ロシア帝国と日露戦争への道 : 1903年から開戦前
夜を中心に
著者
出版者
雑誌名
巻
ページ
発行年
URL

加納 格
法政大学文学部
法政大学文学部紀要
53
19‑44
2006‑10‑10
http://doi.org/10.15002/00004125

Hosei University Repository

ロシア帝国と日露戦争への道
一九○三年から開戦前夜を中心にＩ

格

発している。本稿は、そうした研究状況を前提としながら、ロシアと日

研究者よりも、むしろこれまで研究空白を置いてきたロシア史研究者に

ない事柄が目に付く。この状況の原因は、一方の研究当事者たる日本史

た情報格差がいまだ存在するが、中でも日露戦争については知られてい

進まなかった出来事である。ロシア（旧ソ連）については他地域と較べ

日露戦争は小説、映画などのテーマに取り上げられてきたが、研究は

は頁（葉）数を示す）。第二のスラヴ人国家という属性は、ロシアのバ

一部には生み出された（⑳’○一、以下九数字は参考文献番号、漢数字

応がキリスト教国ロシア帝国に課せられた国際責務という意識が社会の

ア正教徒迫害が国際問題となり、彼らの保誕とオスマンⅡトルコへの対

民を生んだが、九十年代にはトルコ領内キリスト教徒、ことにアルメニ

トルコ問題であった。アルメニア人ポグロームはロシア領内への大量難

パ国際関係で大きな焦点となっていたのは、いうまでもなくオスマンⅡ

境を確認しておこう。それは、第一に国際関係、第二に多民族の居住す

本論に入る前に十九世紀末から二十世紀初頭にかけたロシア帝国の環

国家の属性は、ロシアの中央アジア進出に関連してパミール、チベット

外相ラムズドルフはオーストリアとの折衝を続けた。そして第一この大陸

エスーーシティの混住するマケドーーア問題がロシア政府の対外課題となり、

（２）

る帝国、第三に絶対主義国家という条件によって生み出されたものであ

九

問題の解決を課題とした（⑳一一一九’一三一）。

一

る。

（１）

本の二十世紀に強い影響を与えた日露戦争の開戦経緯について主にロシ

ルカン半島へのコミットを生み出した。日露戦争直前の時期も諸民族・

ラヴ人国家、ユーラシア大陸国家という属性である。十九世紀のヨーロッ

外関係、ことに中近東政策を規定していた。それはキリスト教国家、ス

まず国際関係としてはロシア国家の三つの属性がこの時期のロシア対

納

ア側資料を用いて整理しようとするものである。

はじめにｌ分析枠組みと方法

加
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シア艦隊の相対的優位を覆す恐れがあり、汎スラヴ主義運動の高まりに

個人的に服属する点が問題であった。ロシア帝国は十九世紀初頭に省庁

第三の環境である皇帝専制、つまり絶対主義は、第一に大臣が皇帝に

給を必要としていた（⑳）。したがってモスクワⅡルーシに始まるロシ

ロシアが関与することは、オーストリア、ドイツとの衝突の恐れがあっ

制度を導入し、近代的官僚制度の枠組みをつくりあげたが、大臣間の評

これらのユーラシア大陸を渡る諸問題について、ロシア帝国の対応は

たからである。中東に関してはアフガニスタンがイギリスとの緩衝地帯

議、決定は想定されていなかった。大臣は皇帝の個人的信任に基づいて

ア帝国の歴史的形成の要因と共に特に十八世紀以降強まった多民族性は、

とされ、チベットについても同じくイギリスとの間に条約を締結し、安

その担当分野を管掌するにすぎなかったのである。この点は、諸政策の

基本的に現状維持であった。トルコ問題の尖鋭化はヨーロッパ諸国のポ

定が図られた。しかし、これらの暫定的安定の確保は戦争の不安を拭い

政、執行権力の分散化を生んだ。第二に問題となるのは、皇帝が辺境統

連関を失わせると共に地方レベルでは各省庁出先機関の活動の不調和を

二番目の環境としての多民族性は、辺境問題として帝国に覆いかぶさっ

治に責任を持つ総督、太守の任免権を有したことであった。これは、国

去るものではもちろんなく、一九○二年秋には戦火に備えてヨーロッパ

ていた。ヨーロッパ諸国と異なってロシア帝国の国境線は暖昧さを特徴

家元首として皇帝が有する外交・戦争・和平権とも関連して辺境地域を

生み出した。そして鉄道建設を遂行した大蔵省が内務省とも国軍とも異

とするが、それは国境近くに配された辺境が一つの要因であった。なぜ

中央省庁の権限が及ばない統治領域とした。こうした皇帝専制を制限し、

戦線の指揮分担が一一コライ大公と陸相クロパトキンの間で割り振られた

ならそこには国境をまたぐ民族・エスーーシティの活動が存在し、それは、

大臣評議による決定を制度化する志向は既に一九○三年の時期に政府上

なる軍事・警察機構として鉄道保安隊を有したことに見られるように行

社会的、政治的不安定を生じやすかったからである。帝国中心への辺境

層の密かな意見として流布していた（④一三九）。後に見るようにベゾ

ロシアは以上のような環境において日露戦争に向かうが、このプロセ

の対抗連動として、例えばポーランド、フィンランドの自治、独立運動

問題化した。アフガニスタン問題は、中央アジア併合、辺境への組み込

スのロシア対外政策の基本は「南下」という一般的特徴づけを与えられ

ブラーゾフらの極東太守府設置要求は統治体制のこの欠陥をついたもの

みと密接に関わり、チベット問題は、ラマ教総本山に属したシベリア・

てきた。ロシア帝国の領土膨張主義が、極東ではシベリア鉄道の建設着

をあげることができるし、対トルコ関係で問題となったアルメーーア問題

ブリャート人聖職者の活動が発端であった（⑳一三○）。また極東では

手、露漬協定による満州の東清鉄道建設、朝鮮半島のロシア勢力伸張、

でもあった。

沿海州の経済的自立の不足が朝鮮人、中国人に依存する労働力、商品供

は、帝国内ではアルメニア正教会問題として二十世紀初頭に大きく社会

（⑳九’一○）。

対外政策と関連しつつ辺境統治を難しいものにしていたのである。

○

スフォラスⅡダーダネルス海峡問題への対応を変更し、黒海におけるロ

二
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ロシアではルコャノフの仕事が注目されるものだが、やはり開戦前夜の

日本史家の研究では、もっとも詳細に開戦過程を分析し、「満韓不可

遼東半島・旅順租借、義和団事件の満州出兵、そしてヤルー利権問題と

した理解は、日露戦争を日本の「祖国防衛戦争」と見るか、それとも満

分論」の通説を形成したとされる角田順の仕事が貴重である（⑨）。ま

経緯については不十分である（⑬）。

州経済市場をめぐる「帝国主義戦争」と見るかという日本で行われた議

た近年の業績としては千葉功と広野好彦の仕事がある。千葉の仕事は日

つながる一連の拡大政策として表れたというのがその理解である。こう

論にもみられる（⑥）。日本側開戦過程の基本文献とされる『小村外交

本語史料によるものだが、綿密な資料収集と明確な問題意識を持った分

ロシアで行われた仕事としては、シマンスキーが第一に挙げられる。

史』ではロシアの満州出兵を単に自国民、ヨーロッパ人保護と見ること

による「東亜の平和」撹乱の論理もこれであった（⑳二五七’二五八）。

シマンスキーの作品は公式戦史の一部として一九二年に出版されたが、

析に貫かれている（⑥⑦⑧）。広野の仕事は日本史家としてロシア語文

しかし、いわばロシアがひとつの「意図」を持って極東進出と日露戦争

公刊文書、未公刊文書を幅広く利用した詳細なものである（⑳）。日鰯

はできないという推測が語られている（①一六三）。また当時では、一

への道をたどったのかは、ロシア側の史料をもって実証されるべき問題

戦争研究の古典として知られるロマノフの仕事（⑭）に比べてもはるか

献を用いたものだが、史料の相互分析には至っていない（⑩⑪）。

である。拙論ではロシア側の意図が統一されていたのか否かという基本

に広い史料収集と極東政策への偏りのない観点に支えられている。本稿

九○三年夏に対露政策変更を求める「対鰯同士会宣言」があげた「鱗国」

的問題をまずはロシア側史料から検討する立場をとりたい。ロシア極東

は史料としてもかなりの部分シマンスキーに依拠している。

小論は以上の問題点を踏まえながら、第一章で極東問題へのロシアの

政策は「満州政策」と「朝鮮政策」の二つの側面を有していたが、それ

が開戦過程においてどのように関連したのかがそれぞれの政策の特質と

触れたようにこのテーマのロシア史研究者の仕事は限られている。日本

以上のような枠組みと方法でこれまでの研究を振り返るとき、先にも

を果たした人物の役割であり、社会の動きは基本的には必要な限りで触

を検討する。この場合注意を払うのは、政策決定に当たって重要な役割

連の日露交渉を含んで一九○三年夏以降開戦直前までのロシア側の動き

アプローチを整理し、二章で「新路線」をめぐる議論、三章で先立つ一

人では近年横手慎二と和田春樹の仕事が行われた。横手の仕事は、戦争

れられる。なお日付は西洋暦に従い、露暦日付は必要に応じて括弧内に

経過を踏まえて整理されねばならない。

全体を扱うが、新書という性格上個々の論点については必ずしも十分で

示されている。

一一一

はない（⑯）。和田の仕事は、「ベゾプラーゾフ派」の果たした役割を新
たな史料を用いて再検討し、開戦過程におけるその位悩づけを明確化す

るものである。しかし、開戦前夜については十分に論じていない（⑮⑲）。
ロシア帝国と日露戦争への道
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一

が呼んだ国際的圧力の下で「ロシア政府満州管理要綱」を清政府が二度

した『タイムズ』紙特派員モリソンの一九○一年初頭のスクープ、それ

調印したムクデン撤退協定がロシアによる満州の保謹国化を図るものと

義和団事件後ロシアと清の満州撤退交渉は、アレクセーエフⅡ増祓が

帝によって○二年九月にシベリア、満州視察を命じられ、視察後意見を

州と沿海州にあった。こうした慎重姿勢を持っていたヴィッテだが、皇

提出した（⑫二五○）。ヴィッテの関心は、何よりも鉄道事業、就中満

権に絡んで韓国政府が求めた借款には応じられないという見解を皇帝に

には国外の企業活動奨励は資金不足の現状から抑制すべきであって、利

（３）

にわたって拒否したので、決着しないままに停滞した（⑯六一’六二一）。

定を結んだが、これは諸国の反発回避のため利権保障問題を切り離して

た。開発を目的に九八年末には早速特別調査隊が送られたが、ソウルで

ク商人ブリネルが韓国皇帝から得ていたヤルー沿岸国有林開発利権であっ

部分に生まれた（⑫二四八）。このために使われたのがウラジヴォスト

改めて確保し、鰍国への影響力を回復しようという考え方が政府のある

の関与を相互抑制する旨を日本と合意したが、その後利害を朝鮮半島に

他方で一八九八年の「西Ⅱローゼン協定」によってロシアは、韓国へ

極東紛争の可能性を常に懸念する状況が全体において現れた」のである

能性を考慮し、同時に日本の敵対に用心深くあらねばならなくなった。

るようになり、ロシアは義和団事件に似た混乱が数年で繰り返される可

さは失われた。「中国と日本は、全般に不審を持ってロシアの意図を見

係を悪化させた。ロシア、中国、日本が相互に有していた率直さと明確

関心を持つ各国を刺激し、また旅順租借はそれまで良好であった露清関

政策を批判した。遼東半島の租借と強化、南満州鉄道支線建設は中国に

進したシベリア・東清鉄道建設を擁護し、他方で一八九八年以降の極東

反対デモが起こったために韓国政府から許可は得られなかった。しかし、

ではこの懸念すべき状況の脱出口はどこにあるか。

（⑫二○六）。

シア退役兵士と中国人より成る八十名がヤルー河岸に派遣された。この

清に戻すのか、それともロシアに併合するかという選択が存在したが、

である。一九○二年四月八日（三月二六日）の条約調印以前には満州を

第一に中国に対しては、撤退の履行と満州における情政府権力の復活

こうして満州問題と韓国問題はそれぞれ別個にロシア極東政策の課題

（⑳二四七－二四九）。

企図に国庫保障を与えるかどうかをめぐって韓国問題は政治問題化した

一九○一年六月には東アジア産業会社が設立され、○二年十二月にはロ

合意したものなので、問題先送りにすぎなかった（⑳二部一三八）。

シベリア・極東政策の総括を含む長大な上奏でヴィッテは、自分の推

上奏した。

ヴィッテは、早くからヤルー利権事業には慎重な姿勢をとり、九九年

ロパトキンそれぞれの考え方を見ることにしたい。

となった。決定のキーパースンであるヴィッテ、ベゾブラーゾフ派、ク

二

その後ロシアと渚は、一九○二年四月八日（三月二六日）に満州撤退協

［Ｉ］極東問題への三つのアプローチ

一
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さわしい補償」を承認すれば、「極端な場合朝鮮を一時的であっても完

朝鮮半島の完全放棄という対価で購われるものではないが、日本が「ふ

妥協によっても一時的な出口を見出すことが必要である。この妥協は、

きな犠牲が求められ、経済に厳しく反映することを考えれば、何らかの

ているとしても、日本との武力衝突が大きな苦難をもたらし、勝利に大

平和的解決を見出しうるいくつかの根拠がある。たとえこの希望が誤っ

道開通によって近い将来にロシア、日本の商工業利害が接近し、対立の

きだという意見が多く聞かれるが、自分はそれには組みしない。束清鉄

行なわず、対日戦争が不可避なら即座に日本に宣戦布告し、打倒するべ

いては、韓国問題でのロシアの譲歩である。韓国問題でいかなる譲歩も

第二に極東政策の「水平線にある暗点」ととらえられた対日関係につ

退することがロシア帝国の国益となると主張した（⑳二一三’二一四）。

化に強く働く。このようにヴィッテは、撤退協定を遵守して満州から撤

ロシアの政治的地位の復活を助け、それが極東でのわれわれの一層の強

ことはない。満州問題の義務を正確に履行することが、中国への関係で

数十年にわたり他国の援助なしに満州へのロシアの動きを防ぐ力を持つ

常のロシア統治を打ち立てることも出来る。そもそも情帝国は、この先

満州に重大な混乱が生じれば、清政府の無力を声明して自軍を送り、通

く満州撤退によってわれわれは未来にフリーハンドを持つことになり、

えない場合は、混乱責任はロシアに掛かることとなる。逆に協定に基づ

的に「主人」となっても情政府に平穏維持のしかるべき手段と権威を与

のはロシアの不利益にしか結果しない。たとえ施政を復活させず、一時

同地域から期限までに撤退する義務を負った現在、条約履行で動揺する

ある（⑳二部一○七’一○九）。

「極東の火事」への関りがヨーロッパと近東での地位低下を招くからで

必要とさせ、ロシア経済に必要な対外紛争回避を難しくすると共に、

国による中国分割は、キリスト教徒反乱よりもロシアに大きな防衛策を

針でないとして斥けていたのである。ロシアの満州併合とそれに続く諸

東問題覚書」も、諸国による中国分割に結果する満州併合を採るべき方

見通しのついた時期に書かれた一九○○年八月二四日（十一日）付「極

六）、満州問題の焦点化以降一貫した姿勢である。義和団螂件鎮静化に

マノフによって「平和的」装いを持つ帝国主義と特徴付けられたが（⑭

歩による日露関係の長期的安定を一一コライニ世に進言した。これは、ロ

以上のようにヴィッテは、撤退による満州問題解決、朝鮮半島での譲

りロシアに課された課題の「顕著な成功」となる（⑳二一四－二一七）。

題の早期解決、日本との「合意」が「アジァヘの発展」という歴史によ

隣国」へ変えることができる。したがって「相互謹歩」に基づく韓国問

日本を「脅威の敵」から、領土を奪われないために「良好関係を目指す

「かなり長期に」日本との恒常的不和の対象を取り除き、これによって

帝政府はこの場合には「傍観者」となることはない。後者の選択は、

機会を与え、ひいては二つの戦線での戦争を余儀なくさせる。また情皇

ロッパと近東でロシアを弱体化するので「敵」に大胆な要求を提出する

毒」は後者だからである。前者の選択は、日本との戦争だけでなく、ヨー

という「二つの害毒」のうち近い将来のロシアにとって「より小さい害

重要な意味を持っており、「日本との武力衝突」と「朝鮮の完全な譲歩」

全に譲ることもできる」。なぜなら現状において日本との平和的関係は

ロシア帝国と日露戦争への道
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ヴィッテに次いで行った極東視察についてベゾプラ１ゾフは、次の様に

譲歩政策と批判したのは、いうまでもなくベゾプラーゾフ派であった。

ことができる（⑳二六一一’二六三）。ここでベゾプラーゾフが求めてい

性、個人的利益の追求である。これらの人工的要因は、すぐに取り除く

ムクデン、ギリンの鉄道引込み線、諸都市の公的諸施設の建設・警備の

補地の状況、ヤルー河口Ⅱ旅順間の航路開設、リャオヘ河の汽船運行、

七）。またこれと併せてフーシェン炭鉱開発の見込み、ロシア人移住候

順とつながる「戦略フロント」を形作るのである（⑳二部八七、⑮、⑬

ア極東防衛戦略に組み込まれた。それはウラジヴォストクーャルーｌ旅

集を行うのである（⑫二六○）。こうして九六年以来の森林利権はロシ

なる。また極東で大規模商工業を作り出す基礎となり辺境で敵の情報収

面から防衛・維持し、可能ならば、朝鮮半島において攻勢に移る手段と

防衛的意義が指摘される。それは、ロシアの満州での地位を朝鮮半島方

合利害の調整は不可能なのでトルコの支配に委ねる。「トルコの好む形

てはブルガリア、セルビア、マケドニア、ギリシャ、アルバニア人の競

アにもトルコにも不利であるので共同で沈静化する。マケドーーアについ

領有は防衛上意味を成さず、アルメニア人の革命行動、分離主義はロシ

援助というスラヴ派の主張で複雑化しているが、コンスタンチノーポリ

得ないとみなした。焦点であった近東に関してはスラヴ諸民族との連帯、

いては、スラヴ諸民族とムスリムの存在からドイツはトルコ領有を達し

一方で、クロパトキンの懸念するドイツのバルカン、近東拡大政策につ

ては、イギリスへの反感を利用して大陸諸国との関係強化が奨められる

第三に極東に傾斜した対外政策の推進である。ヨーロッパ諸国につい

ある。

利権、ムクデンの教会建設地確保といった満州の事業進展の見込みを述

でのマヶドニァ問題の解決がわれわれの利益」である（⑫二六八）。こ

の主張から出てくるのは、ヨーロッパ、バルカン、中近東の現状維持の

が行き詰っている原因は、一つは遠隔地で人口過少という自然要因だが、

ち極東へ二十億ルーブリを支出し、満州で軍も勝利したにも拘らず政策

ながらベゾプラーゾフは、政府機櫛の問題を次の様に指摘した。すなわ

議会の決定を履行するべく極東視察に出たクロパトキンを激しく攻撃し

開戦過程でロシアの政策決定に大きな影響を与えたとされている。

北京駐在武官ヴォガクと海軍少将アパザーである。この両名の見解は、

軍事戦略、ヤルー事業の満州防衛上の意義を取り上げたのがグループの

交両面にわたる包括的な内容であった。この内容のうち、ことに極東の

このようにベゾプラーゾフの上奏は、極東政策を焦点として内政、外

下で極東問題に総力を傾けるという戦略である。

劣らず重要なのは人工的要因である。それは信用できる情報の不足、根

ヤルー森林利権に消極的な結論を出した四月八日（三月二六日）特別審

上奏書で第二に注目されるのは、政策決定のあり方への批判である。

べている（⑫二六二）。

第一に極東視察の目的であった森林事業については、その軍事戦略的・

るのは、統一極東政策を可能とする既存省庁と別個の現地組織の導入で

拠のない計画、官庁間の争い・妥協、また外部からの攻撃に団結する習

四

上奏した。

満州と韓国への過剰介入回避、極東安定保持というヴィッテの主張を

二
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書「満州問題の展開における一九○二年四月八日（三月二六日）条約の

ヴォガクは、一一コライニ世の強い希望でペテルブルグに呼ばれ、意見

であり、これを行なうべきである（⑳三部九四’九五、⑪）。

るが、日本の脅威を防ぐためには関東の部隊と鉄道保安隊の強化で十分

域が保持される。そうした場合の危険は日本からの戦争の「脅し」であ

（４）

意味」を提出した（⑮、⑯、⑳三四’三六）。ここでヴォガクは、日清

があると論じた。ヴォガクの結論は、「用意」を示すレベルまで極東軍

でも許さないこと、武力で満州を守る用意があることを理解させる必要

地位を譲ることではなく、諸国の満州浸透をたとえ商工業の名をもって

条約は履行されねばならないので満州から撤退するが、それはロシアの

うした考えからヴォガクは、国家元首が承認した四月八日（三月二六日）

衝突をも生み出しうる。したがって譲歩政策を撤回する必要がある。こ

退条約」である。こうした政策はこの先われわれが望まない時期の武力

合には警察権力を許与するとしており、限定的である。これに対して一

にあるとし、満州の武装解除に言及しながら、中国当局の施政復活の場

年八月の電文では、ロシアの満州での中心課題は鉄道建設の継続と維持

責任者であるグロデンコと関東州長官アレクセーエフへ送った一九○○

微妙に異なり、現地軍組織との違いも存在する。例えば満州占領部隊の

主眼は満州情勢が流動的な時期と、既に政治折衝に事態が移った後では

張に対して北満州占領を主張したのは、陸相クロパトキンである。その

極東政策について真向から対立するヴィッテとベゾプラーゾフらの主

以上のようにベゾブラーゾフらは、従来の「譲歩政策」、つまりヴィッ

事力の強化が必要だということにある（⑳第三部九二’九三、⑮、⑬）。

九○三年二月の特別審議会では鉄道隣接地方がロシアの手にある場合は、

戦争以来のロシアの極東政策は「多大な資金と血」の犠牲を払ったにも

これに続いて提出されたアパザーの「五月二十日（七日）審議会に向

「帝国の柵成部分の形にせよ、プハラのような半独立の領有としてであ

テの政策を批判し、ヤルー流域を満州への防衛線とする軍事戦略を提起

けて」と題された意見瀞も譲歩政策を批判する点で同趣旨であるが、戦

れ、軍事的保障が得られる」と発言した。ここではロシアへの併合を示

拘らず、満州での地位を義和団事件以前よりも悪化させたとベゾプラー

略的な目標をよりはっきりと明示している。すなわちヤルー流域で日本

唆したとみられないこともない（⑳一一九’一二○）。このようにブレ

したのである。

が勢力を確立した場合、日本は南満州鉄道の側面を押さえるという戦略

があるが、クロパトキンの意図は、一九○三年十一月（十月）の皇帝提

ゾフと同様の総括を行った。この原因は、譲歩政策にあり、結果が「撤

的な位置を占め、これによってロシアは沿アムール州へ強力な軍事力を

出の覚書に集約されたと見ることができる。

の影響下に入り、旅順、関東州は「島」として孤立させられる。したがっ

摘した上で状況の「暖昧さ」が諸国、ことに日本と中国の不信を呼んで

クロパトキンは、この覚書で政府、軍部、現地間の方針上の相違を指

（Ｐ０）

おかざるを得なくなる。その結果韓国全域は日本、南満州は日本と諸国

て日本からの「防壁」を維持し、南満州への外国人勢力の確立を防ぐこ

いるとし、北満州占領、併合に方針を確定すべきだと進言した。それに

五

とで関東州が切り離された「島」となることを防ぎ、海までのヤルー流
ロシア帝国と日露職争への道
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中立化政策を含んで韓国問題を日本との交渉によって合意しようという

一一一ハ

よれば、北満州併合の利点は次にあった。第一に中国人の鉄道開放地殖

立場が含まれる。ヴィッテの眼には第二の立場が打ち出す既成機構改編
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民停止、第二にロシア人移住地、農業牧畜地域、資源豊富地域の取得、

一九○三年四月八日（三月二六日）特別審議会の結論はヴィッテとク

の主張は、自分の大蔵省・鉄道委員会組織を損うものと映ったに違いな

これに対して南部を含む全満州の併合は、関東州をロシアのほかの地域

ロパトキンの連合によってこの方向をとった。しかし、ベゾプラーゾフ

第三に国境線の短縮と国境防衛の確実化、第四に韓国と国境を接しない

と結合させ、その自然資源を開発する可能性を与える。しかし、同時に

のペテルブルグ帰還と上奏、ヴォガク、アバザーの意見書提出は、皇帝

い。クロパトキンは、ヴィッテの進めた工業化政策に批判的だったが、

これは第一に国境線の長大化と防衛の困難、第二に沿海州地方の多数住

を第二の立場に大きく動かし、五月二十日（七日）審議会の決定を採用

ことによる日本との紛争回避、第五に北満州への関係希薄な他国との関

民を中国人が占める可能性と防衛費の増大、ムクデン占領による中国と

させた。決定の四項は、四月（三月）特別審議会が外国資本の参加を促

「非公式政府」への強い憎しみからヴィッテと結びついたと思われる

の関係悪化、第三に韓国国境、ことにヤルー河口併合が日本との紛争に

すとした決定を「政治経済利害が十分定着するか、利益の事実上の保障

係安定化である。沿アムール地方で急速に進むであろう「黄化」、中国

結果すること、第四に撤退協定破棄による欧米諸国との関係悪化と戦争、

が生まれるまで」延期するとし、五項は国庫による事業参加に含みを持

（⑳二三－二六）。

ヨーロッパと同じく極東でも「武力の平和」状況に陥る可能性、第五に

たし、六項は会社活動を森林事業に限定しないとした。そして第七項は

との「決裂」可能性というデメリットは、受容すべき不利益であった。

韓国問題によって日本と、ムクデン問題によって中国との戦争可能性で

「アレクセーエフへの委任」を決定した（⑤五七、⑫）。これだけでは読

み取りにくいが、ここには事業を拡大し、満州防衛と外国勢力排除を目

ある。

このような理由を挙げてクロパトキンは、「南満州占領の利益、不利

べて支持した。満州問題は、満州の「防壁」をヤルー河流域とすること

指す方針が意図されている。ニコライニ世は、審議会で読み上げられた

以上三つの立場から極東問題へのアプローチを見てきた。ここに表れ

で韓国問題と結び付いたのである。これが、一九○三年後半から開戦直

益を比較すると、現在の歴史的な時期においては北満州のロシア併合に

ているのは、第一に現行条約に則って国境線を現状維持しつつ、利権に

前の日露協商交渉の大きな論点となる。第七項の意味が極東太守府の設

ヴォガクの意見書を「譲歩は常に新しい譲歩を引き寄せる」と感想を述

よって鉄道建設と経済活動を強化する立場、第二に満州防衛のために韓

置であることはいうまでもない。

とどまることが必要」であると結論した（⑭三九’四三）。

国との国境線を経済的装いを取りつつ強化し、戦略的に維持する立場、

第三に満州北部を国境線、防衛線とする立場である。第一、第三に韓国
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［Ⅱ］「新路線」問題と太守府設置
五月二十日（七日）特別審議会の結論から新たな方針に基づく指示が

物に統治を統合しなければならない。クロパトキンは、この覚書と共に

「ヴォガク覚書」、「五月二十日（七日）特別審議会報告」、「アバザー覚

書」、日本政治家との交渉計画書を受け取った（⑳三部二○、⑫’’
一一一）。

の決意を示すことができる軍事的準備と満州ロシア企業の一層の発展を

止措置を検討するよう求めた。措置は、諸国に満州防衛についてロシア

接の指導下に極東に設置される統治最高組織と満州への外国勢力浸透防

五月十七日（四日）、皇帝はアレクセーエフに電文を送り、自分の直

プラーゾフ、アレクセ１エフ、中国公使レッサール、韓国公使パヴロフ、

いた保障問題を審議する目的で旅順の協議会に出席した。出席者はベゾ

八九）。そして日本訪問を終えたクロパトキンは、撤退と切り離されて

られており、日本との交渉を自由に行うことはできなかった（⑯八八－

に向かった。クロパトキンの日本訪問は、したがって既に枠組みを定め

このようにして「新路線」の指示を受けてクロパトキンは、日本視察

図るものであらねばならなかった（⑳三部九八）。正規の審議会開催以

ヴォガク、関東州外交部のプランソンである。ここで注目されるのは、

極東に送付された。

前に出されたこの電文は、一一コライニ世が自分のイニシァティヴに固執

五月二十日（七日）審議会が決定した満州防衛の目的からヤルー河を

（６）

「防壁」と位置づける「新路線」、つまり満州問題と韓国問題のロシアに

したことを一不している。

極東視察に出ていたクロパトキンにはベゾプラーゾフ、ヴォガク、ア

シアの地位低下を招き、敵対相手はそれを見て「門戸開放」、「最恵国待

くされた。この譲歩政策は、戦争抑止という目標を達成したものの、ロ

西部国境の不安定さ、国内情勢の不穏から政治経済利益の譲歩を余儀な

の進出によって軍事力を政治経済利益が凌駕したロシアは、資金不足、

別審議会の決定を次の様に伝えた。シベリア鉄道の大方の完成、黄海へ

府に対しては満州への多額な支出と、義和団反乱再発防止への保障を求

するとした。なぜなら併合は「大きな紛争」を伴うからである。中国政

る。そして満州問題については、たとえ北部についても併合方針を排除

せることを決定した。早々と特別審議会決定の履行が回避されたのであ

た審議は、まずもって韓国問題に結びつけないで満州問題処理を優先さ

七月一日（六月十八日）から七月十一日（六月二八日）まで行なわれ

とっての接合が賀かれるかどうかであった。

遇」の要求を振りかざして攻勢に移るようになった。したがってこの時

める方針とした。また諸外国、ことに英米の干渉を防ぐためハルビンを

バザー三者連名の六月八日（五月二六日）付覚書が届いた。それは、特

点でこれまでとは逆に軍事力を強化して政治経済力とバランスをとり、

除く数都市を外国に開放する』曰を宣言することとした（⑳三部一一五）。

（７）

戦争を抑止しなければならない。また極東問題はペテルブルグからの処

軍事に関しては関東州、東清鉄道の軍事力増強、旅順要塞の強化が取り

七

理が困難であるので、所管の行動を統一するため皇帝の直接指導下の人
ロシア帝国と日露戦争への道

二
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（８）

措置、第五に秩序維持のためなされた支出への補償としてロシア人及び

る外国人顧問が持つ権能を南満州に制限、第四に東満鉄道輸送への優遇

第二に北部を中心に河川、鉄道、通信網の確保、第三に中国に一雇傭され

整理すると、次の様になる。第一に満州全域で外国人租界等の建設禁止、

それを
この方針の下で満州については十項目の保障案が作成された。それを

的性格と見ていると伝えてきていた。そしてペテルブルグで六月二四日

フは抵抗したが、ソウル公使パヴロフも輔国政府はこの企業を軍事政治

フらの主張は取り入れられなかった。これに大いに不満なベゾプラーゾ

なう結論を出したのである。他方で韓国問題については、ベゾブラーゾ

線」を受けるものだったが、同時にこれまでのロシアの満州政策にもか

れていた。既に極東問題の全権を委任されていたアレクセーエフは、当

（十一日）に既に「北部ではトゥマン河沿いの利権境界まで、西部では

騨国に関しては六項目が定められたが、それは次のように整理される。

然従わないわけにはいかなかった（⑪一三）。これと満州問題を分離先

企業への既得権利保証及び産業建設、資源開発への新たな利権許与であ

第一にロシアの韓国占領の否定。第二に日本による韓国占領は南部のみ

行して解決するという決定を考えると、この旅順協議会では「新路線」

ヤルー河の利権境界まで日本の韓国完全領有を承認する」旨が皇帝の意

でもロシアの益ではないのでその抑止。しかし、占領の起こった場合は

の方針を推し進める結果にはならず、むしろ四月特別審議会のラインま

る。これらの条件が中国から保障される時にロシア政府は、ムクデン、

抗議に止める。第三にロシアの満州での活動は韓国に関わりを持たず、

で押し返されたのである（⑮、⑬、⑳三部一三一）。日本も注目してい

向で決まっていたのが決定的であった（⑳三部一三二）、この決定は、

現行条約を維持する旨を日本に声明する。第四にヤルー左岸韓国側のロ

た旅順協議会はこのような形で終わり、ベゾブラーゾフ、クロパトキン

ギリン、へイルンッジャン各地方から軍を撤退させる（⑳三部一二九Ｉ
キリン、へイルンッジャン各地方から軍を撤退させる（⑳三部一二九’

シア森林会社は商業的性格であるので現役将校の活動を禁止する。また

はそれぞれ別途ペテルブルグに一保った（⑯九一一一）。

パトキンは、戦争準備が不十分な状態から日本にも、韓国にも侵略行動

対中国交渉への影響が懸念されるので韓国に慎重な対応を求める。クロ

ゾフは、旅順協議会の協議結果から判断したかどうかはわからないが、

るいわゆる「三大臣協議会」であった。出席を求められていたペゾブラー

旅順の協議を経て八月十四日二日）に開かれたのが、皇帝命令によ

定を経済利権の新たな狸得という形で定式化した。満州北部の交通・通

に満州「併合」は北部も含んで否定された。「戦争の惨禍と紙一重の困

満州問題について協議会で検討、合意されたのは次の点である。第一

出席を回避した。

信網の確保要求はクロパトキンの主張に、また東清鉄道輸送の優遇要求

このように旅順協議会は、五月特別審議会の満州における地位強化決

をとってはならないと主張した。

（９）

軍事威嚇を伴う日本のヤルー河口開港要求については戦争準備の不足と

アバザー、ベゾブラーゾフを通じてアレクセーエフに命令として伝えら

は、ヴィッテの希望にも沿っていた。この意味で旅順協議会は、「新路

八

一三○）。

決められた。
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岸、チチハルⅡプラゴヴェシチェンスク街道の哨所残価、外国人顧問権

目のうち、返還地域の外国人への譲渡禁止、スンガリ河・アムール河右

に対して一定の保障を求める。これについては旅順で検討された一○項

など、あらゆる事態への対応が求められるからである。第三に中国政府

まに占領を継続する。なぜなら脅威的な極東情勢、東清鉄道の国益保護

する部隊を來清鉄道収用地に置き、フーシェンについては明言しないま

撤退協定の「字義通り」の遵守は難しいとして、各地方占領地から撤退

難の脅れ」があるからである。第二に状況の変化と軍事戦略的考慰から

⑫一六’一七）。以上の内容は、ラムズドルフからアレクセーエフに送

商業原則の上に置かれねばならないのである（⑳三部一一五’一二三、

そが武力衝突の危険を生んでいると述べた。この会社はごく「通例」の

公使経験者も同意見で、ローゼンは、満州問題とこの企業の結びつきこ

なると述べた。積極活動の「無条件中止」については北京、東京の公使、

争防止のために極めて望ましい日本との合意締結への「重大な障害」と

れない「重荷」を置く、ラムズドルフは、日本社会を一層覚醒させ、紛

返されることになる。ヴィッテは、一層の支出により国家財政に耐えら

このようにヤルー事業の性格を変える「新路線」は斥けられたが、官

付され、意見が求められた（⑫二’六）。

目は取り下げられた。居留地建設禁止が除かれたが、これは諸国の反発

署間対立によって極東政策が遂行されないというベゾブラーゾフの指摘

限の南部限定、束清鉄道への商業的保護などを求めることとし、他の項

が考慮されたからである。これらの条件の実現と共にロシアは戒厳令を

の秩序安全、太守府隣接地居住のロシア人の利益擁護から成っており、

は、八月十二日（七月三十日）勅令による極東太守府設置となった。勅

韓国問題については協議会は、旅順協議会の結論を全面的に追認した。

従来は陸相、海相、蔵相、外相、さらに浴アムール総督が有していた権

解除して満州を還付し、行政を中国当局に引き渡す。また各地方からの

すなわち韓国問題を満州問題から切り離すこと、韓国における活動を抑

限を全て包括する広範なものだったからである（⑳三部一三三、⑰番号

令は、設置理由を「東洋辺境地域における統治課題の複雑さ」としたが、

制すること、韓国に関する現協定を維持し、韓国の独立を維持すること

二三三一九）。外交を含む権限を持つ先例は、この時期には廃止されて

撤退を順次履行する。これらの撤退条件を中国に提出する期限はできる

で、この三点を早期に日本政府に伝えることが必要であった。クロパト

いた旧カフカース太守府のみであった。この太守府設置によってこれま

問題はその椛限であった。それは、太平洋艦隊と所管地域陸軍の指揮、

キンは、ヤルー河を「防壁」と位置づける考え方はいたって日本との衝

で大蔵省、シベリア鉄道委員会組織を通じて大きな権限を極東に有して

かぎり早期に、遅くとも妓終撤退期限である十月九日（九月二六日）以

突の原因となるか、すぐに破産しそうな「武力の平和」状態にわれわれ

いたヴィッテは権力基盤を失った。外務省は極東の外交権限を制約され、

極東隣接諸国との外交関係の指導、民生統治の最高権力、東清鉄道地域

を導くことになる、それは極東の武力増強を迫り、西部の軍事準備を削

外交ルートは太守府を経由しなければならなくなった。そしてクロパト

前とする（⑳三部一三七、⑫八’一○）。

減させると述べた。この考えはこの後「十一月（十月）覚書」でも繰り
ロシア帝国と日露戦争への道
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任を得られていないと判断して辞職を決意したが、プレーヴェに慰留さ

キンは自分の推挙したアレクセーエフに権限が移行したことで皇帝の信

皇帝が承認するという慣例が無視されたからである。なかでもクロパト

り、大きな衝撃を受けた。既に定着してきていた大臣評議による結論を

ヴィッテらは、八月十三日（七月三一日）の『政府通報』でこれを知

を持つところまで進展した。それはいかにして進み、妥協可能性はどの

直前まで続いた交渉であり、このときには両国の条件が折り合う可能性

たったが、もっとも本格的だったのは、一九○三年夏から開始され開城

露交渉が始まった。交渉は、案の提示を含めると、少なくとも五次にわ

ろのではないかという懸念が生まれた。この双方の危機感から一連の日

本ではロシアの満州派兵は、「占領」に結果し、韓国支配を目指してい

するよりも広い課題を追求している」と考えた（⑳二部二五）。逆に日

れた。陰でこの政変を操ったとされる内相プレーヴェは、クロパトキン

ような条件においてであったのだろうか。四次にわたった前段の交渉を

（Ⅶ）

に対して専制君主は、「表面では大臣のいうことを聞き、彼らと折り合

さかのぼって概観した上でそれを見ることにしよう。

満州・韓国問題をめぐる最初の日露交渉は、ロシア軍が満州に入った

Ⅲ日露交渉一九ＣＯ～’九ｏ三年夏

やり方は一八八一年のアレクサンドル二世暗殺後も続いた憲法制定をめ

小村寿太郎は、満州と韓国で勢力圏を分割する「満韓に於ける日露勢域

直後の一九○○年七月であった。ロシア軍の満州占領が併合に結果する

この後八月末にはヴィッテが蔵相を解任され、名目的権限しかない大

協定方」を提起した。ロシアと衝突する可能性は、韓国での日本の産業

ぐる議論がアレクサンドル三世の「専制強化詔書」発布で終焉した例が

臣委員会議長となった。ヴィッテは皇帝に不信を抱き、やはり官職全て

立地を遅らせるので「勢力範囲の画定」を行ない、日露がそれぞれ韓国

と予測し、その勢力が韓国で回復することを危倶した新任ロシア公使の

の辞任を申し出たが、皇帝に慰留された（⑳五五）。こうしてロシアの

と満州で「自由手腕」を「保留」し、勢力範囲内で相互通商の自由を保

障する形をとるのがよい、と小村は考えた。しかし、この提案はロシア

に受け入れられなかった。この後十月に小村は、さらにヴィッテと会談

義和団反乱は日露両国に様々の観測を生み出した。日本が迅速に大量

したので交渉は頓挫した（⑨三三’三五）。この時期のヴィッテは、先

た。だが、ここでもヴィッテは現行通りの「韓国の独立保全」を繰り返

し、「西Ⅲローゼン協定」に代わる新協定締結を同じ趣旨で再び提案し

の軍を動員体制に置いたのでロシアは「日本政府は、中国の反乱を平定

［Ⅲ］日露交渉

極東政策は、ペテルブルグと旅順の二重の決定が必要となったのである。

あるとプレーヴェは述べた（⑳四五’四六）。

ると説明した。大臣の協議を無視し、皇帝の意志で決着させるこうした

て大臣不信を皇帝に植え込む」ので皇帝には「行動の二重性」が生まれ

うが、常に外部のものがその心に容易に入り込むか、専制の侵害者とし

キンも極東の軍事指揮権を失ったのである。

三

○
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に見たように鉄道保護を第一義にし、諸国の中国分割を防ぐ立場をとっ

するとしたのである（①二七一、⑫一一二○）。

の合意」を規定したのに対して、日本が韓国に対してもっぱら権限を有

たのである。ヴィッテのこの拒絶は、日本にロシアの韓国中立化提案は

鮮海峡自由航行についての相互義務を「日本の義務」とする、韓国への

ラムズドルフは、この提案は日露合意の材料となると歓迎したが、朝

（胆）

ていたので、日本の提案は、ロシアがとるべき立場を明らかに越えてい

韓国への宿望を実現するための単なる「彌縫策」であるという認識を生

日本の「専権」を「優先」に変え、「事前協議」を入れるなどと修正し、

も「よりよい隣国」なのである。意見を求められたイズヴォリスキーは、

韓国は、対立の源泉であって未来には修正対象となる現在の韓国」より

日本が韓国で埋め合わせするのではないかと考えたからである。「中立

じていたため職種的に対応した。露清間の満洲問題交渉が決着した場合

的だったが、ロシアは日本が「西川ローゼン協定」を破棄する恐れを感

とソウル駐留日本部隊の撤収を日露両国に打診した。日本はこれに否定

この時期韓国皇帝は、日本とロシアからの安全保障を目的に韓国中立化

イズヴォリスキーの打診した「韓国中立化」提案をめぐるものだった。

は、小さな修正で皇帝裁可を得て伊藤に送付され（⑳二部一五九’一六

的に誠歩しても達成すべきだという立場をとった。結局ラムズドルフ案

う立場である。ヴィッテは、日本との協定は重要であるので韓国で全面

した。満州については日本とは関わりがないので言及すべきでないとい

すことになるので両国による「保護国化」がとられるべき方針だと主張

本の「大公国」とし、行動の自由は極東に「新しいイギリス」をうみだ

はその近辺に港口が必要であり、日本の政治的、軍事的優位は韓国を日

反応を示したのは、海相トィルトフであった。海相は、朝鮮海峡もしく

成した。ラムズドルフのこの対案についてロシア政府でもっとも厳しい

満州についてはロシアの行動の自由と優先を条項として入れる対案を作

んだ（⑨三五）。
次の日露交渉は、一九○○年末から一九○一年初めにかけて日本公使

日本の同意を得るのは難しいので一八九八年協定を発展させてロシア、

七）、東京のイズヴォリスキーにはロシア対案に基づいて伊藤と交渉を

（Ⅲ）

日本の二国管理を試みるよう提案し、この方向で一九○○年末に日本に

継続するよう指示が送られた。しかし、日本は日英同盟締結に向かった

四度目の日露交渉は、ロシア公使栗野慎一郎が一九○二年九月に「私

打診された（⑮三七’三八）。しかし、モリソンの行なった誇大報道が

第三の交渉は、もっともよく知られているが、一九○一年十一月の伊

案」として提案したものである。この交渉は、栗野が駐露公使就任に際

ため交渉はやはり頓挫した（⑳二部一七二、⑭五一）。

藤博文の提案であった。伊藤提案は、韓国独立の保障、兵略のための領

して日露協商締結の任に当たるという条件をつけていたことに発してい

日本世論を硬化させたので交渉は停止した。

土不使用、朝鮮海峡の自由航行の保障を相互義務とした上で、日本の専

る（⑨一○五）。栗野私案は、中韓両国の独立・領土保全の相互義務、

一

権として韓国に対する政治、工業、商業に関する自由行動、援助・扶助

一

韓国領土の軍事戦略不使用の相互保障、韓国における日本の商工業活動、

￣

をロシアが認めることを求めた。つまり「西Ⅱローゼン協定」が「相互
ロシア帝国と日露戦争への道
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認した場合防衛戦略地点としての韓国北部の位置づけは変化することに
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助言・助力、兵員派泄、警察力維持の権利、満州におけるロシアの行動

国の清輔両国における商工業活動の機会均等、韓国鉄道の東清鉄道への

りをいさめ、その後「私案」の内容から軍事戦略的不使用を落として諸

渉活性化を待つという姿勢であった（⑳二四二’二四五）。栗野の先走

く、栗野提案を歓迎するという対応をとった。ただし、日本側からの交

アは、極東問題に関して日本と何らかの形の合意に達することが望まし

の指示書が送られた（⑳三部一四九、⑳一一○’一一二）。つまりロシ

は、伊藤案と栗野私案で、この方針で東京のローゼン公使には交渉推進

別審議会も同様の結論に達した。この場合ロシアが出発点とみなしたの

たが、結論的には日本との協定を望ましいとし、翌二月に開催された特

翌一九○三年一月に召集された関係諸国公使会議では譲歩に反対論があっ

「等価物」を得ていないとその場で述べた。形式は「友好協定」の形を

本が騨国で「行動の自由」を得ているのに比べるとロシアはなんらの

たろう。ラムズドルフは、「鉄道条項」については受け入れられず、日

本第一次案は、伊藤案と栗野案を出発点と考えていたロシアには意外だっ

鉄道と束清鉄道を接続させる「鉄道条項」が入った。こうした内容の日

商工業上の「機会均等」が「清韓両帝国」に及ぶと規定した。また韓国

州権益を「鉄道経営」に関わると限定し、新たに「独立・領土保全」と

「小村訓令」に近い。韓国の軍事戦略的不使用は落とされ、ロシアの満

いた栗野は、六項目から成る日本案を提示した。内容は、栗野私案より

「率直と妥協の精神」で協定締結のため交渉に入るとあらかじめ伝えて

一九○三年八月十二日（七月三十日）、複雑化する極東情勢にあって

②日露交渉一九ｏ三年夏～秋

接続などを付け加えた「小村訓令」はロシア側の動きを見ると議論対象

とっているが、これは、春からの戦争準備に基づく「最後通牒」的要求

残った。「小村訓令」にある満州への諸国の「機会均等」をロシアが承

と義務をどう承認するか、また諸国の権利の取り扱いが検討課題として

きたと見ることができよう。その上で、満州、韓国における相互の権利

を互いの勢力圏として相互承認するという方向で交渉基盤は形成されて

化Ⅱ緩衝地帯化といった案の提示で終った接触であったが、満州と韓国

以上いずれも本格的な交渉に至らず、満韓勢力圏策定、韓国の中立

満州について特別協定を締結させようとしているとみなした。満州は日

提案を知ったアレクセーエフは、これは南満州へ日本の活動を引き入れ、

る補償・利権交渉を行っていた。こちらの交渉も難航していたが、日本

極東太守となったアレクセーエフは、北京政府とロシア軍撤退に関わ

一次から四次にわたる日本案とロシア対案については参考資料１参照）。

であるというのがラムズドルフの意見であった（⑳三部一五五、以下の

（旧）

になっていない。

あり、留意点があっても、協定締結が優先だという考えを述べた。また

優越権を認め、行動の自由を妨げないならば、輔国の全面譲歩も可能で

なる。したがって満州問題へのロシアの対応がこの合意を可能とするか

一

の自由を提起した（①二九八’三○○、⑨一二一－一二三）。これに対

一

否かの焦点となるのである。

一

してロシアではヴィッテは、日本が中露国境に接する中国領でロシアの

二
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でも満州の利益を守ることを日本に理解させることが必要であるとアレ

れわれは韓国問題で一定の譲歩を行いうるのであって、占領継続と武力

本の利益圏外という承認のみが合意の基礎であり、それによってのみわ

た中で日本は、十月八日（九月二五日）に北京政府と都市の開放条項を

事的準備の許可を求めた。事態は、戦争の臭いを濃くしていた。そうし

部を占領するべく部隊を派遣する可能性を排除できない」と打電し、軍

本が満洲に有する同様の権利を保障することをロシアの義務とした。ま

含んだ条約締結に成功し、満州に足場を得ることとなった（②二一四）。

ロシアの第一次回答は、十月三日（九月二十日）に日本に伝達された。

たロシアの第一次回答が求めた「中立地帯」設置については、韓国満州

クセーエフは述べた（⑪一九’二三）。旅順協議会、三大臣協議会で決

それは、日本案と次の点で違っていた。第一に中国を含めず、韓国の独

国境線から双方の領域に五十ヴェルスタ（約五三キロメートル）で設け

したがって第二次日本案は、第一次案と比べてまったく新しい条項を含

立、領土不可侵を日本の義務とする。第二に満州とその沿岸を日本権益

るとした。満州について新たな項目を含んだためか、第一次案にはなかっ

定していた満州問題先行方針は、撤退後満州を他国に引き渡さないとい

外と承認する。第三に戦略目的での韓国領土の不使用、朝鮮海峡の航行

た朝鮮海峡の「航行の自由」を脅かす軍事企図を行なわないことを日本

むことになった。すなわち第九項は、韓国との条約によってロシアの有

自由の保障。第四に北緯三九度以北の中立地帯化である。独立と領土不

の義務としたが、日本の満州利権を新たに含んだことは、両国間の妥協

う条件を渚から狸得したにすぎず、頓挫寸前にあった。この状況は当然

可侵の条件で日本の韓国への優越、助言・援助を与え、必要によって軍

を難しくした。小村は、この間の協議でロシア第一次回答の満州を日本

する商業利益、居住権を保障しつつ、同時に中国と日本の条約により日

を派遣する権利が承認された。ここには対清交渉が難航する状況で、満

の権益外とすること（第七項）は受け入れられないと発言していた（⑳

日露交渉に影響しないわけにいかなかった。

州問題を交渉から除外し、防衛の観点から日本と「国境線」を接するの

三部一七九）。

双方の主張は、まったく食い違った。ローゼンは、日本はロシアと満

を避けるという方針がみてとれる。韓国の「戦略的不使用」もこの方針
上にある。こうした前提の上に韓国に関しては日本の優越を承認するの

日本の第二次案は、十月三一日（十八日）に返された。この間に日本

たが、七月の時点でラムズドルフは、ローゼンに「満州問題に関しては

ところで言いふらし、自ら後退の道を閉ざしてしまったと本国に書き送っ

州問題の交渉に入っており、平和維持はロシアの譲歩しだいだといたる

では反ロシア気分が高まり、韓国で日本人によるロシア人襲撃が起こっ

いかなるものであれ、日本の関与は許されなかったし、許されることは

である（⑳三部一五九）。

た。八月末から九月にかけては軍事要員が日本軍部の活動は活発で、春

ない」と指示していたのである（⑳三部一七九、’八一）。

ＯＳ

アレクセーエフとローゼンの作成した第二次回答は、十二月十一日

以来日本が「用意してきた時」が近づいたのではないかと伝えた（⑳三

部一六二）。これに反応したアレクセーエフは、皇帝に「日本が韓国北
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こうした状況で日本政府は態度を硬化させ、元老院で第二次回答を審

ムリポでは日本人群集とロシア人水兵の衝突が起こったし、日本企業は

行自由に加えて「戦略目的のための韓国領土不使用」、三九度線以北の

議した上で、十一一月二三日（十日）にロシアに「韓国領土の戦略目的不

（十一月二八日）にようやく出た。回答案は十一月半ば過ぎに作成され

中立地帯設置が維持された。日本の満州条項は含まれなかった。検討過

使用」と「中立地帯」条項を削除するよう求めた（第三次日本案）。伝

旅順、ウラジヴォストクへの石炭供給を停止させた。また日本衆議院は

程でローゼンは、ロシア、日本がそれぞれ韓国と満州を権益外とする条

達に当たって栗野は、もしも両政府が合意に達しない場合は、「現情勢

ていたが、アレクセーエフが軍事的用意の時間稼ぎで回答送付を遅らせ

項、また朝鮮海峡の「航行自由保障」条項を受け入れ、「西川ローゼン」

においては重大な困難、紛争すらも起こりうる」と述べて譲歩を促した

天皇への答辞を採択し、その中で政府の対外、国内政策を軟弱と批判し

協定を破棄するという日本側に歩み寄る提案を出したが、アレクセーエ

（⑳三部一八七）。

三部一八一’一八三）。こうして日本とロシアの交渉は、満州問題、中

ラムズドルフは、十二月二八日（十五日）に上奏を行なった。上奏は、

衝突の蓋然性をいたって高めると主張するアレクセーエフを押し切り、

こうした状況の打開に動いたのは、ラムズドルフである。譲歩により

立地帯設置、輔国領土の「戦略的不使用」の三点をめぐって完全に対立

「重大事件」回避のため交渉継続を主張した。日本に有利な合意に達す

れば、「韓国における日本の行動に自由を結びつけ、ロシア艦船の朝鮮

題とした。協議毎に論点が絞り込まれるのではなく、新たに重要な条件

れに対して日本は、第二次回答が満州問題にまったく言及しない点を問

認している以上韓国領土の「戦略的不使用」の条件が重要であった。そ

り返したからである。またロシアからすると日本の優越、部隊派遣を承

題が交渉テーブルにあげられ、中立地帯設置についても双方が主張を繰

日露交渉は、第二次案の交換で行き詰った。ロシアの忌避する満州問

を提起した（⑳三部一八九）。

のである。この考えでラムズドルフは、満州条項で日本に譲歩すること

守るという諸国の意向に異議をとなえる法的根拠をわれわれは持たない」

とを考恵すると、中国との条約義務により保障されている権利、特権を

が必要である。「現在満州へのわれわれの関わりが完全に暖昧であるこ

からである。交渉継続のためには、満州への諸国の関与を承認すること

めさせた場合は「韓国に関する以前の日本との合意をゼロにしてしまう」

海峡航行の安全を保障することができる」が、日本に朝鮮半島占領を始

が付け加わるという決裂含みの展開となったのである。この間韓国のチェ

③交渉の転換と開戦過程の最終局面

したのである。

く、極東の基本政策からまったく後退することになると斥けていた（⑳

フは、それは韓国を日本に完全に与えて最終的に隷属させることに等し

たのである。内容は、韓国、東清鉄道接続について日本の提案を受け入

＝

た（⑳三部一八四）。

四

れたものの、ほかについては第一次回答と変らなかった。朝鮮海峡の航

一
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引きながら、第三次日本案を拒否し、交渉打ち切りを主張した。韓国が

別委員会のアバザーが出席した。アパザーは、アレクセーエフの意見を

アレクセイ大公、陸相、外相のほか極東太守府の上部機関である極東特

翌十二月二十九日（十六日）に開かれた皇帝議長下の特別審議会は、

基づいて狸得された権利と特権を諸国が利用するのを妨げる意図をまっ

ローマ、東京各駐在代表に打電した。「ロシアは現協定範囲内で協定に

て各国政府に声明するようロンドン、ベルリン、ワシントン、ウィーン、

決、諸国利権の排除という方針を転換した。ロシアは、この譲歩につい

しかし、ロシアのこの鍍歩は奏功しなかった。一週間後の一月十三日

たく有しない」のである（⑳二。日本政府もこの変更を歓迎し、小村

平和的で譲歩的な」ロシア第二次回答を取り上げないならば、ロシアは

（十二月三一日）に出た第四次日本案は、再度「中立地帯」条項の削除

ロシア領でない以上それを管理する権利を日本に認めることはわれわれ

「従順の限界に達し、これ以上進めない」ので交渉断絶の自由を得た、

を求めただけでなく、「韓国領土の戦略的不使用」を主張するロシア側

外相は在日イタリア大使に「回答はいくつかの譲歩を含んでおり、合意

必要なのは軍備増強であるとアバザーは述べた。これに対して陸相は満

根拠であった「以前の日本政府の同意」についてそれが表明されたこと

には出来ないし、満州で多くの人力と資金を犠牲にしたロシアは、誰で

州北部のロシアへの併合の持論を述べ、外相は満州条項を回答に含んで

は「まったくない」と全面否定したのである。「居留地建設除外」規定

の出発点になりうる」と語ったとされる（⑳三部一九四）。

交渉を継続するよう主張した（⑳三部一九○’’九一、⑪二七’三一）。

についても除かれるのが「望ましい」とした（⑳三部一九六）。日本側

あれそこへの関与を許すことが出来ないからである。日本が「きわめて

一九○四年一月六日（十二月二四日）に出された第三次ロシア回答は、

ジアの英露領有地の間に存在している」。これは以前の主張の繰り返し

「中立地帯」を設置することを求めた。「こうした地帯は、例えば中央ア

ること、将来の紛争のあらゆる原因を取り除くために北緯三九度以北の

のは、日本の断固たる行動である」と書き送った。またイギリス公使マ

この答えは、…最後通牒の性格を有しており、これに続くと予測される

の強欲は成長し続けている」と述べたし、日本から軍事要員が「日本の

日本のこうした姿勢は、様々の波紋を呼んだ。ラムズドルフは「日本

の強硬姿勢は際立っていた。

であった。しかし、この二点を求めた上で、ロシアは同時に満州への関

クドナルドは、「事態は一層深刻となった。ロシアのみが決定的に後退

以前に「同意」していた「韓国領土の戦略的不使用」を日本政府が認め

与を承認した。「満州とその沿岸が日本の権益外にあることの承認」が

しないならば、戦争は避けがたい」と述べた（⑳三部一九八）。

（十五日）の特別審議会で検討された。審議会では、満州条項は既に論

議長に陸相、海相、外相、特別極東委員会議長が参加した一月二八日

こうして完全に行き詰った情勢でロシアの対応は、アレクセイ大公を

必要だが、「その場合当該領域についてロシアは、日本が他国と同様に
中国との条約で獲得した権利と特権を居留地建設を除いて利用するのを
妨げない」のである（⑳三部一九四、⑳二）。
こうしてロシアは、前年春以来の基調であった満州問題の分離先行解
ロシア帝国と日露戦争への道

五
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武装を行なわないことを相互の義務」とし、かつ海峡航行の自由を保障

が集中した。一旦得られた結論は、「韓国全沿岸においていかなる軍事

点ですらなくもっぱら「戦略的不使用」問題と「中立地帯」条項に議論

文一号はロシア側の譲歩を明確にしており、第二次回答にあった「中立

回答で、一号がローゼンヘの指示書、三号が皇帝指示の伝達である。電

直接打電された（参照参考資料２）。電文二号が上に見たロシアの正式

クセーエフヘ、遅くとも二月四日（一月二二日）には東京のローゼンヘ

一一一一ハ

すること、また三九度以北に「中立地帯」を設置するというもので以前

地帯設置」についてはこれを削除し、満州については「日本によって独
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と立場は変わっていない。しかし、これはロシア政府の最終回答ではな

得された権利と特権を尊重する」と東京政府に伝えるよう明言している。

第三号は一、二号の追補として秘密条項による「中立地帯設置」につい

かった。

この結論に満足しなかったラムズドルフは、｜月三一日（十八日）に

しかし、日露間の合意可能性を持ったこのロシア第四次回答は、開戦

て日本に働きかけるようにという皇帝の「命令」を伝えている。これは

（⑳三部二○四）。このためにラムズドルフが用意した第四次回答は、第

以前に日本に届くことはなかった。この電文を受け取ったアレクセーエ

皇帝に上奏を行ない、審議会の結論を修正した。上奏は、ロシアの戦争

一項で韓国の領土不可侵を相互の義務としながら、第二項で日本の轍国

フは、必要な場合は修正してもよいという指示を受けていたが、修正を

ラムズドルフ上奏後にニコライニ世から出された指示と思われる。この

に対する利害優越、助言援助、商業発展の保護、第四項で軍隊派遣の権

加えることなくそのまま東京へ転送した（⑱一六一）。しかし、ローゼ

勝利は疑いないとしても、それは日本を支持するほかの諸国の干渉を経

利を認めた。満州については第六項で満州とその沿岸を日本の権益外に

ンは旅順経由の甑文も東京へ直接送られた魍文も共に二月七日の朝（日

点に暖味さがあるのは事実だが、正式協定の内容としては日露交渉は妥

あるとしながら、同時に日本を含む諸国が渚から獲得した「全ての権利

本時間）受け取ることになった（⑳三部二二四）。このとき既に日本は、

ねばならず、数え切れない犠牲を必要とする。したがってこのおそろし

と特権」を尊重するとした。第七項は韓国鉄道と東清鉄道の接続の承認

二月四日（｜月二二日）にロシアとの開戦、外交断絶を決定し、動員令

結の可能性が得られたといえよう。

である。居留地建設についてもロシアは日本の要求を受け入れた。重要

を発していた。ラムズドルフによるロシア側譲歩に基づく日露協商妥結

い苦難を防ぐか、遠ざけることが必要であると修正理由について述べた

なのは最大の対立点であった「中立地帯」設置が取り下げられた点であ

の努力は、結局功を奏しなかったのである。

（Ⅱ）

る。第五項に「戦略的不使用」は残されたが、この案は日本の求めた条
件をほぼ全面的に認めたものといってよい（⑳二三’二六）。
一一コライニ世はこの案を承認し、第四次回答は、ラムズドルフによっ

て指示書と共に三通の電文にして二月三日（一月二一日）に旅順のアレ

Hosei University Repository

日露交渉の最終段階でロシアは、韓国の「戦略的不使用」を除いて、

難航した「満州問題」で譲歩し、諸国の利権を承認して「防壁」の代替

遂行上の統合、統一の欠如の問題であった。これらの問題への対応は、

と国境線の暖昧さという問題、そして体制問題としては制度上また政策

部」政策、帝国統治としての辺境問題、ことに極東辺境の経済的脆弱さ

ロシア極東政策を規定した条件は、国際的にはヨーロッパ要因Ⅱ「西

回答では基本的対立点は解消しており、様々の経路で流されたロシアの

回答が日本に受け入れられなかったのは、不思議であったに違いない。

れている。交渉妥結を確信していた彼からすれば、幾日も以前に送った

絶の通告に接したラムズドルフは、なおも回避の希望を持っていたとさ

しかし、この譲歩にも拘らず、戦争回避は果たされなかった。国交断

おわりに

一つは軍事、経済戦略上極東要因の負担軽減を求める方向となった。こ

妥協案に対して日露間に横たわる「極東問題の解決」という反応も生ま

案といえる「中立地帯」設置要求も撤回した。

の方向の主張は、ヴィッテの韓国議渡論、クロパトキンの満州北部への

こうしてラムズドルフの送った電文がなぜローゼンに届かなかったの

れていたからである（⑳三部二三○）。

いたヴィッテにとって重要なのは彼が進めた鉄道事業を根幹に置いた満

か、また情報としては伝わっていたロシアの妥協案に日本はなぜ応じな

撤収論に見ることができる。既に国庫が枯渇状態にあることを認識して

州利権の確保であったし、クロパトキンにとっては「西部」への備えこ

撃がロシア帝国を内外で大きく揺すぶるということである。内部の衝撃

かったのかという問題は残るものの、間違いなくいえるのは、「満州問

これに対して防衛観点からウラジヴォストク、旅順を結ぶ線を重視す

は一九○五年ロシア革命を生み出したが、対外関係では「現状維持」状

そがヨーロッパ国家たるロシア帝国防衛の本筋だった。そのためには、

る考えが存在した。この方向がベゾプラーゾフらの主張であった。彼ら

態に置かれていたオスマンⅡトルコバルカン問題が再び流動化する。

題」に対するロシアのこの股後の対応は十九世紀九十年代以来追求され

は満州、韓国国境線を重視し、ヤルー利権を利用してそこに「防壁」を

この流動化は、第一次世界大戦という未曾有の戦争につながっていく。

鉄道付属地、さらにはアムール川国境を越えて中国人が流入する事態を

築くことを櫛想した。ここで「韓国問題」と「満州問題」はロシアにお

こうした問題を含めて十九世紀から二十世紀初頭のロシア対外関係はま

てきた極東政策が挫折したということであり、この失敗がもたらした衝

いては満州防衛の強硬路線として結び付いた。そして彼らは、この主張

た別に考察することが必要である。

覚悟しつつも極東要因を軽減することが必要と感じられたのである。

に対立する「巨頭」を無力化するべく極東太守府設置を求めたのである。

これは、皇帝専制を利用して帝国統治の基本的な問題点であった統治の
整合性、統一性欠如を克服しようとする方向を含むものでもあった。
ロシア帝国と日露戦争への道
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ラーゾフの不満は、帰京後の上奏にみてとることができる。そこでは、今
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としている（⑮、⑮一○）。

（１）反政府機関紙『解放』は、「極東問題」よりは「近東問題」こそがロシ

で、これに基づいて日本に協同を説得するのは難しいと述べている。彼に

行われようとしている「譲歩」は日本にとっては「価値ある獲得物」なの

（９）旅順協議会の流れを決定付けた六月二四日（十一日）付命令へのペゾプ

ア対外政策には重要だと論じた。この点については不十分だが、さしあた

一一ハ）ｃ

よれば、唯一の脱出策は太平洋岸の「軍事政治強化」なのである（⑪一五’

下の目的は鉄道線路の安全を維持するにあること疑いを容れずといえども、

この目的を持ってする用兵の結果は、潔圃をして安全かつ永久に満州を管

（、）着任早々のロシア公使小村寿太郎は、七月二四日（十一日）に「露国即

理せしむるに至るべし」と述べた（⑨二六）。

限定した暫定的協定であり、これを満州全域に関わるように報道したのは、
モリソンのミス・リーディングである。この報道をめぐる真偽確認は三月

国問題へのアプローチを受け継ぐものであったとされる（⑳二部一六九）。

（胆）この提案は、イズヴォリスキーに一九○○年八月に伝えられた伊藤の輔

送る「韓国分割」を打診していたとされる（⑥四七）。

（Ⅱ）イズヴォリスキーは、一九○○年七月には日露それぞれが韓国に部隊を

は「戦略フロント」の砿立を目指すものだったとも指摘している（⑮、⑬

（①二九八’三○○、⑥一二一’一二三）。

（旧）「小村訓令」には日英同盟締結後の新しい対応が表れているとされる

ズドルフと会談し、ロシア最終回答がアレクセーエフに送られたと知らさ

（ｕ）栗野は、二月四日（一月二二日）午後八時（ペテルブルグ時間）にラム

せず、「相互合意による影瀞圏」の確立に言及した。この会談内容が来京

れている。この会談でラムズドルフは「中立地帯条項」削除について明言

アレクセーェフとローゼンに送られた電文が来京に届かなかった点を不思

に伝わったのは、日本の開戦最終決定後の二月五日午後五時十五分（日本

議としている。ロシアの譲歩はパリ、ロンドンに伝わっており、英外相ラ

時間）であった。シマンスキーは、このラムズドルフⅢ栗野会談よりも、

ンズダウンはこれを高く評価し、露日間の緊張は解消すると日本の駐英公

⑪六六）。この理解はおそらくヴィッテ回想によるものだが、「ロシアの意

た皇室ヨーロッパ外交で、イニシァティヴを当時の外務省官僚ラムズドル

（６）ニコライニ世のこの積極性は、その心理面からすると即位直後に行なっ

使林に述べた。林は東京に打電し、ロシアの回答が東京に到達しないよう

ダウンにロシアの譲歩は譲歩といえないと述べたとあるが、シマンスキー

本外交文書」にある林の二月三日午後十時五十分発極秘電文では、ランズ

にした。これが二次資料によるシマンスキーの推測である。しかし、『日

フ、蔵相ヴィヅテらによって殆ど否定されたことに起因するかもしれない

（８）和田報告は、ここで膨大な金額を旅順強化に支出することが決められた

（六月二六日）に出された（⑱三部一二三）。

（７）満州の数都市を開放する旨の外務省回状は、協議会開催中の七月九日

（⑳一○五’一○六）。

図」とするのは正確ではない。

これがロシアの意図を示しているという理解がある（①一六三、⑨二三、

（５）北清事変勃発の報にクロパトキンが「滴州のプハラ化」を唱えたとされ、

スキーは述べている（⑳三部九二、九五）。

満州撤退の影響を弱める方法を指摘することで皇帝の関心を得たとシマン

は、「叙述の明断性」にあるという。これに対してアパザーの意見将は、

与え、「満州問題」を東京政府との交渉から除かせたとしている。その力

七）。シマンスキーは、「ヴォガク覚書」が以降の極東政策に大きな影響を

田は、ベゾブラーゾフ上奏と「ヴォガク覚漕」によって彼らのヤルー事業

（４）「ヴォガク覚書」の重要性は、和田によって初めて指摘された。また和

にまで及び、露滑交渉を難しいものとした（⑯六一’六三、⑫一四六、⑳）。

（３）横手の述べるように、アレクセーエフⅡ増融の協定は、ムクデン地方に

の検討課題となっていた（⑳七五－七六）。

（２）極東問題の尖鋭化が懸念されている一九○三年秋にバルカン問題も同様

り拙稿参照（⑤）。政府の対応については、⑳参照。

注
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の言うような内容は見出せない。いずれにせよローゼンは、二月三日発旅
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○五年度（二○○五年一○月二二日）報告原稿。

⑯横手慎二「日露職争史』（中公新書）、二○○五年。

号、ロシア史研究会、二○○六年。

⑮和田春樹「日露戦争Ｉ開戦にいたるロシアの動き」「ロシア史研究」七八

して本国に打電した。その回想には受け取ったの記載はない（③二四、

⑰国§ロ”・§・守己『辱§ＱＣｓｓ三口２Ｆ・己・Ｐｏ８橘ｏと｝の：己ロコョョ》二・二・

この故指示は果たせなかったとローゼンは、国交断絶後フランス公使を介

順宛、四日発東京宛の電文をいずれも日本時間の二月七日朝受け取った。

⑰二三二、⑳三部二二二、二二六）。

⑱国巨目①：冒弓自鳥・函・ど■…・・圏谷§・己§§『・」］上田・－℃ごう
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⑳号・冨員シ・ロ・宍忌。：貝寓箇・律ミロ＆己各汽冒・『・』」し目『．

参考文献
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③外務省編『日本外交文稗』第三七巻節一冊、一九五八年。
御茶の水書房、二○○一年。

④加納格「ロシア帝国の民主化と国家統合’二○世紀初頭の改革と革命』

究会編『日露戦争研究の新視点』成文社、二○○五年。

⑤加納格「日露戦争期ロシアの極東槻ｌロシアとリペラル」日鰯戦争研

築」「史学雑誌』一○五’一○七号、’九九六年。
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⑦同「日露戦争原因の再検討」「年報近代日本研究』一八、一九九六年。

⑧同「日露戦争前期（一九○○’一九○四年）外交史研究の現状」『史学雑
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⑮和田春樹「日露戦争ｌ開戦にいたるロシアの動き」ロシア史研究会二○
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函
ロシア帝国と日露戦争への道

日露協定案参考文献①、⑦、⑨、⑳より作成
(1)日本第１次提案とロシア対案

日露協商案ロ本提案（1903年８月１２Ｈ／７月３０Ｈ）
①清輔両帝国の独立及び領土保全、各国の商工業
のため機会均等

ロシア第一次回答（1903年10月３１]／９月２０日）

①日本に蝉帝国の独立と領土保全を尊重する相互
義務

②ロシアは韓国におけるロ本の利益優越を承認、

②第１項を侵害することなく、蝉国の民事統治改

Ⅱ本は満州における鉄道経営につきロシアの特殊

蕃に鑑み日本が助言と援助を与える権利、日本の

利益を承認。第１条による両国利権を保漣するた

軸国における優越する椛利をロシアは承認

め必要な措置をI]本は翰国において、ロシアは満
州においてとる椛利を相互に承認

③第１項を侵さない限り、韓国における日本商工
業を妨懇せず、その保安を目的のいかなる措置に

③日露両国は、第１条の条項と背馳せざる限り、

郷国における日本及び満州におけるロシアの商業

も反対しない点をロシアの義務とする

④同じI]的のためにロシアに周知をもって軍隊を

的、工業的活動の発達を阻害せざることを相互に

派遣する日本の椛利の承認。しかし、その規模は

約すること。また韓国鉄道を満洲南部に延長し、

現実の必要を越えるものであってはならず、任務

もって束清鉄道及び山海関牛荘線に接続する場合

終了後速やかにWr隊を引き上げる義務をl]本は負

にもこれをロシア側は阻害しないこと

う

④利益保謹、反乱、騒擾鎮定のために[１本より靴

⑤戦略目的のために韓国領土のいかなる部分も利

国、ロシアより満州に乖隊派遣の必要がある場合

用せず、韓国沿岸において朝鮮海峡の通行の自由

には、その派近flI隊は必要人員を超えないこと、

を脅かすいかなる軍事的活動も行わない点につい

また任務遂行後は直ちに召還すべきこと

て相互の義務

⑤韓国における改革及び善政のため助言及び援助

⑥３９度線以北にある韓国領土の一部を条約国の

（ただし必要なる嗣事上の援助を包含する）を与

いずれも軍隊を派遣してはならない中立地帯とす

えるのは日本の専権に属することをロシアは承認
すること

る相互の義務

⑦満洲およびその沿岸をすべての点で椛益外にあ

⑥本協約は以前に韓国に関して日露両国IlUに結ば
れたすべての協定に替わるべきこと

るとするロ本による承認

⑧本協定は韓国に関する鰯日間の以前の協定にか
わらねばならない

(2)第２次案、対案

日本第２次案（1903年１０月３１日／１８日）

①清帝国と韓帝国の独立と領土不可侵を尊重する
相互の義務

．』

①韓帝国の独立と領土不可侵の瞭重の柑互義務

②朝鮮におけるl]本の優勢な利轡と韓１劃に助言.と

②韓国におけるl]本の利益の優位および民生整備

与え援助する権利のロシアによる承認。ここには

への助諏により韓国を援助する１J本の権利をロシ

鯨帝国の統治の改善に向かう軍１１｢援助を含む

アは承認

③韓国においてＨ本の商工業活動発展を妨害しな
い点、同じくこの利益を守る目的の措髄を識ずろ
点についてロシアの義務

④前項の目的のために、また同じく国際紛争を生
四

ロシア第２次対案（日本第２次案への回答）（1903年
１２月１１日／11月２８日）

③韓国におけるＨ本の商工業活動発展、この利謝
擁護の為に措慨を講じることを妨げないことのロ
シアの義務

④韓国への軍隊派遣について日本の権利のロシア

む可能性をもつ蜂起、無秩序を鎖圧するために韓

による承認、商工業保鍵、国際紛争を起こす可能

国に軍隊を派過する日本の権利の承認

性を持つ反乱、混乱を鎮圧するために

⑤海峡の航行の自由を脅かすようないかなる軍取

⑤戦略目的のために韓国領土のどの部分も利用せ

企図も韓国沿岸において取らない点について日本

ず、朝鮮海峡の自由航行を脅かすいかなる軍事活

の義務

動も轆国沿岸で行わないことについて相互の義務

１
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⑥双方の側に５０キロメートル幅の中立地帯を刊

⑥３９度線以北にある韓国領域を中立地帯とみな

行満洲国境に設け津店について双方の義務。そこ

し、その領域に双方が軍を導入しない点について

導入しない

相互の義務

⑦ヤルーに至った場合に輔国鉄道と東澗鉄道を接

⑦満州はその特別椛益外にあることの日本の承認、
韓国はその特別椛益外にあることのロシアによる

続することを妨げないことについて相互の義務
⑧露日間の韓国についての以前の協定の廃止

承認

⑧満州におけるロシアの特殊梅益およびその保持
のために必要な措置をとる椛利を日本は承認

文学部紀要第五十三号

へは協定するいずれも相互の同意なしには軍隊を

⑨輔国との条約義務によりロシアに属する商業と
居住に関する楠利と特権を侵害しない点について

日本は義務とする。中国との条約義務により日本
に属する商業，居住に関する椛利と特椛を侵害し
ない点についてロシアは義務とする

⑩韓国鉄道と束澗鉄道がヤルーまで延伸されたと
きその接合を妨害しない点について双方の義務

⑪本協定は韓国に関して日本とロシア間の以前の
協定に代わるものとする

(3)第３次案、対案
日本口上書（1903年１２月２３日／１０日）

①第２条；「援助」の語句をおく。つまり助言と
援助の椛利。

ロシア第３次回答（1904年１月６日／1903年１２月
２４日）

①日本提案第２項受け入れ

②第５条；韓国領土と戦略目的に関わる義務を廃
する

しかし、以前と変わらず次の点を必要とする

。

③第６条；中立に関する条項を削除する。

②日本政府が以前に同意していた第５項、「韓国
領土のいかなる部分も戦略目的に利用しない点に

口上書と修正をラムズドルフに渡すに当たって栗野

は、もしもiiIi政府が合意に達しない場合、現悩勢にお

ついて相互の義務」を当初のままに維持

③IEI本政府が同じく意図している目的のために、

いては重大な困難、そして紛争すらも起こりうると声

すなわちロシア帝国政府への関係から将来の紛争

明した。わが軍事情報員の行なった観察では「Ｈ本は

へのあらゆる原因を取り除くために」中立地帯に

その勝利を確信しており｣、段高指導部の気分は平静

関わる第６項の維持

で厳かである」典拠：⑳187

｢こうした地帯は例えば中央アジアにおける英露領

有地に間に存在している」（クロパトキン）典拠：⑳
195

(4)第４次案、対案

日本第４次鹸終案（1904年１月１３日／1903年１２月

ラムズドルフ案（ローゼンに渡すべく太守に送付、ま

３１日）

た直接ローゼンに送付）（1904年２月３日／１月２１日）

・自分の第５条の編纂、中立地帯についての第６条の
削除。満洲条項を３つに分けることを求める。中国
と満州の領土不可侵を尊重するについてロシアの義
務。韓国とその沿岸を権益外にあることについてロ

＊協定案の全文

①韓帝国の独立と領土不可侵の尊重について相互
の義務

②輔国における日本の利害の優越と大輔帝国統治

シアの承認。満州におけるロシアの特殊梅維、利益

の雛備について日本が韓国に助言援助を与える権

保持のために必要な措置をとるロシアの櫛利を日本

利をロシア側が承認

四
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③韓国における１１本の工業および商業発展、この

が承認。

利益を守るために行なわれる措置をロシアが妨げ

､小村；「この修正の原因は以前に再三完全に明らか

ない義務

ロシア帝国と日露戦争への道

にされているので、帝国政府は説明を繰り返す必要
を認めない。ロシア帝国政府の新たな審識への固い

④前項で示した目的のため、また国際紛争を作り

期待を表明すれば十分である｣。「満州に居留地を建

出す反乱と混乱を抑制するため韓国に軍隊を派遣
する日本の権利をロシアは承認

設することを許さないという条項を除くことが望ま
しいと指摘しなければならない。なぜならそれはＨ

⑤戦略的目的に輔国領土のいかなる部分も利用し

清間の新しい通商条約に反しているからだ。しかし、

ないこと、朝鮮海峡の遊七の自由を瀞かすいかな

この点で日本は、もしも満州において居留地に関し

る嗣事手段も朝鮮沿岸においてとらないことにつ
いて相互の義務

て類似の権利を有している諸国と|司一の状況に１Ktか
れれば満足である。ロシア対案の第５条の当初の編

⑥清国との条約によってほかの諸国と並んで日本

纂に日本政府が同意しているとするロシア側対案の

によって痩得されているすべての権利と特椛をロ

断定は誤りである。なぜならそうした合意が表明さ

シアは尊重する。その場合日本は、満州をその沿

れたことはまったくないからである｣。「帝国政府に

岸と共に日本の椛益領域外にあるものと承認する
義務がある

よる上述の修正はまったく素直な精神で行なわれて

⑦相互義務は、鰍国の鉄道と来清鉄道がヤルー河

いるので、ロシア帝国政府によっても同じ精神で採
択されることを期待する。日本政府は速やかな回答

まで敷設される時その接続を妨げるものではない

を期待する。なぜならこれ以上の遅延はこの問題解

⑧露日間の韓国に関する以前の協定はすべて廃止

決において両国にとってきわめて望ましくないから
である｣。典拠：⑳１９６

ロシア最終案一九○四年二月三日（｜月二一日）発信の四通の近文

勺『□函シ・ｅ」３．。■』・■し３．口８３胃愚三田量、『冨園。。『冨臣げ貝局・

■騨冨凹演◎百合回、鴎。⑰因襲里三二冒墨畠。『己。三・■・凶①１吋し。

Ⅲ［外相のアレクセーエフ宛秘密電文。ローゼンに通達］

「現下の全般政治悩勢下においてロシアの利諜において極めて望ましいの

は、日本との平和的合意へ進むことであるか、少なくともできる限り日本と

の意見交換を継続することであるという点を認め、皇帝陛下は貴下に三通の

番号付き電文を送るよう命じられた。そこには対応する指示がローゼンのた

陛下はそれと共に地方の条件でこの指示に何らかの修正を行なうことが必

めに含まれている。

る。そして何らかの誤解を避けねばならないが、世下はローゼンに指示を伝

要な場合には貴下がそれについてできる限り短時日に伝えるよう望まれてい

なわち必要なのは、来京政府に第六条の当方側の否定についてあらかじめ明

達し、ローゼンの注意を次の点に向けさせることがきわめて重要である。す

らかとし、秘密条項の形にせよ朝鮮北部に中立地帯を樹立するような形で終

結することである一。

②［外相のアレクセーエフ秘密近文一号」

ゼン伯に次の点を伝達することを承認された。以下の編纂で述べられるロ

＊「一月十六日（一月三日）付貴下の電文の結果、皇帝陛下は貴下がロー

シア側の方針を東京政府に伝える点について」。

提案に接した。

＊「帝国政府は注意深く東京政府によって綿密に真剣に検討された妓後の

ミカド政府によって表明された希望ｌそれは蝋眉の問題の平和的解決

に近づくというロシアの意図にも完全に答えているＩについて同時に検

討し、帝国政府は以下の修正と変更を検討されている協定において行なう

ことを可能と考えるものである。
四
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なる行政の砿立についての障害に注意を向けて、帝国政府は案文から中

⑥双方の利害に合致する中立地帯の確定、また同じく領域において正当
立地帯に関わる第六条を除外することに同意する。

ｂ案文第四条により日本に与えられている反乱もしくは混乱を鎮圧する
の様に保持することが無条件に必要である。〈戦略目的のために韓国領

ために軍隊を韓国に送る権利のために、ロシア側対案の第五条前半を次
土のいかなる部分も利用しない〉。こうした文言は、協定第一条により

韓帝国の独立と領土の不可侵を尊重することを相互に義務とし、ほかの
を一層封じるに違いない。

諸国との条約によっても保障されている基本原則に合致することで反論
ｐ股後に東京政府によって行なわれた滴洲条項への修正に関しては、な
によりも次の点を指摘しないわけにいかない。満州での日本の権益は、
ほかの諸国の利害と比べてまったく取るに足りないものであり、一般に
これに関しては協定へことに韓国に関する追加提案を含むことは十分な

すべての諸国に帝国政府によって対応する保障か与えられているので、
論拠があるとは思われない。

それでも双方の何らかの紛争への原因を除く衷心よりの願いの証拠を提示

〈清国との条約によりほかの諸国と並んで日本によって狸得されたすべての

するために帝国政府は、協定案に次の内容の条項を含む川意を表明する。
椛利と特梅を尊重する。その際日本は、
梅利と特梅を尊重する。その際日本は、満州とその柵岸部を自国の術益領域

外にあることを承認する義務を負う〉。
協定案条項の全文は岻文二号に続く」。

③［外相のアレクセーエフ宛電文二号］
協定案全文参考資料Ｉ川参照。

「皇帝陛下は、ローゼンに案文に落ちている中立地帯についての六条にか

叩［外相のアレクセーエフへの秘密電文三号］

えて日本政府を朝鮮北部に同じく中立地帯を樹立する特別秘密条項署名へ引
き寄せるよう求めることを命じられた。

この際ローゼンは、小村にこうした提案が両帝国間に最も友好的な関係を

強める願いによっていることを理解させる必要がある」。
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