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日清戦争における講和調停の諸相 
―日本外交の視点から―

小西　雄志 
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はじめに

一度始まった戦争は、どのように、なぜ終わるのだろうか。戦争はどのような

過程をへて終結し、またその終結を促進・阻害する要因には何があるのだろうか。

この大きな問題意識のもとに、本稿は「第三者による戦争介入が戦争の終結に

どのような影響を与えるのか」という問いを立て、日清戦争を事例として、主と

して日本外交の視点から歴史的に回答を試みるものである。

「戦争は外交の破綻であって、外交の延長ではない」1）ということがいわれる。

しかしこの言葉は二つの意味で正しくない。第一に、元となるクラウゼヴィッツ

の『戦争論』を先入観なく読めば、外交とは国家と国家の政治的な関係性を意味

しているにすぎないからである2）。当然その外交という概念には、武力を用いた
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外交としての戦争も含まれている。

ただし、たしかに戦争は、少なくとも終結交渉のテーブルに至るまでのあいだ

に限定すれば、参戦国間の（平和的な）外交関係の破綻を意味する。しかし戦争

にかかわるのは、直接の参戦国だけではない。ここに第二の点が現れる。つまり、

参戦国同士にとって戦争は外交関係の破綻であるが、参戦国と参戦していない中

立国の間では、戦争に関係する外交が繰り広げられているのである。その意味で

戦争は単なる外交の破綻ではなく、むしろ平時とは異なる外交を生み出してもい

る。戦争を理解するには、参戦国だけではなく、中立国まで射程を拡大し、戦時

外交を理解することが欠かせない。

参戦国と中立国のあいだの戦時外交としてあげられるものに、「第三者による

戦争への介入」がある。ここに日清戦争を例にとる意義がみえてくる。なぜなら、

1894-1895年にかけての日清戦争は、列強監視下の戦争であったからである。朝

鮮半島をめぐる日清両国の地域的な戦争には、イギリス、ロシア、フランス、ア

メリカ、ドイツ、イタリアが開戦以前からかかわっており、戦争中にも介入の動

きをみせた。日清戦争は、これらの中立国による戦争への介入を、戦争当事国と

しての日本がどう認識していたのかについて検討するよい事例になる。

大谷正の研究動向論文に示されるように、日清戦争に関する先行研究は数多く

あり、近年その研究は多様化し、また深化している3）。しかし政治外交面での研

究は開戦外交期と講和交渉期が重視されており、戦争期間の日本外交については

あまり研究がない。一方で戦争期間中の分析は、「作戦大方針」や戦闘の詳細を

追った軍事的側面を重視したもので、外交との連接についてはあまり重視されて

こなかった。この点を大きく埋めることになるのが、平野龍二の研究である4）。

平野は、政戦略と海洋限定戦争の視点を用いて、日清・日露戦争においてなぜ日

本が有利な講和を結べたのかについて考察を深めた。

しかし先行研究において依然として抜け落ちている側面は、どのようにして、

なぜ日清戦争が終結したのかという問題である。この問題に答えるには、開戦前

と開戦後の外交面での断絶を重視するのではなく、本稿で明らかにするように、

むしろ連続性を重視する必要があると思われる。その意味で、外交的な分析があ

まりされてこなかった戦争期の外交について、連続性を念頭に分析を加えること

は意味があるだろう。

以上を踏まえて、本稿では、陸奥宗光外務大臣と伊藤博文総理大臣を主要な分

析対象とし、彼らが第三者からの介入をどのように構想し、どのように対応した
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のかについて、一次資料により跡づけていく。扱う時期は、1894年 6月下旬から

1894年11月下旬までとする。この期間は、一般には開戦外交期から講和期の始ま

りに分類される。日本政府が清との戦争方針を決定してから、講和へと外交方針

を変えるまでを扱う5）。

本稿の構成は以下のようになる。まず第Ⅰ章では、日本国が開戦を決意した

1894年 6月22日から、戦争が開始されるも趨勢がいまだ不透明な 8月30日ころま

でを扱う。そのなかでは、「米国ヲ以テ第一ト可仕候英魯ハ尤可避」という今ま

でほとんど分析が加えられてこなかった書簡を、開戦外交期の日本外交の文脈に

位置づける。次いで戦争が始まってから戦争の趨勢が決まるまでに、日本政府は

どのような戦争指導ないし終結構想を考えていたのかを描き出す。第Ⅱ章では、

軍事的な趨勢が日本有利で固まった 9月中旬から、日本政府が講和へと方針を変

える11月下旬までを扱う。そこでは、日本政府がなぜイギリスの講和仲裁提議を

謝絶し、アメリカの講和斡旋提議を受け入れたのかという問いに答える。そして、

アメリカの仲介で清から提議された講和の申し入れに関して、日本政府が回答を

作成していく過程を見ていくことにより、「第三国の戦争介入」の影響と意義を

考える。

Ⅰ　日清戦争開戦期における終結構想

1　開戦外交期の調停依頼国構想

日清戦争時における日本外交は、開戦外交期から戦時に至るまで、欧米列強を

意識したものであり続けた。本章では、戦争終結の観点から、講和調停にまつわ

る日本外交の意図や動きを跡づけていく。とくに伊藤首相と陸奥外相に関してそ

の動きを見ていくことにする。

1894年 4月下旬朝鮮で東学党の乱がおこり、 5月末には全州を陥落させた。鎮

圧のために朝鮮が清国へ派兵を求めたとの報に接した日本は、 6月 2日混成旅団

の派遣を決定する。 6月15日には清国が受け入れられない朝鮮の内政改革案を提

議することを閣議決定し、日本は対清開戦方針を決意した6）。そして 6月22日の

御前会議でいわゆる第一次絶交書を決定し7）、23日に清に交付した。

この時期から開戦までを一般に開戦外交期と呼ぶが、開戦まで 1ヵ月ほどを残

した 6月下旬の段階で、陸奥と伊藤は「有事」のときに頼るべき国について書簡

を交わしている。 6月27日の伊藤から陸奥宛の書簡には、以下のように記されて
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いる。

　未雨之綢繆スルノ御用意周到感服之外無之如斯場合ニ遭遇候時ハ愚考ニ而

ハ米国ヲ以テ第一ト可仕候英魯ハ尤可避モノト奉存候此両国ハ両極端之異見

者ト認ムルノ外無之若シ米国不作トノ御高案ニ有之候得ハ独逸ヲ以其次8）

……

この部分を現代語訳すれば、「まだ雨も降っていないうちから準備をなさる用

意周到さには、感服するほかありません。このような場合に遭遇したときには、

愚考ですがアメリカを第一とするのが良いでしょう。イギリスとロシアはもっと

も避けるべきだと存じます。この両国は両極端の考えをもっていると認識するほ

かありません。もしアメリカではいけないとのお考えでいらっしゃるのであれば、

ドイツをその次とするのがよいでしょう。」となる。

すなわち、伊藤から陸奥に送られた書簡によれば、「このような場合に遭遇し

た時」にはイギリスとアメリカを避けて、アメリカを第一、ドイツを第二にする

ことを進言している9）。

「このような場合」とは、どのような場合を指すのだろうか。

まず 6月27日には御前会議が開かれている。会議には「皇族、各大臣、各枢密

顧問官参集して、帝国の執るべき方針を決したが、猶執るべき一切の外交手段を

尽した」10）とあるように、外交手段を尽くしたとの結論に至ったようである。外

交手段を尽くした以上は、何らかの強硬手段が考えられていたとみるのが妥当で

ある。

そのうえで27日夜付の陸奥から伊藤宛の書簡が参考になろう。

［日清関係が］若し破裂免るべからずとせば、此機失ふべからず。古より万

全なる名義を得ようとして却て敵兵の乗ずる所となりたる例不少。況や今日

我が朝鮮に対する勢力は、未だ支那の積威に及ばざる観あるに於てをや。此

の際如何様なる名を以てなり清兵と一衝突を起し、兎も角も一勝を獲たる上、

更に剛柔宜しきを得べき外交上の懸引も可有之、否れば曠日弥久の間に、昨

日小村より申越したる如き他の強国の干渉を招き、或は進退不自由なる地位

に陥るやも難計、旁以て大鳥が申越したる属邦論の争にても、又は其他何等

の問題にても一衝突を為試みては如何。到底不可避衝突なれば、我が勝利あ
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るべき日に衝突するに如かず11）

この「闇くもな開戦論」は結果として伊藤や閣議の支持を得られたものではな

かったが12）、陸奥の認識としては早期の開戦を強く求めていたことが読み取れる。

また開戦理由として支持を得られていないといっても、御前会議で開戦方針は共

有されている状況であったことを忘れてはならない。二人の間では、開戦に関し

ての議論がされていた。

そして28日にも伊藤から陸奥宛に書簡が送られている。「有事之時米国ニ依頼

之事……在北京公使之人物以御探聞第一ト奉存候国柄ヲ選択スヘキ程公使之為人

ヲ参考ニスルコトモ亦必要ト奉存候」13）とあるように、有事のトキに米国に依頼

することに関連して、在北京公使の人物像を調べ、依頼国の選択の参考にするこ

とを提議している。

このように前後の書簡において、伊藤と陸奥の書簡内容は日清開戦についてで

あり、また「有事之時米国ニ依頼」ともあるから、「このような場合」とは日清

戦争のときに調停を依頼する国を選ぶ場合を意味していると考えてよい14）。つま

り、すでに開戦前 6月27日の段階で、伊藤は日清戦争が始まった際に調停を依頼

する国として、米国を第一、次いでドイツを考えていたのである15）。

ただしこれはあくまで伊藤の考えにすぎないものであり、日本政府の確定した

外交方針であったと結論することはできない16）。さらに、開戦前には依頼国構想

と一見矛盾するかのような政策決定がされている17）。 6月30日にもっとも避ける

べき国の一方であるロシアが本格的に介入する姿勢を示すと、日本はもう一方の

イギリスに頼らざるを得なくなるのである。

6月30日にロシアは「日本カ清国政府ト同時ニ在朝鮮ノ兵ヲ撤回スル事ニ付、

故障ヲ加ヘラルゝニ於テハ重大ナル責ニ任スヘキコトヲ忠告致候」18）との公文を

発し、日本軍の撤兵を強く迫った。陸奥はこれに衝撃を受けたが、日本政府には、

「何のなす所もなくして我が軍を撤去するを難しとするの事情」19）があった20）。と

ころで、日本側はすでに 6月25日の陸奥外相とヒトロヴォー駐日露国公使の対話

で、「清国政府ニ於テ何等ノ挙動アルモ日本政府ハ自ラ交戦ヲ挑マサルヘシ若シ

不幸ニシテ交戦スルニ至リタルトキハ日本ハ止ムヲ得ス此ニ至リタルモノト知ル

ヘシ」21）と述べ、日本側からの開戦はないとの言質を与えていた。

撤兵も難しく、まして強引な開戦もできない日本は、ロシアからの撤兵要求が

あった当日に伊藤と陸奥が会談し、撤兵要求の拒否と駐兵の継続を決定する22）。
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正式な撤兵拒否は 7月 2日になるが、この間、ロシアの要求を拒否することに対

する保険として、日本はイギリスに頼らざるを得なかったのである。具体的には、

撤兵要求と同じ30日に、伊藤は陸奥宛に「我ハ英国ニレラーイ［rely］スルノ傾

向ヲ取リ候事ハ不得策トハ不被察候」23）と書き送り、さらに 7月 1日には英国艦

隊を日本近海に留めてロシアへの牽制に使うように勧めることを進言した24）。そ

して 2日には、日本政府の対韓政策を英国代理公使に内密に示すことを勧めた25）。

このように、戦争時に英露に調停を依頼することはもっとも避けるべきと考え

ていた伊藤も、開戦前に見られたロシアの本格的な介入に際しては、イギリスに

頼って対抗するしかなかった。イギリスに頼る以上その意向を無視するわけには

いかず、 7月上旬には日本は開戦の方針を一次断念するに至る26）。しかし清が強

硬な対応を示し、また日本の撤兵拒否に対してロシアが強硬手段を取らないこと

が判明したために、日本はイギリスに頼る必要はなくなり、第二次絶交書を発し

た。続く 7月19日の決定で、具体的な武力行使への道を踏み出した日清戦争は決

定的となった27）。

2　戦争初期にみられる終結構想

前節では、戦争開始以前に、陸奥と伊藤の間で講和仲介国について考えられて

いたことを示した。本節では戦争開始28）以後に、どのように戦争を指導し終結

させるのかが考えられていたのかについて、考察を加える。

6月 2日に朝鮮出兵が決まってから、出兵事務を円滑にこなすために 6月 5日

から大本営が設置されていた。さらに 6月21日には、対清戦争の作戦計画につい

て陸海軍と政府が合同で協議している29）。

この延長線上に、 7月26日にはその大本営に伊藤博文を参加させるよう、徳大

寺實則を通じて明治天皇が指示を出した。伊藤は即日、「総理大臣たる職質上、

単に出師経費の関係のみならず、外交政略上に於て軍事行動を詳悉するの必要あ

る趣を述べ」、これを拝命した30）。実際に次の日に開かれた大本営御前会議から

伊藤は出席している31）。日清戦争は開始時点から、軍事と外交の連携が制度的に

考えられていたといえる。

また日清戦争の初期において、朝鮮政策と密接にかかわる形で戦争の終結が考

えられていた。開戦の詔書にもみられるように、日本の戦争目的は朝鮮の独立が

大きな要素だった32）。 8月17日には陸奥宗光が「今にして帝国の対韓方針を確定

し置かざれば、外交上・軍事上不便を感ずること多きを以て、庿議の確定あらん
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ことを望み、是の日、閣議に四策を提出して之れが議決を求」33）めた。閣議では、

日清戦争の勝敗がまだ決していない段階で、確立した朝鮮政策を立てることは難

しいとしたうえで、四案のうち一つを選んだ34）。戦争の帰趨が判明する前から、

戦中ならびに戦後の朝鮮政策が考えられていたのである。

この17日の閣議を受けて20日には、朝鮮国における外交と軍事の行動について、

第三国の干渉を避けるために、朝鮮国を独立国または同盟国として尊重した態度

をとって侵略とは思われないようにすること、という訓令を大鳥公使などに与え

た35）。戦時中の朝鮮政策は、国内的な動機のみならず、欧米諸国を中心とした第

三国の介入を避けることも想定したものであった。

朝鮮だけではなく、日清戦争全体を見渡した形での戦争の終結ないし戦争計画

に関しては、日本政府、とりわけ外交を担当するものにとってどのように考えら

れていたのだろうか。『明治天皇紀』八によると、 8月30日、天皇は伊藤と話し

たうえで、以下のような上諭を陸海軍部、閣僚がそろう席で発した。

第一　軍国の大計は文武相応して謀議周密を要する事

第二　特に軍事上に於ては大本営と出師首蔣との間其權域を明かにし謀議畫

策其精神を貫徹し遺算なきを期する事

第三　交戦の地海外に在るを以て陸海両軍相待て経畫を為すは論を俟たす故

に大本営の命令を遵奉するの外尚両軍気脈を通し齟齬失敗を予防するの方

法を執る事

第四　交戦の韓地に在るの間は出師首蔣と該国駐在外交官の間各其奉する所

の職域を踰越することなくして気脈の貫通を怠らさる事

第五　国家全局の得失は独り交戦上のみに止らす往々局外与国の干渉を免る

へからさるを以て外交の操縦と軍事の方略と相俟て齟齬することなく終局

の大計に注意すること最も肝要なる事36）

この上諭では、とくに第五において「終局の大計」の言葉を用いていることが

注目される。軍事と外交の齟齬をなくし、国家全局の得失を考えることを要求し

ている。局外与国の干渉を避けながら、戦争を終局へ導いていくことがもっとも

重要とされたのだった。そしてこの上諭が発された直後の席で、伊藤も以下のよ

うに演説をしている。全般的な戦争計画がここで公にされたといってよいだろう。
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　凡そ一国が他国と事を構ふるに当り、敵国に対して進んで戦闘に従事する

と同時に、交戦に伴うて他の邦国と外交関係を生ずること避くべからざるは

言を待たず、今回帝国が清国と開戦するの前、英露両国各〃其の利害相反す

るに拘わらず、名を調停に藉りて干渉を試み、強迫に捗るの形跡をさへ顕は

せり、帝国政府は既定の方針を執り、竟に日清両国の開戦を見るに至る、彼

等今日一時黙視の姿に居るも、将来永く袖手傍観せざるべく、或は恐る強力

を用ゐて其の目的を達せんとするも遠きにあらざることを、故に目下の急務

は、斯かる干渉を受くるに先だち、速やかに清国に向つて一大捷利を博し、

何時にても敵国に対して我が要求条件を提出するの地歩を占め置かざるべか

らず、よりて外交関係を慎重にするため、内に於ては文武相応じて之に当り、

又閫外に在りては善く庿謨に依遵し、以て苟くも軍国の大計を誤ることなき

を期せずんばあるべからず37）

伊藤の演説で懸念されているのは、本来は利害が対立しているはずの英露両国

からの一致した圧力であり、いずれ武力干渉に至るかもしれないという恐れだっ

た。その干渉が起きるまえに、清国に大きな勝利を収め要求条件を提出する必要

がある、というのである。そのために軍事と外交の連携を説いた。日清戦争は結

果として、この天皇と伊藤の言葉のとおりとなり、軍事と政治の関係は対立より

も協調の軸でとらえるべきものとなった38）。

すなわち開戦時点での戦争計画は、英露を筆頭とした列強の戦争介入を避けな

がら、政治と軍事の協力のもと、清国に対して大きな軍事的勝利を収め朝鮮政策

を軸とした要求条件を強要することであると約言できる。つまり開戦後には、列

強を局外中立に保ち戦争介入を避ける方針ができていたといえる39）。

Ⅱ　欧米諸国からの講和への介入

1　イギリスからの講和仲裁提議

9月16日には平壌総攻撃を仕掛けていた日本軍が平壌を占領した。17日には黄

海の海戦で、日本海軍は清国海軍を撃退する。ここに清は朝鮮半島から撤退し、

日本は開戦目的の領域であった朝鮮を支配下に置いた。

この時点から、戦争の大勢が決したとみた列強が調停に動き出す。画期となる

動きとして、10月にイギリスが、そして11月にアメリカが講和への介入姿勢をみ
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せたことの二つがある。日本はイギリスの講和仲裁提議を謝絶し、アメリカの講

和仲介提議に関しては受け入れた。本章ではその過程を跡づける。

10月 8日、駐日英国公使トレンチが日本に講和条件案を提示、回答を求めた。

その条件案は、「日本政府ハ各国ニテ朝鮮ノ独立ヲ担保スルコト及軍費トシテ日

本国ヘ賞金ヲ拂ウコトヲ以テ講和ノ条件トシテ承諾スヘキヤ」40）という、列強に

よる朝鮮独立承認と清国による戦費賠償であった。

これを受けた当日の夜遅く、陸奥は伊藤宛に長文の書簡を送っている。陸奥は

イギリスの講和条件提案は熱心なものだとは考えず、日本の講和条件を探ること

が目的だと判断した。しかし懸念していた列強の干渉の端緒が開けたのであるか

ら、現段階だけではなく、将来を考えて慎重に回答する必要があるとの認識だっ

た41）。

この初めての講和条件提議に対して、陸奥は同じ書簡のなかで甲乙丙の三つの

対応案を提示して伊藤に意見を求めている。

甲案　一、清国ヲシテ朝鮮ノ独立ヲ確認セシメ、且ツ朝鮮ノ内政ニ干渉セサ

ル永久ノ担保トシテ、旅順口及大連湾ヲ日本ニ割与セシムル事。

　　　二、清国ヲシテ軍費ヲ日本ニ償還セシムル事。

　　　三、清国ハ其欧州各国ト訂結セル現行条約ヲ基礎トシ、日本ト新条約

ヲ訂結スヘキ事。

　　　　以上ノ条件ヲ実行スル迄清国ハ日本政府ニ向ヒ充分ノ担保ヲ与フヘ

キ事。

乙案　一、各強国ニテ朝鮮ノ独立ヲ担保スル事。

　　　二、清国ハ台湾全島ヲ日本ニ割与スヘキ事。

　　　　其他ノ条款ハ正ニ甲案ト同ジ。

丙案　日本政府カ如何ナル条件ニ由リ、戦争ノ息止ヲ承諾スヘキカヲ確言ス

ル前、先ツ清国政府ノ意嚮ヲ承知スルヲ要ス42）。

この甲乙については日本側初めての講和条件案とみてよい。その講和条件案の

甲乙で目標とする占領地が異なっていることを重視して新たな戦争目標が確定し

ていなかったとする理解もあるが43）、むしろ朝鮮の独立という以前からの戦争目

標が一貫していたとみるほうが適切であろう。条件案の説明によれば、甲乙で占

領地が異なるのは、日本だけで朝鮮独立を達成するのか、列強の承認によって朝
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鮮独立を達成するのかの違いからくるものだった。この時点で日本が清国に望む

最低限の条件は、朝鮮の独立を達成することと、どこかの占領地を割譲させるこ

とだった。

この条件案そしてイギリスへの回答に関する検討のため、伊藤と陸奥のあいだ

で書簡が交わされている。10月11日付の陸奥から伊藤宛の長文の書簡をみると、

講和条件案の検討と同じくらいの分量をロシアの動向に費やしていることがわか

る44）。つまりイギリスの講和条件提議に対して、合同干渉の可能性は薄いと見て

おきながら、まず陸奥が詳しく検討したのはロシアの動きであった。開戦前にも

みられたように、イギリスとロシアを「両極端」にみる外交方針はここでも同じ

だった。そこで陸奥はロシアがイギリスに同調する気配がみえないとして、「各

列強への商議」は取るに足らないことが明白になったと判断した。結局、他の列

強の連合干渉はないことが在外公館からの電報で裏付けられていき、10月23日に

イギリスの仲裁を謝絶するにいたる。日本の優勢が明らかであったため、前に述

べたように列強の戦争への介入を避ける方針をとっていた日本にとって、軍隊を

進めて講和条件案を清国に押しつけることが優先された。

陸奥が10月 8日の書簡で「列強の干渉の余り面倒にならさる以前に何れの地方

にても占領し置くこと必要」と述べたように、列強による戦争への介入をできる

だけ避ける方針は開戦外交期から維持されており、さらに列強の介入が本格化す

る前に占領地を広げていくことを目指していた。清国に求める日本の最大の条件

が旅順港と大連港の割譲を含む甲案だった45）ことは、後述するように講和を妨

げる要因だったというよりも、講和を促進する要因として作用した46）。

2　アメリカからの講和斡旋提議

（ 1 ）　当初の対応方針

11月 8日には、在米栗野公使からアメリカが調停役を申し出たとの一報が入る。

大統領ハ若シ大統領ニシテ随意ニ日清両国間ノ友誼上ノ仲裁者タラントセハ

日本国政府ニ於テ之ニ対シ異議アルヘキヤ否ヤヲ知ラント欲ス……米国ハ日

本国ニ対シ同情ヲ有スルヲ以テ素ヨリ日本国ノ戦勝ヲ妨クルノ意ナシト雖ト

モ或ル欧州ノ邦国ハ好機ニ乗シ強迫的ニ干渉ヲ試ムルナラント信ス而シテ其

節ハ重大ナル困難ヲ生スルニ至ルヘシ47）
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イギリスの提議と異なり、日本はこれを11月17日に結果として受け入れる48）。

従来の研究にはこの決定を開戦前から決まっていたものとみなすものがあるが49）、

史料によればそう単純ではない。

たとえば、米国の友誼調停の申し出を受けた当日、陸奥が伊藤宛に以下のよう

な書簡を送っている。「米政府は多分清国に依頼されたる事と存じ其所言は誠に

水の如く別に回答すべき点も無之候へ共、之を回答せさる訳けにも難成、兎に角

当らす障らすに回答致し置可申候」50）。すなわち、回答するようなこともないが、

申し出を受けた以上何らかの回答は必要であり、あたりさわりのない回答で済ま

せようということだった。少なくとも陸奥にとって、当初から講和仲介を受け入

れる方針であったことは窺えないのである。

巽来治郎も「事局を日清の間に限定せんとするは日本本来の外交方針にしてそ

の事局をして日清両国以外に奔逸するは其好む所にあらされはなり」51）と述べて

いる。イギリスの提案を謝絶したときと同じように、基本的には欧米列強の仲裁

は受けない方針だったといえる。また意外なことに、17日に送られるアメリカへ

の公式の回答文では、講和仲介を受け入れることを直接認めていない52）。

しかし先にも述べたとおり、結果として日本はアメリカの提案を謝絶せず、受

け入れることになった。この外交方針の転換は、どのように、なぜ起こったのだ

ろうか。

（ 2 ）　アメリカの斡旋受け入れ

陸奥が当初アメリカの提案に冷淡な態度を示したのと対照的に、伊藤は翌日の

9日に井上馨宛に以下のような書簡を送り、講和談判を考える胸算が底意にある

ことを告げている。この書簡を跡づけていくことで、なぜアメリカだったのかに

ついて答えることができるように思われる。

　清国政府にも既に和議論相起候事と見へ、欧州諸国え仲裁及依頼候由電報

有之候。定て従外務省報道有之候事と奉存候。欧州諸国よりは為何事も不申

来候へ共、米國大統領より単独に仲裁の労を取り度云々申来候故、不日可及

回答筈に有之候。尤米國は欧州連衡の仲裁或は為日本不利にも可有之乎の懸

念有之候故、米國率先して為両国和平に帰せしむるの手段を盡し度と申趣意

に被察候。

　……目下外務大臣も当地滞在中にて、将来の終局に付、商議中に有之候。
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勿論前途の事難致豫定候得共、機宜に應じ何時談判を開くに至るも難料候に

付、胸算は相立置候底意に有之候53）

米国からの提案を受けたとき、日本の第一軍は鴨緑江の渡河を成功させて満州

を順調に進軍していた。第二軍は遼東半島への上陸作戦を進めているところだっ

た。清国領内への進軍を受けて清は、11月 3日に英米仏露独の公使に対して仲裁

を依頼した54）。日本も 7日に、清国が列強諸国に公的な仲裁依頼をしたとの情報

に接していた55）。イギリスやロシアに対して清国が個別に仲裁を依頼することは、

開戦外交期からしばしばみられたことだったが、列強全体に一度に仲裁依頼をす

ることは初めてだった。

そうした清国の講和への動きを聞いており、開戦外交期にアメリカに依頼する

ことも考えていた伊藤は、アメリカについても依然として親近感を持ち好誼的仲

介を信じられたのだろう56）。また清国領内に本格的に進軍していたことも、列強

の本格介入を懸念して講和の談判を実際に考えることを促した。

そしてあまり明確に指摘されないが、欧米諸国が日本に対して提議する講和調

停の内容が異なっている。イギリスは講和条件にまで踏み込んで講和を「仲裁」

することを提議しているが、アメリカは講和を仲介するだけで、単なる「斡旋」

にすぎなかった57）。こうした「調停」の方法の差は、列強からの戦争への介入を

懸念していた日本からすれば、大きな役割を果たしたと考えられる。

アメリカによる斡旋のように、紛争当事者間の仲介役に徹する調停方法ならば、

日本にとってとくに脅威には映らなかった。しかし一方で、イギリスによる仲裁

では、イギリスの意向が反映されて日本の要求が呑まれない恐れがあった58）。

当時清国や朝鮮に権益をもたないアメリカが、あくまで「斡旋」であることを

明示して講和仲介を提議してきたため、その提案を日本側は信頼することができ

たのである59）。

3　アメリカを介した清からの講和提議

（ 1 ） 陸奥を中心にした講和への道

アメリカが講和仲介を提議し、日本がそれを非公式に受け入れる決定をする時

期と並行して、中国大陸では日本陸軍による旅順・大連の攻略作戦が進められて

いた60）。そして日本軍が旅順を占領した翌日の11月23日61）には、アメリカを通じ

て、清国から初めての講和談判の申し入れがされた62）。その内容はイギリス仲裁
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定義のときと同じく、朝鮮の独立承認と戦費賠償を講和の基礎とするものだった。

この11月下旬に、少なくとも陸奥は、講和交渉に入ることを考えていたようで

ある。すなわち日本側としては、11月下旬から講和期に入ったとみるのが適切で

あろう。日本外交からすれば、早期講和の可能性は、この時点から現実味を帯び

てきたといってよい。

その根拠には、陸奥から伊藤宛に送られた、11月中旬から下旬にかけての書簡

があげられる。まず11月17日付の書簡によれば、陸奥はデニソンに指示して作ら

せていた「平和条約草稿」を伊藤に送っており、その条件について「御出発前篤

と御相談之上取定め申候積りに候」ため、あらかじめ読んでおいてもらいたいと

述べている63）。またその 4日後の21日には、「先日差上置候休戦条約の英文」に

ついて、デニソンの修正をへたうえで、この時点での「正しき草稿」を送ってい

る64）。つまりアメリカへ斡旋受諾を通知する以前から、外務省内では平和条約に

ついて検討が進められていたことを示すものである。それも英文を準備していた

ということは、イギリスの仲裁提議の際に見られたような性急なものではなく、

11月中旬には講和条件案を真剣に考えていたことを示している。

講和条件を真剣に考えているという文脈を念頭に置いたうえで、11月26日の書

簡を確認したい。

　旅順口大勝の吉報邦家の為御同慶此事に御座候。諸侯出発後数次電信を以

て御往復申上候米国公使へ回答案を瘉相発し候事に相成候へは、兎も角も清

国の実情相顕れ可申事と存じ候。……

　又一面清国と講和の端緒を開き候上は恰も今日迄外交上の運動が海陸軍の

運動に伴ひたる如く、海陸軍の運動が将来の外交上の運動に相伴ひ候義肝要

に有之、就而は今日旅順口陥落の勢に乗じ米国公使へ回答を為すは最も其機

会を得たるものと相考候に付、昨夜差上候電報の御返事有之次第直ちに米公

使へ回答可相発、左すれは清国より何とか回答可有之候。而してその回答不

満足なる時は、時期を失わす直に海陸軍を活用して清国をして更に恐懼の志

想を起さしめ候義必要に候。その行軍の方針は山海関なり台湾なり威海衛な

り、大本営の軍機に属する事なれは敢て容喙せされとも、外交上の結果より

海陸軍の一運動を要し候場合には瞬間に其働を始められ得へき様兼而大本営

と御打合置被下度、否されは清国の回答不満足なる時に我海陸軍の運動外交

上の進行と符合せさる時は、折角今日迄占有し来りたる国光も稍頓挫する所
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なき能はすと存じ候65）。

ここで述べられていることは以下のように約言できる。清国と講和の端緒が開

かれた以上、軍隊行動は外交の動きと連動することが重要である。旅順港を陥落

させたことが判明したいま、アメリカを介して中国が提案してきた講和条件が受

け入れられないことを伝えれば、中国から何らかの回答があるだろう。そして中

国側の回答が不満足な場合には、日本軍を活用して中国にさらなる「恐懼の志想」

を起させることが必要であるから、政治と軍事の運動を一致させるように打ち合

わせしておいてもらいたいとのことだった。

旅順港を占領したのだから、中国からの回答は当然、以前よりも日本の意向に

沿ったものになると陸奥は考えていたのだろう。あらかじめ伊藤以外の閣僚が同

意した清国への回答原案では、朝鮮の独立承認と戦費賠償では講和の基礎として

は認められないこと、度を超えた条件は望まないが戦勝に見合った条件を望むこ

と、清国が講和全権委員を任命すれば日本の委員との会合で望む条件を説明する

との三点が主となった66）。

つまり陸奥は、清国と日本の全権委員同士の会合が開かれれば、日本の講和条

件を説明すると回答しようと考えた。これまで日本側が講和条件を隠してきたこ

とを考えると、清国が講和全権委員を任命すれば会合の席で条件を説明するとい

う明確な条件をだしたことは、日本外交からすれば明らかに講和の道を作ったと

いえる。イギリスの仲裁提案時に、清に望む最大の条件として旅順港の割譲を設

定したことは、講和への道を準備したといえる。

（ 2 ） 清国への回答案修正過程―アメリカ斡旋の影響

ただしこの回答原案を修正する過程では清国の講和意志に疑問がもたれた。伊

藤は「清国政府ニ於テ実ハ今日和睦ヲ願望スルモノニ非ス」67）と陸奥に述べ、陸

奥がこれに返す電報で「疑ヲ容レサルトコロナリ」68）として受け入れていること

は注意を要する。清国の講和意志は容易に信じられるものではなかった。先に引

用した17日の伊藤宛書簡が示すように、伊藤が広島へ出発する前に、陸奥と伊藤

は「講和条約草案」について話し合っていたと推察され、そのなかで清国の和睦

意思については伊藤がすでに疑問を呈しており、陸奥もそれを了解していたよう

である。

和睦意志が疑問視されるなか、23日に清国からの講和の基礎が提示された。24
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日には旅順港陥落の報が届き、陸奥は26日の書簡を送ったのだと思われる。伊藤

から言われたとおり清国が本当に和睦を望んでいるかについては疑問が残るが、

旅順港陥落の報を重視していた陸奥は、以下のように伊藤案に講和への道を広げ

るような修正を加えている。

已ニ合衆国ニ向テ媒介者足ランコトヲ申入レタル今日ニ於テ若シ貴大臣ヨリ

提出セラレタル回答ヲ其儘交付セハ或ハ拒絶ケマシク見ユルナランコトヲ恐

ル……我ヨリ何ヲ斯様ノコトヲ述ヘサレハ我ニ於テ事ヲ極度迄進ムルノ決心

アリトノ感覚ヲ与フルノ恐アリ而シテ此際斯クノ如キ感覚ヲ醸スコトヲ避ク

ルハ緊要ナルカ如シ69）

陸奥はこのように、清だけではなく仲介者としてのアメリカにとって、回答案

がどうみえるかについて配慮していた。直接的には清への回答だったが、仲介者

であるアメリカにとって拒絶とはみえないような文面になる必要があることを考

えた。つまり客観的にみて、この修正は講和交渉開始への道を広げたといえる。

清から満足の回答がもたらされれば、講和交渉に移る準備を整えていたといって

よいだろう。

このような経緯をへて11月26日にアメリカを通して清に交付された口上書は、

以下のようになった。

　北京及東京ニ於ケル合衆国ノ代表者ヲ経テ清国ノ申出タル提議ハ平和ノ基

礎トシテ日本ノ承諾スル能ハサル所ノモノナリ

　現今ノ状況ニテハ清国政府ハ満足ナル講和ノ基礎ニ同意セント欲スルカ如

キ心情アリトモ思ワレス、然レトモ若シ清国政府ニ於テ真実ニ和睦ヲ願望シ

之レカ為メ正当ノ資格ヲ具ヘタル全権委員ヲ任命スルニ於テハ日本政府ハ両

国全権委員ヲ会合セシメタル上日本政府ガ因テ以テ戦争ヲ息ムルコトニ同意

スヘキ条件ヲ宣言スベシ70）

すなわち、清が心から和睦を望むとは思われないが、もし本当に和睦を望むの

だったら「正当ノ資格ヲ具ヘタル全権委員ヲ任命スル」ことを要求した。そのう

えで日本の全権委員との会合のなかで、休戦条件を宣言するとした。

なおこの口上書を米国に交付するとき、陸奥はこれらのコミュニケーションを
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秘密にすることを要求している71）。講和期に入ったといえども、干渉の可能性が

あるイギリスなど他の列強には知られてはならないものだった。すなわち裏側か

らいえば、この回答が漏れて大事になる可能性を考えながらも、講和条件を宣言

するとまで踏み込んだ表現を残したのである72）。

この回答文はあくまで清国から提議された講和の基礎に対する回答ではあった

が、日本が講和条件を宣言する条件として清が全権委員を任命することという明

確な条件を提出していることが注目される。これは、イギリス仲裁提議に対して

講和条件を言うべき時期にはないと謝絶したことからすれば、日清戦争始まって

以来の、明らかな講和への道が生まれた瞬間だった73）。

しかしこの回答に対する清の回答は、明らかに和睦を望んでいる文面ではなく、

また全権委任を任命するよりも先に日本側の講和条件が知りたいとのことだっ

た74）。日本側からすれば到底受け入れられる回答ではなく、最初の講和交渉への

道は閉ざされた。

しかしそれでも日本側は、アメリカを介したコミュニケーションを打ち切るこ

とはしなかった。実際に清との直接講和交渉に移るまで、アメリカを介してのコ

ミュニケーションが続けられた75）。第三者の介入は、確実に講和への道を維持し

続ける要素となったのだった。

おわりに

本稿では、日清戦争の開戦以前から戦争前期について、戦争終結の観点から事

実を整理した。とくに戦時外交に携わった伊藤首相と陸奥外相に焦点を当て、一

次史料を用いながら時系列的に扱った。

本稿の限界として、調停提議をしてきた国々の視点について書くことができな

かった点があげられる。戦争は第三者が存在するなかでの当事国間の相互作用で

あり、その様相を描き切れなかった点は今後の課題としたい。戦争の終結は、一

方の当事国が終結に傾いただけでなされるわけではない。

そのような限界があってなお、日清戦争を戦争終結の観点から分析し、明らか

になったこととしては、以下の点があげられる。第一に日本は、戦争以前から講

和調停について考えており、「終局の大計」にも注意を払っていたことが示され

た。近代日本として初めての本格的な戦争の初期から、終結構想を備えた戦争計

画をもっていたのである。また講和調停としては日露戦争以降が有名であるが、
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その起源は明らかに日清戦争にあったといえるだろう。第二に、戦争当事国が第

三国の講和調停を受け入れるさいの基準についても、一定の示唆を示せたものと

考える。そこでは、開戦前からの連続性、講和条件案で規定された土地の占領、

提示された講和調停の方法が判断基準の一つとなったことが示せた。戦争終結論

のなかでも、第三国の要素は戦争終結の様態に影響を与えることがわかっており、

一つの事例として日清戦争を位置づけることができたのではないかと考える。第

三にアメリカの講和仲介は、日本外交からすれば、講和交渉の道を補強する結果

となり、また清との講和にいたるコミュニケーション回路を維持させる要因とし

て機能した。アメリカの講和斡旋は、日清戦争の講和の道を作ったものとしてさ

らに評価されるべきだろう。

1） 日清戦争の開戦過程を詳細に分析した高橋秀直も「『戦争は政治の延長』といわ
れる。たしかに日清戦争は内政の延長で始められた戦争であった。しかし外交に
関しては、開戦は延長ではなく断絶であり、そもそも政治自体、そのなかに存在
していなかったのである」と述べる（高橋秀直『日清戦争への道』東京創元社、
1995年、500ペイジ）。

2） カール・フォンクラウゼヴィッツ（日本クラウゼヴィッツ学会訳）『戦争論』（芙
蓉書房出版 、2001年）。

3） 大谷正「日清戦争」明治維新史学会『講座　明治維新』第 5巻（有志舎、2012年）、
113-148ペイジ。

4） 平野龍二『日清・日露戦争における政策と戦略』（千倉書房、2015年）。
5） 外交方針と外交交渉は峻別して考えるべきであろう。詳しくは、坂野正高『現
代外交の分析』（東京大学出版会、1971年） 8 - 9ペイジを参照。方針転換後の日
本外交や軍事政策は扱うことができなかったので、斎藤聖二『日清戦争の軍事戦
略』（芙蓉書房出版、2003年）や平野『日清・日露戦争における政策と戦略』な
どを参照してもらいたい。

6） 高橋『日清戦争への道』、349-357ペイジ。
7） 高橋『日清戦争への道』、358-361ペイジ。宮内庁『明治天皇紀』八（吉川弘文館、

1973年）、442-443ペイジ。
8）「陸奥宗光関係文書」（国立国会図書館憲政資料室所蔵）10-68文書。下線は引用
者、以下同じ。また本稿では引用に当たり、旧字を新字に適宜改めている。

9） なぜアメリカとドイツをあげたのかについては、1893年 7月 8日の臨時閣議に
おいて、伊藤内閣が条約改正交渉で「英、独、米」を先にすると決定したことに
みられるように、あらかじめ親近感があったものと思われる（春畝公追頒会編
『伊藤博文伝』下、春畝公追頒会、1940年、復刻、原書房、1970年、20ペイジ）。
ただし特に朝鮮半島の問題に対しては、イギリスに依頼するとロシアの介入を避
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けられないために、自ら依頼する国としてアメリカとドイツのみが残ったと考え
られる。

10） 津田茂麿『明治聖上と臣高行』（白笑会、1928年）、897ペイジ。
11）『明治天皇紀』八、63-64ペイジ。［ ］内は引用者による補足を示す。以下同じ。
12） 高橋『日清戦争への道』、382-383ペイジ。
13）「陸奥宗光関係文書」10-69文書。
14） 檜山は「列強調停介入が不可避の場合」に選ぶ調停国だとしている（檜山幸夫
「日清戦争における外交政略と戦争指導」福地重孝先生還暦記念論文集刊行委員
会編『近代日本形成過程の研究』雄山閣、1978年、487ペイジ、註85参照）。

15） ここで「依頼」の意味が問題となるが、1893-1894年の防穀令事件をみるに袁世
凱にまず居中調停を依頼していることに注目したい（外務省編『日本外交文書』
第26巻、日本国際連合協会、1953年、159文書、339-342ペイジ。以下、『日本外
交文書』を使用するさいには、『外文』巻号 -冊数と略記する）。国際紛争という
意味では同じであるから、調停を依頼するという意味で考えてよさそうである。

16） 実際に日清戦争が起こり、アメリカからの講和仲介提議がなされたときには、
陸奥はあたりさわりのない回答をすることを考えていた。この点については、第
Ⅱ章第 2節で詳述する。

17） 伊藤之雄『伊藤博文』（講談社、2009年）、369-371ペイジでは、「陸奥宗光関係
文書」を中心にみて議論を組み立てており、30日になされたロシアの本格的介入
を考慮していないために、「米か英か」という単純な二項対立に押し込めてしま
い矛盾した説明に陥ってしまっている。ロシアの本格介入は以下で示すように極
端な状況であったのであり、ロシアの脅威に対応するために両極端の国であるイ
ギリスに「レラーイ」したのであって、戦争のさいに調停を依頼する国としてイ
ギリスを選んだのではない。なお以下の記述は、高橋『日清戦争への道』、399-
419ペイジに大きく依っている。

18）『外文』27- 2、633文書、284-285ペイジ。
19） 陸奥宗光（中塚明校注）『新訂　蹇蹇録』（岩波書店、1983年）、80-81ペイジ。
20） 具体的には、檜山幸夫「日清戦争における外交政策」東アジア近代史学会編『日
清戦争と東アジア世界の変容』下巻（ゆまに書房、1997年）、47-52ペイジを参照。

21）『外文』27- 2、620号文書、274-277ペイジ。
22） 陸奥『蹇蹇録』、81ペイジ。
23）「陸奥宗光関係文書」10-71文書。
24） 同上、10-72文書。
25） 同上、10-73文書。
26） 高橋『日清戦争への道』、398-410ペイジ。
27） ただし日清開戦は構造として決定的になったものの、なお伊藤など政府内には
慎重論が残っていたことにも気を付けておくべきであろう。また高陞号事件のの
ちには、陸奥と伊藤が急に開戦策を阻もうと動いている（高橋『日清戦争への道』、
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426-435、455-458ペイジ）。
28） 日清戦争の開始時点についてはさまざまな見方が存在するが（もっとも簡潔に
まとまったものとして、大谷正『日清戦争』中公新書、2014年、67-69ペイジを
参照）、ここでは 7月25日の豊島沖海戦をもって戦争開始時点とする。

29） 斎藤聖二『日清戦争の軍事戦略』（芙蓉書房出版、2003年）、63-64ペイジ。
30）『伊藤博文伝』下、78-79ペイジ。
31）『明治天皇紀』八、469ペイジ。
32） 同上、472-474ペイジ。
33） 同上、486ペイジ。
34）『外文』27- 1、438文書、646-649ペイジ。高橋は開戦後にも続く「朝鮮政策の
欠落」（高橋『日清戦争への道』、493-495ペイジ）と評価するが、ここでは一旦
方針が決まったこと自体を重視する。

35）『明治天皇紀』八、489ペイジ。
36）『明治天皇紀』八、495-496ペイジ。
37） 同上、497ペイジ。なおこの演説は、開戦から30日までの間になされた天皇への
建白書の要約であると思われる（『伊藤博文伝』下、82-85ペイジ）。管見の限り
建白書の日付が判明しないため、また発表されたのが30日であると思われるため、
ここに引用した。

38） 斎藤『日清戦争の軍事戦略』、208ペイジ。
39） 高陞号事件をへて、日本は列強を早急に局外中立の地位に保つ必要があること
に気づき宣戦布告を含む外交措置に動いた（檜山「日清戦争における外交政策」、
59-61ペイジ）。また開戦の詔書に「国際法に反しない限り一切の手段を用いる」
とあるように、列強に介入の口実を与えないことは重要な要素だった。

40）『外文』27- 2、790文書、474-475ペイジ。
41） 伊藤博文関係文書研究会編『伊藤博文関係文書』七（塙書房、1973年）陸奥宗光、
第170文書、301-302ペイジ。

42）『伊藤博文伝』下、140-141ペイジ。なおこの条件案は、午後 2時にトレンチか
ら問い合わせを受けたのち、午後11時に書簡をしたためるまでに考案されている。
しかし書簡を読む限り、陸奥はトレンチと会談した以降も他国公使と会談してい
るため、白紙の状況から条件案を考えだし、なおかつ長文の書簡を当日中に書き
あげたとは考えにくい。堀川もいうように、あらかじめ何らかの準備がされてい
たと考えても不自然ではない（堀川修「日清講和条約案の起草過程について」Ⅰ、
『政治経済史学』1985年 8月）。

43） 平野龍二『日清日露戦争における政策と戦略』、94ペイジ。
44）『伊藤博文関係文書』七、陸奥宗光、171文書、303-304ペイジ。
45）『伊藤博文伝』下、143ペイジ。
46） 檜山「日清戦争における外交政略と戦争指導」がいうような、講和条件の「無
制限的拡大」ではなかったことは、第Ⅱ章第 3節で証明する。むしろ最大の条件
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を決めたことで、そこに達した時点で講和の機会が生まれたのである。
47）『外文』27- 2、811文書、489-490ペイジ。「仲裁者」の英語は「mediator」になっ
ている。

48）『外文』27- 2、828文書、502-503ペイジ。陸奥『新訂　蹇蹇録』217-218ペイジ。
49） 前掲の「陸奥宗光文書」10-68、69文書に触れている代表的な研究には、古結諒
子「日清戦争終結に向けた日本外交と国際関係」『史学雑誌』第120編第 9号（2011

年）と檜山幸夫『日清戦争　秘蔵写真が明かす真実』（講談社、1997年）が挙げ
られる。前者は「この決断［米国に仲裁を依頼すること］は開戦前から下されて
いたと考えられる」と述べ、後者は「陸奥は開戦に先立ち、日清間の仲裁では米
国または独国に依頼するとしていたことから、この提議を受け入れることにな
る」と述べる。しかし以下で示すように、開戦前の構想と開戦後の政策決定を直
線的に結びつけることはできない。開戦後には、列強の戦争への介入をまずは避
ける方針になっていた。

50）『伊藤博文関係文書』七、陸奥宗光、第181文書、309ペイジ。
51） 巽来治郎『日清戦役外交史』（東京専門学校出版部、1902年）、353ペイジ。
52）『外文』27- 2、827文書、828号文書、501-503ペイジ。
53）『伊藤博文伝』下、109-110ペイジ。「井上馨関係文書」（国立国会図書館憲政資
料室所蔵）302- 1文書。

54） 古結「日清戦争終結に向けた日本外交と国際関係」、 7ペイジ。
55）『外文』27- 2、810文書、489ペイジ。
56） 開戦外交期の 7月 9日にアメリカからなされた調停に対して、陸奥は「従前の
日米関係より見て全く人道的見地より出でたもので、日清間の紛議に積極的関与
する意思を有するものでないと判断」している（田保橋潔『日清戦役外交史の研
究』刀江書院、1951年、復刻、東洋文庫、1965年、255ペイジ）。

57）『外文』27- 2、813文書、491ペイジ。当時の『外文』や書簡の日本語では、仲
裁や調停、仲介、斡旋の用語がとくに区別されずに用いられているが、当時の認
識では仲裁という用語がある程度すべてを含むような概念だったからであると推
察される。少なくともいま講和調停を考える際には、仲裁と調停、斡旋の用語は
区別して用いることが必要である。

58） このような調停の手法の分類については、Saadia Touval and I. William Zartman”, 

Introduction: Mediation in Theory, ” International Mediation in Theory and Practice, 

Saadia Touval and I. William Zartman ed. (Westview Press, 1984), pp. 10-14を参照。
59） ここで書いたことは、以下のようにまとめられる。「陸奥外相は、豫ねて公［伊
藤博文］と謀り、講和談判には第三國を介入せしめざる方針を定めたるも、比較
的公正なる立場に在る米國大統領が、好意を以て講和談判の開始を斡旋せんとす
るならば、必ずしもこれを謝絶するに及ばずと思料しその趣を米國公使に回答し
た」（『伊藤博文伝』下、149ペイジ）

60） 斎藤『日清戦争の軍事戦略』、160ペイジ。
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61） 旅順港占領の報が大本営に届くのは24日である（『明治天皇紀』八、595-596ペ
イジ）。

62）『外文』27- 2、843文書、521ペイジ。
63）『伊藤博文関係文書』七、伊藤博文、185文書、311ペイジ。
64） 同上、186文書、311ペイジ。ただし調べたかぎりでは、この草稿自体はみつかっ

ていない。もっとも10月末の段階でおおよその講和条件は決まっていたとみるこ
とができるから（田保橋『日清戦役外交史の研究』、435-436ペイジ）、信頼でき
る記述である。

65） 同上、187文書、311-312ペイジ。
66）『外文』27- 2、844文書、521-522ペイジ。
67）『外文』27- 2、845文書、522-523ペイジ。
68） 同上、846文書、523-524ペイジ。
69） 同上、846文書。
70）『外文』27- 2、844文書、521-522ペイジ、846文書、523-524ペイジ。回答の正
文は、英語での口上書であるが（同上、847文書、524-525ペイジ）、引用のために、
伊藤の許可を得たと判断される最終修正文の訳文を使用した。

71）「to keep these communications secret and confidential」（同上、847文書附記、
525ペイジ）。

72） 伊藤は 1月に「一旦講和ノ条件ヲ明言スルニ於テハ、因テ以テ第三国ノ容喙ヲ
招致スルコトナキヲ保セス、否殆トマ免ルヘカラサルノ数ナリトス」（『伊藤博文
伝』下、158ペイジ）と述べている。

73） 古結は講和期というよりも戦争継続を志向していた時期だったと述べるが（古
結「日清戦争終結に向けた日本外交と国際関係」、 9 -10ペイジ）、日本外交を内
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入ったとみてよいだろう。

74）『外文』27- 2、863文書、535-536ペイジ。
75） 詳しい経緯は、すでに先行研究が論じている。たとえば、栗原純「日清戦争と
講和交渉」『史論』（45号、1992年）、1-20ペイジを参照。
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