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歴史学のフロンティア  近代日本外交と帝国主義の時代                   

2020年 5月 14日（木）  

名古屋工業大学 古結諒子 koketsu@nitech.ac.jp 

自己紹介 

 専門は日本近代史、とくに日清戦争前後の日本外交について 

2018年 大阪大学文学研究科助教 2019年以降 名古屋工業大学工学研究科准教授 

 

問題関心 

〇目的論的ではなく紆余曲折的な見方。 

1853年のペリー来航から 1945年に至る近代日本の歴史には、いくつかの転換が存在。日清戦争もその一つ。 

 

〇不平等条約の存在に注目 

  19世紀末から 20世紀にかけては、アジアにおける日本の立場が著しく変化する時代。ペリー来航以降、日本は対

欧米だけでなく対アジアの関係も変化させる。自らを取り巻く不平等条約から脱すると同時に、日清戦争により、

清に対する新たな不平等条約締結国となる時代。 

 

講義の目的 

 東アジアに存在したいわゆる「不平等条約」の内容の変化を軸に、日清戦争から日露戦争にかけての日本外交と、東

アジアを舞台とした帝国主義の時代をたどる。 

 

課題論文について 

小風秀雅「「帝国」と明治維新」 明治維新史学会編『講座明治維新 12 明治維新史研究の諸潮流』有志舎、2018年 

「維新史研究は、和親条約に始まり条約改正に終わる不平等条約下における国際化のプロセスを、どのように明らか

にしてきたか」、という国際関係史に関する諸論点を整理した論文。 

 

 

１．不平等条約とは何か 

1858（安政 5）年 安政の五ヵ国条約（日米修好通商条約ほか蘭、露、英、仏） 

  ポイント   ①自由貿易が開始 五港開港 外国人用に居留地を設け、貿易取引を行う 

②不平等条約 主な条項は 3つ 領事裁判権の容認、協定関税、片務的最恵国待遇 

 

〇日本ではどのように評価されて来たのか 

おしつけられた条約、アジアに対する植民地化の一手段として  

「イギリス産業資本が、われわれは平和な自由な貿易のみを欲するので、制服を欲するのではないと広言していた

時期にも、彼らはたとえば中国に阿片戦争をしかけて香港島を中国からうばい、中国を半植民地的に収奪し隷属さ

せる不平等条約をおしつけた。日本も、産業資本全盛期の欧米資本主義により、武力の脅迫とペテンで不平等条約

をおしつけられた 1」 

 

〇近年の諸研究は幕末の条約締結時に内容の不平等性を問題にしなかったことを指摘 

領事裁判権：日本の庶民一般の海外渡航を想定せず 海外渡航開始後、不平等性が顕在化 

協定関税：日本側は無関心 調印当時の関税は 20％ のちの改税約書で 5％に引き下げ（敗戦条約である天津

条約と同水準に） 

片務的最恵国待遇：日本側は無関心 岩倉使節団における日米交渉で認識 

 

⇒調印後、不平等条約の内容は変化   日本側認識も変化 

 
1 井上清『日本帝国主義の形成』岩波書店、1968 年、21～22 頁。 
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いっぽう清は…「アヘン戦争の結果として締結された南京条約および一連の協定は、後に不平等条約として列強の侵略

の象徴のように位置づけられるが、果たして同時代人にとって不平等だと思われていたのだろうか 2。」 

  治外法権：清における外国人の法的処理問題を属人主義でおこなうことは、それまでの通例にかなう 

協定関税：5％という関税率は付加税や手数料を考慮すれば低いが、関税だけで比べれば低すぎるわけではない 

片務的最恵国待遇：皇帝から与えられる恩恵を「夷狄」が均霑すると考えれば、王朝の論理から考えても矛盾せず 

 

〇日本史と中国史の不平等条約が指す内容の違い 

日本史の場合：幕末に結ばれた日米修好通商条約以後の安政の五カ国条約（1858年～） 

    日英通商航海条約の締結（1894）で領事裁判権撤廃と関税の一部引き上げを実現 

関税自主権回復（1911） 

中国史の場合：研究者により範囲は異なるが、南京条約だけでなく日清戦後の中国分割における租借条約、 

勢力範囲すべて含む（貿易だけでなく投資活動も含む）  

パリ講和会議（1919）ワシントン会議（1921-22）で中国は不平等条約撤廃を要求 

南京国民政府は英米などから関税自主権を回復（1928） 

アジア太平洋戦争中、治外法権撤廃（1943） 

 

〇欧米にとっての不平等条約とは、国家主権を認めることで貿易の利益を最大限に引き出そうとするためのシステム 

・欧米列強側も不平等と意識せず 

差別や迫害から自国民の生命・資産を守るため、領事裁判権で守られた居留地で活動 

条約締結 ＝欧米が日本や中国を主権国家として認めた  ＝簡単に植民地化できない 

「留意すべきは、半開の国（近代国際法体制では、文明国・半開・未開の三種類が存在）は、世界システムに受

動的に従属的に組み込まれたとしても、自己の主体性までも喪失したわけではないという点である。主権国家

として認知されなければ条約の締結も「改正」もないのであるから、国家主権の有無は、重要な要素である 3」 

・軍事力は自由貿易の実現のための政治的装置 

 

〇明治期の不平等条約を研究対象とする場合、「改正」に集中 

・交渉方法をめぐる国内政治動向にスポットライトがあたる。日本の外務卿・外相ごとに時期区分を行う。 

・日本の条約改正史を国際関係史として見ると、また別の時期区分が可能 

  日本の条約改正は、朝鮮、インドシナ、中央アジア等の中国周辺部で冊封体制が動揺し、東アジア情勢が緊迫化し

た時期とも重なる 

 

〇19世紀末の東アジアの国際関係とは？ 

・国際関係といっても、研究者によってイメージが異なる 

「不平等条約はアジアの伝統的な冊封体制を突き崩したのではなく、両者は併存しながら新たな国際関係を形成し

ていった。4」  ⇒併存」は、清を中心に言及されることが多い。朝鮮における併存の姿 5、日本における併存の姿 

（また、日本が清や朝鮮における併存をどう見ていたのか）も異なっていたのでは？ 

例）「不平等条約が改正せねばならない対象として認識されるようになる過程は国ごとに異なる。清のように

冊封・朝貢と互市を分けているところでは条約締結は対外関係全般の変容には結びつかなかった。儀礼

に基づく冊封・朝貢という関係と、互市の延長上の想定された条約に基づく西洋との関係という二つの

スタンダードが並立しえたのである。だが、日本などのように比較的厳格な海禁を実施していた国では、

西洋諸国との条約締結が直ちに対外関係全体の変化を伴った。それだけに、条約に基づく関係が、対外

関係全体の中心をなすようになり、その条約の改正が強く課題として認識された可能性もある 6」  

 
2 川島真「東アジア世界の近代」『東アジア近現代通史 １ 東アジア世界の近代 19 世紀』岩波書店、2010 年、15 頁。 

3 小風秀雅「「帝国」と明治維新」明治維新史学会編『講座明治維新 12 明治維新史研究の諸潮流』有志舎、2018 年、155 頁。 

4 前掲小風「「帝国」と明治維新」169-170 頁。 

5 森万佑子『朝鮮外交の近代』名古屋大学出版会、2017 年。 

6 前掲川島「東アジア世界の近代」18 頁。 
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・日本がアジアに対して近代国際法の論理を用いたのは、大久保利通外交以降 7 

維新政府が直ちに「万国公法」を背景に清を中心とした秩序に対抗したわけではない。 

征韓論政変（1873）以前は冊封体制との共存の志向性 大久保利通外交以降、近代国際法をアジア地域に援用、琉

球と朝鮮における冊封体制の清算へ 

1880年代からは清も国際法の論理を援用し、自らの秩序を再編 

  

・清、朝鮮、日本はそれぞれ対欧米と不平等条約を締結しつつも、アジア域内で二国間関係を成立 

① 日本と朝鮮の関係：日朝修好条規（1876）…朝鮮の対欧米条約（1882～）と同じく、不平等条約 

                                  ⇒韓国併合（1910）まで残る 

② 日本と清の関係：日清修好条規（1871）…双方最恵国待遇欠如、領事裁判権を認める⇒日清戦争で消滅 

天津条約（1885年、甲申政変の後に締結）          ⇒日清戦争で消滅 

③ 清と朝鮮の関係：清韓宗属関係…中朝商民水陸貿易章程 8（1882）ほか    

対欧米条約はこの章程に均霑できない     ⇒日清戦争で消滅 

 

 

２．日清戦争（1894-95）による転換 9 

・日本は自らの条約改正を達成（1894年 7月 日英通商航海条約） 日本―対欧米条約の変化 

・日清戦争は清をめぐる「条約」を一度に転換 

戦争開始に伴い、東アジア域内の 2国間「条約」のうち、日朝関係を除いて②日清関係と③清韓関係が消滅 

・戦後は、清における貿易だけでなく投資活動の活発化が可能に 

 

〇各国の対清政策は貿易から貿易と投資の両方へ：清の弱体化の背景 

南京条約以降清と欧米が締結した条約とは異なり、下関条約（1895）は外国人が投資することを可能に 

＝下関条約は、清における利権獲得競争（中国分割）の本格化を可能にする条件を提供 

 

①  開港場で貿易だけでなく製造業を営むことが可能に（下関条約 6条第４） 

各国は清に対して片務的最恵国待遇を有したため、日本が獲得した通商航海条約に関する権利を享有 

       清の開港場には外国工場が建設可能に（紡績業の参入） 

貿易・商業に限られていた外国人の業務や、租界、銀行は投資活動も担うように 

 

②  軍費賠償金分割払いをめぐる借款競争（下関条約 4条） 

日本が巨額の賠償金を請求したため、各国は清に対する国際借款団を形成 

対清露仏借款（1895）、第 1次英独借款（1896）、第２次英独借款（1898） 

借款交渉と並行して鉄道敷設権、鉱山開発権、租借地要求を伴う ⇒ 中国分割の本格化 

日本国内：賠償金は日清「戦後経営」の原資に  

軍備拡張、金本位制成立（1897）、官営八幡製鉄所の設備費用 

 

⇒下関条約以降、清をめぐる国際関係を支える基盤は、2重に 

・対清通商航海条約に基づく貿易活動＋開港場における直接投資 

（片務的最恵国待遇が存在、下関条約で条約内容が変化） 

 

・対清通商航海条約が保障する経済活動とは別に展開した、個別利権に基づく投資活動  

 
7 前掲小風「「帝国」と明治維新」170 頁。 

8 章程の各条項は宗属関係に基づくものであり、各国はこの章程には均霑しない。また、北洋大臣（李鴻章）と朝鮮国王（高宗）を抗礼の関係

（＝対等の礼）に置き、朝鮮の通商に関して北洋大臣に強い権限を与えた。糟谷憲一「近代的外交体制の創出―朝鮮の場合を中心に―」荒

野泰典ほか編『アジアのなかの日本史―外交と戦争』東京大学出版会、1992 年、239 頁や、崔蘭英「1880 年代初頭における朝鮮の対清交

渉―「中国朝鮮商民水陸貿易章程」の締結を中心に―」（『朝鮮学報』226 輯、2013 年）25 頁を参照。 

9 古結諒子『日清戦争における日本外交』名古屋大学出版会、2016 年。 
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例）東清鉄道敷設権 

1896年、ロシアは東清鉄道敷設権を獲得（シベリア鉄道とウラジオストク結ぶ）98年以降着工 

1898年、ハルビン―旅順間の敷設権も獲得、1901年全線開通、1903年営業開始 

 

イギリス：新たに可能となった投資活動（清国分割）に加わりつつ、従来通りの通商航海条約の維持を唱える 

 

〇戦争にともなう日本の地位の変化とは？ 

・日本は欧米と同等に対清経済活動を行う法的根拠を獲得 

最恵国待遇条項を欠いた日清修好条規（1871）は消滅し、下関条約と日清通商航海条約（1896）によって最恵国待

遇を獲得 ＝ 開港場の増加、清内地通商を行う税制上の特権も欧米と同様に享けられる 

・中国分割が進展する中、対清貿易拡張を優先 

 

 

https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:3293809 

（2020 年 5 月 11 日確認） 

En Chine - Le Gateau des Rois… et des Empereurs 

 [China – the Cake of Kings… and of Emperors］Le 

Petit Journal, 16
th

 January, 1898 by Henri Meyer  

 

 

 

The Japanese, who just won the war 

with China, is angry that  he is not among 

the beneficiaries. He does not yet wield his 

big sword, but it lies unsheathed within 

reach and he might take it up at any time.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇列強間の衝突を抑制する動き 

・勢力範囲 11 の形成  1899年 2月 英露協商  

イギリスがロシアによる満洲での鉄道建設を承認し、ロシアはイギリスの揚子江流域の鉄道権益を交換的に承認 

 

 
10 Rudolf G. Wagner. “Dividing up the [Chinese] Melon, gaufen 瓜分”: The fate of a Transcultural Metaphor in the Formation of National 

Myth. Transcultural Studies 2017, p.92. https://www.researchgate.net/publication/320536775 

11 現在でも日中の教科書では勢力範囲を根拠に中国分割図が掲載されるが、勢力範囲がいかに機能したのかという点については、あまり

研究されていない。川島真「領域と記憶―租界・租借地・勢力範囲をめぐる言説と制度」（貴志俊彦・谷垣真理子・深町英夫編『模索する近代

日中関係―対話と共存の時代―』東京大学出版会、2009 年、160 頁） 

https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:3293809
https://www.researchgate.net/publication/320536775
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・アメリカの門戸開放通牒（1899年 9月）12  （米西戦争（1898）によるフィリピン領有後） 

勢力範囲内における「通商上の機会均等」を要求、日本は参加を表明 

租借地設定や鉄道敷設権の獲得など中国分割が進展する中で、貿易活動が平等な条件の下で行われることを確認 

 

 

３．義和団事件（1900）による再転換 

・「中国分割」の趨勢に歯止めがかかる 13 

・8カ国連合軍（8月北京） 軍事力の行使は、通商条約だけでなく投資利権を守るためのものに 

・乱の鎮圧後、東清鉄道保護のために出兵したロシアは、満洲から撤退する様子を見せず占領を継続  

 

〇「領土保全」論の出現  清国領土とは？ 

・アメリカの第二次門戸開放通牒（1900年 7月）  

清の領土的・行政的保全の維持、清全土にわたる貿易の均等待遇維持を希望 

・英独協商（1900年 10月） 

清における「現行条約ノ権利ヲ保持」、「清国領土」の河川や沿岸を貿易各種経済活動に対して自由に開放すること、

「清国領土〔Chinese Empire〕ノ状 体
（ママ）

ヲ減損セスシテ維持スルノ方針 14」 

                    ⇒のち、ドイツは「清国領土」に満州を含めない見解を表明 

・日英同盟（1902年 1月）の前文 

清帝国及韓帝国ノ独立ト領土保全トヲ維持スルコト及該ニ国ニ於テ各国ノ商工業ヲシテ均等ノ機会ヲ得セシムル

コトニ関シ特ニ利益関係ヲ有スルヲ以テ茲ニ左ノ如ク約定セリ 15  ⇒「清帝国」Empire of Chinaに満州を含む 

 

〇北京議定書（1901年 9月）以降は中国保全論へ 

背景：北京議定書第 6条で清がさらに賠償金を負担（4億 5千万両、39年分割払） 

財源：それまでの借款の抵当である海関収入の余剰金、塩税収入を担保に 

輸入税を現実 5%までに引き上げ   列国による通商航海条約の改訂（11条）16  

   各国は賠償金を受領するため、協調・相互牽制のもとで清政府を維持しつつ財政を管理 17 ⇒「中国保全論」へ 

 

〇イギリス（1902）・日本・アメリカ（1903）による対清通商航海条約の改訂 

北京議定書 11条に基づく改訂    

裁釐加税（航海だけでなく陸路にも適用、露仏の反対にあう）、鉄道・鉱山投資の保障と拡大など含む 

    のち、中国の部分的な条約改正（1930年、日本との関税協定の締結による関税自主権の回復）まで、中国と

列国との経済関係の基礎に 18 

中国史：条約で治外法権撤廃に関する道筋が清側に示されたことは、清の法典整備を加速 19 

日本史：日露開戦過程（03年 7月～04年 1月）との関連 20（鉄道守備のためロシアが満洲を占領する中、日本は奉天・

安東・大東溝開港要求を行ったため：当時、満洲の開港場は牛荘のみ） 

 
12 門戸開放通牒については、伊藤秀一「ジョン・ヘイの「門戸開放」宣言」『三田学会雑誌』27・2、1933 年、高橋章『アメリカ帝国主義成立史

の研究』名古屋大学出版会、1999 年、北岡伸一『門戸開放政策と日本』東京大学出版会、2015 年を参照。 

13 坂野正高『近代中国政治外交史－ヴァスコ・ダ・ガマから五四運動まで』東京大学出版会、1973 年、481 頁。 

14 1900 年 10 月 20 日付加藤外相宛駐英林公使電報（外務省編『日本外交文書』33 巻、33）。なお、『日本外交文書』のデジタル版は、 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/mokuji.html 
15 1902 年 1 月 30 日調印日英協約（外務省編『日本外交文書』34 巻、15）。 

16 1901 年 9 月 7 日調印最終議定書（外務省編『日本外交文書』33 巻、北清事変下、148～155 頁）。 

17 田村幸策『支那外債史論』外交時報社 1936 年、121～147 頁。植田捷雄『在支列国権益概説』巌松堂書店、1935 年、200～205 頁。英修

道『支那に於ける外国権益』慶應出版社、1941 年、8～9 頁。Ｐ・Ｊケイン『ジェントルマン資本主義の帝国』Ｉ 名古屋大学出版会、1997 年、292

～293 頁などを参照。 

18 飯島渉「1903 年中日改訂通商条約の締結について―「マッケイ条約体制」と中国―」『人文研究』44、1992 年、127 頁。 

19 植田捷雄『日華交渉史―日本の大陸発展とその崩壊過程』野村書店、1948 年、63～64 頁。 

20 下村冨士男「日露戦争の性格」『国際政治』3、1953 年、137 頁。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/archives/mokuji.html
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〇日露開戦過程における日本の主張：どのような日露協商 21を締結したかったのか？ 

 日本の対露最終提案 閣議決定内容（1904年 1月 12日 日清追加通商航海条約批准交換の翌日に相当） 

「露国ハ満州ノ領土保全ヲ尊重スルコトヲ約スルコト」「露国ハ満洲ノ区域内ニ於テ日本又ハ他国カ其清国トノ現

行条約ノ下ニ獲得シタル権利及特権ヲ享有スルコトヲ阻礙セサルヘキコト 22」 

 

列強相互間で「領土保全」「均等待遇」を確認しなければ、対清条約が保障する貿易活動の権利を維持できない時代に 

 

 

“Fig. 14: Le Gâteau Chinois [The Chinese pastry], French postcard, probably 1901. Source: Institute of 

Chinese Studies, Rupert-Karls-Universität Heidelberg.” 

https://www.researchgate.net/figure/Le-Gateau-Chinois-The-Chinese-pastry-French-postcard-probably-1901-

Source-Institute_fig26_320536775 

（2020年 5月 11日確認） 

 

 

まとめ 

 

 

 

 
21 当時日本は、日英同盟と日露協商の両者を同時並行的に模索し、「多角的同盟・協商網」を構築しようとしていた。千葉功『旧外交の形

成』勁草書房、2008 年。 

22 1904 年 1 月 12 日閣議決定（外務省編『日本外交文書』37 巻、44）。 

https://www.researchgate.net/figure/Le-Gateau-Chinois-The-Chinese-pastry-French-postcard-probably-1901-Source-Institute_fig26_320536775
https://www.researchgate.net/figure/Le-Gateau-Chinois-The-Chinese-pastry-French-postcard-probably-1901-Source-Institute_fig26_320536775

