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序　論

本稿では、1874年に日本が行った台湾出兵に関する英国外交文書、主として同

事件をめぐる日清間対立の仲裁を担った駐清英国公使トマス・ウェード（T. F. 

Wade）の書簡を検討する1）。その目的は、彼による台湾蕃地への表現に変化が見

られることを確認し、更にはそれを、同地に対する紛争当事者、特に総理衙門の

主張と比較することで、ウェードが台湾蕃地を如何なるものとして捉えていたか

を明らかにすることである2）。かかる検討は、筆者（青木）の以下のような問題

意識の下で行われる。

英国をはじめとする西洋諸国を中心とする「国際社会」を規律していた「近代

ヨーロッパ国際法」は、19世紀頃には「主権が排他的に及び、国境によって画定
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される『国家領域』という観念、さらには、『領域権原』によって一定地域の国

家領域への帰属が最終決定されるという理論構成」を確立していたとされてい

る3）。それ故に、19世紀以降における西洋諸国は、明確な主権や領域という観念

を有していたと考えられる4）。そして、台湾出兵が勃発した19世紀後半とは、彼

らが、東アジアにおいて「新しい」秩序に出会った時代であった。そして、その

「新しい」秩序5）とは、「華夷秩序」と称されるものであり、明確な主権や領域観

念とは相いれない、可変的かつ暫定的な支配領域6）を有していたのである。この

ように相異なる秩序が出会った結果、一方で、東アジア諸国は、近代化の名の下

で国際法を受容していきながら、自らの伝統的な「領域」を国際法上のそれに捉

え直していった。かかる状況において、「変化」の主体は東アジア諸国であり、

両秩序間における「影響」のベクトルは、西洋から東洋に対してのみに向いてい

るように思われる。それでは、他方、東アジア秩序に対峙した西洋諸国は、東ア

ジアを支配していた、国際法に基づくものとは異なる秩序に対して、自らの観念

に則した尺度を当て続けたのであろうか。彼らが、東アジア特有の状態にその

「特異性」を見出し、その差異から何かしらの影響を受けることはなかったので

あろうか。本稿では、かかる問題意識に基づき、1874年当時の台湾蕃地を検討対

象として据えるのである。

それでは何故、考察の対象として台湾蕃地に焦点を当てるのか。その第一の理

由は、台湾の地位の特殊性である。当時の台湾は、琉球や朝鮮のような独自の「国

家」ではなく、清7）の統治下にある地域と、それに抗う先住民が居住する地域と

が混在する島であった。それ故に、同地は日清両国にとって完全なる、管轄権行

使の「客体」であったと言える。このように、主体性を持たなかった台湾を考察

の対象とすることは、「領域」をめぐる西洋と東洋の観念の相違や影響を明確に

浮かび上がらせることを可能とするであろう。

次に、第二の理由として、台湾蕃地をめぐる台湾出兵及びそれに伴う日清間外

交に見られる特徴を挙げたい。同事件の当事者は日本と清であり、両国は共に、

古来東アジア秩序の中にあった国である。そして彼らの紛争の対象となった台湾

蕃地という土地もまた、その秩序に特有の性質を有していた。しかし、台湾出兵

をめぐる両国の外交は、東アジア秩序とそれに基づく観念のみに依拠したもので

はなかった。『萬國公法』の訳者であるウィリアム・マーティン（W.A.P. Martin）が、

本国へ宛てた報告書の中で台湾出兵について、「日本は、国際法に訴えることに

その正当性を求め、中国も同じようなやり方で応戦し」たとの評価を与えた8）よ
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うに、彼らの外交交渉は国際法を援用する形で為されたのである。例えば日本は、

台湾蕃地を「無主地」であると主張することで同地への出兵を正当化した。かか

る主張は、お雇い外国人であったルジャンドル9）が第 1から第 5覚書10）の形で日

本政府に対して行った提言等を援用する形で為され、柳原前光が総理衙門との会

談において所謂「化外の民発言」11）を彼らから引き出したと主張することによっ

て、その真偽は不明であるにせよ12）、内実を得たのである。そして、対する総理

衙門もまた、国際法上の理論を用いて日本に対抗したのであるが、その詳細は本

稿第Ⅰ章において明らかにされる。このように、台湾出兵という事例は、伝統的

な東アジア秩序の構成員であった日清両国が、国際法に基づく新しい観念を受容

し、それに立脚した外交を展開するという構図を描き出す。また、同事例は、紛

争の仲裁者として、駐清英国公使であったウェードを巻き込んだため、ウェード

という、国際法上の観念を有する者に、それとは異なる東アジア秩序に対する

「認識」を示すことを迫る結果をもたらした。そして更に、台湾蕃地には日清両

国によって各々の国際法上の地位が与えられていたという事実によって、それら

との比較の中でウェードによる同地への「認識」の本質をより明確に浮かび上が

らせることが可能となるのである。

本稿では、以上のような性格及び特徴を有する台湾蕃地を主題に据え、検討を

進めていく。まず第Ⅰ章において、英国からの質疑に対する応答書簡及び李総督

書簡を検討し、総理衙門の台湾蕃地に対する主張に国際法の理論が用いられてい

ることを明らかにする。そして第Ⅱ章では、ウェードにおける同地への表現の変

遷と、前章で明らかになった総理衙門の主張との対比を通して、彼が同地に与え

た最終的な「認識」を考察する。

Ⅰ　台湾蕃地の帰属に関する総理衙門の主張

1　英国からの質疑に対する応答書簡

総理衙門による主張は、英国からの質疑に対する二段階の回答によって表明さ

れた。第一は、書記官メイヤー（W.F. Mayers）13）に対して為された発言であり、

第二は、その後のウェードからの書簡での問い合わせに対する応答書簡に記され

た主張である。その経緯は以下の通りである。1874年14） 4月18日、日本の出兵

に対する中国政府の見解を知らせるようにという、駐日英国公使ハリー・パーク

ス（H. Parkes）からの要請を受けたウェードによって、メイヤーは総理衙門へ派
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遣された15）。そして、彼は 4月18日付のウェード覚書16）を手に清の税務部（the 

Board of Revenue）の長官と会見を行い、彼の覚書によれば、以下のような内容の

発言を得た。それは即ち、（長官は台湾蕃地の場所については無知であったものの）

蕃地は「中国政府の機能が行使される範囲を超えてはいるが、他の如何なる権力

の支配にも属していない」こと、そして「台湾全土は、疑いなく、皇帝による統

治（dominion）の中にあるとみなされている」が、先住民については、「中国人

が居住する領土（territory）に対する侵略行為をしない限りにおいて、彼らの勝

手にさせている」というものである17）。しかし、メイヤーの覚書には、「彼［長官］

は、［主権の問題に関して］明確な回答を用意していなかったように見えた」と

いう一節や、「日本の行動［台湾出兵］に対する中国政府の見解については、彼

［長官］の同僚や恭親王（the Prince）18）との協議を行うことなしに回答する用意

はない」という長官の発言が記されている19）。従って、長官の発言によって示さ

れた第一の回答は、総理衙門としての公式な見解ではなかったことが窺える。実

際、メイヤーから報告を受けたウェードは、その日のうちに総理衙門に対して書

簡による質疑を行った20）。それに対して、総理衙門が 4月20日に示した回答が、

第二のそれにあたるのである。彼らはウェードに宛てた書簡の中で、「未開の部

族に対する中国の主権に関して」次のように述べている。

「人々［未開の部族］は、己の慣習に従うことを許されており、また、（中

国の）法を彼らに強制する試みは為されていないが、彼らが占拠している地

域は、明確に、中国領土（Chinese territory）である。」21）（当該引用文中の（　）

は、原文の表記に従い付記した。）

上記引用文からは、台湾蕃地に住む先住民に対して中国の法は及んでいないけ

れども、彼らが居住している土地自体は中国領土であるという主張が読み取れる。

この内容はメイヤーの覚書に見られた総理衙門のそれと同様であるが、ここで筆

者が注目したいことは、台湾蕃地に対して用いられている表現の相異である。一

方の、メイヤーの覚書に見られる第一の回答では「皇帝の統治の中にある」との

表現が用いられていた。しかし他方、総理衙門による第二の回答では「領土」と

いう明確な表現が用いられているのである。この相異は、無主地論という国際法

理論を出兵の正当化論拠として掲げる日本と対峙する中で、そして英国から台湾

蕃地の帰属や主権という国際法上の問題を尋ねられる中で、元来、明確な国境や
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領域観念を有していなかったはずの清が、外交書簡において国際法上の用語であ

る「領土」という表現を台湾蕃地に対して用いるようになったという変化を示唆

していると言える。無論、総理衙門の書簡は英語に翻訳されており、それ故に、

これらの違いは翻訳に伴う表現のずれに過ぎないという指摘が為され得るかもし

れない。そこで筆者は、かかる指摘に反駁し、当該書簡において総理衙門がその

観念と共に「領土」という用語を用いていることを明らかにするため、次節にお

いて、新たな書簡に検討を加える。その書簡とは、李清国閩浙総督が西郷従道台

湾蕃地事務都督に宛てた漢文の書簡（以下、「李総督書簡」とする。）である。

2　李総督書簡

（ 1） 訳出と英訳文について

李総督書簡は、日本側の記録によると 5月23日に西郷に手交されたものであ

る22）が、その運搬の途中で英国官吏の目下に晒されていること23）や、他の清朝

官僚によってその詳細な内容が英国宛の書簡に記されているという事実24）から、

その実質は諸外国（特に英国）に広く知れ渡っていたと推測される。かかる状況

故か、筆者の手元には三つの李総督書簡英訳文が存在している。そのうち二つは

前述した通り、英国外交文書に見られるもの25）であり、もう一つは、当該書簡

が収録されている「臺灣生蕃討撫一件」に付記されているもの（以下、「付記英訳

文」とする。）である。本稿ではこれらの英訳文を、李総督書簡の内容を訳出する

際の参考とした。尚、付記英訳文については、訳者の名前が記されていないため、

原文を「誰が」英文に起こしたものであるかは定かでない。従って、限られた物

的証拠故に、当該英訳文が、何れの国家の何者によって訳出されたかを問うこと

は不毛であるが、「臺灣生蕃討撫一件」中の但し書きとして「右文書ノ英譯文記

録中に存スルニ付便宜左ニ附記ス」26）と書かれていることから、少なくともそれ

が、清側によって漢文の書簡と合わせて西郷に手渡されたものではないことは確

かであると思われる。また、英国外交文書に見られる李総督書簡の英訳版も英国

官吏によって作成されたものであるのであって、かかる状況からは、清朝当局の

手によって公式に作成された英訳文の存在は想定され得ない。それ故、当該英訳

文において用いられている用語は、総理衙門の公式な認識を直接的に映したもの

ではないと考えられるのである。かかる若干の留保を付した上で、以下書簡の内

容の検討に移りたい27）。
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（ 2） 書簡における主張

李総督は台湾について、「台湾全土は久しく我が領土に属している（久隷我版

圖28））。そこには生蕃と熟蕃の違いがあるが、彼らは等しく、200年の間我々の土

地に住み、我々の人民である。……生蕃は、遠方の山に孤立し野獣の様に暮らし

ており、文明の影響は彼らに及んでおらず、また政府の命令は彼らに届いていな

いかもしれないが、彼らは中国の領土内にあるのであり（但居我疆土之内29））、我々

の管轄下にあると言えるのである」30）と述べ、清の法の支配乃至は教化に服して

いない先住民の存在を認めつつも、蕃地に関しては、それが中国領土（疆土）内

にあることを主張している。さて、ここまでは、総理衙門の第一の回答に見られ

る主張と同じであるが、李総督書簡の特色は、その主張の根拠付けにある。即ち、

彼は次のように論を進めるのである。

「萬國公法によれば、その領土内（疆内31））にある全ての動産不動産、そし

て何処で生を受けているかに関わらずその領土に居住する者は、当然に、国

家の法の管轄下にある。また、ヴァッテルの引用として記載されていること

によれば、国家の領域はその全ての所有物が在る所に及ぶ。また国家による

所有物への権利は、元来、発見、或は征服や植民行為に由来し、そしてそれ

は、同一の方法、即ち明確な契約によって承認されてきたのであり、それら

の権原の起源とは無関係に、人類による一般的な同意が、一つの国家による

長期的かつ永続的な所有は他国の権利を排除するという原則を確立してきた

のである。また、全ての国家は、己が定めた法律を統制することが可能であ

り、それらの法律に対して責任を負っているのである。

権威として上記の文を引用したように、台湾は中国の領土であり（則臺灣

爲中國疆土32））、生蕃は疑いなく中国の管轄下にあるのであって、彼らは中国

の法によって治められるべきであり、他国が中国の土地において行動するこ

とは許されないのである。」33）（下線強調は筆者加筆。以下同様。）

上記の引用文からは、当時既に清において刊行されていた国際法に関する訳書

の題名である「萬國公法」34）という語、そして国際法学者であるヴァッテルの名

が見出されるのであり、李総督が、国際法上の概念や国際法学者の学説を示すこ

とで台湾蕃地にかかる自らの主張を根拠付け、同地が中国の領土であるという結

論を導き出していることが認められる35）。さらに、李総督は書簡の中で、日本が
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出兵を前に、総理衙門に対して如何なる交渉も為さなかったことを国際法36）及

び日清修好条規に違反する行為であるとして非難しているのである37）。尚、総理

衙門による、かかる非難は、英国外交文書からも明らかである。ウェードから総

理衙門の大臣へ手交された 8月12日付の覚書中には、「中国政府は……日本人に

よる措置に対して、領域的な権利は両締約国によって互いに尊重されることを規

定した、日中間の条約に違反する領土併合であるとして抗議している」38）という

記述があり、そこからは、総理衙門が台湾蕃地に対して領域的権利を主張してい

たことが看取されるのである。

以上の事実は、彼らが、国際法上の用語として「領土」という言葉を使って主

張を展開しているという推測を可能にする。しかし、当該書簡において用いられ

ている正確な漢単語は「疆土」であって「領土」ではない。しかも、20世紀以降

においては、「疆土」は「領土」と同義であり、そして“territory”を意味する

と考えられる39）が、管見の限りでは、19世紀後半当時の辞書においては、「疆土」

に“territory”の意味は付されていないのである40）。この事実によって一見、当

該推測は否定されるようにも思われる。けれども、同辞書からは、「領土」とい

う単語自体の存在も看取されないのである41）。辞書に見られる以上の例からは、

次の可能性が導出される。つまり、少なくとも19世紀後半までの「疆土」という

漢単語には“territory”の概念は含まれていなかったこと、そして更には、現在

我々が用いている、国際法上の用語たる「領土」という言葉自体も存在していな

かったということである42）。しかし、李総督書簡の中で萬國公法やヴァッテルの

言説が引用されていることに鑑みれば、彼らがそこに国際法上の「領土」観念の

提示を意図していたことはほぼ間違いない。この若干の矛盾を解くため、筆者は、

総督が書簡の中に記した引用文に再び目を向けたい。何故ならば、引用文は「台

湾は中国領土である（臺灣爲中國疆土）」という結論を導きだすために用いられた

根拠であり、それらが対象としているものは即ち、「疆土」のことであるはずで

あって、故に、引用文の原文における意味を明らかにすることは、書簡において

「疆土」に与えられた意味を考える際の一助となると思われるからである。

（ 3）　書簡における引用文

まず初めに、「萬國公法」という言葉を明示して引用している箇所について検

討を行う。それは即ち、以下の一節である。
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「査萬國公法伝、凡疆内植物動物居民、無論生斯土者、自外來者、按理、

皆當歸地方律法管轄」43）

先述した通り、萬國公法は国際法に関する訳書の題名であるから、同著が引用

元であると考えられる。実際に、萬國公法の本文を概観すると、当該記述の引用

元と思われる箇所が認められる。それは即ち、『官版萬國公法44）』第 2巻「論諸

國自然之権」第 2章「論制定律法之権」第 2節「變通之法大綱有二」に収められ

ている次の一節である。

「凡疆内産業、植物動物居民、無論生斯土者、自外來者、按理、皆當歸地

方律法管轄」45）

両者の違いは、「産業」という語が含まれているか否かのみであり、その他は

全く同じである。それでは、当該箇所の原文、つまりホィートンの著作における

表現は如何なるものであろうか。“Elements of International Law”第 6版の第 2部

「国家の絶対的な国際的権利（Absolute International Rights of States）」第 2章「民

事及び刑事立法の権利（rights of civil and criminal legislation）」第 2節「法律の衝突

（Conflict of laws）」内に、次のような一節がある。

“Every nation possesses and exercises exclusive sovereignty and jurisdiction 

throughout the full extent of its territory. It follows, from this principle, that the 

laws of every State control, of right, all the real and personal property within its 

territory, as well as the inhabitants of territory, whether born there or not, and 

that they affect and regulate all the acts done, or contracts entered into within 

its limits.”46）

上記の英文と漢文を比較すると、「疆」という語に“territory”という意味が

付されていることが看取される。

次に、ヴァッテルの引用の検討に移りたい。しかし、同引用文を検討するにあ

たっては一つ疑問が生じる。それは即ち、李総督が用いたヴァッテルの引用文が

掲載されている場所は何処であるか、という問題である。李総督書簡が記された

1874年時点で、清において刊行されていた国際法関連の漢訳書は『萬國公法』の
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みであると考えられる47）。そのため、同著の中でヴァッテルの言説が引用されて

いるのであれば、その引用が再引用されたと考えることが妥当であろう。尚、『萬

國公法』以前にも、国際法の知識を清に伝える文書は存在していた。それは、林

則徐がアメリカ人宣教師ピーター・パーカーに依頼して制作したヴァッテル著

“Le droit des gens”の一部翻訳であり48）、それは「滑達爾各国律例―米利堅醫生

伯駕譯出」という題名49）で魏源の『海国図誌』（1852年版）第83巻に掲載されて

いる50）。従って、李総督書簡における引用元として「各国律例」を想定すること

も可能ではある。しかし、「各国律例」において翻訳されたものはヴァッテルの

著作の 3段落のみ51）であり、また、張が「林則徐がヴァッテルを訳させた狙いは、

国際法の全般的理論構造と法的概念を理解することよりも、むしろ鴉片輸入問題

の処理と外国人船員による中国人の殺害事件といった、当面する問題の打開策を

求めることにあったのであろう」52）と主張しているように、その内容は主に貿易

に関するものであるようである53）。よって、本稿では、マーティンの『萬國公法』

のみに検討を加えることとする。尚、李総督書簡におけるヴァッテルの引用は 3

つの部分に分けることが出来るが、そのうち引用元であろう箇所を確認出来たの

は、管見の限りでは 2つのみであったため、本稿ではそれらについてのみ検討を

加える。

まず、第一の引用文である「又載發得耳云、各國之屬物、所在卽爲其土地」54）

については、『官版萬國公法』第 2巻第 2章第10節「船隻行於大海均歸本國管轄」

内の「發得耳云、各國之屬物所在、卽爲土地、所謂土地、者不僅指陸地而言（以

下省略。）」55）の冒頭部分が該当すると考えられ、またその原文は以下の通りである。

“Vattel says that the domain of a nation extends to all its just possessions; 

and by its　possessions we are not to understand its territory only, but all the 

rights (droits) it enjoys.”56）　―第 2部第 2章第10節「公海上の公船及び私

船に対する国家管轄権（Jurisdiction of the State over its public and private vessels 

on the high seas）」（当該引用文中における（　）は原文のまま。）

当該引用箇所（おそらく直訳ではないと思われる。）は、国家の所有物と領土との

関係を示す記述として引用されたと考えられる。漢文においては「土地」という

単語が用いられているが、その意味するところは“territory”であろう。そして、

当然、“territory”として想定されているのは、台湾即ち「疆土」であると言える。
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では、第二の引用文「又云、各國屬地、或由尋覓、或由征服遷居、旣經諸國立約

認之、卽使其間或有來歴不明人、皆以此爲掌管旣久、他國則不應過問」はどうで

あろうか。『官版萬國公法』第 2巻第 4章「論各國掌物之權」第 5節「權由征服

尋覓而來者」内に、以下の記述が認められる。

「歐羅巴各國、…［中略］…其屬地、或在亞美利加、或在阿非利加亞細亞、

與各海洲等處其掌之之權、或由尋覓、或由征服遷居、旣經諸國立約認之、亦

爲牢固、卽使其間或有來厯不明者、人皆以此國掌管旣久、他國卽不應過問…
〔以下省略〕…。」57）

上記引用文は、原文では以下の通りである。

“The title of almost all the nations of Europe to the territory now possessed 

by them,…〔中略〕…Their claim to the possessions held by them in the New 

World, discovered by Columbus and other adventures, and to the territories 

which they have acquired on the continents and islands of Africa and Asia, was 

originally derived from discovery, or conquest and colonization, and has since 

been confirmed in the same manner, by positive compact. Independently of 

these sources of title, the general consent of mankind has established the 

principle, that long and uninterrupted possession by one nation excludes the 

claim of every other. 〔以下省略〕”58）　―第 2部第 4章「財産権（Rights of 

Property）」第 5節「合意乃至は時の経過によって承認された征服及び発見

（Conquest and discovery confirmed by compact and the lapse of time）」

上記箇所については、『官版萬國公法』においても、原著である“Elements of 

International Law”においても、ヴァッテルの名は見受けられない。よって、当

該箇所はホィートンの地の文であると考えられるが、書簡における引用文と酷似

しているため、引用元であると考えても差し支えないであろう59）。かかる記述は、

征服及び発見によって取得した土地に関するものであり、「属地」という漢単語

によって“the territories which they have acquired”が表現されている。つまり、

「属地」とは即ち「領地」のことであって、さらにそこに含意されているものは

台湾であると考えられるのである。
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以上、『萬國公法』及びヴァッテルの引用文の検討の結果、李総督が自らの主

張の根拠付けとして用いたそれらの主題は“territory”に関するものであること

が明らかになった。その結果として、総督が自らの主張の結論として述べた台湾

の属性たる「疆土」には、“territory”即ち、国際法上の領土の観念が付されて

いると考えられるのである。

Ⅱ　ウェードの表現

1　外交書簡に見られる表現　

（ 1） 台湾出兵直後（ 4月18日付覚書）

ドイツ公使館60）やパークス61）から、日本による台湾出兵断行の通達を受けた

ウェードは、 4月18日に覚書を記し、英国が中立を採るべきか否かを考える際に

考慮すべき問題を、次のように検討している。即ち、第一に「中国政府が、台湾

島において先住民62）が居住している部分を、中国領土（Chinese territory）と主張

しているか否か」を挙げた上で、「もしそうである［中国領土であると主張している］

ならば、中国政府は、日本軍が台湾の一部に上陸することを許可しているのか」、

「もし、そうでない［中国領土であると主張していない］ならば、［日本軍は］中国

領土を通過することなく［蕃地へ］行くことは可能なのか」という問いを続け、

後者を受けて「もし通行不可能であるならば、中国政府は、日本軍が中国領土を

通過することを許可しているのか」という問いを挙げている。以上 4つの問いを

掲げた上で、ウェードは、「中国政府によって、先住民に占拠された領域が中国

領土（Chinese territory）としてみなされていない」または、「［当該土地が］中国

領土であるとして、日本軍によるその地における武力の行使」等を中国政府が認

めている場合は、「英国政府に、英国国民に対して日本を援助する若しくは［日

本の指揮の下で］働くことを控えるように要求する義務はない」と述べているの

である63）。

上記の覚書からは、ウェードが台湾出兵に際して、台湾蕃地は「中国領土」で

あるか否かという問題提起を行っていることがわかる。そして同覚書は、同地に

対する清朝政府の認識を確認する以前に書かれたものであり、同地に関する具体

的な情報については「白紙」の状態であったと考えられる。以上の事実からは、

次のことが導出されるであろう。即ち、中立という「国際法上の」措置の是非を

検討する際に、台湾蕃地という土地が有していた「東アジア的な」状態を知る以
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前のウェードが同地に与えた表現は、「中国領土」か「それ以外の土地」即ち「無

主地」か、という「国際法上の用語」であったということである。

（ 2） 総理衙門の回答以降

4月18日付のウェード覚書に明らかであったように、ウェードは当初、「中国

政府が台湾蕃地を領土として認識しているか」という問題を追究していた。それ

に対して、総理衙門は、前章において明らかになったように、台湾蕃地の属性を

表現するに際し、最終的には「領土」という明確な国際法上の用語を採用したの

である。それ故に、ウェードにとって、もはや当該土地は疑いなく「中国領土」

となったと考えられそうである。しかし、台湾出兵の仲裁を行ったウェードが、

ダービー伯爵宛にその内容を記した書簡において用いている表現は、それとは異

なっている。即ち、ウェードは「……台湾全土は常に中華帝国の一部（a part of 

the Chinese Empire）であってきたという私自身の考えを進んで認めながらも、私

は、彼ら［日本］の論点の正確な内容を知るまでは、日本には［台湾］島南部の

独立を主張する余地が全くないと、明確に発言することは避けた」64）と述べてい

るのである。つまり、この時点での、彼の台湾蕃地に対する認識は、「中華帝国

の一部」であるというものであって、「中国領土」というそれではなかったと考

えられるのである。ウェードによる、かかる表現の変化の存在をより明確なもの

とするため、以下、ウェードが台湾蕃地の帰属について言及している書簡を、既

出のものも含め、時系列順に箇条書きで記す。

4月18日付覚書65）

「中国政府が、台湾島において先住民が居住している部分を、中国領土

（Chinese territory）と主張しているか否か」「中国政府によって、先住民に占

拠された領域が中国領土（Chinese territory）としてみなされていない場合

……。」（下線強調は、筆者加筆。以下同様。）

4月18日付長官（President Tung）宛66）

「メイヤー氏はさらに、これらの人々［先住民］によって居住されている

地域が、中国政府によって、帝国を構成している一部（a constituent portion 

of the Empire）としてみなされているかどうかを確かめるよう指示されてい

た。」
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4月20日付シャドウェル卿（Sir Charles Shadwell）宛67）

「総理衙門の大臣は……それ［台湾出兵］の対象となっている野蛮人らに

よって居住されている地域は中国領土内にある（in Chinese territory）と私に

通達している。」「たとえ当該地域［台湾蕃地］が、―私が議論の余地なく
4 4 4 4 4 4 4 4 4

確信しているように
4 4 4 4 4 4 4 4 4

―中国領土である（the territory be……Chinese）として

も……。」（傍点は、筆者加筆。以下同様。）

4月20日付メッドハースト領事（Consul Medhurs）宛68）

「中国政府は……先住民の地域は中国領土である（lie in Chinese territory）

と私に通達している。」

4月22日付ロバートソン卿（Sir D. Robertson）宛69）

「総理衙門の大臣は、……当該部族［先住民］によって居住されている地

域は、中国は彼ら［先住民］に対して中国の法も慣習も課してはいないけれ

ど、疑いなく中国領土（Chinese territory）であると主張している。」

4月24日付覚書70）

「［ 4月］20日、私は総理衙門の大臣から……先住民が居住している台湾の

一部分は、中国政府によって、疑いなく、その［中国の］統治内にある（within 

its dominions）とみなされていると、私に告げる文書を受け取った。」

4月30日付ダービー伯爵宛71）

「彼［長官］は、当該地域は疑いなく中国のものである（the territory as 

beyond doubt Chinese）という意見を述べた。」「彼ら［総理衙門］は、台湾の

先住民によって占拠されている地域は、議論の余地なく中国のものである

（the territory……is incontestably Chinese）と主張している。」

5月22日付ウェード覚書72）

「 4月21日、ウェードはパークス殿に対して、総理衙門が、台湾の先住民

が居住している地域は中華帝国の一部である（be part of the Chinese Empire）

と宣言したことを電信した。」
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8月12日付総理衙門へ手渡されたウェード覚書73）

「一方で、日本軍は台湾に留まっている。中国政府は当然、彼ら［日本軍］

の撤退を望んでいる……。［その理由は］まず、それ［中国政府］は、彼ら［日

本軍］が占領している土地を自分達のものであると主張しているから、そし

て、当該土地は、あらゆる国々によって、中華帝国に属している（belong to 

the Chinese Empire）と常に推測されてきたのであるから、中国政府は、日本

による占領が延長される時を、中国政府に対する更なる屈辱であると感じる

はずであるから［である］。」

11月16日付ダービー伯爵宛74）

「……台湾全土は常に中華帝国の一部（a part of the Chinese Empire）であっ

てきたという私自身の考え
4 4 4 4 4 4

を進んで認めながらも、私は、彼ら［日本］の論

点の正確な内容を知るまでは、日本には［台湾］島南部の独立を主張する余

地が全くないと、明確に発言することは避けた。」

以上からは、総理衙門から第一の回答を受けたウェードがその表現を「中国領

土」から「帝国を構成している一部」へと変えた後、総理衙門からの明確な「領

土」という回答を得てから暫くは「統治の内にある」と「領土である」という表

現の混在が見られるものの、後半においては「帝国の一部」という表現のみが見

出されるという変化が認められる。特に、自らの意見であることを特筆している、

4月20日付シャドウェル卿宛書簡と11月16日付ダービー伯爵宛書簡とを比較すれ

ば、表現の変化は明瞭であろう。また、 8月12日付の覚書に見られる記述は、一

方では、台湾からの日本軍撤兵を要求する清の行為を当然であると評価しており、

ウェードが基本的に、台湾蕃地に対する清朝政府の主張や権利を認め、尊重して

いることが窺える。しかし、他方では、諸外国は台湾蕃地が「中華帝国に属して

いる」と推測していた、という表現が用いられており、「台湾蕃地は中国領土で

ある」と断定することを避けているように見受けられる。以上の検討からは、

ウェードが外交文書の中で、当初自らが用いていた「領土」という国際法上の用

語の使用を改め、「中華帝国の一部」という表現をもって台湾蕃地に対する自ら

の最終的な認識を表すようになったという変化が認められるのである。
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2　表現変更の要因

前項までの検討によって、ウェードが外交書簡の中で、台湾蕃地に対して用い

る表現を変化させたことが明らかになったが、筆者はその要因が、当該土地に対

するウェードの認識の変化にあると考える。即ち、当時の台湾蕃地の状態は、

ウェードにとって「中国領土」であると断言できるものではなく、それ故に、彼

は「帝国の一部」という表現を用いざるを得なかったという可能性を提起するの

である。しかし、かかる推論に対しては、次のような疑問が呈されるかもしれな

い。それは即ち、ウェードは実際には台湾蕃地を明確に「中国領土」として認識

していたが、日清間の根本的な対立事項であった帰属問題を争点から外して仲裁

を成功させるために、あえて曖昧な表現を用いたのではないか、という問いであ

る。

実際に、ウェードは覚書において、台湾出兵の仲裁における英国の利益の一つ

として「戦争を防ぐこと」を挙げ、その理由として「中国が日本の攻撃からその

［台湾の］沿岸を防御することは不可能であり、それは即ち、英国の貿易を妨げる」

という点を記している75）。また、ダービー伯爵に宛てた書簡中でも「東アジアに

おける英国の利益は専ら商業的なものである」と述べており76）、土地の帰属問題

という「不毛な」論争によって仲裁が失敗に帰し、日清間に戦争が勃発すること

は外交戦略上望ましくないとウェードが考えた可能性は高い。更に、彼の覚書か

らは帰属問題及び日本による出兵の正当性をめぐる問題を論ずることに否定的な

態度が窺えるのである77）。

しかしながら、実際の仲裁においてその争点から帰属問題が取り下げられた要

因は、台湾蕃地の表現如何故ではなかったのである。交渉の場において同問題を

不問に付したのは大久保利通であった。彼は、総理衙門が「10萬テールは難民へ

の給付とし、その他40萬テールは日本の諸雑費として出す」78）ことを認めたこと

を受け、日本軍撤退の第一の条件として「台湾出兵を中国政府が認め、これを義

挙と爲すこと」79）を挙げた。つまり、彼は、「中国政府が、日本による出兵が違

法行為でも敵対行為でもないこと、そして当該行為が国際貿易に対する牡丹社の

脅威を除去するという中国政府の責任を果たし、日本国民に対する権利侵害に対

する救済を獲得するために行われたということを認めること」を条件として提示

した80）のであるが、それはウェードにとって「不可解」な論理81）であった。何

故ならば、ウェードの言葉を借りれば、出兵を義挙と認めることは即ち、「蕃地
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は中国版図の外の地に属する」ということを意味し、そして蕃地が「中国の属地

でないのであれば、中国が賠償金を出す謂われはない」82）のであって、大久保の

発言は矛盾しているからである。かかる指摘に対して大久保は、「［蕃地の］帰属

についての議論は、［日清］両者詳しく致したが終に結論には至らなかった。故に、

その議論はやめにして辨法に移るのである」83）と返答している。以上のやり取り

からは、大久保による東アジア特有の「面子を保つ」外交の展開84）及び、彼が

外交目的の対象を台湾蕃地から琉球へと変更させた85）ことによって、帰属問題

が仲裁の争点から外されたことが推察される。さらに、仲裁においてウェードが

最も苦心したと思われる問題は、賠償金の支払い時期及びそれを保障する書面の

作成の有無、つまりは両国の「面子」に起因した争点であって86）、仲裁の成否を

決定づける最終的な議題は帰属問題ではなかったのであり、こうした事実は、

ウェードが外交上の詭弁として曖昧な表現を用いたという可能性を小さくするの

である。

以上の検討を踏まえ、本稿では、ウェードが台湾蕃地を「中国領土」とは異な

る観念で捉えていたために、外交書簡における表現を変化させたと考える。しか

し、ここで新たな疑問が生じる。それは即ち、「異なる観念」である「中華帝国

の一部」と「中国領土」との間にウェードは如何なる相異を見ていたのか、であ

る。次項では、この問いについて、総理衙門が示した台湾蕃地の説明の構造に注

目し、更なる検討を加えたい。

3　新たな表現とその意味

総理衙門による、台湾蕃地にかかる主張は、勢力圏に似た「版図」という支配

空間の中に「化外の民」という存在を内包する華夷秩序上の領域観念と、西洋諸

国及び国際法におけるそれとの融合に基づいていると考えられる87）。その結果と

して、彼らが示した主張は、自国の行政管轄下にはない「人」が居住する「土地」

を自国領土とするものであり、それは即ち、台湾蕃地に対する主権行使の客体を、

「土地」と「人」との二段階に分けた主張であると言える。

この二重構造に対してウェードが意識を向けていた事実が、彼の書簡から看取

されるのである。例えば、 4月20日付シャドウェル卿宛書簡において彼は、以下

のように述べている。

「総理衙門の大臣は、……それ［台湾出兵］の対象となっている野蛮人らに
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よって居住されている地域は中国領土内にあると私に通達している。……こ

れ［台湾出兵の経緯］が意味するところにおいては、たとえ当該地域［台湾蕃

地］が―私が議論の余地なく確信しているように―中国領土であるとし

ても、中国政府は、［蕃地において］公式な代表とはされていない」88）

以上の記述からは、ウェードが、清朝政府が台湾蕃地における公式な管轄権を

有していない事実を指摘していることがわかる。また、 4月29日付台湾及び淡水

（Tamsui）領事宛書簡においては、「中国人が公的な支配機関を有していない台湾

の一部分に在る先住民に対する、日本からの出兵」89）との表現を用い、台湾蕃地

に対して、「中国の管轄下にはない」という形容詞を敢えて付しているのである。

これら二つの記述からは、ウェードによって、台湾蕃地が、清朝政府による「実

効支配」が完遂されていない土地として捉えられ、同政府の管轄下にある台湾の

土地、即ち「中国領土」とは、明確に区別されていることが言えるのである。

また、ウェードは 8月12日付覚書において以下のような記述を残している。

「［日本による］出兵が、正当化され得るか否かに関する問題は、ここでは

論じない。もし、［日本によって］侵入された土地が中国のものではないとし

たら、出兵は正当化され得たということが正当に主張されるかもしれない。

しかし、正当化され得ようが得まいが、当該土地と、疑いなく中国のもので

あると考えられる土地との関係について、中国政府が、受けていたと思われ

るよりも、より正式な台湾出兵の通達を受ける権利を有していると主張して

きたであろうことは認められるべきである。」90）

ここでも彼は、台湾蕃地を「疑いなく中国のものと考えられる土地」と区別し、

そして同地の帰属の如何に起因する台湾出兵の正当性問題は不問に付すことを明

言している。しかし、彼は同時に、台湾出兵に際する日本政府からの通達に関す

る清朝政府の主張に注意を払っている91）。つまり、ウェードは、台湾蕃地が清の

領土であると断言することは避けながらも、同地は「中華帝国の一部」であると

して、清朝政府が同地に対して相当の権利を保持していることを認めているので

ある。これらの表現からは、彼が台湾蕃地を、言うなれば、「中国帝国の一部」

以上「中国領土」未満の土地として評価しているという印象を受けるのである92）。

それでは、同地を「中華帝国の一部」以上とするもの、つまり日本の主張に見
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られる「無主地」という評価とそれとの間にあるものは何であろうか。かかる問

いに対する回答は、11月16日付のダービー伯爵へ宛てた書簡に明らかである。同

書簡では、ルジャンドルの主張について、「中国は当該先住民を文明化し、また

管理する義務を怠った上に、彼ら［先住民］が犯した残虐行為を罰することもし

なかったし、そのような残虐行為の再発を防ぐ策を講じもしなかった」という論

理に立っていると分析した上で、次のような興味深い指摘をしている。それは即

ち、「中国は、私の見たところ、他の国は未だ（as yet but）手中には収めきれて

いない人々（subject）を有していたと言い返す権利を完全に有していた―実際

には中国は言い返さなかったが―」93）という一節である。かかる記述は、先に

採り上げた 8月12日付の覚書と同じく、清朝政府に、台湾蕃地に対する相当の権

利を認める内容であるが、その言い回しからは、未だ自国の管轄下に服していな

い者に対する「支配の意思」という事項が看取されるのである94）。

以上の検討からは、次のような推論が可能であろう。それは即ち、ウェードは、

台湾蕃地の先住民に対して清朝政府による実効支配が為されていないことを理由

に、同地を「中国領土」と評価することを避け、その表現を改めた。しかし、

ウェードによって「中国領土」に代わる表現として採用されたものは、先住民に

対する彼らの支配の意思の存在故に、「無主地」ではなく、国際法上の用語とは

言えない「帝国の一部」という不明瞭な表現であったという仮説である。そして

その表現こそは、総理衙門による第一の回答、即ち、台湾蕃地の属性を率直に表

現した一人の長官の言葉を目にして初めて、ウェードの書簡に現れたものであっ

たと言えるのであり、それはつまり、彼らとの交流の中で見出された東アジア固

有の秩序が、ウェードの表現に何らかの影響を与えた結果であると考えられよう。

結　論

台湾蕃地という、「中華帝国の勢力範囲内にありつつもその支配には服してい

ない民が居住する土地」に対して、日本は「無主地」という国際法上の観念を、

そして総理衙門は「領土」という、これもまた国際法上のそれを当てはめた。し

かし、仲裁を行った、国際法の「遣い手」である英国外交官ウェードによってそ

の地に最終的に与えられた地位は、国際法上の用語とは言えない「帝国の一部」

というものであった。そして更に、その表現は、当初彼が自身の言葉として用い

ていた、国際法上の「領土」という表現を、総理衙門との接触を通じて次第に変
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化させた結果として現れたものなのである。かかる変化は、西洋人であった

ウェードが、彼らの観念では説明しきれない東アジア特有の領域観念を前にして、

「新しい表現」を模索し、西洋の尺度に東アジアのそれを取り入れた結果である

と考えられる。そしてそれは、伝統的な東アジア秩序が国際法秩序を受容して

いった19世紀後半において、それとは逆行する方向での、何かしらの「影響」が

存在したことを、我々に推測させ得る事実であると言えよう。

1） 小林によれば、19世紀の東アジアにおけるイギリス外交にあたっては、現地の
外交官の個人的裁量が大きかったという。（小林隆夫『19世紀イギリス外交と東
アジア』（彩流社、2012年）33頁。）それ故に、本稿においても、英国の代表とし
ての駐清英国公使ウェードの書簡が主要な検討対象とされるのである。

2） 台湾出兵は、中国に対して、「琉球王国に対する宗主権、政府が自らのものであ
ると主張している領土と国民に対する責任、そして、中国古来の朝貢システムの
地位に関する」外交問題を突き付けた事件であり（C. Cooley, T.F. Wade in China: 

Pioneer in Global Diplomacy 1842-1882 （Leiden, 1981）, p. 99.）、同事件をめぐって
は複数の論点が提起された。しかしながら、本稿では、本論において述べる目的
に鑑み、専ら台湾蕃地に関する論点のみを扱う。

3） 柳原正治「幕末期・明治初期の『領域』概念に関する一考察」松田竹男他（編）
『現代国際法の思想と構造Ⅰ―歴史、国家、機構、条約、人権』（東信堂、2012年）

46頁。
4） 尚、本稿の研究対象である台湾出兵が発生したのは1874年であり、西洋諸国に
おいて明確な国家領域が完全に画定されていたと言い切るには若干の留保を付す
べき微妙な時期であることを指摘しておきたい。例えば、フランスとスペイン間
の国境が「線」として明確に確定されたのは1866年であり、また、両国の間で海
洋における境界画定の取決めがなされたのは1879年である。つまり、少なくとも、
フランスとスペインにおいて、「明確に画定された領域を基盤とするという意味
での領域国家としての国家形成の完成」が為されたのは、19世紀中葉以降であり
（明石欽司「近代国家の形成と『国境』―フランス・スペイン間の国境画定史を
題材として―」『国際問題』624号（2013年）50-51頁。）、本稿で扱う時代は、西
洋諸国における領域画定の「仕上げ」の時期と重なっているとも言えよう。

5） 本稿において「伝統的な東アジアの秩序」として想定されているものは、歴代
中国王朝を中心に発達した「華夷秩序」とそれに影響を受けた東アジア諸国にお
けるそれを指す。尚、日本や韓国は独自の、所謂「小華夷秩序」を（前者は、そ
の歴史の大半において中国王朝と一定の距離を置きながら、そして後者は中国王
朝との「密接な」関係を受け入れつつも）有していたが、それらも含めて「東ア
ジア秩序」として捉える。近代国際法観念と東アジア秩序のそれの違い、そして
日韓の秩序観念等については以下の文献及び注 3、 6において挙げた文献を参考
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と し た。K. Akashi “JAPAN-EUROPE”, B. Fassbender and A. Peters （eds.）, The 

Oxford Handbook of the History of International Law （New York, 2012）, pp. 726-727.

6） 茂木敏夫『変容する近代東アジアの国際秩序』（山川出版社、2007年） 4 -10頁。
7） 本稿では基本的に、台湾出兵において日本が対峙した相手を国名としては「清」、
外交主体としては「総理衙門」と表記する。しかし、引用文等において、“China”・
“Chinese”・「支邦」といった表記が為されている場合には「中国」と表す。

8） 原田明利沙「19世紀後半の中国における国際法をめぐる状況―ウィリアム・マー
ティンの書簡に基づく一考察―」『東アジア近代史』第16号（2013年）222頁。尚、
本文で挙げた引用文について同著では、以下の脚注が付されている。A.M.G. 

Moynier, “Le Chine et le droit international”, Revue, vol. 17 （1885）, pp. 504-509.

9） ルジャンドルの原語表記は“Le Gendre”、陸海軍文書の「台湾事件輯録」に見
られる漢字表記は「李仙淂」である。尚、現代における表記については、著書に
よって「ルジャンドル」の他に、「リジェンドル」や「リゼンドル」等が用いら
れている場合がある。

10） 第 5覚書とされているものは二つ存在する。それは「旧陸海軍文書」所収のも
のと「大隈文書」所収のものである。内容は、両者とも大隈重信からの質問に対
するルジャンドルの回答であるが、一瀬の説に従えば、後者は前者の改訂版であ
ると考えられる。一瀬啓恵「明治初期における台湾出兵政策と国際法の適用」『北
大史学』第35巻（1995年）27頁。

11） 原文では「我カ王化ニ服シタルヲ熟蕃ト謂ヒ府縣ヲ置テ之ヲ治ム其未タ服セ不
ルヲ生蕃ト謂フテ之ヲ化外ニ置キ甚タ理スル事ヲ爲不ルナリ」である。（外務省
（編）「日本外交年表竝主要文書1840-1945」上（オンデマンド版）『明治百年史叢
書 1巻』（原書房、2007年）53頁。）

12） ウェードは、書簡中に以下の記述を残している。それは即ち、「日本は、前年に
中国政府が、当該野蛮人に対する中国権力の不在と、彼らに対する管理能力を持
たないことを認めたと返答している。これ［即ち、上記の発言］は中国政府によっ
て否定されている。両者の主張を支持する文書は存在していない」（引用文中の
［　］は筆者による。以下同様。）というものである。ウェードのかかる記述は、
日本が「無主地論」の根拠の一つとしていた同発言が、イギリス外交部において
は必ずしも信頼に足る証拠としては受け止められていなかったことを示している。
（FO 881/2581/11(i), BDFA, p. 251.）さらに、イギリス外交官の中には、清朝政府
が先住民を処罰することは出来ないと発言したという主張自体に対して疑問を投
げかけている者もいたようである。（FO 228/542, “Memorandum of a visit to 

Langkiao”, p. 30.）
ここで、英国外交文書の出典について説明を付したい。イギリス外交文書 FO 

881/2581の 大 部 分 は、“Treaty revision and Sino-Japanese dispute over Taiwan, 

1868-1876”; I. Nish （ed.）, British documents on foreign affairs: Reports and papers 

from the Foreign Office confidential print. Part I, From the mid-nineteenth century to the 
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First World War. Series E, Asia, 1860-1914, vol. 21 （1994）内に収録されている。本
稿において参照したイギリス外交文書は全て、英国公文書館（the National 

Archives）所蔵のものであるが、以下、上記の書籍において確認できる文書に関
しては、出典として“BDFA（British documents on foreign affairs）”とその頁数
を表記する。

13） ウェードの書簡では、彼は“the Chinese Secretary”であると記されているため、
ここでは「書記官」と訳した。（FO 881/2581/1, BDFA, p. 226.）

14） 以下、本文における日付の西暦は、特段の表記がない限り、1874年である。
15） FO 881/2581/1, BDFA, p. 226.

16） その内容は、清が台湾蕃地を自国の領土であると認識しているか否かといった
点を問うものであった。詳細は第Ⅱ章にて検討する。

17） FO 881/2581/1(iii), BDFA, p. 228.

18） メイヤーの覚書では“the Prince”とのみ表記されているが、追って書かれた
ウェードの書簡では、「閣下は、日本の行動に対する中国政府の見解に関して回
答を与える前に、同僚や恭親王奕訢（the Prince of Kung）と協議する気でおられ
るように見受けられた」と書かれていることから、同書簡における“the Prince”
も「恭親王」を指していると考えられる。FO 881/2581/1/(ix), BDFA, p. 229.

19） FO 881/2581/1(iii), BDFA, pp. 228-229.

20） FO 881/2581/1(ix), BDFA, p. 229.

21） FO 881/2581/1(xi), BDFA, p. 230.

22） 外務省調査部（編）〔以下、同様〕『大日本外交文書』第 7巻（日本国際協会、
1939年）79頁。

23） FO/228/542, “Memorandum of a visit to Langkiao”, written by T.L. Bullock, pp. 

25-31.

24） FO/228/542, “Haikuan to Mr. Gregory-Enclosure on Mr. Gregory’s No. 10 of 12th 

June 1874”, pp. 37-45.

25） 尚、李総督書簡の内容が記された書簡を英訳した人物と、船上で書簡を目にし
た英国官吏とは同一人物であるため、 2つの書簡における訳出に大差はない。

26）『大日本外交文書』第 7巻、79頁。
27） 以下論じていくように、国際法及びその観念の受容期にあたる19世紀後半にお
いて、「輸入品」である国際法上の観念を表すために用いられた漢単語と、それ
本来の意味との間には隔たりがある場合が多い。それ故に、李総督書簡において
も、その漢文を訳した英訳文の意味（これらは更に、訳者によっても異なる。）と、
書簡自体の文脈から推測される意味との間にも相異が生じていると考えられ、そ
れは本稿においては、「疆土」と“territory”の関係という問題につながるので
ある。尚、同書簡の訳出に際しては、本文において述べたように、基本的には当
時の英訳文を参考にしている。しかし、上述の理由故に、文脈上の意味を重視し
た場合には、元の漢文を括弧内に示し、さらに脚注において英訳文も記すことと
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した。
28） 付記英訳文においては“the whole country of Formosa has belonged to our 

country for long time”、英国外交文書においては“the whole of Formosa has long 

been included in the map of China”である。『大日本外交文書』第 7巻、79頁：
FO/228/542, p. 39。

29） 付記英訳文においては“they are within the limits of our Empire”、英国外交文書
においては“they live within the borders of China”である。同上。

30）『大日本外交文書』第 7巻、78-79頁。
31） 付記英訳文においては“its territory”、英国外交文書においては“a state”である。
同上：FO/228/542, p. 40。

32） 付記英訳文においては“Formosa is the land belonging to China”、英国外交文書
においては“Formosa is a territory of China”である。『大日本外交文書』第 7巻、
80頁：FO/228/542, p. 40。

33）『大日本外交文書』第 7巻、78-80頁。
34）『萬國公法』は、ホィートンの“Elements of International Law”を訳出したもの

であり、1864年に刊行された。尚、張によれば、マーティンが参照したであろう
“Elements of International Law”は1855年刊行（1857年重刊）の第 6版であると考
えられる。張嘉寧「文献解題」加藤周一他（編）『翻訳の思想』「日本近代思想体
系15」（岩波書店、1991年）404頁。

35） かかる事実は、大久保との後期交渉において総理衙門が提示した「万国公法と
いうものは、西洋諸国によって編成されたものであって、とりわけ清国のことは
記載されていない、よって万国公法によって論じることはしない」（『大日本外交
文書』第 7巻、230頁。）という主張に殊更に着目して、総理衙門が西洋国際法は
用いず華夷秩序的な観念にのみ依っていたと考えることを控えさせるものである。
（例えば柳原は、「清は、西洋の国際法は用いず、従前の『領域』観念に基づいて
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