬関係文書』第 2巻，559頁)，前

掲註 21) 小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」，「故青山好恵君小伝 (続)」。

102) ｢在京本県人懇親会」(『海南新聞』1894年 5月 18 日)，「青山好恵氏」(愛媛県立図書館蔵『宇

和島新聞』1894年 7月 2日)。

103) 朝鮮新報社員の詳細は明らかではないが，先述の村松忠雄 (青山好恵実弟) や薬師寺知朧 (宇

和島青年会員)，阪本敬守 (元『宇和島新聞』記者)，関屋斧太郎 (天佑侠) の他に，当該期『朝

鮮新報』紙面からは発行兼編集人として日外藤穹，印刷人として山本岩吉の名を確認できる。

104) 大谷正「新聞記者たちの日清戦争 -鈴木南洋と池辺三山の場合」(専修大学『人文科学年報』

第 25 号，1995 年)，同「日清戦争と従軍記者」(『日清戦争と東アジア世界の変容』下，ゆまに

書房，1997 年)，同「川崎三郎小論 -忘れられたアジア主義者・ジャーナリスト・史論家」(大

阪大学文学部日本史研究室編『近世近代の地域と権力』清文堂出版，1998 年)，原田敬一「国権

派の日清戦争」(仏教大学『文学部論集』第 81 号，1997 年) など。なお従軍記者数は，『明治二

十七八年日清戦史』第 8巻，参謀本部，1907 年) 140頁に拠る。

105) 柵瀬軍之佐『朝鮮時事見聞随記』(春陽堂，1894年) 4〜7頁。6 月 13日に神戸を出帆した肥

後丸には，すでに『自由新聞』『国民新聞』『郵便報知新聞』『日本』『扶桑新聞』および内外通信

社の特派員が搭乗していた (「書記生，新聞社員の渡韓」『大阪朝日新聞』1894年 6 月 15 日)。

彼らは朝鮮新報社内に「新聞記者連合本部」を置いたという (今西恒太郎「朝鮮戦雲録」『自由

新聞』1894年 6月 28 日)。居留地メディアと内地メディアが直接に接触した事例である。

106) 本稿が検討対象としたのは，政府系『東京日日新聞』，自由党系『自由新聞』，改進党系『毎日

新聞』『郵便報知新聞』『読売新聞』，福沢諭吉『時事新報』，対外硬派『国民新聞』『日本』『大阪

朝日新聞』『中央新聞』，農民軍との接触工作を試みた『二六新報』，田口卯吉『東京経済雑誌』

である。

107) 前掲註 60)『原簿 自二十六年十月至二十七年九月』。

108) 巴渓生「従軍紀行」原文は，1894年 5月 30 日付で在釜山領事室田義文より在漢城日本公使館

へ送付された「全羅道地方旅行ノ我国人某ヨリ当港居留ノ某ニ達セシ東学党ノ擾乱ニ関スル日

記」である (『駐韓日本公使館記録』第 1巻，国史編纂委員会，1986 年，370〜375頁)。

109) 『国民新聞』に註記は付されないが，同紙記事と全く同文の記事「東学党の事」(『東京朝日新

聞』1894年 6月 3日) は本文でも触れたように『東亜貿易新聞』に拠っている。

110) 1894年 6 月 6 日付各紙に掲載された記事名は，「朝鮮内乱彙報」(『時事新報』)，「朝鮮戦乱後

報」(『自由新聞』)，「東学党騒乱の近況」(『中央新聞』)，「東学党の前途」(『郵便報知新聞』)，

「朝鮮戦乱彙報」(『読売新聞』)。

111) ｢朝鮮最近報 (去二日仁川発兌昨夜着の朝鮮新報に依る)」(『毎日新聞』1894年 6 月 10 日附

録)，「朝鮮騒乱詳報」(『国民新聞』1894年 6月 11 日)。

112) 前掲註 111)「朝鮮最近報 (去二日仁川発兌昨夜着の朝鮮新報に依る)」。

113) ｢朝鮮の変乱」(『読売新聞』1894年 6月 4日)，「朝鮮近事」(『国民新聞』1894年 5月 29 日)。

114) ｢京城来電」(『東京日日新聞』1894年 6月 17 日)。
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115) 例えば，「日本海軍兵の仁川上陸」(『大阪朝日新聞』1894年 6 月 8 日号外)，「日本兵の上陸」

「日本海兵京城に入る」(『東京日日新聞』1894年 6月 18 日) など。

116) ｢朝鮮特報」(『郵便報知新聞』1894年 6月 22 日)。

117) ｢朝鮮の内乱」(『大阪朝日新聞』1894年 6月 3日)。

118) この論調分類は，陸奥宗光『蹇々録』(外務省，1896 年。参照は岩波文庫版『新訂蹇蹇録 -日

清戦争外交秘録』，1983年，22頁) に拠る。

119) ｢朝鮮の兵乱」(『東京日日新聞』1894年 6月 6日)。

120) ｢朝鮮に対する政策」(『国民新聞』1894年 6月 2日)，「朝鮮の変乱」(『読売新聞』1894年 6月

4日)，「保護か鎮定か」(『大阪朝日新聞』1894年 6月 8日)。

121) ｢各国の軍艦朝鮮に集る」(『自由新聞』1894年 6月 13日)。

122) ｢我陸軍復た京城に入る」「清兵亦京城に入る」(『自由新聞』1894年 6月 15 日，6月 16 日)。

123) 『自由新聞』が武力行使を辞さないという論調を明確に打ち出したのは，清の撤兵要求と兵力

増派を「威嚇」と批判し，政府に対して「必戦の決心」を要求した論説「東亜風雲の会」(1894

年 6月 26〜29 日) 以降である。

124) 1894年 6 月中の『東京経済雑誌』の場合，「朝鮮の内乱」(6 月 9 日)，「朝鮮国王の上諭」(6

月 23日)，「日清の関係漸く迫る」(6 月 30 日) で『朝鮮新報』からの引用が確認できる。

125) ｢朝鮮の内乱」(『東京経済雑誌』1894年 6月 9日)。

126) 田口卯吉「朝鮮国目下民乱に就き所感を述ぶ」(『東邦協会報告』第 38 号，1894年)。

127) 前掲註 6) 陸羯南「東学党の志を悲む」。

128) 陸羯南「内乱に係る国際法」(『日本』1894年 6月 14日。『陸羯南全集』第 4巻，534〜535頁)。

129) ｢寸鉄」(『中央新聞』1894年 6月 13日)。

130) ｢青山好恵氏の書簡」(『宇和島新聞』1894年 8月 4日)。

131) 『宇和島新聞』1894年 8 月 2 日付広告欄，青山好恵「釜山近状 (七月十六日午後発)」(『東京

朝日新聞』1894年 7月 20 日)。

132) ｢朝鮮在留者の出師希望」(『自由新聞』1894年 6月 15 日)。

133) 134) 前掲註 130)「青山好恵氏の書簡」。

135) ｢勅令第百三十四号ニ関スル取締ノ義在外領事エ訓令ノ件」「韓国ニ於テ発行ノ本邦新聞紙ヲ在

外公使領事ニ於テ取締ノ件」(外務省記録 1-3-1-4「新聞雑誌出版物等取締関係雑件」第 1巻所

収)，1895 年 5 月 30 日付陸奥宗光宛井上馨「朝鮮ニ於テ発行ノ新聞取締ノ件」(前掲註 55) 『仁

川府史』1383頁)。

136) 1894年 11 月 24日付上野理一宛青山好恵書簡 (『朝日新聞社大阪本社社史編修室所蔵重要文書

目録』朝日新聞社大阪本社社史編修室，1989 年)。なお『朝鮮新報』休刊後の 1894年 8 月に青

山は，『朝鮮名家詩集』(博文館) を上梓している。

137) 遅塚麗水「韓山風雲録 (第二報)」(『郵便報知新聞』1894年 6月 24日)。

138) 鈴木天眼「赴韓に際し一言す」(『二六新報』1894年 6月 26 日)。

139) ｢戦略的の出兵保護的の出兵」(『毎日新聞』1894年 6月 17 日)。

140) ｢朝鮮事件はドウ成りましやう」(『日本』1894年 6月 21 日)。

141) 1894 年 7 月 9 日付徳富蘇峰宛陸羯南書簡 (『陸羯南全集』第 10 巻，みすず書房，1985 年，

71〜72頁)。

142) 住田浅吉「朝鮮見聞録」(『郵便報知新聞』1894年 7月 11 日)。

143) 陸羯南「出兵の結果は如何」(『日本』1894年 7月 19 日。『陸羯南全集』第 4巻，553〜555頁)。
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144) ｢東学党を論ず」「東徒鎮定の一策」(『読売新聞』1894年 11 月 2 日，12 月 25 日)。

145) 青山好恵「朝鮮時事」(『東京朝日新聞』1894年 11 月 14日)。

146) ｢東学党に三種あり」(『海南新聞』1895 年 1 月 29 日)。

147) 青山は『宇和島新聞』へ郷土出身兵の消息を事細かに報じている。岸田義一郎軍曹については，

「青山好恵氏の書簡」「在韓邦人の消息」(『宇和島新聞』1894年 11 月 22 日，12 月 8 日，1895 年

2 月 20 日) で触れられる。

148) 青山好恵「東学党征討軍」(『東京朝日新聞』1894年 11 月 20 日)。なおこれは 11 月 12 日仁川

発の記事である。

149) 青山好恵「朝鮮時事」(『東京朝日新聞』1895 年 1 月 27 日)。

150) ｢吾社の通信方略」(『大阪朝日新聞』1894年 8月 24日)。

151) ｢青山好恵氏の書簡」(『宇和島新聞』1894年 12 月 8 日)。

152) 青山好恵「馬関実業家の商況視察」「官船にて金巾輸入を許す」(『東京朝日新聞』1894年 11

月 3日，11 月 10 日)。

153) すでに青山は，宇和島帰省中の 1894年 7 月 5 日に開催された懇親会で「日韓貿易の実況」に

触れ，「東学党は決して前年のものと同一ならずして其実百姓一揆に過ぎず」と述べたという

(「青山好恵氏の招待懇親会」『宇和島新聞』1894年 7 月 8 日)。間接的な報道ではあるが，青山

の「東学党」評価が「商権回収」の文脈のなかで転回しつつあったことを暗示している。

154) 青山好恵「東学党巨魁の裁判」(『東京朝日新聞』1895 年 5 月 7 日)。

155) 青山好恵「朝鮮時事 (六月二十四日)」(『東京朝日新聞』1895 年 7 月 5 日)。

156) 青山好恵年賀広告 (『宇和島新聞』1895 年 1 月 14日附録)，青山好恵「在韓郷人の消息」(『宇

和島新聞』1895 年 2 月 20 日)，1895 年 7 月 23日付青山好恵宛大阪朝日新聞社書簡 (前掲註 136)

『朝日新聞社大阪本社社史編修室所蔵重要文書目録』)。

157) 前掲註 21) 小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」。

158) 1895 年 11 月 7 日付内務省警保局長宛愛媛県知事照会 (前掲註 31) 外務省記録「在韓国村松忠

雄外一名ヨリ本邦福井友一宛同国大院君暗殺計画ニ関スル書翰発送一件」)，前掲註 21) 小川雄

三「青山好恵君の長逝を悼む」，前掲註 51)「本社の小沿革」。

159) 前掲註 21) 小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」，青山好恵「朝鮮の交通及運輸」(『太陽』第

2巻 21・22 号，1896 年)。

160) 前掲註 21) 小川雄三「青山好恵君の長逝を悼む」，「青山好恵氏」(『海南新聞』1896 年 11 月

17 日)，『海南新聞』1896 年 11 月 18 日付死亡広告。

161) 1895 年 3月付下野新聞旭香社「御届書」(防衛省防衛研究所蔵『陸軍省大日記』M28-37-163

「新聞記者従軍書類第三」所収)，中村忠吉「此行」(『下野新聞』1894年 12 月 5〜7 日)，1898 年

2 月 10 日付小村寿太郎宛石井菊次郎「朝鮮新報保護ノ件上申」(外務省記録 1-3-1-1『新聞操縦

関係雑纂 朝鮮新報ノ部』所収)。

162) 前掲註 52) 鄭晋錫「日本人発行新聞の嚆矢，朝鮮新報 -朝鮮新聞」。

163) 青山好恵「与曽根多誉女史書」(『鶴城青年』第 9号，1891 年)，「新規則」「芸妓の公許」(『朝

鮮新報』1892 年 9 月 3日)。

164) 青山好恵「朝鮮に於て為すべき日本婦人の事業」(『女学雑誌』乙の巻，第 331 号，1892 年)。

165) 香川鉄夫『日清開戦実記朝鮮革新』(大阪交盛館，1894年) 2頁，野沢藤吉『内乱顚末朝鮮事

件』(野沢藤吉，1894年) 1頁。

166) 志良以染之助『甲午朝鮮内乱始末』第 2編 (駸々堂，1894年) 2〜7頁。なお青山の長兄村松
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恒一郎も，同様のパンフレット『朝鮮兵乱日清戦争実記』(扶桑堂，1894年) を著している。

167) ｢宇和島商工会評議員会」(『海南新聞』1894年 7 月 10 日)，「日韓貿易の実況を調査せしめん

とす」(『宇和島新聞』1894年 7月 14日)。

168) 『海南新聞』は 11 月 10 日付記事「渡韓者非常に多し」で，勅令 153号の廃止後商人ら民間人

の渡航が激増し，11 月 1 日発日本郵船門司・仁川便には男 54人・女 16 人が搭乗したと報じて

いる。

169) ｢登記公告」「買入広告」(『宇和島新聞』1894年 11 月 4日，11 月 14日)。

170) ｢青山好恵氏の書簡」(『宇和島新聞』1894年 11 月 10 日，12 月 8 日)。

171) 中井和賀雄「寄書」(『宇和島新聞』1895 年 1 月 8 日)。

172) 黒田孝太郎「全国木蝋業者大会に就て同業者諸君に望む所あり」(『宇和島新聞』1895 年 2 月 6

日)。

173) ｢馬関航海を開く」(『宇和島新聞』1894年 3月 24日)，「県下漁業組合連合会」(『海南新聞』

1894年 10 月 6 日，10 月 9 日)。

付記 本稿は，JSPS科研費「近代日本の海洋進出とナショナリズム形成に関する思想史

的・地域史的研究」(17K13532)，および公益財団法人稲盛財団 2017 年度研究助成による

成果の一部である。
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要 旨

本稿は，朝鮮の仁川居留地で発行された日本語紙『朝鮮新報』主筆であった青山好恵の報道
活動に注目することで，1890 年代の日本社会にもたらされた東学農民戦争の姿 (特に「東学党」
像) を復元し，それが当該期の朝鮮観形成において果たした役割を分析する。
愛媛県宇和島の没落士族出身の青山好恵は，「田舎青年」という自己認識を発条として朝鮮仁

川へ渡航し，『朝鮮新報』に拠って在朝鮮日本人社会の輿論を日本内地へ伝達した。青山の来歴
と活動からは，自由民権期後の政治青年を捉えたナショナリズムと，日清戦争前後を画期に昂
進する日本社会のアジア進出意欲とが接続する一つの典型をみてとることができる。青山は，
1880 年代末以降「国粋主義」や「大なる日本」といったかたちで主張されたナショナリズムを
底辺から支えた無数の「明治ノ青年」の一人であった。
一方，朝鮮情報を日本国内へと媒介した『朝鮮新報』に代表される居留地メディアは，「朝鮮浪
人」をはじめとする朝鮮在留日本人が抱くアジア地域への投企的欲望を，日本国内のメディア
へと接続するハブ・メディアとしての役割を担っていた。「東学党」は当初，朝鮮在留日本人か
らは日本主導による朝鮮改革の受け手として期待され，「革命党」や「義人」と評価されていたが，
日本軍占領下の朝鮮で実際に甲午改革が開始されると，その評価は秩序を乱す「匪類」「暴徒」
へと暗転する。「東学党」像は，居留地メディアを介した日朝間の情報流路のなかで形成された
朝鮮像の顕著な一例であり，東学農民戦争に対する当初の一見好意的な評価は，近代日本が大
陸国家への道程を踏み出す際の政治的・経済的関心の所在を極めて率直に映しだすものであっ
た。すなわち「東学党」は，近代日本が何らかのかたちで朝鮮に関与し，その「独立」や「文
明化」「改良」を企図するにあたり，その行為を正当化する存在として注目されてきたのである。

キーワード：青山好恵，『朝鮮新報』，東学農民戦争，居留地メディア，ナショナリズム

Summary

This paper focuses on the reporting activities of Aoyama Yoshie, the primary writer for the
Japanese-language newspaper Chōsen shinpō (Korea News), which was published in the
Japanese settlement in Incheon, Korea. In doing so, it reconstructs the image of the Donghak
Peasant Revolution (particularly the Donghak Party) presented to Japanese society in the
1890s, as well as analyzes the role this image played in the formation of Japanʼs view of Korea at
the time.
Aoyama, who was from a fallen Uwajima (Ehime Prefecture) warrior family, perceived

himself as a “countryside youth,” and this prompted him to go to Incheon. There, he presented
the voices of Japanese people in Korea to the main islands of Japan through Chōsen shinpō. In
Aoyamaʼs life history and experience, we can see a certain type that connected the nationalism
that captured politically-oriented young people after the Freedom and Peopleʼs RightsMovement
(jiyū minken undō) with the desire of Japanese society to advance into other Asian countries
thatwas growing around the time of the Sino-Japanesewar.Aoyama was one of the innumerable
“Meiji youth” that from the end of the 1880s onwards supported from the bottom rungs of society
a nationalism expressed in phrases such as kokusuishugi and dai naru nippon.
On the other hand, the settlementmedia outlets such as Chōsen shinpō that carried information
on Korea to Japanʼs main islands played the role of media hubs that connected the expansionist
desire held towards Asia by Japanese people in Korea―including the so-called Chōsen rōnin
(masterless samurai)―with the domestic Japanese media. At first Japanese people residing in
Korea hoped that the “Donghak Party” would partake in a Japan-led Korean revolution, and
were praised as a “revolutionary party” and “righteous people.” However, when the Gabo Re-
form actually began in Japan-occupied Korea, this assessment turned negative : they were des-
cribed as the “wicked sort” and a “mob” that disturbs order. This image of the party is a striking
example of one of the images of Korea formed in the settlement media-mediated information
channels between Japan and Korea. The initial apparently favorable view of the Donghak Peasant
Revolutionwas a very straightforward reflection of where the political and economic interests lay
of a modern Japan that was embarking upon its path to be a continental state. In other words,
when Japan planned to involve itself in Korea in some way for its “independence,” “civilizing,” or
“improvement,” the Donghak Party was highlighted to justify such acts.

Keywords : Aoyama Yoshie, Chōsen shinpō, Donghak Peasant Revolution, settlement media,
nationalism
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