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麓慎一「確定される「国境」と地域」『日本の対外関係７』
吉川弘文館、2012年、154頁

領土（領域）問題として研究が深化

小笠原返還（1968）、沖縄返還（1972） 北方領土・竹島・尖閣諸島
例）幕末・明治期の樺太・千島、沖縄、小笠原をめぐる問題

（安岡昭男『明治維新と領土問題』）

「近代という時代は、ある意味で国家間対立を際立たせ、近世には問題
視されなかった「境界」が国境問題として意識」
（三谷博・川島真「アヘン戦争・明治維新期の世界史」『国際関係史から世界史へ』39頁）

「主権国家としての近代国家は、西洋起源の国際法の観念にもとづいて
国境線を画定し、条約に基づく国家間関係を編成していく。明治維新に
よっていち早くそうした路線を採用した日本は、国境を画定して外交を
一元化するとともに、中国を中心とする東アジアの伝統的秩序を再編成
していった。 」（大日方純夫「主権国家成立の内と外」吉川弘文館、3～6頁）

「人の住む陸地表面全体が、境界をもつ主権的な国民国家の領土に分割
されたものとなるのは20世紀半ば」
（テッサ・モーリス＝スズキ「マイノリティと国民国家の未来」『日本はどこへ行くのか』113頁）

近代日本をとりまく境界の議論は前近代との接続が課題に
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なぜ日清戦争前後を選ぶのか

戦争によって日本の境界が拡大、対欧米条約改正とその実施も重なる

➀下関条約（遼東半島・台湾の割譲）
②対清条約の変化 （日清修好条規 ⇒日清通商航海条約）
③条約改正による対欧米条約の変化

(日英通商航海条約の調印と実施 領事裁判権の撤廃）

⇒土地を中心とする空間の境界を清と設定①
人やモノの移動に関するルールが変化②③

特に台湾割譲で重なる
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中国を中心とする秩序に対し、日本も自らを中心に四つの窓口を持
つ秩序を形成

境界で生じる事柄に対し、権力による独占と編成を行い、朝鮮・琉
球・蝦夷を朝貢国になぞらえる

徳川将軍が「四つの口」全体を統括
人とモノの出入りを管理し、海外情報を収集
幕府が価格・取引量を決定

・長崎奉行（オランダ・中国）
・対馬藩宗氏 対馬ー釜山（朝鮮）
・薩摩藩島津氏（琉球）
・松前藩松前氏（蝦夷地）

荒野泰典『近世日本と東アジア』1988年、8頁より

近世日本の境界管理について
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19世紀中頃 交通や電信技術の発達に伴ってヒトやモノの往来範囲が拡大 （交通革命）

⇒欧米のアジア進出だけでなく、日本列島周辺のヒトやモノの往来も盛んに

開国 1854年 日米和親条約 （ほか、英・露・蘭）

開港 1858年 安政の五カ国条約締結（日米修好通商条約ほか、蘭・露・英・仏）
①自由貿易の開始

横浜・神戸・新潟・箱館・長崎を開港（＝開港場）
外国人の居住・営業を認めた居留地内で外国商人と日本人が取引

②不平等条約 領事裁判権の容認・協定関税・片務的最恵国待遇

領事裁判権＝属人主義
近世日本の外国人に関わる案件の伝統的な処理方法と類似
しかし、日本人の海外渡航が解禁されて「不平等性」が顕在化
1894年に条約改正、領事裁判権撤廃と引き替えに居留地撤廃（1899）

（荒野泰典「言説としての「不平等」条約説」『近代アジアの自画像と他者』2011年、144頁 三谷博『ペリー来航』）

近世から近代へ

安政の五カ国条約及税則 （1858）
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領事裁判権（属人主義）について注目すると…近隣地域への商人の往来

1858年（安政5） 日露修好通商条約
相互に領事裁判権を認める ＝日露双方の人の往来を前提

（背景）アイヌの経済活動

1871年（明治4）日清修好条規
相互に領事裁判権を認める ＝日清双方の人の往来を前提

（背景）幕末開港後、「アジア」の衝撃、中国商人が横浜に
日本人自ら上海に出向いて取引を行う形態（出貿易・直輸出）への模索

（籠谷直人『アジア国際通商秩序と近代日本』2000年、古田和子『上海ネットワークと近代東アジア』2000年）

1876年（明治9） 日朝修好条規
日本側に領事裁判権を認める ＝朝鮮から日本への渡航を前提としない

対馬ー釜山の倭館貿易の実態を追認 （石川亮太「交隣と条約」『交隣と東アジア』2021年）

近世から近代へ

NPO邦人 朝鮮通信使緑地連絡協
議会 HPより 「倭館図」1783 6



日露和親条約（1855年2月7日 安政元年12月21日）：土地の境界
ウルップ島以北はロシア、エトロフ島以南は日本
樺太は「界を分たす」是まで通り（旧条約彙纂. 第１巻 第２部、523頁）

日露修好通商条約（1858）：人やモノの移動の管理
相互に領事裁判権を認める＝日露双方の人の往来

樺太・千島交換条約（1875）：土地の境界と人やモノの移動の管理
第一款 大日本国皇帝陛下ハ其後胤ニ至ル迄現今樺太島（即薩哈嗹
島）ノ一部ヲ所領スルノ権利及君主ニ属スル一切ノ権利ヲ魯西亜国
皇帝陛下ニ譲リ而今而後樺太全島ハ悉ク魯西亜帝国ニ属シ「ラペ
ルース」海峡［＝引用者註：宗谷海峡］ヲ以テ両国ノ境界トス （旧条
約彙纂. 第１巻 第２部、680頁）

⇒君主に属す権利の交換として日露両国の境界を処理
souveraineté (sovereignty)を「主権」と訳さない時代

（『万国公法』の漢訳・和訳では「国家」や「主権」を意味する語彙を「君」（君主）と訳出 與那覇潤『翻訳の政治学』97頁）

第五款 交換セシ各地ニ住ム各民（日本人及魯人）ハ〔中略〕各民並
ニ其本国籍ヲ保存スルヲ得ルコト

⇒樺太島と千島列島では領事裁判権が撤廃され、日露両国人に対する
法的支配は属人主義から属地主義へ
（小風秀雅「法権と外交条約の相互関係」『近代アジアの自画像と他者』）

日清戦争前の境界処理 ロシア：帰属の明確化
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近世東アジアでは帰属を曖昧にし、相互の認識に違いがあってもそれを解消せず運営
（與那覇潤『翻訳の政治学』69頁）

日清修好条規（1871年9月13日調印 明治4年7月29日）
領事裁判権を相互に認める＝ 日清双方の人の往来を前提

第1条
大日本国ト大清国ハ〔中略〕両国ニ属シタル邦土（兩國所屬邦土）モ各礼ヲ以テ

相待チ聊侵越スルコトナク永久安全ヲ得セシムベシ
（『日本外交文書』4、153、204頁）

⇒日清両国の土地の範囲を「主権」概念では峻別しない 範囲は曖昧

1870年代、台湾出兵、江華島事件、琉球処分で日清間の紛糾の原因に
清：「邦土」に朝鮮・琉球・越南などの冊封国、 「属」が指す範囲が拡大

（孫軍悦「「同文」の陥穽」『研究と教育』27、2004年、岡本隆司『中国の誕生』320―322頁）

日清戦争前の境界処理 清：境界は存在しても「線」ではなく曖昧な形で運営

李鴻章に対する江華島事件の説明（1876）
森有礼駐清公使「封土ノ限界ヲ確定セス曾テ台湾事件ヲ生シ今将タ朝鮮事件ヲ起セシハ畢竟該款内

〔＝日清修好条規〕ニコノ限界ヲ明記セサルノ致ス所ナリ」（『日本外交文書』9巻45、付記 173頁）
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山縣有朋首相「外交政略論」（1890年4月）
（のち、11月の第1回帝国議会「施政方針演説」へ）

国家独立自衛ノ道二ツアリ、一ニ曰ク主権線ヲ守禦シ他人ノ侵害ヲ容レス、
二ニ曰ク利益線ヲ防護シ自己ノ形勝ヲ失ハス、何ヲカ主権線ト謂フ疆土是ナ
リ、何ヲカ利益線ト謂フ隣国接触ノ勢我カ主権線ノ安危ト緊 シク相関係スル
ノ区域是ナリ、凡国トシテ主権線ヲ有タサルハナク又均シク其利益線ヲ有タ
サルハナシ、而シテ外交及兵備ノ要訣ハ専ラ此ノ二線ノ基礎ニ存立スル者ナ
リ〔中略〕我利益線ノ焦点ハ実ニ朝鮮ニ在リ、西伯利鉄道ハ已ニ中央亜細亜
ニ進ミ其数年ヲ出スシテ竣工スルニ及テハ露都ヲ発シ十数日ニシテ馬ニ黒竜
江ニ飲フヘシ（『山縣有朋意見書』196～97頁）

⇒前近代からの意識をヨーロッパの論理で描き直す主張
時代と共に境界を論じる理屈は変化

「林子平（1738－93）の意見以来、日本の独立に関わって繰り返し語られてきたことを、彼なりに明快に整理したもの」
（荒野泰典「近世日本における「東アジア」の「発見」」『東アジアの時代性』48頁）

「主権線は、主権の及ぶ国土の範囲をいい、次に、その国土の存亡に関係する外国の状態を「利益線」と呼ぶことをシュタイ
ンは教えてくれました。」（加藤陽子『それでも、日本人は戦争を選んだ』106頁）

⇒鉄道・海運は勢力を外に広げる手段
境界観念に揺れをもたらす 軍備の必要性（安全保障）

境界観念の揺れ
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境界観念の揺れ

例）琉球処分の後も往来する人の存在

ジャンク船で琉球、台湾、中国大陸（南清）を往来する琉球人の存在（密貿易）

漂流を装った琉球人の渡清亡命、救国運動が継続
（1891年2月17日付 青木外相宛 在福州副領事代理上野専一 機密号外 西里喜行『清末中琉日関係史の研究』478頁）

〇日清戦争前の境界をめぐる議論は近世（または前近代）の延長で見ることも可能
「幕末の開国・開港によって日本は国際法の秩序に入った」≠ 近世の実態の喪失

領事裁判権（属人主義）
境界の土地の帰属を「線」によって明確にする場合と曖昧なまま維持する場合と
対外自立・防衛のための境界

日清戦争により、日清間には線のようなハードな境界が立ち現れる
下関条約による遼東半島・台湾の割譲
相互に領事裁判権を認めた日清修好条規の消滅、日本側のみ領事裁判権を持つ日清通商航海条約へ

（古結諒子『日清戦争における日本外交』2016年、第8章）
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日清戦争は日本が清をひとつの主権国家と見立てて行なった戦争 清からすると地域紛争
（濱下武志「日清戦争と東アジア」『アジアの帝国国家』）

下関講和会議 第5回（1895年4月10日）会見要録
李鴻章
黒龍江ハ殆ト化外ノ瘠土人煙稀少ニシテ未タ政治ヲ施カサルニ反シ台湾ハ土地肥エ物産饒多
民亦王化ニ服シ官署ヲ設ケ吏員ヲ置キ純然本土ノ如シ

伊藤博文
然レトモ清国主権ノ及フ所ノ版図ヲ割キタルノ点ハ異同ナシ、其土地ノ肥瘠ノ如キハ論スル
ヲ要セス （『日本外交文書』28・2、414頁）

⇒李鴻章：中国皇帝の「徳」が「民」に受け入れられて教化されているか否か
⇒伊藤：「主権」が「土地」に及ぶ範囲

下関条約 第２条 （1895年4月17日）
清国ハ左記ノ土地ノ主権並ニ該地方ニ在ル城壘兵器製造所及官有物ヲ永遠日本国ニ割與ス
中國將管理下開地方之權併將該地方所有堡壘軍器工廠及一切屬公物件永遠譲與日本
China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty, the following territories together 
with all fortifications, arsenals and public property thereon:

澎湖列島即英国「グリーンウイチ」東経百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十四度
ノ間ニ在ル諸島嶼
（『日本外交文書』28・2、1089）

日清戦争による境界処理 台湾割譲（もともと福建省の一部）をめぐる議論
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日清戦争後の日本の政策 「北守南進」

第二代台湾総督 桂太郎「台湾統治方針」（1896年7月）

熟ラ惟フニ、台湾ノ施政経営ハ単ニ台湾ノ境域ニ止マラス、更ニ大
ニ対外進取ノ確策ナカルヘカラス。〔中略〕
将来台湾ヲ根拠トシ南洋ニ向テ政事商事ノ勢力ヲ伸張スル、又固ヨ

リ難事ニアラス。之ヲ実行セントスル者は、一ニ航海力の強弱如何ニ
依テ存ス〔中略〕戦後ノ今日時勢一変所謂北守南進ノ策ヲ執リ、日本
海ノ区域ハ遠ク支那海ノ区域ニ進メ其沿岸各地ニ向テ進取ノ計画ヲ立
テント欲スルナリ （『桂太郎発書翰集』258頁）

⇒ 日本側による交通権の掌握 進出のための境界の出現

のち大阪商船は99年に淡水・香港線、1900年に安平・香港線及び福
州・香港線の大陸沿岸航路の開設 イギリス航路を駆逐

（小風秀雅『帝国主義下の日本海運』262頁）

日清戦争による境界処理 台湾割譲
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対外的には日本の一部として

１ 「新領土」の地理的囲い込み
・台湾海峡を各国の公共航路として認め、台湾・澎湖諸島の不割譲を宣言（95年7月）

（『日本外交文書』28・2 、885）

・バシー海峡を「版図ノ境界線」とするスペインとの共同宣言（95年8月）
⇒台湾南の海上に「線」を設定 （『日本外交文書』28・1、183）

２ 法的囲い込み
・台湾にも本土と同じ改正条約を適用

日本は1894年7月に対欧米の不平等条約改正（領事裁判権撤廃）、1899年の実施を控える
清の対欧米条約に基づく領事裁判権などの治外法権は、日本内地と同様に撤廃

４ 日本経済圏への囲い込み（主に日露戦後に達成）
・1897年に内地は金本位制施行（対岸の清は銀本位）、台湾を一旦内地と分離したうえで「円」通貨圏に統合

日露戦後の「台湾経営」によって通貨における内地同化を達成
関税・海運政策とも重なり、日本経済圏へ

３ 人に対する法的囲い込み
・「日本国臣民」、国籍法施行

下関条約調印後、1897（明治30）年5月8日までに自由に所有不動産を売却して台湾島を退去可能
退去しない場合には「日本国臣民ト視為ス」（下関条約第5条）

日本の国籍法は1899年、改正条約実施の際に制定

台湾割譲：いかにして中国大陸から切り離して日本に包摂するか
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対国内的には「内地」「外地」を区別

・台湾は憲法が適用されない「異法領域」として
台湾総督に立法権・行政権・軍隊統率権を含む権限を与えて「特別統治主義」を採用
本土と切り離して植民地経営に （ 1896年3月30日法律第63号 「六三法」）

・「台湾籍民」の出現
日本国内地の戸籍法の適用を受けず＝兵役が無い （のち、台湾には1933年戸籍設置）
日本帝国内の「台湾籍民」は日本の治外法権の特権や親族ネットワークを活用しながら対岸の福建や南洋で経済活
動を展開 （日本の治外法権の特権＝日清戦争後、日本は清に対して領事裁判権を持つ不平等条約国）

1901年 7月8日 『ノーヴォエ・ヴレーミャ』
台湾は日本が中国南部に向かうための出発拠点となっている。中国南部の港、特に厦門には治外法権を享受してい
る日本人が居住している地域がかなりあり、そこには日本領事の保護下にあるとされるかなりの数の中国人がいる。
厦門では1899年に1000人の中国人が日本国民として登録され、約80の中国商館が日本のものとして登録された。

（『外国新聞に見る日本』3巻下、418頁）
春山明哲「明治憲法体制と台湾統治」（『岩波講座 近代日本と植民地四―統合と支配の論理―』岩波書店、1993年）川島真「東アジア世界の近代」（和田春樹ほか編『東アジア近現代通
史』岩波書店、2010年）、浅野豊美『帝国日本の植民地法制』名古屋大学出版会、第Ⅰ編「台湾の領有と住民の地位」、中村孝志「「台湾籍民」をめぐる諸問題」『東南アジア研究』18・3、
1980年、山本有造『日本植民地経済史研究』名古屋大学出会）岩壁義光「日本帝国主義と南進政策」1976年）

旧台湾総督府庁舎（現中華民国総統府）建物は1919年完成

台湾割譲：いかにして中国大陸から切り離して日本に包摂するか
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「中国分割」（瓜分）の危機

日清戦争後、1898～1899年にかけて
膠州湾をドイツが、旅順・大連をロシアが、威海衛をイギリスが、広
州湾をフランスが租借、鉄道敷設権・鉱山採掘権の獲得が盛んに

清にとってみれば、国民の形成を育む物として作用
中国の領域は守るべき不可分の実体だという発想が広まる

（吉澤誠一郎『愛国主義の創成』岩波書店、94頁）
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日本による福建省不割譲要求（1898年4月22日）
「日本国ノ新領土ヲ保安スヘキカ故ナル」 （『日本外交文書』31、432）

1898年5月10日付『外交時報』4号、雑報「（六）福建省に関する日清協商」
経済上に於て我か台湾の福建省に対する関係は却て其の内国本州に対する関係よりも幾陪か親密なり、即ち台湾に対す
る通商の連絡は主として福建省内の各地に通するものなり、故に若し同省が他日外国の手に帰し外国の税側を布き、外
国の政策をもってその通商を支配するに至らば、台湾の経済にいかなる影響を及ぼすも計りがたし、日清通商航海条約
に依り有する権利々益を保全せさる可からす、次に警察上に於て台湾地内には今尚ほ我国の政権に帰服せず機を見て不
遵の挙に出つる者あり、而して其の根拠は大抵対岸の大陸に存するものヽ如し

・台湾は政治的に日本の内側に編入されたが、経済的・人々の心理的には未だ対岸福建省の一部
日本経済圏への囲い込み（主に日露戦後に達成）が難航

・各国が中国沿岸部に租借地を設定し、鉄道敷設権を獲得する中、福建省が他国の手に落ちると台湾経済に影響
・未だ、台湾島内の武力抵抗を鎮圧する必要性

→1914（大正3）年 佐久間左馬太総督時代に「討伐」完了

台湾境界の動揺①―「中国分割」の危機（1898年前後）
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原敬「清国問題」 1899年3月20日『大阪毎日新聞』に掲載

第七 対清方針
〔中略〕清国における我が国の権利利益と言えば、その種類も
多く範囲も広きことながら、差向き清国の何れの土地が最も我
国に関係深きかと云へば、北方にあらずして南方である。清国
をして福建省の不割譲を宣言せしめたるも、畢竟之がためであ
ろうと思わるゝが、台湾の我版図に帰して以来、台湾と対岸地
方との情況を見るに、政治的関係を除きては、嘗て台湾の清国
に属せし当時と豪も異なる所無きのみならず、台湾の商工業は
益々以て対岸地方の掌中に帰するかの恐がある。吾輩先頃台湾
の経営には対岸地方に注意すること寛容なりと論じたるも之が
ためであるが斯くの事情であるから、台湾の経営を全うし、台
湾の安全を図るには、対岸地方の他国の所有となるか、又はそ
の所有に帰せざるも、台湾に対して危害を与ふべき地方となる
ことを許さぬのである。〔中略〕日本は如何なる場合に於ても、
清国南辺就中福建省を他国の蹂躙に任せおく訳には往かぬ。
（『原敬全集』上、449～465頁。）

日本経済圏への囲い込み（日露戦後に達成）が難航

台湾境界の動揺①―「中国分割」の危機（1898年前後）
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伊藤博文演説「現下の我が国勢」 （1899年5月15日）
大分市蓬莱館に於ける官民聯合歓迎会に於いて

併しながら支那今日の情勢より之を推せば、支那が将に瓦解せんと
するの形勢に陥つて居ると云ふことを断言して早計なことゝは存ぜら
れぬのであります。而して何事の瓦解であるかと云ふと、大にしては
邦土の区域の瓦解、小にしては主権の移動と云ふことでありまするが、
此れは小と云ふよりはむしろ事実上に於て邦土と附帯した問題である
と言つた方が宜いかも知らぬ〔中略〕
支那の形勢は前申す如くであって、唯だ貿易の一点を以て論じても

支那との関係は頗る重要なる問題でありますが、支那の土地を支配す
る所の主権の移動といふことも、亦た容易ならぬ関係を持つて居る。
〔中略〕変遷の影響として、対岸なる日本の上に大いなる利害の関係
を起す次第であります。
（小松緑編『伊藤公全集』第2巻、伊藤公全集刊行会、1927年、209～210頁）

・主権の移動＝領域の可変性（主に清の南側を意識）
1か月前の1899年4月、八幡製鉄所と湖北省の大冶鉄山との間で鉄鉱石
の売買契約成立

台湾境界の動揺―①「中国分割」の危機（1898年前後）
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1900年8月20日付、山県有朋首相の「北清事変善後策」
厦門への出兵前（厦門事件前）の意見書
当時、対岸の福建、厦門の義和団運動は「台湾恢復」を目標に掲げる

（菅野正『清末日中関係史の研究』第2章）

福建ノ外更ニ浙江ヲ我カ勢力区域ニ加フヘシ。果シテ然ラハ将来台湾ト相対シテ
掎角ノ勢力ヲ作シ平時ニ在テハ支那内地ニ於ケル貿易工業ノ根拠地トシ事アルニ
臨ミテハ東亜ノ咽喉ヲ扼 シテ敵ノ侵攻ヲ制スルヲ得ヘシ、若シ夫レ勢力区域ノ設
定ニ至テハ（第一）支那今後ノ形勢ヲ察シ（第二）各国ノ向背動静ヲ審ニシ計画
スル所ナカルヘカラス、而シテソノ限界ノ如キモ之ヲ江西ニホスヘキヤ又浙江及
ヒ江西ノ一部ニ亘リ之ヲ定ムヘキヤ亦応ニ他日ノ情勢ニ由ルヘキノミ 〔中略〕
我カ南門ノ経営ヲ全クシ商工業ヲ発達スルハ福建浙江ノ要地ヲ占ムルニ非サレハ
不可ナリ （『山縣有朋意見書』261頁）

「南門」である台湾の経営延長に、中国大陸の交通権の掌握
（1886年当時の「南門」＝沖縄）

⇒可変的な「勢力区域」の限界として挙げられる浙江・江西
＝ 将来的な鉄道敷設権（南清鉄道）の設定先

台湾境界の動揺②―義和団事件（北清事変）の発生

岩壁義光「日清戦後の南進経営に関する一考察」1978年、67頁 19



伊藤博文演説「国威伸長に伴ふ責任の増加」（1909年8月9日札幌歓迎会）

帝国が開国方針を取りしよ今日迄四十ニ年間に於ける帝国の発展は、改め
て云ふ迄もなく実に顕著なるものなり。〔中略〕日本版図が広まりしだけ
頗る苦痛を極めたるは、勢力範囲広まれば従って防禦区域又大なればなり。
版図は北千島より南台湾に至り之に韓国独立擁護を以てせば、日本国の力
を以て防禦すべき区域大に拡張され、我が責任頗る重大となれり。 〔中
略〕次に記憶すべきは日英同盟の義務なり。英国に対する日本の義務は印
度に及び、日本に対する英国の義務は我勢力範囲全般に渉る。
（『伊藤公全集』２，521頁）

⇒「勢力範囲」を防御区域として意識
第二次日英同盟協約（1905年）の適用範囲が「勢力範囲」という表現に
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まとめ

人やモノの移動が活発化する時代
近代日本の境界：対外自立のための境界から対外進出のための境界へ （経済活動の伸縮と重なる）

人・モノの動きをめぐる管理
四つの口ー開港場 点

土地を中心とする空間の境界
帰属を明確にする場合 線 帰属を曖昧にする場合 範囲

境界の伸縮とともに、境界をめぐる言葉の含意も時代と共に変化

課題

境界は可変的であった歴史的背景を考えると、現代政治で議論される領土問題は、どの時点の何をもっ
て解決したと言えるだろうか？
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