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はじめに　問題提起	

• 問題関心① 

• 満洲事変から日中戦争勃発までの日中外交 

• ☞塘沽停戦協定から一九三五年末までは、軍部の積
極的な「華北自治工作」がある一方、中国を舞台にし
た「外務省×外交部」外交（外交の建て直し）が試みら
れた。  	



問題提起	

• 問題関心② 

• 「中国通」「日本通」外交官が日中関係に果たした役
割。 	



外交布陣 	

• 中国：汪兆銘の外交部長就任と唐有壬、高宗武
の起用。	

• 日本：有吉の公使就任と領事、省内会議による
政策調整	



挫折	
• 中国：汪兆銘銃撃事件（一九三五年一一月一日）、唐有

壬暗殺（同年一二月二五日）	

• 日本：一九三五年一一月の冀東防共自治委員会の成立。	

• 一九三四-一九三五年の外交立て直しとその失敗を考える。	

•  この外交の立て直しは、「中国通」と「日本通」が主導したもの
で、この流れに抵抗する力で挫折した。	



一　外交建て直しの主役たち	
•  汪兆銘が対日外交の中心に 

•  汪兆銘　一八八三—一九四四　広東省三水県出身 。 

•  一九〇四年：法政大学速成科官費留学生 、機関紙『民報』の主筆  

•  一〇年四月北京で清朝の摂政王載灃を暗殺する計画が発覚 。 

•  第一次世界大戦後、孫文が創刊した雑誌『建設』に寄稿し、「列国の中
でもっとも中国を圧迫し、中国最大の脅威は日本だ」という厳しい対日認
識。 



汪兆銘	
•  二四年一月の国民党第一回全国大会で、汪は胡漢民、廖仲愷、李大釗

らと共に中央執行委員に。 

•  二七年四月に外遊先から帰国し、武漢を拠点に反共に転じた南京の蒋
介石政権と対立した。 

•  満洲事変後の三二年一月二八日に行政院長に就任し、蒋汪合作政権。
その後、外交部長も兼任し、「一面抵抗一面交渉」の方針を掲げ、華北
進出の機会を伺う日本との外交交渉を指導。 	



汪兆銘	
•  三五年一一月南京で銃撃され重傷を負った。 

•  三八年三月国民党副総裁に 

•  外交部亜洲司長高宗武らを通じて日本との接触を試み、蒋介石と決別し、
対日講和の道を選ぶ。四〇年三月南京国民政府をつくり、一一月三〇
日、日本と日華基本条約を結ぶ。 

•  四四年一一月一〇日名古屋大学付属病院で死去した。 	



「一面抵抗、一面交渉」	

• 一九三二年二月七日、汪兆銘は「対日問題の談話」を発表。 

•  「一面抵抗、一面交渉」についての説明： 

•  「軍事的に積極的に抵抗しなければ、外交もあり得ない。一方、
外交を有利に展開することによって、軍事的勝利の可能性も
高くなる」。  

•  『中央日報』一九三二年二月八日。	



汪兆銘と満洲	
•  一九三二年七月二七日、汪兆銘・神尾茂会談： 

• 「満洲と中国本部は一体であり、満洲問題を放棄する
ことは領土の分割を容認することだ」	

• 「中日関係の改善は信から出発しなければならない。
余は今後誠意をもって中日関係の改善に努める」。  

•  『大公報』一九三二年八月三日	



李志毓の『驚弦：汪精衛的政治生涯』	
• 「軍事化時代」に生きながら、「文人」的手法で政治を担当

した汪精衛の悲劇。 

• 汪精衛は歴史の大きな流れを把握することができず、具体
的には、中国に広がる抗日の時代的流れ、日増しに影響
力を拡大する共産党の主張に対する認識不足が彼の悲劇
の原因。	

•  オックスフォード大学出版、2014年。	



国民党党史館の史料公開	



周逆佛海致汪逆兆銘函（1940年3月12日） 
	•  （政府成立前の交渉の様子） 

•  先生鈞鑒（一）影佐昨表示近衛首相聲明于十三日夕刊發表（因東京夕刊銷
數多於朝刊，先生宣傳以利用夕刊為佳）希望先生宣言于十二日下午送出十
三日朝刊公布（二）影佐再四要求十五日開中政會。海以為準備不及當雙方
假定二十號開會二十、二十一、二十二開三天，中間準備三天，于二十六日
成立政府。因二十八為維新兩週年紀念，望二十八以前成立可否。明日召開
幹部會議正式決定以便準備一切。請鈞裁。海 上十二日 

•  （館藏編號715.1/100） 



西園寺公一宛書簡（1939年12月5日）	
•  ⻄西園寺公⼀一先⽣生——	

•  以上所說我們縱然不敢說從世界著眼，我們總可以說從東亞著眼，我們縱然不敢
說“有利於國⽽而有害于東亞者，不為也”，我們總可以說⽇日本的利益、中國的利益
都包含在東亞的利益之中。東亞之利即⽇日本之利、中國之利，反之，東亞之害即
⽇日本之害、中國之害。⽇日本與中國現有這樣的共同利害，⽇日本的愛國者與中國的
愛國者不但沒有衝突，⽽而且正⽤用得著提攜合作，⽇日本的愛國者以愛⽇日本者愛中國，
中國的愛國者以愛中國者愛⽇日本。孫先⽣生在《中國存亡問題》中鄭重地說“無⽇日本
便無中國，無中國便無⽇日本”，早已⼤大聲疾呼的為兩國的愛國者告。	

•  縱然從世界著眼，也適⽤用這原則，不過總要先從⽇日本與中國做起，先從東亞做起，
基礎定了，局⾯面⽴立了，才能說到世界，因此中國對於第三國之關係，已不必再說。	



日本外交文書の中の汪兆銘	



在南京須磨弥吉郎総領事発広⽥田弘毅外務⼤大臣宛
1935年1⽉月23⽇日 

•  二十二日汪兆銘（唐有壬同席）ト四時間ニ亘リ会談セルカ汪ヨリ冒頭往電貴見
ニ対スル御答ヲ申上ケ度シト前提シ	

•  一、満洲問題ニ関スル民（脱？）意気無視シ難キモ日本側ノ方針確乎タルモノ
アレハ台湾ノ回復ヲ忘レシメタル例ニ倣フコト然ル可シ即チ日露戦争ニ於テ支
那カ出来得ル限リ日本ヲ援助セル事実ヲ回顧シ満洲問題ヨリ更ニ大ナル問題
トシテ蘇聯ノ外蒙新疆方面進出並ニ其ノ赤化ヲ防止スルコトノ急務ナル旨ヲ高
調シテ満洲問題ヲ忘レシムルノ外方法無カル可シ（客年往電第一一一号三参
照）	



在南京須磨弥吉郎総領事発広⽥田弘毅外務⼤大臣宛
1935年1⽉月23⽇日 	

•  忌憚無ク申シ上クルニ日本ハ独逸トナリテ支那ヲ墺太利トスルカ英国
ニ真似テ印度ト化スルカヲ企テ居ルトノ疑惑今猶去ラサル為御説ノ如
ク偽装親日ト為ラサルヲ得ス 

•  依テ支那ノ幾百億ノ金銭的援助ヨリモ此ノ際右疑惑ヲ除去スル為日本
カ支那ヲ独立国トシテ対等ニ取扱ヒ領土的野心無キ旨ヲ明白ニ表示セ
ラレン事ヲ熱望スル次第ナリ 	



怎樣加強國家的抵抗⼒力	

•   近來日本東京有幾家大報，對於中國論調，予我國人民以極大
的刺激，（略）我們對於日本的態度，簡括一句話，是抗日不
是排日。所謂不是排日，是我們本無害人之意，所謂抗日，是
人既加害於我們，我們不能不予以抵抗。無疑的我們這幾年來
的埋頭苦幹，是為加強國家之抵抗力。個人沒有抵抗力，病魔
一至，便不免於死亡，國家沒有抵抗力，外侮一至，不但國亡，
還要滅種。

•  （1937年5月3日在中央黨部紀念週演講）



在中国⽇日⾼高信六郎臨時代理⼤大使発佐藤尚武外務⼤大臣 
宛1937年5⽉月14⽇日

•  次イテ本官ヨリ過般汪カ紀念週ニ於テ演説セル抗日論ヲ指摘シ右演説ハ詳シク其ノ
内容ヲ玩味シ且汪従来ノ主張ヲ知悉シ居ル者ハ其ノ意ニ在ル所ヲ了解シ得ヘキモ一
般殊ニ日本民衆ニハ文字通リニ解釈セラルル惧アリ支那国民ニ於テモ右ヲ以テ単ニ
日本ニ反抗又ハ反撃スル意味ト解スル者アルヘク斯テハ却テ国民ノ感情ヲ刺戟スル
結果トナルヲ惧ルルモノナルカ今日両国ノ関係ヲ改善スルニハ先ツ国民ノ昂奮状態ヲ
緩和スルコト第一ノ条件ナルヘシト告ケタル処汪ハ同演説ハ決シテ日本ニ反抗スルコ
トヲ唱道シタルモノニアラス新聞ニ発表セラレタルモノハ演説ノ全部ヲ尽シ居ラサル為
或ハ誤解ヲ招ク所アリタルヤ測リ難キモ自分トシテハ寧ロ両国ノ親善ヲ期スル考ニテ述
ヘタル次第ニテ自分ノ同志タル唐有壬ハ斃レ黄郛モ病歿シタルカ自分等ハ之ニ屈セ
ス既定ノ方針ニ則リ益々両国国交ノ改善ニ努力スル決心ナリト縷々陳弁スル所アリタリ	



高宗武の起用	
•  高宗武：一九〇六—一九九四　浙江省楽清出身。 

•  一九二八年来日、九州帝大と東京帝大で学んだ。 

•  帰国後、三二年日本で起きた「五・一五事件」を論評したエッセイを『中
央日報』に投稿したことを契機にコラムニストとなり、中央政治学校教授も
兼任した。 



高宗武	
•  三四年五月外交部に入り、三五年五月亜洲司長に就任した。 

•  一九三八年一一月、梅思平とともに中国側代表として日本側代表の影
佐禎昭、今井武夫と会談し、中国による満洲国の承認、中国における治
外法権の撤廃、華北資源の開発利用、協約以外の日本軍撤退、新政権
の樹立などを含む「日華協議記録」に調印。 

•  三九年五月汪兆銘と共に訪日し、政権樹立に向けての準備に参画した
が、四〇年一月、日本の苛酷な条件を理由に陶希聖とともに和平派グル
ープを離脱し、「大公報」紙上に日華協議書類を暴露した。	



高宗武回想録	
• 「それまでの中国外交は対欧米外交を中心に展開さ

れてきた。中国は伝統的に英米重視であり、英米に信
頼を置いた。外交部で出世した人はほとんど欧米留学
組であった。少なくとも英語を解する人間でなければ
ならなかった。対日外交を担当する人も欧米留学組か
ら帰国した人たちであった。	



高宗武回想録	
• 中国は隣国日本をあまり重視しなかった。対英米外交

が上手く出来たら、対日外交も簡単に処理できると
人々は信じて疑わなかった。日本人は、中国人は英米
文化に毒されたと言って、この点に強い不満を抱いて
いた。英米は中国に多数のミッションスクールをつくり、
新英米の人を多数養成していた。 	



高宗武回想録	
• 満洲事変以降、国際連盟の無能さを露呈した。それま

で国連中心を高唱してきた人々は自信をなくしていっ
た。政府も日本問題を重視するようになった。外交部
の部長と次長のなかで、少なくとも一人が日本通でな
ければならないというのが、暗黙の了解となった。	



高宗武回想録	

• 私は外交部で3年間亜洲司長を務めたが、私が就任
以前は「連盟中心」であり、対日外交は存在しなかった。
私が去った後は両国が戦争状態に入り、当然ながら
外交などあり得なかった。」 	



高宗武回想録	

•  「私は中国でもっとも侮蔑されている人間ー汪精衛が外交部長在任中に
外交部に職を得た。しかし、私が外交部で仕事するようになったのはす
べてが汪精衛の意思によるものではなかった。1934年5月私が秘密裏に
東京と大連を考察したあと、蒋介石委員長は私を外交部に配置する意
思があった。私は当時公使として朝鮮に赴任したかった。蒋介石も朝鮮
の重要性からそのような考えをもっていたようだ。しかし、汪精衛は朝鮮よ
りも大事な仕事があるからといって、私を外交部に入れた。 	



高宗武回想録	

• 汪精衛が外交部長在任中、私は裏方を務めつづけた。
表の役目は汪と次長の唐有壬が担当した」	

•  　　　　　　　　　　　 

•  高宗武『日本真相』（湖南教育出版社、2008年） 



汪兆銘外交を支えた唐有壬 
	•  湖南省生まれ、一九一二年に来日、慶応大学を卒業。 

•  北京大学教授を経て上海の中国銀行に 

•  汪兆銘との緊密な関係を背景に南京国民政府交通部次長、外交部常
務次長に抜擢され、日本との交渉を担当した。 

•  一九三四年二月、外交部常務次長に就任 

•  三五年一二月に暗殺される（41才）。 	



顧維鈞がみた汪兆銘外交部長時代の外交	

•  「私は1934年7月初め、上海に戻った。…それから上海で1年半過ごし
た。…私は華北に対する日本の軍事的侵略に注目していた。…私が
知りたかったのは、政府の満洲事変後の対応であった。…委員長と汪
精衛との会見ではっきりと分かったのは、彼らはいずれも連盟に失望
していたということである。彼らがもっとも関心をもっていたのは、日増
しに激しくなっていった日本の軍事侵略と華北における傀儡の活動で
あった。	



有吉時代の対中国外交	
•  有吉明：一八七六年京都に生まれ。東京高等商業学校専攻部を卒業後、

一八九八年外交官及領事官試験に合格して外務省に入り、同年領事官
補として漢口に赴任した。その後、ロンドン、釜山、パリにも在勤したが、
辛亥革命前の一九〇九から第一次世界大戦終了後の一九一九年まで
の一〇年間、上海総領事として中国に長期在勤した。スイスとブラジルで
公使と大使を勤めたあと、再び特命全権公使として中国に赴任したのは、
満洲国が建国されて四ヶ月後の一九三二年七月。	



有吉外交と須磨弥吉郎	
•  須磨弥吉郎 

•  一九二七年から三七年まで中国に駐在。公使館二等書記官、広東領事、
公使館一等書記官などを経て、一九三三年から南京総領事。	



須磨の中国論	
• 「帝国ノ政策トシテハ理不尽ナル蒋、張（学良）ヲ除キ、

我方ニ理解アル者ニ宰配セシムルノ措置ヲ執」るべき
である。	

• 　日本が執るべき唯一の国策は、「新タナル勢ヲ以テ
反蒋、否、寧ロ討蒋ニ趨カムトスル政府ニ、事実上ノ声
援ヲ与フルコト」	

•  須磨未千秋編『須磨弥吉郎外交秘録』創元社、一九八八年、一四七頁。	



須磨の中国論	
•  「広東政府ト雖モ、謂ハバ一個ノ支那政府ナリ、国民党ヲ根基トスル政府

ナリ」「成立以来先ヅ故孫文ノ遺訓ニ基キ特ニ日本トノ提携ヲ高唱シ、･･･
満洲事件ナル絶大ノショックニ遭フモ、依然其ノ日華提携論ヲ以テ終始
シ居リ、現ニ一層強ク之ヲ高唱セン為改メテ反蒋ノ気勢ヲ挙ゲントシツツ
アルノ真摯ナル態度ハ之ヲ認メザルベカラズ」	



須磨の中国論	
•  「今吾人ハ孫文ノ唱道セル所謂三民主義ノミヲ云為セントスルモノニアラ

ズ。寧口孫文トハ離レテ培養セラレ来レル国民トシテノ自覚ヲ重要視セム
トス。不平等条約ノ撤廃、関税自由権ノ恢復、領事裁判ノ排除、租界ノ回
収等ニ所謂国民的運動ハ何レモ茲ニ萌芽シ、何レ一定ノ形式ニ於テ名
実共ニ純然タル独立国ヲ形成スル迄ハ恐ラク消エザルベキ底ノ国民的
意識ヲ無視スルトキハ殆ド予想シ得ザル結果ヲ招来スルコトアルベキヲ
虞ル」	



須磨の中国論	

•  「満洲ヲ独立セシメ、中央支那トハ全然隔離セシメムトスルノ思想ハ断ジ
テ之ヲ矯正」しなければならない時代錯誤である。	



有吉と汪兆銘の「信頼関係」 	
• 三四年四月の「天羽声明」をめぐって汪兆銘と交渉し

た有吉の談話：	

• 　「中国側の態度につき、とかくの説をなすものがある
が、私は汪兆銘氏の誠意は充分認むべきものがあると
思う。漸次日中関係をよくしようと努力している。･･･空
気がここまで緩和したのは、相当の努力の賜だ」  

•   松本重治『上海時代』 	



有吉の外交姿勢	
•  外交官が自国から賞賛を博すようでは、その交渉の結果に対して、相手

国の国民に不満を抱かせることになり、相手方が不満を抱けば、折角の
交渉の結果はうまく実行され難い。  

•  だから外交官はかえって自国民から非難され、非難されつつ自己の使
命を果たさねばならない割の悪い役を引き受けているのだ。 

•  今日のように交通、通信機関の発達している時代では、各国の情報はだ
いたい正確に不断にかつ迅速に相手国に伝わるのである。このような時
代にビスマルク外交の時代における駆引､術策は効果なく却って害があ
る。 	



 
二　「外交の常道」の試み 

	
•  1935年の日中関係	



広⽥田弘毅外相的議会演説 （1935年1⽉月22⽇日）
• 「支那ノ政局ハ近来稍々平静ノ状況ヲ呈シテ居リマシテ、

政府軍ト共産軍トノ地方的ノ戦闘ノ外ニハ、格別戦乱ヲ
見ナイ現下ノ状況デ、是ハ啻ニ支那ノ為ノミナラズ、帝
国ノ最モ顧念スル東亜平和ノ為ニ甚ダ喜ブベキ現象デ
アリマス…… 
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広田の議会演説	

•  　我国ト致シマシテモ、其善隣トシテ且ツ東亜ノ安定力タル地
位ニ鑑ミマシテ、是ガ実現ノ為ニ一層努力シタイト云フ方針
ヲ有ッテ居ルノデアリマス、而シテ従来両国ノ間ニ多年懸案
デアリマシタ各種ノ問題ガ、漸次解決ヲ見マシテ、支那国民
ガ次第ニ帝国ノ真意ヲ了解スル傾向ノアリマスコトハ、帝国政
府トシマシテモ如実ニ之ヲ認ムルニ吝（やぶさか）デハナイノ
デアリマス」 	
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広⽥田弘毅外相の答弁（1935年1⽉月26⽇日）

• 併ナガラソレカト云ッテ、将来戦争ノ虞ガアルカト申シ
マスニ、少クトモ私ガ今日ノ信念ヲ以テ申シマスレバ、
私ノ在任中ニ戦争ハ断ジテナイト云フコトヲ確信致シ
テ居リマス」 	
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「敌乎？友乎」 

• 「敌乎？友乎——中日关系的检讨」 

• 『外交評論』1934年11月、12月号 

• 蒋介石が要点を述べ、軍事委員会侍従室第2処主
任陳布雷執筆、同第2処秘書徐道隣の名義で発表。 42 



「日本は敵か友か」 	

•  「歴史的、地理的及び民族的な関係の、何れの方面から
見ても、その関係は唇歯輔車の関係以上にあるべく、実
に生きれば、共に生き、死すれば共に死ぬ共存共 亡の
民族ではあるのである。究竟互に敵として共倒れとなる
か？　それとも友好を回復して、共に時代の使命を負ふべ
きか？」 

•  （中央公論1935年4月号） 
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蒋介石日記	

•  1935年3月1日 

•  「（《敵乎？友乎？》）表明對日外交方針與態度，實為余政治生活中
之一大重要事項。國民已有諒解，並多贊成，一月之間外交形勢大變，
歐美亦受影響，自信所謀不誤。」	
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1935年1月1日蒋介石日記	

• 第一「進剿方案應速定」，第二「整軍方案
應速定」。 

• 第三「政治方針」 

• （甲）對倭策動緩和或妥協；（乙）對桂設
法緩和；（丙）對匪積極進剿；（丁）金融
幣制籌備統制。 	 45	 



「日本は敵か友か」の要点	

•  「國家民族的生命是千年萬年的，一時的榮辱得失，祇要不礙及根
本，在歷史上也是常見的，所以祇要日本有誠意謀解決，中國祇須
要求放棄土地侵略，歸還東北四省，其它方式，不必拘泥」  

•  「事實上東北在九一八以前，僅名義歸屬於國民政府，而軍權政權
財權，儼然獨立，至少可說非革命勢力範圍以內之地。不過從前是
有名無實，而今則並喪其名」。 	
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「日本は敵か友か」の要点	

• 第一應知有獨立的中國，始有東亞人的東亞
可言，故第一要義應澈底扶持中國真正的獨
立，纔為日本百年不敝的國策，有獨立的中
國以平等地位與先進的日本相提携，而後日
本為能善用其在「東亞之特殊地位與利益」
（廣田之言）中國亦可發揮其對東亞的使命。	
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「日本は敵か友か」の要点	

• 第二應知時代變遷，明治當年的政策，不復
適用，為澈底更新中日關係，應拋棄武力而
注重文化的合作，應舍棄土地侵略而代以互
利的經濟提携，應吐棄政治控制的企圖，而
以道義感情與中國相結合。 	
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「日本は敵か友か」の要点	

• 第三應知過去中日關係的緊張，中國方面如有十分
之四的責任，日本方面至少也應有十分之六的責任，
而九一八事件以來，日本為貫澈主張，更由中日間
緊張關係而造成與國際間的緊張關係，此種原因，
實由日本對遼遠而未實現的企圖太樂觀，而對於切
近可能的解決，又太悲觀之故。……中日問題的解
決，只須日本一念之轉移。 	
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1935年前半の日中関係①	

•  ①一月二九日　有吉・汪兆銘会談：排日運動を指摘するも、関係改善の
確認。（外交部檔案『関於改善中日関係』） 

•  ②一月三〇日：有吉・蒋介石会談：中国の反日と日本の対中優越感を同
時になくすべし。（外交部檔案） 

•  ③二月一四日：蒋介石、朝日新聞の記者と会見：中日は提携しなければ
ならない。「道義」の二文字は日中問題解決の根本原理。東北（満洲）問
題は反日の国民感情の原因。経済提携は互恵を原則とする。	 50	 



1935年前半の日中関係②	

•  ④二月二〇日：汪兆銘、中央政治会議で中日関係について報告：日本
と中国の歴史的つながりを強調（辛亥革命など）、広田外相の演説は、
我々従来の主張と完全に一致、日中の対立は「誠意」で解決。 

•  ⑤二月一九日、王寵恵を訪日させる。広田外相と会談。焦点は中国の
排日の根絶を求め、あらゆる対中援助の用意がある。	
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有吉明の経済外交
• 「差当つて此の日華関係の調節はどうしても
経済問題を基調にしなければならない。･･･地
理的、人種的、文化的に密接なる関係を持つ
て居る此の日華関係は飽く迄永遠の提携を
図らねばならぬ」

•  《⽀支那経済事情講話》 1935年	



総領事会議
• 一九三五年四月九日付東京朝日新聞 
• 「新対支外交政策の現地案を凝議」 
• 八日上午在上海公使館事務所召開総領事会議 
• 「日支関係に全般的検討を加へ支那に対する現地の根本方策

を決定する重要会議」	
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「総領事会議」（場所：上海公使館） 	

•  有吉公使

•  若杉要・参事官、 
•  堀内干城・一等書記官、 
•  芦野弘、有野学・二等書記官、 
•  横竹平太郎・商務参事官、 
•  川越茂・天津総領事、 
•  坂根準三・青島総領事、 

•  西田畊一・済南総領事、 
•  石射猪太郎・上海総領事、 

須磨弥吉郎・南京総領事、 
•  三浦義秋・漢口総領事、 
•  河相達夫・広東総領事、 
•  塚本毅・廈門総領事など。	

•  　	
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「総領事会議」の目的	
• 会議の目的は、広田外相が打ち出した外交原則に基づき、

有吉明公使を中心に日中国交調整の具体案を作成する
こと。	

• 　そして具体案の骨子は、日中経済提携の目標を実現す
ることであるが、この目標を実現するためにまず中国側の
反日感情を一掃し、しかる後対華経済援助を実施する。 
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「総領事会議」の判断	

• A、中国の軍事、政治は未だ完全なる統一を実現し
ていないものの、すでに統一への希望が見えてきた。
日本としては中国の現状維持に最善を尽すべきであ
り、なかんずく山東、河北、山西、察哈爾、綏遠を含
む華北地域の現状維持に努めなければならない。	
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「総領事会議」の判断	
•  B、中国経済はもはや崩壊の瀬戸際にある。日本としてはこの機会を利

用して中国への投資を拡大すべきである。 

• 有利な条件による投資の結果、中国を貧困から救い出し、日本製品の
市場を拡大することができると同時に、中国経済の中枢に浸透すること
も可能である。 

•  これは英米との視点から考えてもとって、必要不可欠である。	
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「総領事会議」の判断	
•  C、文化事業部の組織を充実させ、中国人の国民感情を善導することも重

要である。	

•  D、日中学会を組織し、南京、上海の両総領事がこれを担当すること。	

•  E、（略）	

•  Ｆ、天津軍を増派するか否かは、軍部の決定に従う。	

•  G、目下、日本軍による華南進出の必要はなく、この問題についての審議
はあとに回すべきである。	
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四⽉月⼆二四⽇日有吉在外務省幹部会的発⾔言
 •  「南京政府が、今春来、我が国に対する態度に一大転換を試みて、親日態度を表明し

てからは、日中関係は満州事変以来の変則的関係を離れて、幾分両国本来の軌道に
乗ってきた感がある。 

•  しかし、この新しい動向は、いまだ中国政局の全局を通じて親日化したというほどの楽
観を許すべきものではない。だが、少なくとも南京の国民政府が対日態度に一大転換
をしたことは、日本にとって千載一遇の好機だと捉えらるべきであり、本省としては、充
分の自重をもって、徐ろに今後の中国対策を本格的に準備すべきものである。

•  しかるに、本省は、この点に関し認識を欠き、自らの矜恃をも忘れ、その考え方や行動
に幾分軽率の譏りを免れがたきものがある。この外務本省の軽率な態度を反映してか、
国内与論の動きも、幾分行き過ぎた点を認めざるを得ない。」 	
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谷正之・満州国大使館参事官の 
有吉批判 	

•  「出先では『蒋介石打倒』に大体一致してゐるのであつて、とにかく蒋介
石に満州国の独立を承認させることがまづ第一である。有吉大使の如き
は、まるで満州国の問題には触れないやうに、結局支那の御機嫌をとる
ためにのみ腐心してゐるやうだが、日本が、連盟を脱退してまで満州国
の独立を決行したのは画期的の仕事であつて、立派に詔勅まで出て、
両国の間は不可分緊密な関係になつてゐる。その国に立寄りもしない
し、……軍の連中に非常に悪い感じをもたせる。とにかく、満州国の独立
を承認させるやうな努力をした気配すらないやうな大使では、軍と一緒に
なつて行くわけには行かない。」	

	

•  同前、二七三頁。	



三、戦争勃発後の外交官	

•  外交の常道を維持する試み	



⽯石射猪太郎
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石射猪太郎	
§ 1887年2月6日　福島県西白河郡に生まれる 
§ 1905　上海の東亜同文書院入学、1908同書院卒業 
§ 1908年9月　南満洲鉄道株式会社入社 
§ 1915年　外交官領事官試験に合格 
§ 1916年より中国・アメリカ・メキシコの各地に在勤、通商局第三課長、英国在勤 
§ 1929年　第二次幣原外相時代に吉林総領事。満洲事変当時、不拡大方針。 
§ 1932年　上海総領事 
§ 1936年7月　特命全権公使としてシャム国駐箚。 
§ 1937年5月　東亜局長に就任。 
§ 1938年11月より、オランダ、ブラジルなどに駐箚	



⽯石射之⽇日中関係観
• 私は一総領事の身分として世界平和のために貢献する

などという、ビジョンの広い理想の持ち合わせはなく、た
だ、霞が関外交の伝統たる国際協調政策の一使徒たる
に過ぎなかったが、中日関係についてはユートピア的の
理想を温存していた。それは学生時代、同文書院で培わ
れた中日両国の唇歯輔車観念から生育したものというべ
きで、中日両国が心から融け合い、各自の利害をプール
して中日兄弟ブロックを形成し得るならば、この東亜はい
かに住みよい天地となるであろうか、また、かくすることに
よってのみ、中日両国は共存共栄し得るのだ。 

•  石射猪太郎『外交官の一生』中公文庫	



⽯石射之広⽥田弘毅観
§ 私には広田外相に新味も強味も感じられなかった。ワシン
トン在勤時代からこの人に対して持った私の崇拝と期待
は、この数年来急にさめつつあった。先年広田内閣組閣
の際、軍部からつけられた注文に唯々として聴従したり、
軍部大臣現役制を復活したりなどした弱体ぶりに幻滅を
感じたのだ。この人が心から平和主義者であり、国際協調
主義者であることに少しも疑いを持たなかったが、軍部と
右翼に抵抗力の弱い人だというのが、私の見る広田さん
であった。 『外交官の一生』、二九三頁。	



石射之近衛首相觀	 
•  1937年8月31日日記	 
• ○近衛首相の議会演説原稿を見る。軍部に強い
られた案であるに相違ない。支那を膺懲とある。
排日抗日をやめさせるには最後までブッ叩かね
ばならぬとある。彼は日本をどこへ持っていく
というのか。あきれ果てた非常時首相だ。彼は
ダメだ。	 



　　　　盧溝橋事件への対応	
§ 　北平大使館からの報告を受けて、外務省では、広田大臣
を囲んで、堀内次官、東郷欧亜局長、石射東亜局長などの
間で「事件不拡大、局地解決」の方針をいち早く決定した。	
§ 「而して広田外務大臣がこれ程御都合主義な、無定見な人
物であるとは思はなかった。所謂非常時日本、殊に今度の
様な事変に彼の如きを外務大臣に頂いたのは日本の不幸
である」	

§ 　 （『石射猪太郎日記』）	
§   	 
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石射猪太郎日記	

•  「外相が五相会議へ出るので口をきく材料を調べる。馬鹿げたものを承知でな
らべてやる。どうせ好い案をさずけても、主張するのをいやがる広田外相だ。」	

（七月一八日）

•  「朝柴山君来訪、外交工作をして呉れぬかと昨日の話をむしかへす。それは無
用と答ふ」	

（七月二二日の）	



⽯石射の辞表（7⽉月21⽇日）
• 一、本月十一日派兵に関する閣議決定以来、屡次清鑑を煩
はしたる通り、小官等の現下の局面拾収の唯一の途は、[中
略]第二十九軍の受諾せる諸条件の履行を見極め、且南京側
の軍事行動停止を条件として、速に増援部隊を帰還せしむ
るの態度を明かに中外に宣示し、以て信を世界に繋ぐにあ
り、而して一面従来の行懸りに捉はれず、真に国際正義に
合致し、且雄偉なるステーツマンシップを含む所の一大案
を提げて、日支関係の根本的局面打開を試むるは正に今日
にあることを確信する。	 	 
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石射の辞表	
• 二、然るに陸軍は今般更に内地師団動員方提議し来る趣の
処、此の際斯かる措置に出ることは前記局地解決、事態不
拡大の主義に依る局地収拾策に背馳し、局面の和平収拾を
愈々困難ならしむるのみならず、遂には派兵に継ぐに派兵
を以てせざるべからざる破目に陥り、最善の場合に於ても
長期対陣の余儀なきに立至り、国力之が為めに困憊し、蘇
連の覬覦（きゆ）を誘致する虞甚大にして帝国安危の分る
る秋なりと信ずるものにして、動員の措置に対し飽く迄絶
対反対の主義を固執方切望に堪へず。	 	 
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7月23日外務陸海軍主管局課長会合での石射提案  
	• 一、状況ニ大ナル変化ナキ限リ飽ク迄現地解決、事態不

拡大ノ方針ヲ堅持シ、コノ上ノ派兵ハ中止スル事。  	

• 　二、現地協定履行ノ見据エツキ、且我方ニ於テ不安ナ
シト認メタル時ハ、自主的ニ速カニ増派部隊ヲ関外ニ撤
収スル事。  	

• 　三、適当ノ機会ヲ捉ヘ前記一及ヒ二ノ趣旨ヲ声明スル
事  	



まとめ	
•  1　転換点としての一九三五年。多様な可能性があった。 

•  2　「外交の常道」への復帰を探った日中両国。軍の影響力と外交の可能
性。 

•  3　日中戦争勃発直後にも、外交の常道への可能性を模索する外交官 

•  4　「日本通」と「中国通」外交官の日中関係史における位置づけ 


