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ワシントン会議の史料集
史料１

「対米七割」

出典：佐藤鉄太郎「帝国国防史論」、「国防策議」

佐藤鉄太郎の『帝国国防論』
（1902 年）及びその増補改訂版「帝国国防史論（1907 年）
」に、日本海軍の主任務を
戦略的防衛にあると定義づけ、戦闘艦艇による制海権の獲得と海上交通保護を強調。彼我の艦隊の所要兵力に関す
る記述で、
「侵攻艦隊は要撃艦隊に対し五割以上の兵力優勢を必要とするに鑑み、防守艦隊は想定敵国の七割以上の
兵力を確保する必要がある」
。また、
「国防策議（大正 11 年 12 月）
」の中で、「乙国海軍ニ対シテハ約十分ノ七強ヲ
備ヘ」とあり、海軍が具体的に七割の数値を示した最初である。
史料２

「八八艦隊」

出典：有坂純「対米戦略と漸減邀撃戦構想」

秋山真之は「海軍基本戦術（明治 40 年 4 月 30 日）
」において、日露戦争の戦訓から、戦艦隊の編制・運動・火力
を芸術的と呼べる程度まで緻密に定式化した。同時に指揮可能な戦艦の数は 16 隻が上限であると分析し、戦艦戦隊
2 個 18 隻、1 等巡洋艦戦隊 2 個 18 隻、2 党巡洋艦戦隊 2 個 18 隻、水雷戦隊 3 個 12 隻からなる戦闘艦艇の編制を提
唱した。→ 帝国国防方針初度制定（明治 40 年 4 月 4 日裁可）の中に、「所要兵力は… 海軍が 2 万トン級戦艦
8、1 万 5 千トン級巡洋戦艦 8」とされた。
史料３

「佐藤鉄太郎の自彊将命」

出典：石川泰志『佐藤鉄太郎海軍中将伝』（原書房、2000 年）

佐藤鉄太郎の『帝国国防史論（明治 41 年 9 月）
』の中に、
「自衛」即「自彊」列強の侵略撃退がすべてであった日
露戦争前と違い、日露戦争後に書かれた「帝国国防史論」では、
「帝国軍備ノ第一目的ハ自彊」である点には変化は
ないが、第二の目的「天ノ明命ニ応ズル」ことを意味する「将命」が加わっている。
「自彊将命」とは、列強の侵略
を防ぐ国力と軍備の充実を目的とするものであり、国防上、経済と外交は軍事よりも優先すること、
「富力・人口・
地理」の三方面から国防のあるべき姿を分析することで、日本の国力国情に見合った国家目的と軍事力の使い方が
見出せるというものである。ちなみに佐藤鉄太郎は、「帝国主義列強の角逐する極東アジアを、軍事力をてこに日本
が単独で制覇するという陸軍の政策よりも、大陸政策を自重し、国力の涵養をはかる英国流の海軍の政策が望まし
いものであった」としている。日露戦争後の日露対立緩和の情勢を背景に、陸軍に対する海軍の巻返しといえる。
史料 4

日英米三国の建艦競争の実態（1919～1922）
日本（八八艦隊）
対支出
対国民所得

史料５

米国（ダニエルズ計画）

英国
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「軍備制限問題ニ関スル研究並決議」

出典：「軍備制限問題ニ関スル研究並決議」（防衛研究
所所蔵
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四、帝国ノ主張ニ対スル反対案及之ニ対スル応答案
第二、特種制限事項 以下省略
「軍備制限問題ニ関スル研究並決議」要旨
１

「帝国ノ国防ニ要スル軍備ハ帝国自ラ之ヲ決定スルヲ原則トシ他国ノ容喙ヲ許スヘキニアラスト雖一方国際連
盟ノ一員トシテハ十分ニ其ノ精神ヲ尊重シ誠実ノ態度ヲ以テ之ニ臨ミ互譲妥協ニ依リテ軍備制限ノ目的ヲ達
スルノ外途無キカ如シ此ノ間ニ処シ帝国海軍ノ採ルヘキ主義主張如何是ハ則本研究上先決ヲ要スル問題ナ
リ」

２

軍備制限案
①均等主義：理想トシテハ可ナルモ各国ノ建軍ニ関スル伝統的精神ト国際関係ニ基ク軍備ノ現状トヲ無視シ
且ツ規約第八条ノ承認セル地理的地位及諸般ノ事情ヲ軽ンスルノ嫌アルノミナラス大小各国ヲ通シテ此ノ主
義ヲ適用セントスルハ実行上殆ト不可能ニ属スル等各種ノ障礙アルヲ以テ各国カ私情ヲ放棄シテ衷心平和維
持ニ貢献セントスルニアラサレハ容易ニ成立スヘキモノニアラス」
②差等主義：国家ノ主権ヲ扞格シ且ツ各国ノ自尊心ヲ傷ツクルコト大ナルヲ以テ是亦到底成立ノ見込ナカル
ヘシ …… 然ルニ列国各見ル所ヲ異ニシ制限ノ主旨程度等モ亦同シカラサルモノアルヘキカ故ニ大小優劣
ノ差依然トシテ厳存スヘク軍備制限ノ精神ニ副フカ如キ妥協案ヲ得ルハ到底困難ナルヘシ故ニ仮令自主案ヲ
基礎トスル場合ニ於テモ亦一定ノ主義ニ基キ制限ノ標準ヲ設定スルノ必要ヲ感スヘク結局会議ハ両者ノ間ヲ
彷徨シテ容易ニ帰決ヲ求ムルコト能ハサルヘシ

３

………濫リニ他国ノ軍備ニ容喙シテ徒ニ反感ヲ買フハ策ノ得タルモノニアラス去リトテ相対的考慮ヲ欠キタ
ル自主案一点張ハ余リニ無策ナルヘシ国防上ノ見地ヨリスルニ帝国海軍ハ英米ノ海軍ト甚シキ懸隔アルヲ許
サス又平和維持上ノ見地ヨリスルモ連盟ノ主張タル大国ノ軍備ハ国情ニ応シ多少ノ差異ヲ免レサルモ大体ニ
於テ略均衡ヲ保持スルニ足ルモノナラサルヘカラス叙上ノ見地ニ基キ帝国ハ海軍軍備ニ関シ大要左ノ腹案ヲ
以テ会議ニ臨ムヲ要ス
（一）主力艦二十四隻ヲ基幹トスル兵力ヲ最上限トシ同十六隻ヲ基幹トスル兵力ヲ最下限トシ此ノ範囲ニ於
テ四囲ノ情況ニ応シ適宜ニ主張兵力ヲ定ム
（二）帝国ト英米ノ海軍力トノ差隔ヲシテ成ルヘク小ナラシムル為要スレハ軍備均等主義ヲ主張シ平和維持
ノ見地ヨリ英米ノ主張ヲ牽制ス

４

本研究並決議ニ記載スル所ハ叙上ノ要旨ニ基キ兵力問題其他軍備制限ニ関スル諸問題ニ就キ研究ノ結果ヲ蒐録
シタルモノニシテ主トシテ帝国海軍ノ方針決定ニ資シ且ツ出先ニ於ケル帝国各代表ノ参考ニシスルヲ目的ト
ス

大正九年八月二十五日

同研究会

「軍備制限問題ニ関スル研究並決議」
第一、一般事項
一、軍備制限問題ニ対シ帝国ノ執ルヘキ態度
（一）帝国ハ軍備制限問題ニ対シ誠実ノ態度ヲ執ルヲ要ス
（二）帝国委員ハ大勢ニ順応シツツ帝国海軍ト爾余ノ大国海軍トノ軍備差額ヲシテ成ルヘク小ナラシムルニ務
ムルヲ要ス
二、国家ノ安全ニ必要ナル最低限度ノ軍備ノ意義
国家ノ安全ニ必要ナル最低限度ノ軍備トハ（一）外ニ対シテハ敵ノ振寇ヲ防遏シ（二）内ニ対シテハ治安
ノ維持ヲ完ウシ且ツ（三）国家ノ生存並国民ノ福祉増進ニ必要ナル通商貿易ノ安全ヲ確保シ得ルニ足ルノ軍
備ナリト解釈ス
三、帝国ノ主張スヘキ海軍兵力
（一）帝国ハ国家ノ安全ニ必要ナル海軍兵力トシテ左記兵力ヲ主張スルヲ要ス
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主力艦 ： 進水後八年以内 24 隻基幹
（二）大勢縮小に傾く場合 ： 主力艦 16 隻基幹（最低限） 他の大国と均衡を失しない様適宜譲歩
（三）他国の主張と比較対照を容易にすべく、「帝国ハ国家ノ安全ノ為毎年主力艦 3 隻及所要ノ補助艦艇ヲ建造ス
ルヲ要ス
対内理由：進行中の八八艦隊の維持（帝国ノ国防ニ要スル兵力ノ最小限＝此レ以下ニ縮小スルハ国防上
到底忍ヒ難キ所ナレバナリ）
対外理由：
（一）帝国ハ大小無数ノ島嶼ヨリ成リ領土分散シ… 外来ノ侵寇ニ暴露ス …海軍を備フルニ
アラサレハ到底国防ヲ完ウシ難シ
（二）帝国ハ領土狭小人口過剰ニシテ原料ノ生産ニ乏シ … 帝国ノ生存ハ一ニ商工業ノ発達
ヲ基礎トスル海外貿易ノ安固ト海外経済的発展トニ俟タサルヘカラス而シテ之カ為ニハ
有力ナル海軍力ヲ以テ原料品ノ輸入、生産品ノ輸出、海運業ノ発達、在外臣民ノ生命財
産及過剰人口ノ海外移住ニ関シ絶対安全ナル確保セサルヘカラス
史料６

「華盛頓会議帝国全権委員ニ対スル訓令」

出典：外務省編『日本外交文書

ワシントン会

議上』（181-218 頁）
第一 一般方針（14 項目）

内容：日本ハ平和政策、対米親善関係ノ保持、会議主眼ハ軍

縮、他ハ一般原則・政策、日本ノ重要事項ノ審議決定ニ反対、日英米三国協定ノ提唱、軍
備制限問題：陸軍ト海軍ヲ別個、海軍ハ 18 項目（八八艦隊ニ固執セズ、太平洋防備現状維
持、主力艦ハ艦数及各艦排水量ノ制限、補助艦ハトン数制限）
第二 軍備制限問題ノ（甲）陸軍ノ部
「五 太平洋諸島防備ノ撤廃若ハ制限ニ関シテハ平和維持上ノ見地ヨリ適当ノ機会
ニ於テ帝国ヨリ之ヲ提議シ少クモ現状維持ノ程度ニ協定ヲ成立スルコトニ努メラレ
度シ」同じく、
（乙）海軍ノ部において
「八 （内容は五、陸軍ノ部に同じ）
太平洋問題：進ンテ主張スベキ事項（列国領土ノ相互慎重・門戸開放）、討議ニ異存ナキ事
項（大平洋委任統治問題）
中国問題： 甲 進ンテ主張スヘキ事項（中国政情不安定、文化的経済的援
助、中国ノ領土保全等ノ声明、中国ノ排外的施設撤廃）
、
乙

俎上に上がった場合条件付き賛成事項（12 項…

）
、

丙

変更ヲ許サザル事項（山東善後措置、日華条約効力問題）

丁

石井ランシング協定問題

シベリア問題：甲 進ンテ主張スヘキ事項（ナシ）
、他
史料７

加藤友三郎全権の対大陸政策観及び海軍の対陸軍観

：出典：山梨勝之進「追憶 加藤友三郎元帥の人

柄」『加藤友三郎元帥』（加藤友三郎元帥を偲ぶ会実行委員会、昭和 43 年 4 月）
「ワシントン会議に山梨勝之進（専門委員副長）が支那の専門家八角（三郎）中将を加える進言に対し、『い
や、おれは海軍大臣として 6 年間内閣にいたので、一週間に 2 回の閣議で、支那問題で論議にならなかったことは
唯の一度もない。その場合に支那の専門家として陸軍のなにがしかの意見はかくのとおり。あるいは浪人、新聞記
者、批評人、満州ゴロ、支那ゴロ等何のなにがし専門家だという人の議論必ずそういう時に聴かされたものだ。と
ころが経験によると唯の一度もそういう人達の言うとおりになったことはない。まるきり見当が外れである。そこ
で自分は 6 年間の経験によって支那というものは解らないものだ。解らないものを解らせようとしてるお前たち
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が、俺には解らない』と明晰な頭でこういった。それで誰も連れて行かない。解らないものは解らないんでいいの
だというのでした。加藤さんというのはそういう人でした。」
軍令部第３班長

坂野常善の回想：

「満州事変勃発の直前、小生は軍令部 3 班長に任じられ、満州方面視察

旅行をしたが、その結果、関東軍の暗躍と謀略が彼是と噂されて、異変な状勢を観察したので、陸軍に対し海軍が
適当なる処置を講じなければ大変な事態を惹起するであろうという要旨の意見具申を提出したが、陸軍のやること
に対し、海軍から彼是文句をいうのはよろしくない、捨て置く方がよいという軍令部上司の意向であった。このよ
うに、海軍省側も別に積極的に善処する考えもなく、事変勃発後、海軍は事変不拡大の政府の方針に従って行動し
たが、時日の経過に伴い、不知不識の間に、陸軍に追従する気配を感じ、事変は支那本土まで拡大した、あの当時
陸軍を牽制できる立場を持つものは海軍のみであったにも拘わらず海軍の最初からの不干渉主義は益々陸軍の行動
を増長させた嫌いがあり、まことに遺憾千万であった。」
史料８

「太平洋ニ関スル四国条約」

第４条：「本条約ハ締約国ノ憲法上ノ手段ニ従ヒ成ルヘク速ニ批准セラ

ルヘク且華盛頓ニ於テ行ハルヘキ批准書寄託ノ時ヨリ実施セラルヘシ千九百十一年七月十三日倫敦ニ於テ締結セラ
レタル大不列顛国及日本国間ノ協約ハ之ト同時ニ終了スルモノトス」
史料９

「海軍軍備制限に関する条約」（調印（1922・2・6）
）

１ 主力艦
国

： 備砲（口径 16 インチ以下：第 6 条）
廃棄量（第 2 章第 2 節）

米国

保有量（条約調印時：第 2 章第 1 節）

代替量（最終勢力：第 4 条）

既成艦

15 隻

18 隻

建造中

13 隻

（18 隻

既成艦

20 隻

22 隻

計画中

4隻

（20 隻

既成艦

10 隻

10 隻

301320 トン

315,000 トン

建造中

6隻

計画中

８隻

仏国

10 隻

221170 トン

175000 トン

伊国

10 隻

182800 トン

175000 トン

英国

日本

（

500,650 トン

525,000 トン

525,850 トン）
580,450 トン

525,000 トン

558,950 トン）

）内は、「陸奥」の代償となる新艦２隻の竣工後を示す。

２ 航空母艦
（１）勢力（第 7 条） 米・英 135,000 頓（比率 100％）
、日本
仏・伊

81,000 頓（比率 60％）

60,000 頓（比率 44％）

（２）基準排水量（第 9 条） 27,000 トン以下
（３）備砲（第 10 条） 口径 8 吋 10 門以下、但し、排水量 27000 頓を超えるものは 8 門以下
（４）艦齢を竣工後 20 年とし、3 年前から建造可能
３

補助艦

（１）基準排水量（第 11 条） 10,000 頓以下
４

（２）砲（第 12 条）口径 8 インチ以下

商船の武装（第 14 条）平時に口径 6 吋以上の砲の搭載準備を禁止

５ 防備制限（第 19 条）
（１）太平洋における現状維持
米国

アリューシャン、グアム、フィリピン、ウェーキ、ミッドウェー
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英国

香港

日本

千島列島、小笠原列島、奄美大島、琉球列島、台湾、澎湖島

（２）現状維持の意味

新たに要塞又は海軍基地を建設しない。現存海軍基地の修理及び維持能力を増
大しない。沿岸防御力を増大しない。

６

その他

（１）定義（第 2 章第 4 節）
ア、主力艦

基準排水量 10,000 頓を超えるか口径 8 吋を超える砲を備える軍艦

イ、航空母艦 航空機搭載を目的とする 10,000 頓を超える軍艦
ウ、基準排水量 燃料及び予備缶水を除く一切の公開準備を完了した際の軍艦排水量
（２）再議の開催（第 21 条）
①一締約国の海軍力による自国の防衛上必要な場合で同国が要求した時。
②米国は科学技術の発達を考慮し、8 年後の会議を準備
（３）廃棄通告（第 23 条）

①1936 年 12 月 31 日迄。②一締約国が条約の廃棄通告を行った日から 2
年間有効。③廃棄通告があって 1 年以内に全締約国による会議開催

史料１０

「加藤全権伝言」
：

出典：
『大分県先哲叢書 堀悌吉 第三巻』（平成 29 年）

「… 国防ハ軍人ノ専有物ニ非ス。戦争モ又軍人ノミニシテ為シ得ヘキモノニ在ラス、国家総動員ニシテ之ニ当タ
ルニ非サレハ目的ヲ達シ難シ。故ニ一方ニテハ軍備を整フルト同時ニ民間工業力ヲ発達セシメ貿易ヲ奨励シ真ニ国
力ヲ充実スルニ非スンバ如何ニ軍備ノ充実アルモ活用スル能ハス。平タク言ヘハ金ガナケレバ戦争ハ出来ヌトイウ
コトナリ … 日本と戦争ノ起ル Probability ノアル国ハ米国ノミナリ。仮リニ軍備ハ米国ト拮抗スルノ力アルト
仮定スルモ日露戦争ノ時ノ如キ少額ノ金デハ戦争ハ出来ヌ。然ラハ其ノ金ハ何処ヨリ之ヲ得ヘシヤトイフニ、米国
以外ニ日本ノ外債ニ応シ得ル国ハ見当ラス、而シテ其ノ米国ガ敵デアルトスレバ其ノ途ハ塞カルルカ故ニ日本ハ自
力ニテ軍資ヲ造リ出サザルヘカラス。此ノ覚悟ノ無キ限リ戦争ハ出来ズ。英仏ハ在リト雖モ当テニ成ラス。斯ク論
スレバ結論トシテ日米戦争ハ不可能トイフコトニナル」、
「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ヲ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
信ス、即チ国防ハ軍人ノ専有物ニ在ラストノ結論ニ到着ス」
（参考）ワシントン会議において締結された諸条約は、いずれも大正 11 年中に批准され、山東懸案解決に関する日
支条約は同年 6 月 2 日、
「ヤップ」島及び他の赤道以北の太平洋委任統治諸島に関する日米条約は同年 7 月 13 日、
海軍軍備制限に関する日米英仏伊五か国並びに太平洋方面における島嶼たる属地及び島嶼たる領地に関する日英米
仏四国条約は翌 12 年 8 月 17 日、支那に関する日英米仏伊白和葡支九国条約、及び支那の関税に関する同九国条約
は超えて大正 14 年 8 月 6 日を以て公布された。

ロンドン会議の史料集
史料１

加藤寛治「海軍軍備制限ニ関スル加藤中将講演筆記」
（部内限）

「是カラ華府会議ニ於テ協定サレマシタ海軍軍備制限ノ事ニ就テ講演致シマス」
（海軍大学校其他ニ於テ）
後録 「日本ノ使命ト理想」
而シテ我日本国民ノ使命理想ト云フコトニ就キマシテハ、自分等ノ浅薄ナル考ヘヨリモ、嘗テ日本ニ居ツタ仏国
ノ哲人「ポール・リシャール」氏カ、
「日本国ニ告ク」ト云フ題テ書カレタ一文ヲ、御参考ニ供シ且ツ御研究ヲ願ヒ
タイト思ヒマス、斯クシテ日本ニ滞在スルコト四年、日本ノ国体、国民性、宗教等ヲ研究シテ得タル所ノ結論ハ

6
１

日本ヲ以テ萬国に優リテ統一アル民ノ国ト為シ

２

一切ノ世ノ隷属ノ民ノ為ニ起チ

３

失ハレタル自由ヲ亜細亜ニ与ヘ

４

欧羅巴ノ思想ト亜細亜ノ思想トヲ統一シテ

５

一切ノ人類幸福ノ敵ヲ亡ホスハ日本ノ使命ナリ、日本ハ一切ノ統一ニ貢献セン為ニ、マタ人類ノ平和ヲ促サン
為ニ生レタリ、日本ハ流血ノ跡ナキ、宗教ヲ持テル唯一ノ民トシテ、

６

一切ノ神々ヲ統一シテ更ニ神聖ナル真理ヲ発揮スヘシ、更ニ最後ニ於テ、地上ノ萬国ニ向ッテ、

７

人ハ皆一天ノ子ニシテ，…天ヲ永遠ノ君主トスル、一個ノ帝国ヲ建設スヘキコトヲ、教フヘシト云フノテアリ
マス、而シテ斯クノ如キ大使命ヲ有スル日本カ、今ヤ萬国ノ進路悉ク相会シ、萬国ノ思想悉ク相触ルル、此ノ
十字路に立チテ …

列強ハ唯々其ノ恐ルモノノミヲ敬スト警告シ、 …

来ノ精神主義ヲ奉セヨ …

光栄アル歴史ヲ有スル、日本本

今ヤ日本ハ亜細亜ノ統一者トナツカ、又は亜細亜カ日本ヲ除外シテ、又ハ日本

ヲ敵トシテ、自ラ一体トナルヲ座視スルカヲ、決着スヘキ秋ニ臨ンテ居ル。

… …

強者に頼らす弱者に

暴セス、敢然として日本本来の道義的精神主義に立ち、独立不退転の勇猛心を以て国際的に進むて、広公益、
開世務、一旦緩急即義勇奉公の大理想を貫き、止を得されは、帝国の使命のために、破邪顕正の利剣を振ふの、
大悟を要すと思います。
（注：参考）佐藤鉄太郎と大川周明は、上記 7 項目をどのように受け止めたか。
史料２

マクドナルド首相、国際連盟第 10 回総会にて、英米協定の見込みを表明。
①不戦条約を軍縮の出発点とする。 ②英米海軍力間に均勢原則を認める
③主力艦に関する海軍休日を考慮する ④潜水艦を廃止または大制限する
⑤英は 8 吋大巡 15 隻 146,800 噸、6 吋巡洋艦 35 隻 192,200 噸、合計 339,000 頓
米は 8 吋大巡 21 隻 210,000 頓、6 吋巡洋艦 15 隻 105,500 噸、合計 315,500 頓

史料３

加藤寛治軍令部長が、浜口雄幸総理に進言した際に引用した東郷元帥の言

「将来の支那は東洋の禍根である。日本の武力で畏敬せられるべきものでなくなったら東洋の平和は忽ち乱れる
であろう。英米が口に不戦条約を唱え国際連盟を高唱するならば、布哇や新嘉坡の防備や兵力器材の集結は何故か
と問へ。支那の現状を見よ。至る所に国際問題を引き起こすべき不安がある。而して支那自身の力では決して之を
処理し得ず必ず日英米の厄介にならざれば済むまい。この危険が伏在する以上口舌の折衝のみで無事に解決する望
みは殆ど無い。米国が少将を派遣しながら之を任地限り大将としての権限を与へ常に支那問題に於て牛耳を取らん
とする下心は厳に注意せねばならぬ。
（東郷元帥の言終り）
（注）以下は、引き続き、東郷元帥の見解を踏まえた上での加藤寛治の意見：
なほ、最近、太平洋会議に於て日支が満州問題で角突き合いとなった時米委員は次の如き威嚇的言を吐いた由であ
る。
「満州問題に関する日支の繋争は次回の太平洋会議までに必ず解決しておくべきである。しかしこの間に日支が
戦争を以て解決する如きは米国として許す事が出来ぬ云々」国際間の道義を無視する暴戻支那を相手として日本が
絶対不戦で解決せんとすれば畢竟支那の言うなり次第となるより手はなく米委員の言は日本に向かって「譲歩せよ
満州を無条件に返せ。次の太平洋会議までに之を片付けよ。然らざれば米国は干渉すべし」と言ふに等しく全く我
が国を踏み付けたるる暴言なり。以上は、六割譲歩の由来と米国の腹中を赤裸々にしたる加藤の私見であるが、此
の次第は我海軍の将士の一致したる意見で各人の心肝に徹して忘れられぬ叫である。
（中略）し、… 予をして言は
しむれば七割を以てしてもなほ足らずと思ふ位にして余りに無形の力に頼り過ぎたるものと考ふるに至れる所以は
近代艦艇機関の急激なる進歩に依り東西五千浬の距離も洋上補給の難も根拠位置の不備も次第に敵兵力の漸減価値
を焼失し殊に一万頓巡洋艦の現出以後は一層低下して敵巡洋艦の活躍を縦ま々ならしめ十対七の兵力に甚だしき不

7
安を感ぜしむるに至れるは掩い難き事実なり。之を要するに七割の協定率は過去の行懸りと国情に依るとは云へ我
海軍の死活を岐つ絶対最低率にして此の協定成らざれば断々乎破棄の外なきものとす。右に付東郷元帥が予に語ら
れたる決意如左。華府条約に依る主力艦の六割協定は不安であったが補助艦（無協定）の増勢でその失を補ふと云ふ
ことであったから同意した。事実そうなってきたから安心して居たが今度の場合補助艦迄も七割以下に引下げると云
ふことは断じて同意出来ない。華府会議の時は主力艦は英米より少なかったから現有兵力という見地から均等主義を
曲げたのも已む得終えなかったかも知れぬが今日の我海軍は巡洋艦に於て立派に英米を凌駕して居る。それにもかか
わらず交譲の精神から掛値なしに七割の最小限度を提唱したのであるから一歩たりとも退くことはならぬ。英米が聴
従せねば今度は会議に出ぬまでじゃ。（元帥の所信終り）
史料４

四全権連名の幣原外相あてに請訓電（第 208 号） （年表・主要文書 143-144ｐ）

「過去二ヶ月余ニ亘リ終始一貫我主張ヲ固持シ遂ニ英米側ヲシテ我方ノ態度ヲ以テ余リニ融通性ヲ欠キ自国ノ立
場ニ膠着シテ国際協調ノ精神ヲ発揮セサルモノナリトノ不満ヲ漏ラサシムルニ至リタルニ拘ハラス豪モ主張ヲ緩ム
ルコト無ク英米側カ強テ不合理ナル低率ヲ我ニ押シ付ケントスルニ於テハ敢テ決裂ヲ辞セサルノ決意ヲサヘ仄カシ
テ隠忍先方ヲシテ我主張ニ接近セシメンコトニ努力シタリ」
「然ルニ最近松平「リード」会談ニ次キ十二日若槻「ス
チムソン」会談ニ於テ観取セラルル通リ米国側ハ事実上既ニ総括的七割ノ原則ヲ認メタルモノニシテ二厘余ノ開キア
ルコトハ事実ナルモ之米国側カ全然日本ノ主張ニ屈服シタリトノ非難ヲ避ケ乍ラ日本ノ希望ニ副ハントスル苦心ノ存
スル所ナルヘク大型巡洋艦ニ付テハ我主張ニ副ハスト雖モ事実次回会議迄ハ大体我方ハ七割以上ノ勢力ヲホユウスル
モノト見ルコトヲ得ヘク潜水艦ニ付テハ我主張ニ比シ少量ナルノ遺憾アルモ先方カ其ノ保有量ヲ低下シテ我ト均衡ヲ
申出タルハ一ノ譲歩ナリト認ムルヲ得ヘシ」
「本委員等ノ見ル所ニヨレハ新タナル事態ノ発生セサル限リ彼ヲシテ之以
上ノ譲歩ヲナサシムルコトハ六ケ敷モノト認ム然ルニ仏国問題カ中心トナリテ五国協定不成立ニ終ル場合ハ兎モ角日
本ノタイドニヨリテ今回会議ノ破綻ヲ見ルカ如キバアイニ立至ラハ諸般ノ関係上我方ニ重大ナル影響ヲ及ホスコトト
ナルヘキニ付深キ考察ヲナササルヘカラス今後仏伊ノ態度其他事態ノ推移ニ鑑ミ此上トモ我方主張ノ貫徹ニ最善ノ
努力ヲ試ムヘキハ勿論ノ義ナルモ此際政府ニ於テ前述交渉ノ成行ニ対シ御参考ヲ加ヘラレ何分ノ御回訓アラムコト
ヲ希望ス」
史料５

東郷元帥の言

「8 吋巡洋艦は 6 割ではいかぬ。是非共決裂を賭しても主張せよ。華府条約は補助艦無制限を条件として承知せる
ものなり」
「我初メヨリ 3 割ヲ譲歩シオルニ、彼大切ナル大型巡洋艦ニ於テ譲ルトコロナケレバ、我ハ致シ方ナシト
テ帰来ノ外ナシ。我ニハ破レタリトテ大拡張トナラヌ故、財政上ノ心配ナシ・（中略）七割ナケレバ国防上安心デキ
ズトノ態度ヲトリオルコトナレバ、一分ヤ二分トイウ小掛引ハ無用ナリ。先方聴カザレバ断々固トシテ引揚グルノ
ミ此ノ態度ヲ強ク申遺スベシ」
史料６ 3 月 17 日 左近司から次官、次長宛電（親展機密２番）
「本電全権ニハ供覧セズ
一、会議ノ情勢ハ既電ノ通ニシテ、此侭断然決裂セシムルナラバ兎モ角、帝国主張ノ全部ヲ貫徹スルコトハ
ド不可能ナリト観察セラルル処 … 既ニ全権請訓ノ次第モアリ、此侭屈服スルモ巳ムヲ得ズトナスノ
空気濃厚ナルヲ憂ヒテ所見ヲ披歴シ、裁断ヲ仰グ
二、現状ヨリ見テ会議成否ノ岐ルル数字概ネ左ノ如シト思考ス
（一）八吋砲艦
イ、将来保留量トシテ左ノ通協定ス 米十八隻十八万屯 日十二隻十二万屯
ロ、過渡期ノ処置 一九三五年（次期軍縮会議予定期）迄ニ、米ハ十五隻十五万噸完成、一
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隻建造着手二隻未着手（又ハ三隻共着手未完成）ノ権利ヲ有シ、日ハ現有十二隻十万
八千四百噸ヲ保有シ、不足噸数ノ整理ニカンシテハ時期会議ニ於テ協議ス
（二）潜水艦 日本ハ七万噸ヲ保有ス
（三）補助艦ニ於テ日本ハ対米総括的七割ヲ保有ス
三、前号ノ兵力量及比率ヲ以テ不幸協定ヲ得ザル場合ニハ休会ト決心ス」
史料７ 3・24 左近司首席随員から次官あて来電。
「一、時局ニ対スル措置振リニ関シ、（略） 今後折衝上ノ余裕ヲ得ンカ為、全権ノ自由裁量ニ委スルコトヲ得ベキ
範囲、内容等ニ付、予メ政府ヨリ内示ヲ受ケ、事態ノ推移ニ応ジ、適宜ノ処断ニ遺憾ナキヲ期シ度キ趣旨ナリ
シ処、爾来当方ノ空気ハ、我立場ヲヨリ有利ニ展開スル余地少ナシト断ジ、決裂ヲ見ルニ至ランヨリハ、寧ロ
米国案ニ落付クトモ、此際協定成立ヲ図ルハ、大局上却テ有利ナリトスル意見ヲモ、遺憾ナガラ耳ニスルニ立
到リタリ。斯クテハ海軍トシテ到底同意ヲ表シ難キ所存ナルニ付、四囲ノ情勢ヲ考慮シ、我ヨリモ此ノ際一時
的ニ忍ビ得ベキ若干ノ譲歩ヲ行ヒ、之ヲ以テ協定成否ノ岐ルル最後案トシ度存意ナリ。従テ政府ノ回訓ハ、右
譲歩ノ限度ヲ示スト同時ニ、最後ノ決意ヲ明示スルコト極メテ必要ナリト認ム。
二、今次政府ヨリ回訓セラルベキ最後案ハ … 此際若干ノ譲歩ヲナストスルモ、将来ヲ拘束スルガ如キコトナキ
様、前途自由ノ立場ヲ明カニシテ置クモノナルコトヲ要スト認ム。
三、前述ノ最後案ガ海軍側ノ提案ニ基キ政府ニ於テ審議ノ結果採択セラルルニ至ラザル場合、或ハ又最悪ノ仮定ト
シテ政府ガ彼ノ米提案ニ同意然ルベキ態度ニ決シタル場合ハ事態容易ナラザル波瀾ヲ生ズルニ至ルベク、此ノ
点大臣ノ最苦慮セラルル処ニシテ其ノ善後措置ニ付深ク熟慮ヲ回ラサレツツアリ。
四、諸般ノ事情、大臣の急遽帰朝ヲ必要トスル場合ニハ、政府ノ命令アリ次第何時ニテモ発足ノ心組ナリ
五、現下情勢ノ観測トシテハ、英米ガ所謂米ノ提案ヲ最終的ノモノナリトシテ之ニ固着シ、日本側ヨリ提示スルコ
トアルベキ対案ニ、考慮ヲ加ヘントスル意志ナキガ如ク認メラレザルニアラザルモ、尚又英米トシテハ、諸種
ノ関係上、セメテモ三国協定ヲ成立セシメント焦燥シツツアル現状ナルニツイテハ、案外局面ノ展開ヲ見ルコ
トアルベシトモ思考セラル。此点政府方面ニ於テ如何ナル観測ヲナシ居ルヤ、念ノ為承知シ度シ。
」
史料８

海軍の「閣議陳述覚書」
（抜粋）

「…… 軍備制限協定の成立ニ伴イ、国防計画実施上起リ得ベキ困難ナル諸点ヲ緩和スルノ対策トシテハ、内容ノ
充実ト術力ノ向上トニマツノ外ナシ。内容ノ充実ニ関シテハ、現存艦船ノ勢力ノ向上及ビ維持、航空兵力ノ整備、
実験研究機関ノ奨励及ビ充実、防備施設ノ改善、特殊水上艦艇ノ整備、製艦技術及ビ工作力ノ維持、失業防止ナ
ドニツキ、適当ナル措置ヲ講ズルノ要アルベク、マタ術力ノ向上ニ関シテハ、教育諸般ノ施設ノ改善、各種演習
ノ励行、勤務生活ノ改善ナドヲ考慮スルヲ要スベシ。コレガタメニ従来艦艇建造費ノタメニ圧迫セラレガチナリ
シ各種経常費、演習費、艦船改装費、艦船修理費ナドニツキ充分ニ考慮スルコト。……」
史料９

東郷元帥の回訓に対する所見

「一旦決定セラレタ以上ハソレデヤラザルバカラズ。今更彼是申ス筋合ニアラズ。此上ハ部内ノ統一ニ力メ、愉快
ナル気分ニテ上下和衷協同、内容ノ整備ハ勿論、士気ノ振作、訓練ノ励行ニ力ヲ注ギ、質ノ向上ニヨリ海軍本来ノ
使命ニ精進スルコト肝要」

