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洋務派外交と亡命琉球人（１）
琉球分島問題再考一
西里喜行

TheChineseDiplomacytowardtheJapanduringtheYangwuMovementperiod
andRyukyuanRefugeesintoChina（Partｌ）－Re-examinationontheissuesof
dividingoftheRyukyulslandsＫｉｋ５ＮＩＳＨＩＺＡＴＯ

Ｓｕｍｍａｒｙ

ＩｔｗａｓｏｎＯｃｔｏｂｅｒ２１ｓｔ，１８８０thattheformalnegotiationsbetweenJapanand

ChinaconcemingdivisionofRyukyulslandsandrevisionoftheSino-Japanese
TreatyofAmityinl871cametoasatisfactoryconclusiononthatday，the
Plenipotentiariesofbothcountriespromisedtosignthedrafttreatyafterten
daysButtendayslater，Chineseplenipotentiariesdidnotｄａｒｅｔｏｓｉｇｎｉｔｗｉｔｈ
ａｎｔｈｅｉｒｐｒｏｍｉｓｅ・asaresult，thisdrafttreatydidnotbecomeeffective，and
onlyhaveremainedashistoricalevidenceofJapan-Chinarelationｓｉｎｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄ

Ｔｈｅｔｈｅｍｅｓｏｆｔｈｉｓｔｈｅｓｉｓａｒｅａｓｆｏｌｌｏｗｓ；firstly，wbyhadbothcountries

triedtoresoｌｖｅｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｔｈｅｔｉｔｔｌｅｔｏｔｈｅRyukyulslandsbydivision
ofthemiｎｔｏｔｗｏｐａｒｔｓａｔｔｈｉｓｐｅｒｉｏｄ？secondly，whyChineseplenipotentiaries

whohadonceconsentedtothedrafttreaｔｙａｎｄｐｒｏｍｉｓｅｄｔｏｓｉｇｎｉｔｉｄｉｄｎｏt

fulfilltheirpromiseafteraU？thirdly，ｔｏｗｈａｔｅｘtenttheveryresidentsof
Ryukyulslandsconcernedwiththeproblemofdivision？particularly，whatrole
theRyukyuanrefugeesintｏＣｈｉｎａｃｏｕｌｄｐｌａｙｉｎｔｈｅｍａｋｉｎｇａｎｄａbortionof
drafttreaty？
ＡＣＯnclusionofthisthesisisasfonows；aschinesegovemmenthadsticked

todiplomaticpolicyofJapan-CInnacooperationsincetheconclusionoftheSino
-JapaneseTreatyofAｍｉｔｙｉｎｌ８７１，theytriedtoacceptthedrafttreatyand
resolvetheseproblems・butChineseplenipotentiariesdidnotdaretosignthe
drafttreatytbattheyhadonceconsented，becauseLiHongzhang（李鴻章)，ｗｈｏｈａｄ

ａｍｏｓｔｉｎｎｕｅｎｃｅｏｎＣｈｉｎｅｓｅｄｉplomacy，changedsuddenlyhisattitudeonthe
divisionofRyukyulslandsintotwｏｐａｒｔｓ

ｌｔｗａｓ，firstly，becausetheRyukyuanrefugees1asXiangDehong（向徳宏）ａｎｄ
ＬｉｎＸｉｇｏｎｇ（林世功)，hadfrequentlypresentedpetitionsbeggingtheChineseto
rescuetheKingdomofRyukyufromtheJapaneseandthelattersuicidedhimself
againstdivisionofRyukyulslands，andsecondly，becausethestrainofChina
andRussiarelationsonlli（伊鈎）ｗａｓａｆｅｗｇｅｔｔｉｎｇｔｏｗａｒｄａｎｅａｓｉｎｇｔｈatLi

HongzhangwasforcedtochangeSuddenlyhisattitudeonthedrafttreaty、In

otherwords，befororaftertheconclusionofdrafttreaty，thestrainofChina
andRussiarelationsonlli'sproblemdid'ntmitigaterapidly，soLiHongzhang's
suddenchangewas'､ｔｄｉｒｅｃｔｌｙｏｗｉｎｇｔｏｔｈｅｃｈａｎｇｅｏｆｉｎｔernationalcircumstance．
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西里：洋務派外交と亡命琉球人（１）

はじめにｌ問題の所在Ｉ
（｜）

近代中国における「上からの近代化」Ⅱ洋務運動は、一八六○年代の

印しなかった決定的な理由は何であったのか、第三に、分割の対象とな

った当の琉球人はこの分島問題にどのように関わっていたのか、とりわ

け清国亡命の琉球人たちは分島改約交渉の帰趨にどのような関わりをも
っていたのか、これである。

第一の問題については、従来、日本外交史研究の側から注目され、明

初頭から一八九四～九五年の日清戦争に至るまで、三○年余にわたって

展開された。この間、清国外交を主導したのは、洋務運動の担い手たる

治政府の内政・外交上の課題、とりわけ条約改正をはじめとする外交的

題との関連という視点から論究され、「伊魏問題について係争中であっ

を受け入れた理由については、専ら清露関係の緊張、伊蓮問題と琉球問

交基調を読み取ろうとする試みもなされた。他方の清国側が分島改約案

課題との関連においてとりあげられ、ｄ零約案のなかに明治政府の外

洋務派、とりわけ直隷総督兼北洋大臣の李鴻章であったこと、周知の通
（一一）
りであ〆》・

（四）

ある。これらの問題は、洋務派外交の基調を解明するリトマス紙の役割

た所の露西亜と日本との接近を恐れ」「琉球問題を速に解決して露西亜

は摩率鑪沖』瘤議羅孵棚洲》埖酔洲坤辨辨窕鴎琳転繩麺乱酔雑眸岬雷徽

を果しているが、とりわけ洋務派外交の本質が鮮明に開示されはじめる

との係争に後顧の愛なからしめよといふ議論が総理衙門を支配したから

明治政府の第一次琉球処分（一八七二年の琉球建藩）・第二次処分

である」という三国谷宏の見解、あるいは「露漬交渉の成行きをめぐっ

（八）

のは、琉球問題の解決策として浮上した琉球分割問題においてである。

（七五年の進貢冊封禁止）・第三次処分（七九年の廃藩置県）を経て一

酢』州鍛鵬關鰹繩緋耀誘電ⅦⅦ鶴受け入れの最大の雲

日清両国の外交代表団は十日後の正式調印を約束して祝杯を挙げたので

場で妥結したのは、一八八○年十月二十一日のことであった。この日、

権と最恵国待遇を与えるという内容の分島改約案が、正式の外交交渉の

古・八重山）を清国へ帰属させ、あわせて日本に清国内地における通商

なる。琉球列島を二分割して中島（沖縄本島）以北を日本へ、南島（宮

案を受け入れるようなことはなかったといえるであろうか。あるいはま

の緊張、日露提携の可能性が存在しなかったとすれば、清国は分島改約

あったことは疑問の余地がない。しかし、’八八○年の時点で清露関係

能性を配慮したことも、分島改約案を受け入れて妥結した一つの要因で

影響しあっているのであって、清国側が清露関係の緊張、日露提携の可

たしかに、琉球問題と伊傘問題は同時並行的に展開し、互いに関連・

旦日本へ併合された琉球は、さらに日清両国による第四次処分の対象と

あるが、十日を過ぎても清国側は約束に反して調印しようとせず、日本

た、日露の提携を阻止することが分島改約案を受け入れた最大の理由で

て危倶された一八八三～八五年の時点で、清国が分島案を受け入れなか

側代表団の北京引き揚げによって、この条約案は未成立のまま歴史の底
さて、ここで当然問題にしなければならないのは、第一に、何故に日

った事実を整合的に説明することはできない。何故に分島改約案によっ

あったとするならば、日仏提携の可能性がより大きなリアリティをもっ

清両国はこの時期に琉球分割という方法で琉球問題を解決しようとした

て琉球問題を解決しようとしたのかという問題へアプローチするために

流に痕跡をとどめるだけとなる。

のか、第二に、｜旦妥結して調印を約束した分島改約案に、清国側が調

5７

かと いう視点から'洋務派外交 の基調を再検討 しなければならな いであ

は'洋務派外交全体 のなか で琉球がど の程度 のウ ェイトを占 めていた の

の感があ った｡英仏は この情勢を憂え て中国を説得し'‑中国も折れ て'

ため両国はとも に戦争を準備して険悪な雲行きとなり'まさに 一触即発

は駐英公使曽紀樺 に再交渉するよう命令が出 ていたが' この判決が出 た

六月 には崇厚 の罪を暫‑免じ'曽紀帝 の交渉 の様 子を見る こと にした｡

ろう｡
第二の問題に ついても'従来'伊禅問題を めぐる清露関係と琉球問題

しかし､ それでも ロシ アの怒りは解けなか った ので'八月には ついに栄

渉をはじめることが でき るよう になり'半歳 にわたる談判 の末' 一八八

をめぐる日清交渉と の関連と いう視点から アプ ローチされ' ｢
霧都 に於

｣

厚を赦免すること にした｡ これ でようやく曽紀帝 は ペテ ルスプ ルグ で交

の

ける露晴交渉は頗る順調に進み'両国 の関係 に平和 の希望が持たれ て栄

も

1年 二月､リサ ァジ ア条約を いささか修 正した セント ペテルスプ ルグ秦

た

たのであ って'琉球条約案 の成立が伊笠 件 6
;
(
﹄頭 で受けたと同じく'
とする植田捷姓 に
椅国 の態度豹変もまた これ によ って左右 され

約 (
イリ条約とも いう)をデ

ども挙げられ ている｡むろ

李抽章 の名分諭固執説 (
=解決案自体 の内部 要 因 H )･⑨ 李 柏 苧 総理

る｡すなわち'第 一に'清露関係 の緊張がピ ークに適した のは'崇厚が

さ て'以上 の推移を踏 まえ て確認し ておきた いことは'次 の通り であ

ルス外相と結ぶ ことが P(
Ju
苧

代表されるような①晴露関係 の緊張緩和 主因親 が頒起され ている外'㊨

針

斬監候 に処せられた三月三日から'左宗其 の喰密進駐' ロシア軍と の対

臥 (針 街 ④尚泰 の分島復臥不 敵 掛 野

ん'複数 の要因を挙げる研究者も少な‑な いが'靖国 の態度変更'条約
調印延期 の最大 の理由を'清露関係 の緊張緩 和 に求 める点 では'す べて
の論者が 一致し ているとみてよ いであろう ｡たとえば'安岡昭男氏は①

側は 一方 で対露懲戒 の姿勢を維持しながらも'他方 では自主的 に緊張緩
(1七)
和措 置をと っていること'第三に' ペテ ルスプ ルグ で交渉中 の曽紀輝か

㊥を分島改約案挫折 の要因とし て挙げながら' ｢
露滑交渉 の成行きは翠
に琉球問題 に関する滑国 の対 日態度を左右 せしめ ている｡交渉 の挫折を

ら条約締結 の見通しが伝えられた のは'分島改約案 の妥結からはば 二ケ

Q
(
JL)
･ これ である｡
月後 の十二月十 四日のこと であ,

要するに'琉球問題をめぐる日清間の正式交渉 の期間 (
八月十八 日‑

る｡従 って' 一旦妥結した分島改約案 に滑国側が調印しなか った最大 の

十月 二十 盲 )(
ペ如 .清蔑 係もす でに緊張 のど .クを過ぎて外交交渉
の段階 に入 っ て お り '分島改約交渉が妥結した十月 二十 一日以後 の十 日

｢1八八〇年 1月初め崇厚は北京 に帰 った.
.その前後から次 々に国論

理由を'妥結後十 日間 の滑露関係 の急変‑ 緊張親和 に求める通説は説得

1八八〇年 の伊勢問題をめぐる清露関係 の推移 に ついて'吉田金 一氏紘

が沸騰Ltまず諭旨を待たな いで帰国したかど により処分する こと にき

力を失わざるをえなくなる｡とすれば'滑露関係 の変化以外 に別 の要因

間に清露関係が緊張 から綬和 へ急変 したという事実は確認されないのであ

まり' ついで訓令 に遵反し越権 の行為があ ったとして裁判 に付 され' 三

が介在していると考 えなければならな いわけ であるが' ｢
別 の要因｣と

次 のように概述し ている｡

晴露関係が緊張から緩和 へ急速 に転換した事実を確認しうる であ ろうか｡

それならば'分島改約案 の妥結前後 に'とりわけ妥結後十 日の間 に'

導 いた要因とし ては'やはり解決案自体 の内部的要素よりも'露滑関係
(一四)
の方を重視 せねばな る ま い｣と指摘し ている ｡

時 (
｣
'tTlf)
r
q日)姦 て'八月四日の清露覇 の開始に至るま での期間
であ る こ と '第二に､曽 紀浮が対霧交渉を開始した八月 四日以降'清国

皿

月には斬監候 (
死刑囚の確定判決待 ち) の判決が下 った｡す でに二月 に

5
8
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は何であろうか。

そこで、注目しなければならないのが第三の問題、つまり、分割の対

件（一八七一～七四年）についての一考察ｌ琉球処分の起点としてｌ」

（『沖縄歴史研本色創刊号、一九六五年）。石井孝『明治初期の日本とアジア』

どの程度関わっていたのかという問題については、従来、ほとんど検討

第四二編第七・八号）。植田捷雄「琉球の帰属を焼る日清交渉」（『東洋文化

（五）三浦周行「明治時代に於ける琉球所属問題」（一）（二）（『史学雑誌』

（有隣堂、昭和五七年）参照。

されていない。本稿では、第三の問題を視野に入れつつ、第一、第二の

研究所妃海産２）。安岡昭男「日滴間琉球案件交渉の挫折」（『法政史弩匡七

象となった当の琉球人の動向である。清国亡命琉球人が分島改約問題に

問題をも再検討することにする。

号、以下、安岡第一論文という）。同「琉球所属を焼る日清交渉の諸問題」

与中国近代企業』（中国社会科学出版社、一九七九年）。腕芳紀・左歩青・章

（ご牟安世『津務運動』（上海人民出版社、一九五六年）。張国輝一津務運動

処分における明治政府の政策基調の分析を中心にｌ」（夛毒廷五○巻一号）．

交史論集」慶応通信）。金城正篤「『琉球処分』と民族統一の問題ｌ琉球

紛議」（『政経鎗叢』第三八巻第一・二号）。英修道「沖縄帰属の由来」ｓ外

（『法政史》臣九号、以下、安岡第二輪文という）。大山梓「琉球帰属と日清

鳴九編一津務連動史論文選』（人民出版社、一九八五年）。中華文化復興運動

（六）彰潔周『明治初期日韓渚関係の研本己（塙野房）。尻の旨Ｉ旨目尻】曰

註

推行委員会主編『軍国近代現代史論集』第六編～第十編。拙稿「中国における

【。『８》］§目．：。【すの○三コの⑩の同日且『の》】ｍｇｌ】②馬。（□日ごＩ

（金基赫）愈国〕のＥ⑩一勺汀閉の。（岳の固口⑩戸シ、薗口三・『］。。ａの『－

昭（ｏ

の励一ご◎［○ｍ一一〔。『己回勺局⑩⑩》】患◎）・

洋務連動研究の歴史と現状」二流球大学教育学部紀要』第二八集第一部）参

（二）前掲訂‐国近代現代史論集』第七編。坂野正高『近代中国外交史研究芦岩

（八）三国谷宏「琉球帰属に関するグラントの調停」（東方学報』京都第十冊、

（七）上原兼善「先島分島問題」（『沖縄歴史研本聖五号）。藤村道生「琉球分

第三分冊）。

波番店、昭和四五年）。同一近代中国政治外交史』（東大出版会、一九七三年）。

生「明治維新外交の旧国際関係への対応」二者古屋大学文学部研究論集一Ｘ

（九）前掲安岡第一論文。

島交渉と対アジア政策の転換」（『歴史学研壺色三七三号）。我部政男「明治

ＸＸＸＩ、史学一四、以下、藤村第一論文という）。同「明治初年におけるア

二○）前掲植田論文。

（三）国保橋潔「曰支新関係の成立ｌ幕末維新期におけるｌ」一・二（訂〈

ジア政策の修正と中国ｌ日浦修好条規草案の検討ＩＬ二箸古屋大学文学

（二）前掲三国谷論文。前掲安岡第一・第二論文など。

十年代の対滴外交１Ａ琉球条約Ｖの顛末をめぐってｌ」（冒本史研塞

部研究論集』ＸＬＩＶ、史学一五、以下、藤村第二論文という）。

学雑蕊第四四編第二・三号）。大畑繭四郎「大陸政策論の史的考察Ｉ幕末

（四）許世槽「台湾事件」（『日本外交史の猪問題』Ⅱ、有斐閣、昭和四○年）。

二二）梁嘉彬「琉球亡国中日争持考実」下（『犬陸雑誌』第四八巻、第六期）。

二九号）。前掲金城論文。

桑原純「台湾辮件（一八七一～一八七四年）ｌ琉球政策の転機としての台湾

梁嘉彬によれば、「李溺章が球案に反対した真の原因は、実に総理衙門がまず

より日清戦争直後までｌＬ二国際法外交雑誌一六八巻五・六号）。藤村道

出兵ｌＬ（毒〈学建屋第八七編第九号、昭和五三年）。金城正篤「台湾事
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代中国史事日誌』第一冊、六六七頁。以下、訂〈事日誌』という）。

⑥六月二十六日礼親王等、「崇厚の罪名は外国公使の要請に循い、減免す

その同意を得ることなく、直接に宍戸磯と談判したのを不満としたことにあり、

李湧章はこの種の外交権を決して失ってはならないものと考えていたのである」

るを予すべし」と上奏す（『清李外交史料』巻二十一、一一頁）。崇厚、斬

あり」と上奏（『清李外交史料』巻二十一、二七～二八頁）。

③七月三十日総理衙門、「ロシアの情形を探訪するに、意は戦端を開くに

との李溺章・張樹声の報告に接す（「史事日誌』第一冊、六六八頁）。

⑦六月三十日総理衙門、「ロシア兵船は紛々として日本の長崎へ航行す」

ゆろ

という。この見解は竹添進一郎と李溺章との対談における李の発言（『沖縄県

監侯の罪名を免ぜらろ（「史事且竺第一冊、六六八頁）。

七五頁）に由来しているが、前掲植田論文は竹添の推測を「あまりに近視眼的」

史』胆、三二六～三三一一一頁）にもとづく竹添の推測（『沖縄県史』鳩、一一
と批判している。

（一三）『東恩納寛淳全集一一巻、一九二頁。

二四）前掲安岡第一論文。なお、我部氏もまた同様に、「沖縄の帰属問題に関

す（訂〈事曰拳竺第一冊、六六九頁）。

⑨八月四日曽紀鶴、伊鍬問題に付き、ロシアのコルチャコフと談判を開始

二七）たとえば、次のような事実がある。

する澗国政府の内部を見た場合、この問題がいかに国際的環境Ⅱ対露交渉と密
接な関係にあったかということに途肴する。もしも露清間の伊麺境界問題をめ

李外交史料』巻二十二、三～四頁）。②八月十一日左宗薬を召喚して来京せし

①八月八日総理衙門、「ロシアと未だ新約を結ばざる以前に、清露交渉の未

め、朝廷の顧問に備えしむ（『清李外交史料』巻二十二、六頁）。③八月十二

ぐる交渉が不調に終結していたならばあるいは『琉球分割条約』は成立し、宮

もまた通説の範囲内にある。

日曽紀灘の要請により、崇厚を釈放す（『清李外交史料』巻二十二、七頁）。

だ緒了せざる五案件を以て急ぎ処理し、以て和誼を顕すべし」と上奏す（『澗

（一五）吉田金一『近代露清関係史』、二四三～二四四頁。

④八月三十一日「聞くに、ロシアの兵船、大連湾に至る由なれば、着して厳

古・八重山二島は分割されていたであろうことは十分に予想されることである」

（一六）ちなみに、この間の清国側の動向を年表的に示せば、次の通りである。

（前掲我部論文）という。清露関係を第一義的に強調している点では、我部説

①一月二日崇厚、命を奉じてロシアへ出便し諭旨を待たずしてリパディァ

に海港の辺界を防がしむくし」との上諭下る（『清李外交史料』巻二十二、一四

虫允

がた

～一五頁）。⑤十一月十四日「ロシアは条約交渉の期限を二カ月延長せんこ

条約に調印、帰国せしにより、厳重に議処し、部議を聴候しむ（一滴李外交
史料』巻十八、一○頁）。

とを請う。その意は測り厄ければ、李鴻章に命じて時に及んで布置せしめよ」

との上諭下る（「清季外交史料』巻二十四、八頁）。

③一月十六日張之洞、「伊箪条約（リパディァ条約）は許すべからず、左

宗葉・李潤章をして軍備を整え、一戦に傭えしむくし」と上奏す（『清李外

二八）詞〈事日誌』第一冊、六七七頁○

二九）ちなみに、上海で発行されていた有力週刊誌の『盛聞録』は、一八八○

交史料』巻十八、一一一一頁）。

③二月十九日曽紀灘を出使俄国欽差大臣に任命（『清李外交史料』巻十九、

のように報じている。ｌ「…近属：日ぃ鑿滝雲間あらず．艫だ徽鯛

年十月九日（光緒六年九月六日）発行の第七十号に「俄事伝言」を掲載し、次

④三月三日崇厚、斬監侯に処せらる（『清李外交史料』巻十九、一一頁）。

絡鐸し、将帥紛紛として北上す。此れ亦不虞に傭撤するの意にして、いまだ拠

三頁）。

⑤六月十五日左宗薬、恰密に抵り、伊箪のロシア軍と対時す（郭廷以『近
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あり。…前に西報を閲したるを憶い起こすに、曽襲侯〔曽紀際〕は西暦八月初

緊要の消息なし。即ち都中も日来また換然として味釈し、到る処に承平の景象

て、伝説愈々紛たり。本埠〔上海〕の若きは、中外南北の総腿たるに、反って

びに妄りに中俄巳に辺陸に在りて開仗せりと伝う。皖豫の各省は壌地偏僻にし

りて和を失うの証拠と為すべからず。而れども外聞頗る倦憐警慨の色あり、丼

ば、将に彼（西欧）に効尤し、西人の利藪を分たんとす」と指摘し、日

将に我に附麗して西人の長短を窺伺せんとし、我、以て自強する無くん

を距つこと遠く、中国を距っこと近し。我、もって自立することあらば、

に往きて各芸を師習せしむ。…夫れ今の日本は即ち明の倭冠なり。西国

たらんとし、宗室及び大臣の子弟の秀れたる者を選抜し、西国の製器廠

て外府（植民地）と為’し鐸に珠求せんと意う。日本の君臣、発憤して雄

おも

一日、随員十人・西人翻訳二人を随帯し、一併に俄に抵れば、俄国の当道は之

本を「倭憲」の後喬として警戒するとともに、「近代化」の志向に注目

（一一一）

を待つに礼を以てし、頗る股挙の意あり、と。則ち和局は定めし能く相い与に

しつつ、日本が西洋に付くか清国に付くかは清国の自強如何にかかって

いた

成あるべし。西報また言う。近日の都門の信息に謂えらく、刻下、総署王大臣、

いると強調している。

たの

たく

一外洋公使に蝿して専ら中俄両国の為に和議を力主せしめ，ｍことを議し、共に

明治政府成立直後の一八六七年十二月の時点で、江蘇布政使の丁日昌

すべきであろう。

西洋・アジア連合を形成しようとする構想が提起されていることに注目

こでは、日本をも宗属支配の原理にもとづく冊封体制内に組み込み、反

と聯絡をとりアジア集団安全保障体制を強化すべしと提案している。こ

（四）

ことにも警戒の目を向け、日本をはじめ高麗・遜羅・安南・緬甸の諸国

が清国の弱みにつけこんで日清離間を策し「坐して漁人の益を収める」

即ち明の倭冠なり、陰柔にして遠謀あり」と警戒するだけでなく、西洋

して、日本の「自強」に注目するとともに、他方では「夫れ今の日本は

ただ

嚢し教く盛会を襲しむ、と。是れ則ち疑を伝えるの論にして、本館の敢えて深

も一方では、「日本は西人と通商するの後より、立子っに自強せんと意い、
にわ

信する所にはあらざるなり。之を総するに、中外の商民の和を望むの心は、歳
およ

士卒を訓練し、並びに（製造）局を設け船醗を精造」しつつありと指摘

きざただ

より

を望むより遮る。第、各路の伝聞盛び華英日報の諸論列に拠るに、畷かに鉾端
ひら

を啓くを致さざるべきに似たり。而して祷防徴調は乃ち軍国の常にして、庸て
しげ

過りに疑慰を滋くするなかれ。目を拭いて之に望むべし。」と。

あま

Ｉ洋務派外交の基調ｌ日清提携路線Ｉ
一、日清修好条規体制の成立

一八六○年代の清国外交を主導した洋務派は、華夷想懇乖もとづく宗

清国の日本との「聯絡」は一八七○年代に入るとともに具体化する。

属的支配体制が西欧諸国には適用できないことを学びとり、欧米列強に

対しては近代的な国際法原理を適用するにいたるけれども、アジア諸国

成立まもない明治政府は朝鮮に対する名分論上の優位を確保する必要か

（五）

との関係においては、依然として宗属支配の原理を貫き、冊封体制を維

ら、日清対等条約の締結を企図し、その下準備のために柳原前光を清国

（一一）

持するという二元的外交方針を採った。もっとも、近世期を通じて冊封

へ派遣した。柳原は一八七○年九月三十日に天津に至り、翌日、署三ロ

通商大臣と臥謹て条約締結交渉の件を申し入れるとともに、李鴻章と

体制の圏外にあった日本に対しては、アジアのなかでも特殊な位置を占

める国として認識し、警戒と期待の目でもって注目していた。たとえば、

も面談している。その際、柳原は「英・仏・米の諸国は強いてわが国に

さきごろ

すでに一八六四年の時点で李鴻一旱は、「前者、英・仏の各国は日本を以
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ととごと

なら

諸国の例を以て之を待遇せざれば、彼まさに滕に厚くして藤に薄くすと

せ歯

通商を偏り、わが国の君民はその欺負を受けたれば、心に不服を懐く多い）、
ゆら

力独り抗↑し難く、允すべき者においては之に応じ、その允すべからざる

瀞鴎瀦溌蝿撹則踊就附齪岑騨艤鮒郷鯉、

すべしと提案したが、条約の内容に最恵国待遇条項を入れないように強

者は之を拒むと錐も、惟だ思うに、わが国は中国と最も隣近たれば、宜
しくまず通好して以て同心協力すべし。擬して貴衙門の示下るを俟ちて

調している。

（七）

結の方針を確定し、’八七一年七月九日には李鴻章を全権大臣に任命し

かくて、李鴻章・曽国藩の強力な賛成論を背景に、清朝廟堂は条約締

再び進止せんとす」と述べ、欧米に不平等条約を押し付けられている日
清両国の「同心協力」を李鴻章に訴えている。

柳原の条約締結申し入れを契機に、情国内では賛否両論が対立した。

条約締結反対論の代表は安徽巡撫の英翰であった。清国が天津教案に苦
しんでいる時期に便乗して日本は条約締結を要求してきたと考える英翰

間にわたる条約締結交渉が展開されることとなる。交渉の主導権は終始

て、日本との条約交渉に当たらせること』し輻明治政府もまた伊達宗
域・柳原剛光らを蓋大臣として清鬮へ派過する頚零定した．伊達
・柳原らが天津へ到着したの醐璽七月二土日のことで、以後五十日

の国たれば、英仏各国の如／、曽て経に条約を明定する者の比にはあらず。

すで

は、一八七○年十二月十八日の上奏において、「日本は向来、臣服朝貢

李鴻章に握られ、所属邦土の鬘日清提撹．相互援勤、’零鬮待週条

項の排除を骨子とする清国側原案が討議の基礎に据えられた。会議にお

今、我の隙に乗じて忽ち来りて嘗試せんとす。その心、実に問うべから

いては、最恵国待遇条項の挿入をめぐって激しい攻防が展開されたけれ

（詞｝と不信感を顕し、条約締結の要請を拒絶すべしと提案している・

ども、結局清国側の主張に押し切られ、九月十一日、両国全権は天津山
や

条約締結賛成論を代表する李鴻章は、柳原との会談の後、総理衙門へ
くら

書簡を送り、「日本は蘇漸を距っこと僅かに三日の程にして、中華の文

迺蕾零おいて日清修好条規十八条通商章程三十三款海関税則に調

日清修好蓋の特徴を．藤村道生氏は次のように規定している．ｌ

印した。

字に精通し、その兵甲は東島の各国に較ぶれば差や強し」し」指摘しつつ、

「第一に日本および中国がその時まで結んだ条約のすべてと異なり、列

（九）

かるくし」と提案している。続いて一八七一年一月二十一日の上奏にお

強に強制されたものでなく自主的に結んだ最初の近代的条約であった。

「正に連合して外援と為し、西人をして筒りて外府と為さしむることな

いても、李鴻章は柳原の「同心協力」・日清提携論を引用し、「無論、

中に明示したことである」と。

二七）

う特色をもっていた。…第三の特色は、領土保全・相互援助規定を条約

強制されていたが、その条件のもとで両国の対等性を貫徹しているとい

第二に締約国の双方が列国の領事裁判権下にあり、まだ、協定関税率を

是れ真心にはあらず」と看破しながらも、「立言、また体を得たるに似
たり」と認め、「之〔日本〕を寵絡すれば或は我が用と為らん。之を拒
絶すれば必ず我が仇と為らん」との観点から、日本を敵にまわすことな

く同盟国として利用するためにも条約を締結すべしと妹瀦串いる・

李鴻章とともに洋務派のリーダーたる曽国藩もまた、日本は「我と素

近代における日清両国間の最初の自主・対等・同盟条約ともいうべき

はるか

より隣邦Ｌ」称し、廻に朝鮮・琉球・越南の臣属の国の比すべきには非ず」

日漬修好条規は、清国側にとっては、一八六○年代以来の対日外交構想

ほこ

と認めつつ、「日本は自ら謝りて強大の邦、同文の国と為す。若－し泰西
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註

（一）三国、冒・三・○・負目彦のい、⑫（の圃口巳。【ｏ三コの⑫の。。■⑪①『『貝】切日・

の結実を意味し、とりわけ相互援助規定が条約中に挿入されたことは、
李鴻章をはじめとする洋務派の対日外交の基調を明示するものとして注

月面の弓巨己ｍ－ｏ冨豈”の⑩８『脚亘。ｐ】』、の国Ｉ］②『吟・劃の［四コ【。【。〔］己『・

渉の開始を前にして、王補帆あての書簡のなかで、「東を以て西を制す

頼していたわけではなかった。たとえば、李鴻章は日本との条約締結交

入に反対した経緯もあり、清国側も相互援助規定の実効性を全面的に信

（四）『夷務始末』巻五十五、二五頁。

略称。

（三）『祷弁夷務始末』同治朝、巻二十五、九～一○頁。以下、『夷務始末」と

（二）前掲藤村第二論文参照。

で『ののり傍＠ｍ『・ロ国』ｍ１ｍｍＣ・

目に値する．むろん、日清修好条規第二条の相回謬鶚定は日清離間を

るの説は、本より侍むに足らず」、つまり東洋が連合して西洋を制する

（五）前掲藤村第一論文参照。

策する西洋列強から攻守同盟とみなされて干渉を受け、日本側はその挿

という考え方はあてにならないと指摘しつつ、「中土（清国）、自強す

（六）『史事日誌』第一冊、五四四頁。

二九）

る能わざれば、処々皆わが敵国にして、又なんぞ東西もて之を分たん」

（七）「論天津教案」『李文忠公全集』訳署函稿巻一、三～四頁。以下、『李全

（二○）

と強調し、清国が自強できなければ東洋も西洋もないという見解を明示

集』訳署と略称。

（九）『李全集』訳署、巻一、三～四頁。

（八）『夷務始末』巻七十九、七～八頁。

している。

柳原の日清提携論を「是れ真心にはあらず」と看破し、「侍むに足ら
ず」と留保していた李鴻章が、あえて相互援助規定を挿入することに固

（一○）『李全集』奏稿、巻十七、五三～五四頁。

（一二）（一三）『史事日誌』第一冊、五五五頁。

（一一）『夷務始末』巻八十、一○～二頁。

洋務連動の成果と対日外交の成果が相互規定の関係でとらえられること

（一四）王璽『李溺章与中日訂約（一八七一）』参照。前掲田保橋論文参照。

謝駝卵脇隅帆綱柵躯總概Ⅷ鱸Ⅷ麗趨蛎稲

となり、日清修好条規体制の維持Ⅱ日清提携路線こそが洋務運動期間の

（一五）（一六）前掲藤村第一・第二論文参照。

「朝鮮による米艦隊撃退」（シャーマン号事件）に求める見解もある（佐々木

（二一）清国が日清修好条規の最終草案に相互援助条項を挿入した「契機」を、

（一九）（二○）「李全集』朋僚巻十一、六頁。

鶴奉』）。

二八）張啓雄「何如琿的琉案外交」（『第一届中琉歴史関係国際学術会議論文

（一七）前掲藤村第二論文。

洋務派外交の基調となる。

しかし、他方の日本側の外交基調は、柳原の条約締結申し入れ二八
七○年）から調印・批准（一八七三年）にいたる間に、早くも名分論に

蝿鵬酊川蒸邇釘繩輕蘓蛎描潴霧嘘Ⅲ胎馴鵬

洋務派外交の基調Ⅱ日清提携路線は試練に直面せざるをえなくなる。

場「同治年間後期における清朝洋務派の日本論ｌ李鴻章の場合を中心として
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ｌＬ「東洋史研壺聖第四四巻第三号）。
（二二）前掲藤村第二論文参照。

二、台湾事件の衝撃と海防・塞防舗争

日清修好条規の批准書交換のため、副島種臣・柳原前光を正副使とす

日清修好条規の批准から一年も経ずして表面化した日本の台湾出兵は、

清国外交を主導する洋務派にとって、信じ難い事態であった。台湾出兵

近しの情報が乱れ飛んだ一八七四年の四月二十八日の時点でも、李鴻章

は総理衙門宛の書簡において、「江藤新平が反乱を起こしたのは征韓論
（一ハ）

が採用されなかったからで、日本政府が遠征を試みるとすれば、台湾出兵

よりも朝鮮出兵が先であろう」と観測しつつ、「内乱を平定したばかり

報が多いので、台湾出兵のニュースも誤りである》壬生苫いう趣旨の見解

の日本には海外遠征を試みる力はなく、近年の日本の新聞には誤った情

その翌日、副島は李鴻章を訪ねて、欧米列強に不平等条約を押し付けら

を示している。ところが、まもなく台湾出兵の事実が判明するや、李溺

蝿一蝸賎鰯棚蓉の鮮剛鑿編壷禍崖
れている日清両国の現状を憂うる心情を吐露し、日本の条約改正の努力

章は五月十日付の総理衙門宛書簡において、アメリカに働きかけて米人

を強化することなどを要請」私』その翌日（五月十一日）、総理衙門は

リゼンドルの出兵加担をやめさせること、沈葆禎等に命じて台湾の防衛

について紹介したところ、李潤章は大いに感銘を受け、「極力之（条約
改正）ヲ懲邇シ、改訂ノ結果ハ随時新条約ヲ御通知アリタキ旨依嘱シ、

何レモ当二漸次法ヲ設ケテ更定スヘク、庶クハ互一一事無キヲ保スヘキ旨

睦ノ道ヲ尽シ、彼此優礼相対シ、友誼日一一敦キモノ有り。昨年ハ貴副島

日本外務省へ照会を発し、「貴国ト中国トハ条約締結以来、各々講信修

京の総理衙門を訪れた柳原は、一一年前の台湾における琉球人遭難事件に

大臣、便ヲ奉ジテ来清サレ、本大臣卜諸事談合シ、情意頗ル懇敦タルモ

侭一生、意気投合したという。ところが他方で、同年六月二十一日に北
ついて論及し、「生番」を「化外の民」とする清国側の発言を引き出し

ノ蘇竝｝と日清提携の基調を確認しつつ、「雌蹄突然貴国ノ師ヲ輿シ、

台湾二赴ク由ヲ聞込ミシモ、真偽二就キテハ、本王大臣ハ未タ敢テ深ク

て児崔｝これが台湾出兵の伏線となったことは周知の通りである・

副島外務卿は帰国後まもなく、同年十月の征韓論争に敗れて下野する

之ヲ信スルモノーーハ無之モ、若シ貴国ニシテ真二此挙有ラハ、何故二先

シ我方卜商議致サレサリシャ」と詰問しているものの、全体のトーンは

二○）

が、大久保利通を中心に再建された明治政府は、国内の不平士族の目を

外へ向けるために、一八七四年二月六日台湾出兵を正式鍵誕）同年四月
計画を始動させる。途中、日本駐在英米公使のクレームによって一旦計

「該国〔日本〕、江藤新平の乱ありてより、招撫に就くと錐も、乱民衆

総理衙門が日本の台湾出兵に直ちに強硬な態度を示さなかったのは、

極めて宥和的であることに注目すべきであろう。

画中止の決定が下されるものの、出発延期命令を無視した西郷都督は同

四日には台湾蕃地事務局を設置して西郷従道を都督に任命し、台湾出兵

年五月二日に独断で出兵を強行し、五月七日台湾へ上陸、以後、半年に

ず採られた措置と理解していたからである。李鴻章もまた同様の見方に

明治政府の意思として受けとめず、国内の不平士族対策として己むをえ

に安置せんと欲すと調う」という情報に依拠して、台湾出兵を必ずしも

多にして安挿すべ翁ぺ｝新聞紙屯騒々護国この項の人衆を台湾境内

わたって台湾における日本軍の「番社」掃討作戦と北京における日清外

溌鯆濡鯰寄懇『月三十一日の日清議定書締結にょ。てひと
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日なければ、以て宕緩土一厘〕と強調している。

七十五万元の「撫伽銀」を得て日本軍は撤退し、台湾事件はひとまず

落着するが、その前後から情国内では海防論議が高まり、折しも重大化

しつつあった西北回教徒の反乱鎮圧の課題とあわせて、いわゆる海防・

立っていたことは、同年六月五日付の総理衙門宛書簡において、「その
薩舸一馬島は兵力強横にして、藩を撤せられて怨望し、詞を籍りて兵を興

塞防論争が展開されたことは周知の通りである。

し、易に占越せんと図ろも、朝臣制柳する陛左という情報を伝え、

台湾事件を薩摩士族の暴走と判断していることからも窺知しうる。この

数千年来いまだ有らざるの変局たり」と指摘し、西洋各国こそ清国にと

（二○）

国の通商伝教は、来往自如たり。…｜国事を生ずれば諸国構扇し、実に

代の備辺は多くは西北に在り、…今は即ち東南の海騒萬余里にして、各

なかで日本への公使派遣の必要性を強調している外、李鴻章はまた「歴

は日本を第一の仮想敵国と考えていたわけではなかった。同じ上奏文の

いう予算穫得のためのキャッチフレーズと一対の便法であって、李鴻章

禰雇鴻船繩獣説齪ｂ繊識駿繩騨聰蝋蠅傘

て戸閏にありくわが虚実を伺う．誠に中国永久の大羅刎｝と日本脅

っ、さらに「泰西は強しと錐も、尚お七万里以外にあり。日本は近くし

雛繍旧織鮮経鵡川溌幽縦糊騒雑騨難岬掴

年旧制を改変し藩民服せず。…洋債を多借し、英人と暗に党援を結び、

李湧章は一八七四年十二月十日付の上奏において、「該国〔日本〕、近

機として台頭し、対日不信感をベースとして主張されている。たとえば、

味するのであろうか。たしかに、海防論は日本の台湾出兵を直接的な契

代表的な海防論者となったことは、対日外交の基調が転換したことを意

ない。日清提携論を対日外交の基調に据えた恭親王・文祥・李鴻童らが

基調Ｉ日清提携路線ｌとの関わりにおいて再検討されなければなら

接には清国財政の配分問題に起因しているが、清国の世界戦略・外交の

李鴻章に代表される海防論と左宗菓に代表される塞防論の論争は、直

（一一ハ）

ような判断にもとづいて総理衙門や李鴻章は、日清提携路線の枠内で台

湾事件を処理しうるし、また処理しなければならないと決意し、大久保
利通を全権大使とする日本側使節団との折衝に臨んだわけであるが、総

理衙門は出兵名目や賠償金についての大久保の要求を受け入れた理由を、
交渉妥結を報告する同年十月三十一日付の上奏において、次のように述
べている。

「該使臣〔大久保〕、毎に兵民服し難きを以て詞と為す。此の中、実
に言い難きの隠あり。今、もし一として得る所なからしめば、措置良に
難し。…然れども該使臣の原意もて要求せる各情の如きは、或は国体に

関わることあり、或はその名は非なれども、その蓋零り．また此に
因りて通融する能わざれば、追うなきの梅あるを致さん」。

要するに、大久保の要求事項は国体に関わる問題を含み、名分上から
いえば「非」であるが、大久保の立場を思いやれば、その内実は「是」

であるので、ここで妥協しなければ後悔することになるだろうと判断し
た、というわけである。換言すれば、総理衙門が大久保に譲歩したのは、

不平士族の不満を抑える手段が必要であるという大久保の立場を配慮し
たからで、日清修好条規体制を保持するための己むをえざる措置であっ
た。李鴻章もまたこのような総理衙門の措置を支持していたことは、「日

鉢攪武燗欝鍵鱸懸獺銚調け鵠繩聰雛昨握
る。同書簡において李鴻章はまた「此の論は清議の許さざる所たるを知

るも、時局を還顧するに、海防は急切に周傭し能う所に非ず。事機に時
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って最大の脅威であることをも強調しているのである。
漸江巡撫の楊昌溶も海防論者の一人であるが、「西洋各国は船敵。利

器を以て海上に雄を称して巳に三十余年、近ごろ更に奇を争い巧を闘い、
届出して窮まらず、千古いまだ有らざるの時局たり。禍心を包蔵し、眈
眈虎視するの勢いあらざるなし。日本は東隅の一小国のみ。…現在、事
〔台湾事件〕議結すと錐も、霜を履んで堅氷至る如く、日後借端して鎌

を生ぜざるを保潅」｝と指摘して西洋各国を「禍心を包蔵して眈耽

虎視する」仮想敵国とみなし、「東隅の一小国」たる日本については、
将来の潜在的な危険性を警戒しているけれども、当面の仮想敵国とは見
なしていない。

一八六三（同治二）年准軍幕府に入り幕僚として李鴻章と密接な協力

さき

関係を築いていた錠鑿ぱ、台湾事件落着後の一八七四年十二月十九日

たの

腿しい：

付の上奏において、「該国〔日本〕の政令、向に之を操するの将軍は、
専ら中国の銅商を侍みて貿易し、以て利権を蝉にす。泰西各国と通商し
てより、将軍その権を主する能わず、利は西人の奪う所となる。乃ちま
た旧章を改変し、｜に西人に従う。また重利もて之を盤剥したれば、貧
困ほとんど支える能わず。是において艇して険に走り、兵を興して台湾

駐諺と指摘して日本の台湾出兵の原因を西洋人の経済的収奪によ

る貧困化に求めつつ、さらに「日本もし亡ぶも、固より惜しむに足らず。
さと

しかれども西人は日本を以て外府〔植民地〕と為し、謀略を蓄うること
己に深し。該国冥然として覚るなく、始めは即ちその愚弄を受け、継い
で即ちその挾制するところとなる。一旦兼併せらるれば肘腋に偏近す。
（一一四）
その患は更に何ぞ言うに勝うべけんや」と論じて、日本が西洋の植民地
しん

となった場合の危険性を警告した上で、「臣、擬すらく、遣使は兼ねて
日本に及ぼし、使臣を以て彼の国に駐紮せしめ、誠信もて相い孚じ、既
にして之と聯絡せし上は、また之に認諭して早に感悟するを知らしめ、

勉力て生存を図らしむれば猶お東洋の露となるが産厘｝と藷し、

つとめ

日清提携論を展開している。このような反西洋・日清連合構想は、王凱

泰に特有のものではなく、李鴻章をはじめとする洋務派主流に共有され

（一一一ハ）

ていたのであるが、王凱泰の場合には、台湾事件の衝撃のなかで主張し

ていることに注目すべきであろう。

「中国の辺患、西北は恒に東南より劇し」という観点から塞防論を主

張する左宗巣は、一方でロシアを最大の仮想敵国としながら、他方で西

洋諸国の「志は専ら通商して利を取るに在り」「その土地人民を利とせ

（二七）

ず」という認識にもとづいて、沿海の安全のためには既存の条約体制を

守るべしという趣旨の議論を展開している。左宗某とともに塞防論者の

一人であった丁宝禎（山東巡撫）も一八七五年一月二日付の上奏におい

て、「臣、年来私に憂い窃に慮り、寝食安んぜざる者は、即ち尤も俄羅

斯〔ロシア〕に在りて、日本はその次なる者なり。蓋し、外洋の各国は、

中国と水路通ずと錐も、陸路通ぜず。且つ均しく遠く数萬里の外に在り。

日本は洋面近しと錐も、陸路尚お駐鄙｝と指摘して、地理的観点から

ロシアを第一の仮想敵国とし、日本をその次に置いている。ロシア脅威

論が日本脅威論を圧倒していることに注目すべきであろう。

要するに、台湾出兵の衝撃を受けて展開された海防・塞防論争のなか

で、いづれの側にも対日不信感・対日警戒論が台頭しているものの、最

大の仮想敵国をロシアとみなす論者が主流であって、日本を当面の仮想

敵国として位置づける議論はほとんどなく、海防論者のなかにさえ公然

と反西洋・日清連合繊綴を提起するものもあり．洋務派外交の基調ｌ

日清提携路線ｌにはいささかの変化も癒かつたことを確認しうる．
註
二）前掲田保橋論文。
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（一一）『李全集』訳署、巻一、四一二～四六頁。王芸生著・長野等編訳『曰支外交
六十年史』第一巻、八○頁回下、ヨハ十年史』と略称）。
（一一一）『日本外交年表並主要文替』上巻、五一一一頁。
（四）『日本外交文湾』第七巻、一～三頁。
（五）云口湾琉球始十踵巻一～巻三参照。

（六）（七）「論日本派兵赴台湾」蚕｝全集』訳署、巻二、二○頁。
（八）「論日本図攻台湾」『李全集』訳署、巻一一、一一四～二五頁。

（九）二○）宝ハ十年史』第一巻、八七～八八頁。『夷務始末』同治、巻九十
一一一、一一九～一一一○頁。

（二）『夷務始末』同治朝、巻九十八、一五～一六頁。
（一二）憲一全集』朋僚、巻十四、四頁。

（一三）『夷務始末』同治朝、巻九十八、一五～一六頁。

（一四）（一五）「論台事帰宿」『李全集』訳署、巻二、九～四二頁。
（一六）劉石吉「清季海防与塞防之争的研究」『故宮文献』第二巻第三期（のち、
「中国近代現代史論集』第八編に収録）。

（一七）（一八）（一九）『夷務始末』同治期、巻九十九、三二～一一一四頁。
（二○）「祷識海防掴」『李全集』奏稿、巻二四、一○～一二頁。
（二一）『夷務始末』同治朝、巻九十九、三四～四一頁。

（二一一）玉繭敏『准軍士篁三二四、一一一三四～三三六、三八五～三八六頁。『渚史

三、琉球処分の展開と日清提携髄

と胎鮒燗辨齪娠可麩←吋岼御麩細峠鍼鰄川馴鈴麩樒罐巫鍛繩矼定荊硅陸

琉球処分に着手していた。一八七一一（明治五）年の琉球建藩・尚泰冊封

を第一次琉球処分とすれば、一八七五（明治八）年の清国・琉球間の進

貢・冊封禁止措置は第二次処分、一八七九（明治一二）年の廃藩置県は
第一一一次処分、その翌年（’八八○年）の日清両国による琉球分割交渉は
第四次処分ということになる。

前述のように、第一次琉球処分の前後、明治政府の外交基調は、名分
論に基礎を置く日清連合論から、近代国際法に基づく小西欧主義へ転換

しつつあったといわれる。琉球の処置をめぐる論議にも、「転換」期の

鰹纈鯏墹蝿鬮輔詳維締紺繩洲鮒画認蕊肛脈鯏

明一一両属ト看倣スヘ這｝と主張する左院の見解が対立したことは周知の

から、琉球の理解を得て版籍を奉還せしむくしと主張する大蔵大輔井上
馨の建議と、名分論すなわち日清両属説の立場から、この際琉球を「分

通りであるが、井上案は「小西欧主義」を志向し、左院案は日清連合論
の立場に立っていたといえよう。ここでは、とりわけ「我同盟ノ東西洋

鑪に州鈩鰍洞艫孤麺糊》総意詩鈩鱗繍州鑪

に注目しておきたい。左院の立場からすれば、清国は「信義ヲ以テ」交
際すべき「我同盟国」として意識されていたわけである。しかし、左院
案は明治政府の採用するところとはならず、琉球処分は井上案に沿って

稿』巻四一一六、列伝一一一六。

（二七）コニ文理公全集』奏稿、巻四十六、三二～三三頁。

展開することとなる。

（一一六）ヨニ文誕公全集』奏稿、巻五十、七五～七六頁、

（一一一一一）（二四）（二五）『夷務始末』同治朝、巻九十九、五一頁。

三八）『夷務始末』同治朝、巻百、四○～四二頁。

琉球併合を最終目標として着々と既成事実を積み重ね始めた明治政府
の処置に対して、清国側はどのような対応措置を採ったのであろうか。
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六年十一月八日に清国駐在日本公使の森有礼と会談して、日本は「中国

第一次琉球処分に対する清国側の反応は全く表面化せず、一八七三年副
島外務卿が条約批准書交換のために渡漬した際にも、清国側から問題提
起があった形跡はない。台湾出兵の翌年二八七五年）に採られた進貢
・冊封の禁止措置Ⅱ第二次処分に対しても、清国は直接反応することな
く、琉球からの訴えがあるまで静観していた。その間、李鴻章は一八七

・高麗と力を併せて俄〔ロシア〕を拒まんと糺麺｝という森の反露・日

清韓三国同盟論に深く賛意を表し、あるいはまた同じ頃副島種臣とも会

とも

談して、その内容を総理衙門へ次のように報告している。
い士

「日本前使の副島種臣、月初〔光緒二年九月初旬〕において単身来遊

し、衙門に造りて謁見を請う。旧識に係るに因り、与に時事を談ず。称
よ

に拠るに、該国〔日本〕之を法使〔フランス公使〕に聞きたるところ、

窃取せる俄国政府の密瞥に、俄もし日本と事を生ずれば、必ず先ず日本
の赤馬関〔下関〕に拠りて以て東西の路を断つべし、と云う。赤馬関は

蓋し日本の海峡にして往年英法の攻むる所の処なればなり、と。故に該

国、俄の呑職を防ぐこと甚だ切実にして、その中国と力を併さんと願う
は、また実情に属せり。副島の才略は凡ならず。太政・巌倉と合わざる
に因り、自ら甘んじて屏退するも、その意は時を待ちて興らんとするな

り・此の行また意なきにはあ壱空論〕

副島はロシア政府の密書なるものを根拠に、旺んにロシア脅威論を強

調したわけであるが、李鴻章はこれを防露・日清連合論と受けとめて大
いに意を強くし、「副島の才略は凡ならず」と賞賛しているのである。
李鴻章が森公使や副島と会談して大いにロシア脅威論・日清連合論を

語り合っていた頃、琉球の向徳宏（幸地朝常）は明治政府の進貢・冊封
停止命令Ⅱ第二次処分により接貢船派遣が不可能となった事情を説明す

るため、察大鼎（伊計親雲上）・林世功（名城里之子親雲上）らを率い

て、密に本部港より出航し福州へ向か｛桂》一八七六年十一一月十日夜の

ことである。向徳宏らが福州へ到着する前に、李鴻章はすでに一八七七

年二月二十八日付の上奏において、「琉球は台北を距つこと千余里、日

本、兵を分ちて琉球に盤踞すれば、漸く呑唾を思わざるを保し舩叫｝と

指摘しているものの、何ら具体的な対応措置を提起するエ正奄く、「幸

い、丁日昌、台に赴くことあれば密に速かに布置せしむくし」と一一一三うだ
けで台湾の防衛にのみ注意しているに過ぎない。李鴻章の前掲の上奏
から一カ月余も後の同年四月十一一日、向徳宏らは福州へ到着、闘断総督

何環・福建巡撫丁曰覺へ国王尚泰の密欝を攪罫理ともに、直接礼部

・総理衙門へ請願のため北京へ赴きたいと申し出た。
何瑠・丁日昌は向徳宏の訴えを受けてから二ヵ月余も後の同年六月二
四日に、「琉球の密使福建へ到り、日本によりて朝貢を阻止せらるる事

情を陳述せしに位その取り扱い方御指示を乞う」旨上詮にこの何

。Ｔ両名の上奏について注目すべき点は、第一に「今、琉球は地痩せ民

貧しく、（海上に）孤懸するの一島にして、辺塞随要の地にあらざれば、
（一一一）
辺睡を桿禦するの益なくして隣邦と畔を醸すの愛あるのみ」と指摘して、

琉球の経済的・戦略的価値を否定していること、第一だ「若し之〔琉球
の要請〕を拒むこと甚だしきに過ぎれば、転じて泰西各国は、わが国属

繩溌騨翰雛筏亜鰄か譲纈鯛無硫附齪畿瀦

属邦保護の能力なしと見なされ、②琉球人に二心を抱かせることになる
というデメリットに配慮していること、第三に「東洋〔日本〕に出使す

るの何如璋に、…之〔日本〕と凱切に理論せしめ、並びに泰西の蕊醗）

在するの諸使を遮集し、万国公法に按照して、与に曲直を評せしむくし」
と提案して、外交交渉・国際会議による解決方法を建議していること、
これである。「隣邦と幹を醸す」ことなく日清提携路線の枠内で琉球問
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題を解決しようとする方針であったことに注目すべきであろう。
何、丁両名の上奏を契機に清国政府は漸く腰を挙げ、近く赴任する初
代駐曰公使の何如璋に明治政府との交渉を命じたものの、直接陳情のた
（一一ハ）

ぃ識昏珊きたいという向徳宏らの希望は受け入れられず、帰国命令が

何如璋の一行が東京へ到着したのは、同年十二月七日のことである。

この間にも、明治政府の琉球処分は着々と進行しつつあった。何如環は
すでに東京へ向かう途中で寄港した神戸において、琉球の馬兼才（与那

原親方）から救援依頼を受けていたが、着京後も屡々東京滞在中の琉球
二七）

の陳情特使たちと会い、琉球問題について理解を深め、その解決策を模

索した。数カ月間の検討を経て、何如琉は総理衙門および李鴻章へ、琉
球問題の解決策を提案する。

一八七八年四月頃、何如璋は総理衙門あての書簡のなかで、明治政府
の第二次琉球処分を撤回させるための具体案を建議したが、その内容は
次の通りである。つまり、一方で外交談判を続け、他方で兵船を琉球へ

派遣して進貢を促す方法（上策）、琉球人に救援を約束して日本に反抗

させ、日本軍の琉球攻撃には清国も軍事力で対抗する方法（中策）、国
際会議を召集して各国公使の意見を求める方法（下策）の外、①進貢を

許し冊封を中止する案、②冊封を行い進貢を免除する案、③廃藩置県を
認めないという前提のもとで、琉球が日本の「外藩」であることを国際
的に承認する案、④日清和好のため琉球の日本帰属を承認する案などで

麩鈩孤）

勢認識に支えられていることに注目しなければならない。同書簡のなか

おも

で、何如璋は自己の情勢認識の根拠を五点あげニレ凱於、その第一に

柁餌

危の

「彼の国〔日本〕の執政、時局の銀危を知り、深く唇歯たらんと維い、
我〔清国〕に荷りて援と為さんと欲するも、また深く侍むくからざるを
虞れ、已むをえず、改めて西制に従い、借りて以て強隣〔ロシＺを牽

制せんと翼う。他あるにはあらざるなり」と指摘して、日本国内の日清
提携論の存在に注目している。日本国内の日清提携論者への期待こそは、
何如璋の対日外交の前提であって、琉球問題へのアプローチも、一貫し
て日清和好の保全という観点から試みられているのである。
．総理衙門への献策と同じ頃、李鴻章へ送られた書簡においても、何如
疏は日本国内の情勢を詳細に分析しつつ、「彼ノ執政者岩倉、大久保ノ
如キハ何レモ軽挑事ヲ喜フノ流二非ス、…其敢ヘテ辺境二事ヲ構ヘサル
ャ必セリ。台湾ノ役ノ如キハ実ハ西郷従道之ヲ主宰セルモノニシテ、其

ルモノナリ。大久保ヲシテ和ヲ議セシメ、大久保帰ルャ国人交々鹿ス」

長崎ヲ発セントスル｜一際シ、之ヲ追う毛及ハス、乃ハチ誤ツテ蕊一Ｊ》

（一一一）

という認識にもとづいて、次のような論理を展開している。ｌ①日本
人は無情無理、痩狗無頼の徒ではないから、清国が琉球問題で対決姿勢
を堅持しても、敢えて戦端を開くようなことはなく、理性的に対応する
はずである。②もし日本人は痩狗無頼の徒であるというのであれば、日
清の和好はあてにならないから、琉球・朝鮮の滅亡という事態まで考慮
に入れて対策を立てなければならなくなる。③いづれの場合にせよ、坐
して琉球の滅亡を待つよりも、いま断固たる態度を表明しておくことが
得策である。

一見、洋務派外交の基調を逸脱しているかの如く見える何如球の対決
姿勢が、明治政府内の「日清提携論者」Ⅱ大久保・岩倉らへの信頼と期

外交談判と軍事的示威を組み合わせた何如球の上・中策は、一見、洋

しかし、何如疏のこの強硬策は外交談判を効果あらしめるための方策で

待に支えられていたことは明らかであろう。

務派外交の基調ｌ日清提携路線ｌを逸脱しているかのように見える．
あって、日本が琉球問題で戦端を開くことは決してありえないという情
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琉球問題に対する見解を全面的に展開しているが、その論点は次の通り

何如璋の建議を検討した李鴻章は、同年五月三十日付の返書において、

事実を積み重ね、遂に一八七九年四月四日、琉球の廃藩置県Ⅱ第三次琉

しかし、明治政府は李鴻章の予想や期待にはお構いなく、着々と既成

遠い海中にあり、地理的に支援し難い。②清国は琉球の朝貢を受けても

合論の立場に立っていた何如璋は、廃藩置県Ⅱ第三次処分の直後、「事、

宜しく心を開きて誠を吐く、聯合して唇歯と為４七四一というアジア連

球処分を内外に宣言するにいたった。「亜細亜の大勢を論ずれば、誠に

大して利益はないけれども、琉球を保護できなければ世界各国に対して

である．ｌ①琉球は弾丸黒子の如き極小の国で、日本に近く清鬮から

面子を失うことになる。③日本の琉球に対する措置を黙認すれば、やが

鮪永簾繩奇禍珊謁鑛鯰挫騨灘厘捌鏑樗率繩

決姿勢を堅持することの有効性を益々確信している。何如璋のこのよう

て清国の辺境を撹乱される恐れがあるという見解は必ずしも妥当ではな
く、武力を背景に区々たる貢を争って遠征するなどということは、その

な確信を支えていたのは、次のような認識であった。

「此の次の琉事は、薩人の主事に係り、（日本）全国の上下は、皆之

たび

暇もなければ理由もない。④日本の内政上の困難については承知してお
り、西郷が罪に伏して以後、日本政府は漸く分を守るようになったもの

を直とせず。然らば、我をして理めざらしめんか、薩勢益々張り、他人

打さ

の、まだ無頼痩狗の如き輩もいるので、外交交渉に持ち込んでも清国の

益々手を飲め、我の辺患はまた日に深まるべし。若し之を堅持すれば、

おさ

いいなりにはならないだろう。⑤日本の軍事力は大したことはなく、清

要するに、今回の琉球処分は薩摩人の主動によって決行されたもので、

すで

国より劣っているので、琉球問題で妥協しないからといって直ちに戦争

誌杢鯛溌懲蠕人心に敵わず、兵事将に興らんとして参議皆起

受け入れられなくても、問題を提起することによって清国の存在を顧慮

反対論は全国上下に広がっているが、政府内の反対派参議たちは戦端が

に訴えることはないものと思われる。⑥外交交渉によって清国の要求が

させ、琉球の併合を思いとどまらせることができれば大きな収穫である。

まさに開かれようとする緊迫状態にならなければ立ち上がらないであろ

うとい虻蠅がもとに、何如琉は対決姿勢を明示することによって「球
杷存すべく、和局保たふへ爪一と主張し、「薩人の焔、曰に衰え、中東
の交、固くすべＥ説←訴えたのである。何如蕊もまた反薩摩派Ⅱ日清提

を待って処置すべきであろう。

携論者の参議に期待していたことに注目すべきであろう。

⑦琉球が救援を訴えて宝宝市場合には適当に指導し、総理衙門の指示
積極的対応を折衷したものであるが、ここでとりわけ注目しておきたい

琉球問題の直接の担当部局たる総理衙門は、廃藩置県Ⅱ第三次琉球処

以上のような李鴻章の見解は、何環・丁日昌の消極的対応と何如琉の
ことは、「鴻章前一一森有礼二会上、朝貢阻止ノ事ヲ詞及セルニ、彼ハ乃
ハチ伜ツテ知ラスト為ス。情理一一因り内心怯ナルカ如シ。…将来若シ弁

鴻章と同じく外交交渉によって処理すべしとの方針を採っていたが、事

れば、宜しく連に武を用いるを思うべからざるに似たり」と主張し、李

分以前には、「日本は台湾の事結了するの後より、訓嘩制項の幹端なけ

（一一一一一）

論スル時アラハ、目ラ応二修好条約第一、第二両条ヲ引イテ之を駁難ス

る森有礼の理性的対応を予想し、明治政府内の日清提携論者を信頼して、

態の意外な展開を経て、一八七九年五月十日駐清公使宍戸護宛に、「今、

へシ」と指摘している点である。李鴻章は「情理」を弁えることのでき

日清修好条規体制の枠内で琉球問題を処理しうると考えていたのである。
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貴大臣、既に貴国の命を奉じて前来し好を修めんとす。球を廃して県と

意味するような戦略的な差異ではなく、戦術的な差異に過ぎないという

され疎に躯柿如琉にしても、日清提携路線の忠実な実践家であり、もっ

べきであろう。対日強硬策Ⅱ国権主義的外交論を主張したかの如く評価

為すの一事は、実に両国和好の一大関係の事たり。本王大臣、以上に言
う所は即ち両国永遠に和好の大局を顧全せんが為めの言にして、貴王大

とも熱心な日清提携論者であって、何如疏の建議案を代筆した参賛官の

ただ

黄遵憲もまた同様であった。黄遵憲はかの有名な「朝鮮策略」において、

臣宜しく即ちに貴国に知照し、球を廃して県と為すの一事を将って速か

に停止を行先一一」）との処分撤回要請文を提出している。

国と親しみ、日本と結び、アメリカと聯合し、以て自強を図るべし」と

く、台湾の一郡は隣封に密通すれば、前事〔日本の台湾出兵〕に懲及して未だ

何瑠らは「日本の挙動は測り回く、琉球を籍りて挑籔の端と為さざるを保し難

お、翌一八七八年七月四日（光緒四年六月初五日）の総理衙門の上奏によれば、

（一一）（一一一）（一三）「間断総督何瑠等奏」『交渉史料』巻一、一二頁。な

（一○）『史事日誌』第一冊、六三頁。「間断総督何瑠等奏」壷上緒朝中日交渉
史料』巻一、一二頁。（以下、『交渉史料』と略す）

（八）（九）「欝議台湾事宜摺」裏手全集』奏稿、巻二十九、一～二頁。

（七）東恩納寛淳『尚泰侯実録』三三四頁。

（六）「論日本邦交」『李全集』訳署、巻六、一一一一～三一一頁。

（五）「論日本邦交」蚕〒全集』訳署、巻六、三一頁。

（三）（四）『日本外交文聾』明治年間追補第一冊、一一一一五～二二七頁。

（二）『日本外交文蟹』明治年間追補第一冊、二二一一一～一一二四頁。

（一）「はじめにｌ問題の所在ｌ」の註（五）参照。

註

交渉が始まろうとする時期であったことに注目すべきであろう。

で、時あたかも前米大統領グラントの調停により日清両国間の分島改約

るのである。この世界戦略構想が提起されたのは一八八○年八月のこと

（三五）

提案して、清韓日米の四国同盟ともいうべき世界戦略構想を提起してい

ロシアを最大の仮想敵国とみなし、ロシアの侵略を防ぐためには、「中

あるが、この論争においても、総理衙門は洋務派外交の基調を堅持する

この要請文を契機に、宍戸公使や寺島・井上両外務卿などの日本側当
局と総理衙門の間で琉球の地位と所属をめぐる論争が展開されるわけで

しか

姿勢を崩していない。たとえば、同年八月二十二日付の宍戸公使宛書簡
において、総理衙門は「和好の大局を全うせんと欲す。乃るに、貴国は
人の国を滅ぼし、人の祖を絶つ。而して外務大臣の回函に称するに、我
が政府は固より隣誼を重んじ、連言して徒らに葛藤を為さんと欲せず等

の語あり・これ、行は和好を損なうの事あるに耐もなお和好を傷つく

る鱸譽の一一一一曰を為す・本王大臣棗に解せざる窪笙と日本の一箒不一

（一一一一一一）

致に不信感を表明しつつも、「惟だ、隣誼を以て論ずれば、中国と貴国
は実に唇歯相依るの勢いあり。区々たる琉球、なんぞ軽重に関せんや。
必ず此に因りて邦交を失うに至るは、また殊に計に非ざるなり」と強調
していることに注目すべきであろう。「区々たる琉球」の問題で洋務派

外交の基調ｌ日清提携路線ｌを変える意思など全くないことを、総
理衙門はこともあろうに明治政府へ向かって表明しているのである。
要するに、廃藩置県Ⅱ第三次琉球処分の前後において、洋務派の対日
外交の基調ｌ日清提携路線ｌ侭一貫して変わること趣く維持された
わけて何噸・丁日昌・何如碗・李溺章・総理衙門は、その対日不信感
にニュアンスの差を示しつつも、いづれも琉球問題を日清提携路線の枠

組みのなかで処理しようとする態度をとっていた点では共通している。
従って、彼らの対応に差異があったとしても、それは外交路線の差異を
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（三一）『日本外交文書』第十二巻、一七八～一七九頁。

（三四）鈴木智夫「中国における国権主義的外交論の成立」「歴史学研率色四○

末』巻六、二二～一一五頁。

（三二）（三三）『日本外交文書』第十二巻、一八六～一八七頁。五口湾琉球始

発し戦端を開かんとしているという観測を伝えている。何斑らは対日不信感の
四号。

蹟跨するを免れず。且つ恐らくは琉球或は首鼠両端の計あり。防がざるべから
ず」（『交渉史料』巻『一一四頁）と言い、日本は琉球人を教唆して清国を挑
延長線上に琉球への不信感をも表明しているわけであるが、何瑠らの琉球不信

（一四）「間断総督何畷等奏」『交渉史料』巻一、二一頁。

（一五）「軍機処寄間断総督何瑠等上論」『交渉史料』巻一、一一一～一一一一頁。
（一六）『史事日誌』六一一一九頁。何如琿『使東述略』参照。

（一七）拙稿「琉球救国迎動と日本・清国」『沖縄文化研本色一三号参照。
（一八）『何少箇文妙』巻中（『茶陽一一一家文妙』四五～五四頁）。
二九）「与総署総弁論球事書」『茶陽一一一家文勤』四五～五四頁。

（一一○）（一一一）五ハ十年中崖第一巻、一七八～一八一頁。『李全集』訳署、巻

八、一一～四頁。

（二二）『李全集』訳署、巻八、四～五頁。

（一一一一一）五ハ十年中色第一巻、一八三頁。

（一一四）『何少潜文妙』『茶陽三家文妙』五四～五五頁。

（二五）（二六）「復総署総弁論争球事書」『茶陽一一一家文妙』五四～五八頁。
（二七）何如露は次のよう菰情報を総欝門へ伝えている．ｌ「大蔵”大隈重
信は長崎の人なり・前次の台湾の役には、本、命を奉じて西郷従道とともに往

き、後、各国公使の異議に因り、大隅は遂に還る。近ごろ、大蔵瞥記官、如遜
と熟知すれば、頗る球事に言及せり。彼調う。兵端まさに開かれんとするに非
ざれば、大蔵卿は壕を霞く能わず云々と」（『茶陽一一一家文妙」五五頁）。

（二八）（一一九）『茶陽一一一家文勤』五六～五七頁。

理衙門宛書簡において、「郭嵩憲の建議せる各国と協議して琉球を保護

も考慮するであろう」旨上奏した。ところが李鴻章は翌一一十六日付の総

駐日各国公使に狐率九て世界の公論を喚起し、日本に反省を迫れば日本

如璋等には日本にとどまって内務省・外務省と論争せしめるとともに、

なしと為さず」と評価した。かくて、総理衙門は同年四月二十五日「何

郭嵩議のこの提案を、李鴻章は「卓見」といい、総理衙門もまた「見

体を傷つくることなかる孚四｝との見解を表明している・

もし琉球を自立せしむるを得れば、朝貢免除を中国より申し渡すも、国

とえ琉球、幸いに存続し得るとも、朝貢廃止は已むをえざる勢いなり。

を含む国際会議を開催して琉球の独立を承認せしむくし」と提案し、「た

付及び四月十六日付の李鴻章・総理衙門宛誓簡におｊ三一「日本・清国

（一一）’

が検討されつつあった。前駐英仏公使の郭嵩議は一八七九年四月十三日

以て相い駁詰する匹鈩」と上奏したが、情国内部ではいくつかの対応策

実に力の逮ばざることあるを覚ゆ。・・・臣が衙門、また惟だ情理の一一字を

およ

王変訴等は「中国の現在の局勢を猯度するに、海を跨えて遠征するには

一、琉球分割構想の発端
廃藩置県Ⅱ第三次琉球処分が内外に宣告された直後、総理街門の恭親

Ⅱ琉球分割構想と亡命琉球人

（一一一五）『日本外交文薔』第十三巻、三八九～一一一九四頁。

感は日本の台湾出兵の際、琉球人百余名が台湾の日本軍のもとで工役に従事し

ているという情報が伝えられていたことにも因るものと思われる（『夷務始末』
沈葆槙上奏参照）。
同治朝、九十七巻、一頁。沈葆槙上奏参照）’ノ
｡

頁

（一一一○）『交渉史料』巻一、一一四～二五頁。
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しめよとの案は、已むをえざる勢いにして、国体を傷つくることなかる

せしめよとの案は必ずしも妥当ならず。中国より朝貢を免じて自主せ

もなく上海より天津を経由して北京へ入るはずなれば、礼もて優遇接待

と五月十六日の二回にわたって総理衙門へ書簡を送り、「グラントはま

土｛匡一と要望し、「この機会にグラントと談話し、他日琉球問題を公
（一一一一）

評する際の一助たらしめん」との意図を表明している。李鴻章が琉球問

一睡との見解を伝えている。国際会議召集案には否定的な態度を表明

しつつも、清国の主体的な選択としての朝貢免除・琉球自立という提案

題の調停をグラントに依頼しようとしたのは、察大鼎らの密陳によって

二四）

には前向きの姿勢を示していることに注目すべきであろう。

琉球問題を避けて通るわけにはいかなくなったことも一因であろう。

グラントが上海経由で天津へ到着したのは同年五月二十七日のことで、

もっとも、具体的な代案を示すことができなかった李鴻章は、同年五
月六日の総理衙門宛書簡においては、「各国を招請して琉球問題を公評

翌二十八日李鴻章と対談、一一一十一日天津を離れ、六月二日北京到着、翌

（一一ハ）

あった。この会談において、李鴻章・グラントは次のように発言してい

グラント会談が行われたのは、天津へ戻った当日の六月十二日のことで

れ、六月十一一日再び天津へ戻っている。琉球問題を主題とする李鴻章・

三日総理衙門の恭親王らと会見生蝋正式に琉球問題の調停を依頼さ

鑓乱姉嘩憾←》醒舵椰銃圖麺嚇臘咽畢乢示鍛宰巫朏朏》蝿鉾弗巍唐与与
まり、早くも琉球放棄・台湾防衛の線まで後退するかの如き姿勢さえほ
のめかしている。

折しもこの頃、琉球への帰国命令を無視して福州に滞在していた向徳

る。

グ氏北京で恭親王と二回会見した処親王は極めて謙譲温和であった。

宏のもとへ、廃藩置県Ⅱ第三次琉球処分の報が届いた。「光緒五奔噛一一一
月」すなわち一八七九年四月下旬から五月中旬にかけての時期である。

第二回目は長時間の面談をなし、同時に日本琉球事件に談及した。

ただみずか

向徳宏は「即ちに躬ら憲韓〔李鴻章の役所〕に赴き、救援を叩懇せんと
まね

グ清国は果して朝貢の有無を争ふ意なりや。

李余は正に貴大統領と此の事件を談らうと思って居た。…（中略）…

まず

欲するも、但、事ますます彰露し、転じて非常の禍を速かんことを蝿凱、
乃ち察大鼎等に著して先行北上して苦（難）の情（況）を密陳圖せ」む」

て居たのに、今日本が故無くして之を廃滅するのは、公法に違反せし、

李朝貢の有無は問題に非ざるも、惟だ琉球王は従来清国の封冊を受け

密陳させた事実を確認した後、続いて「中堂〔李鴻章〕の恩准を蒙り、

実に各国にも比例の無い事である。…（中略）…

と指摘し、四月下旬から五月にかけて察大鼎等を天津へ派遣して李鴻章に
速やかに書簡を為り総理衙門に致して定奪せしめられ、並びに道憲の鄭、

季琉球王は姓を尊ぶので三十六姓中には入ってゐないが、尚幾多の御

グ琉球王は其の三十六姓の人なりや。

て漣頭せり」という。向徳宏の指摘が事実であるとすれば、察大鼎等は

報告すべき道理がある。第一、琉球は従前清国に臣事し又米国とも通

瓢調髪琴ろを承くるに当り、（向徳）宏等感激鎌濡し、書を焚き
同年五月中に李鴻章へ密陳し、福州へ戻ってその結果を向徳宏へ報告し

商条約がある。今日本が斯くの如き処置を採るに於ては、清国に取っ

察大鼎らが李鴻章へ密陳しつつあった頃、前米大統領グラントー行の

とである。…第二、米国と清国と通商するには、必ず太平洋から横浜

て不都合なること勿論なるのみならず、米国に取っても亦不体裁なこ

（一一）

たことになる。

来遊のニュースが李鴻章のもとへ伝えられた。李鴻章は同年五月十一日
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を経て上海に至るのであるが、…若し一度び和破れて開戦に立到った
ならば横浜港等に在る米国商船は順調に航行することが出来なくなる。
即ち日本の琉球滅亡は但に清国と不和を来すのみならず、正に米支両
国の通商大局を撹乱するものである。…（中略）…

グ御説は執れも正解である。余の最も恐るるは各国の不和開戦であっ
て、若し善言を以てよく調停解決するを得たら、衆人の斉しく益する
処である。

李余は日本が琉球を廃滅したのは主として薩摩人の策動であって、皇
帝は寧ろ之を制せられたりと聞いて居る。又東京等の与論も琉球の廃
滅を甚だ不正だと為すものがあると聞く。若し貴大統領が日本に到っ
て、公論を力持し得られたなら、皇帝も統領の名声を荷重して薩摩人
を屈服せしめらるる事が出来やう。…（中略）…

グ琉球は元来一国であるのに、日本は併合して以て自ら広しとしてゐ
る・清国の争ふ所は土地であって、朝貢に非ずといふのは甚だ道理で
ある。将来は別に特別条項を設くる必要がある。

李貴大統領の所見は甚だ正大である。宜しく御依頼する。
以上が李溺章・グラント会談の内容であるが、ここで両者の発言内容
について指摘しておきたいことは、①両者とも琉球処分の不当性に言及

しながらも、主として日清関係の展開如何に関心を向け、琉球復旧を直
接問題にしていないこと、②李鴻章は米清両国にとってのメリット・デ
メリットという観点から、とりわけ太平洋航路を利用する米漬通商への
影響という観点から、琉球問題の調停を依頼していること、③李鴻章は
日本国内の日清提撫論者に期待し、琉球処分の「首謀者」たる「薩摩人」
を屈服させるためにグラントに協力を求めていること、④清国は琉球
の朝貢を問題とせず、「争ふ所は土地」であるという点で、両者とも了
解し合っていること、これである。

かくて、琉球の土地を争うという清国の要求をふまえて日清両国の妥

協を計るとすれば、南北に列なる琉球列島を分割して国境線を画定する

ための「特別条項」の設定が必要となることは当然であろう。ここに、

琉球列島の分割による琉球問題の解決という発想が胚胎したわけであっ

て、李鴻章はグラントの琉球分割構想に少なくともヒントを与えたとい
えるのである。

もっとも、「琉球の朝貢の有無を問題とせず」と発言した李鴻章の意

識のなかには、郭嵩議提案の朝貢免除・琉球自立の構想も含まれていた

可能性はあるけれども、「清国の争ふ所は土地であって朝貢にあらず」

と強調することによって、グラントには清国の領土痩得要求として受け

とめられたのも、また当然というべきであろう。

李鴻章が琉球復国の要求を前面に出さなかったのは、従来の琉球観

（「弾丸黒子の地」「琉球の朝貢を受くるも固より大利なし」等々）の

延長線上において琉球問題を処理しようと考えていたからであって、李

鴻章・グラント会談の時点では、必ずしも琉球復国を琉球問題解決の前

提とは意識していなかったのである。ところが、李鴻章・グラント会談

の直後から、李鴻章の琉球観・琉球問題認識は徐々に変化し、深化しは

じめる。その一つの契機は亡命琉球人との接触であった。

李鴻章・グラント会談より少し前（六月六日）、東京拘留中の「琉球

国世子」Ⅱ尚典から早急に北上請願すべしとの密書を受け取った向徳宏

は、「莞区撚亡を待つよりは、易んぞ推髪改装して早日に北上するに

若かざらんや」と決意し、清国当局の許可を得ることなく、福州から上

海経由で天津へ到り、琉球救国請願運動を展開しはじめたのである。向

聰態鰹鯉翔歴醗蝿綿繩灘隈蛎捕離郷飛

次禦稿）を李鴻章へ提出し、続いて七月一一十一一一日付で「琉球国復旧のた
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め問罪の師を派遣し、その先鋒に向徳宏を充てられに眺一との請願書
（二次禦稿）を提出している。

むろん、「威力を以て（日本と）相争うが若きは、小国の区々たる貢
を争いて虚名を求め、遠征を事とするものにして、惟に暇無きのみなら

ず、且つまた讃蛭田と考える李鴻章にと・ては、向徳宏の請願書の

内容は受け入れ難いものではあったけれども、李鴻章は向徳宏が漢文。
日本文に通じ日本事情・琉球事情に詳しいことを知り、総督衙門の近く

の大王廟へ匿い、琉球問題をめぐる明治政府との応接にあたって大いに

て救を求む。鴻章、再四撫慰し、それに属つけて閏に回りて信を候たし

やや運るるはずなれば、当にまた法を設け資もて之に遣るべし」

めんとするも、連に返るを肯んぜず。情、殊に憐むくし。雰乘巷ること

曇蝿匹聰箙纈Ｌ舳飢騨繩》繩噸識翔ト酬淵認巴

ねがすで

（光緒五年）五月十四日に於て、相府〔総督衙門〕に冒叩し、位きて救

難を懇ひ、経に憲諭を蘂り、弁理を為すを准さる。また荷くも憲恩もて

体位し、孤臣を憐念し格外に務全せられ、筋して善地に安挿せしめ、常

に存間を加えらる。蘂〔アメリカ〕領裏又鳳諭を藍壷）と指摘して

いる。李鴻章は向徳宏を保護し経済上の援助を与えながら、他方で対日

外交の補佐役として活用し、琉球問題への認識を徐々に深めていったわ

鯛離職鑑鯲鰯鵯Ⅷ驍鮖纈属羅講陥締繍鯏

けであるが、向徳宏もまた李鴻章との接触を通じて、琉球問題をめぐる

（一一一一）

の公文を提示して反駁の資料作成を命じたが、これに応えて向徳宏は詳

日清間の外交交渉に関する情報を得ることができたばかりでなく、天津

駐在アメリカ領事とも接触することができたのである。李鴻章宛の請願

書（二次禦稿）において、向徳宏はまた「近ごろ美領事より手交せられ

たことを明らかにしている。一八七九年七月の時点ですでに、李鴻章↓
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細な反駁の資料を作成し、八月十一日に李鴻章へ提出している。この間
の事情を、李鴻章は総理衙門へ次のように報告している。

「潤章、寺島の来信を詳閲するに、強詞もて理を奪い、語また甚だ弁

て閲みたる西報中に、敵国主、日本に迫られて日京へ赴き、…敵世子は

人質として日京に留めらる等の錘注胎〕と指摘し、アメリカ領事から提

宏、並びに日本人貞馨の著す所の沖縄志抄本三巻を呈有す。皆東文にし
て明治七年即ち中国の同治十年に係る。是の書は専ら中国と球事を弁論

天津駐在アメリカ領事↓向徳宏の間に情報伝達ルートが存在したことに

ず。適々、琉球紫巾官向徳宏、五月望後に閏より航海して天津に来りて
援助を乞う。調うに、それ漢日の文字に兼通す。因りて寺島の信稿節録
を将て給閲せしめ、逐条査案弁駁せしめ、以て採択に備えんとす。向徳

するに備えんとして作る。向徳宏、その自序及び巻中の貢献志を摘（出

注目すべきであろう。この頃、琉球問題はグラントの調停により新たな

供された外字新聞によって「琉球国王」「世子」らに関する情報に接し

翻）訳せり。小叙内にまた、琉球は両属の国たるも、頗る自主の国体を

展開を示しはじめていたのである。

「論日本廃琉球」『季全集』訳署、巻八、二五～二六頁。「致李傅相」

『清季外交史料』巻十五、一一～一三頁。

傭う。例えば、外国を以て之を待つに漢と摸を同じくす等の語あり。寺

島既に徐葆光の中山伝信録・周煙の琉球志を援きて以て相い折弁すれば、
、－’、．'

我また貞馨の沖縄志の語を援き、矛を以て盾を攻むくきに似たり。護し
みて向徳宏の先後援を乞うの両真、向徳宏より寺島の来文に登覆するの

節略を照紗し、鉤電に恭呈す。向徳宏は国を失うの孤臣にして、号泣し

ヘヘ註
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（三）『清季外交槍』（琉球槍）

十冊第一一一分冊）参照。

（一五）三国谷宏「琉球帰属に関するグラントの調停」（『東方学報』京都、第

ものと思われる。

（四）同（二）

（一六）ヨハ十年中色第一巻、一九二～一九六頁。『李全瘻匡訳署、巻八、四一

『養知書屋詩文集』巻十一、二二～二六頁。

（五）『交渉史料』巻「三○頁。

（七）「論争琉球宜固台防」『李全樒蓬訳署、巻八、二六～二七頁。

照・『季全集』訳署、巻九、一九～二一一頁、一一一一～二一一一頁。

（一七）（一八）（一九）「向徳宏初次奥稿」「向徳宏二次禦稿」、前掲拙稿参

～四四頁。

（八）（九）（一○）拙稿「琉球救国請願書集成（一・）Ｉ原文・読み下し・訳

（二○）「覆何子義」『李全集』訳署、巻八、五頁。

（六）「論日本廃琉球」『李全集』訳署、巻八、二五～二六頁。

註・解説ｌ」『琉球大学教育学部紀鬘第三十集、八四～八七頁（向徳宏よ

（一一一）『日本外交文謹色第十一一巻、一八一一～一八五頁。

（一一二）「向徳宏登極寺島来文節略」『李全集』訳署、巻九、二三～一．一八頁。

り李鴻章あて請願響。以下、「向徳宏第一次興稿」という）。

（二）察大鼎（伊計親雲上）の霧北上雑記』には、一八七九年五月の李鴻章へ

（一一一一一）「妙送琉球乞救文顧」『李全集』訳署、巻九、一九頁。

人たち（伊藤博文・西郷従道ら）と会談したグラントは、伊藤・西郷ら
から琉球問題に関する日本側の主張と要求を聴取しつつ、他方で「支那
ハ、此等諸島ヲ目スルニ、太平洋ノ互市上欠ク可カラサル要路ヲ以テス。
故二此等諸島ヲ占領スルモノハ、直チニ支那ノ互市ヲ障碍スルヲ得ベン

の盛大な歓迎を受生涯｝同年七月二十二日、日光において明治政府の要

一八七九年七月三日、軍艦リッチモンド号で横浜に入港し、日本の朝野

李鴻章・恭親王らから琉球問題の調停を依頼されたグラント｜行は、

一一、琉球三分割案問題

参照。

（二五）（二六）「向徳宏一一次禦稿」『李全璽匡訳署、巻九、二二頁。前掲拙稿

そらく六月下旬頃であろうと推測される。

（二四）「光緒五年五月望後」とは五月一六日のことで、一八七九年七月五日に
当たるけれども、「向徳宏初次禦稿」の日付は光緒五年五月一四日（七九年七
月一一一日）となっているので、向徳宏が天津へ到着したのは、七月一一一日以前、お

の「密陳」について記録されていないけれども、向徳宏の指摘は事実であると
思われる。その根拠は、第一に、向徳宏より李鴻章への請願書において、察大

鼎が李鴻章へ「密陳」した事実が指摘されていること、第二に、祭大鼎（伊計
親雲上）は「密陳」すなわち機密の請願であったために、自己の著書において、
この事実に言及しなかったと思われること、これである。
（一二）『李全集』訳署、巻八、二七頁。

（一三）宝一全集』訳署、巻八、三六頁。

（一四）この閾の事臘を鐵球は次のように指績している．ｌ『亜米利加合衆鬮

の大統領グラントの支那漫遊に来るあり。林成功は好機措くべからずとなし、
是に依頼して日本政府への談判を依頼せんに如くはなしと信じ、是を李溺章に
図りぬ。万事其衝に当たるを避けんとする李鴻章は、此際此厄介極まる問題を

悉く此新来の珍客に負担せしめて、自らは是を機として其労多くして利少き難

局を逃れんに優るものなしと信じ、自らグランドに会ひて林成功の望を語りぬご
と（「廃藩当時の人物』『那覇市史』資料篇第二巻中の四、六一一一七頁）。ここ

にいう「林成功」とは一八七七年渡清亡命した陳情通事の林世功のことである。
李鴻章への「密陳」には察大鼎（伊計親雲上）とともに林世功も加わっていた
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トと明治政府要人との間だけでなく、グラント・ヨングと恭親王・李鴻

れたことは明かであるが、正式に日清両国政府へ調停案として提示され

件卜視倣ス所以ナリ」と指摘し、同時に琉球問題を平和的に解決する必

章との間、駐日米公使ピンハムと駐日清国公使何如環との間、何如璋と

たことは確認されていない。ただ、グラントの日本滞在前後に、グラン

要性を強調した。ついで、同年八月十日、浜離宮において明治天皇と会

李鴻章との間で、意見交換・情報伝達が行われ、相互の書簡の往復が頻

卜。是し天津ノ総督ヨリ、余一一開陳シタル所ナリ。…今ャ日本琉球ヲ占

見したグラントは、日本の琉球処分を「実一一勢上止ムヲ得サル事情」と

繁に繰り返されていることに注目すべきであろう。

有セハ、遂一一支銚ン垣市上ヲ制御スルニ至ラン。是し支那一一於テ｜大事
認めつつも、「支那ハ日本ノ所為ヲ以テ同盟国ノ道一一背ケリトシ、且シ

天津における李鴻章・グラント会談の直後（六月十四日）、李鴻章は

をとられたし」という趣旨の書簡を発送し、そのなかで「此の案〔琉球

早速何如琉宛に「琉球問題の解決のため近く来日予定のグラントと連絡

の原因を指摘するとともに、「支那ハ富源一一乏シカラサルノ国ナリ。假一

問題〕の本末縁起を将て摘要訳呈し、並びに密に東京に在るの琉球世子

酎雍“怡叫蕎藷緬噸や雫誇岸崔録繩訂塀蠣壹盤レチ脚卿『鍛削錘噸葎鏥
令上今日本ノ開明一一及ハサル所アルモ、数十年ノ後チ、其進歩ヲ実際一一

進見すへい｝と指摘して、グラントの調停を清国側に有利に導くために、

グラントの一行は来日するや、ビンハムとも連携をとって調停工作に

李鴻章の試みは注目に値する。

できないものの、琉球問題の解決に琉球人の意思を反映させようとした

在京の琉球人がグラントと接触したという事実は、いまのところ、確認

・官員等をして間に乗じて禦求せしむれば、伊〔グラント〕必ず召して

トナカラシメンコトヲ務メサルヘカエ麺一と日清提携の必要性を強調し

在京の琉球人を活用すべしと提案している。グラントの日本滞在中に、

現ハスモ計り難キヲ以テ、日本ハ支那ヲ助ケテ将来両国ノ和親ヲ破ルコ

た上で、「余ノ聞ク所一一拠レバ、清国一一於テハ該島喚問ノ彊界ヲ分画シ、

燕》僻歴Ⅷ》詑辨雌叫藻Ⅶ》Ⅶ》傳鏥”如露←澤鑪痘与冴舳舳艫》糯鐸
の可能性を示唆した。李鴻章・グラント会談において胚胎した琉球分割

案が明治天皇・グラント会談において提起され、具体性を帯びた調停案

従事するが、随員のヨングは七月十五日付及び七月二十五日付の李鴻章

宛書簡において、グラントの日本における調停の経過を報告するととも

として浮上するに至ったわけである。

もっとも、グラントが日本滞在中に具体的な調停案を日清両国に提示

んことを願うのみ」と注意を喚起し、あるいは「中日両国は一家の如く

そのなかで「日清両国は互譲すべし。和を失うに至らざらんと欲すれば、

本当局へ伝え、解決方法を協議しつつあり」という趣旨の書簡を発送し、

グラントもまた八月一日李鴻章宛に「琉球事件に付き貴下の見解を日

公使はここに牽制するあらん」と警告している。

二○）

に、「英公使⑨が『クスは、陰に与に挑唆し、惟だ日清両国の和を失わ

案であったのか、必ずしも明かではない。確かに、グラントの随行員の

すべし。もし戦端を開くことあらば、必ず傍人の挑発するに係り、英国

したのかどうか、提示したとすれば徽趣一分割案であったのか、三分割

一人ヨングが当時の新聞紙上で調停の経過を論じた際、「論談此一一至テ、
余（記者ヨング）力自在一一報道スル事難キー一及ヘリ。而シテ此等ノ論談

熱禮｝ご讓鐇駝宰趨狸鋤汲一鐸奔澆医魍》亘宅》相楜傘価Ⅷ熱燗］糯艤
しているように、グラントとその周辺において具体的な調停案が論議さ
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必ずしも他国に出て調停を為さんことを請わざるくし。アジア州には日
本と清国の一一大強国あるのみと称すべく、両国は各々法を設けて自強し、

諸事自主すろを得んこと鑿止』曇したが、雲問題をめぐる具体

的な調停案は明示されなかった。李鴻章が八月十一日に受け取った何如
璋の書簡においても、「日本外務省の回答せる琉球領有の根拠は薄弱に
して、琉球は清国の朝貢国たること天下の知るところなるも、グラント
はいまだロを開かず、駐日米公使は戦争に至らずして結局すべしと言へ

生一一坊指摘しているだけで、調停案には言及していなかった。李鴻章が
八月一一十一日に受け取った何如疏の書簡によれば、グラントは日光会談
において「琉球中南部の間は太平洋商船出入の要道たれば、自ずから日

しかし、この間に日本側との会談でグラントから琉球分割による解決

が示唆されたことは前述の通りである。その翌曰（八月十一日）、何如

齊腋聰蝿縞鱸一一一繼瀦縣鵡靜訓鰯繩蕊瀦繩旧

そのなかでは次のように指摘されている。

「琉球の一案は、美統領〔グラント〕既に曰人に言を与えるも、曰人

尚お未だ之に覆せず。如琉、二十日〔八月七日〕において住きて美使

〔ピンハム〕に見ゆるに、美使言う。事、必ず須く了すべし。且つ必ず

両国ともに光彩あるを須ちて方めて好看と為すべし。我、統領と一弁法を

熟商せり。査するに、琉球は本、三部に分る。今、中部を将って琉球に

帰し、国を復し君を立て、中東〔日清〕両国ともに領事を設けて保護し、

其の南部は台湾に近く中国必争の地たれば、中国に割隷し、其の北部は

左か

たとされ、グラントの発一一一一口を日本は拒否できないはずだから解決の可能

本の専拠に艫せるに便ならず・米国の通商鐘守るの駐淫と発一一一一曰し
性ありとの情報を伝えている。

繩蝉鮒譲鯛艫螂翔日本に割隷せんと欲するも、未だ貴国允

そこで、李鴻章は八月二十三日グラント宛に、「来示せられたるの両

た二弁法」とは、琉球の中部（沖縄本島）に王国を復活させ、南部

駐日アメリカ公使ピンハムがグラントと「熟商」して何如璋へ提示し

国まさに彼此互譲して和を矢うを致さざるくしとの件は、誠に公平正大
の論たり。但、日本の錯謬は先に在るも、竈も中国に退譲するの意なし。

（宮古・八重山）を清国へ、北部（奄美諸島）を日本へ割譲するという

ば、国家の体制声名に於て妨礦あるを恐る」旨の書簡を発送し、グラン

自然楽聞せん。且つ此の事は既に貴統領及び貴公使に託せり。今、肯え

琉球を存せしむるにあり。筍しくも琉球の宗杷をして絶えざらしめば、

いわゆる三分割案であったわけであるが、何如瞭から「わが朝廷の意は、

中国は前年の台湾の役に於て、すでに忍んで譲ること過分なれば、挙国
おらわ

トと同様日清提携論に立脚しながらも、日本に譲歩を迫ることを要請し

て従中調処し、両国をして栄あらしめたれば、為めに貴公使は以て頭緒

の臣民、すでに不服を形す。今、此曇幾球問題〕もし再び退譲すれ

た。同じ日にグラントも李鴻章へ書簡を発送しているが、そこでも「両

あるを俟つくし。わが政府に上達すれば、わが政府は必ず願従せんと想

今、即ち美使の言に拠れば、彼〔グラント〕必ず日人に向いて之を言え

麦嘉締〔マッカーテイ〕の之を言うを聞けり。即ち統領の意たるを知る。

二八）

足の様子であったという。なお、何如璋はまた「割島分属の説は、前に

うべし」との全面賛成の意思表示を受けて、ビンハムは「甚だ喜び」満

国の特派せる大員は必ず万全の策を講じ、両国をして永遠に和睦せしむ
るを要す。通商の大国のなかには清国の弱体化を願い、機に乗ぜんとす

る好人もあればかの好人の親観の計に陥らざるよう勧告せざる曾窄蕊
という趣旨の勧告を行っているだけで、具体的な調停案を提示すること
はなかった。
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と処の観測情報をも追加している。「割島分属の説」を以前に駐日清
国公使館書記官のマッカーテイから聞いていたが、今アメリカ公使から

調停案として提示され、グラントの意思であったことを知ったというわ
けである。

同じ書簡のなかで何如璋・張斯桂は琉球三分割案に賛成すべき理由を、
次のように詳述している。

「琉球の地図を査するに、北緯二十七度上に在るの諸島、大島。徳之
う

島・喜界島・沖永良部・与論島の若きは、萬暦年間、島津家久球を伐っ
の時に当り、既に薩摩に割隷し、其の租税を収む。其の地勢は綿亙とし
あ

メリカにも調印してもらう方法を提案して、何如環はその実現性に楽観

灘鵡錐纈弍舵耗謹緋畷硝薙く簔領に従うや否やを

果して、明治政府の伊藤内務卿は、明治天皇・グラント会談の翌々日
（八月十二日）、「恭親王・李鴻章両人の恵庭は充分グラントより聞取

鯆》驍蝿鵬灘鮴慈墜鑪繩賄草間鯲雛纈防筋灘誕

の開催を予測しつつも．「グラントは充分讓府の是癒る錠笙｝てい

いる。伊藤内務卿の私信から判断する限り、グラントが琉球三分割案を

傍鯉肛鯲陶懐遡纈蕊吋鵠蹄鰯鯏諏繰凝翻

彼〔日本〕に帰すべきに似たり。二十五度以下の諸島は、零星にして数

日本側へ提示した可能性はないように思われる。李鴻章もまた同年九月

て本より薩摩と相い聯絡し、且つ其の一一一百語風俗もまた日本に近ければ、

を成すに足らずと錐も、然れども台湾に逼近し、且つ中部〔沖縄本島〕

八日付の総理衙門宛書簡において、「今、グラントの再三の親筆の信函

るべ陛蕊と指摘し、グラントやヨングの書簡に「割島分属の説」が

を経ざるや、抑も或は米国公使、斯の言を以て子峨を証すや、均しく知

ず。或は若輩、背後にて私議するや、或は日本と密商するもいまだ允定

及びヨング副将の函を閲むに、並えていまだ梢も割島分属の説を露わさ

と相い距っの海は、太平洋商船の来往の道たれば、他日有事にはまた中

国必ず放つべからざるの地たり。其の種類に中国人多ければ、また我に
帰すべし。中部に至っては、琉球の宗廟の在る所にして、琉球に帰せば
彼の国は亡びざるなり。若し此の弁法に照す能わば、沖縄県は北部に移
駐すべし。日本に在りては、地を得て既に名ありと為したる以上は、県
を設くるもまた可なり。成命を収めずして彼尚お以て収場すべし。琉球

一一一一自及されていないことから、何如環書簡にいう琉球三分割案が果してグ
ラントの提案であるのかどうかを疑っている。同じく総理衙門宛の九月
二十五日付書簡においても、李鴻章は九月二日付の何如琉書簡の内容を
紹介しつつ、グラント・何如環会談の際、「グラントは沈黙して一語を
し

に在りては、租を彼に納めず貢を我に進めずして両国の保護を得る。地
を削らると曰うと錐も、国は長く存すべければ、尚お益ありと為すべし。
我に在りては、既に琉球を存する以上は、信義昭かに布かれ、国体を損

も発せず、ただ戦争に訴えるべからず、両国間にて妥結すべしというの

それならば、琉球三分割案は全く何如環一人の裡造に過ぎなかったの
であろうか。グラントと明治政府当局との間で琉球分割案が話題になっ

ることはなかったことを確認している。

み建座と伝え、グラントから何如環へ「割島分属の説」を提示され

するなく、台湾に逼近するの地は他人に占拠せられず、閏省の辺防もま
（二○）

た尚お稗あるべし」

要するに、何如璋から見れば、琉球三分割案は日本・琉球・清国のい
づれの側にも有益であり、望みうる最良の解決案ということになるわけ

である。この琉球三分割案にもとづいて「専条」を締結する際には、ァ
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たことは明かである以上、具体的な分割案として、南島を清国へ、中島
（一一七）
以北を日本へ分割する二分割案とともに、駐日米国公使が提示したとい
う何如琿書簡の三分割案も、グラントとその周辺の間で論議されたと考
えるのが自然であろう。ただ、一一分割案については清国側が難色を示し
た上に、一一一分割案については日本の同意が得られないと判断したため、
グラントは結局正式には具体的な調停案を提示しないまま、日清両国の
直接折衝に委ねたものと思われる。

日清両国はグラントの真意を各々自己に有利に解釈し、希望的観測を
も加えて相手の出方を見守り、総理衙門と日本外務省の公式ルートを通
じて外交交渉の場を模索した。この間、天津滞在中の向徳宏は李鴻章と
連携しながら洋務派の対日外交にコミットしていたこと前述の通りであ
るが、福州滞在中の亡命琉球人の内、毛精長・察大鼎・林世功らも清国
人通訳謝維垣らを伴って同年九月二十九日に福州を出発し、救国請願の
ため北上を開始した。毛精長らは北京へ向かう途中、十月十一一日に天津
へ立ち寄り、向徳宏と再会している。林世功の「由間北上実録」によれ
ば、「一一十七日〔十月十一一日〕、移りて河北宏盛客店に寓し、即ちに紫
巾官〔向徳宏〕と事を議す（紫巾官は本年五月、李中堂の署に至りて救

権難い継辨聿洲）一詳鰈洲繩騒轤慨猟駅鯉麩

鴻章や天津駐在アメリカ領事を通じて、日本におけるグラントの調停工
作に関する情報を入手しえたわけであるが、毛精長らが天津へ立ち寄っ

た十月の時点で、グラントの調停案として向徳宏に伝えられていたのは

三分割案であったことに注目すべきであろう。一一一分割案には中部（沖縄
本島）における王国復活の条件も含まれていたわけであるが、亡命琉球
人たちがこの一一一分割案をどのように受けとめたのかはよくわからない。
ただ、琉球の運命が大国間で決定されようとしているという危機意識は、

さらに強力な救国運動へのバネとして機能したものと思われる。天津に

おける李鴻章への請願を向徳宏に任せ、毛精長らは北京へ赴いて総理衙

門や礼部への請願を開始するからである。
註

（｜）「東京日日新聞」『明治ニュース事典』Ⅱ、一八六頁。鹿島守之助「日本外
交史』三、一一一一六～三一七頁。

（二）「グラント氏意見・ヨング氏筆記・琉球事件」『明治文化全建逵第二十二
巻、二五頁。

（三）（四）渡辺修次郎閲・松井順時編『琉球事件』、七二～八二頁。．

（五）『日本外交文書』第十二巻、’四五頁。

（六）三浦周行は「日滴両国をして、商議を開かしむるに至らしめたのはグラン

ト氏の高潔なる人格」のためであると認めつつも、「グラント氏は大処高処か

ら、所謂両国の大局を全くせんとするもので、其談判の内容に容曝するが如き

事があったとは思われぬ」（三浦前掲論文）と指摘して具体案には関与しなか

ったとするが、三国谷宏は『世外井上公停垈所引の駐米吉田公使の井上外務卿

宛の手紙を根拠に、「二島分割案はグラントの発案に出たものと断定してよい」

という（三国谷前掲論文）。しかし、吉田公使の問い合わせに対して、後にグ

ラントは「一体、日本二於テ版図一一関シ、何等ノ譲与ヲ為スャ否ャ一一至リテハ、

拙者自ラ意見ナキーーシモアラザレトモ、両政府二於テ更二外人ノ干渉ヲ要セス

シテ自カラ之ヲ結局セン事ヲ深ク希望スルヲ以テ、右書簡〔グラントより恭親

王あて書簡〕中ニハ故ラニ之ヲ掲載セサリシ」（『沖縄県史』応、二○一頁）

と指摘しているのであって、清国に対しては具体的な調停案を提示していない。

日本側でも、「克蘭土氏二於テ右三分論杯ヲ起サレシ事ハ決テ伊藤・西郷両参

議モ承知不致、只同氏ノ満政府へ送りダル醤中、互譲ノ主旨々彼二島〔宮古

。八重山〕ヲ滴政府へ削与スル議ヲ暗二承り侯迄卜信用罷在侯」（同右、一九
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国の駐日公使館参賛となった。一八八○年後、東京のアメリカ長老会で仕事を
刊行物に発表された。」

二頁）と主張して、グラントの調停案を「暗二」二分割案と受け止めているだ

（七）「グラント氏意見・ヨング氏筆記・琉球事件」『明治文化全集』第二十二

（一九）（二○）（二一）「照妙何張両星使来函」『清季外交楢』（琉球桧）。

した。著作には中国の博物学に関する論文があるが、いづれも亜州文会という

巻、二六頁。

（二一一）（二一一一）（二四）一．本外交文瞥』第十二巻、一八五頁。なお、井上外

けである。

（八）『清季外交棺』（琉球穂）。「覆何子炎」『李全集』訳署、巻八、四八～

在二八年、一度は寧波駐在の領事に任ぜらる。一八七二～一八七五年、彼は日

国の北長老会の布教医師。一八四四年来華、寧波で布教し医療を施す。中国滞

は、『近代来鑿外国人名瀞典』二八九頁に次のよう趣記述がある。’「米

（一八）麦嘉締（三。○四目の①》ローく一の、の昌目の》］の９－］①ｇ）について

球始末』巻六、四一頁などにも収録されている。

署、巻十、三七頁、「密論何子莪」『李全連二訳署、巻九、四四頁、衰口湾琉

の何如露書簡の内容の一部は、「与日本委員竹添進一筆談節略」『李全集』訳

（一六）（一七）「照釣何張両星使来函」『清季外交棺』（琉球横》）。なお、こ

二五）「訳美前統領来函」蚕｝全集』訳署、巻九、四○頁。

（一四）「覆美前統領格蘭式」『李全集』訳署、巻九、三六頁。

（一二）（一一一一）「何子幾来函」『李全集』訳署、巻九、二八～一一九頁。三五頁。

（一一）「訳美前統領格闘戒来函」『李全集』訳署、巻九、三二頁。

る（同右、四一～四二頁）。

ず。パークスは中日和を失い球事敗壊せんことを欲すればなり」と忠告してい

ークスと商弁したるも、かかる挙動は中日両国の交誼において大いに宜しから

た八月二十三日付の李湧章宛書簡においても、「何公使は以前イギリス公使パ

（一○）「訳美国副将楊越翰来函」『李全集』訳署、巻九、三一頁。ヨングはま

（九）「訳美前統領幕友楊副将来函」『李全集』訳署、巻九、一三頁。

は、清国に近い南部群島を清国へ、日本に近い北部群島を日本へ分割するとい

縄県史』応、一八三～一八五頁）。一八八○年四月の時点でのピンハムの主張

清国へも公式の提案をしたことはない」と回答している（「琉球所属問題曽沖

れたこと」であると強調しつつ、結論としては、「琉球問題について日本へも

たが、これは単に個人的に非公式に、両国政府に対する友好の精神でもってなさ

事件の全般的な問題について時折対談し、常に寛容にして友好的な処理を勧告し

いう点については、「貴下と対談したと同様に、何如琿氏とも日清間における琉球

を提案したことを認めると仁もＥ琉球問題について何如琿と相談したかどっかと

思い出せないが）を領有管轄し、日本は日本に近い北部群島を領有すべきこと」

よって、清国は琉球列島の清国に近い南部群島（貴下の挙げられたその名称を

一八八○年四月二十日付の井上外務卿宛櫓簡において、「日清間の相互協定に

国公使へ談話シタルコトアリャ」との問い合わせを受けた米国公使ピンハムは、

（二七）後に井上外務卿から「琉球三分説二関シフ／ラント』将軍卜相談ノ上清

（二六）「論球案」蚕十全集』訳署、巻十、二頁。

（二五）「密論何子幾」宝十全集』訳署、巻九、四四頁。

四頁）と指摘されている。

克蘭土氏卜談話、右二島割隷ノ話有之候」（『日本外交文書』第十三巻、三七

接二処分スル様卜有之。他二弁法ヲ記載無之。只、日光ニテ伊藤・西郷両氏、

ヨリ李氏ヘノ書中、只干戈二不訴、和好ヲ主眼トシテ両政府使節ヲ派遣シ、直

務卿より駐清宍戸公使あての一八八○年四月二十日付書簡でも、「グラント氏

本の東京帝国大学で法律兼博物学の教授の任にあった。一八七七年春、中国へ

う二分案であるが、それは明治政府の二分案と全く同じ内容として理解しうる

四九頁。

帰り、七ヶ月間上海の副領事に任ぜられた。ついで清国朝廷の招聰に応じ、中
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のであろうか。また、琉球問題の解決案について「公式の提案をしたことはな

い」としながらも、「両国の平和維持のために、琉球問題の平和的解決のため
に個人的に友人としての任務を果たした」と指摘していることを、どのよう
に理解すべきであろうか。

（二八）察大鼎「泄上雑聾・拙稿「琉臣殉義事件考ｌ林世功の自刃とその周
辺ｌ」（『球陽論謹）参照。

三、李潤章・竹添会談と向徳宏

終錘壱一川津樫艸櫛砿率辨鯆陳鍛岬對葹嶽野唾麹匡誠蝸糊や叩悴畷匿賤

清両国はグラントの調停に応えて直接交渉の場を模索する。
総理衙門は同年十月十一日、「グラントの意向に従い、官員を派遣し

て琉球問題に付き弁法を協議せんことを腱上旨、井卜亮務卿へ照会を発し

た・井上外務卿は折り返し同年十月一一十二日に総理衙門へ、「若シ大員

ヲ派シ会商スル、其ノ意果シテ微嫌ヲ蛸シ盟好ヲ尋ルー一係ラハ、我国固
ヨリ願う所ナリ・其如何様二派員スル儀ハ、一一一貴王大臣ノ酌定二懇セ

テ可廷と照復し、ひとまず琉球問題をめぐる外交交渉に応じる壷）

を示したものの、前年十月七日付の何如璋書簡（いわゆる「暴言」問題）
の取り扱いをめぐって総理衙門と宍戸公使との間でなお折衝が繰り返

塞辨鮒禰篭瀦娠湘雛該雛齪學（Ⅶ認溺鑑瑚

協した。かくて、総理衙門は同年十二月十四日、「従前弁論の各節を将
て暫く置て提せず、美国前統領の信内に称するところの情事に照して、

次第に弁理せんことを鰻光一旨、井上外務卿へ照会した。井上外務卿が

これに満足の意を表して照復したのは、翌年（一八八○年）の三月九日

のことで延郡｝

この間、公式の外交ルートとは別に、明治政府は大蔵省役人の竹添進

一郎を秘かに清国へ派遣し、李鴻章と会談せしめている。『台湾琉球始

末』によれば、「初〆竹添進一郎、大蔵省ノ官街ヲ帯上、清国二往来シ、
李鴻章ト相親善ス。球事ノ起ル、向徳宏、清国控訴ノ間アリ。向徳宏ハ

旧琉球藩臣幸地蝋憧テリ。朝廷、因テ進一郎ヲ遣り、其情ヲ探ラシム。

哉嶬）〔一八七九年〕五月、天津二至り、鴻章一一面晤シ、偶々球事二讃及
ス」という。竹添の渡清目的が向徳宏ら亡命琉球人の救国請願運動の探

偵にあったことに注目すべきであろう。竹添は向徳宏の動向に注目し、

機先を制して七九年五月に李鴻章と対談したわけであるが、この時、次

のような意見書を李鴻章へ提出している。
たくまし

「今日の天下は昔日の天下にはあらざるなり。虎狼の国あり。志を亜

果して貴国に属すると為さんか、難あるの時に当たって、その責に任ぜ

細亜に違うせんと欲すること－日にはあらざるなり。．：琉球の如きは、

ざるべからず。抑々、貴国は地方広大、四瓢の地は守り易からず。乃ち

伊魏の如き、また露と騒吏の争いありて、いまだその局を緒ぶを聞かざ
るなり・この時に当たって琉球に或は外患あらば、恐らくは貴国鞭長
及ぶなからん。貢献封冊に至っては、小生また嘗てこの説を間けり。…
貢献なる者は、古昔、隣国相い問遣するの礼にして、之を尊言して貢献
と曰うのみ・故に古の貢献なる者は、小国の以て大国に事うの礼にして
これを以て即ち視て臣属と為すべからざるなり。…冊封に至っては、是
れ、小国、大国の寵を借りて以て自ら栄耀するのみ。…独り亜細亜洲に
之あるのみならず、即ち西洋の如きも、また羅馬〔ロー己の盛んなる
に当たって、各国の君主法皇に請いて以て即位の礼を行う。今、乃ち此
を以て目して属国と為すは寛に公道にあらざるや必せり。その内政、能
く之を董理し、その患難、能く之を庇保し、然る後始めて之を属国とい

うべし。大人、請壱？？§は思いみられ兎敵国の琉球に於ける、何の利す
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李鴻章琉球は中国に属す。昔より己に然り。天下皆知る。｜時一人
し

も

まずまず

の私語にはあらず。たとえまた日本に属するも、中国の上下は響きにい

ざ

るところあらん。その地を言わんか、狭小のみ。その富を言わんか、貧
な

まだ悉らざる所なり。．：〈「、若し必ずしも琉球は之を誰の邦に係属する

やを争弁せずして、但、両国宜しく倍々和好を敦くするを講ずべしとす

れば、日本の意は乃ち中国を欺辱せんと欲するなり。吾、和好を欲する

ゆろ

随のみ。然れども兵を置きて以て之を保護し、官を派して以て之を安定
す。損する所多くして利する所は亡し。徒に今日の大勢を以てするに、
臥場の間、燗し虎狼の軒睡を容るさば、登に独り敵国の愛のみならんや。

と錐も、それ得べけんや。…（中略）…

李鴻章閣下の意は甚だ善し。鄙人また多事を非とする者なり。但、

芝眉を拝し、敬しみて大教を崎かん。

台

回り去んとす。明年、幸いにして両国に事なければ再び航海して来りて

かえゆか

くの如し。進一、終に微衷を達する能わざるなり。進一、これより国に

身骨を斎粉するもまた顧みざる所あり。但、いかんせん、中堂の教、か

ば、進一、不肖と錐も、その間に周旋して以て二国の生民の幸を謀り、

うの事あらば、その禍は如何ぞや。幸い、この局を全うするの良策あれ

また屡々これを載す。いまだその信否を知らずと錐も、もし中日和を失

乃ちドイツの如きは、近時、琉球と台湾に垂誕する者なり。西国の新報、

の見なるも、但、各国の情勢を歴観し、深く中日二国のために寒心す。

うするとは、惟だ両国の当路諸賢の意にあるのみ。進一の如きは、迂儒

竹添両国各々是とする所ありて相い譲らざれば、和を破ると和を全

即ち貴国の愛もまたこれより大なるはなし。故に今日の挙は実に已むを
おもむ

鑪箙拙率織窟蕊潔鋼唾『一一一一宮、いまだその情を得ず．想う
廃藩置県Ⅱ第一二次琉球処分を「己むを得ざる」挙として弁明する竹添
のこの意見書を読んで、李溺章が「色甚ダ平カナラズ。尚ホ其説〔琉球

属国論〕圭匙したのも当然であろう。しかし、李鴻章は竹添の日清
提携論には深く共鳴するところがあったので、竹添との筆談を拒むこと

“雛》』碇辮艀翫》窪津津等岼柵馴洲岼叶に謝牝弱かⅢ嚥華緬繊牌噸璋
論争の焦点となったのは、①琉球は日清両国のどちらに属するのかとい

う従来からの琉球所属問題と、②日清両国のどちらが使節を派遣すべき
かという交渉手続上の問題であった。竹添は①琉球の日本専属論、②清

国側からの使節派遣を主張、李鴻章は①琉球の清国属邦論、②日本側か
らの使節派遣を主張して譲らなかったものの、ここで注目しておきたい

客＃噂と

竹添琉球の舜天王は敞国の支喬たり。…是れ、琉球は敵国の隷属た

の開春の後に男に明幹の大員を派して来華せしめ、彼此互譲の策を会商

事已に此に至る。。：閣下、国に回り、政府に見ゆるを得れば、務めてそ

窪み

通国の上下、議論かくの如し。黍も国鉤を乗り、辱を忍んで童を負い、

ること、確乎として証ある者なり。…但、此等の情節は必ずしも嶢曉と

すべしと勧められよ。実に東方大局の幸たり。もし強いて成見を執り、

ことは、両者の次のような発言である。

して相い争わず。進一の愛うる所は、両国和を失うの事にして、東南の

中国の一切を将って抹倒すれば、九州の大にして豈に遂に人なけんや。

生民のために幸福を維持するの神算あるべし。進一、伏して教えを請う

塗炭は果して如何。中堂〔李鴻章〕、仁高く義盛んなれば、必ずや両国

する能わざる者あれば、進一、必ず来りてその意を稟明せん。若し大員

て盛徳に報いることあらざらんや。敵国、果して情勢の実に大員を先派

竹添果してこの命あれば、進一感激す。局んぞ犬馬の力を褐して以

くつ

全局はこれによりて破裂し、また収拾の日なからん。然らば即ち生民の

所以なり。
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を派する能わば、進一、また必ず先に之を左右に航報し、以て垂教を請

托に」一）

竹添も李鴻章も、日清提携論の立場から琉球問題を平和裏に解決すべ
く、妥協点を探し求めているわけであるが、竹添はとりわけドイツなど

の欧州列強の侵略の野心を強調しつつ、李鴻章の譲歩を引き出そうとし

ているのに対して、李鴻章は琉球問題の解決を抜きにして両国の「和好
を敦くする」ことは不可能であるという姿勢を明示していることに注目

すべきであろう。李鴻章のやや強硬な姿勢を支えていたのは、亡命琉球
人Ⅱ向徳宏らの琉球救国請願であったと思われる。竹添もまた、この事
実を見抜いていた。筆談の当日（十一一月七日）、李鴻章へ提出した意見

麺彫鰡いて、竹添は向徳宏らの言動を意識しつつ、まず、次のような論

点を提示する。

①琉球は弾丸黒子の地であって、日本がこれを得たからといって利益
があるわけではなく、むしろ経費がかかるだけである。

②にもかかわらず、日本が琉球の廃藩置県を断行したのは、西洋列強、
とりわけロシアとドイツが虎視眈眈としてアジア侵略の機会を狙ってい

るからである。

③西洋列強の侵略の手段は万国公法であるが、万国公法によれば、一
君が複数国を支配することは認められても、一国が一一君に支配されるこ
とはみとめられない。両婚の婦が認められないのと同様である。

④琉球を日清両属のままにしておけば、ロシアやドイツが割り込んで
来て琉球を一一一婚の婦にしようと要求した場合、防止する論拠がなくなる。
⑤日清両国の琉球との関係についていえば、清国は私夫で日本は本
夫である。本夫は琉球の「私通」を放置するわけにはいかない。
以上のような論点を提示した上で、竹添はさらに「今春（’八七九年
の春）、琉球の一一一の妄人、巧みに言辞を飾り、冠履を倒置し、黒白を

んとするの心、油然として生じ、またその実を審かにする暇あらずして、

変乱し、以て中国に哀控す。中国、この書を見るや、弱を潤み小を救わ

寛に我の挙を以て暴虐と為すに至座匹麺』と指摘し、亡命琉球人の言動

ふせ

いつく

あわ

が清国を衝き動かしたものと推測しつつ、次のように強調する。
「之を要するに倣国は即ち坤輿の大勢を察し、預めこれが備を為さ
んとするに、中国は即ち小を字しむの心を拡げ、以てその仁を尽さんと
するなり。鳴乎、東洋中に帝国たるを称する者は、独り中日一一国あるの
み。而して同種同文にして、勢いまた唇歯と成る。宜しく心を協せ力を

戦せ・以て外侮を禦ぐべきなるに、〈「乃ち一一一の妄人の誤る所と為り、

あわ

畔鵡迦浄少に出て、以て漁父の利を適さんとす。これ、進一の痛突する
所以なり」

李鴻章に主導される洋務派外交の基調が日清提携・日清友好にあるこ
とを見抜いていた竹添は、同種同文・唇歯輔車を最大限に強調しつつ、
琉球人の救国請願に耳を傾けるのか、日清提携路線を優先するのか、二
者択一を李鴻章に迫ったのである。亡命琉球人の李鴻章に対する影響を
重視した竹添は、またとりわけ天津の向徳宏に注目し、その言動に照準
いた

をあわせて次のような屈折的批判を展開した。

あらた

ひら

「進一、天津に抵るの日、これを道路に聞く。琉王の姉丈の紫巾官向
徳宏、間行してここに来り、以て中国に請求する所あり、と。進一、そ
の請求する所は何事たるやを知らざるなり。然れども徳宏をして心ある
の人たらしめなば、即ち必ず請わん。中日の連一一一言は琉人より之を啓きた
れば、また琉人より之を弁明せざるを得ず。因りて中国に請ひて曰うべ
し。琉球、中国に貢献する峰寵光を借りて以て栄と為すに在り。その
実、日本には旧くより臣属せり。今、日本大いに内政を革め、藩を廃し
て県と為し、施して琉球に及ぶ。固より勢いの当に然らしむるなり。而
して琉王は華族に列なり、琉官は爵禄を与えられ、民庶は税を軽くし役
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ゆろ

ほどよ

ま

て妥く保護を為さしむれば、日人当さに敢えて強索せざ弘一以一

毛精長・察大鼎・林世功らが北京へ到着したのは十月十九日のことで、

を弛められ、上下皆夛」れを歓楽せり。但、当初、一一一の妄人、新令を喜
ばず、連かに救を中国に乞う。是に於て、中国書を日廷に贈りて以てこ

彼壱や志針月二十二日に総理衙門へ、十月二十四日に礼部へ救国請願書を

わす

国噴として煩一一一一口あるを啓けり。中国の小を字むの仁、誠に愛戴して譲る

提出した。総理衙門も礼部も彼らを福州へ帰らせる方針であったものの、

いたの監麺』向徳宏もまた天津に駐まって李鴻章への請願を繰り返し

るなしと為す。然れども日廷の挙は実に妄人の言う所の如からざれば、

綴回し、悉くこれを烏有に帰し、以て両国の歓を合し、琉民をして帰す

ていたわけであるが、向徳宏の動向が竹添に探知されていることを知っ

向徳宏の言う通り、毛精長らはなお北京に駐まって請願運動を継続して

る所あらしめんことを、と。いまだ知らず。徳宏の請求する所は果して

た李鴻章は、天津海関の鄭操如らに命じて保護措置を讃じさせているこ

伏して請うらくは、中国善くその実を察し、両国贈答の書は互いに相い

進一の言う所の如くなるや。若し然らば中国は徳宏の請を許し、まず意

とに注目すべきであろう。

向徳宏らの亡命琉球人の立場を無視するわけにはいかず、さりとて竹

を敵国に通じ、照会を綴回し、しかる後に大使を倣国に派し、彼此熟議
弁理し、妥当ならしむくし。違言の局は変じて和楽の会と為り、群疑は

添の言うように、亡命琉球人の言動に左右されて日清提携路線を放棄す

しん

氷釈－し、両心相い孚じ、中日の交はこれより益々親密を加えん。即ち一一
（一七）

Ⅱ琉球一一一分割案に注目し、その実現に期待したようである。しかし、前

るわけにもいかないとすれば、李鴻章は勢い妥協を模索せざるを得ない

とも

みなしながらも、正面からの向徳宏批判を避け、巧みに向徳宏に仮託し

述のように、琉球三分割案はグラントから正式の調停案として提示され

国人民の幸はこれより大なるはなく、徳宏もまた与に賜を受くるべし」

て自己の見解を陳述しているわけであるが、竹添の向徳宏批判に李鴻章

ることはなかった。李鴻章・グラント会談で胚胎した琉球分割構想が具

わけで、折しも何如璋から提示されたグラント・ピゴ一一一の「一弁法」

がどの程度左右されたのかは微妙な問題である。李鴻章は竹添との筆談

体的にどのように結実するかは、日清両国の直接交渉の結果に委ねられ

竹添は向徳宏を日清提携・日清友好の妨害者、琉球問題の火付け役と

の翌々日（十二月九日）、前掲の竹添の意見書を総理衙門へ送付するに

ていたので、正式交渉に入る前に、なお予備交渉の必要があった。かく

註

に再度渡漬、李鴻章との予備交渉に当たることとなる。

て、一旦帰国した竹添進一郎は、明治政府の意を受けて一八八○年三月

あたって、次のようにコメントしている。
よ

允

「前に九月十三日〔十月二七日〕の公函・紗奏を奉じたるに、球官毛

かえ

いた

精長等一一一人を遣りて閏に回らしめんとす恥卓懸けて天津を過ぎらしむれば、
員を派して護送せしめられよ等の因あり。〈「に迄るも毛精長等は並えて
な

（｜）「東京日日新聞」『明治一一ユース事典』Ⅱ、’八八頁。

いまだ天津に到らず。而して紫巾官向徳宏等よい）価お固守して去るなし。
津関の鄭道、向徳宏に伝諭したるに、謂えらく、毛精長等は実は尚お北

（一一）妻ロ湾琉球始一匡巻六、三一一一～一一一四頁。

かれ

京に在りて信を候つ、Ｌ」。伊、また決して回るを肯んぜず。資斧已に断

（三）「日本外交文書』第十二巻、一一○○～一一○一頁。五口湾琉球始一色巻六、

犬だほぼ

て、ソ。祇、略資助を為すを得て以て体位を示すのみ。竹添進一の書内に、

一一一三～三四頁。

おどるただかえたず

巳に之に一一一言及す。鴻章、胸きて即ちに旗り省ね、惟だ密に鄭道等に属け
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琉球問題に関する交渉拒否の口実として、この「暴言」問題を利用した（張啓

第十巻、二七一頁）と指弾したが、日本側はこれを「暴言」と受け止め、以後、

国を欺き、この不信不義・無惰無理の事を為さざるくし」（『日本外交文蟹』

抗議の書簡を提出し、「日本は堂々たる大国たれば、諒に肯えて隣交に背き弱

（四）一八七八年十月七日、何如琿は寺島外務卿へ琉球の進貢禁止措圃に対する

アリ」（巻六、三九頁）という。

アリ。克蘭氏ノ弁法ヲ誤認シ、琉球三分ノ説ヲ通ス。李氏之を信ス。故二此言

梢々派員妥商ノ説ヲ発英遂二両国互譲ノ論アリ。蓋、愛日、何如琿ヨリ密信

（二一）云口湾琉球始末』によれば、「鴻章初〆前論ヲ勘執シタレトモ、詰問、

（二○）拙稿「琉球救国運動と日本・清国」『沖縄文化研車凸十三号参照。

照。

さきごろ

による研究成果の一部である。

八付記Ｖ本稿は昭和六一一～平成元年度の科学研究費補助金（一般研究Ｃ）

雄「何如畷的琉案外交」『第一届中琉歴史関係国際学術会議論文集』参照）。
（五）上原兼善「先島分島問題」『沖縄歴史研や色五号参照。

（六）『琉球所属問題』『沖縄県史』巧、一四四～一四八頁。
（七）耳ロ湾琉球始一窪巻六、三四～三五頁。
（八）（九）衰口湾琉球始末』巻六、三五～三六頁。
（一○）（一一）宮口湾琉球始末』巻六、一一一六～三七頁。
（一二）（一三）「与日本竹添進一筆談節略」『李全集』訳署、巻十、一三～一

五頁。『琉球所属問題』『沖縄県史』焔、一四三～一四四頁。なお、ヨハ十年史』
第一巻、一一○一頁によれば、竹添が李鴻章と筆談したのは光緒五年十月一一十日

（一八七九年十二月三日）のこととされ、また訂〈事日誌』六六○頁によれば、
十一一月一一一日と十二月七日の二回にわたって露談したことになっている。また、

「論球案」『李全集』訳署、巻十、一○頁の記述によれば、「適々、日本の間
員竹添進一なる者あり。上年二八七八年〕米を運びて天津に来たり助賑す。
しばら

学問は滝雅にして曽て与に文字の交わりを訂ぶ。今夏二八七九年夏〕、また
来る。．：之と筆談す。頃く琉事を駁弁するに甚だ詳なり。…昨、忽ちまた門を
しりぞ

叩きて書を上る。外務の答うる所の球事と一口に出るが如し。因りて廷見し、
人を屍けて筆談す」Ｉという。

二四）（一五）（一六）（一七）「日本竹添進一上書」宝一全集』訳署、巻十、
一一～一三頁。夛口湾琉球始末」巻六、三八～一一一九頁。
一一～一三頁。夛口湾琉球始末』巻六、三八～一一一一
（一八）「諭球案」宝筌集』訳署、巻十、二頁。

（一九）拙稿「琉球救国請願書集成（一）」『琉球大学教育学部紀麺廷三十巣参
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