
関妃殺害事件に関するコッカリルの通信

大谷

1. はじめに

筆者は以前に「ニューヨーク・へラルド新聞と問妃殺害事件報道」と題する論文を『専修

史学』 22号（1990年 4月）に寄せた。それは問妃殺害事件発生H寺に，偶然にもソウルを訪れ

ていたコッカリルーへラルド新聞欧州版通信員，元ワーノレド新聞の編集長として有名な新聞

人ーの通信（ニューヨーク・へラルド新聞に転載・掲載されたもの）を中心とするへラルド

新聞の事件報道と，それに対する日本政府の対応を検討しようとするものであったが， 400字

詰原稿用紙30枚という厳しい枚数制限があったので記事の詳しい内容は紹介できなかった。

そこで，社会科学研究所月報の紙面を借りて，『専修史学J掲載論文で十分に分析できなかっ

たへラルド新聞掲載の問妃事件関連記事を，コッカリルの署名記事を中心にして紹介じてい

くことにしたい（！）。本稿の読者は『専修史学』掲載論文を読んでいただいているとの前提のも

とに話を進めるので，説明を省略した部分はそちらを参考にしていただきたい（ご希望の方

には論文のコピーを差し上げます）。

きて，最初にへラルド新聞の日清戦争報道を調べることの史料的意味について一言説明し

ておく必要があろう。この新聞はベネット親子によって19世紀半ばから第 1次大戦終了まで

の80年間にわたって経営されたニューヨークの代表的大衆新聞であったが，現在はベネット

家の手を離れ，他紙と合併してニューヨーク・へラルド・トリビューン新聞と して存続して

いる。 1883年のピュリツアーによるワールド新聞の買収以来，同紙はワールドとの競争に敗

れて発行部数も下降線をたどりつつあった。ところが，変わり者で独裁者の二代自社主ベネ

ット・ジュニアはパリに居住し，ノfリで発行される採算の取れないへラルド新聞欧州版に熱

中して，ここに金をつぎ込んだので，ニューヨークの本紙の経営状態は益々じり貧になりつ

つあった。しかし，皮肉にもこのことが逆に同紙の日清戦争報道を充実させることとなった。

国際政治の報道に熱を入れていたベネットは既に 3名の通信員を従軍させていたが（ニュー

ヨークの本紙と欧州版を合わせて），日清講和が迫ると大物記者コッカリルを欧州版の通信員

として日本，朝鮮に派遣したのである（2）。

筆者は既にワールド新聞の日清戦争報道について小論を発表しているω。そ して，ワールド
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の競争紙であったへラルドがどのように戦争を報道したのかを調べることも一定の意味があ

るのではと考ム議会図書館に行った際に調査をおこなったのであるが，時間的制約から戦

争の全期間を通覧できなかったので，本稿では問妃事件関連記事を中心とし，他の部分は別

の機会に譲らねばならない。なお，前記のワールド新聞と同様に，へラルド新聞の日清戦争

関係記事 も従来紹介されたことがまれで，また日本にはマイクロも含めて新聞そのものの所

蔵例は殆どないと思われるので，少なくともこの点では本稿の存在価値があるのではと考え

る（4）。

最後に，記事の紹介の仕方の原則を決めておかねばならない。記事の全文を紹介できれば

好いのだが，紙l隔の関係で不可能である。従って記事は内容の要点を紹介し，逐語訳はしな

い。必要な部分は，英文を紹介する。理由は簡単で、， 筆者の貧弱な英語力では必ずとんでも

ない誤訳をするからである。

2. コッカリルの来日とその日本報道の概要一一彼の死士記事から一一

彼は1895年 2月，ノfリでベネ ット・ジュニアと会い，極東での取材を依頼された。へラル

ド新聞に掲載された1896年 4月11日及び12日のコッカ リルの死亡記事には， 日本と朝鮮にお

ける彼の活動が紹介されている。 4月11日の記事 (JohnA. Cockerill Dies in Cairo. He was 

returning home after a year spent in Japan and Korea.）には彼がカイロの Shepheard’S

Hotelの床屋で脳卒中で倒れ，死亡したことを伝えたカイロ発の 4月10日の通信を最初に置

き，続いて彼の経歴，彼を知る人の回想が並べられている。彼の経歴から日本関係の部分を

紹介すれば以下の通りである。

DECO RA TED BY THE MIKADO. 

Colonel Cockerill went to Japan as correspond巴ntof the Herald in February, 1895, and his 

work th巴reimrn巴diat巴lyattracted world wide attention. His despatches and letters in the 

Herald on China, Japan and Corea, and the stirring events of the last year in those countries, 

were read with intense interest not only by the general public, but by members of the various 

l巴gationsin this country and in Europe. 

In recognition of his distinguished services, in giving to the civilized world an absolutely 

impartial history of the happenings in Japan, the Emperor of that country, in February last, 

conferred upon him the Third Order of the Sacred Tr巴asure, an honor seldom accorded to 

foreigners, and never b巴forebestowed on a newspaper correspondent. Count Ito on behalf of 

the Ernp巴ror,handed the decoration to Colon巴lCockerill b巴forehe left Japan, and a special 

Ambassador deliv巴r巴dan address<51 

The Herald of October 24, 1895, published a notable tribute to Colonel Cockerill’s work for 

the Herald in the Orient from M. Ganesco, a distinguished French correspondent of the Paris 
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Figaro in the Far East, and on巴ofthe two French journalists who followed th巴ChinaJapanese 

war from beginning to巴nd.M. Gan巴scoaddressed a long letter to the H巴raid, from which we 

extract the following generous paragraphs of a colleague’s appreciation: 

M. GANESCO’S TRIBUTE TO COLONEL COCKERILL. 

“I think it would be difficult to conceive of a more distinguished journalist, a more charming 

writer, or a more fascinating story teller. I am not Surpris巴dif Colonel Cockerill is at present 

the most popular foreigner in Japan. Ce diable d’homme has the gift, as none other has, of 

attaching himself to those who come in contact with him. He is a personal freind of all the 

Japanese Ministers and the confidant of many of their secret thoughts. He is always at the right 

spot at the right moment. Thus, four days before the official world had knowledge of it, he 

was able to send the news of the assassination of the Que巴nof Korea. Colonel Cockerill enjoys 

in Japan uncontested authority. （後Ill各）”

彼の経歴はまだまだ続くが，この後の彼に関する追想、の中に，ロシア皇帝の戴冠式出席の

途上，米国滞在中の山県有朋と都築馨六の談話があるので，後者の談話を紹介する。

Mr. K. Tsudzuki, privat巴secretaryto the Marquis Yamagata, was as much disturbed by 

the report of Colonel Cock巴rill’sdeath as his chi巴f. He said：“I never m巴thim personally, 

but my father in law, Count de Inouye, kn巴whim well. The Count was Minister Plenipoten-

tiary to Kor巴awhen Colonel Cockerill was in that country. They met frequently. Count de 

Inouye regarded him as a sinccr巴friendof the Japanes巴； onewho s巴ntaccurat巴reportsabroad 

as to what they wer巴strivingto do. Th巴lastweek that Colonel Cockerill was there the Count 

sent to him an invitation to dine. Colonel Cockerill was suffering from a complaint with his 

eyes. The clay suddenly became cold. He was forced to send his regrets. My respected father 

in law never saw him again. 

“In Japan the death of Colonel Cockerill will be regretted. Our country has felt that the 

sympathies of the Amer允 anp巴oplehav巴alwaysb巴巴nwith us. Colonel Cockerill represented 

the American people. He had th巴confidenceof the Japanese people. His death is a loss to us 

and must be also to the Am巴ricans,with whom we are one. They were, in a way, our godfathers 

years ago, when we becam巴anation.” 

以上の史料の，とりわけ M.Ganescoの手紙の部分から， Cockerillが日本政府の要路にコ

ネをもっていて，他の外国人記者が入手しがたい情報を得ていたこと，また都築の回想から

朝鮮問題に関して井上馨と関係が深かったことがわかる｛へこのような関係が，勲三等瑞宝章

という外国人記者として異例の高いランクのとなる訳であるが，この叙勲の裏にある複雑な

事情については，前掲『専修史学J所収の拙稿で紹介した所で，「日本の事情を公正に文明世

界に紹介した」ために叙勲されたというこの記事を文字どおりに信じることはできない。
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3 .問妃殺害事件報道

1895年春の講和問題以来の日本での取材を終えたコッカリルは， 10月になると朝鮮に向か

った。同じ船には，三回目の世界一周旅行の途上にあった有名な女流旅行家イザベラ ・バー

ド・ビショップが乗り合わせており (7)，彼女から朝鮮事情について情報を得ている （NY

Herald, Nov. 9, 1895, p. 9.“From Japan to Hermit land.”）。彼らは10月7日月曜日に

済物浦に到着し， 9日夕刻ソウルに到着したが，その途上で8日早朝発生した血生臭い事件

を知り，ソウルに到着すると直ちに取材を開始したのであった （NYHerald, Nov .16, 

1895, p. 9.“Seoul at the Queen’s Death ．”）。彼はこれ以降，問妃事件に関する多くのスク

ープを送った。それらは署名記事 としてへラルド新聞の欧州版と本紙の紙面を飾り，かつ編

集部のほうでも関連記事を掲載し，この問題でキャンベーンを張った。当時の新聞では，遠

方の国々で発生した事件に関しては，電信と郵便を併用して記事を送っていたので＼同一日

の紙面に一月以上発信の日付のずれた記事が併存している状態であった（8）。問妃事件に関す

るコッカリルの署名記事も同様で、あるが，これでは彼が取材活動によって事件の真相を解明

して行〈様子が分かりにくいので，彼の主要な署名記事を①から⑬まで，ソウルからの発送

日順に並べ直してみたのが次頁の表である。

1) 事件発生直後の記事一一 10月10日から1日月 14日まで一一

表の①が事件の第一報で，本来は10月11日の紙面に掲載される筈のものであったが， 一度

は日本1nuの電信局で送信を拒否されたので，④と同時掲載となったものである。これらの記

事が掲載された翌日と翌々日のへラノレドは，これがワシントンとフランスの政界・世論に衝

撃を与えたことを誇示している（Oct.15, 1895, p .11.“The Herald Gave the News. Colonel 

Cockerill's despatch from Seoul the topic of discussion in Washington J’Oct.16, p.11. 

“Herald News Stirs France. Colonel Cockerill’S Corean despatch reproduced in nearly 

all the trench newspapers.”なお角田房子氏の力作『問妃H音殺』新潮社，1988年の口絵の 「朝

鮮王妃殺害の第一報を掲載した『ニューヨーク ・へラルド』紙Jという注記のある写真は，

ここの10月15日の記事であり，従って第一報でも，コ ッカリルの記事でもなく，勘違いである）。

①（NY Herald Oct.14, 1895, p. 7噂）

THE INTERCEPTED NEWS. Details of the Murder of the Corean Queen Last Tuesday 

Morning. [BY THE COMMERCIAL CABLE TO THE HERALD.] 

The Herald’S European edition publishes the following from its correspondent：ー

SEOUL, Corea, Oct.10, 1895. The palace was broken into on Tuesday morning at five 

o’clock by a body of Corean troops and a band of Japanese Soshi in civilian d1ess. 

The colonel in command of the troops, on refusing to enter th巴palace, was kill巴d,and a 

number of the palac巴 guardswere slain. 

Q
d
 



発送日 掲載日

①10/10 →10/14 

②10/12 →JJ/16 

③10/12 →JJ/18 

④10/13 →10/14 

⑤10/14 →JJ/18 

⑥10/14 →JJ/19 

⑦10/16 →10/17 

⑧10/17 →JJ/21 

⑨10/18 →JJ/15 

⑬10/21 →10/22 

。10/22 リ1/26

⑫10/24 →10/26 

⑬10/27 →10/28 

⑪10/28 →JJ/27 

⑬JJ/ 3 →12/ 5 

間妃殺害事件関係のコッカリル署名記事

The Intercepeted News. Details of the murder of the Corean 

Queen last Tuesday morning. 

Seoul At The Queen's D巴ath. Coloγiel Cockeγill sendsα 

stγiking letteγ descγibing the e：χcitement in Coγea’s cめital.

Audience With Coreα’s King. 

How The Queen Was Murdered. Colonel Cockerill 

describes the coup d’Etat in the kingdom of Corea. 

Tαlk with Viscou：γit Miuγa. Cloloγiel Cock巴γillconvi汎cedthαt 

theγiew ]ai拠：neseministeγisγiot the man Joγthe争ost.

History Fγom The Orie叫 ．

Queen Killed By The Japanese. Corea’s crown prince secret-

ly sends from the palace a description of the assassins. 

Coγ巴α’sSecond Royal Heir. Remαγkα:ble story ofα：n easteγγl 

jJrince a：γid the jJerils which beset him. 

]apα：n Aγid Coγeα：n Cγisis. Ge，屯芭γalDye criticised . 

Corea’S King Afraid. Believes his life to be in danger at the 

hands of the Tai Won Kun. 

The Chess Boaγd Of The Oγient. Coloγiel Cockerill tγeats the 

Coγean crimeαs the begin：γiing ofαγiew eγα． 
Inouye Goes To Corea. Sent as Japan’s special ambassader 

to the hermit kingdom. 

Miura’s Arrest In Japan. Colonel Cockerill telegraphs that 

it is justified by the facts known in Corea. 

Russia’s Inf!.側 ceIn Coγea. ]iφα：n's ar刊誌 ofは γniγiiste：γ

Miur，ααγid de号patchof Count IγWUヲ巴 wiseγnovements.

Count Inouye Talks OγL Coγω．］仲間’ss抑cialαγnbassadoγto

the hermit kiγigdom st.α：tes his views to Coloγiel Cockerill. 

Full justice to be done. 

注） 通常体は電信による記事を、イタリックス体は郵送された記事を示す。

The Japanese entered the Queen’s room and killed the Queen, the Minister of the household 

and three women. The bodies were taken outside and burned. 

Th巴 Japanesetroops were at the palace, but took no part in the proceedings. 

Tai Won Kun, the King’s father, reached the palace soon after the assault and assumed the 

chief authority. H巴 isnow dictator and is known to hav巴b巴巴nin the plot. 
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The pro-Japanese party are in control. Many of the Queen's party have be巴narrest巴dand 

many more have fled. 

It is believed that the Queen Dowager was killed last night and that the King will be forced 

to abdicate. 

Guards from th巴UnitedStates war ship Yorktown and a Ruissian cruiser at Chemulpo have 

been ordered up. 

Gr巴atexcitement prevails.It is thought that the butchery will hasten action on the part of 

Russia. JOHN A. COCKERILL 

④（NY Herald Oct. 14, 1895, p. 7) 

HOW THE QUEEN WAS MURDERED. Colonel Cockerill Describ巴Sthe Coup d’Etat in the 

Kingdom of Cor巴a. [BY THE COMMMERCIAL CABLE TO THE HERALD.] 

The Herald’s European edition publishes the following from its correspondent ．一－

SEOUL, Corea, Oct .13, 1895. I sent a message to the Herald on the 10th inst., giving 

details of the murder of the Queen of Corea and outbreak of the revolution in that country, 

but it was interdict巴dat Tokyo. The officials now apologize for its non-transmission. 

The plot to kill the Queen was made by Corean friends of Tai Won Kun and an irresponsible 

Japanese Soshi. 

The Japanese troops were at the palace gates when the butchery took place. Tai Won Kun 

was also brought to the palace shortly aft巴rthe assault. 

There is nothing to show that the Japanese Minister had any knowledge of the plot. 

The King is now a prison巴rand his father has been proclaimed dictator. A new Cabinet has 

been constituted of pro-Japanese elem巴nts.

The Queen’s officials have fled or are in binding. 

Appeals hav巴 beenissued to the Coreans to rise and expel the Japanese. 

Marine guards from the United States cruiser Yorktown are prot巴ctingthe Legation. 

A Japanese Soshi has been arrested for the murder of the Queen. 

JOHN A. COCKERILL 

第一報を送った後，コッカリルは10月12日に，このH寺までに判明した事件の詳細I（②）と

朝鮮国王との会見記（③）を郵送した。②の記事で，12日段階で彼がつかんだ事件の概要と，

どんなルートで調査を行っていたかが分かるので，やや長くなるが，それらの一部分を紹介

しよう。

②（NY Herald, Nov .16, 1895, p. 9) 

SEOUL AT THE QUEEN’s DEA TH. Colonel Cock巴rillSends a Striking Letter Describing the 

Excitement in Corea’s Capital. [SPECIAL CORRESPONDENCE OF THE HERALD] 

SEOUL, Cor巴a,Oct .12, 1895. （中lfi各） ... 

A PESTILENTIAL CAPITAL . 

I arrived in Chemulpo on Monday last, and on Wednesday evening reached the“foul and 

pestilential”collection of hovels known as Seoul by the overland route, walking most of the 
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way. On the way up I rec巴ivedthe first news of the revolution, which had taken place th巴night

before, through a wild story told by a man with a pack train to my guide. Upon reaching the 

capital I found everybody in a state of apprehension, and a practical r巴ignof terror in and 

around the palace. The filthy strets(sic)were filled with excited people, and the four thousand 

or five thousand soldiers of the new Corean army were much in巴videnc巴 Thepalace had been 

broken into by a mob巴arlyon Tuseday mo了ning.After the killing of a few of the guards, the 

Minister of the Household had been slain, the Queen had been murdered along with three of 

attendants, the King had been ov巴rcomeand his usurping old father was practically at the head 

of affairs. Government officials were being removed and arrest巴d, and many of th巴m w巴r巴

fleeing or hiding-especially those known to be the firmest adherents of the lat巴Queen’sparty. 

AT THE AMERICAN LEGATION. 

At the United States Legation I found Dr. H. N. Allen, secretary, in charge, Minister Sill 

being absent in Japan on vacation. He had a number of frightened proscribed officials hidden 

away on his premises, they having appealed to him for refuge. Naturally his anxiety was 

gr巴at.Dr Allen is an Ohio man, who came out h巴resome twelve years ago as a mission 

physician. Through his skill and some wonderful cures he became medical adviser to the Queen 

and he accompanied one of the Cor巴anEmbassi田 tothe United States some years ago. He is 

now secretary to the United States Legation and Charge d'Affaires. He is a man of literary 

tastes, and is the best informed foreigner in Corea to-day. With Mr. Allen and Mr. Waeber, 

the Russian Minister, I visited the palace, and there found General Dye, another Ohio man, 

who has been in Corea for eight years as militaly instructor, and who has liv巴dinside the 

palace walls for fourt巴巴nmonths. I also m巴tthere General Legendre, a soldier of our civil 

war, now adviser to the Crown. They were much perturbed. 

The spacious palace grounds were pretty well filled with slouchy Corean soldiers, but 

everything was quiet and peaceful. The air of n巴glectand decay, the ill kept roadways, the 

shabby but onc巴gaudystructures, made a painful impression upon my mind. After deligent 

inquiry I learn巴dthe salient facts of the tragedy, which bids fair to have a stupendous effect 

upon the destinies of Corea. They are as follows：一

STORY OF THE TRAGEDY. 

Some weeks ago the soldi巴rsof one of the Corean regiments, now drilled and handl巴dby 

Japanese instractors, had a difficulty with the native constabulary, and in the m巴le巴anumber 

of the latter were killed. There was talk of disbanding the regim巴nt, and, under pretence of 

petitioning the King to withhold his wrath, the regiment was marched to the palace on Tuesday 

morning last at the unseemly hour of five o’clock. In Corea the bulk of official bussiness is 

transacted in the night time, and this early call may not have been amiss Arrived at the palace 

gates, a conciderable body of Japanese in civilian dress was found. An attack was made upon 

the guards, most of whom fled in the most cowardly manner, though several were killed. The 

colonel of the regiment, seeing that mischief was intended, ti ied to keep his troops from 

entering within the walls, and was promptly attacked by the band of Japanese assassins and 

slain 
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A portion of the troops and the Japanese conspirators then rushed into the palace, and, 

forcing the King’s apartments, pretended him with a document which they ordered him to sign. 

It was a document divorcing and repudiating his Qu巴en.The King, with a degree of heroism 

not hitherto ascribed to him, r巴fusedhis signature and declared that he would be hacked to 

pieces rather than give his signature to such a paper. 

Th巴bloodyassassins then proceeded to th巴Queen’sapartments, after slaying the Minister 

of the Household, who impeded their progress, and found unfortunate woman in the company 

of thr巴ecourt ladies. She protested that she was only a visitor to th巴palace, but the brutes 

stabbed her to death, and, not knowing Her Maj巴stywell, they cruelly butchered h巴rthr巴e

attendants to make sure that their horrible mission had be巴nexecuted. The bodies were hastily 

rolled in blankets and carried to a small grove adjacent to the palace, saturat巴dwith petroleum 

and cremated. All of this had been car巴fullyplann巴d． 
THE TAI WON-KUN（中田各）

THE AMERICAN, GENERAL DYE. 

Gen巴ralDye, who was inside his quarters in the palace, and who was roughly us巴dby the 

mob, told me that, having had som巴misgivingsin the early part of the night that trouble was 

brewing, he took a look around about thre巴 O’clockin the morning, and then saw Japanes巴

troops scattered around the r巴arwalls. H巴sawthe band of assassins which invad巴dthe Queen’s 

quarters. It was composed of Japanese in European dress, each m巴mbercarring a sword He 

saw men with them whom he recognized as correspondents of certain Tokyo newspapers, 

notebook in hand, thus demonstrating that the bloody plot had b巴巴nhatched under Japan巴S巴

auspices. General Dye further inform巴dme that it was not more than thirty minut巴sfrom the 

time that the firing began at outer walls before he saw the Tai Won Kun entering the royal 

inclosure under the escort of regular Japanese sol di巴rs.All the facts that I have been able to 

gather point to the us巴 ofth巴 wick巴clold Tai Won Kun by an organiz巴dassociation of th巴

Japanese Soshi and adv巴nturersin compassing th巴deathof the Qu巴巴n, long r巴cognizedas the 

fo巴ofJapan and the semi-ally of Russia There is no reason to believe that Count Inouye had 

even an inkling of this shameful conspiracy. （後川各）

若干混乱した部分があるが目撃者の証言から事件の経過がまとめられている。この外， 三

浦公使と事件の関係，アメリカ公使館に逃げこんだ朝鮮人の様子が拙かれているが， f省略せ

きやるを得ない。③はコッカリルが，アレン及びウェーパーとともに， 12日の午後に朝鮮国王

に謁見した模様を伝え，かっその末尾で、電報停止の事情をつたえるものであるが，これも紙

幅の都合上省Ill各しなけれは、ならない。

次に⑥の記事の前半部分には， コッカリルの10月10日のへラノレド欧州版宛の第一報が長1/J奇

の電報局で発送を拒否された件を詫び，かつソウルの情報を伝えるように依頼する， 10月12

日付の伊東巳代治内閣書記官長の電報が掲載されているので，その部分を引用する（ヘ
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⑥（NY Herald, Nov.19, 1895.p.9) 

HISTORY FROM THE ORIENT. Colon巴lCockerill Has Something to Say About the Ways 

of Japanese Officials. [SPECIAL CORRESPONDENCE OF THE HERALD.] 

SEOUL, Corea, Oct .14, 1895. In my letter of the 12th inst. mention was made of the stoppage 

of my telegrams to th巴Heraldat Nagasaki, because they contained some plain statements of 

facts unpleasant to th巴Japan巴se.This matter being carried to Tokyo, I rec巴ivedat two o’clock 

yesterday morning the following tel巴graphicmessage: 

“TOKYO, Oct. 12, 1895. Profoundly surprised and regr巴tstoppage of your telegram to the 

Herald. The Minister of Communications joins me. He immediately instructed telegrph ag巴nts

to forward your despatches entire. He requests me to inform you semi-officially of this fact. If 

any complaint wire me. Oblige me by wiring for my own information the results of your 

observation, without r巴serve, about present complication. Said that actual Japanese were 

assailants of the palace. This has caused grave anxiety on part of government. If actual 

Japanese, none but low, irresponsible soshi, hired by originators of the plot. Government 

d巴terrninedto make thorough investigation. No desir巴 toconceal facts. Criticise without 

reserve. Government taking vigorous measures. BARON ITO.” 

THE STOPP AGE OF DESPATCHES. 

Baron Ito is the secretary of the Imp巴rialCabinet. The interdiction placed upon my des-

patches was the work of a superservic巴ableag巴ntof the telegraph in Nagasaki, who, I learn, 

has been properly r巴primanded.Baron Ito has telegraphed me that Minister Miura’s des-

patches concerning th巴 massacreof the 8th instant have lacked clearness. I am not surprised, 

for the Minister, as will be seen by my intervi巴wwith him, had not reached a stage of clear 

understanding as late as the 13th. Procurator Komura should reach Seoul to一nightto begin his 

investigation, and when he g巴tsto work the Minister may form some conception of what has 

taken place here within the past week under his V巴rynose. The Japanese officials, I fear, are 

making the same mistake that was made at the time of the Port Arthur affair. Instead of telling 

the truth and thus putting an end to faleshoods and exaggerations, they ar巴inclinedto conceal 

and d巴ny.Th巴 worsethe facts the more emphatic should be the Japanese gov巴rnment’s

cond巴mnationand repudiation of those of its nationals who ar巴 involvedin the deplorable 

affair. （後略）

事件直後の段階では，三浦公使を始め杉村書記官，堀口領事官補，萩原警部などの在ソウ

ルの外務省関係者の多くが事件に関係していたので，東京には事件の正碓な情報が入って来

なかった。ひそかに事件の真相を東京に伝えようとした内固定槌領事 （彼は事件に参画しな

かった）からの原敬外務次官宛の私信（10月8日， 9日， 11日付の内部告発）が東京に到着

したのも15・6日以降であったからooi, コッカリルから伊東に送られて来る情報はソウルの状

況を把握し，かつアレン米国公使代理，ウェーパー露国公使等の在ソウル外国人の言動を知

るうえで貴重で、あった。
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彼は情報収集の一環として三浦公使にも接触したので，三浦は10月14日夕刻西国寺外相臨

時代理（以下，西国寺外相と記す）に次のような電報を送ってきた。「紐育へラルド通信員コ

ッケリル昨日来館，今回ノ事変に関シ外国人間ニ伝ハル風説ヲホンノ参考ニトテ種々物語レ

リ，又今朝使ヲ以テ伊藤総理ヨ リ電報ニツキ小村局長力、取調へニ着手スル前是非面会シタシ

ト申出タリ，右ハ何処マテモ信用シテ宜数人物ナルヤ，対応ノ都合モアルニツキ何分ノ御回

示アレ」(ll) 0 コッカリルの「ネタはあがっているから白状しろJというようなアメリカ式（？）

の乱暴なインタビューの申し入れに三浦も驚いたのであろう。

13日の三浦へのインタビューは⑤（NYHerald, Nov .18, 1895. p. 7.“Talk with Viscount 

Miura.”）に見ることができるが，三浦が知らぬ存ぜぬで通したので，コ ッカ リルは三浦を無

能と評価したが，この段階では彼が事件の首謀者であるとは考えていないようである。この

記事の最後でコッカリルは東京の伊東へ通信したことを，次のように述べる。

COLONEL COCKERILL REPORTS TO TOKYO. 

By request of Baron Ito, Secretary of the Imperial Cabinet, I to day tel巴graphedhim in 

Tokyo a full acount of the situation h巴reand gave th巴factstouching the assassination of the 

Queen as they have come to me from the b巴stsources He has asked me to lay befor巴 the

Japanese investigator, upon his arrival, all the facts that have come into my possession. The 

Japanese government seems greatly distressed over the occurrences. I have advised, at Baron 

Ito’s suggestion, that the usurping Tai Won Kun b巴 expelledfrom the palace and the King 

resorted to his full authority upon th巴guaranteethat a Cabinet will be formed which will not 

be unfriendly to Japan. 

2) 小村寿太郎，井上馨による事件処理の報道一一 10月中旬から11月初頭まで一一

10月15日に小村外務省政務局長が事件調査のためにl問鮮に到着した。彼は出発前に調査内

容に関する訓令を与えられていたが，さらに西国寺外tl~lii14日付で仁川在勤の橋口領事を通

じてH音号電信を送り，制査の内容を雌認した。その｜暗号電信には，「米国新開通信者『コクレ

ルjハ我カ政府卜伊東巳代治ヲ以テ内々通信シ居（レ）パ同人ニ付キ当時ノ事情御尋ニ相成

レハ取調へノ材料 トモ相成ルベシjとあり，また小村から外務省への第一報（10月17日）の

内容も，露国公使ウェーパーと「コクレjけから得た情報からなっていた。さらに井上大使

がソウル到着後最初に外相に宛た11月1日発の電報にも，「当地着後 （アレン）へハ未タ面会

セサルモ（コックリノレ）及ヒ（シノレ）公使へ面会シタリ」とある（I九これらの史料は，当時

の日本政府 （特に伊東書記官’長と井上等，および陸奥が病気療養のためかけていた時の西園

寺外相以下の外務省幹部）がコ ックリル情報をいかに重要視していたかを示している。

日本政府にとって彼の利用価値はそれだけに止まらなかった。 10月31日付の，伊東巳代治

書記官長から伊藤博文総理にあてた手紙には，「米国への通信はノ＼ウス，コックリル両人へ各
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個別々に極秘密之取計仕居候」（13）とあり，コッカリルが日本政府の意を受けて，対米宣伝に

協力していたことが伺われる。

即ち少なくとも問妃事件が発生し，それが問題化した， 1895年の10月・ 11月の段階では，

コッカリルは情報収集と対外宣伝工作の両面で日本政府に協力し，また日本政府にとっても

極めて重要な意味を持つ人物であったことが確認できる。従って，この時期の彼の通信は以

上のようなバイアスのかかったものであることを前提として読まなければならない。

彼が三浦公使が事件の関係者ではないかとの疑いを初めて表明した記事が⑦である。この

記事 と同じ紙面に， 事件以前にコッカリルが日本に帰っていた井上に試みたインタビューが

掲i成されている（“CountInouye’s Views. Colonel Cockerill's interview with the diplomat 

sent to reform Corea .”）。

⑦（NY Herald, Oct.17, 1895. p. 9) 

QUEEN KILLED BY JAPANESE. Corea’s Crown Prince Secret巴lyS巴ndsfrom th巴 Palacea 

Description of the Assassins. [BY THE COMMERCIAL CABLE TO THE HERALD.] 

The Herald’s European edition publishes the following cable despatch from Colonel Cockerill, 

who is now in Corea: 

SEOUL, Corea, Oct.16, 1895. -The Crown Prince, who was with the Queen when she was 

murdered, has sec1巴telysent from the palace a statement giving a description of the assassins, 

by which they are identified as Japanese. 

I have personal as乱irancefrom the Japanese government that every guilty p巴rsonwill be 

punished. 

Th巴 plotoriginat巴dwith disgraced Corean officials, who employed Japanese Soshi and 

corrupt巴dthe Japanese troops. 

I hav巴astatement of the colonel of the palace body guards, who saw the Japanese assassins 

enter the Queen’s apartment with swords. I-le afterward saw them burning the body. 

Proofs are said to exist connecting the Japanese Minister with the plot. 

Procurator Kamura and a Commission have arrived from Japan to investigate the outbr巴ak

There have been more arrests of Japanese soshi. 

Japanese hav巴 beenforbidden to come to Corea without the consent of the Japanese 

authorities. 

The usurper, Tai Won Kun, issues a proclamation saying he is in the palace to secure 

peace. The Cabinet is not r巴cognizedand is falling to pecies. 

Six official refugees in the United States Legation. The flagship Baltimore is coming to 

Chemulpo and a Russian fleet is exp巴cted. JOHN A.COCKERILL. 

小村の活動と人となりは⑪に好意的に紹介されている。また記事⑬の前半部分では三浦を

始め事件関係者が広島で逮捕され， 事件の概要が明らかになったことが述べられている。

コッカリルの期待していた井上は11月1日にソウルに到着した。彼は済物浦に7吐き，井上
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とのインタビューを行ない，事件の解明と関係者の厳正な処分という方針を聞きだした。干

の記事を見ると，コッカ リルが新聞記者の枠を超えた行動を行っていたことが分かる。

⑬υVY Herald, Dec.5, 1895.p.9) 

COUNT INOUYE TALKS ON COREA. Japan’s Special Ambassador to the Hermit Kingdom 

States His Views to Colonel Cockerill. [SPECIAL CORRESPONDENCE OF THE HERALD.] 

SEOUL, Corea, Nov.3, 1895.一Muchto the relief of everybody-especially the royal prisoner 

in the palace Count Inouye arriv巴dhere on November 1 I went to Chemulpo to meet him, and 

was put on board his steamer from the United States steamship Yorktown, at the mom巴ntshe 

dropped anchor. I had some important lett巴rsfor him, and it was deemed essential that I 

should see him before any of the representatives of the usurper’s government could have access 

to him. After reading my despatch巴sthe Count gav巴 mea half hour’S interview. He was 

specially inter巴stedin the latest phas巴 ofthe political situation, as I presented to him. He was 

most anxious to know the attitude of the foreign representatives in Seoul toward th巴newso-

called Cabinet of Corea. I informed him that, not one of them as y巴trecognized the revolution-

ary cabal, and that, so far as I known, no civilized government would give the slightest heed 

to the Ministry of November 8, composed as it was of conspirators and criminals, led by a 

usurp巴rwith no more claim to the exercise of power than the royal chairbearer. 

DETERMINED TO DO JUSTICE. 

The Count wished to know wheth巴rthe arrest of ex-Minister Miura and thirty-six of the 

Japanese conspirators upon their anival in Japan had not had a reassuring effect in foreign 

circles in Seoul. I informed him that this act had changed the entire tone of the foreign legations, 

b巴ing,as it was, an earnest of det巴rminationof the Japan巴segovernment to not only repudiate 

and execrat巴thebloody performance of October 8, but to hunt down and punish her nationals 

who were so largely I esponsible for it. The Count declared with emphasis that not a J a panes巴

criminal, fiom Miura to the most insignificant soldier in command, would be p巴rmittedto 

escape. He said that h巴cam巴toCor巴a, not as Minister, but as a sp巴cialAmbassador to the 

King, and, that his function would be advisory and investigatory rather than巴X巴cutive.He 

realized how terribly this murder of the Queen and the placing of the Tai Won Kun at the head 

of th巴gov巴rnmentof Corea would injure Japan in the estimation of th巴foreignworld, seeing 

that Japan’s Minister, troops and vagabond citizens were so shamefully involv巴d, and he was 

determined to do what巴verlay in his power to convince mankind that his governm巴ntthorough-

ly abhorred and repudiated th巴sham巴fulde巴d. While Japan was engaged in ferreting out and 

punishing her unworthy sons he saw how difficult it would be to induce Corea to punish her 

criminals, seeing that the present Cabin巴twas made up of conspirators and all pow巴rat present 

in the hands of th巴revolutionists.

I showed him a list of the new Ministers, all but one a conspirator, and he studied it with 

much gravity. Most of th巴m he knew. Several of them had been formaely activ巴 Japanese

adher巴nts.Count Inouye seem巴dimpressed with the idea that the duty of restoring the status 

and turning the usurping Tai-Won-Kun out of the paiac巴 woulddevolve, upon Japan, but he 
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also appreciated the delicacy of the situation. He said that the King’s fath巴rhad a strong 

following, chiefly because he had long b巴en巴ngagedin fighting the Queen and her detested Min 

party, and that as he was now recognized as the power within the palace, to turn him out 

pr巴cipitatelymight result in further r巴volutionarydisturbance. This he most anxiously desired 

to avoid 

TO INSURE PERMANENT PEACE 

The Count said that the time had arrived when something should be done to insure the 

permanent peace and development of Corea. He had thought of every possible plan. If Japan 

could not be permitted to carry out the work of reform which she had marked out for Corea, 

because of the jealousy or the supposed interests of Russia, then the Powers should take the 

matt巴rin hand. He had thought of a Corea headed by a rightful ruler and a fair minded 

Ministry, advised by two commissioners on巴aJapanese and the other a Russian a sort of joint 

supervision. This could only be made possible through the action of the Powers, and a 

guarantee upon their part that no undue advantage would be given to either country. This 

would be something like a return to the old Japanese一Chinesedual supervision, but under much 

more favorable auspices. （後l略）

以上のように， 10月中旬から11月初めまでのコッカリルの通信は，一方で、問妃殺害事件に

拘わったものが一部の日本人「壮士」だけでなく， 三浦公使を初めとする日本公使館員，領

事，領事館警察などが組織的 ・計画的に事件に関与していたことを明らかにし，これを激し

く非難したが，それは直ぐには日本政府の朝鮮政策に対する非難とはならなかった。彼は事

件調査に訪れた小村の能力を信頼していたし（⑪の冒頭で小村がノ＼ーバード大学で学んだ優

秀な人物であることを紹介した後，“Ilike his appearance and manner much, and if I am 

not greatly mistaken he will go vigorously and honestly to the bottom of this more than 

unfortunate affair ．”と述べる），続いてやって来た旧知の井上の人物と政策に信頼を置いて

いた。さらに小村，井上を派遣した日本政府の伊藤首相，伊東書記官一長一連絡を取り，情報

を交換していた伊東には特にーにも親近感を持っており，コッカリルの通信は事件の真実を

伝えるものであると同時に， 日本政府の事件処理政策を支持し，その依頼を受けて日本政府

に代わってそれを宣伝するものであると いう 一面も持っていた。政府が諸外国に通知した日

本軍の朝鮮よりの撤兵の方針（10月251:1, 30 日），あるいは王妃殺害事件の経過報告（11月8

日）も， 日本政府の誠意の現れと見なされた（川。

しかし，彼は日本政府の朝鮮政策のすべてを是認した訳ではない。ソウル在留の各国外交

官は，日本軍を使って国王を替謎し， 事態をクーデタ以前に戻すことをことで一致していた。

井上大使もほほ、その意見に同調していたが，その結果として起こる混乱の責任を日本側が負

うことを恐れて臨時していたし，本国政府の中には現状を日本に有利なように使おうとする
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意見もあった。政府の対朝鮮政策が一致せず，決断のできないまま，既成事実だけがズルズ

ルと維持されていた。

このためソウルの外国人の問では， 日本政府が色々な方針 ・声明を公表するだけで， クー

デタで成立した政権及び大院君に断固とした処置を取らないことに対する不満が高まって来

た。 11月10日付の西国寺外相から小村・井上に宛てた電報に日〈，「目下京城ニ在ル或ル外国

人ヨリノ電報ニ依レノ＼ 善後ノ処分遅緩ナルカ為メ外国人中ニハ往々異議ヲ唱へ向後ノ協議

ニ力I]ハラサルニ至ルヤモ計ラレス，尚此先日本政府ニ於テ朝鮮ノ現政府ヲ認ムノレトキハ，叛

逆者ノ勢ヒ益々長シテ愈々政属スルニ至ルヘク，若シ此侭ニ過キ行キ回復ノ道立タサルトキ

ハ，露国ニ向テ用心セサル可ラス ト。外国公使等ノ感情果シテ前文ノ如クナルヤ至急詳細ニ

電報アリタシ」 (Iへこの「京城ニ在ル或ル外国人」の電報は単にソウルの情勢を伝えただけ

でなく，発送者自身の要望が表現されているように思える。この日本政府に情報を通じた「或

ル外国人jが計上なのか分からないが，これがコッカリルである可能性も否定できないのでな

かろうか。そうではないにしても，彼も次第に日本政府の政策意図に疑問を持って来ていた

のではなかろうか。

4. コッカリルの日本批判 一一ー 1896年 2月掲載の記事から一一一一

11月の上旬には日本政府は，朝鮮からの撤兵問題を宣言し，かつ事件の解明・ 責任者の処

分を約束することで関係諸外国の了解を得ることに成功したよつである。広島では第 5師団

軍法会議で楠瀬中佐以下の審判が始まり，広島地方裁判所でも三浦元公使以下の官吏，民間

人の予審が行われた。

この後，朝鮮では11月28日のクーデタ未遂事件（春生門事件）が起こり， 12月28日には朝

鮮政府の裁判で李周会，朴銑，ヲ壬錫馬の3名が問妃殺害の下手人と され，すぐ処刑されている

（この部分のへラ／レド新聞は見る時聞が無かったので，後日の課題としたい）。さらに翌1896

年1月14日軍法会議では全員が無罪となり ，っついて1月20日には広島地裁の予審は証拠不十

分を理由に全員の免訴を決定したれへ 事件の責任を数人の，しかも答疑も不確かな朝鮮人に

押し付け（死人に口無し），問妃殺害の下手人が日本人であるという誰の目にも明らかであっ

た事実を， 日本政府は乱暴に無視してしま った。

日本政府の約束を信 じて，それに協力するような報道を行っていたコ ッカリルは，この時

点で自分が利用され裏切られた，と知ったのであろうか，この前後厳しい日本の対朝鮮政策

への批判を行った。この批判を予期したのであろっ， 三浦等の免訴が決定したのと閉じ 1月

20日に，陸軍大臣と参謀総長連署の申請といっ形で，コッカリルを勲三等瑞宝章に叙するこ
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とが申請され，翌21日天皇の裁可を受けた。叙勲理由は「明治二 卜七八年戦役ニ関シ功績有

之候」ということであったが， 日清戦争に従軍した外国人新聞記者は誰一人叙勲されていな

いのに，従軍も していない彼が叙勲されるのは奇妙で、あるし，また破格の厚遇であり，かつ

既に 『専修史学』所収の拙稿で指摘したよう に奥例の叙勲手続を取っていたことが分かる。

このご機嫌とり政策がどんな効果を発揮したのか明らかでないが，以下 2月14日と 15日のへ

ラル ド紙に掲載された彼の日本批判の記事の一郎を紹介する。

(NY Herald, Feb .14, 1896. p. 9) 

JAPAN’S POLICY IN COREA. Impossible to Understand the Curious Policy of the Islanders 

in the Land of Cairn. [SPECIAL CORRESPONDENCE OF THE HERALD.] 

TOKYO, Japan, Jan .14, 1896. I fe巴lsure that I shall never be quite able to understand the 

devious policy pursued by Japan in Korea, though sorn巴portionsof it are rather obvious. A 

short time ago we heard that while there had been no public investigation in Seoul of the palace 

revolution of October 8, the actual butcherers of the Queen had be巴ndiscovered. Strange to 

say, they were Koreans. Although the Japanese swordsmen who killed th巴 Queenescaped・ to 

Chemulupo on the day following the crime and were subs巴quentlyarrested and held in 

Hiroshima, it was possible nearly three months afterward to fast巴nthe killing upon three 

miserable Koreans. I hav巴givenin for m巴rlett巴rsthe proofs now in the possesion of the Russian 

and American Ministers, establishing very clearly the guilty of the Japanese. Important among 

the affidavits and statements is that of the Crown Prince, who was in his mother’s chamber 

when the furious assassins巴nteredit. He testified that these men spoke in Japanese language, 

and he described th巴rnso accurately that they were巴asilylocated as among the first of the 

fugitives. All the evidence was corroborative. 

Now, we are told that the man who actually killed the Que巴nwas a Korean nobody, namesd 

Bolrn Sen. He was employed in the farn日yof a Japanese resident. He was only twenty-six 

years old ．（中Ill各）

A RIDICULOUS TRIAL. 

It will be born巴 inmy mind that the Court, which tried, condemned and executed these 

alleged assassins, is composed of persons who were巴levatedto office by the usurping Tai 

Won-Kun, who took possession of the palace immediately following the butchery of the Queen. 

He was in partnership with the Japanese conspirators. Of course, the civilized world will look 

upon this barbaric farce with loathing and disgust, the more especially, when it will be seen 

that in due time the real criminals, now held at Hiroshima, will be one by one r巴leased.It is 

surprising that Marquis Ito, who is a man of force and knowledge of the world, can be found 

supporting such a policy-such a blind, mistaken policy. It is of a piece, however, of all of 

Japan’s dealing with Kor巴a While Japan displays intellig巴nc巴andhonesty in her relations with 

all the civilized world, her methods in Kor巴ahave be巴n, in the main, grossly stupid, ofttimes 

cruel and criminal and unfailingly misguided. 

JAPAN AS AN OSTRICH. 
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The policies of such men as Count Inouye hav巴 notbeen accepted-at least not followed. 

Perhaps Korea deserves no better treatment, but why do Japanese stat巴menpersist in thinking 

that th巴irrecord in Korea is not subject to the revision of an intellig巴ntmankind ? It is possible 

that there are people in Seoul who are so ignorant of met巴orologicalconditions that th巴ydo not 

know when it rains, and who are d巴stituteof that sence which would suggest shelter in a time 

of sudden precipitation, but I question wheth巴reven these people can be induced to acquiesce 

in the present attempted pervision of history by the Japanese. Assuredly the Japanese govern-

ment should put a stop to the attempts made by certain of its subjects in Korea to excite 

hostility against certain foreign representatives, whose only offenc巴isthat they have knowl-

edge of the hideous facts connected with the murd巴rousconspiracy of Octob巴r8. 

この 2月14日掲載の記事は広島での予審終了以前の 1月14日に東京から発送されているが，

朝鮮人の「問妃殺害犯人」に対する裁判が茶番であること， 日本が西欧列強に対しては鄭重

であるのに朝鮮には真に横暴で、あること，既に日本が世界の批判に聞く耳を持たなくなった

ことが，指摘されている。予審終了後の1月23日に発送された2月15日掲載の記事(JAPAN

IGNORES RUSSIAN AIMS ．）ではコッカ リルの日本非難のトーンは一層高まった。彼は全

ての被告が証拠不十分で釈放されたこと，放免された三浦元公使が広島で英雄として扱われ

たことを紹介した後，記事の最後で次のように記す。 日本に対する事笑上の絶縁宣言であろ

つ。

No Japanese subject has b巴巴npunished for participation in the murderous assault upon th巴

royal palac巴onthe 8th of October, beyond a few weeks’detention while the affair was“blowing 

over J’Nobody will b巴punish巴d The Japanese governm巴nt, therefore, indorses all that its 

subjects did in connection with that shocking crime. It has not even r巴primandedthe partici-

pants so far as known, I wonder what impression the Japanese statesmen have of the way in 

which the civilized peoples of the earth accept these doleful facts ? 

5 .むすびにかえて

コッカ リルの問妃事件報道を見て きた我々は，この事件がどのような状況の中で発生した

のかについて，特に条約改正問題との関係で，再雌認して置かねは刀・らない。別稿で度々強

調したように，不平等条約の改訂は日清戦争と重なっていたが07), 1894年7月調印の日英通商

航海条約から始ま った各国別交渉が進展し 最後の 日本・オースト リア通商航海条約が調印

されたのは1897年12月であった。1895年10月の問妃事件の発生H寺点では，デンマーク ・ブラ

ジル ・ドイツ ・スウェーテン ・ベルギー ・フランス ・オラン夕、・スイス ・スペイン・チリ ・

オーストリアの諸国との問では，未だ新条約の調印はなされていなかった。従って日本政府

としては， 日本の文明化と公正さを印象づけることは不可欠であった。事件の早急な調査と
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関係者の厳正な処分を日本政府が逸速く表明したのは， 三国干渉後の微妙な極東情勢による

所が大であろうが，条約改正交渉との関連もまた無視できないだろう。

とすると，日清戦争後の極東情勢を報道するため来日したコッカ リルー彼自身が米国新聞

界の実力者であ り， かっ所属するへラノレ ド新聞はニューヨークとパリで発行されてお り， 米

国と欧州で影響力を有したーの存在は， 日本政府にとって好都合で、あり ，かつ重要で、あった。

第一に，日本政府要人と親密なコネクションを持った彼の， 日本の政治と文明の発展を伝

える親日的な記事は， 日本の文明化＝平等条約の必要性を印象づける恰好の 日本紹介となっ

fこ。

第二に，偶然にも問妃事件の発生時朝鮮に滞在した彼は伊東内閣書記官長と緊密な連絡を

取った。これは彼にと っては記事執筆のための情報収集の一環であったが， 日本政府の側てい

も事件発生当初， 三浦公使以下主要な人物が事件に加担し正確な情報が取れないとき，ソウ

ルから伝えられる事件及び在ソウルの外国公使・領事の対応、に関するコッカリル情報は賞重

であった。確かに問妃殺害という篤くべき事件が欧米に詳細に伝えられることは日本に痛手

であった。しかし，小村 ・井上の両人を派遣して事件調査を行い，かつ関係者の厳正な処罰

を行う，との政府の方針をコ ッカ リルを通じて宣伝することは， 事件で生じたマイナス ・イ

メージを回復するうえで一定の効果をあげた。問妃事件に関する 多くの生々しい情報が欧米

にへラル ド新聞を通じて伝えられたにもかかわらず， 日本批判の雰囲気がそれほど盛り上が

らなかったことの一因は，上記のような日本政府の方針をお11殺するという記事の基本的性格

による01－もあると思、jっi'lる。

翌年 1月，広島における軍法会議と予審の結果，拘留されていた事件関係者が無罪あるい

は証拠不十分で‘放免されるに及んで，コッカ リルの日本批判は高ま り，数々の記事が送られ

たが，既に事件に対する関心は冷えており ，手遅れの1況なきにしもあらずであった。 しかも

彼自身も次の任地カイロで同年4月に死亡して しまったから，それ以上の日本批判 も行われな

かった。

以上のように， 日本政府は問妃事件に際して対外宣伝の手段としてコッ カリ ルを十二分に

利用することができ，かっその後の彼の反日記事のマイナス効果も最小限に止まった。偶然

的要素も あったとはいえ，一旦は幸運は日本政府に味方するかに見えた。しかしながら， も

う少し長い時間で見れば，コッカ リルの署名の付A された 日本批判の記事は幾つもの書物に引

用され（例えばマッケン ジー 『朝鮮の悲劇.I=The Tragedy of Korea, 1908.あるいは前掲

のアレンの伝記の問妃事件の部分），それによって日本の犯した恐行は永〈欧米世界に伝えら

れ， 日本の朝鮮侵略政策に対する批判を高めるうえで少なからぬ役割を果したのであった。
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(1) さて，具体的な新聞記事の紹介をおこなう 前に， 筆者がへラル ド新聞の記事を集めた経緯につ

いて述べておきたい。 1989年の夏，筆者は一月足らずではあったが，米国に旅行して， 議会図書

館（ワシントン），バージニア大学アルダ－？ン図書館（シャーロットビル），コロ ンビア大学図

書館 （ニューヨーク）で史料調査をおこなった。 調査の目的は二つ。第ーは，お雇い外国人ハウ

スの生涯の調査。 このために，パージニア大学でハウス ・コレク ションを，コロンビア大学でピ

ュリツアー関係の文書を見た。 他の一つは日清戦争期の朝鮮政策を調べることで，このために議

会図書館でルジエンドル文書，ヤング文書とへラルド新聞を見た。勿論，短期間ではどうしよう

もないのは分かり きっていたが，とにかくおお急ぎで目次を眺め， 若干の文書を筆写 ・コピーし

てきた。ここで紹介するへラル ド新聞は， 談会図書館？ニュスク リプ卜部門で調査したとき生じ

た出納 ・コピーの待ちH寺問を利用して，雑誌 ・新聞音II門の音II屋て、同新聞のマイク ロフィルムを閲

覧したものである。このような事情なので，この紹介には幾つかの大きな限界があることをお断

りしておかねばならない。

第一に， l時間的制約から1894年の日消開戦前後から1896年まて、の，正l床2年間弱の11JJ聞の同新聞

を通覧するという計画を実行することができず，日清開戦（1894年 7月と 8月）， 旅）I頂虐殺事件（同

年11月と 12月），問妃事件（1895年10月から12月，1896年 2月）等の関係記事を部分的に見ただけ

であった。

第二に，説会図書館の所蔵するマイ クロフィルムの状態が惑し欠号もあ り，かつフィルムを閲

覧するための設備 ・条件が良くなかった。本来ならは・，5いへラルド新聞を閲覧するならば，ニュ

ーヨーク公共図書館の方がベターであることを；I骨：国後にま｜｜ったが，後の祭りであった。悶ったの

は，閲覧室には7 イクロフィルムをコピーをすることのできる機械が35mmロールフィルム用と

フィ yシュ月3をイJ1'せても10台くらいしかな しそれも大分以前に玉！？－修大学にもあったような！日式

のミノルタ（キャノン？）の湿式リ ーター ・プリンター（ 1枚コピーする毎にタイム 2枚を入れ

るという手I＝能率な方式）で，泊II占数台が使用不能の状態にあり，しかも希望者が殺到するのでI

人1回15分とい う恐るべき使用制限付きであったことであった。これでは能率があがる訳がない

し，傑作なことには何日も統けて座っていると，最後には紙づまり，機械の調整，現像液の交換

などの トラフルを筆者が利用者の相談にのってやってあげるこ とになり， これカ〈京t
た。

第三は，致命的な問題であったが，筆者の英詩力の貧弱さから，当然ながら多くの記事の見落と

しカずある，という ことである。

(2) へラルド新聞については，DonC.Seitz, The James Gordon Benne/ls, Father and Son, 

Proρrietors of the New Yor/1 Herald (Indianapolis, The Bobbs Merrill Company, 1928）を参

j照した。

(3) :tll\f／.~i 「ワールド新聞と日清戦争報道」（専修大学 『社会科学年報』 第23号所収， 1989年） 。

(4) コッカ リルのイ云言己て、ある Horn巴rH. King, Pulitzer’s Prize Editor (Duke Univ. Press, N 

C., 1965）の第16挙 “Murderof Queen Min.”には，当然彼の記事が引用されているが，問書が

国内ではなかなか見られないし，また日本政府との関連についての考察が不 卜分なため，拙稿で

引用している記事が見られないことも 多い。

(5) 死亡記事のこのパラグラフおよび他紙の死亡記事を参考にして，キング氏はコッカリルの伝記

の中で，彼の叙勲について生き生きとした叙述を行った（273～274頁）。裂は，彼は宮1:j:1に赴き，

n
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天皇に謁見し側に立つ伊藤伯爵（侯爵の誤り）から勲三等瑞宝章を授けられ，そして“The

Am巴ricanambassador gave an addr巴ssof tribute to th巴 Colonel’shigh standards as a 

newspaper correspondent.”といつことだ。

しかし，この解釈はおかしい。第一に『明治天皇紀』の1896年 1月～ 4月の部分にはコッカリル

が謁見したという記事が見えない。第二は，死亡記事の“anda sp巴cialAmbassador delivered 

an address勺ま，文法的に上のように解釈するのは無現があるからである（定冠詞と不定冠詞の

違い）。“CountIto”以下は常識的には，「伊藤伯は天皇に代わって，コッカリルが日本を雌れる前

に勲三等瑞宝章を授与した。そして特使（外務省記録てiまニューヨーク駐在の領事）が位記（an

address）を届けた（笑際は彼はカイロで死んだので渡せなかった）」と訳すべきではなかろうか。

イ立記が渡せないほど慌ただししかつあっきりした（あるいは冷淡とい うべきか）様子である。

しかし，このほうが今残された公文書館，外交史料館の史料に合致する。

(6) Ganescoの記事は Herald, Oct. 24, 1895. p. 9.の“Herald’sWork in the Orient ．”なる記.£j[.

であるなお1895年9月掲載の記事には，伊藤博文，伊東巳代治，西図寺公望などの日本の政治家

の手腕が絶賛されている。 Herald, Sept.I, 14, 23, 1895. 

(7) Bishop, I. B., Korea and Her Neighbors (New Y or九 FlemingH Revel] Co., 1898）参

DH。

(8) 当時の電信技術に関しては，逓信省編『逓信事業史』第3巻（1930年）及び拙稿「日清戦争期

の対外宣伝活動」（『年報・近代日本研究』 12，山川出版）を参照。

(9) コッカリルの電報停止問題は1895-{f-10月30日付伊東巳代治書簡，『伊藤博文関係文書』第 2巻（塙

書房，1974年）, 329頁でも詳細にのべられている。

(10) 『原敬関係文書J第1巻（日本放送出版協会， 1983-"J=.), 242～245頁。なお内田の外務省宛の事

件の詳細な報告は『日本外交文書』第28巻 l冊の552～563頁にある。

(11) 外務省記録『隣国王妃殺害－｛LI二』第 1（明治大正5.3.2.12）所収。この文書は 『El本外交文書』

に未収録。

(12) 『日本外交文書j第28巻 lffil・, 512頁， 518頁， 536-537頁。

(13) 『伊藤博文関係文書J第2巻， 329～330頁。

(14) 『日本外交文書J第28巻 1nu・, 10月25日付西国寺外相より在郷，仰11, ~，米，伊，；喫各公使宛

「i駐＼~＼軍隊撤退及ヒ電線保設立立ニ対韓普後策ニ付任国へ声明方訓令及任国ノ意向間合セノ件」

(526～527頁）， 11月5日付米国栗野公使より西園寺外相宛「対韓態度米国政府へ声明顛末ヲ報告

ノ件」（541～545頁）， 11月8日付西園寺外相より各在外公使宛「王妃殺害事件経過通報ノ件」

(566～568頁）。

(15) 『日本外交文書』第28巻1冊， 569頁。事件処理の方針を巡って日本政府とソウルの井上大使・

小村弁理公使の問で食い違いが発生したことは前節の第2項で触れたが，同じようにソウルに外交

官を置いていた欧米諸国でも出先と本国との問て、事作｜二への対処の仕方に差が生じた。このズレが

著しかったのが米国であったから，この点についてこ こで、補注的に述べて置こう。問妃事件に関

して「列強の態度は， 一様に静観的なものであったということができる」と，市川正明氏は同事

件に関する史fl・集への解説の中で述べている。確かに本国政府の態度はそうだったかもしれない

が，ソウルに駐在する外交官達はもう少し能動的な態度をと った。中でも，朝鮮！駐在の米国｜臨時

代理公使アレン（H.N.Allen＝米国公使シルは休111£で1:1本に滞在中）は事件の一部を目撃し， 長

1Vlの朝鮮滞在中に獲得した多様なルートを通じて収集した情報を国務省に通報し，ロシア公使ウ
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ェーパーと協力 して事件発生以前の状態への回帰を強〈主張した。アレンの活動を伝記は次のよ

うに記している。

Losing no time, All巴ns巴nta flood of telegrams and letters on to Washington. He minced no 

words. “The leaders were the J apn巴se，’ hesaid, the“murderers were Japanese in civilian 

dress.” The legation was involved，“no doubt" of that；巴videnceof Miur a’s participation 

was “overwhelming.”（Harrington, F. H., God, Mammon and the ]aρanese, The Univ. 

of Winsconsin press, 1944. p. 273.) 

さらに彼の集めた情報のかなりの部分はコッカ リルに提供されて米国とフランスのへラル ド新聞

の紙上に現れて，欧米に対する問妃事件関係情報の主要な供給ルートとなった。（アレンの報告

は， Foreigη RelatioηSof the United States, 1895, part II, pp. 971-978.参照）

しかし米国政府は朝鮮の事件に慎重な態度をと り，国務長官は架野公使に対して，「今回ノ事件ハ

頗ル重大ナルノ ミナラス，『アレン』ノ人卜為リヲ知ラス，且ツ露公使等 ト如何ナル関係ヲ有スル

ヤモ分l列ナラサルニ付キ，同人ノ電報ニハ直ニ全然信ヲ措カサルヘク，追テ詳細ノ報道ヲ得ル迄

ハ右電報ヲ極秘シ， 『アレン』ヨ リノ伺出ニ対シテハ何分ノ訓令ヲ与へサル旨」 を語ったが，一方

で日本政府が事件を調査し，「其潔l主Iヲ表明」することを要求した（10月17日）。 これに対して，

西図寺外相は10月25日付で各在外公使に日本軍の朝鮮よりの撤兵方針を過去nし 在米公使には重

ねて10月30日付で朝鮮撤兵に閑し国務長官に陳述すべき旨を訓電した。架野公使からこれらの方

針を聞いた国務長官は「大ニ満足スル処を述べ」，さらに国務長官よ り世間に公表することを進め

られた莱野公使は，これを UP,APの両通信社を通じて各新llfJに掲載させた。

このほか，米国の有力な大衆新聞ワールドに対して，かつての旅順虐殺事件の[I寺と同様に在米架

野公使の頭越 しに，工作を行った形跡がある。 これが10月20Elの同紙一面の トップを古iiiった

“JAPAN IS SORRY. Message to All th巴Pow巴rsThrough the World Correspondent. Admit 

Herself Wrong in Corea.”なる見出しの記事である。縫いた架野公使は，外務大臣宛の10月261:I

付機密第37号で「二十日発免ノ『ウオールド』（別紙）ヲ見ルニ，三浦公使ヲ始メ帝国政府ノ官吏

数名ハ今回ノ事例ニニ関係シタリトノ嫌疑アリテ，王妃ニ対スル我兵ノ保殻不行届ニイサ，帝国政府

ニテハ厳重ノ取調ヲ為スコトニ決シ，帝国政府ハ同新聞ニ依リ広ク之ヲ世上ニ云々スルコトヲ委

任シタ リ 云々記載有之候処， 右ハ~！！〔論1副幹ノ説 ト ハ存シ候へトモ， 為念丙号電報（10月 20 日 発一

筆者注）中其趣旨ヲ加lへ術l回報Ifザ［／：臼置候得共，右ニ対シテハ未タ何等御電報ニ接セス候問，其侭

ニ致シ遊侠Jと書き送った。この記事の出所は不明であるが（伊東巳代治，陸奥宗光，外務省の

首脳＝例えば西悶寺外相などが考えられるが， frT出の10月 3 1 日付の伊藤総理I~宛伊東書簡との関係

で見れば，伊東である可能性が高い），米国のl止論対策のため，日本政府の首脳部から在来京のワ

ールド新聞通信員ハウス（EdwardHaward I-Ious巴＝長年日本政府のために秘密主11に働いていた）

を通じて，在米公使館の頭越しに，ワールド新聞に送られたものであったと考えて間違いなかろ

う。記事にもあるように，前年の旅）I頃虐殺事件に対する｜箆奥外相の弁明と 同じやり方で，“JAPAN

IS SORRY.”という見出しも同じであった。「無論虚構ノ説トハ存シ候へトモ 未タ何等御

屯報ニ接セス候」と薬野公使は書いているが，前年に陸奥外相のやり方に振 り回された彼自身が

「E制品」と信じている訳ではなかったろうし，ことは公式に肯定も否定もできない微妙な事柄で，

かつ対外宣伝の秘密ルー トの保持にも｜掬することなので，本国の外務省の方でも回答する事はで

きなかったのであろう。 以上のように，一定の問題を含みながらも，へラルド，ワール ド両紙に

対する日本政府の直接の工作によって，関妃事件によって悪化する恐れのあった米国世論をある
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程度鎮静化することができた。この項で史料名の」U,L拠のないものは『日本外交文書J第28巻第 1

ill］－によった。

(16) 裁判の経過については，市川正明編『日牒外交史料 ・5勝国王妃殺害事件1（原書房， 1981年）

の解説と所収史料を参照。

(I司 前掲拙稿「日清戦争期の対外宣伝活動」参照。なお， 日千百5通商航海条約の調印は1897年 2月で

あるが，すでにポルトカ

く編集後記＞

『月報』 10月号をお届け します。 今月号は本研究所研究参与の斎藤秋男先生に投稿 して

いただき，編集担当の大谷所員にも投稿していただいた。期せずして中国，朝鮮関連の合

併となり，編集子にとっても興味深いものでした。斎藤先生は本稿の校正後訪中されまし

た。編集子としましては，斎藤先生からまた最新の中国の状況についての投稿が得られる

のではないかと期待しています。 (M. Y.) 
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