された のを目撃 して激昂したが'軍紀を維持した｡
(
六)
抵抗せずに投降した者 は虐待 されることなく 現に旅順陥落時に捕虜とな った三百五十五人 の清国人は日本
側 の厚遇を受け'東京 に護送中 であ る｡
更 に旅 順攻略後'同地行 政庁 の行政官 にな った鄭永昌 の報告書 によれば, 日本 軍 の花園 口上陸 (
十月二十冒 )
チ
ーフ
ー
を聞‑ や'旅順道台 (
市長)は忽 ち恐怖 の念を起 し, ひそか に家族と共 に芝栄 へ退去 したた め,人心 は大 いに乱
れ､市民はみな財産家族
を
取
支那
ほ
し
い‡
まりまとめ て陸続芝累 へ遁れ,又は近村 に移転す る者数を知らず,とあ る｡更に ｢
兵が旅順に駐屯す るや'漣 に氏家 に乱入し､家具を破壊し,財産を掠奪 せしも の少なからず,故 に日本軍 の進撃
せし時は旅順市街す でに空虚なり云 々｣と､旅順攻略前後 の状況を述 べてゐる｡ 亮 ,ど こから六万人あ る いは二
万人と い った数字が出 てく る のであらうか｡
市街 に残留 し て我軍に抵抗 した 表 の非戦闘者 に犠牲者が出た ことは,事実 であらう｡だがそれは ｢
戦闘による
落命｣即ち ｢
戦死｣ であ って ｢
虐殺｣された のとは違 ふ｡虐殺と は文字 通り ｢残虐な殺害｣,或 は精 々 ｢理由 なき
大量殺害｣ の意味 であ る｡それ故 にこそ'敵 の非戦闘者 に犠牲 の出た ことを遺憾と した有賀博士も,前出r日清戦
役 国際法諭し の中 でこの事件を ｢
虐殺｣事件とは書 いてゐな いのだ｡要す るに旅順に於 て戦闘が行なはれ,戦死者
は出たが､｢
虐殺｣ はなか った のであ る｡
なはこれに関連し て付言す べき は'十年後 の日露戦争 に於 て,我国は敵 の非戦闘月 に再び犠牲を出す ことなき や
ぅ配慮 した 壷 であ る｡即ち明治 三十七年 八月,我が第三軍は旅順市街を去 る 一, 二里 の所ま で進 み,敵を完全 に
基本防禦線内 に包 囲したが' この時明治 天皇 は,要塞内 の敵 の非戦闘月 に兵火 の惨害を免れさせた いと の御意向を
乃木軍司令官 にお伝 へにな った｡そ こで乃木大将は八月十六日,山岡能活 砲兵少佐を軍使として旅順 の敵軍に達は
Lt連合艦隊司令長官 ･東郷平八郎大将と連署 の書面を敵 の司令官 ステ ッセルに送 って聖旨を伝 へ,か つ開城を勧
告 した｡だが翌 日敵 が軍使を通じ て我が勧告を拒絶し てきたため,我軍は旅順総攻撃 に踏切 った のであ る｡

我国は我国なり に旅順 口事件を遺憾とし,そ の再発を未然 に防ぐ べ‑,日露戦争 ではこれだけ の誠意と配慮を尽

下関条 約と 三国干渉

した のであり, これこそ我国 の公正誠実 の 三 の証しとし て歴史 に留 めて然 る べき ではなからうか.

第 三節

夷を以 て夷 を制す
世界 の予想を裏切 って我国は清 に圧勝した｡既述 の如く 陸海両面 で連戦連勝'騎虎 の勢 ひ の赴‑と ころ北京を
衝かんとす る迄 に至 った｡清国陸軍は平壌 で,北洋艦隊は黄海海戦 で潰漉 し'敗色明らかとな った清は遂 に講和を
申込 んできた｡講和談判は下関 の春帆様 で,我国全権 ･伊藤博文及び陸奥宗光'清国全権 ･李鴻章 '李経方父子 の
間 で行なはれ,明治 二十八年 二 八九五年)四月十七日に調印された｡
一,清国は朝鮮国が完全無欠 の独立自主 の国であ ることを承認す る｡
二,清国は遼東半島,台湾全島及び瀞湖列島を永遠 に日本 に割与す る.
テ
ール
三,清 国は軍費賠償金 二 億 両 (
邦貨約三億円)を支払ふ｡
四, 日清間 の 一切 の条約は交戦 のため消滅 した ので新た に通商航海条約を結ぶ｡
五,本条約批准後,直ち に倖虜を返還す る｡清国は送遺された停虜を虐待あ る いはへ
処
刑
寺
れ
きせぬこと｡
これが, 日清 講和条約 (
下関条約)の骨子だ った｡だ が こ の直後 に我国 は青 天 の弄産 に見舞 はれる こと にな っ
た｡条約 に対す る列国 の干渉 であ る｡
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い い
中国 の伝統的外交術策は以夷
せいい
制 夷

(
夷を以て夷を刺す)の策と呼ばれる｡第 三国を利用して敵国を制 し,或 は自 国

の利を計 ることだ｡遠交近攻 (
遠きと交はりて近きを攻む)
,借刀殺人 (
刀を借りて人を殺す)も同じ こと,遠 い第 三者
と交り'或はそ の力 によ って敵を倒す意だ｡ この外交策略 は古来支那特有 のも ので,現代 でも使はれてゐる｡民族
の特性と結び ついてゐる のだらうか｡
日清戦争 でもこの手 が用 ゐられた｡即ち清 は ロシ アの介入を密かに期待し,それによ って戦局を有利に運ばんと
した｡ ロシアが干渉を利用し て東 三省 (
満洲 )を要求す るやうな事態 にはなるま いと清は楽観してゐた のだ｡
ロシアは当初' 日本 の勝利を信じ てゐなか った｡だが戦局が日本 の圧勝裡 に進展す るや,事 の重大さを認識する
に至 った｡ ロシアは中 でも'不凍港獲得 のため,満鮮国境と遼東半島 の領有を国家的野望とし てゐたが故 に,この
野望を妨げる事態を放置す る等 はなも 干渉 の意思はここに発生した｡
同時 に' ロシアの干渉を容易 にした のは清国自身 の政策だ った｡
こ
う
即ち' 日清講和条約 の調印成 るや'清延 は轟 々たる反対 で沸き返 った｡例えば,当時湖広総督 (
湖南 ･湖北両省を
これを 日息 (
日本による禍

管苧 る)の要職 にあ った張之洞は ｢
速かに英露独諸国に利益を与 へて実力援助を乞 ふ べし｡重酬 (
手厚 い報酬)を
与 へ'決 し て惜しむ べからず｡英露独 は いかなる報酬を与 へても中国を 距ること遠く
ひ)に比すれば甚軽なり｣と いふ驚‑ べき意見を上申 してゐる｡英露警 望むまま の報酬を与 へて,そ の援助 で日
本 の講和条約を破棄す べLと云ふ のであ るから,日本を追出すために狼を室 に引入れるやうなも ので,浅慮と云ふ

三園干渉

他な い｡だがこれが'李鴻章と共 に清朝政治家 の双壁と称された人物 の対 日講和反対論な のであ った｡

東亜 五十年 の禍根‑

清 の思惑通‑干渉が行なほれた｡条約調印 の墨痕もまだ渇き切らぬ‑ 二十三日,露仏独三国は,我国が条約 で

獲得した遼東半島を放棄せよと 勧
〟 告 ″ し てき た のだ｡ ロシ ア公使 の勧告 は ｢
遼東半島を 日本が所有す ることは清
国 の都を危うくす る のみならず'朝鮮 の独立を有名無実とするも ので'右は極東永久 の平和 に障害を与 へるも ので
あ る｣と述 べ､ 日本 に対す る ｢
誠実な友誼｣から同半島 の放棄を勧告すると いふも ので'仏独 の勧告もほぼ同じ文
面 であ った｡世 にこれを三国干渉と呼ぶ｡

.

三国干渉が行なはれるや'張之洞は再び講和条約 の廃約を皇帝 に上奏 した｡張 の意見は真 に驚倒す べき内容 であ
った｡

日く'｢三国に接を乞 ふならば空言を以 てせず'必ず割地 (
領土割譲)と実利を以 てす べし｣と｡更 に ｢
威海衛と
旅順と台湾 は倭 (
日本の蔑称)に与 へるよりは露英 に与 ふ べし｣とLt｢
倭を脅かし て条約を廃約 にした暁 には'露
には新彊あ る いは天山南路か北路 の数城を与 へ'英にはチベ ットを与 へる べし｣とま で進言した｡
のみならず張 は ｢
露英 いづれか の艦隊を以 て横浜か長崎'あ る いは直ち に広島 (
日清戦争中'大本営が置かれてゐ
し
ん
がい
た)を襲 はんか'倭国は挙げ て 震 骸 す べし｡故 に露英 一国 の援助あらば中国は刀に血ぬらず し て条約 は自づから廃
滅す べし｣と の強硬論を主張 した (
王芸生前掲書第三巻､古川暁村 r
近代支那外交秘整 )
.正 に ｢借 刀殺 人｣｢以夷制

を思ふ べし｡東亜五十
の 随 劣 さ

ろうれつ

夷｣を地 で行かんとす る策謀だ った.大政治家と詣ほれた人物 の建策 であれば'清延 の意向 に いかなる影響を及ぼ
したかは推して知 る べLであ る｡
利益と領土まで与 へて露英 の力を借り' 日本を滅せんと謀 る支那大政治家 の心事
年 の禍根' ここに肱胎す る の感なきを得な いではな いか｡
干渉 は武力 の威圧 の下に行なはれた｡軍事 的 にも財政的 にも 三大強国を相手 に新 たな戦 ひを起 す余 力 なき 日本
は'涙を飲 んで 〟
勧告 〟を受諾'遼東半島を清国 に還付 した｡ ロシ アは'我国 の遼東半島放棄 に満足 の意を表 し
ひ いては東亜 五十年 の禍乱を生む端緒 にならんと は'神 のみぞ知 ること であ った｡

｢
世界 の平和 のため祝 辞を述 べる｣と表明したが' 日本 の遼東半島放棄 が平和を招来す るにあらず して'次 の戦争'

62
日清戦争

63 第 2章

三国干渉をめぐる寓論
三国干渉 に当時 の日本人はどう反応したか｡北京進攻さ へ望 んだ我国世論が､屈辱 の三国干渉に満足でき る筈 が
な い｡ ここに於 て明治 天皇 は'激昂した世論が大局を誤ることなき やう にと の叡慮 から ｢
遼東還付 の詔勅｣を換発
され'｢
深‑時勢 の大局 に見'微を慎 み漸を戒め'邦家 の大計を誤 ること なきを期 せよ｣と'国民 に隠忍自重を諭
された のであ った｡丁度 五十年後 に'昭和天皇が ｢
終戦 の詔勅｣ で ｢
爾臣民 ノ衷情 モ朕善 ク之 ヲ知 ル｡然 レト モ朕
ハ時運 ノ趨 ク所堪 へ難 キ ヲ堪 へ'忍 ヒ難キ ヲ忍 ヒ以 テ万世 ノ為 こ太平 ヲ開カムト欲 ス｣と仰せられた のと合せ考 へ
る時'自づから感慨深 いも のがある のではな いだらうか｡

て 鳴 咽 言

この詔勅 は激発せんとす る人心を鎮静化す るのに甚大な効果があり'例 へば大阪朝 日新聞は ｢大御心 の深き に対
わ
え
つ
ふ所を知らず｡帝国臣民たる者'宜 し‑沈重謹慎,以 て他 日の商走

し奉り'ただ血涙あ る のみ｡読 み終‑
を待 つべき のみ｣と書 いて国民 の自重を促 し'また福沢諭吉は時事新報紙上 で ｢
世界 の勢 ひに於 て今はただ無言に
し て堪忍す るの外ある べからず｣と論じ て'所謂 ｢
ならぬ堪忍するが堪忍｣を説 いた｡
自重論 があ る 一万㌧遼東還付 の屈辱と失錆 に ついて政府 の責任を追及Lt軍備拡張を要求する動きもあ った｡衆
議院議員 の尾崎行雄 や犬養毅ら の対外強硬派 は'遼東 還付 の翌六月' (こ 日本 の光栄を回復す るため速 かに軍備
を拡張す ること'(二)政府 は遼東還付 の責任を明らかにすること'(
≡)朝鮮 に於ける日本 の地位と勢力を維持す
ることtの三項目に ついて臨時議会開催を要求す る運動を起 したが'忽ち ｢
安寧秩序 に害あり｣として弾圧された｡
国力なき が故 に干渉を甘受 した のだと いふ屈辱と反省 は'自重論とは別に軍備 の必要を国民に痛感させず にはお
かなか った｡福沢が主筆として論陣を張 る時事新報 でさ へ

綿 衣

わたい九
の

未だ成らざ るに同じく 甚だ心細き次第なり｣

｢
今 日の無事 は明 日の安心を証するに足らず｡無事平和 の時 に於 ても軍備 の不完全 は いかにも危険 の至り にして､

あたかも厳冬まさに来たらんとして

と て平和時 に於ける軍備 の必要を説き､軍備拡張案を議会 に提出する のをためらふ政府を叱略 し､政府 は直ち に
軍艦建造 に着手 し,議会 に対し ては事後暴諸を求 める べしとま で論 じて'軍備拡張 の急務 であ ることを主張した｡
これが当時 の日本を リードす る論調だ った のであ る｡それ程 に我国を取巻‑国際環境は厳しく'軍備は国家民族
が生存 し てゆく上 で是非もな いこと であ った｡ タカ派も ハト派もなか つた のだ｡
越え て明治 二十九年 一月,遼東 還付 に関す る内 閣弾劾←奏案 が衆議院 に上程 され' これは否決 された が' こ の
時,弾劾上奏案提出者 の 一人 であ った尾崎行雄 は ｢万死を以てとり得た土地を還付Lt いかなる戦功も外交官 の失
策 によ って烏有 に帰せしむる先例を作 るに於 ては,将来,忠勇義烈なる軍人と い ヘビも'誰かまた国難 に殉ず るを
喜 ぶ者があらうか｣と弁じた｡
信じ難 いことかも知れな いが' これが後 に ｢
憲政 の神様｣と称 された琴苧 尾崎行雄 の主張だ った｡以て三国干
渉 に対す る国民感情を窺 ふに足 るであらう｡ 軍備拡張を唱 へた のは国民 であり'議会政治家 であり､言論 人だ っ

朝鮮近代化 への始動

日清戦争と朝 鮮

た,と いふ事実を し っかり見 つめる べきだ｡ともあれ'他 日の遼東奪還を心 に深‑誓 ひ つつ国力 の充実 に精励す る
がし
ん
し
よ
う
たん
｢ 臥 薪 嘗 胆 ｣ の時期 が始 った のであ る｡

第 四節

甲午改革 ‑
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