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要旨 

日清修好条規の締結は近代中日関係の起点である。そのこと自身が近代中日

関係の解明に目指す研究者にとって、おもしろい課題である。 

日清修好条規に関する研究は、日本で戦前より始まって、台湾でも 1980年

代より近代中日関係に力を入れる研究者に注目されている。しかし、知ってい

る限り、今まで日清修好条規締結の交渉過程を検討して、中日両国が相手国に

対する政策を明らかにすることは、まだされていない。その一方、列強が近代

中日関係に多大な影響があったが、日清修好条規の締結に対する列強の影響力

についてもまだ全面的検討されていない。 

そのため、本稿は 1870年から 1873年にかけて、日清修好条規をめぐる中日

両国の交渉過程を考察して、日清修好条規の締結によって、近代中日両国が相

手国に対する政策は何か、また列強が中日関係にどんな影響を与えたかという

ことを明らかにした。 

本稿の検討によって、1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12

年・明治 6年）にかけて、日本の対中国政策は、1、中国を侵略する。2、日本

の国権を維持・保護する。3、列強と同等な権益を中国からもらう。4、中国と

対等的国家関係を中国に認めさせる。5、日本の国権を伸張する。という 5点

がまとめられると考えられている。 

一方、同時期の中国の対日本政策には、1、中国の国権を維持する。2、日本

を牽制する。ということが含まれている。 

 列強が中日関係に与えた影響について、本稿の検討により、列強が確かに

指導者の立場から日本の外交について干渉を加えたことが窺える。しかも、

1872年に明らかに日本に日清修好条規第2と第15条が不適当であると告げた。

一方、列強が日本の内政外交に干渉を加えても、日本もなるべく列強と親密な

関係を保っていたことが察知できる。 
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第 1 章 序論 

第 1節 研究動機 

中日両国が近代国際法によって 1871年に締結した「日清修好条規並に通商

章程」（普段、「日清修好条規」と略称される）は、近代における中日両国に正

式な国交を与えたものである。この点からいうと、日清修好条規をめぐる中日

間の交渉、あるいは条規の内容自身は、近代中日関係の解明を目指す研究者に

とって、極めて重要なものであると言えるであろう。 

今まで日清修好条規をめぐる研究は、主に近代における中日関係の解明に利

用されている。例えば、日本が中国に対して意図したものである。よく日本が

はじめて中国を侵略する意図を持っていたということに帰着する。しかし、実

際に日清修好条規をめぐる中日双方の官方文献を検討した結果、日本がまだ中

国と友好条約を締結していない 1870年、すでに中国の上海で日本の官僚を置

いて、上海に居留する日本人を管轄する意図を表した。それによって日本が当

時すでに中国を侵略する意図を持っていたほか、中国に対して日本の国権を伸

張する意図も持っていたと思われている。 

一方、中国に対する日本の近代外交政策もよく研究されているものである。

そのことについて、今までの研究者らは 1871年より中国に対する日本の外交

政策が大きく転換したということを提出している。しかし、実際に日清修好条

規に関する日本側の官方文献を検討すると、1869年まで、日本政府内部はま

だ対中国への侵略を提起していなかったが、1870年に入ると、日本外務省は

太政官に列強が中国を分割する意図があると提起して、列強の意図に応じて日

本もいち早く中国を「経略」する遠図を定めるべしと建言した。そのため、も

し日本の対中国政策には大きい転換があれば、少なくとも 1870年にすでに転

換したと思われている。 

中国に対する日本の意図や政策のほか、日清修好条規をめぐる中日間の交渉

過程を検討することによって、1870年から 1873年にかけて中国の対日本政策

もよく研究されていることである。今までの研究者らは中国が日本を牽制する

ために、日本と日清修好条規を締結したと帰着する。しかし、日清修好条規に

関する中国側の官方文献を検討すると、総理各国通商事務衙門は 1870年にお

いて、日本外務省外務大丞の柳原前光より提出した中日間の友好条約を相結ぶ
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要求に対して、できるだけそれを避けようとしていた。その理由について、1842

年の「南京条約」より 1858年の「天津条約」まで、中国と列強と締結した条

約が中国に対して、不平等性は一層拡大していった。中国が武力で列強に勝ち、

中国に対する不平等条約を改正することができなかったため、当時総理各国通

商事務衙門はできるだけ外国との条約を結ばないようにしていて、中国の国権

を損なわないように努力していたと推測できる。そのため、当時総理各国通商

事務衙門の表現から見ると、中国は日本を牽制する意図がある一方、日本に対

して中国の国権を維持・保護する意図も持っていたと思われている。 

そのため、今まで日清修好条規に関する研究は、よく日本が中国に対する意

図や政策という視野、あるいは日本に対する中国の政策という視野より研究を

進めていくということがまとめられる。しかし、それらの研究はまだ中国に対

する日本の政策、あるいは日本に対する中国の政策を完全に明らかにしていな

いと窺える。よって、筆者は中日両国の官方文献を通して、1870年より 1873

年まで、日清修好条規をめぐる中日間の交渉過程を考察して、当時中国に対す

る日本の政策、及び日本に対する中国の政策を明らかにしたい。 

なお、筆者は日清修好条規の締結に関する中日間の交渉過程を通して、近代

における中日関係を考察したいが、実際に日清修好条規をめぐる中日間の交渉

を検討すれば、列強が当時の中日関係にいろいろな干渉を出したということも

見られるので、列強が当時の中日関係に与えた影響も考察の対象にすべきだと

思われている。 

 よって、本研究は主に 1870年から 1873年にかけて、日清修好条規をめぐる

中日間の交渉、また列強が日清修好条規の締結に関する中日両国に与えた意見、

あるいは干渉などを取り上げ、当時、1、日本の対中国政策。2、中国の対日本

政策。3、列強が中日両国に与えた影響。ということを明らかにしたい。 

第 2節 研究目的 

 本稿は 1870年から 1873年にかけて、日清修好条規をめぐる中日間の交渉過

程を考察して、日清修好条規締結の過程を理解するほか、1870年から 1873年

にかけて中日関係、すなわち、1、日本の対中国政策。2、中国の対日本政策。

3、列強が中日関係に与えた影響。ということも明らかにしたい。 
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第 3節 先行研究 

今までの日清修好条規に関する先行研究は、主に、1、日清修好条規締結の

過程。2、中日関係。という 2つの視野より研究を進めていく。 

まず、日清修好条規締結の過程についての先行研究である。田保橋潔は 1933

年に率先日本外務省官員であった花房義質子爵家所蔵している「締約清国實記」

を使って、1871年から 1873年にかけて日清修好条規に関する中日間の交渉過

程を明らかにした。しかし、田保橋の使った「締約清国實記」は公開的史料で

はないので、田保橋以外の研究者に誰も使われていない。また、「締約清国實

記」には、今すでに残されていない日本が 1871年に作成した「日本国清国隣

交貿易章程」の全文が記録されているが、田保橋は中に、1、日本が中国に対

する領事裁判権と中日双方の最恵国待遇。2、中国を清国に称する。3、中日間

の対等性を示すという条文が定められているのみと提起している。 

徐越庭は主として『大日本外交文書』を使って、1870年から 1873年にかけ

て日清修好条規の締結に関する日本側の言動を明らかにした一方、王璽は台湾

中央研究院近代史研究所檔案館に所蔵している 1871年の中日締約に関する中

国総理通商事務衙門の書類「清檔」を使って、1871年の中日締約に関する中

国側の言動を明らかにした。1 

田保橋は中日関係の碩学であるが、田保橋の時代には、まだ日本の外交に関

する直接史料である『大日本外交文書』を公表していない時で、中日関係に関

すること、例えば日本がなぜ中国と修好条約を締結したかったかについて、お

よそ田保橋自身の心得から推測しえたもので、実証を欠いている。一方、徐は

日本と中国の直接史料をともに採用しているが、日本史専門家で、中国近代史

の経緯、例えばなぜ総署が最初日本の提出した締約の求めを拒絶したかについ

て、よりよい解釈を提出できなかった。また、王璽は 1871年における中日締

約交渉に焦点を絞って、当時の中日関係を考察したため、日本側が中国に友好

的立場を持っていると結論を提出した。しかし、実際に 1870から 1873年にか

けて日清修好条規をめぐる中日間の交渉過程を検討すると、日本には 1870年

にすでに中国全国の地図を手に入って、1873年に樺山資紀に中国の軍営を探

                                                      
1
 田保橋潔、「日支新関係の成立－幕末維新期に於ける－」1、2（『史学雑誌』、1933）、44編、

2、3 号、頁 27-63、42-66。徐越庭、「日清修好条規」の成立」（1）（2）（『大阪市立大学法学雑

誌』、1994）、40巻 2、3号、頁 170-225、338-393。王璽、『李鴻章與中日訂約(一八七一)』、

（台湾中央研究院近代史研究所、2006） 
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察させたことがあった。それらによって、日本が中国に友好的立場を持ってい

たということを認めかたいと思われている。 

次に、中日関係についての先行研究である。ここでまた「日本は中国と友好

条約を締結したい理由」、「中国に対する日本の政策」、「中日両国は相手国

とどのような外交関係を作りたいか」に分けられる。 

日本は中国と友好条約を締結したい理由：藤村道生は当時日本の国政を掌る

岩倉具視の関係文書、木戸孝允の関係文書を使って、日本が中国と友好条約を

締結したい理由は、朝鮮が強硬に日本と 200余年の国交を中断したため、明治

政府内部における引き起こした征韓論をめぐって、征韓を急ぐ木戸孝允らとそ

れに反対した岩倉具視らとの政争の結果で、岩倉らが征韓論を抑制するため、

「日中条約先行論」を提出して、中国と友好条約を締結することによって、「日

朝国交中断問題」を解決すると考えている。一方、伊藤一彦は幕末における中・

日・朝の 3国関係より検討して、日清修好条規の締結が日朝国交中断問題を解

決するために日本の行ったものだと提出している。2 

藤村と伊藤はともに違う研究視点から、中国と友好条約を締結したかった日

本の理由が、日朝国交中断事件による起こった明治政府内部の闘争結果である

と提出している。しかし、彼等もともに焦点を当時明治政府内部での闘争に絞

ったのみで、なぜ日朝国交中断問題が中国と関係あるかについて、解釈を提出

していない。 

中国に対する日本の政策：張富強と林子候は 1870年から 1873年にかけて日

清修好条規をめぐる中日間の交渉過程を検討して、日本がはじめてから中国を

侵略する意図を持つと提出している。しかし、林と張の提出した学説に対して、

藤村道生と呉文星はともに日本が 1871年より対中国の政策に大きい転換があ

ったと考えている。しかし、呉文星は日本が 1871年より中国を侵略する意図

を持ちはじめたと提出している一方、藤村は 1870年までの対中国政策が「名

分論」（すなわち華夷秩序）に基づいたのに対して、1871年より「近代国際原

理」に基づいたのであると提出している。3 

                                                      
2
 藤村道生、「明治維新外交の旧国際関係への対応－日清修好条規をめぐって－」（『名古屋大

学文学部研究論集．史学』、1966）、41 号、頁 29-46。伊藤一彦、「近代に於ける東アジア 3国

関係の再構築－日清修好条規締結を中心に－」、（『宇都宮大学国際学部研究論集』、1996）、創

刊号、頁 119-136。 
3
 藤村道生、「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討」（『名古

屋大学文学部研究論集．史学』、1967）、44号、頁 3-26。林子候、「試論同治年間中日訂約經緯」

（『東方雑誌』、民国 73年）、17巻 12期、頁 39-44。呉文星、「中日修好条約初探」（『大陸雑誌』、

1978）、57 巻 1 期、頁 6-25。張富強、「「中日修好條規」與日本的領土擴張主義」、（『近百年中

日關係論文集』、民国 81年）、頁 151-166。 
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中日両国は相手国とどのような外交関係を作りたいか：呉文星は 1870年か

ら 1873年にかけて日清修好条規をめぐる中日間の交渉過程を検討して、中国

が日本を牽制するために、日本と友好条約を締結したと提出している。一方、

薄培林は主に『李文忠公全集』と中国の近代外交に対する日本人研究者の研究

成果を利用して、呉文星と同じように中国が日本を牽制するために、日本と友

好条約を締結したと提出している。また、谷瀬茂樹も 1871年における日清修

好条規の締結をめぐる中国締約全権らの言動を検討して、中国が日本を牽制す

るため、日本と日清修好条規を締結したと提出している。安井達弥は『大日本

外交文書』における 1870年に外務省より太政官に提出した「支那通信議案」

の内容、及び 1871年から 1872年にかけて日清修好条規をめぐる中日間の交渉

を通して、「日本が日清修好条規の締結を脱亜の里程標にしようと期待する一

方、中国が日清修好条規の締結を日本の脱亜を阻止しようと目指す。この 2つ

の互いに相反する両国の意図の上に、相互対等、友好提携を謳う日清修好条規

が成立した」と提出している。4 

以上の呉文星・薄培林・と谷瀬茂樹 3人は共に中国が日本を牽制するために

日本と日清修好条規を締結したと提出している。しかし、実際に日清修好条規

に関する中国の史料を検討すると、李鴻章と総署 1870年に日本の提出した条

約締結の求めに対して、共に「今日本の要求を許さなければ、日本が西洋の仲

介を通して、再び中国に条約の締結を要求する恐れがある」と表した。そのた

め、中国の国権を保護する意図も中国が日本と日清修好条規を締結する理由で

あると思われている。また、安井の論文は主に日清修好条規の締結過程を解明

することで、日本の脱亜と日清修好条規の締結の繋がりについて論説していな

い。ただ論文の最後に中日両国が日清修好条規の締結（＝中日の対等性が表れ

る）を日本が脱亜をなし遂げる第 1歩であると提出しているのみである。 

上述の先行研究のほか、1872年に柳原前光が条約改正のために、中国と交

渉する過程を検討して、1873年に日本が中国と日清修好条規の交換を行おう

と決意したのは、柳原前光が 1872年に中国との交渉より、日清修好条規第 2

条の条文が中日間の攻守同盟条約ではないという説明を中国より得て、それに

よって列強よりの反発をおさめられるため、中国と条約交換しようと決めたと

                                                      
4
 呉文星、「中日修好条約初探」（『大陸雑誌』、1978）、57 巻 1 期、頁 6-25。谷瀬茂樹、「日清

修好条規の清朝側草案よりみた対日政策」（『史学研究』、2001）、231号、頁 38-60。薄培林、

「東アジア国際秩序の変容における対日新関係の模索」（『法政研究』2006）、頁 989-1036。安

井達弥、「「日清修好条規」締結の外交過程」（『学習院大学法学部研究年報』、1977）、12号、

頁 67-83 
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いうことを李啓彰は提出している。5 

 李啓彰はさらに柳原前光が 1870年における中国との交渉過程を検討し、1、

柳原前光が中国へ仮条約の提出は越権行為ではない。2、総署が日本との締約

に許したのは、総署自らそうしなくてはいけないと理解したため、李鴻章と関

係がなかった。3、列強は当時日本に大きい影響力を持っている。と提出して

いる。6 

 李は外務省が柳原の越権を追究していないことを挙げ、それこそ明治政府が

柳原の仮条約を提出することを納得している証明であると考えている。しかし、

1870年に外務省は柳原の中国出張に付与した委任状から見ると、明らかに柳

原に中国と仮条約を締結する権限を与えていない。柳原が越権に追究されなか

った理由は、柳原が中国から友好条約の締結を許した照復をもらったためであ

ると思われている。また、中国側の史料を通して、総署が日本との締約を許し

たのは、自ら日本の決意を理解したために、同意したのではないと思われてい

る。総署は柳原に締約を許し照復を渡しても、まだ李鴻章に日本との締約を止

められるかと尋ねた。そのため、総署は日本に中日間の締約を許したのは、日

本を遷延するためであると考えられている。 

第 4節 研究方法 

  本稿は時間の順序を沿って、1870年から 1873年にかけて日清修好条規を

めぐる中日間の交渉過程を検討して、当時、1、日本の対中国政策。2、中国の

対日本政策。3、列強が中日関係に与えた影響。ということを明らかにしたい

ため、主に中日両国の官方文献である『大日本外交文書』巻 2-6、及び台湾近

代史研究所檔案館に所蔵している「総理各国通商事務衙門清檔」を採用して、

研究を進めていく。 

 本稿はまず中日両国の官方文献を分析して、日清修好条規をめぐる中日両国

の交渉過程、また列強が中日両国に与えた意見や干渉を明らかにする。続いて、

その明らかにされた中日間の交渉過程、及び列強が与えた意見や干渉を観察し

て、日本の対中国政策、中国の対日本政策、及び列強が中日関係に与えた影響

を明らかにしたい。 

                                                      
5
 李啓彰、「日清修好条規成立過程の再検討－明治五年柳原前光の清国派遣問題を中心に－」

（『史学雑誌』2006）、巻 115、7 号、頁 1281-1298 
6
 李啓彰、「近代中日關係的起點─1870 年中日締約交涉的檢討─」(『台湾中央研究院近代史研

究所集刊』、2011)、72 期、頁 55-101 
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列強が中日関係にの影響について、本稿は列強が中日両国に与えた書簡や中

日両国官僚との対話記録、また中国や日本の官僚が往復した公文書を考察して、

列強が中日両国に与えた影響を検討する。 

 また、副島種臣は 1873年に中国と日清修好条規を交換したり、清帝の親政

と大婚を祝ったりしたために中国に出張した。副島は当時天津で李鴻章と日清

修好条規を交換してから北京に赴き、清帝にの謁見問題のため、総理各国通商

事務衙門と 1ヶ月に渉って交渉してきた。その交渉過程は日清修好条規の締結

に関係がないが、北京での副島の言動が日本の対中国政策の研究に対して提起

することに値すると思われているため、本稿の検討を入れる。 

さらに、今まで本稿の研究視点と関係ある先行研究も本稿で取り上げ、本稿

の研究成果と比較する。一方、先行研究で日清修好条規をめぐる中日両国の交

渉過程を間違ったところに、本稿で訂正を加える。 

なお、中国が当時旧暦を使っていたため、また『大日本外交文書』2－5巻

が新旧暦をともに、さらに日本が中国と文書往還する時も旧暦を採用していた

ので、本稿では旧暦の年月日を使用している。 

ところで、本稿の第 1章で研究動機、研究目的、先行研究と研究方法を説明

する。第 2章で、まず日本が開国後中国と交渉しはじめた 1862年から 1869年

までの過程を振り返して、それを 1870年における中日交渉と比較して、1870

年における日本の対中国政策にはどのような政策転換があるかを明らかにす

る。それから、1870年における日清修好条規をめぐる中日間の交渉、柳原が

同年 9月 16日に中国に渡した条約草案の趣旨、また総理各国通商事務衙門が

日本の提出した締約要求に対する態度を明らかにする。 

 第 3章では 1871年から 1873年まで中日間の交渉過程を検討する。第 1節で

伊達宗城が日本全権締約正使として中国に出張して、中国と友好条約の締結に

ついて交渉する過程を検討する。ここで中国側が提出した条約草案を中日全権

によって調印された日清修好条規と比較して、調印された条規は中国側の草案

とどれぐらい違っているかを明らかにする。また、列強が調印された日清修好

条規に対する態度もここで分析する。第 2節で 1872年に柳原前光が遣中国使

節として、中国と条約改正について交渉した過程を検討する。ここで、明治政

府がどんな条文を改正したかったか、またどうして改正したかったかを特に着

目して解明する。一方、中国が日本より提出した条約改正の要求に対して、ど

う対応したかことも検討する。第 3節で 1873年に副島種臣が全権として中国

と日清修好条規を交換するため中国に出張して、李鴻章と総理各国通商事務衙

門との交渉過程を検討する。ここで副島が中国への出張によって成し遂げたい
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ことを分析する。 

 第 4章は第 2章と第 3章によって解明した 1870年から 1873年にかけて日清

修好条規をめぐる中日間の交渉過程をまとめ、1、中国に対する日本の政策。2、

日本に対する中国の政策。3、列強が中日関係に与えた影響。ということを明

らかにする。第 5章は結論である。 
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第 2章 日本より条約を相結ぶ要求 

 第 1節 中国との締約を求めた理由 

1. 1862年から 1869年にかけて 

 1633年（崇禎 6年・寛永 18年）、江戸幕府の３代将軍の徳川家光はキリス

ト教を日本で禁ずるため、いわゆる「鎖国令」を発し、日本人の海外渡航と海

外からの帰航、外国人が日本に来航することなどを禁じていた。それ故、日本

は江戸幕府の鎖国体制で 200余年にわたって外国と国交を持っていなかった。

鎖国体制での日本が中国・朝鮮・オランダの 3カ国と貿易のみ行っていて、し

かも中国らとの貿易権を藩国に与えて、幕府自身は行っていなかった。7 

日本は、度重なる諸外国からの開国要求に屈し、その鎖国体制は 1854年（咸

豊 4年・安政元年）に米国と締結した「日米和親条約」により始めて破れた。

1858年（咸豊 8年・安政 5年）に米、英、蘭、仏、露の 5カ国と締結した「安

政五カ国条約」により、日本は外国と公的国交を持ち、開港場で自由に外国と

貿易ができるなど、「鎖国」を終わらせ「開国」を迎えた。8 

 ところで、藩国と中国・朝鮮・オランダの地方による貿易は開国後も続いて、

明治新政府が発足してからそれを漸次収めていった。それ故、日本が開国して

から中国と交渉しはじめたのは長崎藩によって、1862年（同治元年・文久 2

年）に実施された。1862年に江戸幕府は長崎藩に貿易船隻を組み立てさせて、

それを中国へ赴かせ、中国の上海道台と商議し、上海における中日間の貿易状

況の打開を試みた。長崎藩に派遣された貿易船が帰国したあと、長崎奉行の大

久保豊後守は上海道台に感謝の書簡を送るべくと幕府にアドバイスして、中に 

当夏中、唐国上海之模様並商法等の儀内探として、同所へ役々被差遣候節、

唐国上海道台之者へ諸事引合、及ひ以後商法取組仕法等迄、略談判相纏め

候趣に有之…（下略）。9 

                                                      
7
 水野明『日中関係史概説』（中部日本教育文化会 昭和 62 年 12 月）頁 79-80 

8
 前掲『日中関係史概説』頁 85 

9
 日本外務省『大日本外交文書』2 巻 2 冊（日本国際連合協会 1954）頁 250 
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というものがある。それをまとめれば、1862年に長崎と上海との交渉には、

貿易を除いて、目的がまた 2つあると窺える。それは、1、上海の状況を調べ

ること。2、上海道台と商議し、中国と通商の打開を打診すること。 

 続いては 1867年（同治 6年・慶応 3年）のことである。長崎奉行河津伊豆

守は上海道台に書簡を出し、以下のことを商議した。 

頃者我國與歐羅巴諸洲迭相往來，我國或有公使奉命出海，或有紳士商民附

洋舶而西者，時常頗多。行者臨發官給路照，又將其照驗印章，先行頒送西

洋各國，以便查照過客，以此到處俱安。惟貴邦乃我航客首過之境，針路必

由之地，況自往昔以來，夙有交誼，非他國比。但此等事未曾舉行，卻與鄰

近貴國似不能公然往來，俾入境者恰如平沙落雁，甚是失體。今者更有稟請

欲赴貴地傳習學術，或經營商業，就便僑寓者，向後或有此等人來，望為照

應；但恐干闌攛入，擬將其照驗印章，呈送貴衙門，以便查核箝束，以照兩

國符信…(下略)。10 

すなわち、日本が開国後、当時の日本人が海外に渡航する前、官署より免許を

もらうことが決まっているので、長崎奉行は上海道台へ日本人海外渡航の免許

と印章を送って、それによって上海道台に日本人渡航者を取り締まらせる。 

 しかし、1868年 3月（同治 7年・明治元年）に当時の上海道台の応寶時は

以下の返書を長崎奉行に送った。 

…(上略)。左右事關中外交涉，本道職僅監司，絲毫不敢擅主。所有查核貴

國印章照驗之處，未便接收。茍貴國人來中土，果能入境問禁，入國問俗，

一守中國法度，與我小民無爭無忤，則我邊界吏民，知朝廷懷遠之忱，自能

推心置腹，盡信盡誠，皆有賓至如歸之樂，無庸預囑也…(下略)。11 

すなわち、日本人海外渡航の免許を照合させることに対し、上海道台は「それ

は我の管轄権を超えたことであるため、送ってきた印章をもらえない。しかし、

もし上海に来た日本人は中国の法度を守れば問題なし」と長崎奉行に返事した。 

ところで、ちょうど 1867年 12月 9日（同治 6年・慶応 3年）、日本では江

戸幕府の統治権を廃してそれを天皇の手に戻し、いわゆる「王政復古」が行わ

れたため、上海道台応寶時の返書をもらった当時の長崎総督である沢宣嘉12は、

                                                      
10
『大日本外交文書』2 巻 2 冊 頁 254 

11
『大日本外交文書』2 巻 2 冊 頁 256-257 

12
『大日本外交文書』2 巻 2 冊頁 259-260：この長崎奉行より上海道台宛の書簡によって、長

崎奉行の名が記録されていないが、『大日本外交文書』2 巻 3 冊頁 701-702、外務省より太政官
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1868年閏 4月（同治 7年・明治元年）に以下の書簡を作成して上海まで送っ

た。 

…(上略)。至其查核印章一節，執事敬慎，即不敢專，但願仍以轉申上憲是

祈。…(中略)…。又本邦舉國之政，委之將門久矣，以之嚮航貴國者，不得

不稟明將軍也。今皇綱肇就一新，聖躬親總萬機，本職因奉敕命來鎮長崎，

欽承皇室之德意，將欲以修善鄰之好，其所言推心置腹，盡信誠者，固所願

也…(下略)。13 

その書簡によって、長崎総督には上海道台に要求することが 2つあると窺える。

1、再び免許と印章のことを上海道台に提起し、それをもらって日本人海外渡

航の免許を照合しようと願った。2、日本国の統治権がの天皇の手に戻したた

め、天皇が中国と修好したいという天皇の意を上海道台に伝達した。 

その故、上海道台は 1868年 11月 9日（同治 7年・明治元年）に、長崎知事

に返信した。 

…(上略)。若夫交收查驗印章之說，竊謂可勿議及。蓋貴國賈舶至滬，憑藉

船牌，赴關報驗納稅，可遵成軌，無事更張至此等。…(中略)…。茍間有踰

越法度，作奸犯科，似宜依犯事地方律例科罪，與華民之在貴國者同，其本

國官無庸過問…(下略)。14 

すなわち、上海道台は明らかに長崎知事に「日本人の上海貿易について、上海

の成例に守れば宜しく、また在日中国人や在中日本人の取り締まりについて、

当地の法律に従えれば宜しい」と返事した。 

 その故、長崎知事は 1868年 12月（同治 7年・明治元年）に「長崎在留支那

人に布令」という通達を出し、 

因て支那人之長崎府に滞留する者は、仮令外国人に付属するものせさるも

の、総て来る己年正月十五日を限り、悉く外国局に来りて、無洩其姓名・

生国及年齢を報明し、本局之籍票を申請、其正当ふる事を証すべし。万一

                                                                                                                                                        
宛の公文書により、当時長崎奉行を任じているのは後の外務卿沢宣嘉であると伺える。また長

崎について、1868 年以前の長崎は「県」で、その長官は長崎奉行であった。1868 年 2 月 2 日

（同治 7 年・明治元年）に長崎裁判所と改称され、その長官に当たるのは総督であった。同年

5 月 4 日に長崎府と改め、長官は府知事で、1869 年 6 月 20 日（同治 8 年・明治 2 年）にまた

長崎県と変え戻して、長官は知事と定められている。 
13
『大日本外交文書』2 巻 2 冊頁 260 

14
『大日本外交文書』2 巻 2 冊頁 261-262 
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其期限を越えて、籍票所持不致者は、我国典を犯せる者と視成して…（下

略）。15 

明らかに長崎に滞留する中国人を長崎知事の管轄下に置く処置であった。 

以上、1862年から 1868年 11月（同治元年－同治 7年・文久 2年－明治元

年）にかけて、中日間の交渉を検討してきた。その期間での中日交渉をまとめ

れば、以下の 4点が得られる。1、この期間での交渉はすべて日本の長崎と中

国の上海との間が行われていた地方交渉である。2、この期間における交渉の

事項は、通商・在彼国本国人の取締り方・また日本天皇の意思を伝達し中国と

修好したいということであった。3、長崎府知事が 1868年 12月に上海道台と

の交渉によって出された中国人に対する布告「長崎在留支那人に布令」は、長

崎に在留する中国人のみ適用するものであった16。 

 1869年 2月（同治 8年・明治 2年）、外国官17は長崎知事に「従来当府在留

之支那人取締の儀は、如何総括相成居候哉、巨細申越候様。且支那往復書翰類

取調、早々相廻候様」18という指示を下した。それにより、日本にははじめて

中日間の交渉を地方より国家間のレベルまでにあげる意図があると推知でき

る。 

 7月 4日、横浜に在勤する外国官副知事寺島宗則は外国官知事沢宣嘉に中国

と条約を締結すべしという建言を提出した。 

皇国中外国人之貿易、逐年盛に相成候得共、総て彼より而已にて、我より

出て貿易するもの無之。仮令上海辺迄出てんと欲する者有之候とも、条約

なき之国にて、者住すべきの法なく、且訴ふべきの官無之候に付、先其方

向を定不申候ては、我民海外に出て安んして貿易難致候。…（中略）…。

                                                      
15
『大日本外交文書』2 巻 2 冊 頁 264-265 

16
『大日本外交文書』2 巻 3 冊頁 263、1869 年 10 月（同治 7 年、明治元年）に長崎県より外務

省宛の書簡、「…（上略）、去み卯十二月中、旧幕府奉行河津伊豆当地在勤中、江南道台（上海

道台）に文通以後、支那人当港にて悪事いたし候節は、我国法に行、御国人唐国にて悪事いた

し候節は、彼国律に為行度旨取極置候儀も有之候得共、右は孤当県に不限、我国諸開港場にて

も必支那人共悪事いたし候儀も可有之。右等之節取計方区々相成候も不都合に付、篤と御評決

之上、早み御差図可被下候。以後右を踏行にも可相成儀に候はゝ、我国諸開港場は勿論、府藩

県とも無落御達し被置候方。自今渡唐之もの心得にも相成可然哉に奉存候…（下略）」により、

長崎府知事は 1868 年 12月（同治 7年・明治元年）に「長崎在留支那人に布令」という通達の

発効先は長崎のみであるということが窺える。 
17

 外国官は日本外務省の前身である。外務省は 1869 年 7 月 8 日（同治 8 年、明治 2 年）に創

立された。外務省が創立される前、外務省に当たる機関は 1868 年 1 月 9 日に創立された外国

事務取調掛であった。それから、外国事務課、外国事務局、外国官の順に設置後改廃されてい

た。外国官長官の名称は外国官知事である。 
18
『大日本外交文書』2 巻 2 冊 頁 249 
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今我一賈にても上海に開店する者有之候はゝ、其商に大利無之候とも、我

に在る外商恣に利を貧り難く候。…（中略）…。兼て朝鮮の事も御約束有

之可然義に候。且横浜一港に来れる支那人、現に七百五十六名、皆我法を

以管轄いたし。19 

上述の文献から見れば、日本が 1869年に提唱した中国と通交すべき理由につ

いて、以下の 3点が指摘できると窺える。1、貿易のため。日本商人をして安

心に中国に至って貿易させるため、中国と中日貿易に関する規則を定めるべし。

それにより、外国商人が日本で暴利を貪ることも抑制できる。2、外交のため。

中国と通交することで、朝鮮より上位的地位を取って、朝鮮を迫って日朝国交

中断問題20を解決する。3、在日中国人の取り締まり：中国と条約を締結するこ

とにより、在日中国人の取り締まり方を定める21。 

 また、中国に中日間の通交を求める方について、外務省は 12月に太政官に

下のアドバイスを提出した。 

…（上略）。差向彼国情態探索旁、仮に小使節被差遣候方可然方と奉存候。

右手順は旧幕府之節長崎奉行が上海道台迄度々書通いたし、御一新後に至

り、彼国が返翰到来、猶沢外務卿同所知府事奉職中、謝辞申遣置候末に付、

今般外務省が道台へ可遣書簡取調、当省判任以下之内が人選いたし、右書

簡持参為致道台へ面会通信之大意を表し候はゝ、格別之御入費不相懸、廃

路取開候丈けは、容易に相弁可申歟と奉存候右談判相整候上、其場之都合

                                                      
19
『大日本外交文書』2 巻 2 冊 頁 281-282 

20
 1867 年（同治 6 年・慶応 3 年）日本で江戸幕府の日本統治権を奪って、天皇の手に戻った

いわゆる「王政復古」事件が行われた。それによって、日本で一連の西洋に学ぶ富国強兵を目

指す改革が行われて、所謂「明治維新」である。ちょうど当時朝鮮の国政を司っているのは朝

鮮国王李太王の父親である大院君で、彼は激烈的反西洋の立場を取っていたので、日本が西洋

に学ぶのには悪感を持って、江戸幕府以来 200 余年の日朝通交を断った。1869 年（同治 8 年・

明治 2 年）、明治政府は江戸幕府時期に朝鮮との通交を司ってきた対馬藩を通して、日朝国交

の回復を望むと朝鮮へ通達したが、拒まれた。その故、日本で武力で朝鮮を討伐しようという

声が出てきたかたわら、中国が朝鮮の宗主国であるから、中国と通交することで朝鮮より上位

的地位を取って、朝鮮を迫って日朝通交を回復させるという声もあった。前掲『日中関係史概

説』頁 88 を参考。 
21

 在日中国人の管轄について、江戸幕府時代でも明治時代初期でも日本法で在日中国人を取

り締まっていたが、日本が開国後、外国領事官が日本で駐在してから、しばしば在日中国人の

取り締りについて干渉を出していた。政府基層は在日中国人の取り締まり方を中国と商議し定

めようという建言が提出した。例えば、『大日本外交文書』3 巻頁 212-213 により、1870 年（同

治 9 年・明治 3 年）に日本に居留する中国人竹渓等による日本貨幣を偽造する事件があって、

日本法に従えば彼らが死刑に当たるが、同年 8 月 14 日に横浜に駐在するベルギー副領事代理

をはじめとする干渉は出てきた。よって明治政府で中国と条約を締結し、在日中国人の取り締

り方を定めて、外国領事よりの在日中国人の裁判に対する干渉を排除しようという声は出てき

た。 
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に従、北京迄入府、閣老にも面謁為致…（下略）。
22
 

そして太政官はそ外務省より提出した公文書の後に「支那之方御旧盟を被為尋

成就之上は、朝鮮之事は格別骨折と申事は有之間敷哉と存候」23というコメン

トを加えた。すなわち、明治政府には 1869年において、確かに中国と通交す

ることによって、日朝国交中断問題を解決しようと考えている官員がいたとい

うことが窺える。 

 以上 1862年から 1868年まで、及び 1869年における中国と通交すべき議論

を検討すれば、明らかに 1862年から 1869年まで、明治政府内部で中国と通交

すべき議論は、1、中国と通商。2、中国と在日中国人の取り締まり方を定める。

という 2つの視点に基づいて提出されたと窺える。また、中国と通交すべき議

論に、はじめて日朝国交中断問題の解決が入れられたのは 1869年のことであ

ったということも明らかにした。 

2. 柳原前光の中国派遣 

1870年 5月 24日(同治 9年・明治 3年)、外務省は太政官に以下の建言を捧

げた。 

…（上略）。近々宇内形勢一変今不如古。以上は隔海咫尺の地にて、軺使

の往来無之も、経略の遠図に有之間敷。且上海天津等え御国商共差渡、商

業をも為営候はゝ、国益も不小。有無交通旁、皇使清国え被差遣、万国一

般条約取結にて通信通商の道、速に相関候方に可有之哉否の事。 

…（上略）。一体宇内の形勢、日々新に相成候上は、蘇士地峡掘通しの

みならす上、伯里地方の電機も取設可成、勢竟には東西一家の勢に及可申

                                                      
22
『大日本外交文書』2 巻 3 冊 頁 702 

23
『大日本外交文書』2 巻 3 冊 頁 702-703。『大日本外交文書』2 巻 3 冊 頁 266：1869 年 11

月（同治 8 年・明治 2 年）に外務省より太政官に提出した公文書によって、太政官は外務省に

朝鮮について調査しようという命令が下した。同公文書により、外務省は以下のように復命し

た。「…（上略）。朝鮮之国体、清主北韃が勃興之節、忽に降伏し、其己来臣礼を清国に取候

儀、我国之比に清の正朔者国内公然遵行いたし、藩属之礼節も守、何事も北京之特命を

受候様子ふるか。又者正朔は、清へ使節等差遣候節、文書往復之間に用候迄にて、国内一般普

通之年号に、且国政も朝鮮国主自裁独断之権力あり、外国へ条約を取結等之大事に至候

ても、自国政府之存意に任、向背とも北京へ伺候に不及可取極国体也哉…（下略）」それによ

り、太政官は明らかに外務省の提出した朝鮮調査に関する報告を納得できなく、あるいは詳細

に閲覧していなかったため、外務省に提出された中国と通交に関する件に、また「支那之方御

旧盟を被為尋成就之上は、朝鮮之事は格別骨折と申事は、有之間敷哉と存候」というコメント

を加えた。 
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さ候へは、印度と清国とは漢土昔六国の勢に比較仕候へは、即楚魏の郊と

も可申場合にて、西辺にえ都児格東辺にて皇国、即三川両周の地位にも可

有之。宇内の争地と相成候形勢御さ候間、御国内御政務筋より外交の道も

専ら御注意有之、富強の御基礎は勿論、宇内経略の遠図無之候ては相成間

敷…（下略）…。24 

すなわち、外務省は、1、日本は中国との貿易より利益が得られる。2、列強に

は中国を分割する意図があるため、日本はいち早く中国を経略する計画を立て

るべし。ということを太政官に建言した。 

ちょうど 1870年 4月より 5月（同治 9年・明治 3年）に渡って、中国天津

地方で数多い児童が行方不明になった事件は湧き上がった。続いて 6月に伝染

病は盛んに天津地方で広がっていた。フランス人伝教師の建てられた孤児院で

数多い児童が死亡した事件は生起した。そのため、天津に於ける中国人住民の

間に「それら死亡した児童が伝染病で死亡したのではなく、フランス人伝教師

はそれらを殺して、彼らの体で薬となった」という噂が盛んに伝われていた。

民情激憤して天津に駐在したフランス領事をはじめ、フランス伝教師など 40

名以上に渡った外国人や中国人キリスト教徒を殺した所謂「天津教案」25が起

こられた故、日本より中国向けの使節派遣を加速した。 

6月 25日、外務省は太政官に 

支那通信通商の義、兼て申上置候趣も有之、殊更方今天津の一挙、其末如

何相成候哉も難計。就ては種々御手数も有之、急速其御運ひにも難到乍、

去彼是遷延致居候ては、御隣比の国柄百事大関係の義、先差向上海表え当

省より官員差遣し道台迄引合、国情形勢並に后後通信通商の見込をも探討

為致度…（下略）26 

と中国への使節派遣を促した。 

 6月 29日、太政官は当時外務省外務大丞である柳原前光をはじめ「御用有

之、支那上海へ被差遣候事」27と指示を下した。 

 7月 16日、外務卿の沢宣嘉は駐日英・仏・米・蘭・独公使に「柳原権大丞

等外四名上海へ差遣、同所貿易の模様並に運上所取締方等見繕為致候」28を理

                                                      
24
『大日本外交文書』3 巻 頁 191-192 

25 唐瑞裕、『清季天津教案研究』(文史哲、民 82)を参考。 
26
『大日本外交文書』3 巻 頁 195 

27
『大日本外交文書』3 巻 頁 195 

28
『大日本外交文書』3 巻 頁 200 
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由で、各国駐上海領事の紹介状を頼んだ。7 月 16 日より 7 月 23 日に渡って、

米・仏・蘭公使は日本の望みに従って、紹介状を日本外務省まで届けた。29 

 それに対して、駐日英国公使ハークス（すなわち、巴夏禮）は 7月 23日に

外務卿澤宣嘉らと会談、日本が本当に上海の模様などを考察するのみで、中国

へ遣使するかと質問した。また、繰り返して「貴国人は一日か二日かにて外国

人の十年も掛りし事をなさんとす。仲々運上所の事務等は、其地に身を置、毎

日其務を扱すは分らざる事に候」、及び、「…（上略）。真に勉強被為成候義

はゝ、添書差上申へく候。毎度談と働とは相違いたし候間、毎日蝶々の如くな

らんば、御世話申上間敷と添書可認候。右の官員帰られ候上にて、成業の有無

認可申」30と日本の中国遣使の目的を疑ったり非難したりしていた。 

一方 7月 23日、柳原の要求によって、外務卿沢宣嘉・外務大輔寺島宗則よ

り総署王大臣宛の書簡が作成された。317月 27日、外務省は柳原らに清国派遣

に関する委任状を下した。 

今番差往清國委令辦理各務如左 

一. 我皇國與清國處一葦可航之地，論其交際之義，固非別外諸國之比。往

之彼國，切宜自重，言必忠信，行必篤敬為要。 

一. 應陳述望彼國亦派公使與我修約之意 

一. 應商議為管束居住彼地之我國人民，及居住我國之彼國人民作何妥協之

法 

一. 方今未遑即發欽差大使照例定約，應將士民往來通商事宜，權議約束，

請旨定奪32 

柳原の委任状より見ると、柳原の任務は、1、中国と締約する望みを中国に提

出すべきこと。2、両地に滞在する彼国人の取り締まり方を中国と商議するこ

と。3、中国との通商方を約束すること。ということである。それは明らかに

1862から 1869年（同治元年－同治 8年・文久 2年－明治 2年）にかけて、日

本における中国と通交すべき議論の集大成であるということが窺える。しかし、

柳原の求めた権限を照らしたら、柳原の派遣先は上海より中国まで拡大された

が、「應陳述
．．．

望彼國亦派公使與我修約之意
．．

」によって、明らかに仮条約談判の

権限は柳原に付与されなかったと察知できる。 

                                                      
29
『大日本外交文書』3 巻 頁 201-202 

30
『大日本外交文書』3 巻 頁 205-206 

31
『大日本外交文書』3 巻 頁 203 

32
『大日本外交文書』3 巻 頁 199 
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8月 6日、遣中国使節である柳原一行は長崎より上海に向かって出発した。

33 

 第 2節 日本の要求に対する中国の反応 

1. 大信不約 

 柳原一行は 1870年 8月 6日（同治 9年・明治 3年）に長崎より出航、8月 9

日に上海に到着した。翌日、柳原一行は上海に駐在する列強領事を訪れて、駐

日本各国公使の紹介状を彼等に渡って上海に来る目的を伝達し、また「天津教

案」の善後処置・普仏戦争の状況を領事らに伺った。34 

8月 12日、柳原一行を助けるために長崎知事より上海まで派遣された通訳

官蔡佑良は、長崎知事より上海道台宛の書簡を上海道台涂宗瀛35に送って、日

本使節である柳原らが涂宗瀛との面会を求めるのを伝達した。 

8月 17日、柳原は中国全国の地図 8幅を外務省宛の書簡に添付して、外務

省に送った。また今中国が各国と締結した条約書を求めていることも外務省に

報告した。一方、柳原は上海同知陳福勳の立ち添いで涂宗瀛と面会して、外務

卿より総理衙門宛の写しを渡し、「外務省より総理衙門宛の書簡を北京まで届

けていくので、上海道台よりの導きや添書」を求めた。36 

その後、涂宗瀛と陳福勳より柳原宛の書簡が届かれ、「天津教案」のため、

清廷で外務関係の大臣らがフランス公使と応接のため出張してしまった。涂と

陳はすでに柳原の件を中国の外交事務を司る機構である総署に伝達したので、

上海で総署の返信を少々待ちましょうと柳原に伝達した。しかし、柳原らは勝

手に天津に赴くことを決めて、外務省に公文書を出し、駐日列強公使へ駐中国

天津領事や駐北京公使宛の紹介状を求めようと要求した。また、柳原はさらに

外務省宛の書簡で、上海での英・孛国領事よりいろいろな助力を得たと報告し

                                                      
33
『大日本外交文書』3 巻 頁 206-207 

34『大日本外交文書』3巻頁 208 
35

 日本側の文献により、涂宗瀛を上海道台あるいは江南道台と当たって称していたが、『大日

本外交文書』巻 3頁 247、涂宗瀛より柳原宛の照会によって、涂宗瀛は自らの肩書きを「江南

海関道蘇松太兵備道」と称している。 
36『大日本外交文書』3巻頁 209。台湾中央研究院近代史研究所檔案館所蔵（以下近史所檔案

館と略称する） 外交部門 №01-21-023-01-002 李鴻章より総署宛「咨報日本國繙譯官蔡佑良

等由滬赴津抄錄名單並函稿咨請查核由」http://archives.sinica.edu.tw/?page_id=33 

2014/12/24 

http://archives.sinica.edu.tw/?page_id=33
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た。37 

 8月 27日、柳原らは天津に向かう米国船に搭乗して、9 月 4 日に到着して、

翌日に駐天津米・英・蘭・独領事を訪れた。38ところで、柳原一行が天津へ出

発する前、江蘇蘇松太道涂宗瀛はすでに天津に駐在する署三口通商大臣大理寺

卿である成林に、日本外務卿より総署宛の照会の写しを添って、柳原一行が総

署への書簡を持って上海まで来たことを伝えた。 

9月 4日、署三口通商大臣成林らは総署に日本外務卿より総署宛の照会の写

しを添って、日本使節である柳原一行が天津に向かってきたと総署に上申した。
39 

ところで、9月 4日柳原一行が天津に到着すると、9月 5日に天津海関道委

員の連興は成林の指示に従って柳原を訪れ、柳原が江蘇蘇松太道涂宗瀛の言っ

た日本使節であるかと確認した。また柳原らが成林を訪れたいことも成林に伝

達した。40一方、成林は 9月 6日に柳原が天津に到着したことを総署に報告し

                                                      
37『大日本外交文書』3巻頁 207-209、211。徐越庭「「日清修好条規」の成立-1」（『大阪市立

大学法学雑誌』1994）40巻 2冊頁 195、「涂道台と陳同知から、「速飛書」で中国各地の関係方

面へ連絡しておくから、便がありしだい、天津へ行かれたらよかろう伝えられた」と書いてあ

るが、『大日本外交文書』3巻 209の記載、「道台同知ら、深重周旋、即速飛書を以て、支那各

港は勿論、且当今天津へは仏公使応対のため、有名諸大臣会合外務関係官員、惣て出張の趣に

て、同所へも前光等通信内談の廉、巨細報知致呉。仍ては前光等輪便勝手に天津へ参り、官員

へ引合の手続成就」によって、涂宗瀛と陳福勳は柳原らに船便がありしだい天津へ行かれたら

よいということを通達していない。柳原らは自ら天津へ赴くと決めたと窺える。また、前掲 近

史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-002 李鴻章より総署宛「咨報日本國繙譯官蔡佑良等由

滬赴津抄錄名單並函稿咨請查核由」により、上述柳原より外務省宛の報告に対して、上海道台

涂宗瀛は直隸総督李鴻章へ「職道答以法國津案未結，現在彼國外務卿既有呈總署之函，儘可交

道轉送，無勞跋涉。否則且俟職道稟報通商大臣，咨准總理衙門核復允准後，再行前往」と上申

した。明らかに柳原の称した「有名諸大臣会合外務関係官員惣て出張の趣にて」ことと相違っ

ている。 
38
『大日本外交文書』3巻頁 214 

39 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-002李鴻章より総署宛「咨報日本國繙譯官蔡

佑良等由滬赴津抄錄名單並函稿咨請查核由」、№01-21-023-01-003 魁玉より総署宛「咨報日本

國繙譯官蔡佑良等由滬赴津抄錄名單並函稿咨請查核由」、№01-21-023-01-004成林より総署宛

「據蘇松太道稟稱日本國繙譯官到滬並起程赴津由」、前掲 近史所檔案館 外交部門 №

01-21-023-01-006曽国藩より総署宛「函肅日本國委員等抵津由」 
40 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-004成林より総署宛「據蘇松太道稟稱日本國

繙譯官到滬並起程赴津由」。また宝鑒等『籌弁夷務始末』同治朝 77巻（文海出版社 1971）頁

7110、成林より総署宛の書簡によって、成林は 9 月 7日に柳原らに面会したが、『大日本外交

文書』3巻頁 215、柳原より外務省宛の報告によって、柳原らは 9月 4日に天津に到着した翌

日、三口通商大臣成林と天津海関道委員連興が柳原らを訪れ、柳原の天津まで来る目的を伺っ

た。しかし、前掲 近史所檔案館 №01-21-023-01-012「函肅會晤日本國委員柳原前光據稱欲進

京投遞信件即請示復以便轉答遵照由」、成林より柳原宛の照復により、「…(上略)…。昨日得悉

貴出使等已抵津門，在旗昌洋行居住，當派委員連大老爺前往該行會晤…(下略)。」ということ

を載せているので、9月 5日に柳原を訪れたのは成林ではなく、成林が派遣した「委員連大老

爺」（天津海関道委員連興）であることが明らかになった。 
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た後、同日総署よりの返信が来て、 

…(上略)查閱日本函稿內，敘明此次委員前來商議通信事宜，以為他日定條

約之地，似乎此來意在專議通商，而立約一層，僅於此次陳述其意。未知與

閣下晤面時如何立論?若言及換約事宜，必須派有欽差方能與中國大臣面議；

若僅止委官前來，尚不能遽行議約，此係歷屆辦法。如果專議通商，亦應先

由尊處晤面商議，毋遽給護照進京，庶與成案相符…(下略)。41 

と成林に指示を下した。 

9月 7日、成林は柳原に面会したら、翌日柳原と談話の趣を総署へ報告した。 

…(上略)。成林與之接晤，并備酒果款待，該使等禮貌恭謹、言詞馴順，實

非他國可比。成林詢其此次來意，據該使等聲稱，奉伊國外務卿之命，齎送

總理事務衙門信件，當即呈出。成林未便拆閱，詢其信中何語，據稱預前商

議通信事宜，以為他日定條約之地。…(中略)…。現在該使柳原前光等，均

欲晉京投遞信件，成林告以如必欲晉京，須先為函報總署，請示允准後方可

前往。該使等復稱，此次奉委而來，必須親自赴京方能回國銷差，并求早為

示准，以便早日晉京。…(中略)…。成林詳察該使北上之意，僅止親投信函，

求為指示。來意甚誠，詞意甚堅，勢在必行，難以攔阻…(下略)…。42 

すなわち、成林は総署を訪れれば、まず総署よりの同意を得なければならない

と柳原に告げたが、柳原は固く自ら北京へ赴き、外務卿より総署宛の書簡を送

っていくと持論した。 

 総署は 9月 8日に成林よりの報告をもらってから、同日以下の書簡を返信し

た。 

…(上略)。查該差官等晉京遞信，係為他日定約之地。既經攔阻不住，應由

閣下專摺奏聞應否准令晉京之處，請旨遵行。或即商同曾李兩相，聯銜詳細

入告亦可。應飭該差官聽候諭旨，再定行止，未可冒然來京。即望閣下接到

此信，迅向滌生少筌兩中堂商酌辦理…(下略)。43 

                                                      
41 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-008総署より成林宛「日本國委員來津仍由三

口大臣面議勿令來京由」 
42 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-012 成林より総署宛「函肅會晤日本國委員

柳原前光據稱欲進京投遞信件即請示復以便轉答遵照由」。 
43 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-011 総署より成林宛「日本國差官到津宜先

請旨勿令遽行來京由」。 
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すなわち、総署は柳原の件について、明確に成林にどう処置すれば宜しいこと

を指示しなかった。ひとり成林に、もし柳原の北京行きを阻止できなければ、

あるいは曽国藩と李鴻章と連名で清廷へ上申して、或は自ら清廷へ上申して、

柳原の件を清廷に報告して指示を求めようと命じた。 

9月 10日、李鴻章も公文書をもって、柳原との面会について総署に報告し

た。 

…(上略)。日本委員柳原前光等五人，請竹坪廷尉(成林)轉致，於初八日午

刻來見，禮貌詞氣均極恭謹。談次以英法美諸國，強偪該國通商，伊國君民

受其欺負，心懷不服，而力難獨抗，雖於可允者應之，其不可允者拒之，惟

思該國與中國最為鄰近，宜先通好以冀同心協力，擬俟貴衙門示下，再取進

止等語。鴻章前聞日本與英法通商立約，簡嚴特甚。海關不用西人、傳教不

許開禁，即此二節已杜許多後患。又講求泰西機器兵船，仿製精利槍砲，不

惜工本，勿謂小國無人。…(中略)…。日本距蘇浙僅三日程，精通中華文字，

其甲兵較東島各國差強，正可聯為外援，勿使西人倚為外府。將來若蒙奏准

通商，應派官前往駐紮，管束我國商民，以備聯絡牽制。其條約尤須妥議另

定，不可比照英法俄一例辦理，庶於大局有裨…(下略)。
44
 

すなわち、李鴻章は当時すでに日本の進取に注意を払ってため、明らかに日本

と条約を結べば中国により有利的で、また日本と条約を結ぶ立場に入ったら注

意すべきことを総署に建言した。 

総署は李鴻章の報告をもらって、同日返書を李鴻章に送った。 

…(上略)。來函謂該國與中國最為鄰近，宜先通好以冀同心協力，將來正可

聯為外援，勿使西人倚為外府。若蒙奏准通商，應派官前往駐紮，管束我國

商民，以備聯絡牽制。其條約尤須妥議另定，不可比照英法俄一律辦理，…

(中略)…。若果奏請允准(締約)，自可籠絡其心，使為中國之外援，而不致

西人之外府。惟是中外交涉
‧‧‧‧‧‧

，浮雲蒼狗
‧‧‧‧

，變幻無窮
‧‧‧‧

，前史歷歷，諸祈秘密。

為今之計，彼國既有差官前來，自宜先行奏聞，其應如何辦理之處，均希閣

下與滌生中堂(曾國藩)、竹坪廷尉(成林)，酌度情形，妥商辦理…(下略)。
45 

                                                      
44 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-013 李鴻章より総署宛「函肅若奏准通商定

條約尤須妥議另定由」 
45 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-014 総署より李鴻章宛「函覆日本委員堅請

進京其應如何辦理之處與曾中堂酌度情形妥商辦理由」 
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すなわち、総署は日本との締約について疑念を持っていた。そのため、李・曾・

成 3人ともに相商談してから、柳原に接しようと指示した。 

ところで、成林は 9月 8日に総署より「清廷に仰ぎなさい」という指示をも

らっても、すぐ清廷に上申しなかった。一方、総署が固く柳原を北京まで行か

せないと持論した故、9月 10日に成林は柳原を訪れ、柳原の入京を阻止して

試した。しかし、柳原は終始「詞婉意堅，總以此次入都為榮」と主張している。

46 

成林が困っている時、ちょうど駐天津米国領事密妥士は成林を訪れ、柳原一

行が駐日本米国公使より密妥士宛の紹介状を持ってきたことを成林に言及し

た。よって、成林は密妥士へ柳原らを北京へ赴かせないでと依頼して、同人よ

りの助けを得て柳原らを勧告したが、479月 13日に成林より総署宛の報告によ

って、柳原も「若由通商衙門轉遞(外務省致總署信件)，伊等(稱)回國難以回報

總理外務省大臣之命。由津至京程途甚近，不敢以親投之件假手於人轉遞，有違

本國大臣之命」と終始持論している。48 

その故、成林は再び柳原らを訪れ、再三柳原と弁論したり、勧告したりして

も「仍候成林代為請示王爺大人之覆函到來索看後，再行定止」と柳原が主張し

ていた。成林はやむなく 9月 6日に総署より成林宛の書簡を少々改めて、9月

11日に柳原に渡して読ませた。 

(上略)，非王大臣不肯輕見，實與歷届成案不符，諸多碍難。若柳原等不以

閣下相告之言為憑，倘遽然來京，本王大臣決不能相見，有違體制。彼時勿

謂本王大臣有意輕視也。…(中略)…。現屆九秋既杪，風霜嚴肅，轉瞬冰凝

河凍，舟行不易，所有預前應議各事宜，即與閣下速為商定妥慎，以便柳原

等及早揚帆南下，旋國銷差，庶免久留異地，以敦和誼也。…(下略)。 

…(上略)。查閱日本函稿內，敘明此次委員前來商議通信事宜，以為他日定

條約之地，似乎此來意在專議通商。而立約一層，僅於此次陳述其意。然換

約事宜，必須派有欽差，方能與中國大臣面議。若僅止委官前來，尚不能遽

行議約，此歷屆辦法。如果專議通商，亦應先由尊處晤面商議，毋遽給護照

進京，方與成案相符。…(下略)。49 

                                                      
46 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-015 成林より総署宛「函肅會晤日本各情由」 
47
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-015 成林より総署宛「函肅會晤日本各情由」 

48
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-016 成林より総署宛「函肅與日本差官辯論

阻止進京各等因由」 
49『大日本外交文書』3巻頁 222。前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-016 成林よ

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?4:135172445:19:::16@@772177010
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?4:135172445:19:::16@@772177010
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 成林は柳原に書簡を渡した後、前述 9月 10日以来の事柄を 9月 13日に総署

に報告して、総署より柳原宛、彼らの北京行きを阻止する書簡を求めた。 

もともと成林が柳原に書簡を渡す目的は、柳原の上洛を阻止するためのみで、

書簡の内容も単に柳原の挙動が中国の「成例」に合わないと指摘したのみであ

った。しかし柳原は書簡を読んで、上述成林よりの書簡の趣旨を「万事成林に

於て条約の内議は商定可致」、「天津河氷凍致候ては不都合に付、夫迄条約談判

相届け、大日本官員の来意を遂し、速に成功帰朝の手筈に為相運、以て和誼を

敦くする」50と誤解して、喜んで 9月 12日に外務卿より総署宛の書簡を成林に

渡し、成林より総署まで送ろうと依頼しながら、中日仮条約51を起草して 9月

16日に出来上がって、同日成林に渡した。52 

ところで、成林は柳原より送ってきた日本外務卿より総署宛の書簡をもらっ

たら、9月 14日にそれを総署へ転送した。しかし、成林は求めた総署より柳

原宛の返信がまだ送られていない故、9月 17日に再び総署へ総署より柳原宛

の返信を促した。続いて 9月 18日に李鴻章と連名して、柳原が北京に赴きた

いことを清廷に報告して、清廷よりの指示を求め、清廷より「該衙門知道」（総

署に勝手に決めさせる）という指示をもらった。53 

9月 19日、総署より柳原宛の返信が成林の所に届いた。中には、 

…(上略)。貴國既常來上海通商，嗣後仍即照前辦理，彼此相信，似不必更

立條約，古所謂大信不約也。惟於貴國貨物到上海時，先行通知上海道，驗

貨納稅，兩無欺蒙，自可行諸久遠，似較之泰西立約各國，尤為簡便。…(下

略)54 

と中日間の通商を認めたが、中日間の締約を拒んだ。 

                                                                                                                                                        
り総署宛「函肅與日本差官辯論阻止進京各等因由」 
50『大日本外交文書』3巻頁 220 
51『大日本外交文書』3巻頁 199、1870年 7月 3 日（同治 9年・明治 3 年）に外務省が柳原宛

の中国派遣に関する委任状「應陳述
．．．

望彼國亦派公使與我修約之意
．．

」により、明治政府は必ず中

国と締約しなければならない意向を持っていなかった。しかし、同書頁 198、柳原らが中国に

出張する前、外務省宛の中国派遣に関する伺い書により、柳原は自ら「尤応接貫徹仮条約の談
．．．．．

に立到り
．．．．

候節は、早々飛書を以て章程等相伺可申事」と中国と仮条約の商談まで権限を拡大し

た故、9月 16日に成林に中日仮条約を渡した。 
52
『大日本外交文書』3巻頁 220 

53
『籌弁夷務始末』77巻頁 7109-7112 

54『籌弁夷務始末』同治朝 77 巻頁 7132、7136 
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2. 柳原の誤解について 

 ところで、日本が当時漢文化の通であるという名は広がっていた。そのため、

上述柳原が 9月 11日に成林より渡された書簡の趣、「万事成林に於て条約の内

議は商定可致」を誤解したことは、甚だ不思議的事柄であるが、1871年（同

治 10年・明治 4年）に日本と条約締結について李鴻章より清廷宛の報告書に

は、以下のことを言及した。 

…(上略)。洎日本國使臣伊達帶同隨員人等，於六月初九日、七月初六、十

五日等日，已將辦理情形，疊次奏明鈔錄會議擬定條規章程底槀，恭呈聖鑒，

並先後函達總理衙門各在案。當即飭由應寶時等督繕條規章程各正本，而日

本所備一分，係用漢倭字體合寫，又於漢文未甚熟習
‧‧‧‧‧‧‧‧

，至七月二十七日始據

繕完…(下略)。55 

李鴻章の報告書により、柳原が成林より出された書簡を誤解しても怪しくない

ことであると思われている。また、1870年と 1871年に日本より中国まで派遣

されてきた 2次の使節を考察すると、1870年と 1871年の主要な使節はほぼ一

致であると窺える故56、柳原が成林の書簡の意味を誤解しても疑わしくないと

思われている。 

3. 柳原草案の趣旨 

ここで柳原より成林に提出した中日仮条約の趣旨をまとめて説明したい。柳

原が 1870年 9月 16日（同治 9年・明治 3年）に署三口通商大臣の成林に提出

した『日本国清国条約草稿』57（普通柳原草案と称されている）は、16条から

なり、中に、 

①. 中日の和親友好：第 1款、中日両国の和親友好を明記していること。 

②. 在彼国の本国公使や領事の権限：第 2款、彼国に駐在する本国公使の権限、

                                                      
55『籌弁夷務始末』同治朝 83 巻頁 7589-7590 
56『大日本外交文書』3巻頁 195-196、柳原前光『使清日記』明治 4年（日本国会図書館所蔵、

1800）頁 1-7 
57 前掲 近史所檔案館史料 外交部門 №01-21-023-01-025「咨送日本所擬條約底稿咨請查核由」

によって、柳原より送られた条約草案は条約名称を載せていないが、『日本国清国条約草稿』

という名は王璽『李鴻章と中日締約（1871）』（台湾中央研究院近代史研究所、2006）頁 50

より取り上げたものである。 
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及び彼国官員と接する儀礼を定めていること。第 4款、彼国に駐在する本

国領事の権限及び彼国官員や民と接する儀礼を掲げること。 

③. 通商について：第 3款、中日両国の開港場を明示すること。第 10款、両

国が貿易する時使う貨幣を定めること。第 11款、税則・貨物の運輸・売

買・罰則などの掲示。 

④. 彼国の開港場に居留する本国人に対する管理：第 5款、開港場に駐在する

領事が開港場での在留人民に対する権限を定めること。第 6款、開港場に

領事が駐在していない時の処置。 

⑤. 商民の権限及び保護：第 7款、本国に居留する彼国人の通商、遊歴権を定

めること。第 8款、船難などの事故が起こった時施すべき措置。 

⑥. 禁令の明示：第 12款、リスト教の伝教が日本で禁じられているのを明示

すること。第 13款、阿片の輸入と吸食が日本で禁じられているのを掲げ

ること。 

⑦. その他：第 14款、両国に居留する彼国法や本国法を犯した人民に対する

処置。第 15款、両国の相互的最恵国条款を定めること。第 16款、日本国

が中国に渡す文書は、日本語が分かる人がいるまで中国語を訳すと明示す

ること。58 

 さらに条文で特に取り上げに値するところを検討する。まず条約内の第 2款

と第 4款、 

一. 大清國皇帝、大日本國天皇，准依盟約常規，兩國隨意派委全權大臣
‧‧‧‧

，

註劄京師…(中略)…，其在京內京外，與內閣大學士尚書及各省監撫等

大憲，文移會晤，總以兩國比肩之禮
‧‧‧‧‧‧‧‧

，劃一肅敬，…(中略)…，大清國

派出欽差大臣，註劄日本東京時，亦與此無異。 

二. 大清國准開通商各口，由大日本設立領事官…(中略)…，領事官
‧‧‧

與道台

同品，其屬係與知府同品，而視凡會晤文移均用平禮
‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，大清國領事官居

住大日本國准開通商各口時，亦與該各大員平禮相待，兩國無爵紳士及

商民等俱用稟呈。 

これは明らかに中日間の「比肩対等」を示している。 

また第 5款と第 15款、 

一. 因兩國人往來各口，居住所有領事責任應辦
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，諸如戶口產業詞訟交涉，

                                                      
58 前掲 近史所檔案館史料 外交部門 №01-21-023-01-025「咨送日本所擬條約底稿咨請查核由」 
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提逋逃等事，悉照外國所立通商總例辦理
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

…(下略)…。 

一. 兩國通信通商，既經換約准行後，有別外諸國或沾異數殊典增復章款
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，

兩國無不照辦
‧‧‧‧‧‧

，以獲其美。 

これは中日両国が相互に領事裁判権と最恵国条款の認めることである。 

続いて第 7款、第 8款、 

一. 大日本國商民，准聽持照前往內地各處遊歷通商
‧‧‧‧

，其應發給執照，

及地在百…（中略）…，期在三五日，內者毋庸請照等事，總照准

予外國成例辦理。准聽大清國商民逍遙
‧‧

大日本國內地，界限亦照准

予外國成例履行…（下略）。 

一. 兩國船隻破壞遭難，由地方官照料護送，或被強盜搶劫，亦須追贓

給還等事，一體照例辦理
‧‧‧‧‧‧

，以敦鄰誼。 

第 7款について、明らかに中日両国に在留する彼国人の権限が相違っている

ことを示していることが窺える。中国に居留する日本人は中国内地で「遊歴・

通商」できるが、日本に居留する中国人は「遊歴」しか権限を持っていないの

みならず、遊歴の範囲も制限されている。 

第 8款の条文に「兩國船隻破壞遭難…(中略) 或被強盜搶劫…(中略)…一體

照例辦理」と掲げている。「中英天津条約」により、中国官吏は条約国船舶を

掠奪した盗賊に対して、その捕ることを助ける義務を負っていた。また、条約

国軍艦は海賊を捕るために、中国境内各港を自由に進出できると定めていた。
59しかし「安政条約」には上述「中英天津条約」に類似しているものを載せて

                                                      
59
 前掲 近史所檔案館史料 外交部門 №01-21-061-03-001「中英天津條約暨專條通商章程善後

條約並稅則」、第 19款、「英國船隻，在中國轄下海洋，有被強盜搶劫者，地方官一經聞報，即

應設法查追拏辦。所有追得贓物，交領事官給還原主」。第 21款、「英國船隻，有在中國地方碰

壞、擱淺或遭風收口，地方官查知，即設法妥為照料護送，交就近領事官查收，以昭睦誼」。第

52 款、「英國師船別無他意，或因捕盜駛入中國，無論何口，一切買取食物、甜水、修理船隻，

地方官妥為照料…(下略)」。それだけでなく、前掲 近史所檔案館史料 外交部門 №

01-21-061-04-001「中法天津條約暨合約章程補遣通商章程善後條約並稅則」、第 30 款、「…(上

略)；如有大法國船隻，在中國進岸地方損壞，地方官聞知即為拯救，給與日用急需，設法打撈

貨物，不使損壞。隨照會附近領事官等官，會同地方官，設法著令該商等捎人回國，及為之拯救

破船木片貨物等項」。上述の引用文によって、中国の地方官は遭難船に対して、その保護とそ

れを最寄りの領事官まで送っていき、海に落ちた貨物を救い上げ、また日用の給与という義務

を負っていた。さらに中英天津条約第 52款によって、外国船は開港場のみでなく、中国各地

の港まで入って船を修理、食物を買うことができた。また中国は財物に盗られた商船に対し、

盗賊の見つけや贓物の返すという義務を負っていた。 



 

26 
 

いなかった。
60
 

 この 2箇条の条文は同じく「總照准予外國成例辦理」、「界限亦照准予外國

成例履行」、「一體照例辦理」などの文字を使って、一見にして中日両国の対

等性を表しているが、日本人学者藤村道生61は、中国と欧米と結んだ「天津条

約」の中にある内地遊歴に関する規定を、日本と欧米と結んだ「安政条約」の

と比較してから、「天津条約」には遊歴に関する規定が「中国全国各地」と定

めているが62、「安政条約」にはただ開港場 10日里以内の範囲で遊歴できるの

みと掲げているということを提出している63。そのため、藤村は柳原草案が実

に中国に対する不平等条約であると考えている。 

また、李鴻章も「日本求約之意，已非一日。中國與泰西所立各約
．．．．．．．．．

，該國早已
．．．．

爛熟於胸
．．．．

，是以柳原等來津未久即呈約底，非宿構焉能如此之速?」64と柳原草案

を評価している。それは明らかに柳原草案にある条文が、中国と列強と締結し

                                                      
60藤村道生「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討」（『名古屋

大学文学部研究論集．史学』1967）44巻 3期頁 11。『締盟各国条約彙纂』第 1 編、日法修好通

商条約、第 16 条、頁 301「佛蘭西船難船、又は難風に逢、日本の地に漂着致したるを日本役

人承はらは、成丈其人を救い覆愍を加え、最寄の港に在る佛蘭西コンシュルへ送るべし」。日

英修好通商条約、第 12 条、頁 425「貌利太尼亜船、日本海岸にて破船、又は漂着し、或は危

難を遁れ来る事を知らば、其所の司人、是を救ひ厚く扶助を加へて、最寄のコンシュルへ送り

渡すべし」。明らかに安政条約によって、日本は遭難船に対する扶助とその遭難人を最寄りの

領事まで送っていく義務を負っていた。しかし、中国は遭難船に対して、以上日本と同じ義務

を負っていたのみでなく、中法天津条約により、遭難船の貨物を救い上げることまで、義務も

負っていた。 
61 藤村道生「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討」（『名古

屋大学文学部研究論集．史学』1967）44巻 3期頁 9-11 
62
 前掲 近史所檔案館史料 外交部門 №01-21-061-03-001「中英天津條約暨專條通商章程善後

條約並稅則」、第 9 款、「英國人民准聽持照前往內地各處遊歷通商…(中略)…。如通商各口有出

外遊玩者，地在百里、期在三五日內，毋庸請照；惟水手船上人等不在此列…(下略)」。前掲 近

史所檔案館史料 外交部門 №01-21-061-04-001「中法天津條約暨合約章程補遣通商章程善後條

約並稅則」、第 8款、「凡大法國人欲至內地及船隻不准進之各埠頭遊行，皆准前往；然務必與本

國欽差大臣或領事等官，預領中法合寫蓋印執照。其執照上仍應有中華地方官鈐印以為憑…(下

略)」。 
63

 日本外務省記録局『締盟各国条約彙纂』第 1 編（外務省記録局 1889）頁 753、1858 年 6 月

19 日（咸豊 8 年・安政 5 年）、日本国米堅合衆国修好通商条約、第 7 条「日本開港の場所に

於て亜米利加人遊歩の規程左の如し、神奈川六川郷筋を限とし、箱館各方へ凡十里…（下略）」。

同書頁 535、同年 7月 10日、日本和蘭修好通商航海条約、第 6 条「日本開港の場所に於て阿

蘭陀人遊歩の規程左の如し、神奈川六川郷筋を限とし、箱館各方へ凡十里…（下略）」。同書頁

612、同年 7月 11日、日本国露西亜国修好通商条約、第 8条「日本開港の場所に於て露西亜人

遊歩の規程左の如し、箱館各方へ凡十里、長崎其町の周囲に在る御料所を限とす…（下略）。

同書頁 421、同年 7 月 18 日、日本国大不列顛国修好通商条約、第 3 条「日本開港の場所に於

て貌利太尼亜臣民遊歩の規程左の如し、神奈川六川郷筋を限とし、其他は各方へ凡十里、箱館

各方へ凡十里…（下略）」。同書頁 294、同年 9 月 3 日、日本国法蘭西国修好通商条約、第 3 条、

「神奈川より六川郷筋迄歩行すべし…（中略）…、其他は十里迄行べし。箱館は十里四方へ行

べし…（下略）」 
64 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-027 成林より総署宛「函肅日本議約等情由」 
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たものから取り上げたのであると表している。そのため、中国にとって不平等

条約である柳原草案は、実に列強と同じような権益を中国よりもらおうと狙っ

ていると思われている。 

上述柳原草案の趣をまとめて、第 2款と第 4款は中日の「比肩対等」を要求

している。第 5款と第 15款は中日両国相互の「領事裁判権」及び「最恵国待

遇」を求めている。以上の内容は中日間の対等性を示しているが、第 7款「内

地遊歴と通商」と第 8款「遭難船」に関する決まりは日本が中国より明らかに

有利的な立場に立っているということが窺える。しかし、李鴻章が柳原草案に

下した評価より、柳原草案は実に列強と同じような権益を中国よりもらおうと

狙っているということも察知できる。そのため、柳原草案には、1、中日間の

対等性を達成させる。2、列強と同じような権益を中国よりもらう。という 2

点の狙いがまとめられると思われている。 

 第 3節 中国態度の転換 

1. 総署態度の転換 

前節で述べた通り、柳原が既に 9月 16日に中日仮条約を成林に渡したが、

成林がそれについて何の処置も取っていなかったことが窺える。成林は 9月

19日に総署より柳原宛の「大信不約」という返信をもらったら、それが柳原

らの意と異なっていることを知り、総署の返信をそのままに置きながら、柳原

より渡されてきた仮条約を 9月 20日に総署へ上達し、さらに李鴻章を訪れて、

柳原の件について李鴻章と商議した。李鴻章は当時以下のように成林に述べた。 

…(上略)，據少筌揆帥云：日本求約之意，已非一日。中國與泰西所立各約，

該國早已爛熟於胸，是以柳原等來津未久即呈約底，非宿構焉能如此之速?…

(中略)…。但該使既先將約底送來，是其意在必行，已可概見，恐非片言所

能阻止。又如西洋各小國來華定約，倚英法為呵護，來者不拒，勢無如何。

此番日本遣使來商，未始不視中國之允否，以定西洋之向背。設因拒絕所請，

致該國另託英法為介紹，英法更助該國以譸張，彼時允之則示弱於東藩，不

允必肇衅於西族；在彼轉有唇齒之固，在我愈有牢籠之方。似又不如由我准

其立約，以示羈麋，此即前函所云，縱不能為中國外援，斷不使為西國外府
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之意…(下略)。65 

すなわち、李鴻章は柳原らが中国との締約を軽く諦めないはずであると予測し

た。しかも今回中国が日本より提出した締約の要求を拒んでも、日本が英や仏

に依頼して再び中国に提出する恐れがあるので、今日本の要求を許したほうが

宜しいと李は考えている。 

しかし、成林より総署宛の報告によって、総署は 9月 20日に成林より来た

報告に対し、成林に「將照覆轉交，並開導該使等以彼此相信不在立約」と指示

を下した。成林は総署よりの返信を 9月 21日に柳原を渡した。一方翌日、公

文書を作成して、上述柳原の件に関する 9月 20日に李鴻章と商談の大筋を総

署に上申した。66それについて、総署は同日に以下のように返信した。 

…(上略)。查本處既經給與日本外務卿照會，告以不必立約，此刻斷無向該

委員等議辦之理。仍望閣下向其婉言阻止，並將送來原本條款給還，再告以

中國不肯換約，實係格外親近之意，仍舊彼此通商，並非拒絕也。如該委員
‧‧‧‧

等過於堅執
‧‧‧‧‧

，即由尊處函知該委員等
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，須俟伊國派有欽差到津
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，再行公同妥
‧‧‧‧

議
‧
。本處日內即行具奏
‧‧‧‧‧‧‧‧

，俟奉旨後再為知照可也
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

。67 

ところで、柳原は「中国と締約することについて、成林と商議すれば宜しい」

と認めているので、総署より「大信不約」の照会をもらったら納得できず故、

9月 22日に曽国藩・成林・李鴻章を訪れた。成林より総署宛の報告によって、

柳原は曽国藩に「欲將總署復文壁還，並求於入京時轉懇總理衙門允准」と依頼

した。続いて成林との面会で、柳原は「呈給林照覆一件，內稱王爺大人回函與

該國專使致書之意絕不相關，又與林本月十一日錄送總署來函交林商定妥慎之言

毫不吻合，此等回函絕不能奉歸復命」また、 

本國與泰西立約者共十四國。西商住東貿易，各有領事官管理一切。華商在

東者十居六七，西商十居三四；惟華商多黯，不敵西商多黠，貿易輒被西人

欺凌。…(中略)…。華商每有違犯禁令，罪且至死者，本國僅令頭目遣其回

華，未肯傷害。西人每勸本國一概驅逐，不令往東，本國亦未允。從而諸事

究形掣肘，是以外務省特地遣使來華議約，以益兩國商民。當啟程時，西人

履謂貴國派員自往中國，必不即允。西邦各小國皆係邀我泰西大國同往，始

                                                      
65 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-027 成林より総署宛「函肅日本議約等情由」 
66 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-027 成林より総署宛「函肅日本議約等情由」 
67 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-029 総署より成林宛「函復日本請立條約本

衙門具奏暫緩議辦各情由」 
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得允准，貴國必須邀我往為說項。…(中略)…，今總署覆以不必更立條約，

若即奉以回國，大為泰西恥笑。 

と成林に告げた後、「隨以手作勢云：彼似太高，我似太矮。至我等回國後，在

外務省斷難立腳；隨又自指其面云太覺無顏」しかも「詞氣之間頻露不以西洋為

然之意」。 

 柳原は曽国藩・成林を訪れてから、李鴻章も訪ねて、李が「語語相刺試其伎

倆」であったけど、「該使詞意不回，並有如不邀准，雖死不敢回東之語」まで

言い出した。68 

 ちょうど総署王大臣の筆頭である恭親王は、9月 24日に柳原の要求を清廷

に 

查臣衙門既與該國外務卿等照會，告以彼此相信，不必更立條約之言，自應

仍執前議，由成林、李鴻章等，向該委員等婉為開導。儻勢難阻止，應告以

底本暫存中國，俟有大臣來華，公同商辦。一面將條約底本
‧‧‧‧‧‧‧

，自行詳細妥酌
‧‧‧‧‧‧

，

以便日本國派有大員前來
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，再行相度機宜
‧‧‧‧‧‧

，妥酌辦理
‧‧‧‧

。69 

と上申した。総署の上申について、9月 26日に清廷は「依議」と指示を下し

た。70 

 成林は 9月 27日に清廷の下した指示をもらって、ずく柳原に総署の立場が

少々緩んたと伝達した。しかし、以上述べてきた通り、柳原の要求は中国より

日本との締約を承諾してもらうのみでなく、中国と先に仮条約の商議までも含

めているため、成林と相譲らなかった。71成林は 9 月 28 日に再び総署に書簡

を出し、上述柳原が 9月 22日に曽国藩・李鴻章・成林と談話の趣を総署に報

告して、「惟該使(9月 22日之)面陳及照會內稱堅求先議底稿始敢回國銷差」と

説明し、総署の指示を求めた。72総署は 10 月 1 日に、日本よりの締約の求め、

および先に柳原と条約を商議するか否かについて、成林に指示を下した。 

…(上略)。是該國求請立約之意，竟自牢不可破。本處恐該國視此事過易，

                                                      
68 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-036 成林より総署宛「函肅日本委員堅請先

議底稿各情抄錄照會呈閱恤賞法國各款遵照提撥俄國倭使均於二十六日起程赴京由」 
69
「籌弁夷務始末」同治朝 77 巻頁 7130-7134 

70 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-035 総署より李鴻章・成林・魁玉宛「本衙

門具奏日本差官到津投遞信函已給與照會令其回國等因一摺恭錄諭旨抄錄原奏知照由」 
71 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-003 成林より総署宛「函肅與日本使臣辯論

各情並請給覆函再條約寄下由」 
72
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-036 成林より総署宛「函肅日本委員堅請先

議底稿各情抄錄照會呈閱恤賞法國各款遵照提撥俄國倭使均於二十六日起程赴京由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
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必致過肆要求，是以畧為推宕。前於復函內，業經敘明由尊處相機回答，原

不必過於拒絕，恐其舍而之他。茲接來函，知立約一層，不能不允所請，惟

查向來各國議立條約，均係特派使臣，與中國欽派大臣會同定議，該國明年

如有欽差到津，定行立約。所有條約底本，咨存總理衙門備查。先由尊處與

該差官將此情形說明，總以向來立約，均係兩國大臣議立。刻下若遽行商訂，

實與向來辦法不符。該差官如肯轉圜，再由本處給與復文，將准其立約之意

敘入，庶與前次復文不大相背。萬一該差官堅欲先議約底，即由尊處會同李

協揆，遴派府道大員，將約底各條詳加核對，其中如有與英法條約相同，而

中有流弊之處，均應簽出更改。刻下先就伊十六條內無關緊要者議定大概，

以示舉行立約之意，並告尚有應行更易之處，仍俟來年派使前來，再行統議。

如此辦理，該差官當可敷衍回國。73 

明らかに総署は立場の換わることについて、工夫していたと窺える。さらに、

日本との締約について、立場がいっそう緩んできたことも窺える。また、先に

柳原と仮条約の商議について、総署は依然として日本よりの特派大臣が中国に

来ている限りできると持論していた。しかし、万一柳原が固く先に商議しよう

と持論するなら、差し当たり緊要でないところを取り上げて柳原と商議して、

柳原を申訳して彼を帰国させると成林に指示した。総署の返信は 10月 2日に

成林の手に至った。 

ところで、成林は 9月 27日に柳原に総署の立場が緩んできたと伝達した後、

柳原と先に条約を議するか否かについて、数日に渡って相譲らなかった。10

月 2日に上述総署の指示をもっらたら、成林は柳原を訪問して、「復與陳說多

方，往復再四，該使似又疑此時無肯與議，恐將來立約之說未甚可憑」と柳原を

勧告したが、柳原は中国の決心を疑っていた。 

そのため、成林はまた 10月 5日に柳原を訪れて柳原と再三弁論した。故に、

柳原は先に条約を商議することを諦めたが、かえって総署より下した相締約を

許す照会を求めた。成林は 10月 6日に総署に公文書を送って総署より柳原へ

の照会を求め、中に、 

成林因於昨午親赴該寓，仍照來諭各節詳切開導，謂王爺大人既許以俟有大

員來議，將來豈有反覆之理。如此辯論時許，該使因但請加一覆函，俾得回

國銷差。其先議約底一層，似已作為罷論。即祈王爺大人將覆給該外務省信

                                                      
73 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-001 総署より成林宛「函復日本差官堅請換

約一事仍由貴處會商妥辦議定示復以便辦理由」 
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函迅速寄來，俾該使見有覆函，免致再生波折。緣恐該使未得覆函，或生他

念，彼時又須多費唇舌。 

至成林履次與柳使辯論，均以李協揆為波折，即昨日面晤該使，猶告以總理

衙門改給覆文一節，亦係李協揆加信寄去等語。此番王爺大人所給覆函，儘

可仍援李協揆為轉彎之據，且與成林連次所告之言相符。74 

成林が柳原の持論に大変困られていることが窺える。また、総署立場の換わる

ことについて、李鴻章が建言してたためであると、成林は総署にアドバイスを

した。 

総署が 10月 8日に成林に日本外務卿宛、中日間の締約を許す書簡を送って、

翌日成林の所に届いた。成林が 10月 12日に書簡を柳原に渡って、75柳原一行

は 10月 19日に天津より出発、10月 25日に上海に到着した。10月 27日に上

海で外務省へ公文書を作成して、帰航の日程とついでに寧波まで当地商売の状

況を探察する旨を上申した。閏 10月 2日に烏渡・寧波に至って探察し、閏 10

月 8日に上海に立ち戻った。同月 17日に上海より出発、同月 25日に東京に到

着した。76 

2. 締約交渉のほか柳原が取り扱った事務 

日本官員を上海に置く件 

 1870年（同治 9年・明治 3年）、柳原前光一行は遣中国使節として中国に赴

き、中国の外務関係に当たる官員らと、中日間の締約について商議した。しか

し、柳原が中国と締約の交渉を取り扱うのみでななかった。以下柳原が締約交

渉のほかに扱った事務を検討する。 

 中国と締約の交渉をする傍ら、柳原が中国で取り扱う事務は、1、上海に居

留する日本人を取り締まるためｍ上海に日本官員を置く交渉。2、日本に居留

する中国人竹渓らによる犯罪が日本律の死刑に当たるため、先に中国へ通報す

                                                      
74
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-003 成林より総署宛「函肅與日本使臣辯論

各情並請給覆函再條約寄下由」 
75 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-008 成林より総署宛「函肅接到日本照會已

遵即辦理飭撥恤賞等銀已交德繙譯手收並遣委員回京當差由」 
76
『大日本外交文書』3巻頁 244-245。前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-015 曽

国藩より総署宛「咨報日本國差官回滬日期等情由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
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ること。という 2件である。まず上海で日本官員を置く交渉について検討する。 

 1870年 6月 15日、（同治 9年・明治 3年）日本民部省より外務省宛の公文

書によって、「今般御国地商人共へ別紙書面の意味を以及説得、差向き上海え

出店為取掛候積に付、為御心得別紙相添及御達置候也」また、「追て本文為取

締且外御用をも兼、品川通商権大佑、支那国へ差遣候条、是亦御承知有之度候」

77という記録が残っている。すなわち、民部省より通商権大佑に当たる品川忠

道を中国上海へ派遣させた理由は、1、日本国民が上海における通商を取り締

るため。2、「且外御用をも兼」ということである。 

 6月 29日、柳原前光をはじめとする中国への派遣という指令が下され、8月

6日に柳原一行は長崎より出航、8月 9日に上海に到着した。8月 17日、柳原

らは江蘇蘇松太道涂宗瀛と面会し、天津へ赴くため涂宗瀛よりの添書や導きを

願った後、8月 23日に上海租界会審事務江蘇輔用同知官である陳福勳に書簡

を送って、 

我國士民之在上邦習藝貿販者，已不下數十名。至其生理，雖遵貴前台應公

咨覆所云，憑藉船牌報驗納稅，可遵成軌，無事更張之意，甚恐若輩逐日加

多，則難保無奸詭之徒，干闌以入…(中略)…。前光等議暫令通商權大佑品

川忠道、長崎縣少屬熊文夢，留在貴地約束我國士民，一照應公所示，咸使

循規蹈矩…(下略)…。78 

と品川らを上海に置き、上海に居留する日本人を彼らに取り締まらせることを

陳福勳に求めた。翌日陳福勳は江蘇蘇松太道涂宗瀛に上申した。9月 5日に両

江総督曽国藩は上述の件を総署に、また 9月 24日に暫署上海通商大臣魁玉も

総署に公文書を作って報告した。 

 ところで、8月 24日に柳原らより外務大丞町田民部宛の公文書にも 

上海えは皇国士民彼是三十余名も参り居候に付ては、取締官員無之ては甚

不都合の次第。尤先般来品川通商権大佑・神代長崎県権少属等両人、膺札

取調のため、出張は致し居候得共、是以て内密に等しき者故、今般同知官

陳福勳へ申入候…（中略）…。右陳福勳より道台涂宗瀛え転致候処、道台

返答に右人民取締のため、官員御差置の儀は御尤の次第、同人承知致候。

…（中略）…。右は兼て東京発足の節、画策申上候第三策にて、先つ上海

                                                      
77
『大日本外交文書』3 巻頁 193 

78 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-033暫署上海通商大臣魁玉より総署宛「咨報

據蘇松太道稟稱本國民人在滬日多暫令權大佑品川忠道等約束一案抄錄原稟咨呈由」 
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へ官員を置、通商する丈は相済み申候…（下略）
79
 

ということを書いてあるので、明らかに上述品川上海出張の第 2任務である

「且外御用をも兼」は、上海で製造された日本膺札の調べであると推知できる。

また、柳原の言った「東京発足の節画策申上候第三策にて」によって、明らか

に柳原が中国に出張する前、すでに中国との取り扱いに策略を作成したという

ことも窺える。柳原の言った策略が今残されていないが、上述の引用から見て

も、柳原にはすでに東京発足する前、中国に官員を置く計画があると察知でき

る。 

 9月 25日に外務省は太政官に伺書を提出し、品川らを上海に置き、上海に

居留する日本人を彼らに取り締まらせると上申して、太政官より「可為伺之通

事」と指示された。そのため、80外務省は急ぐ上海へ公文書を発し、中日通商

条約が締結されたら、品川らの職が領事に当たるべしという指示を下した。81 

 ときに、柳原一行は 8月 27日に上海を離れ、9月 4日に天津に到着した。9

月 7日に署三口通商大臣成林と面会し、中日間の締約について交渉してた。締

約について 10月 5日にやっと明らかになったら、柳原はまた成林に品川を上

海に置くことを求めた。10月 6日に成林より総署宛の上申によって、 

昨日柳使等定議後，與成林商求二事。一以該國商人舊在上海貿易者，

計數十人。恐無人約束，或被外族挑唆滋生事端，擬先揀派一二小官在

彼料理一切。窺其舉動，尚非遽欲設官。…(中略)…。林思議約底之說，

既已力持未允，此二事尚無妨礙，未便再拒，因已當面許可，以示羈縻。
82 

と品川の件が成林に許されたということが窺える。 

                                                      
79
『大日本外交文書』3 巻頁 209。柳原は外務大丞町田民部宛の公文書に、品川を上海に置く

件について、江蘇蘇松太道涂宗瀛より「官員御差置の儀は御尤の次第、同人承知致候」と返事

したが、前掲 近史所檔案館 外交部門 01-21-023-01-033暫署上海通商大臣魁玉より総署宛

「咨報據蘇松太道稟稱本國民人在滬日多暫令權大佑品川忠道等約束一案抄錄原稟咨呈由」によ

って、涂宗瀛は「察其來意，顯欲藉此在滬設官，與泰西各國領事無異。事關創始，職道未敢遽

允」と上司である魁玉に報告した。明らかに柳原が町田民部にの報告と相違っている。 
80
『大日本外交文書』3 巻頁 223-224 

81
『大日本外交文書』3 巻頁 225 

82 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-003成林より総署宛「函肅與日本使臣辯論各

情並請給覆函再條約寄下由」 
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中国人の竹渓らが死刑に当たる件 

1870年（同治 9年・明治 3年）、日本で中国人による膺札製造事件が起こ

られた。日本による調査で、それは神奈川に居留する中国人竹渓・横浜に居留

する峯吉・東京に居留する善吉と亜福より起こられたことである。竹渓・峯吉・

善吉は死刑に当たるが、亜福は徒 3年と処された。故に、駐日各国公使と領事

より彼ら 4人に対する嘆願が提出された。明治政府は断然死刑に処すると決め

たが、念のため中国へ通達して中国よりの許しを得たら彼らを処刑することを

8月 28日に柳原に通達させた。83 

9月 29日、柳原は照会を成林に送って、竹渓の件について中国よりの許し

を得たいと説明した。8410月 3日に総署は成林よりの報告を得て、10月 8日に

「其應如何懲辦之處，仍由日本國自行酌核辦理」と指示を下した。85成林は 10

月 12日に総署の指示を柳原に伝達した。10月 27日に柳原は外総署よりの返

答を務省に知らせた。86 

3. 総署は態度を転換した理由 

 以上柳原前光らは 1870年（同治 9年・明治 3年）に中国との交渉を検討し

てきた。中日間の締約に関する総署の立場は、最初の通商のみを許して締約を

拒んだことより、締約を許したほうに転換したということが窺える。総署が立

場を転換したきっかけについて、今まで 2説は提出されている。それは、1、

李鴻章の「今日本より提出した締約の求めを拒んだら、他日日本が欧米の仲介

を通して、再び中国に締約の要求を提出する恐れがある」建言によって、総署

は立場を変えたという説である。872、総署は成林の報告を通して、自ら柳原

が任務を成し遂げさせる決意を理解した故、中日間の締約を許した。李鴻章の

                                                      
83
『大日本外交文書』3 巻頁 211-212 

84
『大日本外交文書』3 巻頁 231 

85 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-004 成林より総署宛「日本照會華民在該國

仿造官鈔一案應該國自行辦理由」 
86 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-009総署より成林宛「據日本照覆竹溪等官鈔

一案依日本律例辦理由」。『大日本外交文書』3 巻頁 237 
87 藤村道生「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討－」(『名

古屋大学文学部研究論集‧史学』1967)44巻 3期頁 14。林子候「試論同治年間中日訂約經緯」(『東

方雜誌』1994)17巻 2期頁 39。徐越庭「「日清修好条規」の成立」-1-(『大阪市立大学法学雑

誌』1994)，40巻 2 期頁 208 
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建言は総署が立場を転換するため取り上げた言い訳のみであるという説であ

る。88 

筆者の考察によって、藤村道生をはじめとする提出した「李鴻章の建言によ

って、総署は立場を変えた」という学説は中国文献である『籌辦夷務始末』を

引用して得た結論で、李啓章より提出した「恭親王（総署王大臣の筆頭）得知

日方締約的意志已是『牢不可破』，拖延策略難以繼續，因此只得接受日本的要

求」、「(總署)利用李鴻章的說法來合理化本身方針的轉換，不過是一個藉口而已」

89という学説は台湾近代史研究所檔案館所蔵「總理各國事務衙門清檔」を引用

して提出されたものである。 

藤村をはじめとする提出した結論は、『籌辦夷務始末』に記録されている恭

親王より 1870年 10月 18日（同治 9年・明治 3年）に清廷宛の上申を引用し

て、中に 

…(上略)。查西洋各小國來華定約，均由英法為介紹，即倚英法為護符。此

次日本逕自派員前來，未必不視中國之允否以定將來之向背。…(中略)…。

與其將來必允，不如此時即明示允意，以安其心。前經直隸總督李鴻章函致

臣衙門，亦係敘述此意。…(下略)
90
 

と清廷に報告した。上述の上申は明らかに 9月 20日に李鴻章と署三口通商大

臣成林との談話内容で、成林を通して総署に報告したものである。91そのため、

藤村らは総署の立場を変えたのが李鴻章の建言であると結論をつけている。 

一方、李啓章は台湾近代史研究所檔案館所蔵「總理各國事務衙門清檔」にお

ける 10月 6日に成林より総署宛の書簡を引用して、 

…(上略)。至成林履次與柳使辯論，均以李協揆為波折。即昨日面晤該使，

猶告以總理衙門改給覆文一節，亦係李協揆加信寄去等語。此番王爺大人所

給覆函，儘可仍援李協揆為轉彎之據，且與成林連次所告之言相符。…(下

略)92 

と総署立場の転換に関する言い訳について、成林が総署に以上のようにアドバ

                                                      
88 李啟彰「近代中日關係的起點─1870年中日締約交涉的檢討」(『台灣中央研究院近代史研究

所集刊』2011)72期 頁 55-101 
89
 李啟彰「近代中日關係的起點─1870年中日締約交涉的檢討」頁 92-93 

90
『籌弁夷務始末』78巻頁 7197 

91
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-023-01-027 成林より総署宛「函肅日本議約等情由」 

92
 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-003 成林より総署宛「函肅與日本使臣辯論

各情並請給覆函再條約寄下由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:1118932653:19:::1@@537438420
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イスした故、李啓彰は「恭親王は自ら柳原の要求を申し訳できないと理解した

ので、立場を変えた。李鴻章の建言は総署が立場を転換するため取り上げた言

い訳である」と結論を下している。 

しかし、藤村をはじめとする学者でも李啓彰でも、日本より提出した中国と

条約を締結する要求に対する総署の態度検討は、皆 1870 年 10 月（同治 9 年・

明治 3年）、柳原が天津を離れて帰国するまで考察した。しかし、同年 11月

29日に李鴻章より総署宛の公文書には、以下のようなものがある。 

十一月二十九日，北洋通商大臣李鴻章函，稱二十二日接奉直字二十五號鈞

函，飭將日本條約預先酌議…(中略)。來年立議時
‧‧‧‧‧

，如能遵照鈞恉
‧‧‧‧‧‧

，既立章
‧‧‧

程即可
‧‧‧

，不另立條約
‧‧‧‧‧

。彼若允遵
‧‧‧‧

，自屬妥善之至
‧‧‧‧‧‧

。惟尊處前給該國照會，已

有會議章程明訂條約之說，此事似終以立約為歸宿。…(中略)。承示條約底

本，必須先行覈議，前此未接公函，已將該國所擬條約，發交海關陳道，逐

款詳核…。(下略)。93 

 李鴻章よりの公文書に対して、総署は 12月 19日に以下のように返信した。 

…(上略)。查中外通商以來，該國覬覦已久，今援泰西各國之例，要求立約，

碍難拒絕。惟該國介在東洋，與中國最近，中國情形，尤為熟悉。今允其通

商立約，凡一切事宜，稍有不慎，恐流弊多端，致生後患。故本處將該國所

呈條約底本，先請貴處詳加核議；並立約一案
‧‧‧‧‧

，能否不允
‧‧‧‧

，仍請貴處酌奪
‧‧‧‧‧‧

，

無非未雨綢缪之計
‧‧‧‧‧‧‧‧

，…(中略)…。前月二十九日接閱來函，備言該國所以必

准立約，並立約後如何辦理無弊之處，具徵蓋慮周詳，無微不至，無任欽佩。

正擬函復，適又接准大咨，並日本條約底稿，又另擬章程十八條。本處逐加

詳核其原稿，內逐條簽駁之處，均極有關繫之言，將來必須與之辦議，不可

稍鬆。至另擬各條，均極妥洽。該國如能遵行，別無他議，自可行之無弊。

明年該國派員來時，應即照此與之會商核辦。…(下略)。94 

すなわち、総署は 11月 22日に柳原草案を李鴻章に渡し、予め草案を審議しよ

うと指示しながら、日本と「条約」を締結しないで、「章程」のみ日本と締結

できるかと李鴻章の意見を求めた。李鴻章は総署に「総署より日本宛の照復で、

すでに日本との締約を許したため、今さら後悔できないであろう」と総署に返

                                                      
93 前掲 近史所檔案館 外交部門 No.01-21-024-01-017李鴻章より総署宛「函復日本國立約各

事宜由」 
94 前掲 近史所檔案館 外交部門 No.01-21-024-01-022総署より李鴻章宛「函復日本奏請通商

事宜應由北洋大臣相機酌辦由」 
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信した。また、李鴻章は日本との締約に対して、津海関道陳欽に柳原草案を審

議させた。陳欽は柳原草案を検討したら、柳原草案を基づいて中国側の条約草

案を作成して、李鴻章を通して草案を総署に捧げた。そのため、総署は 12月

29日に中国側の草案をもとに日本と締約交渉を進めようという前提で、日本

との締約を許した。 

 以上、1870年 11月 22日より 12月 29日（同治 9年・明治 3年）まで、李

鴻章と総署との間に往復した公文書の検討によって、総署が 1870年 10月（同

治 9年・明治 3年）に日本と締約することを許したのは、確かに日本を遷延す

るためのみであると推知できる。総署は 10月 12日に日本との締約を許した照

復を柳原に渡しても、実に日本と締約したくなかったと察知できる。総署がは

っきり日本との締約を許したのは、李鴻章が陳欽の作った条約草案を総署に捧

げた後のことであるということが窺える。 
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まとめ 

 以上、1862年より 1870年（同治元年・文久 2年－同治 9年・明治 3年）ま

で中日間の交渉過程を検討してきた。以上の検討によって、日本は 1862年よ

り 1868年（同治元年・文久 2年－同治 7年・明治元年）まで中国と交渉する

目的は、1、中国と通商したかった。2、在日中国人の取り締まり方を中国と定

める。続いて 1869年（同治 8年・明治 2年）になると、日朝国交中断問題の

解決という視点は始めて中国と通交しべき論説に加わってきた。さらに 1870

年（同治 9年・明治 3 年）に入ると、外務省は列強に中国を分割する意図があ

ることにに注意しはじめ、太政官に中国を「経略」する遠図を抱くべしと建言

した。ちょうど 1870年（同治 9年・明治 3年）4月から 5月にかけて、中国

で天津教案が起こったため、日本の中国遣使に拍車をかけた。 

 1870年（同治 9年・明治 3年）における中日間の交渉過程を検討すれば、

当時日本が中国に対する意図は、以下のようにまとめられる。まず、日本は当

時すでに中国を侵略する意図を持っていたと思われている。それは外務省が太

政官に「中国を『経略』する遠図を抱くべし」という建言、また柳原が中国上

海で中国全国の地図を 8幅外務省に献上したことより推知できる。 

また、日本は中国と友好条約をまだ締結していないうちに、1、品川忠道を

上海へ派遣して彼に在中国日本人を取り締まらせたこと。2、柳原が日本との

締約を許した総署の照復をもらった後、明治政府は急ぐ公文書を上海に発し、

中国と締約したら品川を日本領事の職に当てさせるのを通告したこと。という

ことによって、日本は中国に国権を伸張する強烈な意図を持っていたと窺える。 

さらに、柳原前光が中国に提出した柳原草案は、中国と日本が対等的国家関

係であることを主張しながら、列強と同じような権利を中国より取ろうとする

意図も含まれいている。 

 一方、中国側が日本にの態度は以下のようにまとめられる。柳原が天津で中

国側との交渉過程を考察すれば、明らかに総署は終始日本との締約を拒否して

いる態度を示していた。それはなぜかというと、総署は 9月 10日に李鴻章に

送った書簡に、「惟是中外交涉，浮雲蒼狗，變幻無窮，前史歷歷，諸祈秘密」

と答案が窺えると思われている。総署は日本との締約を許した照復を柳原に渡

しても、実には日本と締約したくなかった。総署が態度を変えた契機は、李鴻

章が陳欽の作成した条約草案を総署に献上したのであると思われている。とこ

ろで、陳欽が作成した条約草案について、本稿の第 3章で検討する。 
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しかし、総署の拒否に対して、李鴻章は連日抗欧、及び日本を牽制する立場

より明白に日本と締約すべしと態度を示している。また、9月 24日に総署よ

り清廷宛、日本が中国との締約を求める報告に対して、清廷もまったく拒否し

ない態度を示した。そのため、当時中国における日本との締約に影響力、ある

いは決定権を持っている 3方、すなわち清廷・総署・李鴻章のうち、総署しか

日本との締約を拒否していなかったということが推知できる。 

 続いて列強と中日関係について、以下のように整理できる。柳原が中国に出

張する前、澤外務卿より駐日各国公使宛の書簡内容にから見れば、日本は明確

に列強に中国遣使の目的を告げなかったということが察知できる。それのみで

なく、駐日英国公使が澤外務卿に非難した内容によって、彼は日本に強い不信

を抱いていたということも窺える。そのため、明治政府が明らかに列強に中国

遣使の目的を告げないのは、恐らく列強よりの反発を避けるためであろうと思

われている。しかし、それに対して、駐上海英国領事
．．．．．．．

と孛国領事、また駐天津

米国領事はかえっていろいろ柳原に助力した。それによって、日本に不信を抱

いたのは駐日本英国公使のハークスの個人的行為のみで、英国政府の態度では

なかったということが推知できる。 
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第 3章 締約に関する中日交渉の経緯 

第 1 節 1871年における中日締約 

1. 日本と締約する前中国側の準備 

総署が 1870年 10月 12日（同治 9年・明治 3年）に日本使節の柳原前光に

中日間の締約を許す照会を渡すと、中国政府内部は安徽巡撫英翰をはじめ、す

ぐに反対異論状を提出した。 

英翰は当時の時事に対して３つの意見文を提出し、そこに日本より提出され

た締約の要求を言及した。 

外國續請通商，宜嚴杜窺伺之漸以防後患也。外國犬羊之性，惟利是圖、惟

威是懼，專視中國之強弱，因利乘便。固日幸我之有事，以遂其憑陵跋扈，

是以天津洋案一起，即有日本通商之請。日本向來為臣服朝貢之國，非如英、

法各國，曾經明定條約者比。今乘我之隙而忽來嘗試，其心實不可問。中國

所以應之者，關繫極大，未可輕視。蓋日本即倭國也，有明二百年以市舶受

倭之患，不減於今日之英、法。一經縱入腹地，是於英、法之外，又添一大

患。不可不深思而遠慮也。…（中略)…。且海外尚未通商之國，如日本者

指不勝屈，其蓄謀未發，全視中國此舉為輕重。皆應之則紛至沓來，應接不

暇；一有不應，則積弱已形，兵端方始。自來兩害相形，則取其輕。與其將

就一時，而貽無窮之患，不如明示大義，以絕非禮之求。以奴才愚見，似宜

明告彼國，以英、法各國之通商，為條約所准。日本之通商，為臣服所無。

條約所載，照章通行，臣服之邦，不得率請。叛服悉聽其自然，中國不受其

恫喝。即為彼代計，英、法各國之合從易，而日本一國之動眾難。以理相折，

或可阻遏其氣，亦不至遽有稱兵之事。儻徇目前之計，曲允所請，恐以後臣

服諸國，皆欲援例以求，接踵而至，實於大局有礙。95 

すなわち、日本の要求を許せない英翰の理由は、以下のようにまとめられる。

1、日本が天津教案の最中に中国に締約の要求を提出することは、好意的挙動

                                                      
95

 前掲『籌辦夷務始末』79 巻 頁 7252-7254 
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ではない。2、日本すなわち中国明代の倭寇であったので、日本の要求を許し

て彼らを中国内地に入らせたら、すなわち英や仏のほかにまた 1大患を付き添

う。3、日本の要求を許したら、ほかの無約国も日本の例を沿って、中国に締

約の要求を提出する恐れがある。また英翰は今日本の要求を拒絶しても戦争ま

でなる恐れがないと予測したので、日本の要求を許せないと考えている。 

英翰の上申に対して、清廷は 10月 26日に英翰の意見を曽国藩と李鴻章に渡

せようと命じた。李鴻章は 12月 2日に清廷に、 

…(上略)，庚申辛酉後，蘇浙糜爛，西人脅迫。日本不於此時趁機內宼，又

未乘危要求立約，亦可見安心嚮化矣。今彼見泰西各國業與中國立約通商，

該國亦已與泰西各國立約通商，援例而來，似情理所有之事。該國向非中土

屬國，本與朝鮮、琉球、越南臣服者不同，若拒之太甚，勢必因泰西各國介

紹固請，彼時再准立約，使彼永結黨援，在我更為失計，自不如就其納款之

時，推誠相待，俯允立約，以示羈縻。前該委員柳原前光等來謁，每稱西人

強偪該國通商，心懷不服，而力難獨抗，欲與中國通好以冀同心協力。…(中

略)…。日本近在肘腋，永為中土之患，聞該國自與西人定約，廣購機器兵

船，仿製鎗礮鐵路，又派人往西國學習各樣技業，其志固欲自強以禦侮，究

之距中國近而西國遠，籠絡之或為我用，距
マ マ

絕之則必為我仇。將來與之定議

後，似宜由南洋通商大臣、就近遴委妥員，帶同江浙熟習東洋情形之人，往

駐該國京師或長崎島，管束我國商民，藉以偵探彼族動靜，而設法聯絡牽制

之，可冀消弭後患，永遠相安。…(下略)96 

 続いて、曽国藩も 1871年 1月 19日（同治 10年・明治 4年）に清廷に上申

した。 

今既令其特派大員到時再與妥議條約，豈可再加拒絕？英翰杜絕之說，蓋未

能合眾國而統籌，計前後而酌覈也。至於明定章程，期於相安，則條約所載，

不外體制與稅務兩端。以元世祖之強，興師十萬以伐日本，片帆不返；明世

倭患蹂躪東南，幾無完土，卒未聞有以創之。彼國習聞前代故事，本無畏懾

中土之心，又與我素稱鄰邦，迥非朝鮮、琉球、越南臣屬之國可比。其自居

鄰敵比肩之禮，欲仿英法諸國之例，自在意中。…(中略)…。立約之後，彼

國市舶必將絡繹前來，中國賈帆必聯翩東渡，不似泰西諸國，洋商來而華商

                                                      
96 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-018李鴻章より総署宛「具奏所有遵議日

本通商事宜章程由」 
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不往。華人往者既多，似須仿照領事之例，中國派員駐劄日本，約束內地商

民，並設立會訊局，辦華洋爭訟案件…(中略) …日本自詡為強大之邦、同

文之國，若不以泰西諸國之例待之，彼將謂厚滕薄薛，積疑生釁，臣愚以為

悉仿泰西之例，亦無不可，但條約中不可載明比照泰西各國總例辦理等語，

尤不可載後有恩渥利益施於各國者一體均霑等語。…(下略)97 

李鴻章と曽国藩の上申文をまとめれば、李と曾は共に、1、日本は中国の藩属

国ではない。2、日本の要求を拒んだら、かえって日本を欧米の仲間に入らせ

る恐れがある。3、日本と締約した後、領事に日本で駐在させ、彼に在日中国

人を取り締ませたり、日本の状況を探察させたりしたほうが宜しい。と考えて

いる。また、曽国藩も日本との条約では「中国と欧米各国との先例に同じく取

り扱う」や「最恵国待遇」などの条文を載せればいけないと清廷に建言した。 

清廷は 1月 19日に曽国藩の上申をもらってから、同日に、 

上諭：曾國藩奏遵籌日本通商事宜所陳派員駐劄日本約束內地商民一節，與

李鴻章前奏大意相同。至謂明定章程，不外體制與稅務兩端，仿照泰西之例

固無不可，但條約中不可載明比照泰西各國總制辦理，及後有恩渥利益施於

各國者一體均霑之詞，以免含混等語，所慮頗為周密，著李鴻章按照曾國藩

籌議各情，豫行區畫，庶將來該國使臣到後，得以因時制宜，不至再蹈從前

隔閡覆轍，是為至要。原片著抄給閱看。欽此。98 

と総署に指示した。すなわち、清廷は曽国藩の提出した「日本との条約で『中

国と欧米各国の先例に同じく取り扱う』や『最恵国待遇』などの条文を載せれ

ばいけない」建言を受け入れ、李鴻章を曽国藩のアドバイスに従わせようと命

じた。以上の検討によって、中国が日本との締約に対して、当時すでに制限を

設けているということは明らかにした。 

 一方、総署は日本との締約を許してもなお疑念を抱いて、1870年 11月 20

日（同治 9年・明治 3年）に柳原より送ってきた条約草案を慎重的検討しよう

と李鴻章に命じて、さらに日本との締約を避け、「章程」のみ日本と締結でき

るかについて、李鴻章の意見を求めた。99 

                                                      
97 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-001曽国藩より同治宛「遵議日本通商事

宜由」 
98 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-002 清廷より総署宛「著李鴻章按照曾

國藩籌議通商各情預行區畫由」 
99 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-022 総署より李鴻章宛「函復日本奏請

通商事宜應由北洋大臣相機酌辦由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1555500768:19:::1@@619885541
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1555500768:19:::1@@619885541
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1599607712:19:::1@@2144747571
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1599607712:19:::1@@2144747571
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:875394597:19:::1@@843067112
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:875394597:19:::1@@843067112
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総署の疑念に対して、李鴻章は同年 11月 29日に、明らかに総署に「日本と

の締約は恐らく避けられない」と暗示した。一方、日本との締約について、李

鴻章は当時すでに柳原草案を天津海関道陳欽に渡して、彼に詳しく検討させる

と用意した。また、李鴻章より総署宛の上申書によって、李鴻章は曽国藩と同

じく最恵国待遇の規定が中国に多大な弊害を与えたと考えているということ

が窺える。100 

一方、陳欽は柳原草案を検討してから、それを基づいて 18条からなる中国

側の草案「陳欽案」を作成した。101李鴻章は陳欽案を曽国藩に送って、外務事

務に熟する官員に再び再考させようと曽に頼んだ。曽国藩は署江蘇布政使按察

使応寶時・江南海関道蘇松太道涂宗瀛をして陳欽案に再考させた。李鴻章より

総署と清廷宛に報告で、応寶時・涂宗瀛は、 

函呈現擬規條清冊一本。內就陳道原議各條斟酌損益，並添列十二條，仍擬

另訂日期通商稅則章程，所慮均極詳慎。該司等並購求日本與英、法、美、

荷四國所立條約稅則一本，鈔送前來，…(下略)102 

…(上略)。大致按照日本原約及陳欽所擬備稿，參以上海從前辦過案，據近

日各國通商條款斟酌損益。該司等又以通商稅則必須另定其條規，未盡事宜

亦須另立章程，庶免日後辯論。所慮均甚詳密，…(下略)。103 

と。すなわち、応・涂は陳欽案に基づき、更にそれまで上海で弁理した案件、

及び近年中国が外国と締結した条約を参考に、陳欽案に 12条の条文を継ぎ足

した。また条約では「通商章程」と「通商税則」も必要であると考えるため、

それを起草した。そのため、中国側の条約草案は、応寶時と涂宗瀛によって、

30条からなる「修好条約」、30款からなる「通商章程」、及び「通商税則」104

                                                      
100 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-017李鴻章より総署宛「函復日本國立

約各事宜由」 
101 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020 李鴻章より総署宛「咨會日本條約

擬稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 
102 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-003李鴻章より総署宛「函肅日本與西

洋通商條約章程由」 
103
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-005李鴻章より清廷宛「具奏日本議約

關繫緊要請調熟習洋務大員來津商辦一摺抄錄原奏咨呈由」 
104
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-009李鴻章より総署宛「據該司道等續

擬日本通商稅則章程一本照錄咨呈查核由」。中国側の条約草案は応宝時・涂宗瀛によって、「修

好条約」・「通商章程」及び「通商税則」という 3 冊からなるものになった。応涂はまず 1871

年 2月（同治 9年・明治 3年）に「修好条約」を李鴻章に、同年 3月に続いて「通商章程並に

通商税則」を李に呈示した。しかし、台湾中央研究院近代史研究所檔案館の史料によって、1871

年 2月に応・涂が呈示した修好条約の原文はまだ残されているが、同年 3月に呈示した通商章

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:756239452:19:::1@@878700635
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:756239452:19:::1@@878700635
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1555500768:19:::1@@539692776
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1555500768:19:::1@@539692776
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1950710934:19:::1@@1814145869
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1950710934:19:::1@@1814145869
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?6:218687362:19:::1@@800485232
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?6:218687362:19:::1@@800485232
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1814444914:19:::1@@1600386485
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1814444914:19:::1@@1600386485
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という 3冊からなるものになった。 

2月 21日、李鴻章は「應臬司(應寶時)，以浙人久任滬道，熟諳洋務，洞悉

機宜，此事似堪委任。」105を理由として、清廷に「応寶時を天津まで呼んでき

て、日本との締約交渉を応にあてさせよう」と上申した。 

5月 15日、応寶時は天津に到着して、106陳欽と条約草案の内容について商議

した。6月 8日に陳欽は、 

…(上略)。旬日以來，因弟前擬備稿與南洋所議稍有異同，經伯相裁併二十

款，發交再行公同妥擬。當與敏齋廉訪(應寶時)熟籌會商，逐款簽呈，伯相

覈奪。大致雖已粗定，惟未識日本使臣意見若何，難以預定，故伯相尚未將

擬稿咨達尊處。…(下略)107 

と総署に報告した。すなわち、応寶時と涂宗瀛が「応涂案」を李鴻章に呈示し

た後、李鴻章は 30条からなる「応涂案」を 20条まで整合した。応寶時が天津

に到着した後、李は 20条まで整合した草案を応寶時と陳欽に渡して、彼らに

再考させた。陳欽はさらに李に整合された草案を 18条まで整合してから、そ

れを李鴻章に呈示して李の裁決を得た。よって中国側の条約草案は出来上がっ

た。108 

 

                                                                                                                                                        
程並に通商税則の原文はすでに失わされている。しかし、前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №

01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣辦理條約粗有定議各情由」で、「其所增通

商章程三十一款…（下略）」というものが載せられている。すなわち、中国と締約するために、

日本より中国まで出張した締約全権の伊達宗城らが、中国側の条約草案の後ろに第 31 款の最

恵国待遇を加えたと、陳欽は総署に報告した。そのため、当時応涂より作成した通商章程は

30 款からなるものであるということが推知できる。 
105 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-003李鴻章より総署宛「函肅日本與西

洋通商條約章程由」 
106 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-022陳欽より総署宛「函達應臬司於十

五日到津日本使臣尚無起身日期等情由」 
107 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-035陳欽より総署宛「函肅將前擬條約

底稿與應臬台會商逐款粗定日本使臣初七日已登岸抵津抄錄定期會晤照會請回堂由」 
108

 前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-035陳欽より総署宛「函肅將前擬條約底稿

與應臬台會商逐款粗定日本使臣初七日已登岸抵津抄錄定期會晤照會請回堂由」によって、李鴻

章は応涂案を 20条まで整合してから、応宝時と陳欽に渡って再考させた。応・陳が李によっ

て整合された 20条の草案を検討してから、それを李に呈示して裁決を仰いたら中国側の条約

草案は出来上がった。しかし、実際に最後に総署に呈示された中国側の条約草案は 18 条しか

ないが、誰によってさらに 20 条の条文を 18条まで整合したか、文献には明らかにされていな

い。しかし、前掲 近史所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-035陳欽より総署宛「函復日本議

約經值相裁併二十款俟會晤後再行續布由」によって、陳欽が総署に「…(上略)。弟即於是日連

夜就二十款刪改，酌擬其關涉商稅者，俱移載通商章程。其游歷界限一層，明載條規，多所窒礙，

即行刪去，復擇有關繫者，另增數款…(下略)」と報告したので、陳欽によって中国側の条約草

案を 18条まで整合したと思われている。 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1611293800:19:::1@@146357132
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1611293800:19:::1@@146357132
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?5:1551008830:19:::1@@1680636124
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?5:1551008830:19:::1@@1680636124
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?5:1551008830:19:::1@@872639739
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?5:1551008830:19:::1@@872639739
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2. 日本全権らの出航 

一方、柳原光は 1870年閏 10月 25日（同治 9年・明治 3年）に東京に帰郷し

た後、11月 3日に駐日米国公使は駐中国米国公使からの依頼を受け、外務卿

澤宣嘉らに書簡を送った。 

…（上略）。日本にて清国との条約御取結相成候義、必す不宜候。条約御

取替相成候得は、清国皇帝に日本目代謁見の節、コートー（叩頭）致し候

事に御同意可有之、極て成行可申候。支那皇帝一両年の内には成年にも至

り可申、其節謁見の事も治定可致。右は外国目代、清国皇帝に跪叩不致事

に取極可申候。就ては日本にても暫時被相待候はゝ、他国同様の振合にて、

条約取結候義出来可申候。清国にて条約取結候義、同意致候はゝ、日本使

節、清国皇帝に謁見の節、コートーの義主張可致候。 

日本にて右に御同意有之候はゝ、同国との交際、外国と異り可申。…（下

略）。109 

すなわち、当時米国はすでに日本が中国と友好条約を締結する情報を得た。そ

のため、駐中国米国公使は明治政府に「今中国と友好条約を締結すれば、日本

の締約全権が中国皇帝にコートーさせられる恐れがある。中国皇帝は 1、2年

後成年するため、その時皇帝に謁見する儀礼を改める。日本はその時まで中国

との締約を待つべし」と勧告した。しかし、明治政府はその勧告を受け入れな

く、「日本はすでにそれを見込んで商議している」と返事した。110 

4月 28日、明治政府は大蔵卿の伊達宗城を遣中国締約正使・柳原前光を遣

中国締約副使と辞令を発布した。それに対して、5月 22日に清廷は「李鴻章

を中国側の締約全権、江蘇按察使応寶時・署直隸津海関道陳欽を李の協同幇弁」

と指示を下した。111 

一方、明治政府が 4月 28日に伊達宗城を締約正使と命じた後、副使の柳原

前光らは 4月 30日に「日本国清国隣交貿易章程」をはじめ、8冊からなる条

約書を太政官へ奉り、中に 

…(上略)、両国和約章程及ひ件々規則等、彼国咸豊十一年七月孛国欽差大

                                                      
109 前掲『大日本外交文書』3巻、頁 249 
110
 前掲『大日本外交文書』3巻、頁 250 

111
 前掲 『大日本外交文書』4 巻 頁 163。前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №

01-21-050-01-027 同治より総署宛「著李鴻章為欽差大臣應寶時陳欽隨同辦理等因由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:833587598:19:::1@@2043275420
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臣於天津取結候条約の形を摹し、左目録の通取調へ候。尤決議調印の節迄

には、猶評定添削候儀も可有之候へとも、先草案の儘入御覧候。尤大蔵卿

に於て通覧校正相済居候事に御座候。112 

と太政官に報告した。すなわち、柳原らは太政官と伊達に条約草案を差し出し

て、彼らの裁決や校正を求めた。113この 8冊からなる条約書は 1861年 7月（咸

豊 11年・文久元年）に、中国とプロシアと取り結んだ条約をモデルとして作

り出されたものである。日本人研究者の藤村道生は、中国とプロシアと締結し

た条約がすなわち「それまで中国に対する不平等条約の集大成」であるという

評語を提出している。114その 8冊からなる条約が 5月 8日に太政官に「伺之通

り」と裁決された。115 

 すでに第 1章で検討した通り、津田草案は今すでに残されていない。しかし、

田保橋潔は「日支新関係の成立－幕末維新期において」（1）（2）で、外務省官

員の花房義質家の所蔵している『締約清国實紀』を利用して、津田草案の内容

の断片を少し言及した。それによって、津田草案には、1、第 32、34条、中日

両国は相互に相手国で領事裁判権を持つ。2、第 45条、中日両国は双務的最恵

国待遇を持つ。3、第 47条、中日両国が平等的国家関係であるため、中国を清

国に称すると明記する。という決まりがある。116 

 ところで、5月初旬横浜における新聞紙「ユコーシュシャッパン」はいきな

り「今回伊達の中国派遣は中国と攻守同盟条約を締結する」というものを掲載

した。それに対して、外務省外務大輔の寺島宗則は 5月 5日に外務省声明を起

                                                      
112

 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 165 
113 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-037 李鴻章より総署宛「函述會晤日本

使臣等具璽書禮物及呈進照會一件該使寒暄數語後訂十二日公取內閱憑據各情由附日本來文一

件」によって、中に「昨據委員稟稱，該副使鄭永寧向其告知去歲所留擬約十六條，現俱更改擬

照泰西各國等語」ということがあるので、1871年 4月 30 日（同治 10年・明治 4 年）に柳原

らが太政官と伊達に捧げた条約草案は、柳原が 1870年 9月 16日（同治 9年・明治 3年）に署

三口通商大臣の成林に渡した条約草案ではないということが明らかになった。また、『大日本

外交文書』4 巻 頁 165 によって、1871年 4月 30日（同治 10年・明治 4 年）に、柳原らが太

政官に呈示した「日本国清国隣交貿易和約章程」は、8 冊からなる条約書であるが、目録のみ

今まで残されていて、条約の内容はすでに残されていない。さらに、前掲「明治初年における

アジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討－」、頁 3によって、作者の藤村道生は早

稲田大学で所蔵している日清修好条規に関する文書群を利用して、柳原前光の 4月 30 日に太

政官に奉った「日本国清国隣交貿易章程」が外務省外務権大丞の津田真道によって作成された

ものであると推定している。そのため、普段それを「津田草案」と呼ばれている。しかし、す

でに第 1 章で述べたとおり、藤村以外の研究者は早稲田大学に所蔵している日清修好条規に関

する文書群が見つからない。 
114 前掲 「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規の検討－」、頁 17 
115 柳原前光『使清日記』明治 4年（日本国会図書館所蔵、1800）頁 24 
116

 前掲 「日支新関係の成立－幕末維新期において」（1）（2）、頁 187-199、332-333 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?4:689689769:19:::1@@1159996378
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?4:689689769:19:::1@@1159996378
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?4:689689769:19:::1@@1159996378
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草、5月 10日に公表した。 

千八百七十一年第六月五日、横浜新聞「ユコーシュシャッパン」に「支那

政府へ特派全権公使を送り、攻守の為に結約同盟すへきを、或は人天皇政

府へ建言せり、此の両政府の趣意は、他国との交戦に於て、相応援せん為

め、殊に此の両国との外国との戦争の為ならん」とあり。右者無根の訛言

にして、決て信すへからさるものなり。元同国は隣近にして、彼我人民互

に往来通商することなれは、各国の条約を準拠とし、通信通商貿易の章程

を修すへしとの趣意にて、今度伊達大蔵卿を使節として、差遣さるること

となれるなり。 

…（上略）、日本政府は決して右等の条約を結ふ為ならす。他の西洋諸国

との条約と同じ趣にて取結はんか為なり。近日日本使節、彼地に到着して

条約を結ひし後には、此の事、世に聞ふへけれは、其時ユコシュチャほン

の節の無根なるを証すへし。…（下略）117 

前述外務省の声明により、「ユコーシュシャッパン」の掲載した中日間が攻守

同盟条約を締結する記事の趣旨が察知できる。すなわち、「ユコーシュシャッ

パン」は「今回伊達の中国派遣は中国と攻守同盟条約を結ぶためである」と指

摘しているのみならず、「中日両国のいずれが、第 3国（すなわち欧米）と交

戦する時相応援する条約を取り結ぶ」まで断言した。よって、外務大輔の寺島

は「日本は西洋諸国が中国と締結した条約をモデルとし、同じような条約を中

国と締結する」という声明を発した。 

一方 5月 7日、外務卿の沢宣嘉は駐日英・仏・米・孛・蘭公使らに書簡を送

り、 

…（上略）。清国の儀は隣近にして、彼我人民も相往来通商すへきを以て、

各国の条約を準拠とし、通信通商貿易の章程を修せんことを欲し、今般我

天皇陛下、特に大蔵卿伊達宗城に其全権を委し、彼国へ被差遣候。就ては

不遠発帆可致候条、彼地に於て、御頼談申候節は、厚く御配慮被成下候様、

彼国在住の貴国公使へ御申入被下度。且又往返共船便を以て、上海へ立寄

り候に付、同所在住貴国領事へも、是又御序を以て可然御申入被下度。…

（下略）。118 

                                                      
117

 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 171-172 
118
 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 173 
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と駐日公使らに「中国と通信通商条約を締結するため、伊達を中国に赴かせる」

と告げ、各国駐中国公使と領事への知らせを求めた。 

 5月 9日、米国公使は率先、 

…（上略）、右使節の職行届候様、貴国使節に助力の義、北京在留米国公

使、並上海在留惣領事え申遣候様、御頼談の趣、承知。早速夫々申遣候様

可致候。清国の義は貴国と隣近にして、古き両政府の間に正当適宜の条約

を取結はれんと尽力可被致。天皇陛下の使節に彼地在留米国政府の官員、

何れも懇に力を添候義、疑を容れ不申候。…（下略）
119
 

と明らかに中日間の「正当適宜の条約を取結」ぶのに賛成している書簡を外務

省に送った。次に英国・蘭国・ドイツの公使らも「すでに駐中国公使と領事に

伊達らが中国に赴く件を通達した」という趣旨の書簡を外務省まで届いた。120 

 5月 15日、明治政府が遣外国使祭を行い、中国皇帝宛の国書と伊達らの委

任状を伊達らに渡した後、5月 18日に伊達一行は米国郵船「ゴルデンユーヂ」

に乗り、横浜より出航した。121 

3. 中日間の交渉 

伊達一行は 5月 18日に横浜より出航して 5月 26日に上海に到着した。6月

1日まで上海に滞在して、上海に駐在する英・仏・蘭、またプロシアとオース

トリア領事ら、更に江南海関道蘇松太道涂宗瀛と上海租界会審委員江蘇補用同

知陳福勳を互いに訪問してから、6月 2日に米国郵船「山西」に搭乗して、天

津に向かった。また更に 6月 6日に天津に到着してから天津の「旗昌洋行」に

泊まっていた。122 

6月 8日に柳原らが天津に駐在する英・仏・米・プロシア領事を、6月 9日

に伊達らが李鴻章を訪れた。6月 9日の面会で、李鴻章は 6月 12日に伊達ら

と双方全権の証明を調べると約束しながら、123 

…（上略）、公事頗る繁し、且貿易の事務に疎し、故に奏上め、江蘇按察

使応寶時を以て幇弁とし、又天津海関道陳欽を以て、其事に忝せしむ。願

                                                      
119

 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 173-175 
120

 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 175、179-180 
121

 前掲『大日本外交文書』4 巻 頁 175-179、180-181 
122

 前掲『使清日記』頁 49-50、52、58、59、63、65－66 
123

 前掲『使清日記』頁 71、75 
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くは向後専ら柳大丞等応寶時等と条約事務を議せよ。議成らは共に其成を

判せん。…（下略）124 

と伊達に説明した。すなわち、李鴻章は「先に応寶時・陳欽と柳原に条約の内

容を商議させた後、李と伊達と共に応らの作成した内容をチェクする」という

交渉の流れを伊達と約束した。 

また、伊達らも外務卿より総署宛の照会の複写を李鴻章に渡した。 

…(上略)。今於五月中旬啟行，除已由大丞柳原備文馳報三口通商衙門，先

懇轉達外，本大臣等相應具函佈請，為此照會貴大臣，祈即查照。所有欽差

全權大臣一到貴國，必得優禮款接，並奏請貴國特派大臣，以便會議章程，

明定條約。…（下略）。125 

上述の照会のなかにある「所有欽差全權大臣一到貴國，必得優禮款接」という

ことに対して、李鴻章は総署に「閱其詞句，如必得優禮相待一語，似恐中國相

待不能與西洋一律，微露要求之意」126と李が推測した日本側の意図を報告した。 

6月 12日、李鴻章らは伊達らと天津にある「山西会館」で双方全権の証明

を検察した後、同日委員邱濬恪に柳原らを訪問させ、 

…(上略)。此番諸大人來此，情交備至，昨已告知總理衙門。今早接回信，

信云：東國向係文明之邦，與中國又係同文之國，況地壤接連，僅隔一海，

實為比隣之邦。今番通好通信禮節，詳明情殷意篤，自必倍加親睦，力矯西

人旧例，以見我兩國之交誼，迥與他國不同也。127 

と総署の意思を柳原らに伝えた。すなわち、李鴻章は明らかに中日条約の内容

を商議するのに立ち入る前、日本側に「今回日本と締結する条約を、これまで

中国と西洋と締結したのと違うように進めていく」と暗示したことが窺える。 

6月 15日、柳原らが応寶時・陳欽に日本側の条約草案を、翌日陳欽らが中

国側の条約草案を柳原に渡した。1286月 17日、伊達らは一同に中国側の草案を

読んでから、「修好条規等の書、専泰西の例に異にせんと欲し、条々難礙多し」

                                                      
124

 前掲『使清日記』頁 73 
125 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-039日本国より総署宛「照會特派從二

位大藏卿伊達為全權大臣謹具璽書禮物寄上並懇請特派大臣會議條約章程由」 
126 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-037李鴻章より総署宛「函述會晤日本

使臣等具璽書禮物及呈進照會一件該使寒暄數語後訂十二日公取內閱憑據各情由附日本來文一

件」 
127

 前掲『使清日記』頁 86-88 
128

 前掲『使清日記』頁 113 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1930724410:19:::1@@255629868
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1930724410:19:::1@@255629868
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と認め、「故に明日応・陳二氏に会晤し、所意を述べんとす」と決めた故、書

簡 1通を作成して、6月 18日に応寶時に渡した。129 

…(上略)。夫修好通商之款，雖由兩國主權訂立，其休戚必与別國相関，此

敝邦之所以留心注意于此行者也。日前伊欽差發東都時，各國公使有來送行

者，詰以此行將与清國結盟連衡等說，伊欽差應之曰：「但看他日約成，便

知其實」，一笑而別。是以擬議須照貴國准予西人成例，一體定約，庶不致

生嫌疑。去年柳原等來津，欲奉本國信函面遞總理王大臣，則云不可遽令來

京，致與泰西各國歷届成案不符，是知隣好不足以破西人格也。今觀來稿，

將其條欵錯綜套脫，令人大費解說，方知事例大約与西人同，而其不同者，

亦復不少，与伊欽差擬議所望大相逕庭矣。又其每欵所有兩國應如何云云，

及海關稅則有不可彼此一體照行者，何則？…(中略)…交際之道，祇可劃一，

不可特異開例，自破條規，以招彼之覬覦也。今兩國欲於天下人中，特立好

看字面之約，何益于事?其條規章程斷斷不可軽重之于西例，欲重之也，西

人妒而分之；欲輕之也，西人侮而詆之。況今兩國均有西客旁観出入，頗生

枝節。兩國所議之約，或有參差，非惟不能通行，且謂使者不力，亦何面目

歸國反命乎?…(下略)
130
 

すなわち、中国側は「西洋に比べて、中日両国がもっと親しい隣好関係を持っ

ているため、中日間の条約はそれまで西洋と締結したものと違うべし」を理由

とし、日本側に中国の草案を受け入れさせる。それに対して、日本側は伊達が

中国へ出張する前、駐日列強公使らに詰問されたことを、また去年総署が成例

に合わないため、柳原の北京行きを阻止したことを提起して、中日間の隣好が

それほど親しくないと中国側に反論して、日本側の草案を採用しようと持論し

た。 

よって、李鴻章は清廷に日本使節らが「必欲准照西約成例，隱有挾制之意」

131と報告した。また陳欽も総署に「弟思該使明係藉西人為挾制，欲得步進步，

博取體面，以自張大，逈非去歲真切懇求之意。若非當頭一捧
ママ

喝破其奸，彼謂將

中國畏懼各國，將來必致輕視」132と報告した。 

                                                      
129

 前掲『使清日記』頁 117、120-126 
130

 前掲『使清日記』頁 117-120。 
131 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-001李鴻章より総署宛「具奏日本使臣

在津議約辦理漸有端倪一摺抄錄原奏知照由」 
132 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣

辦理條約粗有定議各情由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1651777311:19:::1@@610269075
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1651777311:19:::1@@610269075
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51 
 

それゆえに、陳欽は以下ような言葉遣いが厳しい返書を作成して、6月 21

日に柳原らに渡した。133 

…(上略)。貴國特派大臣前來，原為通兩國之好。若以迹類連橫，慮招西人

之忌，則伊大臣不來中國，痕跡全無，更可周旋於西人，豈非上策?何計不

出此，乃於到津後始鰓鰓過慮耶？日前送去條規，以貴國素曉漢文，非泰西

各國可比，故議論悉求允當，詞意必極周詳，然亦並無奧義深文，何至遽費

解說?真耶?偽耶?殆託詞耳。…(中略)…。來函乃謂特立好看字面，並云斷

斷不可輕重於西例，果爾，則是同文之國，亦須抄襲俚俗字面，乃為有益耶?

且不知送去條規，較西約何者重、何者輕?希即一一指明，用開茅塞。…(中

略)…。貴國既有戒心，自可無庸相強，夫中國非有所希冀欲與貴國立約也。

特因去歲情詞懇切，並送來十六條，均以兩國立論，其中雖有數條未能妥洽，

餘尚可採，是以我中堂奏准派使前來會議。此次尊處送到章程，全改作一面

之詞，薈萃西約，取益各款而擇其尤，竟與去歲擬稿自相矛盾，翻欲將前稿

作為廢紙，則是未定交先失信，將何以善其後乎? 我中堂又將何以覆命乎?

茲本幫辦等會商，擬將前送條規章程，彼此再行酌商刪併，以便早日定議。

如尊意必不謂然，祇好轉請中堂，將貴國遽改前議，不欲守信之處，據情具

奏；或仍照總理衙門去歲初議，照舊通商和好，毋庸立約，更可不露聲色也。

…(下略)134 

すなわち、陳欽はまず日本側に厳しく退けてから、次に中国側の草案を採用し

ないと中日間の締約をやめようと日本側に脅威した。 

この中日間の紛争について、伊達が帰国した後作成した「日清和約義解」に

より、以下のように記録されている。 

前光・永寧、書を受取り、禇・邱退去の後、宗城一同是を閲するに云々、

                                                      
133 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣

辦理條約粗有定議各情由」。また前掲 『籌辦夷務始末』巻 82、頁 7482によって、李鴻章より

清廷宛の報告で「經臣密屬應寶時、陳欽公具覆函，詞意略加峻厲，使知我有定見，不為浮議所

搖」ということが載せられているが、同上述陳欽より総署宛の報告で、「旋接該副使柳元前光

來函，藉口條規有異西約，恐生各國積忌。應廉訪閱之頗生憂慮，…(中略)…。弟思該使明係藉

西人為挾制，欲進步得步，博取體面，以自張大，…(中略)…。因擬稿答覆，逐層駮辯，並將其

不能守信之處，切實指斥，透快言之，送應廉訪酌核。渠以為措詞太剛，恐致決裂，力勸將覆信

末段刪改。弟謂著意正在末段，若語氣稍鬆，便不足關其口，而奪其氣。遂少易數字呈伯相核奪…

(中略)…。蒙伯相於末段加一、二語忝以活筆，發交弟處，復會同應廉訪派員送去。」というも

のも書かれているので、6月 21 日に柳原らに渡された書簡は、陳欽より起草してから李鴻章

の裁決を得た後、柳原らに送られたということが明らかになった。 
134 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-001李鴻章より同治宛「具奏日本使臣

在津議約辦理漸有端倪一摺抄錄原奏知照由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:2024276249:19:::1@@1672016693
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:2024276249:19:::1@@1672016693
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:2024276249:19:::1@@836012214
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:2024276249:19:::1@@836012214
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如斯且応・陳の筈書と雖とも、既に李鴻章とも評定答断せし事、了然なれ

ば、此上宗城自ら出て更に弁論を加へ、我原稿の形を以て立て行はんと争

ふとも、李果して肯するや否知る可らず。我若し更に廟議の実を明かに吐

露弁解し、彼果して能く情を推し腹に入れ我望を成さば、千万の幸なれと

も、万一彼一時倨大豪気を負ひ、却て我を侮笑するの語を出せし時は、我

是に応するの答話も有るへけれとも、畢竟徒論に流れ使命の実際に於て、

裨補する事無く、空く此往返を費す而已。其結末に至らは、西人も亦挙て

我を暗笑しへけんと、衆同苦慮酌議を竭し、詰り条約の文体は変りたると

も、其条理に於て、各国と同く事例に障碍する処無くんは、彼が原擬の本

を用て、定約するとも何の嫌ふ事有んや。…（下略）。135 

また同書「和清両国に於て、此後別国と条約改定せし後は、此約廃す可きや如

何の解」という条の後に、伊達は以下のように論じた。 

通商章程第三十一款に、此後変通の事あらは、其時々談判取計ふへし、又

三十二款に、本条約取換の後、十年を限りて改正の期と為す。是に拠れは、

来年改定せし別国の例は、双方照会の上取計ひ置き、両国条約書は年限を

待て修訂する迄立て置く故、其執行ふ事、理に於て、今般の約と変はる事

なき分は、是を廃す可からさるへし。136 

すなわち、伊達らは続けて中国側と弁論しても無益であると考えて、またすで

に日清修好条規の内容を改定、或は廃棄しようも予想したので、6月 22日よ

り 7月 1日まで、中国側の条約草案を校読したり添削したりしていた。7月 2

日、伊達らは日本側より添削された条約草案を応寶時に送った。137陳欽より総

署宛の報告で、以下のことが載せられている。 

…(上略)，初二日，伊將送去條規章程簽回，大致均已就範。惟約首書寫日

本國天皇字樣，條欵內均寫清國
彼國書籍皆自稱中國，相沿

已久，故不欲我書中國也 ，殊覺礙目。其所增通商

章程三十一款，兩國准予別國優恩之處，無不酌照施准等語，即係一體均霑

之意，亦難准其添列。…(下略)138 

                                                      
135
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 242-243 

136
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 250 

137
 前掲『使清日記』頁 133 

138 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣

辦理條約粗有定議各情由」。 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
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すなわち、元々中国側より起草された通商章程は 30款から成ったものであっ

た。しかし、日本側はその通商章程の後ろに第 31款、すなわち「最恵国待遇」

の規定を加えた。一方、当時日本側はすでに中国側の草案をおよそ認めたが、

1、「最恵国待遇」の獲得。2、条約で中国を清国に書く。3、約首に日本天皇

の号を載せるべし。という 3点についてなお持論していた。 

よって、7月 4日に応寶時と陳欽は柳原らと面会して交渉した。139陳欽より

総署宛の報告によって、当時の交渉は以下のようであった。 

…(上略)，旋於初四日未刻，該正副使五人來弟署中晤商，辯論至兩時之久，

逐欵皆已粗定，即改寫中國，彼已首肯，惟約首不書天皇，尚有難意。所增

通商三十一欵，亦尚不肯刪去。現該使欲訂期謁見伯相，再行面求。昨承伯

相函示，此二層彼即面求亦不能允。…(下略)140 

すなわち、日本側は 7月 4日に中国側との交渉で、さらに条約で中国を清国に

書くことを諦めた。 

しかし、中国を清国に改めることについて、伊達らが帰国後に作成した「和

清条約義解」によって、伊達は以下のように明治政府に報告した。 

条約標題に中国日本国修好条規と書たる、故我より下ケ紙を以て論す。「中

國係對己邦邊疆荒服而言，約內兩國相稱，明書國號為正」。彼が附紙返答

如左。「我中華之稱中國，自上古迄今，由來已久。即與各國立約，亦僅約

首書寫大清國字樣，其條款內皆稱中國，從無寫改國號之例。來箋謂對己邦

邊疆荒服而言，似屬誤會，未便照改」 

其後、長・荧等数回談論の末、七月八日、李鴻章の署に於て、我より更に

前件を論駁し候処、…（中略）…。陳答候に付、清洋従前の成規に倣ひ、

彼が漢文発端には大清国大日本国、次に中国日本と書し、我が和文発端に

は大日本国大清国、次に大日本大清と、彼が国号を書す可きの議に決せり。
141 

明らかに 7月 4日に日本側はまだ中国を清国に改めることを諦めなかった。ま

た上述の引用文によって、条約の漢文発端に大清国大日本国、次に中国日本・

                                                      
139

 前掲『使清日記』頁 136 
140
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣

辦理條約粗有定議各情由」 
141
 前掲『大日本外交文書』4巻 頁 246-247 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
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和文発端に大日本大清国、次に大日本大清と掲載することは中日双方が互いに

妥協した結果であったということが窺える。 

 7月 8日、中国全権李鴻章らと日本全権伊達宗城らは、李鴻章公館で会議を

開き商談した。李鴻章より清廷宛の報告で当時会議の状況は以下のようであっ

た。 

…(上略)，惟彼所力爭而固執不化者，條規開首，必欲我皇帝與該國天皇並

稱，章程內載兩國國號，必欲大清國與日本並稱。又所懇求而狡猾莫測者，

則在於仿照西約一體均霑。假如前一條依其說，則是中國約章刊列彼主非常

之尊號，將來可以徵信於史冊，目前更可以陵轢東洋，誇耀西洋，而彼得獲

其名矣。後一條允其請，則援照西約事例，可以入我內地，處處貿遷，我不

能與之爭，而彼獲得其實矣。該副使柳原前光頗習華書，深悉中西和約利弊

曲折，堅欲申其說。臣與應寶時、陳欽多方開喻，舌敝唇焦，至於無可抵賴

之處，彼則不論東西洋情形各異，而專以伊國歷來稱謂辦法，不能改易為詞，

意頗翹然自負，臣乘其措語罅漏，偶厲聲色以折之，謂若存牢不可破之見，

此事祇可罷議。該使始俯首允遵。所有條規開首渾含其詞，及章程內分寫兩

國，仍稱中國及日本字樣，均尚得體。其均霑一層，決不許用。…(下略)142 

すなわち、日本側が元々持論していた「最恵国待遇」、「内地通商」及び「日

本天皇の号を約首に載せるべし」ということは、李鴻章との面会ですべて諦め

られたということである。 

7月 10日、日本側の要求に従って、応寶時・陳欽らが旗昌洋行に赴き、中

日条約について最後の商議を行った後、「日清修好条規並に通商章程」は出来

上がった。7月 12日に日本側が日清修好条規を和文に訳しはじめ、7月 14日

に伊達が外務省に「条約が既に締約された」と報告した。7月 26日、伊達ら

が日本側より書きあげた条約書を応寶時に送って校正させた後、7月 29日に

李鴻章と伊達はともに「山西会館」で条約を展観・画押して、関防印を蓋した。

143 

4. 伊達らの帰航 

一方、伊達らが条約の締結した後、「北京に赴き、総署王大臣らを訪れたい」

                                                      
142

 前掲『籌辦夷務始末』巻 82、頁 7537-7539 
143

 前掲『使清日記』頁 141、158-160 
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と李鴻章に頼んだ故、7月 16日に李鴻章は江蘇記名海関道孫士達に伊達一行

の嚮導をさせた。144 

8月 4日、伊達一行は天津より出航、8月 14日に北京に到着して金魚胡同に

ある賢良寺に泊まっていた。8月 17日、伊達らは総署王大臣らと面会、清廷

と恭親王らへの贈物を差し上げて、8月 18日に駐北京英・仏・米・魯・プロ

シア公使を訪れた。145 

8月 24日、総署王大臣らは伊達らの泊まる賢良寺に至り、清廷と恭親王が

明治天皇と伊達らへの礼物を送った。8月 25日、伊達らは各国駐北京公使に

告別した後、8月 27日に天津に向かって出航し、9月 1日に天津に着いた。146 

伊達らは天津に到着した翌日、李鴻章・陳欽をはじめ、天津に駐在する中国

官員ら、また駐天津各国領事らに告別して、9月 4日に天津より上海に出航し

た。147 

ところで、伊達は 7月 14日に外務省に条約が既に調印されたと報告した後、

明治政府内部の激しい反発が起こったため、8月 19日に岩倉外務卿148に公文書

を作成し、 

清朝総理各国事務衙門諸大臣を始め、条約全権李鴻章、幇弁応保時・陳欽

等の所意には、清人の日本に通商すること、明末清初よりして絡繹不絕。

又昨年中、前光等出使の節、説に日本人の清国に行きて通商するを欲する

而已ならす、日本国各港に充満する清人管束の法に乏しきの儀をも合述し

たる脈絡有しを以て、逐条両国と掲載して約結いたし度趣に有之。是は情

実尤の儀にも有之、且実地上に於て、格別差支へも無之候に付、宗城、全

権の重嘱を辱し罷在候得は、便宜の処置を以て、此の意を斟酌し立約いた

し候。 

一 修好条規第二条中、「両国好みを通せし上は、必す相関切す。若し他

国より不公及ひ軽藐する事有る時、其知らせを為さは、何れも互いに相助

け、或は中に入り程克く取扱ひ、友誼を敦くすべし」。右は宗城等発帆前

                                                      
144 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-008李鴻章より総署宛「函述與日本辦

理換約會晤辯論各情由」。前掲『使清日記』頁 144 
145

 前掲『使清日記』頁 177、181-187 
146 前掲『使清日記』頁 195、209、211 
147 前掲『使清日記』頁 213、215 
148 日本内閣修史局『百官履歴』上巻（日本史籍協会、1928）頁 30-33、37-41、71-72。1871

年 6月から 7月にかけて（同治 10年・明治 4 年）、明治政府内部には大変動があった。6 月 25

日、西郷隆盛は参議に就任。6月 27 日、大久保利通は伊達宗城に代わって大蔵卿に就職。7

月 14 日、元の外務卿沢宣嘉に代わり、岩倉具視は外務卿に就任した。 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:1028984864:19:::1@@1569348554
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に方りて、外国公使論に、「清国と犄角連衡の約を修せは、日本の福に非

す」云々申出候に付、政府に於ても御配意有之候末、故彼より申出候共、

断然拒絶候心得に有之候処、李鴻章等より、「和清の際は同文同風の隣邦

にして、他国に比較すへきに非す」…（中略）…。就ては再三回考、同行

諸員共会議仕候処、彼の云ふ所は、専ら善隣の意より出て候事柄に有之。

…（中略）…。加之既に米国の先例も有之、且前件の文面上を案視すれは、

犄角連衡して攻守相助くといふ義も無之。…（下略）149 

と説明した。上述伊達より岩倉宛の報告によって、明らかに明治政府が日清修

好条規を忌むところは、1、条文を逐条掲載していること。2、第 2条相助けの

決まりが載せられていること。であると察知できる。 

しかしながら、岩倉は伊達の説明をもらっても納得できなく、8月 29日に

書簡を作成して、外務大記花房義質をして上海まで送らせて、伊達一行の帰航

を促した。 

…（上略）第二条の儀に付ては、猶次便御報知可有之との儀もいさゐ致し

承知候処、右二ヶ条、両国別段の交誼云々の廉は、不容易筋にて、第一自

主立国の主権に障碍有之。第二は既に柳原初御承知の通、当地御出発已前、

米国公使より云々申出、猶仏公使よりも論議の趣も有之。米国の方は新聞

紙に書載有之廉、更に新聞紙を以て及弁解候義も有之、誓て両国の間、別

段の交誼を立ず、北独逸条約に効、各国平等の体裁に約定可被致筈にて、

其趣意を以御委任相成候儀の処、右緊要の廉、返て徹底不致、拙者共一同

致驚愕候間、不取敢其段政府へも申立候処、同様の義にて、此の儘被差置

候ては西洋各国交際に取不信を取候は勿論、往々国家の御難題を醸出可致

も難計筋に付…（下略）。150 

上述岩倉書簡の内容をまとめれば、明らかに伊達らが清国に出航する前、米・

仏駐日公使は明治政府に「中国と攻守同盟条約を締結するか」と詰問したと窺

える。そのため、明治政府は日清修好条規第 2条の相助けの決まりを忌んでい

て、それが日本の「自主立国」（すなわち「条約改正」）を妨げるものである

と見なしていた。 

伊達らは 9月 8日に上海に到着した間もなく、花房義質も岩倉外務卿の書簡

を上海まで携行してきた故、伊達一行は 9月 9日に駐上海各国領事らに、9月

                                                      
149 前掲『大日本外交文書』４巻 頁 236-237 
150

 前掲『大日本外交文書』４巻 頁 238 
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10日に駐上海江南海関道蘇松太道涂宗瀛らに告別してから、9月 12日に上海

より帰航、9月 19日に横浜に到着した。151 

5. 中国側の条約草案の特徴 

 以下添付書類を参照しながら、中国側が起草した条約草案の特徴を説明する。 

1871年 7月 29日（同治 10年・明治 4年）に中国全権李鴻章と日本全権伊

達宗城によって調印されたこの条約は、中国語で「中国日本国修好条規暨通商

章程」、日本語で「日本国清国修好条規並に通商章程」と呼ばれている。明ら

かに「条約」でなく「条規」とされている。それについて、陳欽は総署に、「該

國既稱與中國素來和好，此次會議更當脫盡泰西舊樣。緣一仿照西約，便似使彼

附入西黨，爰擬將會議各款題曰修好條規
．．．．．．．．．．．．．

」152と報告した。明白に日本と締結し

た条約を「条規」と呼ぶのは、中国と西洋と締結した条約を区別するためであ

ると説明した。 

また、条約で「理事官」を用いて「領事」に替わっているということも窺え

る。それは応寶時よりのアドバイスで替わったものであるが、応が理由を説明

していないが、それも上述「条規」を「条約」に替わるように、西洋と区別す

るために替わったと解釈しても差支えないと思われている。153 

さらに、条規第 2条「兩國既經通好，自必互相關切。若他國偶有不公及輕藐

之事，一經知照，必須彼此互助，或從中善為調處，以敦友誼」について、陳欽

も「第二條載明他國有不公輕藐之事，必須彼此相助云云，隱寓遙結聲援之意」

と解釈している。 

また天津海関道陳欽は中国側の草案第 3条に「嗣後大清國大日本國倍敦睦誼

與天壤無窮。即兩國所屬邦土，亦各以禮相待，不可稍有侵越，俾獲永久安全」

154という条文も挿入した。李鴻章より総署宛の報告によって、陳欽は第 3条の

上に以下のような注を補充している。 

查該國逼近高麗。考之明史紀事本末，其強弱情形已可概見。近聞該國復時

存覬覦之心。倘狡馬思逞，欲行兼併，則我關外三省，殊之屏藩之固，似亦

                                                      
151

 前掲『使清日記』頁 215-218 
152 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-045陳欽より総署宛「函復日本議約經

值相裁併二十款俟會晤後再行續布由」 
153 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-016李鴻章より総署宛「咨報具奏日本

議約立訂條規章程一摺抄錄原奏知照附稅則二本咨呈由」 
154 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-045陳欽より総署宛「函復日本議約經

值相裁併二十款俟會晤後再行續布由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@1622672589
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@1622672589
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@1622672589
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@1622672589
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不可不預為之。計擬乘其款關求好，與之約法。縱不能保其永久相安，或亦

稍存顧忌耳。然又未便明指高麗，故泛言所屬邦土，似較賅括。155 

そのため、明らかに中国には日清修好条規の締結により、日本を牽制する意

図があったと窺える。 

なお、李鴻章より清廷宛の報告に「此案立議之始，係以修好條規為重，輔以

通商章程為用」156ということも載せられている。 

続いて、陳欽は元 「々柳原草案」に載せられている第 12款と第 13款の条文、 

第十二款 天主教耶穌等教，大日本國固所嚴禁。如大清人敢有哄誘大日本

人入教者，即交大清政府公正懲辦，不許其人再來從教之；大日本人處以國

典。 

第十三款 雅
マ マ

片土膏，大日本國嚴禁人民吸食。雖係細微，不許大清國商民

帶來吸食。犯者即交大清政府公正懲辦，不許在大日本各口居住；倘大日本

商民有吸食者，不論其在國內國外，立拿正法。157 

を検討している時に 

查此兩款意在譏諷，勢難照准。然該國既不允英法販煙傳教，亦有不得不預

為聲明之勢。若我竟全行抹去，彼固難堪；若分載如何應禁與否，我亦殊難

為情。因擬改作兩國禁令各有異同云云，以示並行不悖之意，亦與該國第四

則，准西國自行築造天守堂暗相符和。158 

というコメントを加えて、「柳原草案」の第 12款と第 13款を中国側草案の第

3 条に整合した。すなわち、「兩國政事禁令各有異同，其政事應聽己國自主，

彼此均不得代謀干預強請開辦；其禁令亦應互相為助，各飭商民不准誘惑土人稍

有違犯」というものである。 

 また、「柳原草案」の約首に「大清國皇帝特派某官某；大日本國天皇特派某

                                                      
155
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020李鴻章より総署宛「咨會日本條約

擬稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 
156 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-009 李鴻章より総署宛「具奏日本議定

章程一摺抄錄原奏知照由」 
157 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020李鴻章より総署宛「咨會日本條約

擬稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 
158 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020李鴻章より総署宛「咨會日本條約

擬稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@45907466
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?15:1393771900:19:::1@@45907466
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
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官某，各依所奉敕旨全權公同較訂，俱得允當。今經兩國御筆批准，一體遵守，

永世無替。所有條款開列于左」ということが載せられているが、陳欽はその上

に「謹查約首日本國主書寫天皇，殊覺碍目」159というコメントとを加えている。 

上述キリスト教と阿片の禁令、及び天皇の号に対する陳欽の意見をまとめれ

ば、中国側の草案は中国の国権、及び上古以来中国における「天朝」の概念を

保護・維持することに注目しているということが察知できる。 

また、中国側の条約草案に対する李鴻章と陳欽の説明をまとめれば、明らか

に中国側は、1、日本との修好は主である。2、日本と締結する条約はそれまで

中国と西洋と締約した条約と同じくベからず。3、日本を中国の仲間に入させ

る。4、中国の国権、及び「天朝」概念を保護・維持する。5、日本を牽制する。

という立場より中国側の条約草案を設定したということが察知できる。 

6. 中国側の草案と中日全権が調印された日清修好条規の比較 

すでに検討したように、1871年 7月 29日（同治 10年・明治 4年）に調印

された日清修好条規は、中国側の草案をもとに締結されたもので、以下締結さ

れた修好条規と中国側の草案とは異なる箇所を検討し、締結された修好条規は

中国側草案との差異を明らかにする。よって、以下取り上げた検討は中国側の

草案と正式的締結された条約と異なっている箇所に限っている。ここで添付書

類の「中國日本國修好條規」及び「中国日本国修好条規暨通商章程」を参照し

ながら、まず中国側の草案約文（以下草案を略称）を、次に締結された修好条

規約文（以下条規を略称）を提示して比較するという流れに従って検討してい

く。また、前述検討した通り、応寶時と涂宗瀛によって出来上がった中国側の

「通商章程」草案の原文がすでに残されていないため、「通商章程」に関する

比較はここで省略する。 

 まず第 5条について、 

第五條.  兩國官位均有定品，如彼此品位相等，會晤文移均用平行之禮。

位卑者與長官相見，則行客禮；遇有公務，則照會品位相等之官轉申，

無須逕達。如相拜會，則各用官位名帖。凡兩國派往官員初到任所，須

將印文送驗，以杜假冒。 

第五條. 兩國官位雖有定品授職各異，如彼此職掌相等，會晤文移均用平行

                                                      
159
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020李鴻章より総署宛「咨會日本條約

擬稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?1:1020574516:19:::1@@1540945188
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之禮。職卑者與上官相見，則行客禮；遇有公務，則照會職掌相等之官

轉申，無須徑達。如相拜會，則各用官位名帖。凡兩國派員，初到任所，

須將印文送驗，以杜假冒。 

草案には「兩國官位均有定品，如彼此品位相等」と載せているが、条規には「兩

國官位雖有定品授職各異
．．．．

，如彼此職掌
．．

相等」と改めている。また「遇有公務，

則照會品位相等之官轉申」を「遇有公務，則照會職掌
．．

相等之官轉申」に変更さ

れている。明らかに両国官員間の接待は「官員の階級」より「官員の司る職務」

に改めた。 

第 6条について、 

第六條. 兩國來往公文，均以漢文為憑，如用本國文字
如滿洲文日

本文之類 ，須副以繙

譯漢文，以便易於通曉。 

第六條. 嗣後兩國往來公文，中國用漢文，日本國用日文，須副以譯漢文，

或只用漢文，亦從其便。 

明らかに条規では少々文字が改められたが、意味上に見て、草案にも条規にも

「両国の公文が往来する時漢文を使う」と定めている。 

第 8条について、 

第八條. 兩國指定各口，彼此均可設理事官，約束己國商民。凡交涉財產詞

訟案件，皆歸審理，各按己國律例覈辦。兩國商民，彼此互相控訴，俱

用稟呈，理事官應先為勸息，使不成訟，否則照會地方官會同，公平訊

斷。其竊盜逋欠等案，兩國地方官止能查拏追辦，不能帶
マ マ

償。 

第八條. 兩國指定各口，彼此均可設理事官，約束己國商民。凡交涉財產詞

訟案件，皆歸審理，各按己國律例覈辦。兩國商民，彼此互相控訴，俱

用稟呈，理事官應先為勸息，使不成訟。如或不能，則照會地方官，會

同公平訊斷。其竊盜逋欠等案，兩國地方官止能查拏追辦，不能代償。 

ここにある「理事官應先為勸息，使不成訟，否則照會地方官會同」の「否則」

を「如或不能」に改めている。また草案にある「帶償」は誤字であるので、条

規で訂正された。 

第 11条について、 



 

61 
 

第十一條. 兩國商民，在指定各口岸彼此往來，各宜友愛，不得携帶刀械，

違者議罰，刀械入官。並須各安本份，無論居住久暫，均聽己國理事官

管轄，不准該換衣冠，入籍考試，致滋冒混。 

第十一條. 兩國商民，在指定各口岸彼此往來，各宜友愛。不得携帶刀械，

違者議罰，各械入官。並須各安本份，無論居住久暫，均聽己國理事官

管轄，不准改換衣冠，入籍考試，致滋冒混。 

ここで「違者議罰，刀械入官」の「刀械」を「各械」に変更した。 

第 13条について、 

第十三條. 兩國人民，如有在指定口岸，勾結強徒為盜為匪；或潛入內地

放火、殺人、搶刦，敢行拒捕者，均准格殺勿論。其拏獲到岸者，在各

口，由地方官會同理事官審辦；在內地即由地方官自行審辦。倘此國人

民在彼國聚眾滋擾，數在十人以外，及誘結通謀彼國人民作害地方情事，

無論在各口及在內地，應聽彼國官徑行查拏審實，即在犯事地方正法。 

第十三條. 兩國人民，如有在指定口岸，勾結強徒為盜為匪，或潛入內地

放火、殺人、搶刦者，其在各口，由地方官一面自行嚴捕，一面將情飛

知理事官。儻敢用兇器拒捕，均准格殺勿論；惟須將致殺情跡，會同理

事官查驗。如事發內地，不及赴騐者，即由地方官將實在情由，照會理

事官查照。其拏獲到案者，在各口，由地方官會同理事官審辦；在內地，

即由地方官自行審辦，將案情照會理事官查照。儻此地人民在彼國聚眾

滋擾，數在十人以外，及誘結通謀彼國人民作害地方情事，應聽彼國官

徑行查拏。其在各口者，知照理事官會審；其在內地者，由地方官審實，

照會理事官查照，均在犯事地方正法。 

これは明らかに条規で理事官の権限を高めた決まりであるということが窺え

る。草案には「兩國人民如有在指定口岸勾結強徒為盜為匪，或潛入內地放火、

殺人、搶劫，敢行拒捕者，均准格殺勿論」と載せているが、条規には「兩國人

民如有在指定口岸勾結強徒為盜為匪，或潛入內地放火、殺人、搶刼者，其在各

口，由地方官一面自行嚴捕，一面將情飛知理事官
．．．．．．．．．

。倘敢用兇器拒捕，均准格殺

勿論；惟須將致殺情跡，會同理事官查驗
‧‧‧‧‧‧‧

。如事發內地不及赴騐者，即由地方官

將實在情由，照會理事官查照
‧‧‧‧‧‧‧

。」と掲載している。明らかに地方官が本地にい

る彼国人を取り締る時、また彼国の犯人を殺した後、理事官に通達すべしと定

めている。 

さらに第 14条について、 
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第十四條. 兩國兵船往來，指定各口，係為保護己國商民起見，凡沿海未

經指定口岸，以及內地河湖支港，概不准駛入，違者截留議罰。 

第十四條. 兩國兵船往來，指定各口，係為保護己國商民起見，凡沿海未

經指定口岸，以及內地河湖支港，概不准駛入，違者截留議罰，惟困
マ マ

遭

風避險收口者，不在此例。 

ここで草案にも条規にも共に「開港されていない港や川など、すべて入れぬ」

と定めているが、条規には「遭難船は別である」が加わって、遭難船の場合を

配慮した。 

 第 15条について、 

第十五條. 兩國嗣後倘有與別國用兵情事，應防各口岸。一經布知，便應

暫停貿易及船隻出入，免致誤有傷損。其平時日本人，在中國指定口岸

及附近洋面；中國人，在日本指定口岸及附近洋面，均不准與不睦之國

互相爭鬬搶刦。 

第十五條. 嗣後兩國，儻有與別國用兵情事，應防各口岸。一經布知，便

應暫停貿易及船隻出入，免致誤有傷損。其平時日本人，在中國指定口

岸及附近洋面；中國人，在日本指定口岸，及附近洋面，均不准與不和

之國，互相爭鬦搶刦。 

ここで「均不准與不睦之國互相爭鬬搶劫」の「不睦」を「不和」に改めたのみ

である。 

 第 18条について、 

第十八條. 兩國議定條規，均係豫為防範，俾免偶生嫌隙，以盡講信修睦

之道，應俟兩國御筆批准互換後，即刊刻通行各處，使彼此官民咸知信

守，永以為好。 

第十八條. 兩國議定條規，均係豫為防範，俾免偶生嫌隙，以盡講信修好

之道。為此兩國欽差全權大臣，先行畫押蓋印，用昭憑信，俟大清國御

筆、大日本國御筆批准互換後，即行刊刻通行各處，使彼此官民咸知遵

守，永以為好。 

ここで草案の「兩國議定條規，均係預為防範，俾免偶生嫌隙，以盡講信修睦之

道，應俟兩國御筆批准互換後，即刊刻通行各處」を条規の「以盡講信修好之道。

為此兩國欽差全權大臣先行畫押蓋印
．．．．．．．．．．．．．．．．

，用昭憑信
．．．．

，俟兩國御筆批准互換後」に変

更した。すなわち、「両国の全権が先にサインして印章を押したが、正式の発



 

63 
 

効は両国の君主の批准を待つ」ということが強調されている。 

 以上、中国側の草案と締結された日清修好条規との異なる箇所を検討してき

た。以上の検討により、1871年 7月 29日（同治 10年・明治 4年）に李鴻章

と伊達宗城によって調印された日清修好条規は、確かに日本側に少々改められ

たが、意味上で言えば、中国側の草案とほぼ一致であるということが窺える。 

第 2節 1872年における条規改正の求め 

1. 調印された条規に対する明治政府の処置 

 岩倉具視外務卿が 1871年 8月 29日（同治 10年・明治 4年）に、遣中国締

約全権の伊達宗城一行の帰国を促したため、伊達一行は 9月 12日に上海より

出航、9月 19日に横浜に到着し、9月 20日に帰朝して復命した。160 

伊達は 9月 19日に横浜に到着してから、同日岩倉外務卿に「入清議約概略」

を呈示、6月 12日に中国締約全権の李鴻章らと双方全権の委任状を検査する

ことより、9月 19日横浜に到着まで、中国側と交渉してきた大筋を説明した。

なかに特に条規第 2条、「兩國既經通好，自必互相關切。若他國偶有不公及輕

藐之事，一經知照，必須彼此互助，或從中善為調處，以敦友誼」を取り上げ、

それが中日間の「攻守同盟」を規定している条文ではないと解釈した。また条

規第 15条も取り上げ、「嗣後兩國有與別國用兵情事
．．．．．．．．

，應防各口岸。一經布知，

便應暫停貿易及船隻出入
．．．．．．．．．．．

，免致誤有傷損
．．．．．．

…（下略）」、それが明らかに戦時に「局

外中立」を守る条文であると説明した。161 

しかし、伊達一行が 9月 20日に帰朝復命した後、明治政府は伊達によって

調印された日清修好条規をそのまま置いて、挙動を何もしなかった。そのため、

岩倉外務卿は 10月 2日に伺い書を太政官に呈示、日清修好条規に対する裁決

を促した。 

清国条約御取結の為、御使被差遣候始、仏国公使
．．．．

より云々申立の趣も有之

候処、…（中略）…。御取結相成候条約、如何の御体裁に可有之哉と、斉

しく刮目いたし居候事、殊に同公使は前言も有之。彼よりは可申出条理に

                                                      
160

 前掲『大日本外交文書』４巻 頁 238。前掲『使清日記』頁 215-218。前掲『大日本外交文

書』巻 5 頁 250 
161
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 239-250 
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無之候間、黙止罷在候得共、此よりは何と歟御談無之ては、同公使を蔑め

被致候御処置に相当り。…（中略）…。加之欧米各国え御使をも被差遣
．．．．．．．．．．．．．．

、

重大の事件御談判も可有之機に臨み
．．．．．．．．．．．．．．．．

、右体彼輩の気配を損し候事御座候て

は、自から御為筋不相成旁、右条約に付ては兼て見込申上候趣も御座候得

共、御採用有無の御決定、同公使帰国前申聞置候様仕度奉存候間、是非と

も三四日中、廟議御一決相成、其筋え御沙汰有之、同公使え申聞候様御運

ひ有之度。…（下略）。162 

すなわち、伊達らが中国に出航する前、仏国公使に「中日両国が締結した条約

の体裁を知ることを待つ」と非難されたため、岩倉は仏国公使に中国との締約

に関する返事を伝えなければ、仏国公使に彼を蔑めると思わせる恐れがあると

提出し、また欧米との「条約改正｣に当たり、仏国公使の気配を損なえないと

も岩倉は考えた。しかも、岩倉の伺い書によって、岩倉は日清修好条規第 2条

の決まりが日本と西洋との「条約改正」を妨げると危惧していたと窺える。 

しかし、岩倉が 10月 2日に太政官に裁決の下しを促しても、明治政府には依

然として何も挙動がなかった。そのため、伊達はまず 11月 4日に太政官に捧

げる「中国と既に修好条約を締結したことを公的内外に布告しよう」という具

申を外務省外務大輔の寺島宗則に依頼して太政官に呈示したが、太政官よりの

返事もなかった。163 

伊達はさらに公文書を作成して、1、日清修好条規第 2条に対する明治政府

で勤める外国人顧問らの意見。2、万国公法にある「中介」ということの説明

を取り上げている添付書類。3、太政官への具申。ということをともに寺島に

渡して、太政官の裁決を促すことを寺島に依頼して、太政官の注意を喚起した

り説得したりしたことを試みた。164 

また、伊達より寺島宛の公文書には、以下のようなことが書いてある。 

…（上略）清国条約修好条規第二条に於て、多少御懸慮有之、或は不公の

字眼に在て、局外中立の全権を害し候などの浮説も有之。素より第二条の

儀は公法上中保（すなわち中介）之例に的当し、更に其辺に関係可無之愚

案候へ共、態と疑問を設け、過日来柳原・津田・鄭等を以て、洋人に示談

                                                      
162
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 251 

163
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 259 

164
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 254-259 
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為致候処、別紙の通判然致候…（下略）。165 

明らかに岩倉外務卿のみでなく、明治政府内部には、日清修好条規第 2条の決

まりが戦時に日本の局外中立に妨げると考えた人々がいたということが察知

できる。すなわち、明治政府は第 2条の条文を中日間の「攻守同盟」条文であ

ると認めていたということが推知できる。 

伊達が上述の公文書を太政官に捧げた後、「中国総署王大臣らと李鴻章宛、

すでに帰国復命した通知、及び感謝の照会を作成しよう」と太政官より伊達に

指示した。続いて 12月、副島種臣外務卿166より李鴻章宛、一部の条文を改め

ようと求める書簡も作成した。167すなわち、明治政府は一部の条文を改めよう

という要求を中国に提出することを決めた。 

以上、明治政府が伊達によって調印された日清修好条規に対する処置を検討

してきた。明治政府は終始明白に日清修好条規をいかに処理するかを示してい

ないが、時間の配列より見れば、1871年 11月（同治 10年・明治 4年）に伊

達に中国総署王大臣らと李鴻章へ照会を作成しようと指示した時、すでに中国

へ一部の条文を改めようと提出することを決めたと思われている。 

2. 駐日公使よりの反発 

一方、伊達が 9月 20日に帰朝復命した後、10月 3日に米国公使らは外務省

で外務大輔寺島宗則らに、調印された日清修好条規では「助かるとか申文字あ

り哉」、また「各国の条約の中になき事は決してなき哉」ということを伺った。

また 10月 9日に、独国公使も寺島外務大輔に、調印された日清修好条規で「異

なり候個
マ マ

条御座候哉」ということを質問した。168 

続いて 1872年、日本が調印された日清修好条規の内容を公に示したら、2

月 19日に駐日米国代理公使は書簡を副島種臣外務卿に送って、以下のことを

伺った。169 

                                                      
165
 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 254 

166 前掲『百官履歴』上巻 頁 53。第 2 章で述べた日本が締結した「安政 5各国条約」は 1872

年（同治 11 年・明治 5年）に改定できる。明治政府がそれに臨み、岩倉具視を遣欧米の正使

とするため、1871 年 11月 4 日（同治 10年・明治 4 年）、元の外務卿岩倉具視に代わって、副

島種臣が外務卿に就任した。 
167 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 262-266 
168 前掲『大日本外交文書』巻 4頁 252 
169『大日本外交文書』巻 5頁 247によれば、仏国公使も 2 月 20日に書簡を副島外務卿に渡し

たが、上述米国公使の書簡と同じような趣旨で、『大日本外交文書』で省略されている。 
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…（上略）三四日前の新聞紙中に、支那と貴国と御取結び相成候条約の訳

文有之、其内に左の格段なるヶ条相見へ申候。「両国好みを通せん上は、

必ず相関切す。若し他国より不公平及ひ軽蔑する事ある時は、其知らせを

為さは、何れも互いに相助け、或は中に入り、程よく取扱いひ、友誼を敦

くすべし」右實事に候はゝ、素より聯為攻抵の盟約に有之候間、此書簡の

主意は右實況に候哉、閣下え御問合致候義に有之候。右可得御意如何御座

候以上。170 

3月 2日、副島外務卿は米国代理公使に以下のように返答した。 

…（上略）。其第二条實事に候はゝ、聯為抗抵の約に付、虚実御問合被候

旨、承知いたし候。右の条、漢文にては貴国と支那との条約中掲載のヶ条

に均しく候故、御申越の如き主意には無之候。乍併我政府評議の旨も有之、

近日官員派遣の上は、右ヶ条取除け方、談判致させ候積りに有之候。…（下

略）171 

すなわち、米国公使と仏国公使はともに副島外務卿に「日清修好条規第 2条の

条文は、中日間の攻守同盟が決まっているものであるか」と質問した。それに

対して、副島は「日清修好条規第 2条の決まりは、中米天津条約第１款の中国

語訳によって作成したもので、中日間の攻守同盟が決まっているものではない。

また、日本政府はすでにその条文の削除について、中国と交渉しようと決めて

いる」と返答した。 

一方、2月 15日に駐日独国公使も外務省で副島外務卿に、「支那国と御取結

候条約の儀に付、相伺度候。右は私出立前、本国に於て致一覧驚入候。未た御

調印は不相成候哉」と伺って、副島は「然り第二ヶ条其外可相改義有之。故此

節使節可差立と存候…（中略）…。此度右ヶ条可除去旨申遣候筈に御坐候」と

返事した。172それのみでなく、独国公使はさらに 3月 17日に明白に副島外務

卿らに「修交条規中第二ヶ条、十五ヶ条不都合」であると告げた。173 

 すなわち、駐日米・仏・独国公使は明治政府に「日清修好条規第 2条の条文

は一体中日間の攻守同盟が決まっているものであるか」と伺った。それのみで

なく、独国公使はさらに明らかに明治政府に「日清修好条規中の第 2条と第

15条が不適当的である」と示した。 

                                                      
170
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 246-247 

171
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 251 

172
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 248 

173
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 253 



 

67 
 

以上駐日各国公使が調印された日清修好条規に対する立場を検討してきた。

明らかに各国公使は中日間の条約で「攻守同盟」を掲載しているかに注意して

いると察知できる。特に駐日独国公使は明らかに明治政府に干渉が出てきたと

いうことも窺える。上述の検討をまとめれば、欧米が確かに日本と中国との連

盟を忌んでいると察知できる。 

3. 中国に対する日本側の要求 

 3月 8日、中国と条約改正を交渉するために、遣中国使節正使の柳原前光と

副使の通訳官鄭永寧一行は、神奈川県にある金港より出発、3月 16日に上海

に到着した。1743月 21日、当時江南海関道蘇松太道に任じている沈秉成と面会

した。柳原は外務省より南洋通商大臣曽国藩宛・及び柳原より布政使銜署江蘇

布政使按察使応宝時宛の書簡の転送を沈に頼んだ。175しかし、当時曽国藩がす

でに辞世したので、外務卿より南洋通商大臣曽国藩宛の照会は曽国藩の後任の

何璟の手に届けられた。3月 23日に柳原らは「満州輪船」に搭乗して上海よ

り出航、3月 29日に天津に到着して「旗昌洋行」に泊まっていた。176 

副島種臣外務卿が柳原に下した委任状によって、改正、或は廃棄すべき条文

は以下の通りである。 

我各港所住清民不下數千，兩民相狎之間，每多奸猾亡賴之徒，欺人犯法、

互興詞訟，為地方累。有甚于歐西諸國商民之眾者。即今清國新派理事官來，

須先熟察實地情形，應尚有隨時酌議之處，俟其就緒之間，未及能照條約會

同訊斷。又如後附兩件有礙大局，是以一併商及者也。 

一. 調處一條，據查美國與清所約之文，美國止云自為清國從中調處。即

我國與美所約，亦是同然，皆偏屬美國單作一面之詞。而我欽使與清

互約者，蓋據清美條約漢文而准之也。今閱美文，知其不然，則宜改

之。或仿清國與美、我國與美之例，竟成偏為之約，亦為不當，是以

議裁撤也。 

一. 刀械一禁論：我國官吏紳裔常佩雙刀，即農工商賈有時亦帶單刀，本

係禮制，而不便於公禁之也。蓋清國以不常帶刀，故亦不欲我商民之

                                                      
174
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 280 

175 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-005李鴻章より総署宛「據蘇松太道稟報日本

使臣柳原前光等抵滬并津海關稟稱該使抵津各日期由」 
176
 前掲『大日本外交文書』巻 5 頁 254、280、前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-005

李鴻章より総署宛「據蘇松太道稟報日本使臣柳原前光等抵滬并津海關稟稱該使抵津各日期由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:2072801763:19:::1@@1885994180
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:2072801763:19:::1@@1885994180
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:2072801763:19:::1@@1885994180
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在彼地者帶刀，則由我理事官知其有禁，令我商民無犯可也，故議削

除。 

一. 公文所議之外，通商章程第二十八款所載進出口稅，一律須議：在我

國各港則應照該海關成規而收稅。177 

 また副島より李鴻章宛の照会には、以下の求めも提起されている。 

一. 修好通商各條款內，因嗣後改定西例，應行修改事件：從前我國與

各國間，彼商民則有來，我商民則無往，而今特發欽使遍歷歐西，

欲取法于諸國互相常行條例，以定我國外交約款，而待彼諸國來人

耳。故昨與清所定條約，至他日我與歐西改定其約之後，如國法訊

斷等事，必有須行更正者，是以應議俟後改正。 

さらに 3月 29日、外務省は続いて以下の条文を改正、或は廃棄すべしと

柳原に通達した。 

修好条規第十五条の義、先便電信を以申入置候に付、御承知と存候。右

は孛佛公使と応接の砌、清国条約に心付の廉忠告、不審の廉質問等有之

之節心付、尚又篤と勘考候処、他条にも不穏当の辺、追々心付左に申入

候。 

一. 第十五条此ケ条中、平時云々の一段、甚だ難解候。其故は平時とは

即ち戦時に対する文字にて、既に平時と云へは、戦時の条規に非す。

従て局外中立の義にも当らす。此の条々併せ掲へき筋に無之義、判

然に候。併し此平時と云は、甲国は兵も用る時なるも、乙国之れに

関せざる時は、乙国は即平時なりと云説も可有之哉に候へ共、究竟

平時に於て許さすといへは、戦時は之を許す嫌ありて、文字穏当な

らす。殊に前段貿易並に船隻の出入を停め云々との義も、其意唯損

傷を受さらしむるに止まれは、是又中立の義にも当らず、仮令此約

あらさるも封港を要する時は、船隻出入を止め、貿易を止めさるを

得さるの事時あるへし。故に此条、全く刪去を善とす。 

二. 第十七条結尾の両国書籍云々、此段自ら別事にて、上文と相関渉せ

ず。是に掲る甚た不可なり。既に我税則中、無税品の部、板本の一

桁あり。故に通商章程に掲る猶可なり。宜しく是に刪去るへし。 

三. 第十三条中、「倘此國人民在彼國聚眾滋擾，數在十人以外」云々、

                                                      
177
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 242 
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此条に拠れは、數在十人以外ときは、即ち好し若し十人以内なれば、

捨て問わさる者に似たり、甚だ謂れなし。宜敷改正を議し、数字以

下六字を刪るへし。 

右前一条は全く廃棄し、後二条は改正候方可然と議定候付。不取敢此段

相達候。…（下略）178 

すなわち、副島は李鴻章に「後に改定された日本と欧米との条約と違っている

条文を更正」と要求した。また 3月 29日に外務省よりの指示によって、条文

第 15条を削除すべしと明治政府に告げたのは、独国公使のみでなく、仏国と

プロシア公使も明治政府に示したということが察知できる。さらに明治政府は

提出した改正すべき条文が、第 2条・第 11 条・第 13 条・第 15 条・第 17 条・

及び通商章程第 28款である。中に第 2条・第 11条・第 15条を全く廃棄、第

13条・第 17条及び通商章程第 28款を改正すべしと柳原に指示した。それら

条文の廃棄、或は改正すべき理由として、以下の通りである。 

条文第 2条、「兩國既經通好，自必互相關切。若他國偶有不公及輕藐之事，

一經知照，必須彼此互助，或從中善為調處，以敦友誼」について、それは「中

米天津条約」の漢訳文に従うもので、英文の「中米天津条約」ではそのように

掲載されていないため削除すべし。 

 条文第 8条、「兩國指定各口，彼此均可設理事官約束己國商民。凡交涉財產

詞訟案件，皆歸審理，各按己國律例核辦。…（下略）。」という中日両国がとも

に相手国において、領事裁判権を持っている規定は、日本のみが中国における

領事裁判権を持つと改正すべし。179 

条文第 11条、「兩國商民，在指定各口岸彼此往來，各宜友愛。不得携帶刀械，

違者議罰，各械入官…(下略)」の「刀械之禁」は日本当時の儀礼に相違ってい

るので、明白に条文で禁ずると掲載すれば不適当であるため、削除すべしと。 

条文第 13条、「(上略)。倘此國人民在彼國聚眾滋擾，數在十人以外，及誘結

通謀彼國人民作害地方情事，應聽彼國官徑行查拏。其在各口者，知照理事官會

                                                      
178
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 257 

179
 前引用した副島より李鴻章宛の照会には、ただ双方の持っている領事裁判権を改正すべき

と掲示しているが、その領事裁判権をどのように改正すべきかについて、明白に提示されいな

い。すなわち中日双方が相手国にある領事裁判権をともに撤廃するか、あるいは中国のみが日

本における領事裁判権を撤廃するかについて、明白に提示されていないが、前掲近史所檔案館 

外交部門 №01-21-052-01-020、李鴻章より総署宛「津海關道呈稱日本改約逐條核議請查照由」

により、柳原が李鴻章・陳欽と交渉する時、「(日本)各港清民不下數千，新派理事官來，須先

熟察實地情形，尚有隨時酌議之處，未及能照約訊斷…(下略)」と称したため、明治政府は中国

が日本における領事裁判権を撤廃しようと考えていたということが明らかになった。 



 

70 
 

審；其在內地者，由地方官審實，照會理事官查照，均在犯事地方正法」には、

明らかに「數在十人以外」と掲載されて、明治政府はそれが「犯罪者が 10人

以下なら罪を問わない」ような決まりであると考えるため、「數在十人以外」

という字を削除すべしと。 

条文第 15条、「(上略)。其平時日本人，在中國指定口岸及附近洋面；中國人，

在日本指定口岸及附近洋面，均不准與不和之國互相爭鬬搶刼」には、「平時」

と明白に掲載されて、明治政府はそれが「平時はできないが戦時はできる」と

解釈される恐れがあると考えて、またその条文も「戦時局外中立」に関係ある

と認めない故、削除すべし。 

条文第 17条、「兩國船隻旗號各有定式，倘彼國船隻假冒此國旗號，私作不法

情事，船貨均罰入官。如查係官為發給，即行忝撤。至兩國書籍，彼此如願誦習，

應准互相採買」。この条文の上半には「船の旗印を偽造」に関する規定で、下

半には「両国で発行する書籍」に関するものであるため、明治政府はこれらの

決まりを 1つの条文で併せて掲載することが不適当であると認めて、この条文

の下半、すなわち書籍に関する決まりを通商章程に移したほうが適当であると

考えていた。 

通商章程第 28款、「兩國稅則，如有僅載進口稅則，未載出口稅則者，遇有出

口，皆應照進口稅則納稅；或有僅載出口稅則，未載進口稅則者，遇有出口，亦

皆照出口稅則納稅」と定めているが、李鴻章より総署宛の報告によって、「查

柳原等面交彼國海關通商章程，其進口貨物未載進口稅則者，雖或載有出口稅則，

不得援此納稅，必須按價抽稅；其出口貨物未載出口稅則者，亦照上例…(下略)」
180というのが日本の成例であった。その故、明治政府はこの条文を「日本にお

ける場合、日本の成例に従う」と改正したかった。 

また、条約の改正以外、日本外務卿より南洋通商大臣曽国藩宛、及び直隸総

督李鴻章宛の照会によって、日本側も、「外務大錄品川忠道任代領事，在滬管

理本國人民通商事務，所有屬員從之，為此備文照會貴爵閣大臣」181と、1870年

（同治 9年・明治 3年）に中国上海に置く日本商民を取り締まる外務大錄品川

忠道の上海に駐在することを中国側に公に認めさせたい。 

しかし、明治政府よりの第 13・15・17条の改正すべき要求に対して、柳原

は以下のように副島外務卿に具申した。 

                                                      
180
 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-020 李鴻章より総署宛「津海關道呈稱日本改

約逐條核議請查照由」 
181
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 244-245 
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右第十三条の下一段に、十人以外の徒党を結ひ、害を地方に播す事を制し

たる大義は、其勢已に強盜叛匪の形を成す、片時の猶豫を容れす、緝捕処

分すへき者なる故、自主自治の国権を拡張し、如此の厳約する。固より其

宜しき所なり…（下略） 

…（上略）。此約上（第 15条）に局外中立の四字なくとも、甲国の戦に乙

国関せす。乙国の戦に甲国関せす。己の付近洋面にて、戦権を行はせしめ

されは、是局外なり。…（中略）…。今来文に平時に於て許さすは、戦時

には許るすに嫌ありと云へとも、平時の戦とは未た曾て聞か不る所にして、

是を刪らは付近轄海にて争闘の許るすの嫌あるを免れず…（下略） 

右第十七条は上一段に船隻の旗号を仮冒するを制し、下一段に書籍誦習を

欲せは、採買を准すの事を掲く、上下甚た異にして、相関渉せ不るに似た

り。然れとも、其義を推原すれは、上は官方を規箴し、下は士芸を培植す

るの意を表す。是を修好の部に掲く、何の不可あらんや…（下略）182 

よって、明治政府は第 13・15・17条を改正すべき指示を取り消した。 

4. 中国側と交渉の過程 

ところで、柳原一行が天津に到着する前、総署はすでに「風聞該國以上年所

換之約未能滿意，有須另議之說」183という風説を受け取っていた。また、3月

18日に柳原より外務省宛の報告で、当時中国における「香港新聞」にも「和

清両国条約を訂立するは、清の禍にして、和の福なり。其故は昨年所訂条約に、

日本人満足ならざる廉有り。此の末終には兵端を啓くに至らん。然る上は和の

勝利にして、清の敗亡ならん」184という論調を掲げている。一方、3月 21日に

柳原は外務省より南洋通商大臣曽国藩宛、及び柳原より布政使銜署江蘇布政使

按察使応宝時宛の書簡の転送を江南海関道蘇松太道沈秉成に頼んだ。沈は直ち

にそれら書簡の内容を複写して李鴻章に報告した。185よって柳原一行が天津に

着する前、李鴻章と総署はすでに中国に赴く柳原らの目的を知っていた。 

                                                      
182
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 276-277 

183 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-003総署より李鴻章宛「肅達日本使臣有到滬

之信希為留意由」 
184
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 254 

185 前掲近史所檔案館 外交部門 №02-21-052-01-005李鴻章より総署宛「據蘇松太道稟報日本

使臣柳原前光等抵滬并津海關稟稱該使抵津各日期由」 



 

72 
 

柳原一行は 3月 29日に天津に着したが、当時李鴻章が天津における「大沽

口」という所を視察して 4月 1日に戻った故、同日照会を李に送って、李との

面会を求めた。4月 3日、李鴻章より総署宛の報告によって、当時、 

因知該使此來，意在改約，蹔不准令進見。且以柳原係上年隨員，不應遽稱

本大臣字樣，即將所呈照會發交關道，面為擲還。陳道雖在假中，經鴻章函

屬與該使接晤，並令在津之孫道士達幫同辨駮。若該使必欲求見，鴻章自當

竭力開導，務守前約。186 

と李鴻章は柳原より面会の求めを拒んだ。すなわち、柳原は李に送った照会に

は、自らを「本大臣」と称した。しかし、柳原が昨年日本全権伊達宗城の随員

で、中国全権の李鴻章に、自らを「本大臣」と称するのが不適当であると李鴻

章は考えて、また、柳原の目的が中国と条約改正の交渉であると知って、柳原

との面会を拒絶して、柳原との交渉を天津海関道陳欽と江蘇記名海関道孫士達

にさせた。 

一方、柳原より太政官宛の報告によって、柳原らは 3月 29日に天津に到着

したら、4月 1日に照会を以て李鴻章との面会を求めたが、李に「当時公務繁

冗なるを以て、別に 2日を択み回答すべき…（下略）」187と返答された。明ら

かに李鴻章の報告と相違っている。 

4月 8日、柳原は太政官に以下のことを報告した。 

是より先き上海にて書簡を作り、江蘇布政使応宝時
昨年清の全権

に幇弁たる者へ贈り、今般

奉委件々の大略を報明せしに、其写し早く李鴻章の覧に入たる由にて、閣

下より条約改正の御照会ある事を知り、紛々評議ありて、李鴻章当惑接受

を難するの趣、風聞に承り及候。故八日に至り、頴川大録を李府に遣はし、

面晤催逼候処、明朝九字候駕可致と答に付…（下略）。188 

すなわち、柳原は 4月 1日に李鴻章との面会を求めたが、李がわざと遷延のた

め、4月 8日まで中国側と交渉に入れなかった。よって、柳原は 4月 8日に再

び李鴻章との面会を請って、李より 4月 9日に面会しようという返事をもらっ

た。 

                                                      
186 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-006李鴻章より総署宛「函述日本使臣抵津日

期情形并山海道已派員署理」 
187
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 280 

188
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 280 
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 4月 9日、遣中国正使の柳原前光と遣中国副使の通訳官鄭永寧は李鴻章公

邸に至って、李鴻章と条約改正について 3時間に渉って交渉した。柳原より太

政官宛の報告によって、李鴻章は当時、 

李披見の下、問答了て乃ち云ふ。西約修訂の後を俟ち改正を議するの件は、

異論無し。惟此調処・刀禁等を裁刪するは、第一には信義に悖り。第二に

は伊達大臣と自己の全権便宜を憑證するに足らす。第三には其例未曾有也。

第四には貴国の処置、清を蔑視し、又自ら汚辱す。第五には此来議を聴く

ときは、両全権共に君命を辱しむるなり。…（下略）189 

また「頻りに怨言を発し、使者の進退維に谷まる」と反応していた。しかし、

柳原らが再三李に頼んでから、李は、 

…（上略）、彼（李鴻章）も亦其理を解し、且前光等旧識の素有るを以て、

之をして窮困せしむるに忍ひす。己を枉て曲全を謀り、自己は機務繁擾な

るに因て、応接の義を陳欽及ひ孫士達へ委弁すへけれは、諸事二氏と討論

有て然るへし。所詮約面の字眼を改動する事は許さす…（下略）。190 

と、柳原らとの交渉を 4月 9日に天津海関道陳欽と江蘇記名海関道孫士達に委

ねた。以上中日間の交渉過程は、明らかに 4月 3日に李鴻章より総署宛の報告

と柳原より太政官宛の報告と相違っているということが察知できる。4月 3日

に李鴻章の報告によって、李鴻章が当時すでに柳原らとの交渉を陳欽と孫士達

に委ねたが、柳原の報告によって、李鴻章が柳原らとの交渉を陳欽と孫士達に

委ねたのは 4月 9日であるということが察知できる。 

李鴻章と柳原との報告はどちらが正確であるか、推測しかたいと思われてい

るが、以下論述の便のため、柳原のほうに従う。 

 李鴻章が柳原らとの交渉を陳欽と孫士達に委ねたため、柳原らは 4月 9日午

前李鴻章と面会してから、同日午後続いて陳欽と孫士達を訪れ、条約改正につ

いて交渉した。しかし、当日柳原らは陳欽と孫士達との 3時間に渉った面会で、

絶えなく陳欽に「外務卿より柳原に下した委任状には、条約改正の全権である

権限を持っていない」と非難されていた。そのため、4月 9日に柳原らと陳欽・

孫士達との面会で、実際に条約改正に関する事項を何も交渉していなかった。

                                                      
189
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 281 

190
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 281 
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191 

 4月 11日、柳原らはまた陳欽公邸で陳欽らと面会して、3時間に渡って条文

の第 2条、第 11条、また通商章程第 28款らについて交渉したが、依然として

何も決議を出してこなかった。192 

4月 22日、柳原は副島外務卿に以下のことを報告した。 

…（上略）、当月九日始て李鴻章へ面謁を経候後、李所務多端の故を述べ、

頃日陳欽・孫士達等へ談判の権を委ね、與前光等追々談論。最中にて、ま

た彼か結答の端倪不相分。…（中略）…。現在調処・刀械等、委任上に所

列の件々を以て、議論の幌表に押立て、此行談判の一局と為し、其餘は将

来我か改定せし西約を照し改議せん時に附論す可しとの許諾を得て、反命

すへき迄の目途に限り居候へ共、夫すら上文申述候通り、未た其要略を得

す。193 

すなわち、4月 22日まで、中国側と条約改正に関する交渉の進展は、何も要

略がなく、ひとり中国側より「日本が改正を求める箇条を検討する」という返

事を得たのみであった。 

 5月 13日まで、中国側より依然として何も返事が来なかったので、柳原は 5

月 13日に照会を作成して陳欽に渡して、中国側の返事を促した。 

…(上略)。會時欽派右大臣岩倉等，專往歐西諸國，踐期改約，因其往復自

需年餘，廷議以伊大臣所訂日本一邊條款，及有擬別國局面之事，須照新定

西約改議，望其劃一。上諭外務卿大臣等，即將此由備文照會清國大臣，預

前聲明，俟岩倉等回國，當即派使換約。外務卿大臣等遵旨擬議奏明，隨即

具情函達李爵閣大臣，又請欽命派本大丞兼任少務辨使，帶同外務少記鄭等，

齎呈文函，委本大丞便將文內細情，面為詳述，今已抵津，合應具由粘該文

件，及委限等抄底，先行通報，為此照會貴海關道，祈即代詳李爵閣大臣，

煩為查准賜覆…(下略)。194 

 陳欽は上述柳原の照会を受け入れたが、当時病中で、孫士達のみ柳原と交渉

した。5月 22日、陳欽と孫士達は条約改正に関する評議、及び陳・孫の評議

に対する李鴻章の裁決の写しを柳原に送った。まず陳欽より李鴻章宛、条約改

                                                      
191
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 269-271 

192
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 260、271-274 

193
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 274 

194
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 282 
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正に関する評論の伺い書である。 

…(上略)。職道欽會同職道士達，竊查日本國去秋甫經立約，尚未互換，此

時遽請改議，殊非信守，無論何國皆無此例。詳閱柳原抄送彼國外務省照會，

及奉委要旨各件，有尚可通融者，有斷難允從者，謹就管見逐條核議。如第

一條，所言來歲與歐西改約之案，起於欽使適清之後，業已擬定專欲取法於

歐西常行條例，以改我國外交之約一節…（中略），惟現在日本與西國修約，

尚無成議，勢難懸定，原不必先期預商，應俟換約後，章程如有更易，自可

隨時商辦。又如第二條所言，各港所住清民不下數千，新派理事官來，須先

熟察實地情形，尚有隨時酌議之處，未及能照條訊斷一節…(中略)…。職道

等查各管各民係各國通例，今彼國欲改西約，諒亦未能定議。我國既經定約，

自當永遠遵守。惟聞橫濱、長崎、神戶三處，華民最多，向由日本官代為管

理。中國新派理事官前往，情形或未深悉，自應留心察訪，借抄卷宗，並一

切詳詢彼地方官，以期妥善。應俟中國派員時再行辦理。又如第三條所言調

處一條…(中略)。職道等查兩國既結和誼，遇事調處，自是約中應有要義。

即美國無此，亦當增添。況美約偏為一面，我則平列兩國，尤屬周備…(中

略)。若怵於浮言，忽欲裁撤，西國環視，當更相輕。因人改約，咎將誰歸?

且與來文所稱，雖無此條，有權可行，是係諸國通例等語，亦覺矛盾。今請

裁撤此條，不但啟人猜疑，將所謂修好者何事耶?此條應無庸議。又如第四

條所言刀械一禁論…(中略)。職道等查，帶刀既係彼國禮制，雖為中國所禁，

如果由彼理事官自行諭禁商民無犯，似尚無妨碍。既經修好立約，須求兩全，

不必強以所難，顯為公禁。應俟換約後，彼此照會核准立案，仍俟修約届期

再行酌改。又如第五條通商章程第二十八款所載，進出口稅一例，須議在我

國各港，則應照海關成規收稅一節…(中略)，惟兩國通商章程第三十一款內，

業經載明兩國商民在通商各口，如彼此海關嗣後有變通之處，由理事官詳請

駐京大臣，隨時照會商辦等語。今柳原等所請，似亦無甚防碍，尚可稍微變

通，惟必俟換約後，方能照約商辦。…(下略)195 

  次に李鴻章は陳欽と孫士達の評論に対する裁決である。 

…(上略)。如第一條彼國與西國換約，恐通商章程有所更易，特來預商

一節，本大臣查日本遣使往議西約，此時尚無成說，何必懸擬預商，未

免多此一舉。應如該道等所議，俟換約後，如有必須更易之處，隨時察

                                                      
195 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-020李鴻章より総署宛「津海關道呈稱日本改

約逐條核議請查照由」 
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酌商辦。第二條華民在彼，訟獄繁興，新派理事官須熟察情形酌議，未

及能照條約訊斷一節，本大臣查中國因未換約，現未選派理事官，將來

派員前往，自應照約辦理。惟理事官初到彼國，情形生疎，亦或不免應

如該道等所議，中國派理事官時，令其留心察訪，借抄卷宗，務向地方

官諮商一切，届時再行飭遵。第三條請將兩國遇事調處，議即裁撤一節，

本大臣查兩國既結和好，遇事調處，誠如來文所云，雖無此條，亦有權

可行。惟去歲議約時不載即可，既載復裁，殊違信義。既云是係諸國通

例，本無窒碍，何須裁撤?且兩國相距較近，永以為好，尤非西洋遠邦

可比。若欲裁去，所謂修好者何在?應如該道等所議，此條無庸置議。

第四條佩刀係彼國體制，不便公禁一節，本大臣查佩刀既係彼國禮制，

中國既與通好，自未便明為禁阻，應如該道所議，由日本國理事官自行

禁諭商民無犯，俟換約後彼此照會核准通行，仍候修約届期酌改。第五

條日本進出口稅一例，照該海關成規收稅一節，本大臣查日本國海關通

商章程既有不同，亦可稍為通融，應如該道等所議，俟換約後照約商辦。

總之條規既定，各應信守。將來兩國和好日敦，其無關碍者，自可日後

會商；其有關碍者，無論何時，斷難允從也。…(下略)196 

すなわち、陳欽と孫士達は日本との条約改正について、先に日本と条約を交換

した後こそ、条文を改正する交渉に入れると評論した。また、日本より提出し

た改正すべき条文に対して、1、第 2条・第 3条、すなわち中国が日本におけ

る領事裁判権・及び日清修好条規第 2条の撤廃は不可。2、第 4条・第 5条、

すなわち日本人が中国で刀剣を佩すべからざる条文の撤廃・及び輸入税或は輸

出税が定められていない場合、日本において日本の成例に従うと改定すること

は可能。3、第 1条に対して「欧米との条約改正が済んだ後、その成果によっ

て続款の形で日清修好条規を改正できる」と評してから、李鴻章に呈示して裁

決を仰いで、李鴻章に採用されたということである。 

一方、日本の代領事、外務大錄品川忠道の上海駐在について、4月 7日、元

南洋通商大臣曽国藩の後任者である何璟は、照復を上海駐在の日本代領事品川

忠道に送って、品川の上海駐在に対する公に認めることについて、 

貴國在上海通商一切應行事宜，應俟兩國議約互換事畢，訂期舉行，方能開

辦。本署大臣合先轉行上海關沈道知照，一俟換約既畢，舉辦有期，即將領

                                                      
196
 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-01-020李鴻章より総署宛「津海關道呈稱日本改

約逐條核議請查照由」 
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事官存認，俾得遵約辦事。
197
 

と明白に品川の公的認めを拒絶した。 

ところで、柳原は 5月 22日に陳欽と孫士達より送ってきた条約改正に関す

る裁決をもらったら、5月 26日に李鴻章を訪れて李鴻章より外務卿宛の照復

をもらって、また、「前光は全権を有せすを述へ、帰朝復命、進止を取り、尚

餘議有之候節は、鄭少記より詢及可致、懇々申残し」と李鴻章に説明した。す

なわち、柳原は自ら全権を持っていないため、遣中国副使の通訳官鄭永寧を中

国に置いて、柳原が帰朝復命した後の条約改正に関する朝議を鄭に中国側へ伝

達させると李鴻章に説明した。198 

6月 2日に李鴻章は柳原を訪れた。翌日に柳原らは陳欽・天津にいる地方官・

天津に駐在する各国領事らに告別して、6月 4日に天津より上海に赴き、6月

9日に上海に到着して公務を弁した。199 

6月 14日、柳原は鄭永寧を上海に留置し、外務大錄品川忠道らを率いて上

海より出航し、6月 16日に長崎に着して、当日副島種臣外務卿に「長崎到着

の旨並に天津談判成否要略報告の件」という報告を副島に発した。7月 3日に

長崎より出航して、7月 8日に横浜に到着した。200 

 第 3節 1873年における日清修好条規の発効 

1. 日清修好条規の交換 

 1872年 7月 8日（同治 11年・明治 5年）に柳原が帰朝した後、7月 13日に

外務卿の副島種臣が日清修好条規に関する処分という伺い書を太政官に提出

た。 

一. 修好条規第二条の約は、原と清米の約例に拠て立たるにて、惟其友誼

の情を推擴し、列国普通和親の公理に出候上は、其儘立置可然存候事。 

一. 方今欧洲列国へ被遣候、使臣修約復命之後、清国へ本約互換の大臣を

                                                      
197 前掲近史所檔案館 外交部門 01-21-052-01-011何璟より総署宛「咨報日本使臣照會上年在

津議立條約須防更改之處並將照復一件抄呈由」 
198
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 278 

199
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 278、297 

200
 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 278、297。 
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派し、併せて続款を訂立し載るに、今般議定の件々並に我に在て関礙

を生する情を掲明し、大成局を了すへき事。 

一. 右御決評之上、柳原より上海に留置候少記鄭永寧へ伝へ、同人より清

官員へ報告可為致。尤続款議定に至て大定となせは、其日に至て、稍

活動を得るに便なる余地を文意に含ませ可然事。201 

すなわち、1、修好条規第 2条がそのままに置くと決まっている。2、欧米に派

遣されていった「岩倉使節団」202が帰朝した後に中国と条約を交換する。3、

中国と条約を交換する時、日本に故障が生ずる条文を続款の形で改正する。と

いうことが決まっている。明らかに明治政府は中国側の裁決をそのまま受け入

れたということである。203副島の伺い書は 7月 23日に太政官より「伺うの通

り」と裁決された。 

 11月 19日に明治天皇は副島に勅語を下し、副島が中国出使の任務を定めた。 

爾種臣、外務を総理するの全権を以て、清国に適き条約を互換せよ。前に

使臣柳原前光を遣わし、議准せし事宜は、一々照弁して可なり。今清帝婚

儀已に諧ひ、且政を親せんとすと聞く。朕当さに書を送り賀を伸ふし、爾

種臣、其之を致せ欽哉。204 

一方、副島の任務として、また 1873年 2月 11日（同治 12年・明治 6年）

に明治天皇より勅語を下した。 

朕聞く台湾島の生蕃、数次我人民を屠殺すと。若し棄て問はすんは、後患

何そ極らん。今爾種臣に委するに全権を以てす、爾種臣其往て之を伸理し、

                                                      
201 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 298-299 
202 岩倉使節団：明治政府は幕末に欧米と締結した不平等条約を改正するため（いわゆる「条

約改正」）、1871 年に欧米に派遣した使節団である。その使節団を率いるのは岩倉具視である

ため、「岩倉使節団」と呼ばれている。岩倉使節団は元々日本が欧米と締結した不平等条約を

改正するため送り出されたが、米国と英国に条約の改正を拒まれて、改めて欧米に巡遊し、欧

米の法律、政治、科学などを見学したり学んだりして、1873年に帰国した。信夫清三郎、『日

本外交史』Ⅰ、（毎日新聞社、昭和 49 年）頁 86-89を参照。 
203 前掲「日清修好条規成立過程の再検討－明治五年柳原前光の清国派遣問題を中心に－」、頁

77 によれば、作者の李啓彰は東京大学総合図書館国際資料室に所蔵しているイギリス国立公

文書館№69号文書、及び前掲『大日本外交文書』巻 5頁 295の史料を使って、「柳原は 1872

年に天津で孫士達と条約改正について交渉している際に、孫より日清修好条規第 2 条の決まり

が決して中日間の攻守同盟条文ではないという説明をもらった。外務省はその中国側の説明を

イギリスとアメリカの公使に渡して、第 2条の決まりが中日間の攻守同盟条文ではないという

了承を得たため、第 2 条をそのまま残した」と提出している。 
204 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 300 
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以て朕が民を保んするの意を副へよ。欽哉。205 

同日、太政官も副島に指示を下した。 

一. 清国の義は我国と往来する事、一朝に非す。曾て隣好の誼あり、今又

訂交の約書を交換せんとす。此際生蕃暴逆の事件を談判する、全く我

政府国民に対する義務不得已に出つ、故に交際を重し平和の旨とし、

両国間釁隙を生する事なきを要とす。206 

また、筆者のまとめにより、副島の任務には 1、駐北京公使の官邸を見つけ

ること。2、副島とともに中国に出使した官員らで一人を選び、駐北京公使を

指定すること。ということがあった。さらに、中国を測量・視察するため、当

時まだ陸軍に属していた樺山資紀らも遣中国使節団に加わったので、太政官よ

り樺山を指揮できる権限も副島に付与した。207 

すなわち、副島が中国に出使の任務と権限は以下のようにまとめられる。1、

日清修好条約を中国と交換する。2、明治天皇の国書を中国の同治帝に捧げる。

3、「宮古島島民遭難事件」（すなわち「牡丹社事件」）の処理。4、駐北京公使

と公使官邸の指定。5、中国を視察する人員を指揮できる。 

 一方、2月 11日に太政官より副島に下した指示、「交際を重し平和の旨と

し、両国間釁隙を生する事なきを要とす」から見れば、当時明治政府の首脳部

はまだできるだけ中国と平和関係を保つように望んでいたということが推定

できる。 

1872年 11月 20日、副島の遣中国随員である柳原前光は書簡を上海に駐在

する代領事品川忠道に送って、副島が間もなく中国に向かって中国側と条約を

交換すると伝達して、また副島より李鴻章宛の照会を品川に転送させた。 

…(上略)。惟我改約欽使，東徂西轉，已經一載，未定何日言旋。本大臣切

思若必俟其歸，方行換約，似覺太晏，殊違通例。茲復疏請當派欽使，先行

互換。旋于十一月十九日奉旨：外務大臣副島種臣，着即適清換約，所有前

遣使臣議准事宜，可悉照辦。…(下略)。208 

すなわち、明治政府は岩倉使節団がいつか戻れるか分からないことを理由で、

                                                      
205 前掲『百官履歴』上巻 頁 53-54 
206 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 123 
207 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 123 
208 前掲『大日本外交文書』巻 5頁 302 
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先に条約を交換しようと中国に説明した。 

1873年１月 18日（同治 12年・明治 6年）、総署は清廷に「李鴻章が元日本

との締約交渉に関する係員であるため、今回日本と条約の交換も李に任せたほ

うが宜しい」と建言して、清廷の同意を得た。2月 17日、李鴻章は清廷に「日

本全権の副島が随員を連れてきたので、中国の体制を尊ぶため、元山東布政司

潘鼎新・天津海関道陳欽を李の随員と指定したい」と建言して、2月 20日に

清廷よりの批准を得た。209 

一方、1873年 2月 2日（同治 12年・明治 6年）、太政官は軍艦竜驤・筑波

を副島に護衛することを決めた。同日、柳原前光らが米国郵船に搭乗して、先

に上海に向かった。 

柳原らが樺山資紀の同行で 2月 10日に上海に到着して、2月 13日に樺山資

紀は鳳凰山に赴き、当地中国兵営の景況を探察した。2月 14日、副島一行は

竜驤艦に乗り組んで横浜より出航した。2月 15日、魯国親王が上海に到着し

て、翌日柳原らは魯国親王を訪れた。2月 24日、副島一行は長崎に着き、3月

1日に長崎より出航、3月 4日に上海に到着した。210 

3月 5日から 3月 11日にかけて、副島一行は米・蘭･魯国らの領事と公使・

江南海関道蘇松太道沈秉成・上海租界会審委員江蘇補用同知陳福勳と互いに訪

れた。特に 3月 7日、魯国親王は宴会を開いて、副島を頭席に請った。また 3

月 10日、副島を護衛する竜驤・筑波艦が船身過大で天津に入れないので、魯

国公使は副島を訪れ、魯国親王とともに魯国の砲艦を搭乗して天津に向かおう

と副島を誘ったが、副島は大沽口まで筑波艦に乗って、そこから魯国の砲艦に

移ると決まった。3月 13日、魯国親王と副島は一同に上海より出航した。211 

3月 24日、副島一行は天津に到着、「飛龍行」に泊まっていた。3 月 25 日、

李鴻章よりのあいさつが届かないので、副島は柳原を陳欽の所に遣わし、中国

の失礼を風刺したが、陳欽に、「中国の例、凡各国の使、津に到る必す先つ我

欽差大臣の行台へ進謁し、而して後我欽差大臣、欽等を率ひて、其公館に回拝

                                                      
209 前掲近史所檔案館 外交部門 01-21-052-02-002 清廷より総署宛「奏請欽派大臣與日本互換

條約由」、前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-02-016李鴻章より総署宛「具奏如日本

使臣到津遴派大員襄辦由」、01-21-052-02-017 李鴻章より総署宛「片奏派員襄辦日本換約事

宜奉到硃批知照由」、№01-21-052-01-028 李鴻章より総署宛「咨報日本派來外務大臣副島種

臣等來華換約由」、01-21-052-01-031 李鴻章より清廷宛「具奏接據日本照會來津換約請欽派

大臣以便屆期商辦抄摺謹請查照由」、01-21-052-01-039 李鴻章より総署宛「具奏接據日本照

會來津換約請欽派大臣以便屆期商辦抄摺謹請查照由」、01-21-052-02-001 総署より清廷宛「奏

請欽派大臣與日本互換條約由」 
210 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 121-123、125-126、128 
211 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 123-124 
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す。是を定規と為せり。故に安を問ふの事無し」と回答された故、翌日照会を

李鴻章に送って、副島が天津に到着したことを知らせて、李と面会する期日を

伺った。212 

3月 28より 3月 31日まで李鴻章らと副島らは互いに訪れ、4月 4日に条約

交換の儀式を行うと定めた。4月 4日、中国全権の李鴻章らと日本全権の副島

種臣らは「山西会館」で会同し、中国国璽を、日本太政官印章を押している日

清修好条規を相互に交換した。213 

 また、李鴻章より総署宛の報告で、副島がなお、 

…(上略)該國主諭令，到京後酌派公使留駐，擬即派柳原前光為三等公使，

料理租寓及交涉事件。鴻章答以派使駐京，經費浩大，現甫開辦，事簡似暫

不必派人。該使謂：日本於西洋各國，均已派有駐京公使，中國密邇，未可

惜此小費。又答以柳原前光迭允議約隨員，人固妥當，惟職小年輕，我總署

王大臣均係頭等欽差職分，必不願與照會平行。換約之初，貴國諸宜審慎。

鄙意暫可勿派，或酌留委員在京籌租公館，隨時稟商要事，亦屬兩便。該使

云：極承指教，容當遵辦。…(下略)。214 

と李鴻章と商議した。すなわち、副島は元々柳原に駐中国公使を勤めさせるが、

李鴻章の勧告に従って打消した。また、筆者のまとめにより、副島はさらに、

1、日朝国交中断問題。2、秘魯は日本に条約の締結を要求すること。3清帝に

謁見する時の式。4、欧米と中国が日本における領事裁判権の撤廃について、

李鴻章と意見を交換した。215 

2. 北京で総署との交渉 

 4月 9日、副島は天津より北京に赴き、4月 11日に到着してから、金魚胡同

にある賢良寺に泊まっていた。総署は 1871年に（同治 10年・明治 4年）伊達

宗城一行を北京まで案内した孫士達に副島らの世話をさせた。副島は 4月 11

日に北京に到着してから、2ヶ月に渡って北京に滞在し、清帝への謁見につい

て総署と交渉した。 

                                                      
212 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 135-137 
213 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 137-138 
214 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-02-039 李鴻章より総署宛「函肅日本條約已換使

臣擬即進京並詳述與該使面談各節由」 
215 前掲近史所檔案館 外交部門 №01-21-052-02-039 李鴻章より総署宛「函肅日本條約已換使

臣擬即進京並詳述與該使面談各節由」 
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 当時ちょうど同治帝の大婚と親政を祝うため、各国駐中国公使と総署は、外

国使節が清帝に謁見する時清帝に行うべき儀礼について交渉している最中で

あった。副島も当然その交渉に加わった。 

4月 18日、副島は柳原らを総署に遣わし、副島の謁帝期日を問ったが、恭

親王が病気のため、まだ清帝に旨を請っていないと返答された。翌日、副島は

柳原らをして清帝へ謁見する儀礼を孫士達に問わせて、以下のように返答され

た。 

各国公使、本年正月以来、謁見之請有れとも、遷延幾んと百日余に及ひ、

昨已に議定調印して、将に入奏せんとせり。中国従前此例無きを以て、其

周折を費やす。如此の僅に此章程の如きものを作り、現在未た奏准を経す。

余意ふに、副島大臣も亦各国公使を儀註に因て、同日謁見なさるへき事と

存す。216 

そのため、柳原は以下のように孫士達を返事した。 

我大使、本国公務多端の中より派し来たる故、速に使事を了りて、帰国せ

んとを希望せらる。殊に貴国皇上の大婚親政を慶賀する為め、其身、我君

に代わりて来る、第一等の国使也。若し貴国、之を各国の駐京公使と同日

を以て論せは、何を以て我君、貴国を敬礼するの意に対へんや。217 

それに対して、孫に以下のように返答された。 

我国、従前外来使臣の等級を分つ事無く、但国書有るを以て、都て欽差と

唱へ、一体に之を優待する故、実は頭等二三等之区別を知らす。殊に謁見

之礼は、今度始て儀立する事なれは、恐くは別に頭等の国使を接待するの

例を制し難からん。218 

そのため、各国公使が議した清帝へ謁見する儀礼の稿案を孫より借観してもら

った。すなわち、孫士達は副島が恐らく駐北京各国公使と一同に清帝に謁見す

ると柳原に説明したが、副島が第 1等の欽差で、北京に駐在する 2や 3等に属

する公使らとともに清帝に謁見すべからずという柳原よりの反論が来た。その

ため、孫士達は中国が従来使臣の等級を区別することがないと柳原に説明した。 

                                                      
216 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 141 
217 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 141 
218 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 141 
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 4月 20日、孫士達が各国公使と総署と談決した清帝に謁見する儀礼の稿案

を柳原らに示したため、副島らは各国公使と総署と談決した稿案には、公使が

清帝に 5鞠躬すべきことが載せられているのを読み取った。219 

 4月 21日、副島一行は北京に駐在する魯・米・英・蘭・仏・独ら各国公使

に相互に訪問した。孫士達に「公使らに副島を頭班で清帝に謁見することが嫌

う人はいる」と告げられたので、公使らを訪れながら、それを質問したためで

ある。220 

 4月 23日、副島らは英国公使を訪れ、清帝に 5鞠躬すべるのについて問っ

たが、英国公使に以下のように解釈された。 

余始め蓋印せし議案に、此制を定めたる事なし。但我同僚の内に、清国の

文字・言語に通する者は、独りウユート氏有り。此人、恭親王
．．．

と謁帝の礼

節を議せし時、彼強ちて余等をして跪拜を行はしめん事を欲する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に因り、

万国通例三鞠躬なれとも、今更に二鞠躬を加へて、敬礼と為さんと約せし。

由を聞けり、其意は清人所喜の五福の数に従ふとの説なれとも、同僚中に

不服の者、過半なり。然るにウランガリー氏為以く、謁帝を議する以来、

日を為す既に久し、今決せ不れは、恐は成期を失はん。盍そ一時の権宜に

従はさると。是を以て、其議に聴従せしなり。221 

そのため、副島は以下のように反論した。 

一時の権宜に従ふは可也。公等調印約定せし上は、将来の規則と為らん。

此義は余が竊かに取ら不る所也。何則。平交の国に適て、自国の礼制を照

し行を能はされは、是我権利を抂る也。今度公等、非礼に由従して、之を

行ひ、将来清国、此れを以て成例となすとも、其れ他国の使臣、法を執て

従は不るを奈何せんや。222 

すなわち、各国公使と総署と清帝に謁見する儀礼に関して商議する時、恭親王

が公使らに強いて清帝に跪拜させるため、ウユート氏が 5鞠躬を跪拜に換える

と提案したと英国公使は副島に説明したが、副島に「皆平交の国なので、中国

を特別に扱うことは、すなわち他国の権利を損なうことである」と反論された。 

 4月 29日、副島らは総署王大臣らを訪れ、清帝に謁見する期日と頭班で清

                                                      
219 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 142 
220 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 145-147 
221 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 146 
222 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 146 
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帝に謁見することについて王大臣らと談判したが、王大臣に副島の謁見期日に

ついて、「恭親王が日来臥病故に、まだ奏請せす」と回答された故、「貴中堂は

代わりて奏するの権を有せさる乎」と伺ったら、 

職軍機を掌り事、皆余か奏宣に由る。但外務に至ては、恭王之か総裁たり。

就中謁見之儀は、礼典軽きに非らす。本年正月以来、各国公使、本署に会

晤する事、再三再四に及へとも、其議、今尚を半推半就の間に在り。…（中

略）…。惟頃ろ各公使と議決調印せし謁見の奏案を以て、旨を請ひ、将来

の典例と為すへき存意なる。故貴大臣の事は、未た奏請せさる也。223 

と王大臣らに答えられて、以下のように反駁した。 

異なる哉。貴国の外使へ謁見を予ふるに、必す之と議決調印するを為すや。

夫れ一国には一国の礼有り、自ら廃す可らす。彼は彼か礼を以て来り、我

は我か礼を以て接す。何の議する事か之有ん、224 

また、 

…（上略）。万国舟車至る所の各政府に於て、日本外務大臣、頭等欽差を

奉して入清せしを知ら不る者無し。使命の身に在る、其重き如此、而して

今京に至り、既に国書の副本を呈し、謁見の期を伺候するに及て、貴衙、

即ち奏請ひ不るは何そや。夫れ各国駐京公使は、坐ろに皇上の親政するに

値ひ、本国政府の代人たる意を表せんか為め、廷参を請ふ者にして、是を

臨時の私謁と謂ふ。国書を有すると雖とも、亦上任告身の類に属するへけ

れは、我皇上の国書賀儀を致し、専ら慶悃を伸ふる頭等欽使を以て、同伍

謁見す可らす。而るに貴中堂、必ず彼等と議決せし奏案を以て、典例と為

すへき故、本大臣の事は、未た奏請せすと云はるゝは、豈本大臣を駐京公

使の列に置んとする乎。225 

すなわち、王大臣らは副島に「外務に関する件は恭親王のみ清帝に奏請でき、

また外国使節が清帝に謁見する儀礼もまだ談決していないので、まだ清帝に奏

請していない」と説明したが、副島に「外人と外国使節が自国皇帝に謁見する

方を商議して決めるのには必要がない、自国で決めれば宜しい」と反論された。

                                                      
223
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 147 

224
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 147 

225
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 150 
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また、副島は清帝に謁見する期日を速やかに定めようと王大臣に促して、また

自分が頭等欽使で、駐京公使らとともに謁帝することも拒んだ。 

 5月 7日、恭親王の疾は直ったため、照会携わって副島を訪れて副島よりの

照復を求めた。「…（上略）。貴大換約來京，既欲親遞國書，因思貴國與中國

本係同文之國，是否照行中國禮節，即希貴大臣辨具照覆，以便本王大臣併案具

奏，請旨遵行可也。…（下略）」。226 

よって、読んだ後の副島は怒って、 

貴王大臣、今日茲に来る、必す謁見の日期を奏准して、其旨を宣付せらるゝ

事と思ひ待たるに、案外失敬の詞を持ち来て、本大臣を難す。抑本大臣は

我皇上に代りて、貴国皇上を聘問する者なれは、焉んそ昔んして貴王大臣

と同く跪拜せんや。227 

と恭親王に非難した。5月 8日に照復を総署まで送った。 

…(上略)。顧
マ マ

本大臣身本頭等欽差，代君上而來，聲聞四海各國公使，均已

認明，極其推重，故不與于該等使臣覲見之儀。…(中略)…。本大臣以兩君

之好，惠及臣民為重，是為禮之大者。況兩國之聘問
‧‧‧‧‧‧

，在立倫屬朋友
‧‧‧‧‧‧

，而不

屬君臣。本大臣不敢拜跪
‧‧‧‧‧‧‧

，止作三揖
‧‧‧‧

，不忍欺天也
‧‧‧‧‧

。若謂不合中國禮節，不

可接待，非本大臣所知。…(下略)228 

すなわち、副島は自らが各国に認定された頭等欽差で、当然中国の礼節（すな

わち、清帝に跪拜する）に従うのが不可能で、ひとり清帝に三揖しかできない

と返答した。その副島より総署宛の書簡の内容から見れば、副島は中日間の対

等性を固持していたということが窺える。 

5月 9日、総署より照復が送ってきた。 

…（上略）。若如貴大臣所稱止作三揖，是既不合泰西之禮，又不合中國之

禮。本王大臣實未便據以轉奏。查本衙門前此與泰西各國議論禮節，泰西各

國改三鞠躬為五鞠躬，以昭格外誠敬。本王大臣答以未敢禮定，允為聲明，

請所議節略。…（中略）…。現泰西各國之事，擬即具奏，貴大臣面遞國書，

禮節究應何從，茲特再行奉詢，望即照覆，以便與泰西各國之事併案具奏，

                                                      
226
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 161 

227
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 162 

228
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 163 
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否則泰西各國籲請多年，現復辯論數月，勢難再緩，只可先行入奏。所有貴

大臣面遞國書一層，容再從容商辭可也。…（下略）。229 

すなわち、総署は清帝に謁見する時、駐北京各国公使が清帝に五鞠躬すること

をすでに定めていると副島に提起し、もし副島が清帝に跪拜するのも五鞠躬す

るのも拒んだら、副島の謁帝について、またゆっくりと互いに商議しかできな

いと回答した。 

5月 10日、副島らが魯国公使を訪れ、清帝に 5鞠躬することを伺ったため、

同日魯公使は書簡を副島に、「我同僚の思へるには、五鞠躬の故を以て、謁帝

の事を悞るは、其宜き所に非す。且五鞠躬を為すとも、我体面を損すへきに非

されは、已むを得さるの時に至ては、此礼を行はんとす」230と返答した。すな

わち、各国公使らも清帝に 5鞠躬したくないが、やむを得ざる時に同意しかで

きないと魯国公使が副島に回答した。それから、副島は同日総署宛の照復を作

成した。 

查本國與泰而
マ マ

彼此遣接使臣延見，進退均止三揖，是為通例。亦盡在己之敬

而已矣。故本大臣不欲改三為五。…（中略）…。貴王大臣若以兩國同文之

故，責我國使作為同人照行拜跪之禮，則為主者亦將跪而接之耶？茍主客同

一禮，則不難為之也。貴王大臣閱我國書稿，知未
マ マ

大臣是係代君而來，而固

執強詞，不肯據情入奏，方本大臣期速了使事回同
マ マ

，而將欲置之于從容商辨

者，其意或在拒絕耶？本大臣復何言哉。…（下略）。231 

すなわち、副島は照復で総署に非難し、自分が明治天皇の代わりに、頭等欽使

で中国に赴くことを強調して、中国より比肩対等の接待を要求して、清帝に 5

鞠躬しても跪拜してもすべて拒んだ。 

5月 11日、孫士達は副島を訪れ、副島の謁帝について李鴻章に「士達に命

じて、間に在て襄弁せしむる」と指示されたことを副島に伝え、また、「必ず

諸大臣をして、日来往復せし照会の議を廃し、別に一の好結局を為さしめん」

と副島を慰めた。2325月 13日、総署王大臣の文祥らは照会を携えて副島を訪れ、 

…（上略）。我等軍機処大臣の権に仗て、別に具奏を行ひ、各国使臣と同
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 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 163-164 

230
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 165 
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 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 165-166 
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 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 166 
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日覲見すと申せとも、副島大臣は頭等欽差なるを以て、其時刻を易へ、特

別に接見有之たき旨を奏准する事は本大臣等の手中に在り…（下略）。233 

と副島に説明した。すなわち、李鴻章の介入によって総署は一歩を退けて、副

島に清帝に跪拜や 5鞠躬を強いる事を諦め、さらに副島の頭等欽使である身分

で、中国と比肩対等の関係を認め、副島が各国公使と同日に謁帝するが、副島

の謁帝の時刻を変えて清帝より特別に接見できると副島に承諾した。一方、同

日米国公使は副島に訪問し、清帝に謁見する期日を尋ねた。また、英国公使と

蘭国公使も 5月 15日に各別に副島に訪れ、謁帝の期日について探問した。234 

ところで、5月 19日、副島は北京で書簡を当時外務卿の職務を代理してい

る上野景範に送った。 

…（上略）内使を以御申越に相成候。武市正幹帰朝の後、差出候見込書、

篤と勘考致し候処、申出の通り、牛荘の地は樞要にて、商店を開懸候時は、

群疑を免れ、探索の都合、宜しかるへく。正幹義、彼地産物且可売捌の物

品等、実地見込も有之候時は、商人を説得し渡海為致、右商人に混し捜索

致候義可然候時ば、自ら官金を以て商店を開候義は、謀略の義には候得ば

難致、撮用尚御考計被成度候。235 

すなわち、日本は当時すでに武市正幹という人を遣わして、中国を探査した。

武市正幹は帰朝の後、外務省に「牛荘は樞要地であるから、中国の情報を得よ

うため、そこで商店を開くべし」と建言した。 

 5月 20日、総署より照会が送ってきて、5月 23日に総署で副島と謁帝につ

いて商議しようと約束した。同日、孫士達は副島に訪れ、「外国公使の内、副

島に頭班に譲る事を好まさる者有」る、故に「覲見の日、各国公使を頭班と為

し、日本使節を次班と為す」と総署の内評を副島に洩らした。236 

 5月 23日、副島は通訳官鄭永寧を率いて総署に赴き、文祥らと面会した。

本稿のまとめにより、副島は王大臣に謁帝する時に、1,刀剣を佩せず。2、清

帝に 5鞠躬する。3、次班で謁帝すると要求されたが、拒んだ。237 

5月 25日、副島は随員らと商議した後、書簡で総署に謁帝する事を謝断、

即日帰国しようと決めて、翌日書簡を作成して柳原と通訳官の鄭永寧に総署ま
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 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 167 

234
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 167、171-172 
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 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 159 

236
 前掲『大日本外交文書』巻 6頁 172-173 
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で携えさせた。当時、王大臣が誰も出席していないので、5月 27日に副島は

再び柳原と鄭を総署に遣わし、毛昶熙、董恂、孫士達にマカオ・朝鮮及び台湾

のことについて問答した。238特に台湾の件に関して、柳原は、 

…（上略）。一昨年冬、（台湾の生蕃が）我国人民、彼地へ漂泊せしを掠殺

す。故に我政府将に使を出して、其罪を問はんとす。惟蕃域と貴国の府治

と犬牙接壌したり、我大臣以為らく、未た貴国に告すして、此役を興し、

万一貴轄へ聊も波及する事有り、端なく其猜疑を受なは、両国自此和を傷

はんと、此憂慮有り故を以て、予め説明する所也。 

…（上略）。貴国の初より、彼蕃他国の漂民を掠殺せし事、凡そ幾多次有

れとも、貴国曾て之を処分せす。蕃益々暴横なる故、今若し他国に之を征

せらるなは、豈惟蕃地のみならん、即ち府県を置たるも、或は貴国の有と

為ら不るへし。此後殺人の故を以て、此島を外国に占拠せられ、安南の佛

領、広東の瑪港・香港、及ひ魯の得たる黒竜江一帯より、我国北蝦に波及

せし如くなりなは、我南海中に復た一の患害を滋し、諸島の危を致す。是

を以ての故に、我政府、直ちに往て之を征せんと謀る然れとも、我大臣は、

両国の好誼を保重せんか為めに、姑く衆諍を制し、此奉使の便に因て、貴

政府に明告し、其猜疑を避け、然して復化外の地を理すれは、全く貴国に

干渉せす。…（下略）239 

と毛・董に告げた。すなわち、柳原は予め「中国が今まで幾多の発生された生

蕃が漂民を掠殺する事を全く処理していないため、もし漂民が生蕃に殺害され

たという口実で台湾が第 3国に占拠されれば、日本の領土が危険である」とい

うことを理由で「日本が台湾の生蕃を征する」と毛昶熙、董恂に告げた。 

 5月 29日、文祥らは副島に訪問し、「総署は副島の頭等を認め、すでに各国

公使に照会を発し、副島が頭班で謁帝して、公使らの謁帝が副島の後であると

公使らに通告した」と告げた。すなわち、柳原が示した台湾を攻めることを副

島が清帝に謁見できないため、怒ってわざと中国に困らせる行為のみであると

総署は考えて、副島に清帝に謁見させれば無事に終わるはずであると。240 

6月 1日、王大臣の董恂らは謁帝の儀式を掲載している約書を作成して、約
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書にサインしようと副島に要求したが、拒まれた。241それについて、副島は 6

月 2日に孫士達に以下のように解釈した。 

総署、余に儀註に畫押せよと言ふ。彼れ、本大臣を此等の接待を得て、満

意する者と謂もの乎。貴国、接使之礼に通せす。自ら国権を墜して、各国

公使と儀を争ふ事半年。而して約書を成して調印す。本大臣、独之を為さ

す。貴国に自ら万国相遵ふの礼を制して、外使を接せよと、前月以来諄々

説解すれとも不聴、延て今日に至て、尚を此義を開悟せす。自家尊大の礼

を強ひて外使に行はしめんと欲するより、惟外人の遵は不らん事、是を懼

れて然るなり。此儀は本大臣全く意に適せす。但し貴政府の拘泥無断、未

た万国公法を採用して、天下の人と交接する能はさるを恕るし、已むを得

て已む者也。何そ畫押するを為ん。且礼は主人の定むるに在り、若し外客
．．．．

の畫押を以てせ不れは
．．．．．．．．．．

、定行する能はすと請ものならは
．．．．．．．．．．．．．．

、自ら主権を失う
．．．．．．．

也
．
。本大臣、貴国の為めに、之を惜して畫押するを欲せす。貴道、余か此

意を総署に伝へよ。242 

すなわち、副島は孫士達に「中国政府が外国公使らと清帝に謁見する儀式を商

議し定め、また公使らの畫押を請うことは、中国の国権を墜することであるた

め、約書に畫押することを拒んだ」と総署に伝えさせた。以上、副島と総署と

清帝への謁見に関する交渉過程から見れば、副島は強烈な中国と対等すべき意

志を持っているということが窺える。 

6月 4日、副島は照会を総署に送って、駐北京魯国公使倭を中日間の交渉に

代弁させる。また井田譲を駐中国の日本総領事・品川忠道を駐上海領事・林道

三を駐香港副領事ということを中国に通告した。243 

6月 5日、副島は頭班・三揖で清帝に謁見した。6月７日、副島は各国駐中

国公使と互いに訪れて告別した。6月 8日、総署より副島宛、魯国公使に中日

交渉を代理させ、また日本領事の赴任を了承した照復が送ってきて、王大臣の

寶鑒らも清帝の復書を副島に渡した。244 

副島は 6月 10日に北京を離れ、6月 12日に天津に到着してから李鴻章と天

津海関道陳欽らを互いに訪問して、6月 15日に米国郵船「四川号」に搭乗し

て天津より出航した。6月 17日に煙台で軍艦竜驤・筑波に乗り換えて 6月 20
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日に長崎に到着した。6月 25日に長崎より出航、閏 6月 3日に横浜に到着し

て、翌日帰朝復命した。245 

③. 条規約首に日本側の国璽に換える交渉 

中国全権の李鴻章と日本全権の副島種臣が 1873年 4月 4日（同治 13年・明

治 6年）に交換した日清修好条規の約首には、元々中国側の国璽・及び日本側

の太政官印をともに押していたが、4月 9日に総署は李鴻章に、 

…(上略)。現在送到互換日本條規，本處詳加檢閱，篇首僅有太政官印字樣，

並無日本國主之印。未識伊國太政官印是否即係國主印信?如非伊國主印信，

是中國以請用御寶之件，伊國僅以太政官印件答覆，實未妥協。應如何補救

之處，務希飛速復知，是為至要。…(下略)246 

という書簡を送った。すなわち、中国側が清帝の国璽を条規約首に押している

のに対して、日本側が太政官の印章のみ条規約首に押しているのが不都合であ

ると総署は考えて、李鴻章にどう埋め合わせるかと伺った。 

 そのため、6月 12日に副島が天津に到着したら、天津海関道陳欽は通訳官

の鄭永寧と条規約首に日本側の国璽を変えようと弁論した。李鴻章より総署宛

の報告で、当時、 

…（上略）。鄭謂：該國向與西洋各邦換約，均鈐用太政官印為凴，此次係

照章辦理，委無欺飾。陳道謂：嗣見該國書副本聲明，鈐用國璽；又上海道

抄送總領事井田讓等敕書，亦用國璽。足見該國遇事輕重顛倒。鄭永寧慙謝

云：既不以太政官印為然，亦不妨妥商改用。惟約已換就，無因換印而再換

約之理。鴻章謂此與約事無碍，不過要正體制，属令該使等回國後，可將條

約兩本內上諭二紙，照繕改用國璽寄還抽換，亦是權宜辦法。據陳道稟復，

該使願允照辦，惟求勿予照會駮斥，以全體面，而免翻復。…（下略）247 

すなわち、鄭永寧は「日本は西洋と条約を結ぶにも、すべて太政官の印章を押

している」と陳欽に告げたが、陳欽に「日本国書の写しには日本国璽を、また
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日本国総領事井田譲の勅書にも国璽を使っている」と反論されたので、改めて

日本国璽の押している約首を中国に送ると承諾した。 

閏 6月 25日、鄭永寧は陳欽へ日本の国璽を押している約首を送って、7月

18日に江南海関道蘇松太道沈秉成に通して、李鴻章の手に届いた。 

以上 1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・明治 6年）に

かけて、日清修好条規をめぐる中日間の交渉である。 
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まとめ 

 本章は 1871年から 1873年（同治 9年－明治 3年・同治 12年－明治 6年）

にかけて、中日間の交渉過程を検討してきた。 

 まずこの期間における日本の方を検討する。1871年（同治 10年・明治 4年）

に伊達宗城の中国出張過程と 1873年（同治 12年・明治 5年）に副島のを検討

すれば、伊達と副島はできるだけ西洋と同じような地位や権利を中国からもら

おうと努力していたと窺える。それは津田草案で明白に中日両国が平等的国家

関係で、中国を清国に称すると記すことと、伊達らが李鴻章らと日清修好条規

の内容について交渉する時、できるだけ中国から最恵国待遇と内地通商権を要

求していたことから窺える。一方、副島は近代国際法によって、自らの頭等欽

使である地位を終始固持して、清帝に跪拜や 5鞠躬、また列強駐中国公使とと

もに清帝に謁見させられたのを拒んだこともその証であると思われている。し

かし、伊達らの要求した中国から最恵国待遇と内地通商権の付与という挙動か

ら見ると、日本が中国における西洋と同じような地位や権利を求めることを、

中国にの侵略と結んでいたとも窺える。 

 また、伊達らは李鴻章らと日清修好条規の内容を商議する時、条規の約首で

明治天皇の号を掲載することを求めていた。一方、清帝にの謁見問題をきっか

け、副島は再三自国の国権を維持すべしと中国側に告げたことも看過できない。

それらによって、明治政府の官員には当時すでに強く国権を維持すべき考え方

を持っているということが察知できる。 

 それに対して、日本が 1871年（同治 10年・明治 4年）に用意した津田草案、

すなわち「中国に対する不平等条約の集大成」の内容、また 1872年（同治 11

年・明治 5年）に日本における中国の領事裁判権を撤廃する試み、及びまだ中

国と日清修好条規を交換していない内に、すでに品川忠道の公に認めることを

中国よりもらおうという日本の挙動から見ると、日本には確かに中国に国権を

伸張する意図もあったと推知できる。 

一方、副島の中国出張の前、太政官が 2月 11日に宮古島島民遭難事件の処

理について副島に指示した内容から見ると、当時日本ですでに台湾を攻めよう

という声が掲げられていたが、明治政府首脳部はまだ中国との平和関係を破る

つもりはないと言える。しかし、樺山資紀らが副島の遣中国使節団に加わって、

中国の軍営を探察したことによって、当時日本はすでに中国を攻める用意をし

ていると言えるであろう。 



 

93 
 

続いて中国の方を検討する。李鴻章らは 1871年（同治 10年・明治 4年）に

伊達らと日清修好条規の内容を商議する時、日本側が用意した津田草案を拒否

して、中国側のより平等的草案を採用しようと主張した。また伊達らより求め

た中国での内地通商権と最恵国待遇の付与も拒んだ。さらに 1872年（同治 11

年・明治 5年）に日本より提出した条約改正の要求と品川忠道の公に認めるこ

とに対して、日本と日清修好条規を交換してからはじめてできると持論した。

一方、総署が 1873年（同治 12年・明治 6 年）に日清修好条規の約首に押して

いた太政官印章を日本の国璽に換えようも要求した。以上の事柄はすべて中国

の国権を維持する意図より起こったことであると考えられている。 

さらに、陳欽は中国側の条約草案を設定する時、「締約両国は互いに相手国

の領土を侵害しない」という条文を挿入している。それは日本を牽制する視野

より設定したものであることも看過できない。そのため、中国には日清修好条

規の締結を通して、日本を牽制する意図もあったと窺える。 

また、総署は 1873年（同治 12年・明治 6 年）に列強と日本に強いて清帝を

跪拜や 5鞠躬させることによって、当時まだ強い「天朝思想」を持っていると

いうことも察知できる。副島が頭班・3揖で清帝に謁見できるのは、総署がそ

うすれば日本の台湾征伐を取り消せると誤判したためである。しかし、中国固

有の「華夷思想」という視点から考えれば、総署が強いて各国公使を清帝に跪

拜や 5鞠躬させることは、中国の国権を維持する意図からの行為ではないかと

思われている。 

さらに、列強は中日関係に与えた影響を検討する。駐中国米国公使が駐日本

米国公使を通して、1870年（同治 9年・明治 3年）末に日本に与えた同治帝

の親政まで中国との締約を延ばした方がいいというアドバイスから見ると、明

らかに彼は中日間の締約に反対していなかったと窺える。しかし、1871年（同

治 10年・明治 4年）に「中日間は攻守同盟条約を締結する」という誤ったメ

ッセージが漏らされたら、米国側もすぐに中日間の締約に疑惑を抱いて、日清

修好条規には確かに中日間の攻守同盟条文を載せていないかと日本に質問し

た。それを検討すれば、米国が中日間の締約に対する立場は、中日間の連携を

成立させたくないのみで、中日間の締約に反対していなかったと思われている。

すわなち、日本が西洋を真似って、中国と中国に対する不平等条約を締結する

ことに、米国は反対していなかったと考えられている。 

また、米国のみではなく、1871年（同治 10年・明治 4年）と 1872年（同

治 11年・明治 5年）の史料を考察すると、仏国・独国・プロシアは中日関係

に影響を出していたことも窺える。特に駐日仏国は反応が激烈で、中日両国が
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どんな条約を締結したか、その知ることを待つことまでも言い出した。また、

日本が 1872年（同治 11年・明治 5年）に日清修好条規を公表したら、仏国・

独国・プロシアの 3国駐日公使は、共に日本に日清修好条規における第 2条と

第 15条の決まりは不適当であると告げて、干渉を出した。 

一方、1873 年（同治 12 年・明治 6 年）に副島の中国出張過程から見ると、

副島ができるだけ列強と友好的関係を保とうとしていたことも窺える。それは

副島が上海で魯国親王との親密な付き合い、また副島が駐中国魯国公使に中日

間の交渉を代弁させたことから察知できる。また副島が北京で総署と清帝にの

謁見を交渉していた時、列強駐中国公使らと互いに親密的連絡を取ったり、情

報を交換したりしていた。しかし、それにしても列強公使は明らかに総署に副

島を頭班で清帝に謁見させたくないと告げたことも看過できない。日本は当時

できるだけ列強と親しい関係を保っていても、列強から平等的取り扱われるこ

とをもらえなかった。 
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第 4章 3つの視点より日清修好条規の検討 

第 1節 日本の対中国政策 

 台湾人研究者らは、よく中日両国が日清修好条規を締結することを「日本が

中国に対する侵略のはじめである」と見なしている。例えば張富強は、 

日本政府從籌議訂約之日起，就不曾有過發展中日睦鄰友好
．．．．．．．．．．．．

、促進中日兩國

經濟和文化交流的真誠願望
．．．．．

。相反，它只是把尋求與中國訂約作為向亞洲鄰

國推行擴張主義的一塊投路石。248 

と提出している。また林子候も以下のように考えている。 

…(上略)。維新初期的日本，國力尚未充實，故只能採取一面明示修好
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，一
‧

面陰謀侵略的二重政策
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，令那些孤陋寡聞的中國外交當局，陷於日本甘言蜜

語，誤信日本是一心一意和中國做朋友，因而響應倡議立約，通商修好，準

備聯為盟邦，幻想共禦外侮。249 

それに対して、呉文星は、日本側が 1870年（同治 9年・明治 3年）に中国

側に渡した「柳原草案」の内容を 1871年に提出された「津田草案」のと比べ

て、明治政府が 1870年まで「中日提携」という外交方針を取っていたが、1871

年（同治 10年・明治 4年）より「中国を侵略」へと転換したと考えている。

そのため、呉は以下のように論じている。 

至於中國方面，雖然在交涉過程中大致都能一本既定的原則與日使談判，順

利的摒除最惠國待遇、內地通商等損害利權的規定，並把防範牽制日本的構

想訂入條約中，表面上看是一成功的交涉。惟實際上並不盡然，未訂約之前，

中國在日本的心目中仍儼然是「上國」地位，未料及如此輕易地與日本訂立

平等條約，日本因而與中國立於平等的地位。而隨著日本外交路線的轉變，

日本非但不珍惜這份友誼，相互提攜，反而心存輕視，利用條約以合法掩飾

                                                      
248
 前掲「「中日修好條規」與日本的領土擴張主義」、頁 152 

249
 前掲「試論同治年間中日訂約經緯」、頁 39 
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非法，對中國領土及屬邦逞其野心
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

，得寸進尺
‧‧‧‧

。
250
 

以上の検討によって、台湾人研究者らはともに日本が少なくとも 1870年（同

治 9年・明治 3年）や 1871年（同治 10年・明治 4年）より、中国を侵略する

意図を持っていると考えているということが推知できる。 

また、上述の引用文をまとめると、日本の対中国政策のほか、林子候と呉文

星もともに日本に対する当時中国の姿勢を提出している。林は当時中国の対日

本政策が日本を中国の友として設定していたと考えていると窺える。それに対

して、呉は当時中国が、1、国権を維持・保護する。2、日本を牽制する。とい

う立場より対日政策を作っていたと考えていると窺える。しかし、ここでまず

日本の対中国政策を明らかにしたいため、中国の対日本政策について、次節で

検討する。 

ところで、日本が 1871年（同治 10年・明治 4年）より、対中国の外交路線

を「中日提携」より「中国を侵略」へと転換したという呉文星の論説に対して、

日本人研究者の藤村道生は以下の通りに提出した。 

日清修好条規が不評になった理由は、それゆえ、柳原草案から津田草案へ

の転換に典型的みられる日本外交の路線変更にあったというべきである。

それは政治史のうえにおける廃藩置県の成功によってもたらされた国家

体制の変革や、外国交渉の増加による国際関係についての認識の深化と指

導層の変化、とくに、外政担当者が、澤宣嘉、伊達宗城、柳原前光、丸山

作楽などから、副島種臣、寺島宗則、津田真道などに漸次交代していった

こと、等々にその原因があった。いいかえれば、柳原は条約は「西洋普通

の公法」によらねばならぬことを理解しても、外交思想はいぜんとして名

分論に基礎をおく外交原理にたっていた。そこにおける転換は前近代アジ

アの特徴的な外交理論、小中華主義からの脱却を意味したのであり、それ

にかわる新たな原理－小西欧主義－の採用（津田案はその表現であった）

の結果生じたものであった。 

要するに、明治 3－4年における日中外交は、基本的に近代的国際法の原

理にたち、英翰らの名分論的外交論を排して、国権主義的な外交を展開し

た洋務派官僚と、まだ、それを消化しきれず、小西欧主義的外交論への転

換を完了していなかった代表団との闘争であり、その結果としての前者の

                                                      
250 前掲「中日修好条約初探」、頁 20 
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勝利だったのである。そして
．．．

、津田案の起草
．．．．．．

・提出と
．．．

、日清修好条規確定
．．．．．．．．

案の改定
．．．．

、批准拒否論とは
．．．．．．．

、日本の対アジア政策が
．．．．．．．．．．

、早くも名分論的なも
．．．．．．．．．

のから近代国際原理にたつそれに転換しつつあったことを示しているの
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である
．．．

。251 

すなわち、藤村も日本の対中国政策が 1871年（同治 10年・明治 4年）より大

きく転換したと考えている。しかし、呉文星のと相違って、藤村は日本の対中

国政策が「名分論」（すなわち「華夷秩序」による外交路線）より近代国際法

原理に基づく外交路線に移したと考えている。252 

上述張富強・林子候・呉文星・藤村道生の研究者らが提出した学説をまとめ

れば、次のような共通点が含まれているということが察知できる。1、張富強

と林子候は、日本が始めてからから中国を侵略する意図を持つと考えている。

2、呉文星と藤村道生は、日本の対中国政策が 1871年より大きく転換したと考

えている。 

しかし、もし日本が中国を侵略する意図を持つことを基準で、日本の対中国政

策がいつかに転換されたかというのを検討すれば、日本の対中国政策が大きく

転換した時期は 1870年（同治 9年・明治 3年）のことであると思われている。 

 すでに検討した通り、1862年から 1869年（同治元年・文久 2年－同治 8年・

明治 2年）にかけて、中国と通交したい日本の理由は、1、日朝国交中断問題

の解決。2、中国と通商。3、中国と在日中国人の取り締まり方を定める。4、

一回しか提起しないが、1868年閏 4月（同治 7年、明治元年）に当時長崎総

督に任じている澤宣嘉は、確かに明治天皇が中国と善隣の好みを修したいとい

う望みを上海道台に知らせた。ということである。 

 しかし、1870年 5月 24日（同治 9年・明治 3年）に、外務省は太政官に中

国を経略する遠図を抱くべしと建言した。8月に柳原前光は上海にいる時、中

国全国の地図を求めた。 

 1872年 4月 13日（同治 11年・明治 5年）に柳原が「宮古島島民遭難事件」

を外務省に報じたため、1873年 2月 11日（同治 12年・明治 6年）に外務卿

副島種臣は明治天皇より「中国へ赴いてそれを伸理しよう」253という勅語を承

                                                      
251 前掲「明治初年におけるアジア政策の修正と中国－日清修好条規草案の検討－」、頁 25 
252 前引用した藤村の学説から見ると、1871 年（同治 10 年・明治 4 年）に転換した日本の対

中国政策には、中国を侵略する意図が含まれているかという藤村の見方を推測しかたいと思わ

れている。しかし、藤村は同稿、頁 11、17で「柳原草案」と「津田草案」を検討する時、明

白に 1870年（同治 9年・明治 3年）の「柳原草案」と 1871年（同治 10 年・明治 4年）の「津

田草案」がともに中国に対する不平等条約であると述べている。 
253
 前掲『百官履歴』上巻 頁 53-54 
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って、中国へ出張した。 

 中国を視察・探測する軍人樺山資紀らも副島が率いる中国使節団に加わって、

2月 13日に鳳凰山にある中国兵営を探測した。また副島より代理外務卿上野

景範宛の書簡にも、「武市正幹が中国を探査して帰朝した後、中国の情報を得

るため、中国の牛荘で開店すべしと外務省に建言した」ということが載せられ

ている。 

 以上のまとめから見ると、日本は中国を侵略する意図を持っていたというこ

とが窺える。しかも、その侵略の意図は 1870年（同治 9年・明治 3年）から

のことであると推知できる。しかし、副島の中国出張の前、太政官が 2月 11

日に宮古島島民遭難事件の処理について副島に指示した内容から見ると、当時

日本ですでに台湾を攻めようと声が掲げられていたが、明治政府首脳部は本気

に中国との平和関係を破ろうかについて、まだ迷っていたということも察知で

きる。ただし、樺山資紀らが副島の遣中国使節団に加わって、中国の軍営を探

察したことによって、当時日本はすでに中国を攻める用意をしていると言える

であろう。 

 しかし、1870年に持っていた日本の軍事力も考慮に入れば、日本が当時中

国に侵略する意図を表れるかと疑われている。しかも、日本人研究者の信夫清

三郎の著書、『日本外交史』1853-1972Ⅰによって、日本の大陸政策（すなわち、

中国と朝鮮にの侵略）が形成された時期は、1877 年（光緒 3 年・明治 10 年）

以降のことであった。254しかし、その前日本がすでに朝鮮や中国に侵略の行動

を取っていたのは周知のことである。例えば、1874年（同治 13年・明治 7年）

に行われた「台湾事件」（中国語で「牡丹社事件」と呼ばれる）は、その例証

の一つである。 

 そのため、日本人研究者の井上清は、著書の『日本帝国主義の形成』で日本

が大陸政策を形成した時期を豊臣秀吉の朝鮮征伐までさかのぼった。江戸時代

の鎖国体制を除いて、日本が明治時代も豊臣の大陸政策を続けていたと提出し

ている。彼は更に幕末における橋本左内・吉田松陰・佐久間象山らの学者が提

出した「帝国主義論説」を紹介して、幕末から日本にはすでに大陸政策を執行

する意図があったと提出している。255また更に幕末に活躍していた吉田松陰と

明治政府の主導者ら、（すなわち、木戸孝允と伊藤博文）との関係を指摘して、

吉田が 1855年（咸豊 5年・安政 2年）に作成した手紙の内容と木戸が 1868年

（同治 7年・明治元年）に書いた日記での内容を共に提出、木戸が吉田の大陸

                                                      
254 前掲『日本外交史』1853-1972 Ⅰ頁 100-121 
255 井上清著、宿久高等訳『日本帝國主義的形成』（華世出版社、1986）頁 1-2 
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政策思想を継承した。明治政府が発足してから、政府主導者には確かに大陸政

策を成し遂げる意図を持つ政治家がいたと説いている。256 

 明治政府の主導者の一人である木戸が日本の軍事力をよそにして戦争を急

ぐことは、信夫清三郎の『日本外交史』1853-1972Ⅰでも検証できる。1869年

1月（同治 8年・明治 2年）、日本は対馬藩主を通して、日本国の統治権がす

でに天皇に手に戻して、天皇の意によって朝鮮と善隣の好を修したいと書いて

ある国書を朝鮮に渡したが、朝鮮に国書の受け取りを拒まれた。257そのため、

木戸は同年明治政府が実施した新政に対する士人の不満をそらすために征韓

論を提出したと、信夫は論述した。258 

以上の検討によって、日本にはすでに幕末から大陸政策を提唱していた学者

と政治家が確かにいたということは明らかになった。しかもその大陸に対する

侵略の論調は、決して現実の状況（すなわち、日本の軍事力）と関係がなかっ

たということも窺える。 

 次ぎに、日本は中国に国権を伸張する意図もあると思われている。1870年

（同治 9年・明治 3年）に日本は中国と条約をまだ締結していないうちに、す

でに急いで品川忠道を上海に置いて、品川に在中国日本人を取り締まらせた。

1872年（同治 11年・明治 5年）にまだ中国と日清修好条規を交換していない

が、急いで中国に品川忠道の公に認めさせようとした。同年日本における中国

の領事裁判権を撤廃することも試した。それらは日本が中国に国権を伸張する

意図の証であると思われている。 

さらに、中国に中日両国が対等的国家関係を認めさせる意図も含めていたと

思われている。「柳原草案」には相手国に駐在する公使が当地の内閣大学士尚

書と各省督撫と地位平等・領事が当地道台と地位平等と規定している。1871

年（同治 10年・明治 4年）に提出された津田草案にも明白に中日両国が対等

的国家関係で、中国を清国に称すると明記している。同年、伊達宗城らは中国

側と締約交渉をしている時も、固く「中国」を「清国」に改めようと持論して

いた。1873年（同治 12年・明治 6年）に副島は北京で総署と清帝にの謁見に

ついて交渉する時も、自らは頭等欽使であることを持論して、清帝に跪拝や五

鞠躬することを拒んだ。それらは中国に中日両国が対等的国家関係を認めさせ

る挙動であると思われている。 

そのほか、当時に日本官員には、すでに強く国権を維持すべき意識があるこ

                                                      
256

 前掲『日本帝國主義的形成』ページ 2-3、7-8 
257
 前掲『日本外交史』1853-1972 Ⅰ頁 77 

258
 前掲『日本外交史』1853-1972 Ⅰ頁 80 
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とも看過できないと思われている。1871年（同治 10年・明治 4年）に伊達ら

は李鴻章と日清修好条規の内容を商議する時、条規約首に明治天皇の号を掲載

することを中国に強く求めた。また 1873年（同治 12年・明治 6 年）に副島が

清帝に跪拝や五鞠躬することを拒んだことも、自国の国権を維持する挙動であ

ると思われている。 

最後、列強と同じような権益を中国からもらおうという打算もあったと考え

られている。1870年（同治 9年・明治 3年）の柳原草案と 1871年（同治 10

年・明治 4年）の津田草案は、共に中国と列強と締結した条約をモデルで起草

したものである。中国で持っていた列強の権益はすべて柳原草案と津田草案に

含まれている。そのため、日本にも列強と同じような権益を中国からもらおう

という打算があったと思われている。 

以上、1870年から 1873年（同治 9年－明治 3年・同治 12年－明治 6年）

にかけて、日清修好条規をめぐる日本側の言動を検討することによって、日本

の対中国政策は、1、中国を侵略する。2、日本の国権を伸張する。3、中国に

中日両国が対等的国家関係を認めさせる。4、日本の国権を維持・保護する。5、

列強と同じような権益を中国からもらおう。という 5点がまとめられると考え

られている。 

第 2節 中国の対日本政策 

 前節ですでにまとめられたように、1870年から 1873年（同治 9年・明治 3

年－同治 12年・明治 6年）にかけて、中日関係に対して、林子候は、当時中

国の対日本政策が日本を中国の仲間と設定していたと考えている。それに対し

て、呉文星は当時中国が、1、国権を維持・保護する。2、日本を牽制する。と

いう立場より、対日本政策を作っていたと考えている。 

一方、谷瀬茂樹は焦点を 1871年（同治 10年・明治 4年）に作成された中国

側の条約草案に絞って、当時中国の対日本政策を以下のように提出している。 

…（上略）。これらの背後には、日本を欧米諸国と連帯させてはならな
．．．．．．．．．．．．．．．．．

いこと
．．．

と、日清間貿易を公認することで関税収入をえようとする、極めて

現実的な対日関係方針があった。 

…（上略）。すなわち、日本に対し可能な限り朝貢体制的な立場を隠し

つつ、実質的には清朝の権威と朝貢国への宗主権を維持しよう
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とする意志



 

101 
 

が見られたのである。 

…（上略）、清朝もまた日本を欧米諸国の「外府」としてはならな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

いと

いう理由から、一八七一年の交渉で日本と条約を結ぶ必要に駆けられてい

たのである。259 

以上の引用文をまとめると、谷瀬も中国の対日本政策に、1、日本を牽制する。

2、中国の国権（すなわち、谷瀬の言う「清朝の権威と朝貢国への宗主権」）を

保護・維持する。ということが含まれていると考えていると推知できる。 

林子候は当時中国が日本を仲間と見なしたのに対して、呉文星と谷瀬茂樹はと

もに中国の対日本政策に中国の国権を保護・維持する意図が含まれていると考

えている。しかし、日本を牽制する意図が含まれても、中国の国権を保護・維

持しても、それらの挙動が日本を中国の仲間と見なしたとは言えないと思われ

ている故、以下日清修好条規をめぐる中国側の言動を取り上げて、1870年か

ら 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12 年・明治 6年）にかけて、中国の対

日本政策を明らかにしたい。 

1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・明治 6年）にかけ

て、中国の対日本政策には、確かに中国の国権を保護・維持する意志が含まれ

ていると思われている。 

1870年（同治 9年・明治 3年）に日本の提出した中日間の友好条約を締結

する要求に対して、総署はできるだけそれを避けようとしていた。それはアヘ

ン戦争以来、中国と諸外国と締結した条約が、中国に対してすべて不平等条約

のみでなく、「南京条約」から「天津条約」にかけて、そのような不平等性が

さらに拡大されつつあったという傾向も見える。そのため、総署ができるだけ

外国と条約を締結しないようにしていたことを、その視点より理解すれば、総

署が日本との締約をできるだけ避けようとした行為は、まさに中国の国権を保

護・維持することではないかと思われいている。 

また、伊達らと日清修好条規の内容に関する交渉に入ると、中国側は中日間

の交渉を主導して、中国に対する不平等である津田草案を排除して、条規の内

容を中国側の望むように進めた。それも中国国権の保護・維持する挙動である

と思われている。 

1872年（同治 11年・明治 5年）、李鴻章が日本より提出した条約改正の要

求を認めたが、それは中国商人が日本で従事する貿易活動に関する税則、及び

                                                      
259

 前掲「日清修好条規の清朝側草案よりみた対日政策」231 号、頁 59-60 
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日本の面子のために、日本人が中国で刀剣を配すべからざる規定の削除のみで

ある。すなわち、中国に影響がない条文の修正と削除が認められたのみである。

また、李鴻章も日本と条約を交換した後さえ、続款の形で日清修好条規を修正

や削除できると日本に提示した。一方、柳原より提出した上海にいる品川忠道

を公に認める要求に対して、南洋通商大臣何璟も明らかに柳原に日本と条約を

交換した後さえ認められると告げた。 

ところで、中国は日清修好条規の締結によって、「天朝」概念を維持したか

ったのを意図していたのも窺える。1871年（同治 10年・明治 4年）、中日間

が日清修好条規の条文を商議する時、日本側は条規約首に中日両国君主の号を

明記しようと要求したが、中国側に拒まれた。それについて、中国締約幇弁の

陳欽は「日本側が条規約首に自国君主の号を天皇と記していることと、条文で

中国を清国に称することを要求したが、気に入らない」と総署に報告した。ま

た、李鴻章も清廷に「日本は必ず条規約首には我皇帝と日本天皇と共に掲載し

て、章程には必ず両国の国号を清国と日本に記することを要求していた。しか

し、中国の条約に彼国君主の尊号を入れることは、彼らの誇りであるため、採

用しない」と報告した。260それらのことによって、中国は確かに日本との条約

で天朝概念を維持することを意図したことが窺える。しかし、天朝概念の維持

と保護は、当時中国官員の思想から見ると、それも中国国権の保護と維持の表

現であると思われている。 

一方、日本と日清修好条規を締結した中国の理由には、日本を牽制する意図

もあると思われている。李鴻章は 1870年（同治 9年・明治 3年）に明確に日

本を牽制する視点によって、日本と締約すべしと総署に建言した。また、陳欽

は中国側の条約草案を起草する時も「締約国は互いに相手国の領土を侵害しな

い」という条文を挿入した。それらは、中国には確かに日本を牽制する意図が

ある証であると思われている。 

 以上、1870年から 1873年（同治 9年－明治 3年・同治 12年－明治 6年）

にかけて、日清修好条規をめぐる中国側の言動を取り上げて、日本に対する中

国の政策を以下のようにまとめられる。1、中国の国権を維持・保護する。2、

日本を牽制する。 

                                                      
260
 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-002陳欽より総署宛「詳述與日本使臣

辦理條約粗有定議各情由」。前掲『籌辦夷務始末』巻 82、頁 7537-7539 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?2:18926451:19:::1@@1704212548
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第 3節 列強が中日関係に与える影響 

列強が 1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・明治 6年）

にかけて、中日関係に対する影響について、李啓彰は以下のように提出してい

る。 

有關日本的對清政策：第一，對清外交的開展與對歐美的關係。基於對歐美

各國的警戒態度，日本捨棄透過巴夏禮中介，直接展開對清交涉。若將時間

往後推移，隔年 1871(明治 4)年，日本因為即將與歐美各國進行條約改正交

涉，遂模仿清朝於 1861(咸豐 11)年與普魯士所簽定的條約，擬定對清條約

草案；其後簽訂的《修好條規》第二條被各國認為有日清同盟之嫌，日本遂

不得不另行遣使赴清進行修約交涉。凡此種種皆可說明，明治初期日本對清

關係的展開，受到對歐美外交的影響極大。而這正也是這一時期日本對清外

教推動上的特徵之一。261 

すなわち、李は列強が中日関係、特に日本の対中国政策に大きい影響を持って

いたと考えている。列強の動向、あるいは日本と列強との関係によって、日本

が対中国政策を修正したと李が考えていることは窺える。 

 1870年から 1873年（同治 9年－明治 3年・同治 12年－明治 6年）にかけ

て列強が中日関係に多大の影響を出した李の論説には、筆者も同感である。そ

れは伊達宗城が 1871年（同治 10年・明治 4年）に李鴻章と日清修好条規を締

結した後、伊達と外務卿岩倉具視と往復した書簡より窺える。特に岩倉は再三

日清修好条規第 2条の条文が日本と列強との関係を影響する恐れがあると強

調した。 

そのほか、日清修好条規をめぐる交渉過程を検討すれば、日本ができるだけ

列強と親密な関係を保っていたことも察知できる。1870年から 1873年（同治

9年－明治 3年・同治 12年－明治 6年）にかけて、中日間の交渉過程を検討

すれば、日本が中国に使節を派遣する前、必ず列強にそれを告げることが窺え

る。しかも使節は中国に着いたらも必ず当地の駐中国公使や領事を訪れる。

1873年（同治 12年・明治 6年）に副島が北京で総署と清帝に謁見する儀礼に

ついて争っている時、列強公使らと互いに清帝に謁見することについて情報を

交換したことも記録されている。副島は帰国する前、さらに駐北京魯国公使を

                                                      
261
 前掲「近代中日關係的起點─1870 年中日締約交涉的檢討」72 期 頁 95 
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中日間の交渉を代弁させた。これらはその時期の日本が列強と密接的関係を持

っている事例である。 

それのみでなく、列強もある程度日本に助力していたことも窺える。柳原前

光は 1870年（同治 9年・明治 3年）に中国と中日間の締約を交渉している時、

上海で英国とプロシアの領事からいろいろな協力をもらった。さらに、柳原が

天津で署三口通商大臣成林と交渉している時、駐天津米国領事も柳原のために

成林を訪れたことがあった。それらは列強がある程度日本に助力していた証で

あると察知できる。 

 列強が中日間の締約を警戒的態度を表したのは、1871年（同治 10年・明治

4年）5月に新聞には中日両国が攻守同盟条約を締結する記事が出た後のこと

である。その記事が出る前、駐中国米国公使は書簡さえも日本外務省に出し、

日本の国権を維持するため、同治帝の親政まで中国との締約を延ばしたほうが

良いと勧告した。しかし、中日両国が攻守同盟条約を締結する記事が出た後、

米国もすぐに変えて、日本に何回もそれを質問して、明らかに日本に不信な態

度を示した。 

 しかし、米国はあくまでも日本に質問したのみの程度で、中日関係に直接干

渉を出していなかった。日清修好条規をめぐる中日間の交渉過程から見れば、

仏国公使は特に激烈的態度を取って、締結された日清修好条規の拝見を待つこ

とまでも言い出した。それのみでなく、日本が 1872年（同治 11年・明治 5年）

に日清修好条規を公表したら、仏国・プロシア・独国の 3国公使は共に日本に

日清修好条規第 2条と第 15条の条文が不適当であると告げて、直接に干渉を

出した。 

 一方、英国の方も検討に値することであると思われている。日本が 1870年

（同治 9年・明治 3年）に初めて使節を中国に派遣する時、駐日英国公使ハー

クスは強い不信を日本に表した。しかし、柳原は中国と締約交渉をするため上

海に滞在する時、かえって駐上海の英国領事よりいろいろな助力をもらった。

また、1871年（同治 10年・明治 4年）に中日両国が攻守同盟条約を締結する

記事が出たら、米国・仏国などの国家は日本に質問したり非難したりしたが、

英国はかえって何も挙動を取らなかった。それのみでなく、日本が 1872年（同

治 11年・明治 5年）に日清修好条規を公表したら、英国も同じく行動を取ら

なかった。 

以上、日清修好条規の締結をめぐる列強が中日関係に与えた影響を検討して

きた。以上の検討によって、列強が確かに中日関係に影響力を持っていたと窺

える。しかも、以上の検討から、米国・仏国・独国・プロシアには日清修好条
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規の締結に対して、疑念を表したり干渉を出したりしたことがあったのも察知

できる。また、日本が確かに列強のため、日清修好条規第 2条の条文を忌んで

いたことも明らかになった。 

しかし、すでに前で検討した通り、日本には 1870年（同治 9年・明治 3年）

にすでに中国を侵略する意図があったため、元々中国と互助条約を締結するつ

もりはなかったということも看過できないと思われている。そのため、例え列

強が確かに中日関係に多大な影響を出したことは証明されても、近代中日関係

での日本側の責任を列強に負わせることができないと思われている。 
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まとめ 

以上、本章で各々1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・

明治 6年）にかけて、日本の対中国政策、中国の対日本政策、及び列強が中日

関係に与える影響を検討してきた。 

まず、1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・明治 6年）

にかけて、日本の対中国政策は、1、中国を侵略する。2、日本の国権を維持・

保護する。3、列強と同等な権益を中国からもらう。4、中国と対等的国家関係

を中国に認めさせる。5、日本の国権を伸張する。という 5点がまとめられる

と考えられている。 

また、中国の対日本政策には、1、中国の国権を維持する。2、日本を牽制す

る。ということが含まれている。一方、中国締約全権の李鴻章と締約幇弁の陳

欽が 1871年（同治 10年・明治 4年）に日本側と日清修好条規の締結について

交渉する時、日本側の要求を拒否して、条規約首に中日両国君主の号を記入し

ないことにしたのによって、中国は日清修好条規の締結によって、天朝概念を

維持したかったことを意図したことが窺える。 

さらに、列強と中日間の関係である。日清修好条規の締結過程を検討すれば、

日本ができるだけ列強と親密な関係を保っていたことは窺える。それにしても、

列強は確かに日本の外交に干渉を加えた。ただし、西洋各国が日本に与えたプ

レッシャーは違っていた。米国は日本に中国と攻守同盟条約を締結するかのみ

質問したが、仏国の方は過激な言論までも言い出した。また、仏国・独国・プ

ロシアは直接日本に干渉を出した一方、英国はかえって何も指導や干渉を出し

ていなかった。 
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第 5章 結論 

以上、本稿で各々1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・

明治 6年）にかけて、日本の対中国政策、中国の対日本政策、及び列強が中日

関係に与える影響を検討してきた。 

まず、1870年から 1873年（同治 9年・明治 3年－同治 12年・明治 6年）

にかけて、日本の対中国政策は、1、中国を侵略する。2、日本の国権を維持・

保護する。3、列強と同等な権益を中国からもらう。4、中国と対等的国家関係

を中国に認めさせる。5、日本の国権を伸張する。という 5点がまとめられる

と考えられている。 

 ところで、1870年に持っていた日本の軍事力も考慮に入れたら、日本が

当時中国に侵略する意図を表れるかと疑われている。しかし、すでに本稿での

第 4章 1節で検討されたように、日本には幕末からすでに大陸政策を提唱して

いた学者がいた。しかも、明治政権の主導者の一人である木戸孝允も日本の軍

事力をよそに、明治政府が発足してから、征韓を急いでいた。そのため、日本

で大陸に対する侵略の論調は、決して現実の状況（すなわち、日本の軍事力）

と関係がなかったということが窺える。 

また、中国の対日本政策には、1、中国の国権を維持する。2、日本を牽制す

る。ということが含まれている。一方、中国締約全権の李鴻章と締約幇弁の陳

欽が 1871年（同治 10年・明治 4年）に日本側と日清修好条規の締結について

交渉する時、日本側の要求を拒否して、条規約首に中日両国君主の号を記入し

ないことにしたのによって、中国は日清修好条規の締結によって、天朝概念を

維持したかったことを意図したことが窺える。 

さらに、列強と中日間の関係である。日清修好条規の締結過程を検討すれば、

日本はできるだけ列強と親密な関係を保っていたことが窺える。それにしても、

列強は確かに日本の外交に干渉を加えた。ただし、西洋各国が日本に与えたプ

レッシャーは違っていた。米国は日本に中国と攻守同盟条約を締結するかのみ

質問したが、仏国の方は過激な言論までも言い出した。また、仏国・独国・プ

ロシアは直接日本に干渉を出した一方、英国はかえって何も指導や干渉を出し

ていなかった。 

1871年（同治 10年・明治 4年）5月、中日両国が攻守同盟条約を締結する

という新聞記事が掲載された後、列強が明治政府に非難したことと、伊達が日

清修好条規を締結してから帰国した後日本に対する列強の言動によれば、列強
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は確かに中日連携が欲しくなかったということが察知できる。しかし、明治政

府が元々中国と連携するために、中国と日清修好条規を締結したのではなかっ

たことも注意すべきことだと思われている。 

 日清修好条規は中日両国がともに近代国際法原理に基づいて締結した平等条

約である。まさに研究者の徐越庭が言ったように、「日清修好条規は中日両国

がともに自主的締結した初めての平等・友好条約であるため、極めて歴史的意

味を持っている」262である。しかし、実際に中日両国が日清修好条規を締結す

る意図を検討すれば、中日両国が 1871年（同治 10年・明治 4年）に善隣友好

を表として締結した日清修好条規は、実には善隣友好という意図が含まれてい

なかった。それのみでなく、前すでに明らかになったように、日本にはすでに

1870年（同治 9年・明治 3年）より中国を侵略する意図があった。 

一方、本稿も中国が 1871年（同治 10年）に作成した条約草案を検討するこ

とで、中国には近代国際法を利用して、日本と中日両国の対等性を意味する日

清修好条規を締結することを通して、「天朝」の概念を維持・保護する意図が

あったというが明らかにしたが、当時中国官員の思想から見れば、それも中国

の国権を守る行為であると思われいる。 

日本は近代国際法原理をもとに、中国と友好条約を締結することによって、

日本の国権を伸張する。また中国と日清修好条規をめぐって交渉する時も、で

きるだけ日本の国権を保護・維持していた。日清修好条規をめぐる日本側の言

動を取り上げて見ると、日本が中国より何も利益を取れなかったが、国権の保

護・伸張の点から見れば、それは日本近代外交史にとって、一つの大成功であ

ったと言えると思われている。 

一方、中国が日本と日清修好条規をめぐって交渉する時、強勢で日本と応接

していて、さらに近代国際法原理をもとに、日本と友好条約を締結したが、そ

れはあくまでも天朝概念の維持と保護するためのみであった。 

  

                                                      
262 前掲「「日清修好条規」の成立」（2）、40巻 3 号、頁 393 
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添付書類 

柳原草約263 

第一款. 一 嗣後大清國、大日本國，往來友好，與天壤無窮。 

第二款. 一 大清國皇帝、大日本天皇，准依盟約常規，兩國隨意派委全權大臣

駐劄京師，亦可携帶眷屬隨員，或長行居住，或隨時往來內地各處。其在京

內、京外，與內閣大學士尚書，及各省督撫等大憲文移會晤，總以兩國比肩

之禮，劃一肅敬。租定地基、建設公館，及一切應辦事宜，均照准予泰西各

國優典無異。大清國派出欽差大臣駐劄大日本東京時亦與此無異。 

第三款. 大清國准開通商各口：上海縣
江蘇松

江府 、鎮江府
江蘇

省 、寧波府
江蘇

省 、九江府
江西

省 、

漢口
湖北省

漢陽府、天津縣
直隸天

津府 、牛莊城
在盛

京 、芝罘港
山東省

登州府、廣州府
廣東

省 、汕頭港
廣東省

潮州府、

瓊州府
廣東

省 、福州府
仝

上、廈門島
仝

上、臺灣府
仝

上、淡水廳
臺灣

府 。以上十五口，准作大

日本人往來住居通商之地。 

大日本國准開通商各口：橫濱
東海道武藏州

神奈川縣管轄、大阪
畿內攝津州

大阪府管轄、神戶
仝上兵庫

縣管轄 、長崎
西海道肥前州

長寄縣管轄 、

箱館
北海道渡島州

開柘使管轄 、新潟
北陸道越後州

新潟縣管轄 、夷港
仝上佐渡洲佐渡

縣管轄附於新潟、築地
東海道武藏州東京

府管轄現稱開市場。以上八口，

准作大清國人民往來住居通商之地。 

第四款. 大清國准開通商各口，由大日本設立領事官，辦理本國商民交涉事件。

領事官與道台同品，其屬僚等與知府同品而視，凡會晤文移均用平禮。大清

國領事官居住大日本國准開通商各口時，亦與各該大員平禮相待。兩國無爵

紳士及商民等，俱用稟呈。 

第五款. 因兩國人往來各口居住所有領事責任應辦諸如戶口產業詞訟交涉關提

逋逃等事悉照與外國所立通商總例辦理其人民所有關涉逋債事件其該官長

雖加經理兩國決不代償。 

第六款. 兩國各口所住商民倘無本國官員駐劄管轄均可由地方官約束照料或有

犯案一如本民按照地方本律科斷至管束之經費課該商民設法徵收。 

第七款. 一 大日本國商民准聽持照前往內地各處游歷通商其應發給執照及地在

百里當大日本國十二里有半期在三五日內者毋庸請照等事總照准予外國成

例辦理。准聽大清國商民逍遙大日本國內地界限亦照准予外國成例履行所有

界限附列與左 

                                                      
263
前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-024-01-020、李鴻章より総署宛「咨會日本條約擬

稿又會商條規備稿均已加籤並另擬章程十八條咨送由」 
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東京
由新利根川至金町又沿水路大戶至千住驛又溯隅田川至古谷上鄉又由

小室高倉小矢田荻原宮寺三木田中等諸村落至六鄉川上日野渡頭為限 

橫濱
東以六鄉川為限

餘可旁行十里  

大阪
南由大和川口至舟橋村又經教興寺村至佐太畫限

為界惟和泉川堺之一市雖在畫線以外准聽游步  

神戶
進京之路距西京十里

前為限餘可旁行十里 

長崎
周圍所有該縣

管轄之地為限 

箱館
旁行

十里 

夷港
通行佐

渡全州 

以上十里距離均由各該府縣廳前起程。大日本之一里，約當大清八里如有出

使範圍越界限者罰墨斯哥銀一百元再犯當重罰二百五十元。 

第八款. 一 兩國船隻碰壞遭難由地方官照料護送或被強盜搶刼亦須追贓給還等

事一體照料辦理，以敦隣誼。 

第九款. 兩國船隻如到約內未准地方私做買賣即將船貨一併入官。 

第十款. 兩國貨幣較準秤兩程色通用以便買賣各貨或用同盟外國各等貨幣亦無

交碍。 

第十一款. 一 兩國商船所有進出各口上下貨物納稅買賣運輸別口出入內地及

禁其出入之物或犯事罰沒等一應則例俱不揭載於此以兩國從前與泰西各國

定約歷有成例均可遵照故也兩國人民於買賣時或生異議即照各國條約及貿

易定則裁斷可無遺漏。 

第十二款. 一 天主教耶穌等教，大日本國固所嚴禁。如大清人如有敢哄誘大

日本人入教者，即交大清政府公正懲辦，不許其人再來從教之；大日本人處

以國典。 

第十三款. 一 雅片土膏大日本國嚴禁人民吸食。雖係細微，不許大清國商民

帶來吸食，犯者即交大清政府公政懲辦，不許在大日本各口居住；倘大日本

商民有吸食者，不論其在國內國外，立拿正法。 

第十四款. 兩國民人希圖私利，或在此國誘結居民共謀有碍彼國法度之事，倘

由彼國差人提拿，或此國地方官察出，均當緝捕。各審其情，公正處治。 

第十五款. 一 兩國通信通商，既經換約准行後，有別外諸國，或沾異數殊典、

增損章款，兩國無不照辦，以獲其美。 

第十六款. 一 大日本國文書，副以繙譯漢文一件，便于達其辭意。俟後大清

國亦有通曉大日本國語理句法者，不配漢文。 
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中 國

日本國修好條規264 

第一條 一 嗣後大清國大日本國倍敦睦誼與天壤無窮。即兩國所屬邦土，亦各

以禮相待，不可稍有侵越，俾獲永久安全。 

第二條 一 兩國既經通好，自必互相關切。若他國偶有不公及輕藐之事，一經

知照，必須彼此互助，或從中善為調處，以敦友誼。 

第三條 一 兩國政事禁令各有異同，其政事應聽己國自主，彼此均不得代謀干

預強請開辦；其禁令亦應互相為助，各飭商民不准誘惑土人稍有違犯。 

第四條 一 兩國均可派秉權大臣，並攜帶眷屬隨員駐劄京師，或長行居住，或

隨時往來，所有費用均係自備。其租賃地基房屋作為大臣等公館，並行李往

來及專差送文書等事，均須妥為照料。 

第五條 一 兩國官位均有定品，如彼此品位相等，會晤文移均用平行之禮。位

卑者與長官相見，則行客禮；遇有公事，則照會品位相等之官轉申，無須逕

達。如相拜會，則各用官位名帖。凡兩國派往官員初到任所，須將印文送驗，

以杜假冒。 

第六條 一 兩國來往公文，均以漢文為憑，如用本國文字
如滿洲文

日文之類，須副以繙譯

漢文，以便易於通曉。 

第七條 一 兩國既經通好，所有沿海各口岸，彼次均應指定處所准聽商民來往

貿易，并另立通商章程，以便兩國商民永遠遵守。 

第八條 一 兩國指定各口，彼此均可設理事官約束己國商民。凡交涉財產詞訟

案件，皆歸審理，各按己國律例核辦。兩國商民彼此互相控訴，俱用稟呈，

理事官應先為勸息，使不成訟，否則照會地方官會同，公平訊斷。其竊盜逋

欠等案，兩國地方官祇能查拏追辦，不能帶
マ マ

償。 

第九條 一 兩國指定各口，倘未設理事官，其貿易人民均歸地方官約束照料。

如犯罪名，准一面查拏，一面將案情知照附近別口理事官按律科斷。 

第十條 一 兩國官商在指定各口，均准雇用本地人民服役工作，管理貿易等事。

其雇主應隨時約束，勿任藉端欺人，尤不可偏聽私言，致令生事。如有犯案，

准由各地方官查拏訊辦，雇主不得循庇。 

第十一條 一 兩國商民，在指定各口岸彼此往來，各宜友愛。不得携帶刀械，

                                                      
264 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-050-01-045、陳欽より総署宛、宛「函復日本議

約經值相裁併二十款俟會晤後再行續布由」 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1023255538:19:::1@@1475273474
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?7:1023255538:19:::1@@1475273474
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違者議罰，刀械入官。並須各安本份，無論居住久暫，均聽己國理事官管轄，

不准改換衣冠入籍考試，致滋冒混。 

第十二條 一 此國人民因犯此國法，隱匿彼國公署、商船、行棧，及潛逃彼

國各處者，一經此國官查明照會彼國官，即應設法查拏，不得循縱。其拏獲

解送時，沿途給予衣食，不可凌虐。 

第十三條 一 兩國人民，如有在指定口岸，勾結強徒為盜為匪；或潛入內地

放火、殺人、搶劫，敢行拒捕者，均准格殺勿論。其拏獲到岸者，在各口，

由地方官會同理事官審辦；在內地即由地方官自行審辦。倘此國人民在彼國

聚眾滋擾，數在十人以外，及誘結通謀彼國人民作害地方情事，無論在各口

及在內地，應聽彼國官徑行查拏審實，即在犯事地方正法。 

第十四條 一 兩國兵船往來，指定各口，係為保護己國商民起見，凡沿海未

經指定口岸，以及內地河湖支港，概不准駛入，違者截留議罰。 

第十五條 一 兩國嗣後倘有與別國用兵情事，應防各口岸。一經布知，便應

暫停貿易及船隻出入，免致誤有傷損。其平時日本人，在中國指定口岸及附

近洋面；中國人，在日本指定口岸及附近洋面，均不准與不睦之國互相爭鬬

搶劫。 

第十六條 一 兩國理事官均不得兼作貿易，亦不准兼攝無約各國理事。如辦

事不合眾心確有實據，彼此均可行文知照秉權大臣查明撤回，免因一人憤事

致傷兩國友誼。 

第十七條 一 兩國船隻旗號各有定式，倘彼國船隻假冒此國旗號，私作不法

情事，船貨均罰入官。如查係官為發給，即行忝撤。至兩國書籍，彼此如願

誦習，應准互相採買。 

第十八條 一 兩國議定條規，均係預為防範，俾免偶生嫌隙，以盡講信修睦

之道，應俟兩國御筆批准互換後，即刊刻通行各處，使彼此官民咸知信守，

永以為好。 
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中国
日本国修好条規暨通商章程265 

修好条規 

第一條. 嗣後大清國大日本國倍敦睦誼與天壤無窮。即兩國所屬邦土，亦各以禮

相待，不可稍有侵越，俾獲永久安全。 

第二條. 兩國既經通好，自必互相關切。若他國偶有不公及輕藐之事，一經知照，

必須彼此互助，或從中善為調處，以敦友誼。 

第三條. 兩國政事禁令各有異同，其政事應聽己國自主，彼此均不得代謀干預強

請開辦；其禁令亦應互相為助，各飭商民不准誘惑土人稍有違犯。 

第四條. 兩國均可派秉權大臣，並攜帶眷屬隨員駐劄京師，或長行居住，或隨時

往來，所有費用均係自備。其租賃地基房屋作為大臣等公館，並行李往來及

專差送文書等事，均須妥為照料。 

第五條. 兩國官位雖有定品授職各異，如彼此職掌相等，會晤文移均用平行之禮。

職卑者與上官相見，則行客禮；遇有公務，則照會職掌相等之官轉申，無須

徑達。如相拜會，則各用官位名帖。凡兩國派員，初到任所，須將印文送驗，

以杜假冒。 

第六條. 嗣後兩國往來公文，中國用漢文，日本國用日文，須副以漢文，或只用

漢文亦從其便。 

第七條. 兩國既經通好，所有沿海各口岸，彼次均應指定處所准聽商民來往貿易，

并另立通商章程，以便兩國商民永遠遵守。 

第八條. 兩國指定各口，彼此均可設理事官約束己國商民。凡交涉財產詞訟案件，

皆歸審理，各按己國律例核辦。兩國商民彼此互相控訴，俱用稟呈，理事官

應先為勸息，使不成訟。如或不能，則照會地方官會同，公平訊斷。其竊盜

逋欠等案，兩國地方官只能查拏追辦，不能代償。 

第九條. 兩國指定各口，倘未設理事官，其貿易人民均歸地方官約束照料。如犯

罪名，准一面查拏，一面將案情知照附近別口理事官按律科斷。 

                                                      
265 前掲 近史研究所檔案館 外交部門 №01-21-051-01-009李鴻章より総署宛「具奏日

本議定章程一摺抄錄原奏知照由」。前掲『大日本外交文書』4巻 頁 203-221 

 

http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:787634029:19:::1@@1571775670
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?3:787634029:19:::1@@1571775670
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第十條. 兩國官商在指定各口，均准雇用本地人民服役工作，管理貿易等事。其

雇主應隨時約束，勿任藉端欺人，尤不可偏聽私言，致令生事。如有犯案，

准由各地方官查拏訊辦，雇主不得循庇。 

第十一條. 兩國商民，在指定各口岸彼此往來，各宜友愛。不得携帶刀械，違

者議罰，各械入官。並須各安本份，無論居住久暫，均聽己國理事官管轄，

不准改換衣冠入籍考試，致滋冒混。 

第十二條. 此國人民因犯此國法，隱匿彼國公署、商船、行棧，及潛逃彼國各

處者，一經此國官查明照會彼國官，即應設法查拏，不得循縱。其拏獲解送

時，沿途給予衣食，不可凌虐。 

第十三條. 兩國人民，如有在指定口岸，勾結強徒為盜為匪，或潛入內地放火、

殺人、搶刼者，其在各口，由地方官一面自行嚴捕，一面將情飛知理事官。

倘敢用兇器拒捕，均准格殺勿論；惟須將致殺情跡，會同理事官查驗。如事

發內地，不及赴騐者，即由地方官將實在情由，照會理事官查照。其拏獲到

案者，在各口，由地方官會同理事官審辦；在內地，即由地方官自行審辦，

將案情照會理事官查照。倘此國人民在彼國聚眾滋擾，數在十人以外，及誘

結通謀彼國人民作害地方情事，應聽彼國官徑行查拏。其在各口者，知照理

事官會審；其在內地者，由地方官審實，照會理事官查照，均在犯事地方正

法。 

第十四條. 兩國兵船往來，指定各口，係為保護己國商民起見，凡沿海未經指

定口岸，以及內地河湖支港，概不准駛入，違者截留議罰，惟困
マ マ

遭風避險收

口者，不在此限。 

第十五條. 嗣後兩國，與
マ マ

有與別國用兵情事，應防各口岸。一經布知，便應暫

停貿易及船隻出入，免致誤有傷損。其平時日本人，在中國指定口岸及附近

洋面；中國人，在日本指定口岸及附近洋面，均不准與不和之國，互相爭鬦

搶刼。 

第十六條. 兩國理事官均不得兼作貿易，亦不准兼攝無約各國理事。如辦事不

合眾心確有實據，彼此均可行文知照秉權大臣查明撤回，免因一人憤事致傷

兩國友誼。 

第十七條. 兩國船隻旗號各有定式，倘彼國船隻假冒此國旗號，私作不法情事，

船貨均罰入官。如查係官為發給，即行忝撤。至兩國書籍，彼此如願誦習，

應准互相採買。 

第十八條. 兩國議定條規，均係預為防範，俾免偶生嫌隙，以盡講信修好之道。

為此兩國欽差全權大臣先行畫押蓋印，用昭憑信，俟兩國御筆批准互換後，

即行刊刻通行各處，使彼此官民咸知遵守，永以為好。 
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通商章程 

第一款. 修好條規既經載明兩國沿海各口岸，准聽商民來往貿易，茲特將指定各

口臚列於左。 

中國准通商各口 

上海口 隸江蘇松江府上海縣 鎮江口 隸江蘇鎮江府丹徒縣 

寧波口 隸浙江寧波府鄞縣 九江口 隸江西九江府德化縣 

漢口鎮 隸湖北漢陽府漢陽縣 天津口 隸直隸天津府天津縣 

牛莊口 隸奉天府海城縣 芝罘縣 隸山東登州府福山縣 

廣州口 隸廣東廣州府南海縣 汕頭口 隸廣東湖州府潮陽縣 

瓊州口 隸廣東瓊州府瓊山縣 福州口 隸福建福州閩縣 

廈門口 隸福建泉州府廈門縣 台灣口 隸福建台灣府台灣縣 

淡水口 隸福建台灣府淡水廳  

日本國准通商各口 

橫濱 東海道武藏州神奈川縣管轄 大阪 畿內攝津州大阪府管轄 

箱館 北海道渡島州開拓使管轄 神戶 同上 兵庫縣管轄 

新潟 北陸道越後州新潟縣管轄 長崎 西海道肥前州長崎縣管轄 

夷港 同上於新潟佐渡州佐渡縣管轄 築地 東海道武藏州東京府管轄現稱

開市場 

第二款. 兩國官民，准在議定通商各口租賃地基，各隨其地成規照辦，總須由地

方官查勘無碍民居、墳墓、方向，詢明業戶情願出租，方可公平議價。立契

由地方官蓋印交執，不得私租、強租。其內地及不通商口岸，不得租地蓋屋。

至現准通商各口，租定地基後，蓋造房屋，或作居住，或做行棧，地方官可

以隨時往勘。 
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第三款. 兩國商船往來通商各口，須在己國海關及地方官衙門領取船牌，註明樑

頭、丈尺、噸數、船名，及舵手姓名、年歲、籍貫，加蓋印信，以便持赴理

事官處及各海關查驗。如無船牌，不准往來。倘船牌損失，准其呈明海關發

給護照，回籍補領。 

第四款. 兩國商船，進通商各口海關，即派員弁丁役看守，或在商船，或在關艇，

隨便居住。其需用經費由官支發，不得向商船稍有需索，違者按律追辦。 

第五款. 兩國商船進通商各口，限一日內，該船主將船艙口單交理事官，即於次

日通知海關，並將船名及押載噸數、裝何貨物之處，開單同送，以便海關查

驗。如過二日限期
除日曜日不計，以進口之

時算起，歷十二時為一日。尚未報關，在中國罰船主銀五十兩。

所罰之數，不得逾二百兩之外。在日本國每日罰船主洋銀六十元。至艙單內

須將所載貨物，詳細開明。如查有漏報、捏報之貨，在中國將貨入官，並罰

船主銀五百兩。在日本國漏報主，罰如貨稅之數；捏報者，罰貨主洋銀一百

二十五元。倘有誤報，即在遞單之日改正免議。逾限不改，在中國每日罰銀

二十兩，所罰之數，不得過一百兩之外。在日本國罰洋銀十五元。如該口未

設理事官，准船主將船牌、艙口單自赴海關呈驗，照章辦理。 

第六款. 兩國商船進口，除所載貨物開單報關外，另將船上自用各物，即應行免

稅各物，開一清單送關驗免。倘賣與人，仍照稅則完納。若將應稅貨物混入

免稅單內，希圖隱漏查出，將貨入官。 

第七款. 海關接到理事官知照後，即發開艙單。倘船主未領開艙單，擅行卸貨，

在中國罰銀五百兩，並將所卸貨物入官。在日本國將所卸貨物入官。商船上

貨下貨，須先領海關准單，如違，即將貨物入官。至撥貨亦先由海關發給准

單，方准動杯。違者在中國將貨入官，在日本國罰洋銀六十元。 

第八款. 兩國商船輸稅期：進口貨於起載時，出口貨於落貨時，各行按納。一經

完清稅項，海關發給紅單，理事官接到紅單，即發船牌准其出口。 

第九款. 兩國商民在通商各口撥運貨物，聽其自雇夫船，給發雇價，官不經理，

亦不限定何船何夫攬運。倘有走私漏稅，海關查出，照章辦理。 

第十款. 兩國商人完稅，以淨貨實數為准，將皮包除算。至包皮輕重，由海關抽

秤一二件，餘則類推。如有受潮損壞，貨物不能按則完稅者，估價抽收，每
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值百兩，收稅銀五兩。 

第十一款. 中國商船貨物，進日本通商各口，應照日本海關稅則完納；日本商

船貨物，進中國通商各口，應照中國海關稅則完納。至兩國各口海關，已經

較准秤碼、丈尺並完稅銀色，彼此商民均應隨地遵照舊章辦理，不得稍有異

議。 

第十二款. 兩國貨物如有稅則未經賅載者，由海關按照市價估計，每值價百兩，

收稅銀五兩。若貨主不肯照海關所估之價售賣，應聽其便，仍令照海關所估

之價完稅。 

第十三款. 兩國通商各口界限，並上下貨物之地，均由海關妥為定界。既須便

商，更不得有礙收稅。至官民游歷，均照兩國通行舊章辦理，惟請領執照，

應責成理事官查明實係安份之人，方可發照，免致滋生事端。 

第十四款. 中國商貨，進日本國通商各口，在海關完清稅項後，中國人不准運

入日本國內地。其日本國商貨進中國通商各口，在海關完清稅項後，任憑中

國人轉運中國內地各處售賣，逢關納稅、遇卡抽釐，日本人不准運入中國內

地，違者貨均入官，並將該商交理事官懲辦。 

第十五款. 兩國商民，准在彼此通商各口購買土產及別國貨物，報關完稅裝運

出口，不准赴各內地置買貨物。如有入各內地自行買貨者，貨均入官，並將

該商交理事官懲辦。以上兩款係因兩國各有指定口岸，故須明定限制。 

第十六款. 貨物進口完稅後，如欲改運通商別口售賣，報由海關驗明實係原色

原貨，並未拆動抽換，即給收稅執照，持往別口海關查驗相符，准其出售，

免再納稅。若有影射抽換夾帶情事，貨罰入官。 

第十七款. 日本國商船進中國通商各口，應納船鈔。凡船在一百五十噸以上者，

每噸納鈔銀四錢。一百五十噸以下者，每噸納鈔銀一錢。由海關給照，以四

箇月為期，如在四箇月限内進出中國通商各口，無庸另納船鈔。四箇月限滿，

仍應照納。倘船進通商各口，並未開艙，欲行他往者，限二日之內出口，不

收船鈔。如逾二日之限，即須全數輸納。此外均無別項規費。至中國商船進

日本國通商各口，無庸完納船鈔，只納規費，每進口十五元、出口七元。 

第十八款. 兩國商船經過通商各口，買辦船上應用雜物，以及遇險暫時進口躲

避，並不貿易者，船内所載之貨無須報關。倘有交易，照章開報完納。如船
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應修理，貨須過撥入棧者，報關查驗，給單起岸。俟船修竣，原貨裝運出口，

免其納稅。若起棧後就地發賣，仍應照章納稅。 

第十九款. 兩國商船，如有裝運私貨者，在中國除將私貨全數查抄入官外，船

隻驅逐出口，不准在通商各口貿易。在日本國將私貨入官。 

第二十款. 兩國兵船進出通商各口，無須報關候驗。船上所用雜物，均准免稅。

如起岸發賣，仍應報明，照章完稅。 

第二十一款. 兩國通商口岸若欲設立官棧，以備儲貨，所有官棧章程，當由兩國

自行酌定。惟貨物初行入棧，均應暫免納稅。至銷售時，必須完清稅項，棧

租方准領出。倘欲照章轉運別口，只交棧租，亦免納稅。 

第二十二款. 兩國所產米麥糧食，除照章轉運別口外，各不准販運出洋。若船上

水手搭客自需，約計數目報明海關，給照准其照買存船備用。 

第二十三款. 登州兩處荳石荳餅，日本商船不得前往裝載。如在通商別口買運者，

照則納稅准其出口。 

第二十四款. 硝磺、白鉛均為軍前要物，應由中國官自行採辦；或日本商人奉中

國官准買，明文方准進中國通商各口。如有私販，查拿入官，按律懲辦。日

本商人亦不得在中國通商各口，將中國硝磺、白鉛私運出口，違者將貨入官，

仍按本律懲辦。 

第二十五款. 凡係違禁貨物，如火藥、大小彈子、砲位、大小鳥鎗，並一切軍器

等類，及中國口外馬匹有關軍政等物，概應禁止。兩國商人均不准販運出口，

違者將貨入官，仍按本律懲辦。 

第二十六款. 兩國銅錢除照章轉運別口外，各不准販運出洋。如有商人私販，查

拏入官。中國內地食鹽，不准日本人販運；日本鹽亦不准運入中國售賣，違

者各按律罰辦。 

第二十七款. 兩國船隻，如到不准通商口岸私作買賣，准該處地方官查拏。在中

國，即將船貨一併入官；在日本國，貨物入官、罰洋銀一千元，仍知照該管

理事官存案。 

第二十八款. 兩國稅則，如有僅載進口稅則，未載出口稅則者，遇有出口，皆應

照進口稅則納稅；或有僅載出口稅則，未載進口稅則者，遇有出口，亦皆照
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出口稅則納稅。 

第二十九款. 兩國商船遭風收口，均由該處地方官照料，送交理事官安置。或在

洋面被劫，亦由該地方官設法嚴緝，起獲贓物，送交理事官給還原主。倘未

能緝獲贓犯，均個照例處份，不能代償。 

第三十款. 兩國各口收稅官員，凡有嚴防偷漏之法，隨時察看情形，設法辦理，

各商皆應遵行。 

第三十一款. 兩國商民在通商各口，如彼此海關章程嗣後有變通之處，由理事官

詳請駐京大臣，隨時照會商辦。 

第三十二款. 兩國現定章程，嗣後若彼此皆願重脩，應自互換之年起，至十年為

限，可先行之照會商酌改。 

第三十三款. 兩國現定通商章程及海關稅則，應與修好條規一體信守無渝，為此

兩國欽差全權大臣畫押鈐印，即日遵行。 
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重要年表 

西暦 中国暦 和暦 主要事件 

1870年 同治 9年 明治 3年  

6/22 5/24  日本外務省は中国を経略する遠図を抱くべ

きと太政官に建言。 

7/23 6/25  中国で起こった天津教案事件のため、日本

外務省は中国への遣使を太政官に促した。 

7/27 6/29  太政官は柳原前光に遣中国使節を指名した 

9/1 8/6  柳原一行は上海に向かって出発。 

9/28 9/4  柳原一行は上海を経由して天津に到着。 

10/1 9/7  柳原は成林と面会、中日間の締約交渉を開

始。 

10/4 9/10  李鴻章は日本と締約すべきと総署に建言。 

10/5 9/11  成林は総署王大臣の名義で書簡を柳原に送

って、中国の成例によって締約国使節でな

かれば、北京に赴けないと告げた。しかし、

柳原は書簡の内容を中日間の締約に関し

て、成林と商議すれば宜しいと誤解した。 

10/7 9/13  成林は総署に総署から柳原宛、柳原の北京

行きを阻止する書簡を求めた。 

10/10 9/16  柳原は柳原草案を成林に渡した。 

10/11 9/17  成林は再び総署に総署から柳原宛の書簡を

求めた。 

10/13 9/19  総署は大信不約という柳原宛の照会を成林

に送った。 

10/14 9/20  成林は柳原草案を総署に渡し、柳原がかた

く中日間の締約を成し遂げようと報告した

が、総署は大信不約の決議を固持した。一

方、成林は李鴻章を訪れ、柳原の件に関す

る意見を李に求めた。李は日本との締約を

拒んだら、日本が欧米の介入を求めるおそ
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れがあると提出した。 

10/16 9/22  成林は総署に李鴻章が 9/20提出した意見を

伝達した。一方、柳原は曽国藩、李鴻章、

成林を訪れて、彼等に総署の決議を変えよ

うと頼んだ。成林は再び総署に柳原が中日

間の締約を成し遂げる意志を報告した。 

10/18 9/24  恭親王は清廷に日本が中国と友好条約の締

結を求めることを報告した。それについて、

恭親王は日本の反応次第処置しようという

策略を提出して、清廷の同意を得た。翌日、

この決議を成林に伝達した。 

10/22 9/28  成林は総署に柳原が先に中国と仮条約を商

議しようと固持していたことを報告した。 

10/25 10/1  総署は態度を変えて、欧米の介入のおそれ

があるため、先に柳原と条約を商議するこ

とを拒んだが、日本との締約を許した照復

を起草して柳原に渡すことを提出した。 

11/1 10/8  総署は日本外務卿宛、日本との締約を許し

た照復を成林に送った。 

11/12 10/19  柳原は天津を離れて、上海を経由して帰国

した。 

11/18 10/26  清廷は安徽巡撫英翰からの上申書を曽国藩

と李鴻章に渡せよと命じた。 

1871年 同治 10年 明治 4年  

1/22 同治 9年 

12/2 

 李鴻章は英翰の上申に対して、日本を牽制

できる立場から日本との締約を賛成した。 

3/9 1/19  曽国藩は日本との条約で最恵国待遇と「中

国と欧米との先例に同じく取り扱う」など

の条文を挿入できないという建言を清廷に

捧げた。同日、清廷は李鴻章に曽国藩の建

言に従って日本との締約を用意しろと命じ

た。 

6/15 4/28  日本は伊達宗城を遣中国締約正使と命じた 
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6月 5月  新聞紙は日本と中国と攻守同盟条約を締結

すると掲載した。 

6/25 5/10  外務大輔の寺島宗則は日本と中国との条約

が中国と欧米と締結したもののように締結

すると公表した。 

7/3 5/18  伊達一行は日本から出発。 

7/9 5/22  清廷は李鴻章を締約全権と命じた。 

7/23 6/6  伊達一行は上海を経由して、天津に到着。 

8/4 6/18  柳原等はぜひ日本側の条約草案をもとに、

中日間の締約交渉を行おうと中国に要求し

た。 

8/7 6/21  中国締約幇弁の陳欽は中国側の条約草案を

もとに、締約交渉を行わなければ、中日間

の締約をやめようと日本側に脅威した。 

8/17 7/2  伊達らは中国の条約草案を採用して修正し

てから、中国締約幇弁の応寶時に渡した。 

8/19 7/4  応寶時らと柳原らと条約約首に日本天皇の

号を掲載することと条文で中国を清国に記

すること、また中国における日本の最恵国

待遇について、交渉した。 

8/23 7/8  李鴻章らと伊達らと面会して、日本の提出

した要求について交渉した。 

8/29 7/14  伊達は日清修好条規が調印されたと外務卿

岩倉具視に報告。 

9/13 7/29  日清修好条規が調印された。 

9/18 8/4  伊達らは北京に赴き、総署を訪れる。 

10/8 8/27  伊達らは北京を離れ、天津・上海を経由し

て帰国した。 

10/10 8/29  外務卿岩倉は伊達らを早速帰国しろと命じ

た。 

11/1 9/19  伊達一行は横浜に到着。 

1872年 同治 11年 明治 5年  

1月 同治 10年  外務卿副島種臣は日清修好条規の一部の条
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12月 文を直しようと総署と李鴻章宛の照会を作

成した。 

3月 2月  日本は日清修好条規を公表した。駐日米

国・仏国・独国公使は外務省に日清修好条

規第 2条条文が中日間の攻守同盟条約であ

るかと伺った。 

4/17 3/8  柳原前光一行は日本から出発。 

4/24 3/17  駐日本独国公使は外務卿副島に日清修好条

規第 2条・第 15条が不適当であると告げた。 

5/6 3/29  柳原らは上海を経由して、天津に到着。 

5/7 4/1  柳原は李鴻章との面会を求めたが、拒まれ

た。 

5/15 4/9  柳原らは李鴻章と陳欽と面会して、日清修

好条規の改正を交渉した。 

5/17 4/11  柳原らは陳欽と条約改正について面会して

交渉した。 

6/18 5/13  柳原は照会を陳欽に渡して、条約改正に関

する中国の返答を促した。 

6/27 5/22  陳欽は条約改正に関する中国の決議を柳原

に知らせた。 

7/9 6/4  柳原らは天津を離れた。 

8/11 7/8  柳原らは上海・長崎を経由して帰京した。 

8/21 7/13  副島外務卿は日清修好条規第 2条をそのま

ま残すという処分書を太政官に提出。 

12/29 11/19  明治天皇は日清修好条規を中国と交換する

ため、副島外務卿に中国に出張しろと命じ

た。 

1873 同治 12年 明治 6年  

2/17 1/20  清廷は李鴻章を日本と日清修好条規を交換

する全権と命じた。 

2/28 2/2  柳原と樺山資紀らは上海に向かって日本か

ら出発。 

3/9 2/11  明治天皇は宮古島島民遭難事件を中国に申
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理しろと副島に命じた。一方、太政官も中

国との友好を破るなと副島に指示した。 

3/11 2/13  樺山資紀は鳳凰山にある軍営を探察した。 

3/12 2/14  副島らは日本から出発。 

4/20 3/24  副島らは長崎・上海を経由して、天津に到

着。 

4/30 4/4  李鴻章と副島は日清修好条規を交換した。 

5/5 4/9  副島らは北京に向かって出発した。 

5/7 4/11  副島らは北京に到着。 

5/14 4/18  清帝にの謁見問題について、副島は総署と

交渉を開始。 

6/19 5/25  副島は清帝にの謁見を諦めて帰国すると決

めた。 

6/21 5/27  柳原らは総署に日本が台湾を攻めると告げ

た。 

6/23 5/29  総署は副島の要求、三揖・頭班で清帝に謁

見することを同意。 

6/29 6/5  副島は清帝に謁見した。 

7/4 6/10  副島らは北京を離れた。 

7/27 閏 6/3  副島は天津・長崎を経由して帰京した。 

 


