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雲揚号事件／江華島事件 

 

李氏朝鮮政府の「怠慢・蔑視」と日本側の「過信・無知」が招いた雲揚号事件 

         「福岡市総合図書館 2018年度利用者研究成果」 

 

                            軍事史研究家 日名子健二 

 

１．はじめに 

明治 9 年（1876）の朝鮮江華府での日朝政府間交渉で，雲揚号事件＊１について朝鮮側は

「貴國船ナルヲ知ラス砲聲ヲ發シタルナリ」，「況ヤ貴國軍艦ニ謂レナク無禮ヲ加フ可ケン

ヤ」と述べ，誤認による偶発的な砲撃であることを双方確認している．しかし，近年日本

側が仕組んだ計画的な挑発行為によるものとの主張・論説も散見され，現在の感覚で様々

な解釈がなされつつある．そこで同事件を当時の感覚，視点で事実（史実）に基づき考察

してみたい．筆者は朝鮮側の「怠慢と日本蔑視」，日本側の「過信と無知」が原因の偶発事

件と考える．従って，計画性をもたず偶発的に発生したのであれば，本事件と江華島条約

（日朝修好条規）は因果関係がないので切り離して考えるべきであろう．ただし本事件が

契機となり圧力（砲艦外交）により江華島条約が締結されたことは間違いない．  

 

２．事件の背景 

明治元年以来，日本は対馬藩，後には外務省を通じて李氏朝鮮政府と接触してきたが，

明治 8年（1875），国書の受理をめぐり書契や服制問題＊２で釜山における政府間の交渉が難

航．李氏朝鮮政府内でも様々な意見があった．日本側は国書受取り拒否派への圧力のため，

とりあえず釜山や朝鮮東海岸へ軍艦を派遣し示威行動を実施．さらに，西海岸の永宗島付

近に『測量及諸事検捜』＊３のため投錨し，その後砲撃事件が勃発した．しかし雲揚号のよ

うな小艦の単独行動が朝鮮側への威圧になったか甚だ疑問である． 

 

３．既往論説に対する疑問 

（１）開国要求の示威行動について 

日本が朝鮮に開国を要求したとする論説が多い．しかし，事件直前まで釜山にて森山理 

事官と朝鮮側官吏が政府間で交渉中であった．当時の日朝関係は朝鮮から見たとき，全く

国交のなかった欧米国に対する場合と日本に対する場合とでは大いに異なっている．江戸

期は朝鮮通信使の来日，釜山の草梁倭館（後の大日本公館）では通商交易，漂着民は相互

の当該国へ直接送還（第三国を経由せず）等が実施されていた．従って，日本が雲揚号を

利用し朝鮮に開国を要求したという説は，明らかに間違いである．雲揚号は国書受取り拒

否派に対して圧力を加えるための示威行動を実施していたに過ぎない．日本側はこの段階

では「条約体制に基づく新たな日朝関係の構築」を目指していただけである．釜山以外の
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開港（開国ではない）要求は，後の江華島での交渉過程でなされたものである． 

 

（２）国交のない朝鮮領海への無断侵入 

 そもそも国際公法に基づく領海（当時は三海里説をとる国が多数）の概念は当時の朝鮮

側にはない＊４．これはペリー来航以前の日本（幕府，諸藩）も同様である．国交のない異

国船が内国河川（領海）に侵入することは，朝鮮側に対する挑発行為と述べている論説も

ある．しかし前述の通り日本とは国交があったのである．国交のない欧米の異国船とは違

うのである．  

 無断侵入について，国際公法は「炭水が欠乏した時は臨機に他国港湾への寄港」を認め

ている．国際公法を認知していない朝鮮でも，江戸期日本船が漂着した時は，乗組員，漁

民を保護し日本に送還している．なお，琉球人（奄美大島含む）は，清国経由で送還． 

即ち，現在の感覚で「領海，無断」と捉えるのは間違いである．雲揚艦は迎日湾＊５停泊

時に朝鮮官吏から詰問され，炭水欠乏のためと応じたが，日本船と判ったので無断停泊に

ついては咎められなかった（むしろ炭水供給の対価代償を要求された），と云う事実も紹介

したい． 

なお，異国船による沿海測量は 1800年代，朝鮮は勿論日本近海でも無断測量が行なわれ

ている．同事件前の頃は，欧米各国の船が何らかの理由を付けて，朝鮮沿海を頻繁に測量

している．雲揚号の測量は，欧米に比べれば微々たるもので，示威（圧力）になったかど

うか疑わしい． 

 

結局，永宗島沖に停泊した時，日朝双方が“使（例えば尋問又は弁明の）”を派遣してい

れば事件は回避できたのに，以下のような曲解（思い込み）をしていたと考える． 

＜日本側の過信／無知＞ 

朝鮮側に領海の認識はないが，内海域（永宗島付近等）に停泊する時は，一言朝鮮側

に断るべき配慮が必要であろう．停泊して直ぐに，永宗鎮へ事情説明（探水等）の使を

派遣すべきであった．しかし，東海岸（迎日湾，永興湾＊６）の地理，地形，民情，給水

の難易等の情報収集活動の経験から，朝鮮側の日本船に対する対応は欧米船とは相違す

ると，好意的に解釈していたと思われる（過信）．即ち『…測量及諸事検捜且当国官吏エ

面会万事尋問ヲナサント…』との甘い認識である．さらに筆談で対応できると思い，通

弁（通訳）を乗船させていない．因みに，1853 年の露国船（プチャーチン／国交無し）

が長崎港に進入した時は，シーボルトの助言を受けて船首に「ろしあ國の船」と書いた

旗を掲げ，トラブルを生じないよう配慮した． 

＜朝鮮側の怠慢／蔑視＞ 

朝鮮（永宗鎮）側も仏，米国艦隊の停泊（1871年）には，即時に来航の事情を問う“問

情使”を派遣したのに，雲揚号へは“問情使”を派遣した形跡はなく傍観．これは西洋

の猿真似をする日本（倭奴）への侮蔑感（蔑視）が根底にあって，高々300屯弱の蒸気船
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単艦を甘く見ていた，と考える．即ち，先年の仏国，米国艦隊（旗艦コロラド＊７は 3,500

屯）に比べ極めて小規模（単艦）．停泊しているだけで，軍艦とも思わず空砲等も発して

ないので脅威（圧力）に感じなかった． 

 

（３）挑発説について 

 挑発を意図しているなら，もっと計画性があってしかるべき．雲揚号単艦での挑発行動 

は軍事作戦的にありえない．また雲揚号艦長井上の行動にも挑発的意図は全く感じられな

い．鷹島＊８付近の停泊地から 13 時過ぎに端艇（手漕ぎ 21 人乗組，武装は小銃のみ）に乗

り組み出発．しかし，あまりにも遅すぎる時刻で，しかも艦長自らが乗り組む必要はない．

さらに，万一の場合艦砲による射程外の海域にまで端艇を進航させるは危険過ぎる（ペリ

ー艦隊端艇の浦賀付近測量は軍艦の大砲の射程内で実施）．端艇は草芝鎮に断り上陸し，夜

営許可を願い出る程度の感覚であった．草芝鎮付近で 16 時 22 分とは，そんなに日も高く

ない（参考京城 9 月 20 日の日没 18 時 30 分）．現に，砲撃を受けてから４時間掛け，やっ

との事で，21時鷹島付近に停泊する雲揚号に帰投する醜態である．（過信／油断） 

 また『同月二十一日…第八時檣上ニ御国旗ヲ掲ケ而後分隊整列．抑本日戦争ヲ起ス所由

ハ一同承知ノ通リ．昨日我端舟出測ノ時第三砲台ヨリ一応ノ尋問モナク乱リニ発砲…』と

ある．この“戦争”表現を捉えて意図的な挑発であったとする論説がある．しかし，前後

の文脈を考えれば戦争は戦闘（草芝鎮砲台への報復攻撃）を意味している事は明らかであ

る．当時の日本は，兵站面を考えれば朝鮮と全面戦争（外征）を行えるような軍事力は有

していない（本事件の処理のため翌年に江華島に派遣された黒田も「使鮮日記」で，朝鮮

側が戦端を開いた場合は退去の指示が出ており，内心は戦々恐々としていた） 

＜日本側の過信／無知＞ 

 端艇の 13時出発は潮汐の関係（満ち潮利用）によると思われるが，艦長乗組は朝鮮側か

らの攻撃は無し，と判断した井上艦長の過信．鷹島の停泊地から江華島に通じるサリー河

（鷹島から草芝鎮前洋まで 15Km）は岩礁が多く，初航海では操船が困難．現に草芝鎮砲台

から端艇が砲撃を受けても雲揚号は救援に向かえなかった（又は向かわなかった）．挑発が

目的であれば，江華島ではなく近傍の永宗島に対して端艇での上陸を試みるべきである．

永宗島砲台から砲撃を受けても艦砲により支援可能である．つまり艦長の感覚は「諸事検

捜，官吏への面談」である． 

＜朝鮮側の怠慢／蔑視＞ 

 永宗鎮は，監視はしていたので，雲揚号停泊の異変を上部機関（京畿観察使等）に報告

したであろう．永宗僉使から「異様船が忠清道蘭芝島＊９沖に出現」の情報が 9月 21日政府

に達したようである．ただ，21 日は草芝鎮砲台への攻撃が行われているので，蘭芝島沖停

泊は 18日以前であろう．つまり，18日の情報が３日遅れで政府に届いたことになる． 

 永宗鎮から京城まで約 40Km（仁川府経由陸路 10 時間），普通であれば急使を発するべき

であるが，停泊翌日の 20日に“使”を発したのであろう．京城には夜着，21日政府にて対
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応を協議．日本船と聞き，切迫感なく報告をそのまま留保していたのであろう（蔑視）．急

報に対し李氏朝鮮政府が如何なる対応・指示をしたか記録がない（と云うより指示の前に

事件が勃発していたと云うのが正確か）．結果として対応が後手後手になっている．余談だ

がペリー来航時の日本側の連絡状況を見てみたい．邦暦 6月 3日 16時頃．ペリー艦隊浦賀

沖に投錨．22 時浦賀からの急報が早船経由（浦賀奉行所与力乗船）で老中阿部の屋敷に到

着．翌 4日早朝から幕閣にて対応を協議．浦賀から江戸まで海路約 50Kmである．日本はそ

れなりの危機感を持って対応していることが判る．また異様船が浦賀沖に投錨した場合，

幕府の明解な方針／決め事が，浦賀奉行や沿海防備の大名に通達されていた．まず退去要

求（長崎への廻航を指示），沿岸測量には極力抵抗，旗山岬＊１０と富津岬を結ぶ線を越え江

戸湾内へ侵入した場合は退去を要求，従わなければ攻撃可．即ち，現場が責任を負うこと

がないよう，かつ迷わないようにしていた． 

永宗鎮や草芝鎮は問情使／弁明使を派遣するチャンスは幾らでもあった．永宗鎮は端艇

がサリー河を遡り始めた時（20日 13時）に，草芝鎮以北は路引（通行許可証）を有しない

船は通航不可である旨を知らせる問情使を雲揚号に派遣すべきだった．また，永宗鎮は 21

日 8 時（雲揚号抜錨）前にも使を派遣できた．一方，草芝鎮は，報復のため雲揚号が近づ

いた時（21日 11時）に弁明の使を派遣すべきだった．何故なら，本来であれば草芝鎮砲台

は即発砲すべきであるが，雲揚号の様子を窺っている．雲揚号は弁明の使がないため，つ

いに砲撃（先砲）開始．雲揚号を発砲させない方法は幾らでもあった気がするが，政府の

指示がないので草芝鎮もどう対応すべきか判断できなかったのであろう． 

 

（４）給水について 

 給水はしていないので，飲料水不足は挑発目的の内海域侵入の名目である，と云う論説 

がある．しかし『9月 23日サリー河入口小島前ニ投錨ス．24日…午前呑水ヲ積ミ…』とあ

り，戦闘後給水したのは事実である．しかし，給水したかどうかの真偽を詮索しても意味

がない．そもそも雲揚艦の目的は牛荘＊１１（清国）までの航路開拓である．航路途中で飲料

水欠乏等の緊急事態を想定し，寄航できる港を調査研究することも当然の任務である．井

上艦長の云う「諸事検捜」には探水も含まれるからである．余談だがサリー河入口小島は

草置群島（洋名 Whitthall）＊１２のことである． 

 

（５）端艇の日章旗について（事件の発端） 

『同月二十一日…第八時檣上ニ御国旗ヲ掲ケ』とあるので，雲揚号は日章旗（御国旗）

を 8 時に掲揚，日没時に収容していたのであろう（旧日本海軍は軍艦旗，海上自衛隊は自

衛艦旗を同時刻に掲揚，日没時に収容）．なお当時は，軍艦旗（旭日旗）は未制定であった． 

ところで事件の発端となった端艇が草芝鎮に近づいた時，日章旗を掲揚していたかは記

録がないので定かでない．ただ，一般論として，国旗は国威，国権の発揚を目的としてお

り，端艇に未掲揚は考えられない． 
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 しかしながら，日章旗が端艇に掲揚されていたとしても，朝鮮側（草芝鎮）に日本国旗

という認識はなかった．日本側はこれより先，トラブルを避けるため釜山での交渉過程で

「日章旗」を図示した書面を提出したが，朝鮮政府が「日章旗」について地方へ通達をし

ていなかったからである（怠慢）． 

 

（６）江華島へは上陸してない． 

 日本側が江華島へ上陸したかのような論説があるが，明らかに間違い．端艇は草芝鎮前

を通航しようとしたが，突然砲撃を受け退却．翌日，雲揚号が報復のため草芝砲台を砲撃．

さらに上陸を試みたが急潮のため中止した．その後，引き返し永宗島に上陸し，韓兵と闘

い永宗城を占領．即ち上陸したのは永宗島である．また，海兵隊や陸戦隊が上陸したよう

な記述があるが，これは現在の米国海兵隊や日清戦争直前に各艦から選抜し１個大隊編制

とした日本海軍陸戦隊（約 500 人が仁川に上陸し，邦人保護のため京城に進駐）を想起さ

せ誤解を与える恐れがあるので補足をする．  

明治初期の日本海軍は英国にならい，水夫と水兵（後に海兵という）を設けた．水夫は

艦の操作運用，海兵は歩兵と砲兵に別れ陸上戦闘を任務とした（つまり陸上戦闘の訓練を

受けていた）．艦船乗組定員表（明治 6年 10月闕日軍務局）によれば雲揚号の定員（平時）

は 65 名で，うち水夫は 20 名，海兵は 8 名である．サリー河を草芝鎮に遡った端艇には，

海兵 4名，水夫 10名が携銃し乗船，水夫の半分を艦に残置したのは，端艇遭難などの最悪

事態を考えれば妥当なものである．永宗島への上陸は，士官相当官 6 名（文官 1 名含む）

が水夫・海兵 22名を引率し実施された．つまり１個小隊にも満たない兵で上陸が敢行され

た．挑発，その後の武力反撃を意図しているなら，少なくとも定員以上の海兵を事前に搭

乗させておくのが自然（常識）であろう． 

 

４．江華島での条約交渉時の應接記（日本側筆記 抜粋） 

申 櫶 大臣 …平常商船等ノ海上風波ノ難ニ罹ルノ事アレハ直ニ之ヲ救恤スルヲ為ス． 

       況ヤ貴國軍艦ニ謂レナク無禮ヲ加フ可ケンヤ． 

               ………中 略……… 

黒田清隆大臣 今一應雲揚艦ノ事ヲ問ハン．過刻貴大臣（申）云フ．雲揚艦ハ，守兵其日 

本船ナルヲ知ラスシテ誤テ，之ヲ砲撃スト．貴朝廷之ヲ何トカ謂フ． 

申 櫶 大臣 貴國船ナルヲ知ラスシテ發砲ス．故ニ守兵罪ナシ． 

黒田清隆大臣 然ラハ其誤撃ニ遭シハ如何． 

申 櫶 大臣 既ニ貴國船ナリシヲ知レハ，我朝廷宜シカラサル事ヲ為セシト思フナリ． 

      （後になって雲揚号が日本船である事を知った．朝鮮側としても良くない対 

応・対処であった） 

 

  つまり，「永宗島付近の無断？進入，停泊は詰問なし」，「難破した日本船は救助する」，
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「日本船と認識していたのなら砲撃はしなかった」という主張である．それでは，雲揚

艦が日本船である事を認識したのはいつであろうか？ サリー河は南部三南地方から京

城へ向かう朝鮮船（食糧・租税運搬）の通航路である．これらの朝鮮船は西洋型異様船

（雲揚号）の艦上の洋装軍服黄色人を認識したハズであり，黄色人が日本人である旨の

情報はサリー河の関門で厳重な警戒監視体制を敷いていた永宗僉使や仁川府使には伝わ

っていたと考えるのが自然であろう．しかし前にも述べたが日本人に対しては倭奴と軽

蔑しており，政府への雲揚号投錨の情報連絡が遅れたというのが実情であろう． 

  ところで申櫶大臣には「朝鮮側の死者 35人」について，どう考えるのかを問い詰めて

欲しかった．朝鮮政府側は民を思いやる気持ちなしか？ 朝鮮側の応接記録はないよう

なので，残念だが確認しようがない． 

 

５．おわりに 

 当時の李氏朝鮮政府は，連携して「攘夷」を唱えていた日本（江戸幕府）が急に「開国」

に転じたことに強い不信感があった．さらに日本人の洋装や蒸気船（西洋船）による釜山

への来港＊１３は，脅威を感じながら欧米の手先（洋倭通謀）とみて侮蔑の念をもって非常に

警戒していた．  

 こうした中，釜山での交渉では書契については，朝鮮側は譲歩の意志があったが，服制

については日本側が和装を断固拒否．歴史にＩＦはないが，日本側が服制について譲歩し

ていれば，国書は受理されたと考える．従って，国書受取り拒否派に対する圧力（行動）

は不要となり，雲揚号事件は発生しなかったであろう．結果として，その後の日韓関係も

大いに違った展開になったと考える．現在の日韓関係は非常に微妙である．ただ未来志向

と云う前に，日韓双方の若者に両国の歴史研究者は恐れることなく遠慮することなく，当

時の視点で歴史の真実を伝えていくべきであろう． 

 最後に，史資料に乏しい辺土に住まう蒙昧無知の在野の研究者の管見である．間違いも

多々あると思いますので，賢者のご指摘を頂ければ幸甚です． 

 

＊１ 1875年 9月 19日日本海軍の軍艦雲揚号が朝鮮永宗島付近に投錨．翌 20日端艇でサ 

  リー河（鹽河）を遡行し草芝鎮（江華島）付近にさしかかった際，朝鮮側から砲撃を 

  受け，応戦しながら退却．翌 21日に報復のため雲揚号は草芝鎮砲台を砲撃，さらに 22 

日永宗島に上陸し，永宗城を攻撃占領したものである．江華島事件とも呼ばれ，事件 

が計画的な挑発行為によるものか，偶発的に発生したかで議論が分かれる． 

＊2 1872年 11月，明治新政府は文官に洋式大礼服の着用を義務付けた．しかし朝鮮側は 

1875年 9月，釜山での交渉や饗宴の場に洋式大礼服の着用を認めず，従来通りの和装 

礼服での出席を求め交渉が紛糾した． 

因みに 1873年 4月日清修好条規の批准書交換のため北京を訪問した副島種臣は，洋 

式大礼装で交換に望んだ．しかし，清国側（李氏朝鮮の宗主国）は怪訝な態度を示し 
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たが，着用については咎めなかった．また同時に副島は清国皇帝への「三跪九叩頭」 

の礼を拒否し日清対等である姿勢を示した． 

＊3 『 』は「明治八孟春雲揚朝鮮廻航記事（明治 8年 9月 29日付けの井上艦長報告）」 

（防衛研究所戦史部図書館蔵）による． 

＊4 江華島での交渉時に朝鮮側は「我国は従来貴国との交あるのみ．外国へ通商したる 

事なき故，万国交際の法も不案内なり」と述べている． 

 

＊5 迎日湾 緯度 36.061867,経度 129.447441 

＊6 永興湾 緯度 39.364032,経度 127.490845 

＊7 排水量 3425屯，28糎砲１門 23糎砲 46門，１2听砲 4門，626 名乗組 

＊8 鷹島（カットル島 Pom syom/Mai eum ﾏｲﾕｰﾑ泊地 メー島／仏国，米国艦隊も投錨） 

緯度 37.528617,経度 126.57516 

＊9 蘭芝島 緯度 37.051341,経度 126.434784 

＊10 旗山岬 緯度 35.265298,経度 139.732402 

＊11 牛荘 緯度 40.950214,経度 122.534637 

＊12 草置群島 緯度 37.321847,経度 126.269302（汾溜島／朝鮮名プルチー島 Pulchi 

 田保橋は草峠群島と誤記） 

＊13  明治 3年（1870）5月に独軍艦「ヘルタ」が釜山に入港．この時朝鮮語通詞の日本 

   人らが同乗していた．また明治 5年（1872）には外務省の森山外務権大録らが蒸気 

   船満珠丸に搭乗して釜山着．日本側は航海の安全確保のためと弁明したが，朝鮮側 

   は納得せず抗議．今後は和船で来釜山するよう要求した． 

なお，明治 8年（1875）3月，朝鮮国王高宗は「…清国も汽船の神速便利を尚び， 

   之を乗用して居るから，日本人が乗用するのは問題ではないと諭された」と云う． 
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＊＊＊＊「アジア歴史資料センター」の史料＊＊＊＊ 

ﾚﾌｧﾚｺｰﾄﾞ B03030177100 「２．明治七年ノ五／巻之二十九 自九月至十二月／１ 明治７年 

９月５日から明治７年９月２４日」…20コマ 

御国旗章及び海軍旌章等に関わる件 

 

ﾚﾌｧﾚｺｰﾄﾞ B03030132700 「６．朝鮮理事誌 （正本）／３ 自明治八年二月至同年十一月四 

            日」…32-40コマ 

            雲揚号，朝鮮東海岸廻航の件 



見えてきた雲揚号事件の実像

1

（凡例）
1 月尾島

2 仁川（済物浦）
3 サリー河（盬河）

4 永宗城（第一砲台）
5 永宗島
6 勿淄島（芍薬島）

7 カットル島（鷹島）
8 項山島（第二砲台）
9 草芝鎮（第三砲台）

10 江華島
11 栗島

2

5

4

6

7

8

9

3

3

10

11

雲揚号事件位置図（明治８年９月）
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