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堀悌吉関係資料集 

史料 １ … 「ワシントン会議・ロンドン会議に関する記録ノート」 

総序：「（要約：日本国家の建設、近代化の経緯を説明した後、プロシャ流軍国主義を以て結果的に崇独病

に陥り、我が国の出発点である開国進取の道が屈曲され、皇国を破局に導いた。この間、海軍は進歩的・常

識たる特殊の存在として国民の信頼の的であったが、過激なる排外思想が一方より入ってきて、海軍従来の

方針に違戻し、国民の健全なる期待を裏切った。）… 一九二一年ノ華府会議及、一九三〇年の倫敦会議ニ於

ケル、海軍軍備ノ協定ニ関スル事実ハ、其ノ真相ノ世ニ伝ハルコトノ少キ性質ノモノナルニ乗ジ、低級ナル

政争ノ具トシテ用ヰラレ、揣摩臆説ヲ交ヘタル無責任ナル言動公行シテ世ヲ毒シタルコトノ甚ダ大ナリシ

ハ、吾人ノ痛恨措ク能ハサル所ナリ。華府会議ニ在リテハ、日本ハ米国ニ圧迫セラレテ国運進展ノ途ヲ塞ガ

レタト云ヒ、又倫敦会議ニ際シテハ、政府ハ我ガ天皇ノ統帥大権ヲ干犯シテ英米ノ前ニ屈服シタリ等ト騒ギ

立テタルナリ。其ノ何レモガ、事実ニ相違シ居ルモノナルハ勿論ナルガ、大局ニ注グベキ眼ヲ失ヘル海軍部

内一部ノ者ハ、建軍ノ本旨ヨリ却離シテ、一二野心家ニ雷同シ、海軍ノ一大事ト妄信シテ不知不識不逞ノ妄

動ニ参加シ、其ノ結果ハ実ニ恐ルヘキモノタリシナリ。即チ之ヲ外ニシテハ、反英米感情ハ排外熱ヲ高メテ

自ラ国際孤立ヲ選ビ、心細サヲ感ズルニ至リテハ独伊ニ結ブヲ以テ最上ノ外交ナリト誤信シ、独乙第五部隊

の跳梁スルニ委セテ忽チ公法常道ノ軌外ニ逸スルニ至り、之ヲ内ニシテハ、陸軍ヲ主体トスル右翼論者ノ間

ニ国体明徴問題、昭和維新等ノ名ノ下ニ喜ンデ軍部独裁ノ基調ヲ形成スルノ口実ヲ提供シ、満州事変、国際

連盟脱退、海軍条約廃棄、独伊枢軸接近強化、支那事変、東亜共栄圏設立、新秩序ノ確立強叫、三国同盟締

結ヨリ遂ニ全世界ヲ敵トスル大東亜戦争ニ突入スル一連ノ経路ヲ作為セシメタルモノナリ。」 

 

史料 ２ 「海軍軍備制限ヲ中心トスル華府会議 弁妄篇（昭和 21年 2月 堀悌吉秘稿（未定）」 

序「過般第二復員省ニ於テ戦争開始当時ノ諸相ニ関スル研究懇談会ヲ開催スル所アリシガ其ノ席上ニ於テ戦

争ノ一原因トシテ米国ガ華府会議以来日本ヲ軍事的国際政治的ニ不法ニ圧迫シ来レル事実ヲ挙ゲント主張シ

タルモノアルヲ聞ケリ 然ルニ当時其ノ事務ノ局ニ当リ且ツ会議ニ参加シタル吾等ニトリテハ、世評ノ如何

ニ拘ハラズ、吾国ガ不法ニ圧迫ヲ蒙リタルガ如キ事実ヲ認メザリシノミナラズ、寧ロ多クノ場合ニ於テ、米

国側ガ極メテ紳士的ニ而モ親善的ニ各種折衝ニ従事シタル公正ナル態度アリシ諸点ヲ見逃ス能ハザル所ニシ

テ、坊間伝フル処ニ幾多誤謬ノ存スルヲ此ノ儘放置スルトキハ、結果更ニ重大ナラムコトヲ懼レ、茲ニ取リ

敢ヘズ記憶ヲ辿リテ本稿ヲ草シ、資料ノ入手スルニ従ヒ漸次加除訂正スルコトトシ、以テ弁妄ニ貢献セムコ

トヲ期ス 昭和 21 年 2月」 

 

前記： 「大戦以来帝国地歩ノ回顧」（昭和 4年末頃稿） 

〇大戦中我が一部人士ニ不真面目ナル言動アリシコト  〇対支外交ノ拙劣ナリシコト 

〇帝国ノ信用ヲ失墜セルコト  〇巴里講和会議  〇独逸帝国主義凋落ノ影響 

〇平和克復後、華府会議迄ノ一般ノ状況  〇華府会議前  〇華府会議  〇華府会議後 

本記： 〇華府会議の大観 … 所謂会議外交ノ真価ヲ発揮シ、此ノ種国際政治ノ成功ノ魁！ 

    〇米国務卿ヒューズの「大胆果断」なる具体案の提示  〇ヒューズ提案  〇日本側ノ腹案 

    〇ヒューズ提案ニ対スル研究  〇海軍委員ノ対策  〇加藤全権我態度ヲ表明ス 

    〇軍備制限委員会及軍備制限小委員会（専門委員会）ニ於ケル論議 

    〇防備制限問題ノ介入及其ノ後  （以下略） 

後記： 〇華府海軍軍備制限条約ニタイスル各種ノ非難 

    〇「日本ハ米国ノ為ニ圧迫セラレ屈辱的協定ヲナシタリ」ト云フニ対スル弁駁 
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    〇「日本ハ其ノ海軍力ヲ米国ノ六割ニ蹴落サレタリ」ト云フニ対スル弁駁 

    〇「日本ハ戦ハズシテ日本ノ多数ノ軍艦ヲ自ラノ手ニテ撃沈破壊セシメタリ」ト云フニ対スル弁駁 

    〇「日本ハ条約締結ニヨリ製艦技術上ヨリ見タル工業力ノ低下ヲ甘受シタリ」ト云フニ対スル弁駁 

    〇「日本ハ軍縮ニ依リ多数ノ有為ナル海軍士官ヲ馘 首淘汰シタリ」ト云フニ対スル弁駁 

    〇以上述ブルガ如ク、…  

 

史料 ３ 「加藤全権伝言（大 10・12・27 加藤全権、堀を招致し加藤寛治を陪席させ井出次官へ伝言）」 

 「加藤は、10対 6の比率を受諾した背後にある考えを次のように述べている。この考えは側近にあった山

梨や堀には十分感得され、その後海軍の良識といわれた人々によって継承されることになった」（山梨回想） 

「加藤全権伝言」の要点抜粋 

「国防ハ軍人ノ専有物ニ非ズ。戦争モ又軍人ノミニテ為シ得ベキモノニ在ラズ。国家総動員シテ之ニ当ルニ

非ザレバ目的ヲ達シ難シ故ニ一方ニテハ軍備ノ整フルト同時ニ民間工業力ヲ発展セシメ貿易ヲ奨励シ真ニ国

力ヲ充実スルニ非スンハ如何ニ軍備ノ充実アルモ活用スル能ハス平タク言ヘハ金ガ無ケレハ戦争ガ出来ヌト

云フコトナリ」「日本ト戦争ノ起ル probability ノアルハ米国ノミナリ仮ニ軍備ハ米国ニ拮抗スルノ力アリト

仮定スルモ日露戦役ノ時ノ如キ少額ノ金デハ戦争ハ出来ス然ラバ其ノ金ハ何処ヨリ之ヲ得ヘシヤト云フニ米

国以外ニ日本ノ外債ニ応シ得ル国ハ見当タラズ」「結論トシテ日米戦争ハ不可能トイフコトニナル」「茲ニ於

テ日本ハ米国トノ戦争ヲ避ケルヲ必要トス、重ネテ言ヘバ武備ハ資力ヲ伴フニ非サレバ如何トモスル能ハス

出来得ル丈ケ日米戦争ハ避ケ相当ノ時機ヲ待ツヨリ外ニ仕方ナシ」「斯ク考フレバ国防ハ国力ニ相応スル武力

ヲ整フルト同時ニ国力ヲ涵養シ一方外交手段ニ依リ戦争ヲ避クルコトガ目下ノ時勢ニ於テ国防ノ本義ナリト

信ズ 即チ国防ハ軍人ノ専有物ニ在ラストノ結論ニ到着ス」 

〇 以下、日英米の建艦計画の紹介とその場合の日本の国力限界、米提案の意義、日本内部の賛同・反対見解、防備問題、陸

奥問題、条約受容後に考えられる雑問題（人事、私立会社、海軍工廠、重油、軍令部処分、（付記：井出次官への伝言） 

 

史料 ４ 「四 概観（昭 21年 7月戦争調査会に於いて講演「ロンドン会議ト統帥権問題」所収）」 

 「倫敦会議ニ対シテ我国ハ補助艦兵力量ニ関シ或ル主張ヲ以テ之ニ臨ムコトトシタ、我全権ハ英米全権ト

交渉努力ノ結果一ノ妥協案ニ達シテ請訓シテ来タ、之ハ我主張トハ多少ノ開キガアッタガ政府ハ会議ノ決裂

ヲ避クルヲ以テ国家ノ為大局上有利ナリトシ、妥協案ノ筋ニ添ツテ話ヲ纏メントシタ、海軍ハ、原主張ヲ固

持シテ貰イタイガ、ソレガ出来ヌトスレバ兵力ノ不足ヲ補フ意味デ此ノ機会ニ内容充実術力向上ノ為ニ必要

ナル諸対策ノ実現ヲ考慮セラレ度イ旨ヲ政府ニ申入レタ政府ハ海軍ノ言分ヲ聞イタ上デ回訓ヲ発シ条約ハ調

印ノ運ビトナッタ、ソレガ軟弱外交政策等ノ形デ帝国議会ノ問題ト迄ナリ、世間ニ八釜敷クナルニツレテ海

軍部内ニモ相当ノ「センセーション」ヲ起シタ、加藤軍令部長ノ態度ハ一変シタ、統帥権干犯ト謂ツタ様ナ

問題ガ本格的ニ擡頭シテ来タ、之ト共ニ兵力欠陥問題モ再燃シテ来テ、東郷元帥、伏見宮殿下等モ硬化シテ

来タ、一時ハ条約ノ運命モ気遣ハレタガ、谷口新軍令部長ノ忠節一途惨憺タル苦心、財部海軍大臣ノ善処、

山梨中将ノ所謂「プロビデンス」ノ儼存ヲ確信スル努力ナドノアルアリテ終ニ納マルベキ所ニ納マツテ国家

ヲ国際的危機ヨリスクヒ、統帥権問題モ表面ヨリ其ノ姿ヲ没シタ形トナッタノデアル。… 第五十八議会

（昭和五年四月）ニ於ケル統帥権問題ノ論議ニ際シテハ、犬養、鳩山氏ヲ首メトイシ政友会議員側カラ統帥

権擁護ニ関スル政府弾劾的ノ議論ガアッタ、ソレハ当時ノ速記録ヲ見レバ判ルト思フ、之ニ対シ朝日新聞ハ

四月二十六日ノ社説ニ於テ「ロンドン軍縮会議ニツイテ政友会デ軍令部ノ帷幄上奏ノ優越ヲ是認シ責任内閣

ノ国防ニ属スル責任ト権能トヲ否定スルセントスル如キハ苟モ政党政治ノ責任内閣ヲ主張スベキ立場ニアル

政党トシテハ不可解ノ態度トイハネバナラナイ、シカモソレガ政党政治確立ノ為ニ軍閥ト戦ツテ来タ過去ヲ

持ツ犬養老ト政友会ノ将来ヲ指導スベキ鳩山君ノ口ヨリ聞クニ至ツテハ其ノ奇怪ノ念二重ニシナケレバナラ
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ナイノデアル」ト論ジテ居ルガ、之ハ当時ノ統帥権問題ニ関スル輿論ノ代表的一例デアル、茲デハ言論界ガ

斯ク云ツタトイフコトヲ問題トスルノデハナイ。私ハ大政党代表者ガ此ノ種ノ輿論ニ逆行シテ論拠ヲ事実ニ

求ムルコトナク統帥権干犯論ノ如キヲ議会デ行ツタコトヲ問題トスルノデアル、コレガ其ノ本心カラ出タモ

ノデアルカ将又、為ス所アランガ為ニ斯カルコトヲヤツタノカハ問フ処デハナイ、何レニシテモ斯ノ如キ言

議ヲ堂々ト為サシメタ当時ノ政治社会ノ様相ヤ、所謂政治家ノネラヒ処ノ程度ガ之ニ依リテ伺ヒ知ラレル

シ、又加藤大将等ガ活躍シタ、又ハ活躍サセラレタ舞台ノ背景ガ、如何ナルモノデアッタカモ想見スルコト

モ出来ヤウカト思ハレルノデアル。」 

 

史料 5  武力行使の種類と意義    ……                  （文責：影山） 

軍事力は「政治（国策等）の手段（広義）」＝ 「本土の防衛」＋「政治（国策等）の手段（狭義）」 

１ 「防衛」…… ① 抑止   ＝ 外部からの侵略予防 → 国際協調外交 ＋ 防衛力（軍事力） 

           ② 対処   ＝ 外部からの侵略の排除→ 防衛力の発動 ＋ 外交は防衛と一体 

              ＊ 「防衛」とは、いったい何から何を守るのか？ → 本土に対する侵略の抑止と対処 

２ 「政治（国策等）の手段」 ＝ 積極的な軍事力使用 （国策を防衛？ 開戦と停戦交渉？ 外交？） 

         ① 相手国の領土（本土・島嶼・港湾・空港等）・領海・領空の獲得 

         ② 居留民保護（生命財産）移民先の獲得 

         ③ 相手国に市場拡大、相手国の資源獲得 

         ④ 国威発揚（挑発、自国の国力顕示、見せしめ、服従強要） 

         ⑤ 報復（雪辱・面子回復）、みせしめ 

         ⑥ 共産主義防波堤の構築 

         ⑦ 国内不安・対政府反発等を外へそらす 

         ⑧ その他、国策の押付（有利な外交、国策擁護・貫徹） 

  (注１） 国際協力、平和維持活動に対する協力支援を国策とする場合もある。 

  (注２） 軍事力行使の見識 ＝ 適切な国策を立案する見識（戦争回避の叡智、海軍力の活用） 

 

史料 ６ 「対米作戦ニ於ケル菲島ノ戦略的価値（大 14年編集「築地日記」の一部）」 

 「一 対米関係一瞥   …… 唯考慮ヲ要スヘキハ支那問題ナリ、領土的野心ヲ有セスト標榜スル米国

カ門戸開放ヲ叫ヒテ日本ノ大陸政策ヲ阻害セントスルトキ茲ニ日米ノ衝突ハ避クヘカラス、我国策ハ現当局

者ニ依リ如何ニ樹立セラレタルヤヲ知ラスト雖モ、要スルニ支那大陸ノ経営ニ在ルヘキハ毫モ疑フ余地ナシ 

大陸ノ経営ハ東洋防御ノ為ニアラズ、又区々タル亜細亜モンロー主義ノ為ニモアラズ、我日本民族ノ使命ナ

リト自覚セサルヘカラス、吾人ノ主張セントスル世界文明主義ノ為ニ我大和民族ハ支那大陸ニ依リテ発展セ

サルヘカラサルナリ 日本ノ政策トシテハ侵略的ナルヲ要セス殖民地獲得ヲ要セス、只ダ膨張ヲ要ス、凡ソ

膨張ハ左ニ掲クル方向ニ行ハルルヲ定則トスヘシ  ①抵抗ノ少ナル方面 ②衣食住ニ適当ナル方面 ③物

資豊富ナル方面 ④外敵ノ防御ニ適当ナル方面 右ノ条件ヲ満足スルハ支那大陸ヲ措テ他ニ之ヲ求ムヘカラ

ス、即チ我国策ハ支那大陸ノ経営ヲ以テ主眼トセサルヘカラス …」 

「二 対米関係ト対支関係   前節ニ述ヘタル如ク日米開戦ハ支那問題ヲ中心トシテ起スベク又起ルヘ

シ、否是以外ニ起スヘキ理由ナク又起スヘキ機会ナシ、而シテ我政策上ヨリ之ヲ見ルニ支那問題ハ常ニ日支

間ノ問題トナシ置キ直接日米間ノ問題トシテ論争スルヲ避ケ置クヲ要ス、日米ノ衝突止ムヲ得ズトセハ其ノ

形式ハ日支間ノ問題ニ米国カ干渉シテ起レル形式トナスニ努力スヘシ」以下略 
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 （注）堀の膨張論は、侵略的な「膨張」ではなく、平和的・経済的膨張を主張し植民地支配をも否定的にみる考え方であ

り、当時としては先進的でさえあったといえる。ただし、日本をアジアの中心に据えた華夷思想から解放されていないといえ

る。（参考）徳富蘇峰、尾崎行雄、浮田和民、石橋湛山 

 

史料 ７ 「大角岑生」 

「例年鴨猟ノトキニ、大臣カラ離現役ノ内報ガアルコトニナッテ居タガ、其ノ年モ越ヶ谷ノ御猟場デ大角大

臣ハ自分ニ対シテ「君ハ此度ヤメテモラウコトニナッタ。特ニ色々御世話ニ成ナッテ居ナガラ最後マデ「サ

ッポート」デキナカッタノデ何トモ申シ様ガナイ」ト云ッテ居タガ、大臣ハ当ノ責任者デアル。イクラ大角

氏ト言フコトニシテモ「サッポート」ハ変ダト思ッタガ、前ノ話モアルノデ思ヒ当ル。此ノ日大角氏ハ大ニ

酩酊シテ芝生ニ放尿シナガラ歩キマワル等ノ醜態ヲ演ジタ。斯ノ如クニシテ、余ガ現役ヲ去ルコトガ決定セ

ラレタノダ。山本ハ倫敦デ之ヲ知リ非常ニ落胆シテ手紙ヲ寄越シタ。翌年東京ニ帰リ着イタ其ノ晩ニ、多ク

ノ訪問客ヲ振リ捨テテ世田谷ニ来テクレタ。其ノ時大阪デ塩沢カラ聞イタ話ヲシタラ 「殿下ノ困ラレルノ

ハ当リ前ダ。ソコヲ狙ッタノジャナイカ。塩沢ガ同県ノ小林宗之介トグルニナッテ折角ノ苦心ヲ水疱ニシテ

シマッタ」ト憤慨シテ居タ。 昭和十九年ノ四月、山本ノ御墓参リノ為ニ長崎ニ行ッタトキ反町氏ノ談ニ 

「山本元帥ガ倫敦ヨリ帰朝ノ直後、長岡ニ帰ッテ来コラレマシタ。其ノ節御述懐シテ居ラレタガ『堀君ガ予

備役ニナッテシマッタ。アンナ人事ヲ海軍デヤル様デハ将来ガ思ヒヤラレル。出発ノ前ニ大臣ニモ殿下ニモ

申シ上ゲテ御了解ヲ得テ置イタノデ安心シテ向カッテ行ッタノニ、自分ノ留守中ニコンナコトニナッタノ

ダ。自分ハ海軍ニ止マル気ハナイ、ホントニヤメタクナッタ』トヒドク落胆シテ居ラレタ …云々」」 

 

史料 ８ 「塩沢幸一の堀宛の手紙」 

「拝啓 秋冷の候益々御清健の段奉賀候。私事大演習第二期審判官を終へ 

本日帰京致し候 偖貴殿身上に関しては既に島田より御聴取ノ通りの情況に候ひしも、其の後の情況を総 

合推察して本年末は最も危険の状態に置かれあること判明致し候。御承知の通、最後の決定は進級会議に 

依るべきも、右の状況何等かの御参考迄に茲に申上げ候 我等の付近にありて危険界にありと認めらるる 

もの枝原・市村・小野・和田・鈴木・野辺田・新山・有馬・在塚（后の五名は中将に進級の上）に有之 

候。大阪にて御面会の節，嶋田と面談せられし以後の推移等詳細に申し上ぐべく候 早々 九年十月九日 

堀悌吉殿        塩沢幸一 」  

 

史料 ９  条約派の見解（昭和 2年～昭和 4年：ロンドン会議前） 

Ａ 野村吉三郎（軍備制限研究委員会の岡田啓介海軍大臣に対する答申：昭和 2年 10月～同 3年 8月） 

 「英米ニ対シ国力ノ比率ニオイテハ遠ク彼ニ及バザルヲモッテ、仮令劣勢ナリトモ五対三ノ比率ニ（英米ヲ）縛

リ…置クコトハ帝国ニ有利ナリ 英米ノ如キ国力、工業力大ナル国ニ対シ全国力トノ総決算ニヨリ勝利ヲ決スルガ

如キ戦争ハ、出来ルダケ之ヲ避ケザルベカラズ」 

 （海軍の軍備目標に関して） 

一、我国海軍軍備ハ米国海軍ヲ主目標トシ併セテ英国海軍ニモ対応シウル如クス 

二、極東海面ニオイテ英米ノ何レカ一国ガ使用シ得ル海軍兵力ニ対抗シ得且ツ少クトモ台湾海峡以北ノ亜細亜大 

陸トノ交通線ヲ維持スルニ必要ナル海軍軍備ヲ整備ス 

三、華府海軍軍備制限条約ニヨリ既ニ五五三ノ比率ヲ以テ制限セラレタル主力艦及ビ航空母艦兵力ヲ以テ極東海 

面ニオイテ英米ノ海軍武力ニ対抗シ国防上ノ責務ヲ全フセンガタメニハ地理的利益ノ善用、術力ノ向上 

ヲ計ルト共ニ兵力ノ質ヲ充実シ特ニ補助艦兵力ノ巧ミナル利用ニ待タザルベカラズ 

四、海軍は国防上ノ責務ヲマットフスルタメニハ敵主力艦隊ヲ撃破スルヲ第一義トス。故ニ海軍軍備ハ敵主力艦 
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隊ノ撃滅ヲ主眼トシ万般ノ施設ヲ行フヲ要ス」 

 

Ｂ 岡田啓介海軍大臣の「軍備制限問題対策ノ件」（昭和 4年 6月 28日） 

「帝国海軍軍備ハ一ニ受動的ニ国家ノ自主独立ヲ擁護スルヲ目的トシ素ヨリ何等侵攻的意図ヲ有スルモノニアラズ

従テ自衛的作戦方針ノ要求ヲ充シ得ルト同時ニ吾国民生活必需資源ヲ海外ニ仰カサルヘカラサル特殊国情ニ鑑ミ須

要ナル交通線ヲ維持確保スルニ必要ナル兵力ヲ保有スルヲ絶対必要トシ且ツ之ヲ以テ足レリトスル … 而シテ右

ノ目的ヲ達成スルニハ補助艦ニ関スル限リ世界最大海軍ニ対シ少クモ七割程度ノ兵力ヲ必要ト認ム」 

 

Ｃ 「倫敦海軍会議帝国全権委員ニ対スル訓令案（昭和 4年 11月 26日）」 

「西太平洋方面ニ於ケル一国ノ使用スル海軍兵力ニ対抗シ以テ我国土の安全ヲ期スルト共ニ帝国ノ特殊国情ニ基キ

国家存立ニ必要ナル海上交通線ヲ防護スルニ足ルモノタルヲ要ス」 

 

史料 10 第五十八帝国議会における論議の影響（前掲『山梨勝之進先生伝記資料（その二）』所収） 

（状況）浜口内閣成立後、一月に衆議院解散。二月の総選挙の結果民政党が大勝利。4月の第 58帝国議会は与党

民主党と野党政友会の間における熾烈な論戦と政争が展開され、ロンドン軍縮と回訓手続きが標的となった。 

〇軍令部において特に問題とされた浜口首相と幣原外相の演説： 

「此ノ度協定ヲ致シマシタ条約案ニ記載ヲ致シテアリマスル帝国ノ保有勢力ニ依ツテ、帝国ノ国防ハ極メテ安固デ

アルコトヲ責任ヲ以テ申シマス」（4月 25日浜口首相答弁） 

「而モ尠クトモ其ノ協定期間内ニ於テハ、国防ノ安固ハ十分ニ保障サレテ居ルモノト信シマス」（同日幣原外相） 

「議会ニ対スル国防ノ責任ハ飽迄モ政府ガ負ヒマス」（同日浜口首相答弁） 

「倫敦条約ヲ調印スルニ当ツテ軍部ノ専門的意見ハ十分ニ之ヲ斟酌致シマシタ」（4月 27日、浜口首相答弁） 

「政府ハ軍事専門家ノ意見ヲ十分ニ斟酌シ確固タル信念ヲ以テ ……」（4月 25日幣原外相演説） 

「1935年の会議ノ際、我国ノ現実ニ保有スベキ兵力量ハ、八吋砲巡洋艦ニ於テモ亦補助艦ノ総頓数ニ於テモ我本

来ノ要求ト殆ト差異ガアリマセヌ」（4月 25日幣原外相演説） 

「唯潜水艦ノ保有量ハ我主張セル頓数ヨリ著ク縮小サレマシタケレドモ、是トテモ英米両国トノ均勢ハ完全ニ保た

タレ、又英米共ニ其ノ当初ヨリ主張セル潜水艦全廃論ヲ放棄シタノデアリマス」（4月 25日幣原外相演説） 

「吾吾ノ今年特ニ重キヲ置クモノハ必ズシモ明年モ同様ノ価値ヲ持ツテ居ルモノトハ限リマセヌ。又目下余リ必要

ヲ認メラレナイモノデモ他日必要欠クベカラザルモノトナルコトガアリ得ルノデアリマス」（4月 25日幣原外相） 

〇「軍令部はこれらの政府の見解に対し、「内閣総理大臣及ビ外務大臣ハ、軍事専門家ニシテ初メテ正確ニ判断ヲ

下シ得ベキ諸件ニ対シ、其ノ見解判定ト全然相反スル妄断ヲ加ヘ、以テ帝国国防ハ極メテ安固ナリトセルガ如キ

ハ、之明ニ軍令部ノ職責ヲ無視シタルモノニシテ、越権ノ措置ナルノミナラズ実ニ統帥大権ノ侵犯ナリト認メザル

ヲ得ズ」と憤激したのであった。特に、4月 25日、貴衆院両院で行った幣原外相の外交演説は、軍令部だけでは

なく多くの海軍軍人を刺激し、これをチェックすべき海軍省特に山梨次官は何をしているのか、という怒りの空気

が広く漂ったのである。」「つまり回訓の場合と同じ幣原の独善的な考え方が、余分な波紋を起こしたものであっ

て、このようなやり方が統帥権干犯問題への導線ともなり、伏見宮や東郷元帥を硬化させて、その後の収拾を一層

困難にしたのであった」 

 

史料 11  強硬派の見解（末次信正、石川慎吾の例） 

Ａ 末次信正 

（ａ）連合艦隊司令長官末次信正大将講演 「非常時局と国防問題」朝日新聞社）昭 9・10・15 
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 「軍縮の三目的 ―達成はなかなか困難―  …… 第一に国防の相互安固を期すること、第二に国民負担の軽

減、第三に国際平和の促進、この三つであります。何れもまことに間然するところなき立派な目的であるが、さて

これが実現となると誠に容易ならざる事例でありまして、結局従来においては一つの理想に終わった結果になって

いる。何故にこれが難しいかといふと、第一に国防の安固ということがいふべくして実は甚だ実現が難しいのであ

ります。それは各国各国情を異にし、欲求を異にしているから、一つの軍縮条約によって一律に拘束することは既

に無理であります。かやうにして国防の安全感がすでにうまく行かないとすると、第二の国民負担の軽減、第三の

国際平和の促進は、いずれもうまく行くはずはないのであります。今日の軍縮の実情は正にこの通りを物語ってお

ります。それ故に、国際軍縮協定は超国家的の絶対権力によるか、然らざれば、戦捷の威力をもつて戦敗国にこれ

を押し付けるか、これ以外にはどうもうまく、これは今日までの歴史が立証しているところであります。 

  ―ワシントン、ロンドン両条約の成立までー   略  ―両条約は日本の譲歩で出来たー     略 

  ―現存条約と列国の海軍政策―         略 

 … なほわれわれの痛嘆にたへないことはロンドン条約、ワシントン条約のわが国に及ぼしたる害毒が非常なも

のであったことであります。国論は分裂し、硬軟両派の対立となり、五・一五事件などを起こしたのはこの条約の

與かるところ極めて大なるものがあつたと思ふのであります。かやうにして軍縮会議、軍縮条約の目的は一々裏切

られたのであります。これは事実でありますから何人も弁護のしようがない。 

 ―建艦競争の心配は要らぬ―… 無条約となればさういふ経済は一切要らない、日本の国情に適し、日本人の知

恵をしぼって最も有効にして且つ経済的なる軍備が出来る確信を持っているのであります。それならばもう一切海

軍の経費がふえないか、予算は増加しないかといふとそこまではいへません、しかし、大したことはありません。 

 ―太平洋防備は今や問題ではなくなった―… 艦そのものの性質が変わってきて非常に速く、そして大航続力を

持つようになると根拠地の価値が非常に下がってくる、太平洋が狭くなる結果、根拠地がなくても艦の活動に差し

支えなくなり、もう今日の時勢では大した問題ではなくなって来た、すなはち根拠地の問題は移動兵力とはバラン

スの取れない問題になったのだからどうでもよい、問題は主として移動兵力の如何にあると考へるのであります。 

  ―日本の現状とわれら軍人の覚悟―  … わが正義の主張を通さんがためには事毎に武力に訴へなければな

らぬ事態になった。満州事変、上海事変みなそのためである、かくの如きは軍備として下の下なるものである。初

めの考へ方は一歩の差であるがものではないのであります。…（略）… 国際上の会議は互譲妥協に依らなければ

成立しないものである、それは私も尤も至極と思ふ。ただ一つ条件を付さなければならない、互譲妥協はよろし

い、但し対等でなければならぬ。対等の立場を捨てて相手に膝を屈してどこに互譲があり妥協がある、それは屈辱

のほか内にもないのである。              以下略  （大阪中央公会堂において） 

 

（ｂ）「国防常識」（昭和 6年 5月） 

「吾人の大戦より学び得たる最大教訓の一つは速戦即決である。積極的攻勢に出でざれば、戦争は長引き、其の効

果は勝っても負けても共倒れとなる。而して速戦即決の要は決戦にある」「真の国防は敵をして我に対する侵寇を

不可能ならしむるにある。否，始めより敵をして戦争を断念せしむるにある。… 弱しと見れば対手はかさにかか

りて我を圧迫する。米支露の昨今、我に対する態度が我国防の充否と相関する所なしと誰が言い得るか」 

 

（ｃ）「軍事参議官会議発言要旨（昭和 9年 6月 8日）」  

「蓋し満州ヲシテ今日アラシメタルハ主トシテ陸軍ノ功績努力ニ帰スルモ、連盟ノ抗議ニ屈セズ米国ノ恫喝ヲ退ケ

テ陸軍ヲシテ後顧ノ憂ナカラシメタルハ、西太平洋ノ制海権ヲ掌握スル我海軍ノ厳然タル実力ニ恃ミタレバナリ」 

                  

Ｂ、石川慎吾（「次期軍縮対策私見」昭和 8年 10月 21日） 
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一、次期軍縮会議ノ情勢判断  （一）会議ニ関スル予測  （イ）軍縮協定成立ノ算ナシ （理由）我ガ満蒙

政策ト米国東洋政策トノ衝突ハ、満州事変ヲ機トシ愈サイゴノ清算ニ向ヒ急転シツツアル処、今日ニ到ル迄米国ガ

其ノ東洋政策ノ転向ヲ考慮セシ何等ノ事実ナキノミナラズ、彼ハ財政上異常ノ困難アルニ拘ラズ却ツテ海軍兵力ノ

充実ヲ始メトシ東洋侵攻作戦ニ必要ナル諸般ノ準備ヲ進メツツアリ …  夫レ故ニ、米国ハ其ノ渡洋作戦上必勝

ノニヲ失フ如キ条約改訂案ニ対シテハ、右提案ガ比率主義ニ依ルト否トニ拘ラズ断然之ヲ拒否スベキコト明ナリ。

然ルニ帝国ノ満蒙経略ハ国家死活ノ問題ニシテ、既ニ寸毫モ後退ヲ許サザル事情ニ在ルヲ以テ、次期軍縮会議ニ於

テハ右帝国ノ国策ヲ擁護スル為、倫敦条約ノ覊絆ヲ脱し米海軍ニ対シ国防上不安ナキ兵力ヲ整備シ得ル協定ニ到達

スルコト絶対ニ必要ナリ。……米国ガ其ノ伝統的東洋政策ヲ転換セザル限ノ軍縮協定ノ成立ハ不可能ナリト認ム。 

（ロ）会議ノ決裂ヲ機トシ太平洋ニ於ケル国際関係ハ激化スベシ。（理由）米国ハ … 、支那ハ … 、 

之ヲ要スルニ、次期軍縮会議ハ我ガ満蒙政策ノ成否ヲ岐ツ重大会議ナルト共ニ、太平洋ニ対スル国際的争覇戦ノ緒

戦トヲ見ルベキモノナルガ故ニ、同会議ノ決裂ト共ニ戦争ノ危機ハ急迫シ来ルモノト覚悟セザルベカラズ。 

（二）判決  以上ノ情勢ニ鑑ミ、次期軍縮会議ニ対スル帝国ノ方針ハ、協定成立ノ望気極メテ少キヲ予メ覚悟

シ、仮令会議ノ決裂ヲ機トシ国際関係俄ニ激化スルコトアルモ、正義、人道ニ立チテ之ヲ見ル時会議決裂ノ責任帝

国ニ在ラザルコトヲ明ナラシムルト共ニ、特ニ満州事変以来国内ニ更生シツツアル大衆的新興精神ノ指導ニ深ク留

意シ、万一ノ場合ニ対スル国民精神ノ動員準備タルノ意味ニ於テ遺憾ナキヲ期セザルベカラズ。 

 

二、次期軍縮対策  … 

 （一）比率主義ヲ放棄シ均勢ヲ主張ス  （二）主力艦、航空母艦全廃を主張ス …（略） 

 

四、会議決裂シ華府及倫敦条約ヲ廃棄シテ自由競争トナリタル場合ノ我国防ニ及ボス影響 

  … （略） … 夫レ故ニ仮令米国ガ軍備競争ヲ強ヒ来ルコトアリトスルモ、十数年後ニ於ケル帝国ノ経済力

ハ太平洋ニ於ケル我ガ戦略的地位ト相俟ツテ、国防上不安ナキ軍備ヲ充実スルニ充分ナルベキヲ予想シ、当面会議

決裂ニ依リ生起スルコトアルベキ軍備競争ニ対シテハ、現状ヨリモ著シク製艦費ヲ膨張セシムルコト無ク、一九三

七年以後約十年間ノ競争ニ堪エ得ルヤ否ヤヲ検討セバ足レリ」 

 

六、結論 … 

 … 顧ルニ、欧州大戦ノ波瀾ニ乗ジ投機的繁栄ニ陶酔セシ我ガ国民ハ、戦後彷彿トシテ侵入シ来レル自由主義思

潮ニ惑溺シ、上下ヲ挙ゲテ伝統的日本精神ト其ノ国是国策ヲ忘却シ、遂ニ華府及倫敦会議ヲ経テ遂ニ敗北民族 

トシテノ道程ヲ辿ルニ非ルヤヲ危惧セラレシガ、満州事変ニ依リ幸ニ覚醒シ、今ヤ更生ノ一途ニ邁進シツツアルモ

ノナリ。……（中略）… 此所ニ於テカ、同会議（次期軍縮会議）ニ於ケル帝国ノ主張ハ、正義ニ立脚シ、簡明ニ

シテ理路整然、以テ外列国ニ対峙シテ惧レズ、内国民ノ新興精神ヲ捕捉スルニ足ルモノナルコト最緊要ナリ。……   

夫レ故ニ、次期軍縮会議ニハ「主力艦、航空母艦全廃、補助艦均勢」ヲ我ガ提案ノ骨子トシテ主張スルコト最適当

ナリト信ズルモノナリ。 

 

Ｃ 大角岑生海軍大臣の「部内一般訓示」（昭和 8年 2月） 

「…帝国ハ其ノ所信ニ遵ヒ決然トシテ他ノ圧迫ニ抗シ独力ヲ以テ満蒙問題ノ解決ニ邁進セザルベカラズニ立到ルコ

トアルベク今ヤ重大ナル時局ニ直面シツツアルモノト謂フベシ此ノ間ニ処シテ克ク外圧ヲ排除シ国策遂行ノ支援ト

ナルハ是レ主トシテ帝国海軍ノ任ナルヲ以テ ……」 
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堀悌吉に視点を注いだ海軍内部の確執について      別添資料 

項    目 強 硬 派 穏健派（堀を中心に観察） 

 

上 

海 

事 

変 

 

上海事変全般 

① 山縣正郷参謀（第一遣外艦隊 塩沢司令官を担ぐ）、有地

十五郎、白石らが、2F 司長官末次信正の一派と 3S の陰

口（事変勃発の非を蔽い、自己の宣伝のため）。 

② 七了口作戦の 3Sの成功を 2F の成功とする。 

③ 教育局長寺島健は、噂をそのまま鎮守鎮守府等に喋る。 

④ 有地、植松練磨、阿武ら末次の意を受け、画策。 

① 昭和 7年夏、堀は腸の病気全快後、激職を

避け、1S 司令官を命令される。 

② 堀は、大角海相に対し、事変に関する真相

を説明。大角は、「ご心配無用、全部自分が

知っているから」と話す。 

 

呉淞砲台砲撃

事件 

① 艦隊派の一員である上海陸戦隊指揮官植松練磨、一水戦

司令官有地十五郎らが、堀を卑怯と非難。 

② 堀は陸兵輸送に当った２F 司令長官末次信正とも不和。 

③ 3S 航海長が堀司令官非難の言（堀は戦闘準備なし、周

章狼狽、蒼惶抜錨）を吐き、広げる  

④ 呉淞砲台占領要求の件 

① 呉淞砲台に対する反撃の初動対処（僅少な

実弾で対処、安全地帯にて信管装着、在泊

艦船、住民に警告と避難指示）、 

② 目標砲台に対する精確照準と破壊。③呉淞

砲台占領要求は、全戦局に占める大きな重

みと困難を伴っており、堀は、これら難易

度に対する無理解・軽率な要求を非難 

七了口作戦  ２水戦司令官井上継松は堀との事前調整事項を否定する行動  護衛指揮官として作戦成功。不要な砲撃要請拒。 

秋の大演習の時 ①会合点に対し、全速力で向かうには燃料不足で無理。よっ

て速力の加減、夜戦決行しつつ、近接中、午後２時ころに演

習中止。②高橋三吉から非難。→ 伏見宮から「堀は実戦部

隊指揮官不適」との発言に至る。③新人事局長小林宗之介に

真相説明、しかし、埒開かず。 

 新人事局長に対する説明 

競争（人事） ①競争激化し下品（台所口運動、結束固め（同県出身、クラ

ス等）競争効果を狙う） 

②末次を中心とした一派の采配・画策攪乱。 

 

 

 

 

堀 

の 

略 

歴 

砲術学校時代 ①末次氏… 謹厳そうな顔立ち、落ち着いた態度、弁舌と断

定的な美辞麗句＝上下の信頼・輿望獲得。 

②砲術術科において堀を称賛。 

 

在仏中 パリにて末次・堀の議論 … 仏国の戦勢のなさに対する見

解の相違 

堀は、現状の仏国の苦戦に将来の国力発揮を予察 

海大甲種学生

時代 

末次教官の作業課題（日米戦争ニ於ケル菲島ノ戦略的価 

値）をめぐる議論。 

末次の見解： ①菲島は欧州と日本と交通線を支配する要 

衝で重要。②堀の見解に対し、「堀ハ共産主義ダ 

危険思想ダ」と言い出す 

堀の見解：①米国は欧州市場で日本所要の物資 

買い占め。日本は「支那大陸の物資を！」 

②大陸移転を論じ、世界平和、人類の平等文明

を理想（米国の正義人道を凌駕する）と述べる 

軍務局員時代 末次氏は、山下源太郎氏や加藤寛治氏などに取り入り、之を

利用した。（自己の出世の妨げになる上席者、自己の地位に危

機の恐れある後進者を落とす） 

山梨勝之進（軍務第一課長）は、噂の「堀ハ共産

主義ダ、危険思想ダ」に関し、古賀峯一に対する

質疑と応答 

華府会議時代 加藤全権の海軍随員の一人としての末次氏。 

① 如何なる議論にも自己の立場を織り込む。 

② 自己の見解を通し結果の責任を他になすりつける。 

 

軍務局長時代 

（倫敦軍縮条

約） 

クラスの中に、堀が軍務局長の職に就いたことで、羨望・嫉

妬・憎悪あり。倫敦軍縮を機に、末次氏は宿敵山梨を「蹴落

サントシ」、堀を排除する一派が集まる。陋劣陰険の手段（加

藤大将扇動、東郷元帥を引き込み波瀾を巻き起こす、財部へ

の反感を利用して種々議論触発、政治上の駆け引きの種を政

党に売り込み、統帥権干犯問題へ。自己の立場を作り固める

のに汲々とす。この頃、航空本部長の安東昌喬等が航空界刷

新努力中の山本五十六を邪魔。（加藤寛治の四天王＝ 中村良

三、末次信正、高橋三吉、安東昌喬） 

堀は、感情において羨望・嫉妬・憎悪、内輪同士

からの排撃や競争も「無理ナイコト」。「勝手ナ捏

造ニカカル非難ノ的ニナッタ」→ 新軍令部長谷

口尚真の苦心努力＋山梨の摂理で納まる。 

堀は。山本を助ける。安東ら、のちに予備役編

入。 

                                                         


