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幣原喜重郎講演「外交管見」

服部龍

ShideharaKijuro"GaikoKanken”

1,7UjiHAIToRI

Abstxact

ShideharaKijuro,exFfOreignministerandlaterprimeministerofJapan,deliveredalecture
ondiplomacyonOctober１９，１９２８．′nlelecturewastitled“GaikoKanken.”HehFankly
expressedhisviewson“diplomaticessence，'andcriticizedtheTanakacabinet,sChinapolicy．
'I11erefOre,thelectureisindispensabletostudyShidehara'sdiplomaticideasandhisviewof
thesituation・

Nevertheless，“GaikoKanken”ｈａｓｂｅｅｎｏｎｌｙｐａｒｄｙｃｉｔｅｄｉｎｈｉｓｂｉｏｇraphicalwritings・
Accordingly,thefUlltextofthelectureisnotwidelyknown.'mspaperintroducesthefulltext
of“GaikoKanken，，ｉｎtheShideharaHeiwazaidanPapers,ｒｅｅｌ７，depositedintheModem
JapanesePoliticalHistoIyMaterialsRoom(Kensei-shiIyoshitu)oftheNationalDietLibrary・

Thetextof"GaikoKanken，'ｗｉｌｌｂｅconducivetostudyofShidehara，sdiplomaticprinciples
andhisunderstandingofChineseaffairs．

KeyWOrds
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外相や首相を歴任した幣原喜重郎は，1928年１０

月19日に，「外交管見」と題する講演を行った．

この講演は，慶礁義塾大学においてなされた．当

時の内閣は，政友会の田中義一内閣であった．幣

原は外相時の1926年１月から，勅選の貴族院議員

である．貴族院の会派としては，比較的に中立な

同和会に属していた．

壇上の幣原は「外交の本質」をはじめ，南京事

件の経緯や田中内閣への批判に至るまで，率直に

語っていた．したがって，幣原の外交理念や時局

認識を知るうえで逸しがたいものである．この

｢外交管見」は，幣原喜重郎「外交の本質と我が

対支外交」（『民政』第３巻第２～７号，1929年）

のほか，幣原平和財団編『幣原喜重郎』（幣原平

和財団，1955年）などで，部分的には引用されて

きた。だが，全体が通読されることは，まれであ

ったであろう．

以下に掲載するのは，講演記録「外交管見」の

全文にほかならない．この「外交管見」は，縦書

きで36頁の小冊子である．その出典は，国立国会

図書館憲政資料室所蔵「幣原平和文庫」リール７

によった．幣原研究の一助となれば幸いである．

なお，仮名遣いは原文のままとしたが，旧字体に

ついては改めた．そのほか，句点を補ったところ

がある．

＊ ＊

総合政策研究第13号 (2006.3) 99 

幣原喜重郎講演「外交管見J

服部龍二

Shidehara Kijuro“Gaiko Kanken" 

防ujiHA百ひ阻

Abs位-act
Shidehara Kijuro， ex-foreign minister and later prime minister of Japan， delivered a lecture 

on diplomacy on October 19， 1928. The lecture was tit1ed“Gaiko Kanken." He frank1y 
expressed his views on “diplomatic essence" and criticized the Tanaka cabinet's China policy. 
官lerefore，the lecture is indispensable to study Shidehara's diplomatic ideas and his view of 
血esi加ation.
N everilieless，“Gaiko Kanken" has been only part1y cited in his biographica1 writings. 

Accordingly， the full text of the lecture is not widely known. This paper introduces the full text 
of“Gaiko Kanken" in the Shidehara Heiwazaidan Papers， reel 7， deposited in the Modem 
Japanese Political History Materials Room (Kensei-shiryoshitu) ofthe Nationa1 Diet Ubrary. 
The text of “Gaiko Kanken" will be conducive to s加dyof Shidehara's diplomatic principles 

and his understanding of Chinese affairs. 

KeyWords 
Shidehara Kijuro， ]apanese diplomacy，“Gaiko 
Kanken" 

外相や首相を歴任した幣原喜重郎は， 1928年10

月19日に， r外交管見」と題する講演を行った.

この講演は，慶慮義塾大学においてなされた.当

時の内閣は，政友会の田中義一内閣で、あった.幣

原は外相時の1926年 1月から，勅選の貴族院議員

である.貴族院の会派としては，比較的に中立な

同和会に属していた.

壇上の幣原は「外交の本質」をはじめ，南京事

件の経緯や田中内閣への批判に至るまで，率直に

語っていた.したがって，幣原の外交理念や時局

認識を知るうえで逸しがたいものである.この

「外交管見」は，幣原喜重郎「外交の本質と我が

対支外交J(r民政』第 3 巻第 2~7 号， 1929年)

のほか，幣原平和財団編『幣原喜重郎J(幣原平

和財団， 1955年)などで，部分的には引用されて

きた.だが，全体が通読されることは，まれであ

ったであろう.

以下に掲載するのは，講演記録「外交管見Jの

全文にほかならない.この「外交管見Jは，縦書

きで36頁の小冊子である.その出典は，国立国会

図書館憲政資料室所蔵「幣原平和文庫」リール 7

によった.幣原研究の一助となれば幸いである.

なお，仮名遣いは原文のままとしたが，旧字体に

ついては改めた.そのほか，句点を補ったところ

がある.

* * 
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外交管見

(昭和三年十月十九日慶慮義塾大学に於て講演)

男爵幣原喜重郎講演

諸君，今回図らずも諸君の御招待に依り，此講

壇に立つ栄誉を輿へられたに付きましては，先づ

一言御礼を申さなければなりませぬ，当学園は我

邦新文明の最大恩人たる故福沢先生が六十有余年

前に創立せられて以来，此門より出でられたる

済々たる多士は学界に於ても，経済界に於ても，

又政治界に於ても，其他各方面に亙って夫々活躍

せられ，帝国の進歩発展に莫大なる貢献を為して

居らる、のであります.斯かる光輝ある歴史を有

する大学の講演に於て，将来の帝国を双肩に担は

るべき諸君と親しく御目に懸かるの機会を得たこ

とは，私として限りなき仕合に感ずる次第であり

ます.今日は別に諸君の御参考ともなる程の講演

材料を持って居りませぬが，唯私が過去三十有余

年間の外交官生活中随時見聞したる所に依り，外

交の大体観念に関する所感を述べ，之に関連して

支那の時局問題にも幾分言及したいと考へます.

外交の本質は権謀術数ではない

先づ外交とは知何なる本質のものであるか，世

間一般に外交と云へば，何となく表裏のある，飾

の多い，不誠実なる観念を聯想するやうでありま

す.欧羅巴に於ても古来個人と国家とは徳義の標

準をーにするものではないと云ふ考が広く行はれ

てゐました，嘘を吐くことは個人として最大の悪

徳である，他人の物を奪ひ取ることは最も卑むべ

き破廉恥罪である，併し乍ら有も国家の為めなら

!;f， 詐欺でも，略奪でも，如何なる手段でも a聞か

るには及ばない，所謂目的は手段を合理化するも

のであると看倣されてゐたのであります.又事実

上，凡そ国家の為めに領土の拡張，利権の獲得等，

何等か有利なる目的が達せられたる場合には，其

手段が知何に随劣であっても，如何に悪嫌であっ

ても，如何に個人間の徳義の標準に適はないもの

であっても，国民は之を非難せざるのみならず，

却て之を賞賛し，之を感謝したのであります.

昔「ヴエニス」に駐在せる英国大使「サ・ヘン

リー・ワットンjは，友人に奥へた戯書中に『凡

そ大使とは自国の利益の為に他を欺くの目的を以

て外国に派遣せらる‘正直なる人物なりJと認め

たことがあった.然るに仮令一片の戯書であって

も有も外交官たる者が斯かることを筆にするのは

不謹慎であるとて物議を醸した，果して左程に不

謹慎なりや否やは暫く措き，当時一般に行はれた

る外交の本質は此皮肉なるー勾の中に能く言ひ現

はされてゐるのではないかと思はれます. 1ピス

マーク」は『自分は真実を大胆に打明けて話す流

儀である，何故ならば自分が如何に真実を明かし

ても，世間では決して其佳に信じて呉れないこと

を知って居るからである』と語った話が伝へられ

ている，即ち「ピスマークjが事実を打明けたの

は，却て事実を隠蔽せんが為めであった，世人を

欺かむが為めであった， 1ピスマーク」は又顔附

の狩猛なる一疋の犬を飼ってゐて，外国の大使を

引見する際にも之を自分の傍に置いた，其犬は何

人でも己れの主人に不快の念を奥ふる者がある

と，直に吠へ出して岐み付かむとするが如き姿勢

を示した，来客は往々之に恐れを為して，議論の

筋途もとかく乱れ勝ちになる. 1ピスマーク」は

其呼吸を計って猛然と突き込み談判を進めた，当

時世間では此帝国宰相 (1ライヒスカンツラーJ)

の飼犬を縛名して，帝国犬 (1ライヒスフンドJ)

と呼んだと云ふ逸話があります.

千八百七十八年の伯林会議に於て黒海沿岸の

「パツーム」港は其背後地帯 (1ヒンターランドJ)

と共に露国に帰属すること、なり，背後地帯の境

界線は地図に書き現はされて確定したのである.

然るに愈々条約調印の間際に至り，露国全権「ゴ

ルチャコフ」は其協定済の地図を抜き取り，背後

地帯の境界線を露国に有利なるやう書き改めたる

地図と摺り代へて，之を条約書に附属せしめた，

即ち「ゴルチャコフ」は英国全権「ピーコンスフ

ィールド」が元来近視であって，又問題の細目に

無頓着であったのに乗じ，斯かる乱暴なる詐欺を

行ったものであると，幾多の著書に見えておりま

す.其の「ゴルチャコフ」も同じく伯林会議で，
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東「ルーメリア」の問題に付ては，まんまと「ピ 約上正々堂々と獲得せる遼東半島を支那に還附し

ーコンスフィールド」の術中に陥った，即ち「ピ なければならぬこと冶なりました.申す迄もなく

ーコンスフィールド」は此問題に関して「ゴルチ

ャコフ」と意見の正面衝突を来たすと，直に伯林

引揚の特別汽車を準備せしめ，英国は到底譲歩の

余地がないから，断然露国と開戦するの決心であ

ると「ピスマーク」に耳打ちした， Iビスマーク」

は之を「ゴルチャコフ」に伝へると， Iゴルチャ

コフ」も形勢の非なるに驚き，英国の主張に屈服

した.然るに「ビーコンスフィールド」は実際露

国と開戦するの覚悟であったのではない，巧みに

虚喝の芝居を仕組んだ、のに過ぎなかったことが，

当時の記録に示されて居ます，是を以て観れば伯

林会議に於ける立役者は，揃ひも揃って警察上の

注意人物であったものと思はれます.

歴史に徴しますれば，従来外交が斯かる権謀術

数に依って動かされたる実例は殆と枚挙に逗あり

ませぬ，然も其終局の結末は如何であったか，一

時は適さに国家の利益に貢献したこともありませ

う，又目前の赫々たる成功は国民の喝采を博し得

たでありませう，併しながら之が果して国家百年

の長計でありませうか. Iリンカーン」の有名な

る格言の中に『単に一時的であれば或は総ての世

人を欺き得るであろう，又単に一部の世人に対し

てならば或は永久に欺くことも出来るであらう，

併しながら永久に亘って総ての世人を欺くことは

為し得らる冶ものではないJと云ふ言葉がありま

す.国家の生命は永久なるべきものであるから，

一時の功を奏したる権謀術数も，何日かは其国の

為に重大なる禍を来たすことがあるものと覚悟し

なければなりませぬ.仏教に説く所の『因果応報』

の理は国際関係に於ても行はれ得るものでありま

す.

極東に於ける権謀外交の実例

明治二十八年の馬関条約に依り支那は遼東半島

を永遠に日本に割譲した.然るに其際支那政府は

一方に於て馬関条約に調印しながら，他の一方に

於ては窃かに列国政府に懇請し遂に所謂三国干

渉事件の突発となった.之が為めに日本は一旦条

三国干渉は外交上の陰謀である，国際的の一大罪

悪である.之が中心となって策動せるものは露独

両国政府であって，之を誘発し，之を利用せるも

のは支那政府であった，其行動は此等諸国に取っ

て結局知何なる運命を鷲らしたでありませうか.

最先に因果応報の苦しみを受けたのは支那自身

であった，日清戦役終局の翌年即ち千八百九十六

年五月，支那と露西亜との聞には日本を共同の敵

と明示する同盟条約が締結された，其条文は久し

く秘密に附されてゐたが，千九百二十二年華盛頓

会議の席上に於て暴露された，同条約に依り支那

は黒龍吉林の両省を横断して浦潮斯徳に向ふ所の

鉄道，即ち所調東支鉄道本線の敷設権を露国に輿

へたのであります.次に支那は千八百九十八年三

月六日に至って，腰州湾の租借権を独逸に許し，

同月二十七日には，更に旅順大連の租借権，並に

恰爾賓より旅順に至る鉄道，即ち東支鉄道南部支

線なるものの敷設権を露国に輿へたのであ収

す.支那が惨州湾の租借権を独逸に許したのは，

山東省に於ける独逸宣教師二名の殺害事件に対し

て，謝罪又は損害賠償の意味合を含んでゐるやう

に説く人が多いけれども，之は誤解であります.

腰州湾租借条約の前文中にも，支那は従来独逸よ

り受けたる友情に酬ひむが為めに此租借権を許す

のであって，宣教師殺害事件は別に解決済である

と明記してあります.然らば其所調『支那が従来

独逸より受けたる友情Jとは抑も何を指すのであ

るか，即ち三国干渉に依る独逸の援助を意味する

ものと解せざるを得ませぬ，斯くの如く支那は嘗

て其味方であった露独両国政府より悉く裏切ら

れ，三国干渉に依って得たる利益を奪はれたるの

みならず，遂に満洲及山東省の全部をも挙げて，

露独両国の侵略政策に放任するの外なきに至った

のであります.

次に露独両国は亦如何なる運命に依って報ひら

れたか.日本は三国干渉の苦がき経験に耐へて臥

薪嘗胆，徐ろに国力の充実に全力を挙げ，爾来十

年を出でずして露国を南満洲より駆逐し，二十年
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を出でずして独逸を山東省より掃蕩し，遂に今日

の国際的地位を占むるに至ったのであります.日

本国民が日清戦役に於て百戦百勝の後，俄然三国

干渉の煮湯を呑まされるやうなことがなかったな

らば，祝捷会の酔も容易に醒めなかったであらう，

臥薪嘗胆の悲壮なる決心も遂に起らなかったであ

らう，果して然らば帝国今日の重要なる国際的地

位は加何にして占め得られたでありませうか.人

間万事塞翁の馬である，国際関係に於ても果報の

車は常に旋って居る，権謀術数は畢寛国家百年の

長計ではありませぬ.

国際的纏義心の向上

殊に世界戦争の惨潜たる教訓は国際聯盟の実現

を促がし，今や聯盟総会と云ひ，聯盟理事会と云

ひ，国際司法裁判所と云ひ，又聯盟以外にも，仲

裁裁判所あり，国際紛争審議委員会あり，何れも

世界の公論を以て列国聞の関係を律せむとする機

関が二重にも三重にも設置される、に至ったので

あります.多くの徹菌は強き日光に耐へないと同

様，暗黒時代に行はれたる国際的犯罪も，世界の

公論が光を増すに従って自ら影を潜めざるを得ま

せぬ.千九百七年の海牙平和会議に於て，軍備縮

小問題が議題に上ぼると，某大聞を代表せる一軍

人は忽ち「サーベル」を掴みしめて起ち上がり，

『若し我国の自ら必要と認むる軍備に対し，本会

議に於て一指をも染めむとするものがあるなら

ば，自分は即刻退場する』と叫んだので，此問題

に関する議事は直に立消えとなった.爾来世局は

一変して居る，今日に於ては何づれの政府と難，

又如何なる軍人と難，少くとも主義の問題として

は軍備の縮小又は制限に公然反対し得るものはな

いでありませう.之に反対しないのは，仮令輿論

を樺かる一片の偽善に過ぎないものであるとして

も，其輿論を偉からなければならぬと云ふ事実は

偶々以て時勢の進歩を誼するものであります，国

際間に於ける徳義の標準が漸次高まって来たこと

を物語る次第であります.

人口食糧問題

近来我国の前途に関して往々甚しき悲観説を唱

へ，我国は天然資源に乏しく，而も人口は年々莫

大なる増加の勢を示して居る，此傾向を以て進む

ならば，今後数十年を出でずして国民は戦J陳すべ

き全般的の生活難に陥るであらうと憂慮する人が

あります.固より人口食糧問題は我国運の将来に

重大なる関係を有するものであって，国民は何づ

れの途其満足なる解決を求むるの必要がありま

す.即ち第一に食糧に付ては一方に於て生産を増

加し，他の一方に於ては消費を節約するの方法を

講じなければならぬ.第二には狭陸なる領域内に

多数の人口を養はむが為めには工業の発展を図

り，所調国を工業化して，其生産品を外国に輸出

し，之と引換へて食糧並に工業原料品を外国より

輸入するの方針を執らなければならぬ.第三に移

民の保護奨励に努めなければならぬ，尤も本邦人

の海外移住が我人口食糧問題の解決に及ぽす効果

は直接よりも寧ろ間接であります.今日如何に本

邦人の移住を歓迎する外国でも，其移民を消化す

る力には自ら限度のあるものでありまして，我国

より年々七八十万にも達する人口の過剰を直接に

緩和するに足るが如き多数の移民を送らうとして

も，先方に於ては到底之を受入れ消化し得らる、

ものではありませぬ，強ゐて之を求むれば結局徒

に外国との面倒を惹き起し，延いては既に其国に

定住する我移民の地位にも累を及ぼすものであり

ます.併しながら本邦人が外国に移住して資本の

投下と労力の供給とを併せ行ふならば，移住国の

富源開発に貢献すると共に，其移民の従事する企

業の種類及方法に依つては我国に必要なる工業原

料品並に食糧の供給にも適切有利なる事態を作り

得るものであって，間接に我人口食糧問題の解決

を助くる所以であります.例へば我工業原料品と

して外国より輸入する実綿及繰綿は年々六，七億

の巨額に達して居る，然るに南米殊に「ブラジル」

地方が棉花の栽培に最も適することは専門家の定

説である，而も其広大無辺なる沃野は広く門戸を

聞いて外国人の投資企業を迎へて居る，若し本邦

人が南米地方に於て土地に投資し，労力を供給し
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て棉花の栽培を行ふならば，我工業に要する実綿

及繰綿も追々此等本邦人の手に依って大部分供給

せらる h 迄に進み得らる冶のであります.食糧に

付ても同様である，之が為めに我国際賃借関係は

著しく改善せられ，我人口食糧問題も間接に解決

の緒を得らる冶ことは申す迄もありませぬ.海外

移住組合法が昨年春帝国議会の協賛を経て制定さ

れたのも之が為めであります.之を要するに如何

にせば食糧の生産増加及消費節約を行ひ得るか，

知何なる方法に依って工業の発達を期すべきか，

又移民の保護奨励に要する施設如何，此等の諸点

に付，科学の方面よりも，実地の方面よりも，組

織的に具体的に研究すれば人口食糧問題解決の鍵

を発見するとは決して不可能ではないと信じま

す.日本民族は古来幾度か一層重大なる難関を切

り抜けて着々国運の隆盛を見るに至った，近頃動

もすれば若干の社会的現象に逢着して直に困難来

などと騒ぎ立ち，妄りに国家の前途を悲観するが

知;きは，我民族の能力と歴史とを余りに軽視する

ものと申さなければなりませぬ.

回より人口食糧問題は今日新植民地の獲得を目

的とする侵略政策に依って解決し得らる、もので

はありませぬ.前世紀の終頃より独逸に於て有力

者の一部は列国聞に於ける植民地の分配に不満を

鳴らした，独逸以外の諸大国が世界の各方面に亘

って広大豊富なる植民地を有しながら，独逸独り

同様の分配に輿かつてゐないのは不公平である，

独逸は飽く迄も植民地の公平なる分配を受くるの

権利を主張せざるを得ないと云ふ意見を公言して

ゐたのであります.事実に於て其他の諸大国は独

逸に先だって夙に世界の各方面に植民地を獲得

し，拡張し，独逸が内に帝国建設の大事業を完成

して，漸く外，世界政策に着手し得るに至った頃

には，植民地として価値ある明地は殆ど何づれの

方面にも残ってゐなかった.独逸が新に植民地を

求むるとすれば，現に所有主のある土地に着眼し

て，其所有主と之を争ふの外なかった，千八百九

十八年の腰州湾租借事件，千九百五年の「タンジ

ェ」事件，千九百十一年の「アガヂールJ事件等

は何づれも独逸が海外植民地を得むが為めに，侵

略政策の鋒提を露はし来れるものであると云ふ疑

念を益々深からしむるに至ったのであります.千

九百十四年の世界戦乱勃発に当って，主戦論に加

担したる独逸の政治家は少くとも或程度迄此領土

慾に動かされたるものと信じられて居る.若し戦

争が独逸の勝利を以て了はったならば，独逸は其

報酬を欧羅巴の地域内に求めずして，欧州諸国の

海外植民地に求むる意向であったことは，同国の

責任ある当局者が言明せる所であった，何づれに

するも，当時独逸の執りたる侵略的の政策並に行

動は殆ど満天下を敵とするに至って遂に悲惨なる

運命を招いた.斯くの如く列国に絶へず不安不信

の念を輿へたる軍国主義の独逸は倒れ，之に代は

って世界の尊敬と友情とを麗ち得たる自由主義の

独逸が生まれたのであります.

外交の作用

世人は往々外交の作用を過信して，之に無理な

る注文を持ち込み，外交其機宜を制するならば，

世界の人心を挑発することなくして，領土の拡張

でも，利権の争奪でも，巧に成功し得らる、やう

に想像する者もないで、はありませぬ.凡そ政治家

として最重要なる資質のーは実行可能の政策と不

可能の政策とを識別する判断力であります.固よ

り両者の限界は時勢の進歩と共に変遷するもので

ある，嘗て不可能なりしものが今は可能となり，

昔は可能なりしものが現に不可能となることもあ

る，例へば列国全権の協力に依って国際間の平和

を維持せむとするが如き制度は世界戦争以前には

殆ど実行不可能と看倣されてゐたのであるが，大

戦乱の無残なる光景に感動されて，天下の公論は

真剣に斯かる制度を要求すること冶なり，遂に国

際聯盟の成立を見るに至ったのであります.之と

共に昔は屡々行はれたる侵略政策や，武力万能主

義は今日に於ては最早覚醒せる人心の大勢に圧せ

られて，到底其非を遂げ得られませぬ，斯くの知

く政策の可能性は時と共に移動するけれども，一

定の時代に就て見れば其限界は確然と存在するも

のである.正しく其限界を判断し，一旦不可能と

認めたる政策は初めより之を試みず，唯可能と認
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めたる範囲内に於て組織的の計画を立て，着々其

実行に全力を尽くすことが実際的政治家の心懸け

でなければなりませぬ.政治は空想ではない，妄

りに不可能の政策に執着して焦せり腕がく者は政

治家でなくして空想家である，外交は手品ではな

い，観客の日を肱まし，内部の空洞なる手箱の中

より，忽ち数百尺の長き紙片を取り出したり，平

和を象どる鳩を取り出したり，帝国の威厳を現は

す国旗を取り出したりなどして，大向ふの喝采を

博せむとする者は外交家でなくして手品姉であ

る.外交政策に於ても，自然の法則に反抗し，時

勢の潮流に逆行しては何等の有益なる目的をも達

し得らる、ものではありませぬ.而も其失敗の損

害が結局国民一般の負担に帰するに至つては，誤

れる外交の責任は極めて重大と申さなければなり

ませぬ，我外交が徒に空想家や手品師を真似ては

国家の大患であります.世間には往々一定の成果

なき無謀の計画を試み，やがて其計画が必然の運

命として嵯鉄を来たせば，世論の攻撃を緩和せむ

が為めに，忽ち掌を返へしたやうな態度を以て正

義公道の念仏を唱へ，殊勝気に珠数を手繰って居

る者もある.若し外交当局者が斯かる軽挙妄動を

為すならば，帝国の威信は地に墜ち，我国民の対

外平和的発展は永く累を受けざるを得ませぬ.

国際関係の円滑を妨ぐる原因

近来我国に於て，国民の外交問題に関する知識

並に興味の進んで来たのは著しき事実でありま

す，之と同時に外交問題其ものも亦益々複雑を加

ふるに至ったのであります.支那の時局問題に付

ても単に同国内部一般の情勢のみならず，広く世

界の全局に眼を放ち，之と関聯して判断しなけれ

ば正鵠を得らる、ものでありませぬ.然るに何づ

れの固に於ても，多数の民衆は其日常生活に於て

親しく外国の事物と接触するの機会に乏しく，国

際関係の各方面に亘って十分に之を研究するには

材料も暇も得られないのが常であります.加之世

界各国を通じて一般の民衆は自国と外国との聞に

発生する紛議に付ては何となく対手国の主張が常

に不正不当なるが如き一種の先天的偏見を抱くの

傾向を免れない，冷静なる態度を以て双方に公平

なる意見を公表する者は動もすれば其愛国心を疑

はれ，非議僚慨の口調を以て対手固に対する反感

を扇動する者は却て聴衆の喝采を受ける，此人心

の傾向は屡々国際関係の円滑を妨ぐる所の一大原

因であります.従て政府は外交問題に関しでも，

国家の利益に反せざる限り，事実の真相を発表し，

国民の理智的判断に訴ふることに意を用ひなけれ

ばならぬ.現に政府の局に立つ者が外交問題に付

て，囲内政争上の目的より，以前の政府当路者を

攻撃せむが為めに，公の記録をも調査せずして，

誤れる事実を宣伝するが如きは，欧米諸国に於て

は多く其例を見ない所であります.之こそ即ち外

交を政争の具に供するものであって，其国民を迷

はし，国家を毒するの大なることは申す迄もあり

ませぬ.

南京事件

例へば昨年の南京事件に付て見るに，或は之を

以て従来日本其他列国の支那に対する軟弱外交の

産物であると云ひ，甚しきは当時の日本政府が支

那に於て一切無抵抗主義を執りたる結果であると

云ふが如き，全く見当違ひの臆説が今尚ほ流布さ

れて居る，而も現政府当局者自ら斯かる臆説を公

然宣伝するに至つては驚かさ守るを得ませぬ.固よ

り外交政策は冷静なる利害の判断に基いて決定せ

らるべきものであります，一国の外交が妄りに軟

弱と云ひ強硬と云ふが如き空漠なる感情論に支配

されては国家の前途を誤まる所以であります.況

や其所調従来の軟弱外交とは知何なる事実を指す

のであるか，又或特定の問題に関し，其当時の政

府が執った政策を軟弱なりとして攻撃するなら

ば，別に之に代はるべき如何なる具体的の名案が

あるのであるか，此等の疑問に対する的確なる確

答は未だ何人よりも聞いたことがありませぬ，何

づれにするも，南京事件は日本其他列国の対支政

策が軟弱であったか，強硬であったかと云ふよう

な見地とは全然関係のない事情に依って生じたも

のであります.然らば其事情とは如何，之に付て

簡単に要点を申述べたいと思ひます.
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一昨年の夏，国民革命軍が着々北伐計画を遂行

して漢口に進出せる以来，其総司令たる蒋介石氏

其他国民党の領袖数名は漸く共産党排斥の旗臓を

鮮明にするに至った.蕊に於て共産党員としては

自己の運命に直接の危険を感じた，其危険を除か

むが為めには蒋介石氏等の囲内的並に国際的地位

が輩聞を加ふに先だって速に之を倒さなければな

らぬ，之を倒すには国民革命軍の手に帰したる地

方に於て重大なる国際事件を勃発せしむることが

最も捷径である.素より共産党は列国聞に何等の

地位を認められたるものではないから，支那軍隊

の惹き起したる国際事件は，仮令軍隊内の共産系

分子が軍司令官の意志に反して策動せるものであ

っても，列国は其支那箪隊の総司令たる蒋介石氏

を責任者として罪を聞はざるを得ないであらう.

蒋氏が其責任を回避するならば，列国は強き圧力

を之に加ふるであらう，事議に至らば蒋氏は忍ん

で列国の強圧に屈従するにしても，又敢然起って

列国に反抗するにしても，何づれの途倒壊の運命

を免がれないであらう，蒋介石氏の倒壊は共産党

員に取って一大脅威より逃る冶所以である，斯く

の如き結果を予想、して共産党員は南京事件を画策

したのであります.従て其本来の性質は排外運動

でもありませぬ，又固より排日運動ではありませ

ぬ，本邦人其他外国人に危害を加ふることは共産

党員が他の目的を達せむとするーの手段であっ

て，目的其ものではない，敵は本能寺に在った，

彼等の倒さむとする標的は蒋介石氏其他数名の国

民党領袖であった.又事実に於て英米人中には数

名の死傷者を出だしたけれども，日本居留民中に

は幸にー名の死傷者もなく，支那軍隊の指揮官が

現場に着すると，直に日本領事を訪問し部下兵員

の暴行を陳謝し，自動車を供給して本邦人を南京

城外の下関に護送し，下関前面に碇泊せる帝国軍

艦内に避難せしむるの便宜を図ったのでありま

す.過般の済南事件は之と大に趣を異にする所が

あります，内外新聞紙の報道に依れば済南に於て

は支那兵暴行の標的は主として日本人であった，

一般外国人中には多少略奪の傍杖を食ったものは

あったが，死傷者はー名もない，又支那側より目

本人に好意を表し，其避難の便宜を図ったやうな

事実は全然認められませぬ.何故に南京事件と済

南事件との聞には支那側の日本人に対する態度に

於て，斯かる大なる差異があったのであるか，

の注意すべき現象であります.

軟弱外交も無抵抗主義もない

南京事件は以上申述べたる事情に依って発生せ

るものであるから，一方に於て従来日本其他列国

の対支政策が仮に軟弱であったとしても，之が為

に直接にも間接にも本件を誘発せるものと認めら

るべき理由がありませぬ.却て共産党が重大なる

国際事件を惹き起きむとしたる目的は列国側の政

策が軟弱であればあるだけ姐離する道理でありま

す.列国より本件解決の為め蒋介石氏に対し強力

の圧迫を加へてこそ，事件は愈々重大となり，共

産党員の蒋介石氏排斥の計画は成功し得らるべき

筋合であります.又他の一方に於て列国側の対支

政策が知何に強硬であったとしても，之が為めに

本件の発生を予防し得られたものとは信じられま

せぬ，却て共産党員は之を打倒帝国主義なる叫ぴ

の好辞柄として益々人心を扇動するの具に供する

に止まったでありませう.何づれにしても，共産

党員は影武者であるから，列国の強硬政策に依っ

て危険を感ずるものではありませぬ，固より三千

哩に亘る楊子江の流域に，到る処日本の優勢なる

兵力が駐屯してゐたならば，南京事件の如き椿事

の発生は或は防止し得られたかも知れませぬけれ

ども，何人も斯かる非常識の軍事的措置を考ふる

ものはありますまい.

次に日本政府が支那に於て無抵抗主義を執った

と云ふが如き妄説は何人の担造に出でたものであ

るか，奇怪至極であります.現に南京事件の直後

数日を出でずして発生せる漢口事件に於ては支那

暴民の集団が日本居留地に乱入すると，我海軍陸

戦隊は機関銃を以て直ちに之を駆逐したではあり

ませぬか.南京事件に於て当時日本領事館内に在

りたる我海軍の小部隊が支那軍隊の暴行に対して

抵抗を試みなかったのは政府の訓令に基いた次第

ではなく，全く同地に於ける本邦居留地一同の意
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向を尊重せるが為めであった，即ち居留民は其現

場の実況に徴し，若し両国武力の衝突を来たすな

らば遂に尼港事件の三の舞となり，居留民全部塞

殺に遭ふの危険ありと見て，切に隠忍せられむこ

とを我海軍将校に陳情したのであります.斯かる

情況に際して我海軍将校の苦衷は寒に諒察に余り

あることを認めなければなりませぬ.何づれにす

るも，政府より支那に於ける我文武官憲に対し，

無抵抗主義を指示したと云ふが如きは途方もなき

臆測であって，若し果して無抵抗主義なるものが

あったならば，当時政府は疾くに在支居留民全部

の引揚を断行したであらう，何を苦しんで楊子江

方面に空前の大警備艦隊を配置したでありませう

か.

隣接圏内に於ける国交の大勢

国際関係の大勢を通観するに，世界何づれの方

面に於ても，領土の隣接せる二国の聞には感情の

融和しないものが多い，寒に不幸なる現象であり

ます，其事実は藷に一々例を挙げて説明すること

を偉りますけれども，別に説明を待たずして，何

人も容易に之を認め得るでありませう.世人一般

に『遠交近攻』の策を以て支那外交の特有性なる

が如く評するけれども，斯かる政策を執るものは

必ずしも支那のみではありませぬ，同様の例は世

界到る処に求め得らる冶のであります.然らば接

壌の二国互に相争って結局其執れかの一方又は双

方に如何なる利益があるかと問ふならば，公平な

る第三者は何づれも其全然無益なることを看破す

るであらう，単に無益なるのみならず，遂には双

方共倒れとなることが多いのであります.

諸君は英語の「キルケニー，キアツツ」と云ふ

言葉の語源を御聞きになったことがありませう，

十八世紀の頃愛蘭の「キルケニー」なる場所に駐

屯してゐた英国軍隊の兵士等は或日のこと二疋の

猫を捕へて双方の尾を結び付け，之を紐に吊るし，

其猫が互に喧嘩して岐み付き合ふのを見ては，面

白がってワイ---騒いで居った，其処へ一人の士

官が通り懸かって，斯かる残酷な悪戯を容なめ，

早速猫を放してやれと申附けた，兵士等は畏まり

ましたと云って其士官が立去った後で其猫を尾の

上部から切り捨て、放してやった，然るに其結び

付けられたる尾は紐に引っ懸った憧に置いてあっ

た.暫くして前の士官は帰って来て之を見附け，

驚いて『一体猫はどうしたのか』と尋ねると，兵

士等は大に恐縮し， r実は猫は喧嘩をして互に岐

み付き合って何としても離れませぬ，遂に双方共

跡形もなくなる迄に互に喰ひ尽してしまって，唯

尾だけが残ったのであります』と真面目顔に答へ

たと云ふ噺，之から二人が喧嘩して共倒れになる

ことを「キルケニー，キヤツツ」と呼ぶやうにな

ったそうであります.

此たわいもない笑話の中に自ら含まれたる一片

の真理は日支両国民の共に絶へず念頭に置くべき

所があると考へます.地理的に結び付けられたる

隣接の両国が互に争を続けて行くならば，或は遂

に「キルケニー，キアツツ」の運命に陥るであら

う，敦づれの一方に取っても其真正の利益，永遠

の安寧は両国相互の友好的協力に依って初めて保

障し得らる、ものであります.従て両国の当局者

は常に一切の政策及行動の目標を葱に置き，隣接

聞の常として発生し易い紛争は成るべく事前に之

を防止し，又一旦発生せるものは成るべく速に之

を解決して，以て一定の目標を見失はないやうに

至重の注意を加へなければなりませぬ.

支那の不平等条約問題

我国民は最近支那の時局が国内の和平統一に著

しく一歩を進めたるの状あるのを見て深く之を悦

び，支那国民が不平等条約の鴇粋を脱せむとする

要望に付ても終始理解ある態度を執り来ったので

あります，是れ全く日支両国の友好的協力に重き

を置く所の我国民の自覚に外ならぬのである.唯

不平等条約撤廃の目的を達せむが為めに，今日支

那側の執らむとする方法順序は，我国が嘗て自ら

同一問題に直面して進んで、来た筋途とは大に異な

る所があることに注意せざるを得ませぬ.我国は

亦曇に具さに不平等条約の辛酸を嘗め，其撤廃を

図るに当つては列国を責むるよりも先づ己れを責

めた，打倒帝国主義などと叫ばずして先づ静かに
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圏内庶政の革新に全力を挙げた.其当時に在って 此法理上の主張を前提として，新条約締結の交渉

は所調帝国主義の空気は尚ほ世界到る処に濃厚で を提議したのである.然るに斯かる法理上の主張

あって，之が衝に当った我元勲先輩の苦心は寒に は条約の解釈論としても，又国際法の理論として

用意ならざるものがあったであらうと察せられま

す.而も庶政刷新の業ーたび成ると，列国は遂に

其努力の結果を認め，快く対等条約の締結に同意

したのであります.今や支那は其不平等条約の撤

廃を期する国民的要望に対しては列国一致の同情

を受け，我国が同一問題に苦しんだ当時に比して，

遥かに有利なる国際間の形勢に恵まれつ冶あるに

拘はらず，同国要路の人々は多くは列国を責むる

に急にして，自ら責むる所甚だ寛である，支那の

進歩しないのはーに不平等条約の鉄鎖あるが為め

であるなどと唱へ，圏内施政の改善其緒に就くを

待たずして，直に現行条約の改廃を迫るの現状で

ある.我々は不平等条約が支那に取って重大なる

苦痛であることを能く理解するものであるけれど

も，之を以て支那の進歩を阻擬する百弊の源なり

とは信じられませぬ.我国は外国人が治外法権を

享有したる時代に於ても，列国の帝国主義を呪ふ

ことなくして，国連は騒々と進んだではありませ

ぬか，片務的関税協定の束縛を受けたる時代に於

ても，条約違反の課税を行ふことなくして，財政

の基礎は漸次輩固を加へたではありませぬか.不

平等条約の国内政治の欠陥より生じたる結果であ

って，囲内政治の欠陥を生ずる根源でありませぬ，

其因って来りたる根源を絶たずして之に伴ふ結果

を除かむとする所に白から無理がある，内外人保

護の施設備はるに至らば，求めずして外国人の特

権的制度は撤廃せらる、でありませう.我々は必

ずしも支那に期待するに我国の先例を其僅踏襲せ

むことを以てするものではないけれども，支那が

速に列国の聞に伍して正当なる地位を占むるに至

らむことを望むの情切なるが故に，此際特に同国

官民の自重を求めざるを得ませぬ.

最近国民政府が日支通商条約問題に関して執り

たる措置に付ては寒に遺憾の念を禁じ得ない点が

あります.本件に関する国民政府の公文として発

表せられたるものを見るに，現行日支通商条約を

以て既に満期に依り効力を失ったものと看倣し，

も，我々は予て十分に公平に研究を遂げたる結果，

全然不条理なりとの結論に達したのである.其結

論は一昨年十月前内閣時代に北京外交部に送った

覚書の中にも明記してあります.若し我国に於て

支那の不条理なる法理上の主張に意義を唱へず，

現行条約の失効を承認又は黙認するならば，追て

新条約商議の際，支那より種々無理なる要求を提

出し，我国が之に同意を輿へずして交渉停頓する

と，支那は直に自己の任意に定めたる臨時弁法の

励行を以て我を威嚇するに至るであらう.今日に

於てきへ国民政府は既に其威嚇の鋒先を露はして

居る，斯くの如きは我国として到底忍び得らる冶

ものではありませぬ.従て国民政府が新条約の締

結を求むる前提として現行条約の失効論を主張し

固執するならば必然我との正面衝突を避け得られ

ないことは，国民政府に於ても疾くに予期してゐ

なければならぬ筈であります.他の一方に於ては，

不平等条約の束縛を免れむとする支那の国民的要

望に対し，我国が常に深き同情を寄せ来ったこと

は，前にも述べたる通，之亦周知の事実でありま

す.就ては若し今回国民政府に於て我国と正面衝

突を来たすべき法律上の主張に触る冶ことなく，

全く日支両国民間の情誼に訴へて支那国民の苦痛

とする現行条約の改訂談判を提議したならば，我

国論は満腔の好意を以て之を迎へたであらうと信

じます.支那にして偏に不平等条約の撤廃を目的

とするならば，之に到達するの途が斯くの如く聞

かれてゐたのにも拘はらず，国民政府は自ら其聞

かれたる正道を棄て，其閉ぢられたる関門に向っ

て歩を進めたのである，我政府も亦之に対し不必

要且不体裁なる挑発的の捨台詞を以て答へ一層事

態を悪化したことは如何にも不幸なる成行と申さ

なければなりませぬ.併しながら結局支那の欲す

る所は我固との衝突ではなくて，通商条約の改訂

に在ること、思はれる，我国も亦現行条約の効力

問題に触れざる限りは，其改訂の交渉に応ずるこ

とに異議あるのではない，果して然らば終局の目
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標に於て両国の聞に大差なき次第であるから，此

際何とか両国共通の目標に向って局面展開の方法

を発見することは難からざる筈であります.

東三省に対する我国の方針

以上述べたる通り我々は日支両国間に友好的協

力の関係を増進する事を以て我対支外交の根本義

とするものでありますが，さりとて我正当且重大

なる権利々益が脅威せられ，侵害せらる、ことを

忍ぶべき調はれのないことは申す迄もありませ

ぬ.支那の内争に干渉しない方針と，我権利々益

を擁護する方針と，此二者は互に相反接する性質

のものではなく，両々並ぴ行はるべきものであっ

て，又之を並び行ふことが我外交の主眼でなけれ

ばならぬことは，我々が帝国議会の議場に於ても

再三説明せる所であります.

殊に束三省方面に於ける我権利々益に至つては

歴史上の深き因縁に基づき，又事実上主として条

約の保障の下に我国民の多大なる犠牲と努力とに

依って築き上げられたるものであって，我国家的

生存とも密接なる関係を有するものがある，此立

場は我々が従来屡々内外に向って声明せる通であ

ります.斯かる権利々益は東三省の政治組織に如

何なる変更があっても俄然として侵すべからざる

基礎を有って居るのである.嚢に加藤内閣の当時

第二奉直戦あり，次で張郭戦争あり，敦れも其経

過に依つては束三省に於ける我権利々益の有形的

方面，聞ち本邦人の生命財産が戦乱の渦中に捲き

込まれて，危険に陥る虞があると認められたから，

政府は之を保護せむが為めに，夫々機宜の措置を

執りたる結果，幸に事なきを得たのであります.

同地方に於ける我国の無形的権利々益，例へば旅

順大連の租借権，南満鉄道を所有経営する権利と

云ふが知き種類のものが，此二回の戦乱に依って

何等微動だもしなかったことは申す迄もありませ

ぬ.

南北妥協延期忠告問題

過般政府は束三省に於ける我権利々益を擁護せ

むが為め，張学良氏に忠告して，国民政府との妥

協を三ヶ月延期せしめたと伝へられてゐます.南

北妥協を三ヶ月延期せしめて，それが何故に我権

利々益の擁護となるのであるか，又事実上に於て

之が為め，我権利々益が何等か一層確実なる保障

を得られたのであるか，一向に其形跡が認められ

ませぬ.若し又今後三ヶ月の残余期間内に斯かる

保障を得らる、見込があると云ふのであるなら

ば，我々は割目して之を見むとするものでありま

す.束三省が表面上未だ青天白日旗を掲げてゐな

い事実は，裏面に於ても束三省官憲と国民政府と

の聞に何等気脈の通じてゐないことを誼明するも

のではありませぬ，却で張学良氏が其後国民政府

の重要なる地位に任命せられたのは深き裏面の消

息を物語るものではないかと察せられます.

何づれにするも今日東三省官憲たると国民政府

たるとを聞はず，荷も東三省方面に於ける我国の

正当なる権利々益を覆へさむとするが知き要求を

為すものがあるならば，我国は確乎たる決心を以

て静かに不同意を答ふべきのみである.若し又支

那が一方的意志を以て妄りに条約を破棄し，日本

国民の犠牲，努力を無視して我国家的生存をも脅

かすが如き行動に出づるならば，我国民の之に対

する覚悟は挙国一致，自ら定まって居るものがあ

ります.国民政府は果して斯かる侵略的，破壊的

の行動を執らむとする意向を，公然にも暗黙にも

示したことがあるのであるか，我々は未だ之を聞

きませぬ，寧ろ国民政府の当局者は斯かる意向の

ないことを非公式ながら言明したやうに伝へられ

てゐます.此際我国の余りに神経過敏なる挙動は

不見識であって，却て我に何等か弱味を感じっ、

あるが如き誤解を生じ易いものである.固より支

那が到底我国の承認し得ない無理難題を吹きかけ

て，両国国交の平地に浪を起こさしむるが如きこ

とがないやうに，予め之に備ふる適当の方法があ

るならば，其方法を講ずることは望ましいことで

あるけれども，之が為めには我政府は東三省官憲

とのみならず，国民政府の方面とも，予て密接円

満なる接触の間柄に在ることが必要であります.

国民政府を危険視して南北妥協を三ヶ月延期せし

むるが如き方法にては到底肝腎の目的を達し得ら
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る冶ものではありませぬ.果せるかな政府は最近

に至り，元来南北妥協を阻止する意思がなかった

とか，支那の統一は我政府の終始同情する所であ

るとか，百方弁明に努め，全く過般張学良氏に対

して執りたる措置を忘れたる知き態度を示して居

るゃうであります.

次に政府が奉天の帝国総領事を通じて張学良氏

に南北妥協の延期を忠告したのは如何なる動機に

出でたるものであるのか，政府側に於ては其忠告

は恰かも国民政府が今回一方的意思を以て日支通

商条約を破棄したる不信義の行動に刺戟されたる

ものなるかの如く弁明して居る.斯かる弁明は明

かに事実に反する所があります.即ち国民政府が

日支通商条約の効力消滅を主張せる公文を南京の

帝国領事に交附したのは七月十九日の午後であっ

て，奉天の帝国総領事が張学良氏に本件の忠告を

輿へたのは其前日即ち七月十八日であった，従て

忠告の当時には国民政府の日支通商条約に対する

態度は，東京に於ても，奉天に於ても，全く知れ

てゐなかった筈である.其知れてゐない国民政府

の態度を臆測し，之を根拠として，斯かる国際的

影響の重大なる措置を奉天に於て執ったと云ふが

如きは断じであり得べからざることであります.

我々は時の前後を照合すれば直に露顕するが如き

小万細工を政府の弁明中に発見することを不快に

感ずるものであります.之を要するに張学良氏に

輿へたる忠告は一体如何なる目的を有せるもので

あるか，又如何なる動機に出でたるものであるか，

到底了解し得られませぬ，今や此問題は内外に於

て深き疑惑を来してゐる，我々は政府が斯かる疑

惑を解かむが為め，此際進んで本件に関する一切

の事実を率直に発表せむことを求めざるを得ませ

ぬ.

束三省問題に関する誤説

前に述べたる通，束三省地方に於て我国が国家

的生存にも影響すべき重要なる権利々益を有する

ことは明瞭なる事実で、あって，列国も十分に之を

理解して居るのであります.併しながら其権利々

益の所在地たる束三省は疑もなく支那の領土であ

る，而して支那の領土保全を尊重することは我国

が第一次日英同盟協約の締結以来何回となく繰返

して列国と共に之を誓ひ終始一貫せる既定の方針

である，又華盛頓条約中にも明記せる所である.

此方針ーたび破る、ならば，世界の平和を脅かす

べき一大禍根は悲に発生せざるを得ませぬ.世人

往々満蒙地方を以て『我特殊地域』などと称する

のは不正確なる言葉遣ひであります，又政府は満

蒙地方を『内外人安住の地』たらしむる方針であ

ると声明して居る，内外人と云へば固より支那人

並に欧米諸国の人民をも含むものと解さざるを得

ない，然るに我国が支那の領土に於て支那自国の

人民並に欧米各国の人民をも安住せしむるの方針

であるなどと公言するのは，恰も我国自ら其地方

の主人役，即ち法律的に云へば統治者を以て任ず

るもの、如き誤解を招き，無用の過言であります.

勿論同地方に於て何人も安んじて居住し得る情態

は我々の希望する所であるけれども，支那人やら

諸外国人をも安住せしむるの責任を我国自ら執り

得ベき地位に在らざることは申す迄もありませ

ぬ.

内争不干渉の方針

支那の内争に干渉せざる方針に付ては或論者は

之を以て政府当局の無為無策を掩はむとするーの

口実なるが如く考へ，斯かる方針に拘泥するなら

ば我権利々益の擁護は到底完うすることを得ない

と論じて居る.斯くの如き議論は内争不干渉の方

針と権益擁護の方針とを互に相反発する性質のも

のと誤解し，其両方針の執れかーを貫徹せむとす

れば，他のーを或程度迄放棄しなければならぬも

のと速断する結果である.然るに此二個の方針は

互に抵触する所なく，両々並び行はる、べきもの

なること前に述べたる通である以上，彼の論者の

説は根祇より覆へらざるを得ませぬ.

更に進んで考ふるに内争不干渉の方針はそれ自

身に於ても果して無為無策を示すものであらう

か，元来内争不干渉とは何を云ふか，畢寛支那の

政界に於て相対峠する諸党派中の一方に対し，何

等偏頗なる援助を輿へ，他の一方の党派を排斥す
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るが如き態度行動を一切避けると云ふ意味であり

ます.斯くの知く支那国民の各方面に向かつて偏

頗なく，表裏なく，公明正大なる精神を現実に表

明する所の方針は何故に無為無策を以て目すべき

ものであるか.現に我々が嚢に此方針を声明する

と共に，幾多の難関を排して誠実厳格に言行の一

致を図りたる以来，日支両国の関係は為めに著し

く面白を一新したではありませぬか.内争不干渉

の方針は両国民の親善関係が組立てらる、所のー

の重要なる礎石であります，其目的と結果とに徴

すれば決して消極的，退嬰的の政策ではありませ

ぬ，之を以て一日の安を像む始息の計なるが如く

評する論者は全く事態に理解なきものでありま

す.却て支那の一党一派を支持し，其党派の影に

隠くれて我権利々益を擁護せむとするが如き政策

を執るならば，それこそ真に像安姑息の計である，

不見識にして且危険千万なる方針であると申さな

ければなりませぬ.我権利々益は決して支那の一

党派より恩恵的に贈奥されたものではない，又其

一片の好意に傍頼して保護を求むべきものでもな

い，何人が支那の政権を掌握しでも，我固として

は何等偏頗なる精神を以て之を援助したり，排斥

したりする必要が何処に在るか，我権利々益を擁

護せむが為めに，内争不干渉方針の実行上に於て

何等かの手加減を加へなければならぬと考ふるの

は却て我権益，我立場を軽んずるものでありま

す.

経済的国際関係に対する外交の任務

次に外交の任務如何の問題に言及したいと思ひ

ます.凡そ外交は単に国家と国家との聞に於ける

政治的関係を処理するに止まらず，其経済的関係

の発展を図ることも亦等しく重要なる任務であり

ます，殊に我国の現状に於ては国際関係の経済的

方面に最も重きをおかなければなりませぬ.熟ら

本邦経済界の大勢を見るに，世界大戦中俄然勃興

せる我対外通商は先づ戦後の反動に依って一大頓

挫を来たし，次いで大正十二年の関東大震災に依

って激甚なる打撃を受け，年々莫大なる輸入超過

の勢を馴致したのであります.幸に両三年来貿易

の逆潮は減退するに至ったけれども，今尚ほ決し

て意を安んずるに足るべき情態ではありませぬ，

此際朝野心をーにし，外国貿易の振興と本邦人の

海外に於ける投資企業とに依って，国際賃借関係

の改善を期することは刻下の最大急務でありま

す.我外交の狙ひ処も亦主として蓋に存しなけれ

ばなりませぬ.加藤内閣成立勿々日露国交の回復

に着眼して遂に北京条約の締結を見るに至ったの

も之が為めである，大正十五年南洋貿易の振興に

関する官民合同の会議を東京に於て催ふしたのも

之が為めである.支那関税特別会議に当つては我

委員は常に主動的地位に立って斡旋尽力し，差等

税率並に互恵協定税率問題の基礎を定むるに至っ

たのも，亦同じく我対外経済関係の保護増進を期

するの趣旨に外なかったのであります.

済南出兵問題

近来支那時局の推移に際し，政府が専ら政治的，

軍事的の見地より之が対策を按ずるに汲々とし

て，経済的方面に注意を欠くの形跡、あるは，我々

の不安を感ぜざるを得ない所であります.例へば

昨年に於ても本年に於ても国民革命軍が北伐の途

次，済南地方に近づくに及んでは，政府は他に何

等の施設努力をも試みず，又善後策に関する一定

の成案もなくして突如出兵を決定し，所調『居留

民現地保護』の方針を執ったのである.其事実上

の結果や知何.今や之に要したる国庫の負担は既

に六，七千万に達し，将卒の死傷亦数百名を下ら

ない，而も我居留民にして支那兵の為めに財貨を

掠奪せられたるもの随所に続出し，虐殺凌辱に遭

ひたるものさへ砂からざるの惨状を呈したのであ

る.事姦に至つでも尚ほ居留民現地保護の目的は

完うしたるものと認め得らる、や否や，政府は本

件出兵を弁護し，若し軍隊の保護がなかったなら

ば，更に悲惨なる本邦人の被害を見たであらうと

論じて居る.併しながら別に斯くの知く重大なる

犠牲を供することなくして，一層有効に居留民を

保護し得る方策が考へられなかったのであらう

か，元来北伐軍は一日も速に京津地方に進出する

ことを目的とせるものであって，当初より故さら
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に日本と事を構へむとするが如き予定の計算があ 関係は全く杜絶し，支那人を取引先としたる我商

ったものとは想像し得られませぬ.我政府に於て 人は今尚ほ其経済的活動を一切停止して居るでは

も素より支那の内争に干渉して北伐軍の路を遮ら ないか，以上の諸点に付ては我国民は未だ政府よ

むとするが如き意思があったものとは考へられま り何等満足なる説明を受けて居りませぬ.

せぬ，果して然らば国民軍が京津地方に向ふに当 済南事件以来支那人は日本を恐れa陣かるに至つ

り，其敵軍ーたび済南を撤去したる上は，北伐軍 たと云ふ者があります.果して斯かる結果が生じ

は多数本邦人の民住する済南商埠地内並に同地附 たか，最近時局の発展に徴すれば容易に此結果を

近の若干距離以内に進入することを避け，以て支

那兵が我居留民に暴行を加ふるの機会なからしむ

ゃう，相当の弁法が予め日本側と国民軍側との聞

に協定し得られなかったのであらうか.若し又万

一斯かる弁法の不可能なる特殊の事情があったな

らば，少なくとも夙に支那側の申出でたる如く，

北伐軍の済南に入るに先立ち，支那側の協力を利

用して僅かの期間同地の居留民を青島其他の安全

地点に避難せしむるの方法を何故に執らなかっの

であるか.斯かる我居留民避難の為めには支那側

は凡ゆる鉄道輸送の便宜は勿論，別に必要なる経

費の負担までも提供してゐたのである，又我政府

としても避難民の保護に要する経費の支出位は問

題でない筈である.政府は先般帝国議会に於て此

点の質問に対し，一旦居留民の引揚を行ったなら

ば，本邦人が同地方に於て多年の努力に依り培養

し来った経済的基盤は之が為めに破壊せられたで

あらうと答弁して居る.我々は本邦人の経済的基

盤なるものが僅かの期間居留民を附近の安全地点

に避難せしむることに依って破壊せらる冶が如き

虞ありとは信じられませぬ，若し果して其虞ある

が如き薄弱なる地盤ならば，巨額の国費と多数の

人命とを犠牲に供してまでも維持しなければなら

ぬ程の価値あるものとは請はれませぬ.且我居留

民が其生活の本拠とする現場より仮令一時的たり

とも引揚ぐることが我経済的基盤の破壊を来たす

と云ふのであれば，我軍隊に於て警備区域を定め，

其区域外に居住する本邦人を区域内に引揚げて避

難せしむるの方法を執ったことは，何故に事も我

経済的地盤の破壊を来たさないと云ひ得るのであ

るか.斯くの如きは五十歩を以て百歩を喧ふの類

ではないか，況や現実の事態を見るに済南地方に

於ては，日支軍隊衝突事件以来，両国人間の商業

認め得られませぬ.又一概に恐れ偉かると云って

も其動機は必ずしも一様でない，何人も自分の親

に対しては尊敬の念を以て恐れ偉かる，酒に狂っ

たる悪侍に対しては憎悪の感を以て障かる，一方

は懐かしみの意味が含まれて居り，他の一方は掻

斥の意味を示して居る，我々は他人から肉身の親

の如く思はる、ことを悦ぶものであるが，酔狂武

士の如く取扱はる、ことを好みませぬ.

今や済南事件発生して既に半年に垂んとし，其

間政府はーたび外交機関を経由せずして，双方軍

事当局者間の直接交渉に依り事件の解決を試みた

けれども全然失敗に了り，今尚ほ未解決の憧に打

棄ててある，政府は宜しく進んで支那官憲と折衝

し，同地方撤兵後我居留民の安全を確保するに足

るべき方法を講じ，成るべく速に撤兵を断行して

以て国交を常道に復することに努力しなければな

りませぬ.最近新聞紙の報道に依れば政府は本件

解決の交渉を促進するに先だち，国民政府の制度

組織が今少しく完備するのを待ってゐたのである

やうに伝へられて居る.然に今に至って国民政府

の制度組織知何を問題とするのは，何となく本件

解決の怠慢を申訳するーの口実に過ぎないやうな

感を免れませぬ.通商条約改訂の如き全般的性質

の問題は暫く措き，少くとも済南事件の如き地方

的性質の問題に付ては，何故に其解決は国民政府

内部に於ける制度組織の完備を待つの必要がある

のであるか，若し果して之を待つの必要があるな

らば，何故に政府は先般双方軍事当局者の直接交

渉に依って事件を解決せむことを試みたのである

か，前後矛盾の態度であると謂はなければなりま

せぬ.

固より日本政府が我居留民保護の途を誤まった

からと云って，支那側よりは毒も之に抗議し得ベ
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き筋合ではありませぬ.従来支那官憲が外国人を

保護すべき根本的国際義務の履行を怠った実例は

余りに多い，規律なき軍隊の暴行，土匪馬賊の蹴

雇，不法課税の徴収は到る処頻々として行はれて

居る，此際外国自ら自国民の保護に必要なる手段

を執っても，支那側より苦情を受くべき理由はな

い.前に述べたる如く支那軍隊をして済南商埠地

内並に其附近の若干距離以内に進入を避けしむる

の協定案，又は済南の居留民を一時附近の安全地

点に集中避難せしむるの計画に付，政府が考量を

尽くさずして遂に機会を逸したのは遺憾千万であ

るけれども，支那としては適法に居住する本邦人

の引揚を日本に要求するの権利はありませぬ.又

何づれの場合にも自国軍隊の暴行に対して重大な

る責任を免れないのは当然であります.之を要す

るに政府の今日迄済南方面に於て執りたる行動は

国際的には外国より抗議し得べきものではないけ

れども，圏内的には国民より政府の責を問ふべき

十分の理由があることと認められます.

対支外交の現勢

更に一歩を進めて考ふるに，政府は支那の一地

方に於ける我経済的利益を擁護するに止まらず，

一層広汎なる見地より支那全体に亘る日支聞の経

済的接近を増進することに努力しなければなりま

せぬ.両国の共存共栄は之に依って実現し得ら

る、ものであります.先年の支那関税特別会議の

際，我委員の尽力に依って大体基礎の定まりたる

差等税率の問題並に日支互恵税率協定の問題と云

ふが知き，両国間の経済的接近上重要なる案件は

現に目前に迫って解決を持って居る，斯かる大局

の経済関係を保全し増進するの目的に向つては政

府は過去一年有半に如何なる施設を為したのであ

るか，又如何なる努力を試みたのであるか，豪も

其形跡の見るべきものなきのみならず，却て新に

幾多の難関を作り出したことを認めざるを得ませ

ぬ.今や日支聞の政治的並に経済的関係に於ける

重要懸案は当局者の机の上に堆かく積って居る，

最近漸く局面好転の機運を見るに至ったやうに伝

へられ，且ーたび交渉開始の暁には百般の懸案は

ー潟千里の勢を以て解決せられ得るもの‘知き楽

観説を言ひ触らす者さへある，我々は斯かる風説

が単に人心の不安を緩和せむとする景気附の掛声

ではなく，着々的確なる事実となって現はれむこ

とを切に国家の為に祈るものであります. (完)


