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帝国陸海軍の情報と情勢判断－北清事変から日露戦争へ－

五十嵐　憲一郎

はじめに　

　日清戦争は、勃発のわずか30年前に西欧列強により開国を強いられ、不平等条約を受け

入れざるを得なかった新生国家日本が、独立国家として名誉ある地位を獲得するために、眠

れる獅子と称された東洋随一の大国「清」を相手とした、日本にとって最初の本格的対外戦

争であった。また、日本は日清、日露、第一次及び第二次世界大戦の計４回宣戦布告を実施

しているが、日清戦争は、明治27年７月31日に在京各国外交団を通じて通告された「宣戦

通告」と８月１日に渙発された「宣戦の詔勅」とにより当時の国際法的手続き（欧米的な開

戦手続き）を踏んだ形式を整えた戦争でもあった。この「宣戦通告」と「宣戦の詔勅」は同

時にこれを行った清国と並んでおそらくは東アジアで最初に行われた宣戦布告であろう。

　日本は朝鮮半島支配を回って清国と対立するなかで、「東洋の文明国」を標榜するがため

に、当時の西欧列強による東洋からの簒奪という国際政治的環境の制約の下で、国際法を遵

守し、かつ列強の利権を侵害しない事を示しつつ戦争を遂行しなければならないという極め

て困難な状況下にあった。幸いにして日本は日清戦争において一応の勝利を得たことを契機

に独立国としての平等な地位を獲得する道を歩むこととなるが、日清戦争の経過を通じて西

欧列強に対し「近代化」を印象づけ得たことが、その後の日本国民に大きな自信と、時とし

て過信を生む結果となったことも忘れてはならない事実であろう。すなわち、西欧列強に開

国を迫られた清国及び日本は、鎖国から開国、不平等条約の締結、国権の回復と同様の過程

を踏んだが、開国後の近代化過程には大きな開きがあり、特に、日清戦争の結果を受けて日

本も清国に対し不平等条約を課すようになったという一連の過程である。

このような状況の下、清国内では西欧各国による利権獲得の動きが拡大し、各地で西欧人

に対する襲撃、暴動等の事案が頻発していたが、西洋諸大国による「支那分割」の開幕を想

わせるごとき情勢・事態への民族的反撥としていわゆる変法自彊の運動が生まれた。この戊

戌の政変と呼ばれる企ては宮廷保守勢力により忽ち阻止されたが、その翌々年明治33年に

は山東省において義和団の運動がさかんとなり、やがて直隷省に移動し、後には満州へも拡

がった。いわゆる北清事変である。この事態に対し、各国は共同出兵によって北京・天津地

方の事態鎮定を図ったが、清国政府はこの争乱に対して鎮定能力を持たぬばかりか義和団を

支持し、宣戦布告の上諭を発するとともに、義和団に対しては粳米二万石を賞給する等の支
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援・懐柔策を執ったため、混乱はますます激しくなっていき、義和団及び清国軍による北京

の公使館地域に対する包囲・攻撃で事態は頂点に達し、各国公使等は「籠城」を余儀なくさ

れたが各国の共同出兵による外交館救出作戦により解放された。以後清国内各地における掃

討作戦等を経た後、日清戦争に倍する賠償金等を約束して講和に至ることとなったが、我国

にとっては西欧諸国との始めての共同行動であり、日本軍の実力を示す機会でもあった。そ

の後、ロシアによる満州占領、また時を同じくして朝鮮半島進出動向が重なり、日本はロシ

アの南下政策の脅威に直面する事態となる。そしてついには戦えるうちに戦うという日露戦

争への決意となっていく。

本稿においては、このような北清事変前後から日露戦争開戦にかけての事態に対して、帝

国陸海軍が如何に対処しようとしたかを情報史の観点から分析を試みるものである。

　　

１　北清事変までの情勢判断

（１）日清戦争以前の情報と情勢判断

帝国陸海軍は明治５、６年から韓国及び中国各地に情報員を配置して情報の収集に努めた

とされている。日本は、明治以後不幸にして時には直接その対立国として、時には第三国と

の戦争における戦場として、常に中国の領土で戦う運命を持ちつづけてきたため、日本軍部

は常に中国国民の動向や中国の地理風土軍備等に多大の関心を持ちこれを偵察しつづけた。

これらの成果は福島安正の『隣邦兵備略』（当時の陸軍の国防方針が沿岸防禦思想であっ

たことを指摘している点で重要である）、小川又次の明治13年及び19年の二回にわたる清

国視察・偵察の結果である『清国征討策案』等で基礎調査は終わり、戦略企図の調査等に重

点を移行していったものと推定される。

明治26年３月23日付京城駐在公使館附武官渡邉鐵太郎（砲兵大尉）宛の参謀総長特別訓

示には清韓と並んで対英警戒が述べられ、明確な情勢認識が述べられている点も注目に値す

る。

参謀次長川上操六の朝鮮半島、清国視察は対清情報収集が一区切りついた後の総仕上げ的

なもので、翌年の開戦に際しての参謀本部情勢判断の基礎はこの時に大略完成していたので

はないかと考えられる。

以後、北清事変期に至るまで帝国陸海軍の情報組織は、逐次、拡大・増強されていく。
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（２）日清戦争後の情報と情勢判断

日清戦争後の日本はさらに情報収集を強化していき、次第に駐在員、派遣員を増加させて

いった。各地に派遣する人選は極めて慎重におこなわれ、人物、語学能力等を中心とする考

査が参謀本部で実施されていた。

組織的な情報収集を目標とした事業としては威海衛に駐屯する好機を捕らえて、占領任務

を遂行する傍ら、山東半島における偵察を行った。すなわち「山東半島地理偵察事業一班」

に代表される収集・偵察であるが、このような事業は他の地域にも適用された可能性がある。

これは明治32年６月、駐韓公使に赴任する林権助に対し、田村怡与造、福島安正等が面

会し、詳細な朝鮮地図（林は、この地図を朝鮮外務大臣朴斎純に示したところ、「朴は驚愕

して観て居ったよ」と述懐している1）を手渡していることからも推察できる。

山東半島偵察に従事した将校は15名であり、測量技師を帯同する場合もあった。また、

偵察時期は明治30年１月中旬から11月下旬に及んでいる2。

（３）北清事変期の情報と情勢判断

陸軍が駐在武官の外に引き続き各要地に駐在員を設置して清国内の情勢分析に努めていた

ことは、この時期においても変化はない。

海軍にあっては駐在武官が補職されていたものの、民間人による情報の収集が企図され重

要な情報源となっていたことを特徴とする。その代表的な人物は宗方小太郎であり、宗方

は、市古宙三が『宗方小太郎文書』改題の中で述べるように3海軍軍令部の中国関係報告は

全て宗方の報告に依ったことは特筆に値する。

陸海軍の情勢判断を示すものとして、千代田史料（防衛研究所）に残された北清事変発生

以前の諸報告について概観すれば、情報資料は海軍においては「海軍大臣官房綴」として明

治 32年だけでも112件、陸軍関連では各月毎の「秘」または「極秘」報告として編集され

たものだけで111件、合計223件であった。このような対清国情報収集網が、時の流れとと

もに対露情報収集を中心としたものに変化していったわけである。

また、北清事変に対する我が国の情報収集努力の中で、特異的なものは臨時派遣隊であ

る。約一個旅団という列国に比較すれば大兵力を率いて清国に派遣されたのは福島安正で、

1 岩井尊人編著『林権助述　わが七十年を語る』（第一書房、1935年）。
2 「明治三十年、三十一年雑書類」（千代田史料、防衛研究所蔵）。
3 神谷正男編『続宗方小太郎文書』（原書房、1977年）696頁。
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福島は状況及び状況判断を的確に記録し残しているが、北清事変自体が各国の軍事力等に関

する格好の情報収集機会でもあった4。また、福島安正は、臨時派遣隊指揮官の機密外交作

戦日誌 5（明治33年６月29日～７月21日）の中で、各国が示した兵力運用に対する態度、

外交態度等から各国兵力の戦意、連度等を敏感に評価して、ロシアを含む諸国の軍隊は無価

値、狡猾で恥知らずとしており、この点は後年の対露早期開戦論を理解する上で見逃せな

い。

海軍にとっても常備艦隊司令官東郷平八郎自身が南清に進出し、現地におけるロシア軍の

蛮行を報告書中に含める等、後年の日露戦争に向けての貴重な体験を積み重ねる機会を得た

ことは、何にも勝る学習の機会であったといえよう。

２　北清事変期以降の情報と情勢判断

（１）ロシアによる韓国土地買収問題に対する対抗策

日清戦争後から北清事変期にかけてロシアが示した満韓進出動向の中で際だつのは韓国に

おける土地購入である。ロシアは、明治29年５月14日の小村・ウェーバー覚書、同年６月

９日の山県・ロバノフ議定書さらに明治31年４月には西・ローゼン協定と３回の日露協定

を結んだ。しかし、韓国を巡る日露協定の動きは、帰するところ韓国の内政改革を主要原因

の一として起こした日清戦争の目的を根底より覆すのみならず、強大、かつ野心に満ちたロ

シアと韓国において日本が対決を迫られる危機に導くものであった。現に、1898年（明治

31年）春には、ロシアは対満経営の発展に伴い、韓国の馬山浦に土地を買収して海軍根拠

地を建設しようとし、これらの協定を空文化せしめる勢いを示した6。

この情勢を受けて、陸軍及び外務省はロシアによる土地購入を妨害するために機密費を使

用し、対抗買収を行うという手段に出た。この努力に要した費用が如何に巨額なものであっ

たか、日清日露両戦争における情報関係費と買収資金とを対比しつつ概観してみる。

4「参謀本部　明治三十三、四北清駐屯列国軍隊視察報告」（防衛研究所蔵）。
5 「臨時派遣隊　臨時派遣隊機密外交作戦日誌」（防衛研究所蔵）。
6 植田捷雄『東洋外交史　上』（東京大学出版会、1969年）。
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（ａ）日清・日露戦争臨時軍事費と機密費

まず、日清日露両戦争における戦時財政支出は次のとおりであった7。日清戦争にかかる

軍事費は総計２億５千万円の巨額に上ったが、この中で、情報関係費に使用し得る「目」は

一般に機密費であることから、この機密費額と臨時軍事費特別会計に関する歳出入とを比較

する。

比較結果は次のとおりである。

　　歳　入　総　額 ： 225,230,127 円

　　歳　出　総　額 ： 200,475,508 円

　　　陸軍省所管分 ： 164,520,371 円

　　　　機　密　費 ：  369,282 円

　　　海軍省所管分 ： 35,955,137 円

　　　　機　密　費 ： 106,880 円

機密費の性格については、もちろん純然たる情報関係費とは言えないものでもあり、例外

的に他の名目で情報関係費が支払われたこともあろうが、一応の目安として機密費は陸海軍

合計476,172円で総支出額に対する割合は0.2375％であり、陸軍が支出した機密費の陸軍支

出総額に対する比率は0.2246％、海軍については0.2973％であった。この中には、高陞号

船長等に帰国費用の名目で交付した７千円を含む買収工作費が包含されている。当時の陸海

軍が如何に情報を重視していたかを物語るものである。ちなみに、電報発信料金等を含めた

情報費として請求された金額で見る限り8、当時の駐在武官等が請求してくる情報活動費の

請求額は一回あたり概ね３千円であり、所轄は異なるが京城駐在の特命全権公使大鳥圭介に

対する交際費は各回１万円から２万円であった。HUMINTを中心とする情報収集活動が必須

であった当時のことでもあり、必然的に金がかかるとしても、陸海軍、外務省ともに情報収

集源である公使、駐在武官等に対しては極めて豊富な資金的裏付けを持たせていたことがわ

かる。

これを日露戦争に於ける同様な金額を挙げて比較すれば、金額、比率ともに格段の増加が

見られる。

　　歳　入　総　額 ： 1,721,212,256 円

　　歳　出　総　額 ： 1,508,472,538 円

　　　陸軍省所管分 ： 1,283,318,977 円

7 大蔵大臣官房財政経済調査課編著『日清日露両戦役及世界大戦に於ける我が戦時財政』（千倉書房、
1937年）。
8 「大本営　明治二十七年六月大本営副官部着信綴」（防衛研究所蔵）。
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　　　　機　密　費 ： 3,224,435 円

　　　海軍省所管分 ： 225,154,481 円

　　　　機　密　費 ： 824,927 円

戦争の経済規模が格段に大規模なものとなったこともあろうが、機密費はさらに拡充され

総額4,049,362円で全体支出の0.26844％、陸軍では0.25126％であり、海軍では0.36638％

となった。これは、その実効性は別にしても満州軍総司令部が支出したとされる明石工作資

金等に見られる工作資金の増大が情報関係費の増加に影響した可能性が高いが、一段と情報

重視の姿勢が見える。このような情報・工作重視の姿勢は、平時から「情報に金をかけてい

た」明治中期の陸海軍一般に見られる傾向である。

（ｂ）韓国土地買収資金と機密費

次に平時である戦間期に工作資金等が如何に使用されていたかの例を韓国土地買収資金に

見ることとする。韓国土地買収資金に充てられたのは、主として陸軍予備費を機密費に振り

替えて生み出された資金であった。陸軍省が残したこれに関連する記録は「明治三十二年以

来韓国地所買収資金編冊」9として現存している。当該編冊から、買収資金の流れ等を概観

すれば次のとおりである。

「五万八千四百円ノ部　釜山木浦ノ分　密受第一五三号　外務省ヘ機密費送付ノ件　明治

32年６月17日」

　これには大臣、次官、高級副官、主務課長のみの検印が付されており、関係者は極めて限

定されたものであったことが窺える。

なお、この件は、５万８千４百円の陸軍省から韓国領事館への送金了承であり、参謀総長

大山巌から陸軍大臣桂太郎宛、機密費35万円の中から、外務省へ送金するよう要望したも

ので、陸軍省から外務省へ送金し、外務省会計課長から５万円を釜山第一銀行へ送金、中村

領事事務代理が受領している。この際、８千４百円は競売前日までに木浦領事館へ到着する

よう取計われた。また、「極秘」参秘第二九〇号第二６月８日付により、総長より外務大臣

に移牒案が提出され、当初予定していた５，６千坪以外に約５万坪も買収する必要があると

して、土地買収予算金額30万円を35万円に修正するよう協議が行われた。

この他、送金等については、秘匿維持のため種々の手段を講じつつ実施されているが、細

部については省略する。なお、一部には前会計年度に執行したものとして整理された実例も

9 「陸軍省　機密　明治三十二年以来韓国地所買収資金編冊」（防衛研究所蔵）。
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存在する。このように韓国問題については、ただ単に陸海軍が重大な軍事的関心を持って推

進したことにとどまらず、外務、大蔵両省の緊密な協力の下に、総理大臣承認事項として処

理されていたことが実態である。

これら一連の活動について、当時駐韓公使であった林権助は後年当時の模様を述懐してお

り興味深い10。この林の論述には、一部曖昧な点もあり、現実に田村等が林に面会したとい

う記録は管見の限り存在しないが、田村が朝鮮の詳細図を林に手渡しているという記述及び

明治33年２月17日京城駐在海軍武官大塚暢雄（海軍大佐）が、上記の模様を裏付ける報告

を行っていること等から見て11、林の述懐は全体には正しいものと推定される。

（ｃ）韓国各地の土地買収問題

日清戦争期から北清事変期に共通して見られることは、陸軍と海軍の朝鮮半島の重要性に

対する微妙な感覚の差であり、作戦目標も陸海軍では当然のように差がある。陸軍は朝鮮半

島に於ける自由行動を求め、日清戦争における「作戦の大方針」においても「陸軍ハ飽マデ

朝鮮半島ヲ占領ス」の文言を入れていること等からも陸軍にとっての重要性が推定できる12。

そもそも韓国に日本軍が常駐するようになったのは、明治29年５月14日の小村・ウェー

バー覚書によるものでこの第四項の中でロシアは、居留地内の日本人保護という名目で京城

に二個中隊、釜山に一個中隊、元山に一個中隊の日本軍の駐兵権を認めたことから始まった

ものである。

このロシアとの調整を機に日本軍は韓国に軍用地を持つようになり、当初京城に1309坪

８合、元山に170余坪を持ったが13その後情勢の推移に伴って逐次土地買収を実行していっ

た。従って、陸海軍及び外務省ともに韓国における土地買収については経験を積んでいたこ

とが、明治31年夏に起こったロシアによる借地問題等に対して迅速に対応できたこと、ま

た以降断続的に生起したロシア海軍用地等の土地買収を可能な限り防止できた要因の一つで

あったものと推定される。

紙幅の関係から各地の情況について詳細を述ベる事はできないが、項目のみ列挙すること

とする。

10 岩井『林権助述　わが七十年を語る』。
11 「明治三十年諜報第161号」（千代田史料、防衛研究所蔵）。
12 五十嵐憲一郎「日清戦争開戦前後の帝国陸海軍の情報と情勢判断」（『戦史研究年報』第４号、2001
年３月）。
13 李亮「明治末期韓国における日本の軍用地収用政策」（『九州史学』93、1988年）。
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（ア）木浦対岸高下島買収問題

高下島買収は難航し、結果的には機密費９万円という巨額な買収資金を要した。久水領事

は、明治31年10月14日付で外務次官鳩山和夫にその顛末を報告し14、結果的には総理大臣

大隈重信の決済により臨時軍事費を機密費に流用して９万円の予算が認められ買収の運びと

なった。

その後明治32年５月に至り露国大佐「ストレルブッキイ」に対する韓国人の二重売買、

駐韓露国公使の地券交付要求という事態となったが、日置臨時代理公使は日本に土地売買を

仲介した韓國陸軍李允用副将の協力も得てロシアに対する地券交付に関して妨害工作を実施

した。しかし明治33年11月に至って、ロシア人の所有分も認められ、日本の取得分は30年

間の借地権所有という決着となった。

（イ）絶影島借地問題

明治31年10月、外務大臣大隈重信は海軍大臣西郷従道に対し、駐韓ロシア公使が韓国

政府に絶影島の一部借地を申し込んだ顛末を現地の加藤増雄公使及び伊集院領事の報告

文書を添えて通報した15。これは、①ロシア公使が韓国外務大臣に対し絶影島に石炭廠用

度地借入れを照会したこと、②そのことを韓国外務大臣から内密に情報を得たこと、③

韓国政府がロシアによる借地を承諾せぬように働きかけたこと、④韓国政府の内情は、既

に日本に対して貸与した同島の土地返還を求めかねないこと、⑤韓国政府は、国王たっ

ての希望により既にロシアに対する貸与を承諾したこと、⑥外交的手段では防止不可能

であるならば「寧ロ実地ニ就キ能フ丈ケノ妨害運動ヲ試ムルニ如カスト思料致候」とし、

英総領事ジョルダンの協力を得たこと、⑦総税務司ブラヲンに協力を依頼したこと、⑧

ロシアが予定している土地の内部には在留邦人が所有する土地を包含していることを伊

集院領事から報告があったこと、⑨ロシアが所望する土地から在留邦人の土地を除外し、

石炭廠が目的ならば広大な面積は必要とせず、日本が借地している程度まで縮小させる

よう韓国外務部に申し入れたこと、⑩韓国外務部は申し入れに同意し、釜山港監理あて

に訓令電報を発信したこと、⑪伊集院領事は、「ハント」がロシア海軍士官等と親交があ

り、相当強い内訓でなければ効果が望めないこと及び妨害対象地域の細部並びに我国政

府に通常必要とする以上の金額を支出する意思が有るか否か等を問い合わせてきている

こと等であった。

14「陸軍省　機密　明治三十一年以来　韓国高下島　仝釜山附近　仝南大門地所編綴」（防衛研究所
蔵）。
15 「海軍省　明治三十年仝三十一年清韓及欧州列強関係書類　完」（防衛研究所蔵）。
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（ウ）釜山練兵場買収問題

明治32年12月12日、外務大臣青木周蔵は陸軍大臣桂太郎宛に、①釜山港守備隊長竹村

大尉から能勢辰五郎領事に練兵場を建設したい旨の内話があった、②建設のためには朝鮮人

所有地もあることから日本人からは価格１万円以上の土地を寄付させた上でさらに数千円以

上の予算を必要とする、③またこのような時期に広大な練兵場を設置することは列国の猜疑

を招き得策でないと判断されるので、陸軍大臣と協議し訓令で指示してくれるよう現地から

稟請してきた、ことについて協議を持ちかけた。

これに対する陸軍大臣の外務大臣に対する回答は、土地を寄付させてまで練兵場新設の必

要を認めないというもので一応の決着が付けられたが、以後、明治34年10月２日に至り３

千坪の用地買収を行い、35年１月21日に陸軍省から外務省に対し買収資金2500円を送付

し、活動した迫間房太郎には買収功労に対し報奨金300円が支払われている16。

（エ）馬山浦買収問題

明治32年９月９日、芝罘駐在太田八十馬（歩兵大尉）から、英国芝罘領事からの情報と

して、釜山西方の馬山浦沿岸の土地を韓国政府から買い上げ「大露西亜トナサントスルノ計

画」が報告された。沿岸枢要の地に日本人某の私有に係る土地がありロシアは釜山の日本領

事に仲介を依頼したが、日本領事は「一私人ニ関スルコトニテ日本政府ノ與カリ知ル所ニア

ラストシテ其依頼ニ応セサリシト云フ」として拒否したものであった17。

（オ）釜山土地買収問題

明治32年８月17日、青木外務大臣は大山参謀総長に対して、ロシアが港湾付近の土地を

秘密裏に買収しようとしている形跡があること、および林駐韓公使は鉄道用地を韓国政府か

ら買収する必要があるものの、路線確定後でなければ処理できないため至急路線を確定する

必要がある旨を通知した。また、８月18日には釜山領事館事務代理中村巍領事館補から、

①ロシアが釜山附近の土地を物色していること、②日本側が既にかなりの土地買収に成功し

ているものの、ロシアの買収を妨害するための買収対称地域を拡大する必要があること、③

ロシアは、フランス人宣教師が居住している土地を買収しようとしているという密告があっ

たこと、④これ等の土地を先制的に妨害買収するにはかなりの資金を必要とすること等が報

告された。これに対し、参謀総長は９月７日、中村巍領事館補の計に異存ない旨を外相宛回

答している。

16「陸軍省　明治三十二年起　機密文書編綴　釜山練兵場ノ件」（防衛研究所蔵）。この他、「陸軍省明
治三十一年以来韓国高下島同釜山附近同南大門地所編冊」、「陸軍省　明治三十三年分韓国馬山地所第
二之編冊」、「陸軍省　明治三十二年以来韓国元山地所編冊」を参照。
17「参謀本部　明治三十二年九月　極秘諸報告」（防衛研究所蔵）。
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中村の情報活動は主として関係する韓国人の買収によったものと推定されるが、上記フラ

ンス人宣教師は、地主との価格折衝に際してこの宣教師は自分が所有したいためでなく、他

人の依頼を受けて交渉していることが探知された。さらに、釜山税関長はフランス人「ラ

ポート」で、在京城ロシア公使館員「スタイン」がこの税関長宅に常時出入りし、時には長

期滞在までしていたことから、この税関長の雇韓国人及フランス人宣教師が土地買収を行う

ことは、「スタイン」の依頼による可能性が高いと現地では判断し、東京に報告していた。

　しかし、このような努力にも拘わらず、税関長ラポートは自宅建設という名目で韓国が売

買禁止令を敷いた区域内に数百坪を購入した。これは当時の韓国政府の実力では、外国人に

対し布告を実行させることができなかったことを物語るとともに、日本側に有効な対抗手段

がなかったことも示すものであった。

なお、先に述べた京釜鉄道建設に向けての京城南大門附近の土地買収に関しても、同時並

行して同様の活動が行われており、朝鮮半島に対する陸軍及外務省の熱意が伺われる。

（２）朝鮮半島に関する危惧

ロシアが朝鮮半島に海軍用地を物色し始めたことが明らかになった明治32年には、駐露

公使林董からロシア海軍拡張計画、建鑑計画等の具体的な情報も３件寄せられており、一層

対ロシア警戒を強める事となった。さらに、32年３月28日には、「露国ハ日本ノ軍備拡張防

壓策ヲ軍事会議ニ提出セリ」という「極秘」指定の情報がもたらされた18。

これには、①ロシア軍事当局者が日本軍備拡張防壓策を苦心して実行していること、②１

月上旬参謀総長の上奏により軍事会議が開かれたこと、③「（１）朝鮮国ニ對シテ我（ロシ

ア）国権ヲ拡張スルコト（２）清韓東部西比利亜等ノ沿海ニ於ケル日本航海船ヲ減却セシム

ルコト」を要旨として、その理由について付記されていた。さらに、「日本軍艦ヲ撃沈シタ

ルトキハ其艦船同様ノ代價ヲ與フルコトヲ訓告シテ士気ヲ振起セシトノコトナリシカ此問題

ハ何レニ決定セシカヲ知ラストアリタリ併シ多分ハ其発議者ノ言ノ如ク決シタルモノナリト

想像セラルルナリト某ニ語リタリ明治三十二年三月廿八日」というロシアの対日戦略を伝え

る衝撃的なものであった。この情報については、出所、入手経路、報告者等一切の情報源記

録はないが、それほど秘匿性の高いものであったと推定される。

18 「参謀本部　明治三十年～三十六年電報」（防衛研究所蔵）。
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このようなロシアの韓国進出動向を示す情報は、以後断続的に入手されている。また、明

治32年５月９日に参謀本部が入手した情報は、朝鮮半島に於ける鉄道利権に関するもので

「露国公使館員某19カ昨夜某ニ談話セシ処ハ」という情報で、ロシアが朝鮮半島に指向して

いる情況が明らかになっていった。また、朝鮮半島に対する陸海軍の危惧は、対露のみなら

ず対英にまで及んでいた模様である。このことを表す文書としては、駐英海軍武官川島令次

郎（海軍中佐）の報告であり、千代田資料に収蔵されていることから、おそらくは軍令部か

ら明治天皇にまで報告されていたものと推定される。

この明治33年５月28日付の報告は、７月５日付諜報172号として処理され、九馬山

浦の事に関し海軍諜報局長「カスタンス」少将との談話を詳述して、英国がロシアの朝

鮮半島進出に関心を払っていることを述べ、「サルモン」元帥との面会の様子から英国

が巨文島を「察スルニ英國ハ再ヒ之ヲ占領ノ意アルニアラサルヤヲ疑ハシメタルモノア

リ御注意ヲ希望ス蓋シ豫メ其場合ヲ御考置キヲ要スル事件ト信ス」20としている。これ

は、対露顧慮のみならず対英警戒が表されている点で注目に値するものと考えられる。

なかでも、①英国が欧州方面の安定を緊要と考え、むしろ日露開戦を歓迎する如き姿勢

すら示す向きがあること、②英国が当時まで嘗て一時支配下に置いた巨文島に関心を持

ち続けている可能性があること、③また、英国もおそらくは馬山浦の行く末に関心を示

していること等は、陸海軍にとって朝鮮半島の安定に対する危惧を増幅させたものとい

えよう。

さらに、韓国政府の統治能力の低さは、土地問題に関する対露交渉における弱さを露呈し

た。明治35年に至っても朝鮮半島南岸部において海賊が出現し、これによる強盗、強姦等

の頻発に対し韓国政府には取り締まり能力がなく、外務大臣小村寿太郎から海軍大臣山本権

兵衛に海軍艦艇を木浦沿岸に治安維持行動・海上警備行動の実施を要請しなければならな

かったほどであった21。

19 文字に二重丸が付されている。
20 「明治三十年諜報第172号」（千代田史料、防衛研究所蔵）。
21 「海軍省　明治三十五年公文備考巻四十三」（防衛研究所蔵）。
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３　日露戦争開戦に至る情報と情勢判断

（１）陸軍（参謀本部）の情勢判断

北清事変後の情勢判断を示す史料として参謀本部の部長会議録を取り上げてみたい。従来

この史料が取り上げられることはなく、参謀本部の情勢判断は、参謀本部が師団長会議、参

謀長会議等の参加者に配布した史料をもって参謀本部の情勢判断とされてきた例が多い。し

かし、収集した情報に対する評価と情勢判断がなされ、それの関連する処置事項までもが記

録されているところに、この「部長会議録」の価値があるものと考える。

この史料は、管見の限り初めて参照されるものであり、全文に関して詳細な研究が必要と

考えるが、本論においては、重要と思われる部分のみをここに掲げる。

明治35年５月15日部長会議開催の命令が発出され、毎週３回部長会議が開催されること

となった22。筆跡等から、当時の佐官副官堀内文治郎が筆記し、毎回次長田村怡與造及び、

総務部長井口省吾が検印を施しているものである。さらには、検討事項、処置事項等につい

て、井口によると推定される朱筆記註が施されている。この会議の出席者は、必ずしも毎回

ではないが参謀総長自らが出席し、次長及び各部長で構成されていた。

また、35年５月16日に開催された第一回会議の席上、田村怡與造は会議目的を「事務

ヲ単簡敏活ナラシムル為メニ」とし「本会議ニ於テ諸事ヲ協議決定セラレタシ」と述べて、

この部長会議が参謀本部幕僚の意志決定機関とするよう希望している。以後、田村の死の

直後までこの会議は継続された。田村の死後は児玉源太郎次長の時代となり、いわば参謀

総長が二人いるといっても過言でないほどの大物次長となったためか、或いはただ単に戦

時書類等に組み込まれたためか、それ以降の部長会議録は管見の限り発見されていない。

この部長会議における議題は、人事、休暇許可権、外国からの帰国者の経路等日常業務的

なもの、日英同盟関連事項、要塞防御計画といった作戦計画関連事項のもの、部隊用防寒

被服、天幕の調達等後方関連のもの、情勢判断に関するもの等多岐にわたって討議・決定

されている。詳細に見れば、当時の参謀本部が如何なる思考を巡らせていたかを示す、貴

重なものといえる。

参謀本部の情勢判断は日露開戦が近づくにつれ切迫の度合いをまし、かつ、開戦の可能

性からロシア軍に関する能力見積もりの確認へと逐次変化している。ここで、いくつかの

注目すべき事象について若干敷衍してみたい。

ロシアの動向に対する確認作業と判断の分岐点に関しては、明治36年３月11日頃が情勢

22「参謀本部　明治三十五年五月起部長會議録」（防衛研究所蔵）。
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判断上第一回目の分岐点であったことが参謀本部部長会議の内容から理解できる。

これは、同日行われた部長会議で「諸種ノ情報ニ依ルニ露国ガ活動ヲ始メツツアルハ実ナ

ルガ如シ然レドモ其原因目的ガ西、「バルカン」半島ニアルカ、東、満州付近ニアルカ不明

瞭ナリ、此事ニ関シテハ「チャーチル」23ニ詢ヒシモ確報ヲ得ズ、依テ目下当本部ニ集マリ

タル情報ヲ約摺シテ東洋各地ニ散在スル我駐在員等ニ送リ実況探知ノ手段ヲ講ゼシムベシ」

という記事が残されていることに端的に表されている。

各地に散在する情報員に対して、如何なる情報資料が配布されたのか、配布の方法は如何

なるものであったのか、また、情報配布を得た各地の情報員が如何なる手段でロシアの動向

を確認し、如何なる形で再報告を何時までに実施したのか等情報活動の細部を示す史料は、

残念ながら管見の限り残存していない。しかし、概ね５月末日頃までには一応の回答・再報

告が出そろったものと推定される。

その理由としては、参謀本部が「明治三十六年五月露國行動ニ関スル判断上聞原案共」に

情勢の変化を記述しているからである24。これには判断の基礎となった情報源（報告）及び

参謀本部の判断が端的に示されており、当時の情況を示す貴重なものである。これから見る

と、情報のカットオフデートは５月上旬であり、その後分析検討に日数を要したものと推定

される。

この頃が第二の判断分岐点であろう。

さらに、田村が６月５日の部長会議席上において、次回の会議で満州問題に関する各部長

の意見を聴取すると宣言していることから６月上旬が第三の分岐点を為していると判断される。

従来の研究においては、対露動向判断はより早期になされていて、例えば明治36年２

月14日から実施された師団長会議までには大山参謀総長が対露決戦不可避を決意してい

たかに記述されているものがあるが25、少なくとも２月中旬以前の段階で参謀本部が開戦

または決戦不可避と判断していたならば、このような会議の流れにはならない。これは

６月８日の部長会議における大山の発言「諸官ノ意見ハ軍人トシテ実ニ志シスベキ意見

ナレドモ今日之ヲ実際ニ行ハンコトハ頗ル困難ナリ露モ大国ナリ決シテ和ヲ講フノ結局

ニ出デズ、一度開戦セバ五億六億ニ止ラズ費用ハ遂ニ我国ヲ亡スノ結果ニ陥ルコトヲ恐

ル、内閣諸公ト雖モ安易ニ決心シ得ルモノニアラズ云々」を参照すれば明らかであり、か

つ、大山が「慰撫的ニ意見ヲ述ベラレタリ」という点をも考えれば、すくなくとも大山

の決意はこの６月の時期以降に固められたと見るべきであろう。師団長会議で配付され

23 在日英国公使館付武官。
24「参謀本部　明治三十六年五月露國行動に関する判断　上聞　原案共」（防衛研究所蔵）。
25 佐藤守男「情報戦争としての日露戦争」（『大法学論集』第50巻第6号、2000年３月）。
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た資料は、主として極東ロシア軍の能力見積もりに関するものであり、開戦の可否を論ず

るものではなかった。また、このことは４月29日から開催された参謀長会議においても同

様である。大山が開戦論に近いものを表明するのは６月の上聞以降である。

大山は、６月22日の上聞において「明治三十六年六月帝國前途ノ防備畫策ニ関シ上聞控」26

の如く対露交渉開始の必要性及び万一開戦の運びとなる場合にはロシアの極東軍備が充実せ

ぬうちに開戦すべきであるとしており、交渉により対露決戦が避けられる可能性を求めてい

た。この上聞は「目下東洋ノ情勢ニ鑑ミ帝國前途ノ防備画策ニ関シ別紙鄙見ヲ述ベ内閣総理

大臣ヘ移牒シ置候右謹テ上聞ス　明治三十六年六月　参謀總長侯爵　大山巌」で始まる堅確

な文章である。これは、総理大臣へも「参謀本部庶枢第二〇五号ノ一　六月廿二日」として

移牒され、陸軍大臣ヘは「参謀本部庶枢第二〇五号ノ二　六月廿二日」により、同じく山県

有朋に対しても「参謀本部庶枢第二〇五号ノ三」として移牒された。大山の示した判断とし

て重要と思われる。

この大山の主張するところは、①ロシアには当時対日開戦意思がないこと、②その理由と

しては開戦準備が充分でないことのみであり、ロシアの南下政策に対し、他の西欧列強は武

力行使に訴えることまではせぬものとロシアが判断していると見られること、③３～４年後

になれば戦備は充実し日本は武力行使が不可能になること、④ロシアに対しては交渉による

解決の可能性はあるものの、ロシアが示してきた条約に対する態度は信頼できないこと等を

結論として上げている点に注意しておく必要がある。この大山の所見は、明治36年６月８

日の参謀本部部長会議で述べられた福島安正の所見を取り入れた形となっている点は重要で

ある。

６月８日の会議には総長、次長、井口、松川、福島、大沢、大島及藤室の各部長が出席し

満州問題に関して各自の意見を上申しているが、福島は以下のように述べ、早期開戦論を展

開している。

露国侵略手段ハ如何ナル場合ニモ応用セラレサル事ナシ英仏連合軍ノ支那侵入ノ際ヲ

利用シテ「ウスリー」ヲ取リ二十七八年戦役ヲ利用シテ彼レハ一滴ノ血ヲ流サズシテ

我同胞千百憤死ノ地ヲ奪イ去リ其根峩ヲ旅順大連ニ立ツ、近ク北清事変ニ当リテハ忽

チ東三省ヲ独占シテ、永久領有ノ準備ヲ確定ス、如此年々歳々彼レハ其侵畧主義ヲ実

行スル上ニ於テ寸毫モ時機ヲ失セズ、然レドモ今回彼レノ我ニ対スルハ絶対的ニ開戦

シテマデモ其主義ヲ貫徹セントスルニハアラザルガ如シ　何トナレバ本国ニ於ケル準

26 「参謀本部　明治三十六年六月　帝國前途ノ防備畫策ニ関シ上聞控」（防衛研究所蔵）。
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備不完全ニシテ只前方即「シベリヤ」満州ニ於ル軍隊ノ行動準備ニ止レバナリ、彼レ

ハ真ニ戦ワントスル意思ナシ然レドモ立ツ処ヲ先ヅ列国ノ意向ヲ偵察セント企テタル

ナラン而テ其目的ハ達セラレタリ何トナレバ英米独仏等ノ対露意思ハ大畧察知スルヲ

得タレバナリ次ニ残ル問題ハ我日本ガ果シテ如何程男ラシキ決心ヲ有スル乎ヲ偵ルニ

アリ満州問題ヲ以テ我レヲ偵リタルニ我レハ一モ施ス所ナキヲ見テ取リタル彼レハ無

遠慮ニ臥床ノ傍土足ノ侭入リ込ミ来リ朝鮮ニ手ヲ伸バセリ、条約ヲ破毀セリ、若シモ

此儘座論ニ経過セバ我レニ対シ侮慢ヲ以テ侮リナシタル彼レハ近々南進シテ京城ヲ占

メ釜山ニ出デ馬山附近ノ要港ヲ採リ対馬海峡ヲ占領スルヤ必然ノ勢ナリ、前途ノ大勢

如此ナルニ我レハ対露恐怖病ニ罹リ東三省ノ回復忘レタルモノ々如ク帝国前途楽天的

観察ヲ下シ居ラバ終ニ取リ返ス可ラサル国辱ヲ蒙ランノミナラズ帝国ノ基礎易々動ク

ヲ惶ルルナリ況ヤ満州清民ハ我レヲ徳トシ我レヲ待ツ今日此時帝国ハ定テ永久国家ノ

為メ強硬果断ノ決心ヲ為スベキ時期ナリ云々

当時の参謀本部の職責からいえば、ロシア情勢は第一部長である松川の所掌であるが福島

の所見が本紙に記載され、松川の所見は別冊としているものの添付されていない。このとこ

ろは当時の参謀本部内における情報評価の実態を示唆しているようで興味深い。

また、陸軍としては、可能な限り海軍との情勢判断一致を目指していたようであるが、軍

令部長伊東祐享の同意が得られず、大山の単独上聞としたことに注目される。これは、上記

文書の末尾に佐官副官堀内文次郎が残したメモが添付されており、堀内は、「三十六年六月

廿二日東洋ノ形勢ニ関シ上聞及総理大臣等ニ移牒案　該件ハ始メ海軍軍令部次長出羽少将ト

内議ノ上總長、軍令部長連名上聞ノ筈ナリシガ軍令部長賛同セラレズ故ニ一致ノ歩調ヲ取ル

事能ハズ当部ノミ上聞ノ手続ニ及ビタルナリ、出羽少将ハ熱心ニ賛同セラレ居リシナリ（堀

内印）」と書き残しており、軍令部次長出羽重遠は陸軍と情勢判断を一にする者であったと

している。

伊東の不同意の理由については、管見の限り明確にそれを示す史料は見当たらないが、推

定原因としては「海軍は戦備不十分で対露開戦準備ができていなかったこと」が挙げられよう。

このように見てくると、対露開戦に関する情勢判断の分岐点は明治36年３月に端を発し、

36年夏頃徐々に開戦判断が固められていったものと思われる。なお、陸軍（参謀本部）は、

開戦に備えて36年夏から具体的準備作業に入っていったことは前述した参謀本部部長会議

の内容から明らかである。そして最終的には明治36年12月31日の「韓國出兵ニ関スル内

奏書控」27に述べられる朝鮮半島占領計画へと進むことになる。

27 「参謀本部　機密　韓國出兵ニ関スル内奏書控」（防衛研究所蔵）。
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（２）海軍の情報と情勢判断

海軍の入手した情報は、可及的速やかに軍令部第三局で処理され、配布されていた。千代

田史料に残された日露戦争前の海軍情報は、明治36年５月22日に情第二号として配布が開

始された。（第一号は不明）28

明治36年で区切れば12月31日付の情第貳百拾号まで計209通の情報が報告されていた

が、各情報の報告者及び報告情報数は、芝罘伊集院大尉（８）、韓国吉田少佐（２）、旅順増

田大尉（16）、芝罘山下中佐（39）及びロシア酒井大佐（９）、英国玉利大佐（９）、フラン

ス竹内大佐（２）の各駐在武官のほかに、ウラジオ情報としては川上貿易事務官（21）、小

倉丸等入港商船（６）、ウラジオ通信（17）があり、各地の情報としては釜山、元山、仁川、

上海、営口、僚陽、シンガポールの各地、ロンドン三井支店、高田商会、馬山浦領事等から

の報告であった。また、報告者不明の艦艇回航情報が５件、艦艇回航に関する新聞情報が13

件あるが、これらは英国による情報提供である可能性が高い。

国内では、長崎県、門司、長崎、神戸、函館、及び横浜の各税関がロシア関連商船の出入

港等を報告している。

海外から寄せられた情報については、ロシア艦艇の動向情報が主体であり、特に欧露から

極東への回航情報、ロシア艦隊の所在情報が中心であった。なかでも、回航中のロシア軍艦

の座礁情況、復元力の不足による航海能力の制約等に関する情報は、当時の軍令部に情勢判

断に寄与するところ大なるものがあったものと推定されるが、これら情報についての軍令部

の判断に関する一次史料は管見の限り発見されていない。ただし、海軍は明治36年12月に

至ると、ロシア艦艇の所在を要約して毎週配布しており、このことからのみ見れば、海軍の

情勢判断は11月頃から切迫度を加えていったものと見積もられる。

このようにしてみると、海軍においては兵力整備が不十分なまま戦争に突入する危惧は

あったものの、明治36年５月頃の時点からロシア動態情報にかなりの比重を置いており、

艦艇勢力が拮抗するうちは、第一撃による戦略的優位性の確保を戦術情報（動態情報）に求

めていた可能性がある。

なお、明治36年夏の時点で、軍令部においても参謀本部の早期開戦論に同調する者が居

たことは事実のようであるが、同時期に秋山真之も開戦論者であったとする研究もあり、興味

深い。

28 明治三十六・五～十　情第２～100号」「明治三十六・十～十二　情第101～200号」「明治三十六・
十二～三十七・二　情第201～300号」（千代田史料、防衛研究所蔵）。
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海軍の情勢判断を示唆する史料として、秋山真之自筆と思われる大正天皇（当時皇太子）

御進講原稿がある29。この史料の中で、秋山は戦争の原因、開戦時期の選定、先制攻撃戦術

の適用等について述べ、まず、戦争の主因を「日露戦争ノ主因ハ露國ノ満韓否寧ロ帝國ニ対

スル侵略脅威的益々募リタルニ在ルコト」とし、開戦時の彼我艦艇勢力を比較して明治37

年は「彼我艦隊ノ物質的勢力ハ殆ント伯仲ノ間ニアリシコト」として、さらに、ロシアでは

艦艇新造計画が進展しているにもかかわらず、日本側では明治36年までに計画数全艦艇が

就役したことからそれ以降の増勢は望めないことを述べ、明治37年末までには艦艇勢力比

に大きな開きが生じるところであったとしている。また、「當時我海軍当局者ノ苦心惨憺タ

リシハ恐クハ局外者ノ想到シ得ラレサルトコロナラン歟別紙彼我艦艇勢力ノ消長ヲ示ス曲線

図ハ実ニ当時我軍令部ニ於テ或ハ此重大ナル情勢ノ空シク看過セラルルコトアランヲ虞レテ

数多文筆中ノ一ニシテ能ク当時ノ実状ヲ見ルニ足ルヲ以テ茲ニ台覧ニ供スルモノナリ」と述

べ、軍令部内で種々の検討が加えられていたことを表している。

明治36年６月には御前会議が開かれ、対露政策について討議されていること等からも

このような検討は当然であるが、海軍部内においてもこの６月の時点で早期開戦論に同意

する者もあり、伊東祐享のような反対意見もあり、情勢判断は統一見解に至らなかった。

伊東が「不同意」であった理由を「慎重」と評するべきか「優柔不断」と評するべきかに

ついては論議の分かれるところではあるが、これを明確に示す史料は管見の限り存在しな

い。

おわりに

日清日露戦間期における対露情勢判断は、国家の存続をかけた重大事であった。この期間

における大きな判断要素は、ロシアという国家が伝統的に取ってきた侵略政策、南下政策に

対する評価であったことは疑いを入れない。これに対抗するために「韓国土地買収問題」を

処理し、「海軍拡張計画」推進した明治政治の処置を正当と評価するか、侵略政策の展開と

見るかは別問題であろう。情報戦史の立場から見れば、機密費の的確な使用によりロシアの

南下政策から国家の安全を保障するために行った活動は評価されるべきである。

このような活動に資する資金の使途等は、国家利益の観点から見れば、あまりにも透明で

29 「日露開戦に付海軍戦略上の概観（秋山真之御進講の原稿史料）」（防衛研究所蔵）。
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あることは百害有って一利ない結果となろう。明治期の日本は、機密費の使用にあたって透

明性の維持と国家利益の追求とを、閣議承認という知恵を働かせて解決していたことは銘記

されるべきであろう。また、明治中期の情報戦は、買収または略取による情報の獲得と、商

社商船等による民間情報及び外務省という情報機関が陸海軍に対して極めて積極的な貢献を

することにより成立していたことも見逃せない事実である。


