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ワシントン・ロンドン両海軍軍縮条約の締結における 

日本の対応姿勢とその意義 

                               令和 2 年 1 月 18 日 影山好一郎 

本報告は、表記された両条約の締結に至る背景、経緯に関し、先行研究が比較的に少ない日本側の対応

の実相とその政戦略的意義（軍備制限、海軍の役割、平和、戦争、政軍関係、国策、政戦略等）の考察を

試み、太平洋戦争の開戦原因考察の一助にしたいと考える中間報告である。 紹介事項：史料１ 対米 7 割  

 史料２ 八八艦隊、 史料３ 佐藤鉄太郎の「自彊将命」  史料４ 日英米三国の建艦競争の実態（1919～1922） 

 

ワシントン会議の部 

 

１ ワシントン会議（1921（大正 10）年 11 月 12 日 - 1922 年 2 月 6 日） 

（１）第一次世界大戦後、軍縮問題はベルサイユ条約の冒頭に謳ったように、国際連盟の最重要テーマの一つ 

（２）大戦中に債権国となったアメリカが、海軍軍縮と太平洋・中国問題に関する国際会議を主催するに至った。この意義？ 

（３）米国大統領のハーディング（国務長官ヒューズ）の提唱により、太平洋と東アジアに権益を有する日・ 

英・米・仏・伊・中・蘭・白・葡の計 9 カ国が参加した。革命途上のソビエト連邦は会議に招かれ 

ず、中国の自主権回復・国家建設を見守るとされた。 

（４）アメリカの関心事は、海軍の軍縮問題とアジアにおける日本の中国及び太平洋地域への進出を大きな脅威と見ていたの

で、日本を抑えるための国際的合意作りを目指したのであった。外交の後ろ盾の海軍の軍備制限をはじめとする新秩序。 

 

２ ワシントン会議の経緯 … 会議開催準備から条約締結、加藤全権の死亡迄を四期に分けて考察。 

（１）第一期：日本のワシントン会議への準備 

1915・8・10 ＷＷⅠ中に、加藤友三郎は第一艦隊司令長官から海軍大臣就任。佐藤鉄太郎、軍令部次長 

   9・10 加藤、八四艦隊成立への艦艇補充計画を大隈首相に提出し、防務会議の審議を要請。 

1917・6・5  臨時外交調査会設置（1922・9・18 加藤友三郎内閣時に廃止） 

6・26 加藤、「軍備補充に関する請議」を提出（八四艦隊完成を急ぎ、八六艦隊を目指す） 

      「要スルニ東亜海面ノ管制ヲ完全ナラシメンカ為メニ仮令サキニ策定セラレタル兵力八八艦 

隊ノ実現ヲミルモ尚ホ且ツ十分ナリト云フヲ得ス然ルニ我国力ハ右ノ標準ニ到達センコト 

スラ容易ノ業ニアラス況ンヤソレ以上ニ於テオヤ、然レトモ如何ニ消極的軍備ト雖モ必ス 

ヤ左記ノ条件ヲ保障スルニアラサレハ到底国防ノ実ヲ挙クルコトヲ得ス」 

       （イ）本土ノ防衛  （ロ）本土ト対岸大陸トノ連絡保持  （ハ）南支那海ノ保安 

若シ夫レ満一不幸ニシテ晨ニ台湾琉球ヲ奪ハレタルニ樺太千島ヲ失ヒ而カモ是等ノ離島カ

敵手ニ反用セラレテ彼ノ前進根拠地トナリタランニハ帝国ハ恰モ匕首ヲ咽喉ニ擬セラレニ

異ナラス……（中略）…… 又大陸間ノ連絡断絶セハ大陸ニ於ケル凡百ノ経営ハ水泡ニ帰

シ南支那海ノ交通途絶セハ輸入殆ント停止シ資源漸次涸渇シテ久シキヲ支フ可ラサルニ至

ラン、是如何ナル最低限度ノ国防策ト雖モ独立自衛ヲ確保セント欲スル限リ叙上各種ノ危

険防止ヲ絶対要スル所以ナリ」 

1918・3・25  八六艦隊完成案が成立  （注）1918・3・23 日米船鉄交換条約（鈴木商店・モリス） 

1918・6・29 「帝国国防方針」の第一次改訂 … 露米に支が仮想敵国に加わる。開戦劈頭マニラ攻略 

八八から八八八艦隊（艦齢八年未満の主力艦を中心に、相応の補助艦を配備した第一線の艦 

隊を 3 個艦隊建造するという壮大なもの） 

https://ja.wikipedia.org/wiki/1921%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1921%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1922%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1922%E5%B9%B4
https://www.y-history.net/appendix/wh1502-021.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6
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1918・8・2（～1922・10・25） シベリア出兵     （注）1918・11・11 第一次大戦終結 

1919・6・3 海軍省・部職員からなる「国際連盟関係事項研究会」設置。先任委員 安保清種少将、山梨 

勝之進、野村吉三郎、末次信正、原敢次郎、井出光輝、小林製造の各大佐他 

6・28 国際連盟規約は、ベルサイユ条約（1919・6・28）第一篇の 26 か条に規定された。 

第 8 条「一 連盟国ハ平和維持ノ為ニ其ノ軍備ヲ国ノ安全及国際義務ヲ協同動作ヲ以テ

スル強制ニ支障ナキ最低限度迄縮小スルヲ承認ス」（平和維持のため軍備縮小） 

「二 連盟理事会ハ各国政府ノ審議及決定ニ資スル為各国ノ地理的位置及諸般ノ

事情ヲ参酌シテ軍備縮小ニ関スル案ヲ作成スヘシ」（採否決定は各国政府の手） 

1920・5  水野広徳と加藤友三郎海相の会話（大戦後の欧州旅行から帰国の挨拶した水野） 

   7・1  第 43 回帝国議会、八八艦隊完成法案は協賛を得て、8・1 裁可、公布。日本が大戦景気か

ら戦後の反動不況に突入した時であり、これ以後、国際社会は軍備縮小の機運へ 

8・25 安保清種先任委員の第一回報告「軍備制限ニ関スル研究並決議」提出。 …… 史料５ 

      ・国防方針に基づき主力艦 24 隻基幹の兵力を要求。大勢が軍縮に傾けば、最低限 16 隻。 

      ・特殊制限事項：①潜水艦廃止問題 ②兵器弾薬及軍用材料制限問題 ③築城制限問題 

  （注）この研究成果の意義： ①日本の軍備制限の考え方の原点となったこと（海軍の主務事項？） 

      ②決議の矛盾：潜水艦問題を艦隊決戦思想の主力艦重視へ ③海軍軍縮専門委員選出の先例 

1921・2・10 衆議院は尾崎行雄の提出した「軍備制限決議案」を 38：285（原敬の政友会）で否決 

       歳出総額の 49％を軍事費が占める現状 … 現状賛成ではなく軍閥を憚ってのこと 

3  「大正十年三月 海軍大臣声明書」： 加藤海相は在東京米国連合通信社代表より受け取った 

書簡に対する回答声明。加藤は、八八艦隊の方針は日本にとって極めて中庸の態度としなが 

らも、海軍予算が国庫の負担を大ならしめていること、日本海軍は米国海軍との親善を希望 

していること、列強間に軍備制限が成立すれば八八艦隊に固執しないことを述べた。 

〇日英同盟の廃棄問題に関する幣原喜重郎の回顧：＝ 英国側から日英同盟の処理について、米ヒューズ 

に対し再三の「日英米三国会談の要望」あり。日英同盟の始末問題を議題とする代わりに極東及び太平 

洋問題を議題にすることに落ち着く（ワシントン会議開幕までの前奏曲）。英提案を徳川家達が黙認 

5・13 原内閣の「満蒙に対する政策」：「支那ニ於ケル門戸開放機会均等主義ニ鑑ミ帝国ノ国防 

ナイシ国民ノ経済的生存ノ脅威タラザル限リミダリニ排他独占ノ方法ニ走ルハ決シテ策ヲ 

得タルモノニアラズ。カクノ如キハ独リ列国ノ猜疑反感ヲ招クニ止マラズ、満蒙ニ於ケル経 

済的開発ヲ遅滞セシメ結局我ガ国ノ受クベキ利恵ヲ自ラ殺グノ結果ヲ齎スニ過ギザルベシ」 

7・11 就任したハーディング大統領（ヒューズ国務長官）は、日英仏伊各国に対し、軍備制限並 

びに太平洋及び極東問題について会議開催を非公式に打診。 

7・21 「国際連盟関係事項研究会」は、ワシントン会議の軍備制限問題に答えるために、「日米 

海軍制限問題に関する研究」「海軍航空兵力に関する研究」「太平洋諸島の軍事的施設撤廃 

若しくは制限に関スル研究」を報告。(対米 7 割不可欠) 

   (注)「第一、英米トノ均衡ヲ失ワザル限リ八八艦隊ノ建設ニ固執スルモノニアラサルコト」としな 

がら、「第二、帝国ハ米国ニ対シ其ノ七割以上ノ海軍兵力ヲ絶対ニ必要トスルコト」と 7 割 

論を公式に表明し固執。（「三省打ち合わせ協議会」を経て、日本政府の訓令へ） 

  8．11 米国、ワシントン会議へ正式招請 

   8・16 佐藤鉄太郎（八八艦隊信奉者）は舞鶴鎮守府長官へ。加藤友三郎の考え方（八八艦隊建設 

が財政経済の破綻の恐れあり、対米海軍競争への突入は日本の命運が尽きる）  
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  （注）加藤寛治は佐藤鉄太郎の「艦隊決戦至上主義」を支持。海軍将校の大半＝「海戦要義」を奉ず 

   8・16 （計 6 回の「三省打ち合わせ協議会」が開催） 

 ～ 9・26  外務省・海軍省・陸軍省の三省打ち合わせ協議会(委員は各省の次官、局部長等) 

        海軍側委員：海軍次官井出謙治、軍令部次長安保清種、軍務局長堀内三郎、一班長斎藤

七五郎、前軍務局一課長山梨勝之進、海軍省副官野村吉三郎、軍務局一課長宇佐川知

義、軍令部一課長末次信正、軍務局員原敢二郎大佐、軍令部員上田良武大佐であった。 

（注 1）幹事会は、各省二名ずつ(海軍は末次。原) 

（注２）海軍は最初から英米と適当な比率が得られれば、八八艦隊の縮小を辞さないとの決意。         

1921・9・27 日本は、加藤、徳川家達、幣原三全権を任命。陸軍随員は参謀本部第二部長の田中国重陸 

軍少将以下 11 名。「国際連盟関係事項委員会」は、「華府会議軍備制限に関スル研究」 

の「（Ａ）日英米海軍軍備制限ニ関スル研究」の中で、具体的な七割比率を明確にした。 

（注１）陸軍は、事前に軍備縮小があり得るという最悪の状態を研究せず楽観的。 

・加藤友三郎全権、首席随員の加藤寛治に「華府会議に関して海軍首席委員に与フル海軍大 

臣訓令」を発した。その 3 項で「帝国ハ米国ニ対シ其ノ七割以上ノ海軍兵力ヲ絶対ニ 

必要トスルコト」と 7 割論を正式文書に記載させた。しかし、全権に与えられた「華盛 

頓会議帝国全権ニ関スル訓令」には、7 割の文句は一切記載されていない。 

 （注２）加藤全権の考え方：八八艦隊に固執しないが典型的な艦隊決戦主義であり、7 割論支持者 

である。加藤全権は飽く迄も東亜海域における局地的制海権の樹立に目を向けた。 

10・12 政府の「華盛頓会議帝国全権委員ニ対スル訓令」は、外交調査会の議を経て、同 13 日に 

閣議承認を得る。翌 14 日に全権に与えられた。（10・15 横浜出発）……   史料６ 

  11・4  原敬総理暗殺。この報を聞いた加藤全権は、速やかに進退伺を出した。 

       同夜、臨時閣議は首席閣僚内田康哉が臨時内閣総理大臣を命ぜられた。 

   （注１）加藤全権の広報対策 … シャトル到着の三日前に船内でテーブルスピーチをした。 

        ①日本海軍の守勢的軍備、軍備制限に対する誠意及び八八艦隊に対する柔軟性 

        ②ワシントン到着後、二三回新聞記者に面会した。加藤の感想：「とにかく会議開催ま

でに多少とも米国の空気をソフトにするの効果はありと信ず」 

  （注２）加藤全権の対大陸政策観         ………………………       史料７  

 

（２）第二期： 会議の開催から主力艦比率問題の頓挫（1921・11・31） 

1921・11・12 第一回総会（ワシントンのコンチネンタル・メモリアル・ホール）、会議劈頭、議長に選

ばれたヒューズは日英米海軍力の制限に関する具体的提言（爆弾発言(四原則)） 

        ①現行又は計画中の主力艦建造計画を一切放棄 ②旧式艦若干の廃棄  ③現有勢力を

考量 ④海軍力測定基準を主力艦のトン数とし、これに比例して補助艦艇勢力を決定 

     加藤全権：「米案ニ反対スルコト能ハズ若シ之ニ反対セバ日本ハヒドイ目ニ遭フ」 

   （注１）加藤（日）、ヒューズ（米）、バルフォア（英）、ブリアン（仏）、シャンツエル（伊） 

（注２）山梨大佐の回想：会議劈頭から加藤全権・海軍専門委員の対米 7 割コンセンサスが崩壊 

  11・15 第二回総会  ヒューズ提案に対する海軍軍備制限に関する各国の表明演説。 

・英全権の米国提案賛成に次いで、加藤は主義において米国提案を欣然受諾し、海軍の大削

減に着手するつもりであると表明した後、国家の安全に関する問題に十分な考慮を払う必
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要があり、トン数基準において、若干の修正を提議する予定であると付言した。英のバル

フォアが、ヒューズ案は欧州が最重要な陸軍問題に触れておらず、これは別の方法で！ 

・加藤全権の意図に反して、加藤寛治首席随員は、海軍軍備専門委員会にて海軍比率七割以

下は不可能であると強硬に反対したため、委員会は不調に終わった。この問題は日英米三

国全権会見に託される。午後、第一回軍備専門委員会：五国から 1 名ずつの海軍専門員か

らなる小委員会。日本の方針(米国提案に対する検討)は海軍随員中、大佐以上を以て編成 

     16 第一回軍備専門委員会 ビーティ大将、英国意見を述ぶ。加藤寛治、日本修正案を提出 

日本側要求：対米 7 割の確保＋戦艦「陸奥」・「安芸」の復活＋空母勢力の対米同等 

       極東第一回総委員会： ヒューズが支那問題の重要性を指摘。（ヒューズの第 2 爆弾 

発言）～1922・1・23 第 24 回総委員会まで延々、20 数回の討議。支那問題は終始 

、米国の提案する議題の順序で進行。  

   11・17 第二回軍備専門委員会 議長ルーズベルトは、加藤寛治（以下「加藤」）を招請し、6 割 

        根拠を説明。現有勢力比、比率主義以外の方法を懇請。加藤拒否。 

     19 第一回日英米三国全権会見（首席全権の非公式会談）。ヒューズ提案（以後 3 人が随時非 

公式会談にて軍縮と並行し太平洋極東問題も解決）→日英同意。加藤：日本の安全確 

保と 7 割論の趣旨・由来を説明。ヒューズ：主力艦の現有勢力を以て海軍力算定の基 

礎との原則を示し国家安全保障論を拒否。バルフォアは賛成し、加藤は賛否を保留し、 

軍備専門委員間の現有勢力の意味と主力艦トン数の算定方法を検討することに合意 

（注）加藤全権のルートに対する質疑：各国全権はいずれも中国の門戸開放主義に賛同した。 

加藤全権は、日本は対華友好関係の増進を希望し、なんら領土的拡張政策をもたず、「 

日本は無条件にて、中国における門戸開放・機会均等主義を尊重する」と確言し、日 

本がこの会議に参加したのは、利己的利益を増進するためではなく、極東平和のため 

列国と協力するためであると述べた。彼は最後に、この会議の主たる目的は列国の 

招来の行動の指針となる政策と原則を樹立することにあるとした。（幣原全権は病気中） 

     21～ 第三回総会。 ブリアン：仏の現状を説き、陸軍制限の不可能を論じ、各国全権同情 

す。軍備専門員会（軍人のみ）、日本委員現有勢力に関する質問書を米に交付。検 

討したが、日米一致せず。 

極東第三回総委員会： ルート米全権、中国に適用すべき「ルート四原則」を提示。：①

中国の主権独立及び領土的並びに行政的保全の尊重。②中国の有力・基礎強固な政府の

完成を支持（中国に充分・無制限の機会を与える）③中国全土での各国国民の商工業に

おける機会均等主義を有効に樹立と指示・努力すること。④友好国の国民の権利を損傷

する恐れある特権・利益を、現下の事態に乗じ獲得しないこと等。 

（注１）加藤全権は、ルート案の「原則の適用範囲は中国本部に限る」に関し、行政的保全と 

は既存の利益または特権にふれんとするものなりや否や、と質したのに対し、ルート 

は「この言葉は現に如何なる特権にも影響するものではない」と答えた。 

   （注２）この第三回総会において、ヒューズ議長の提案により、陸軍軍備制限問題が俎上に。 

       ブリアン演説 1 時間（平和条約締結後の独、無政府状態のロシアも陸軍増強の可能性） 

     23 加藤全権は主力艦問題の膠着状態を予想し、対米交渉方針を求める請訓を打電した。 

加藤全権：日本の方針案：第一案：我提案を固執する。第二案：比率を 10 対 6.5 前後と

し「陸奥」を加える。第三案：10 対 6、「陸奥」を加える。第四案：米国案通り。やむを
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得なければ二・三案、万やむを得なければ第四案。衝突回避は絶対と請訓。これに対し

11・28 内田外相は、第二案に努力するも、やむを得なければ太平洋防備の縮減又は現状

維持を条件に第三案とし、第四案は避けるよう回訓した。（日本政府は防備問題に理解） 

    （注１）陸軍軍備問題は、「「ブリアン」ノ断固タル反対ニ依リ有耶無耶トナレリ」 

    （注２）外務大臣(内田康哉)＝全権に対する訓令は外相名で発信。閣議又は首相・外務・海軍省

協議から外交調査会に付議。→ 回訓は、米側に解読される。米側に有利な展開 

    （注３）これらの請訓に対する井出次官の対応： 

        東郷元帥の発言：「一割内外ノ兵力差ハ深ク関スル所ニ非ズ 要ハ敵ニ勝ツベキ準備ト

心算覚悟ニ在リ」 → いずれも加藤全権に報告された。 

  11・25 極東第六回総委員会（治外法権撤廃問題討議） 

    30 第二回日英米三国海軍専門家会合 …ルーズベルト議長は研究打切りを宣言。主力艦勢力

比の問題を全権に移すことになった。航空分科会（第一回：米モゼット少将委員長） 

  （注１）ル議長は日米間の意見の相違は以下の 2 点あり、いずれも本海軍委員会の決定権限を越え

るので、全権委員会への移牒が適当と述べた（①日本委員は建造中の屯数を現有勢力に加え

ないという見解を有していること ②加藤中将が声明した国家の安全のために 10 対７を必

要とすること）。その後加藤中将の声明：「…日本委員ハ屡現有勢力ノ定義ニ関シ米国委員ニ

質問セル処米国ノ回答ハ定義ソノモノニ非スシテ唯自家ノ計算ヲ示スニ過キサリシハ吾人ノ

遺憾トスル所ナリ」「…故ニ米国ノ計算ノ基礎カ眞ニシテ日本計算ノ基礎カ眞ナラサルコト

カ証明セラレサル限リ五・五・三比ヲ現有勢力ノ正確ナル計測トシテ承認スルコト能ハサル

所ナリ」…ここに、主力艦問題が不一致。軍備制限交渉は最大危機！  

 

 （３）第三期： 比率問題・防備問題の一体解決から主要条約締結まで（1921・12・1～1922・2・6） 

  12・1 ・バルフォアが会議決裂を憂慮して、加藤全権を訪ねて、比率問題の決着をつけることを考

慮するように訴えた。打開策を打診。（加藤全権は、七割比率は国民的要望であることを

強調しながらも、一身の毀誉を顧みず全責任を負うと決意を述べ、米案を受諾する条件

として、廃棄艦リストに入っている「陸奥」の復活と「海軍制限ト別問題ナルモ茲ニ政府

並ビニ国民ノ希望スルコトアリ南洋防備問題之ナリ」と前置きした後、米国のハワイ、フ

ィリピン、グアム島、日本の台湾、澎湖島、小笠原及び奄美大島の現状を説明し、太平洋

における防備の現状維持を提案した。太平洋島嶼問題を抱き合わせることで、海軍軍備

制限問題を解決したい旨を伝えた。さらに加藤全権は英国の香港、シンガポールの位置

も指摘したところ、バルフォアは非常な注意を払って傾聴した。バルフォアは「この問題

が何等かの形で協定されれば、海軍制限に対する国民への説明になりますか」という質問

に対して加藤は説明の一部になりうることを認めた。バルフォア応諾し、ヒューズへ打診 

・他方、加藤全権は、海軍専門委員に七割の政治的理由を捻出することを求めた。以後、事

態は好転し、12・25 の日英米三国仮協定の公表まで漕ぎつけた。それは日本が主力艦比

率 6 割を呑む代わりに、戦艦陸奥の復活と太平洋防備制限の現状維持を認めさせたこと。 

      ・午後、バルフォアは暗号解読によって状況を把握していたヒューズに加藤の提案を伝え

る。大統領と協議の結果、受諾は困難ではないことで一致。 

（注）暗号解読の可能性を知らされた幣原の対応（『外交五十年』（中央公論社）76-78頁） 
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・山東問題第一回 米英両国の斡旋により、当日から日華両国間に交渉が進められ、会合を

重ねること 36 回に及び、翌年 2・4 両国間に山東懸案解決に関する条約が結ばれ、日本

は膠州湾租借地の返還、日本駐屯軍の撤退、山東鉄道の移譲などを約した。 

  12・2  第二回日英米三国全権会見 … 加藤全権はバルフォア・ヒューズと比率問題・陸奥に関

する討議。日米双方の主張の繰り返し。バルフォアはヒューズと同一歩調を取り、かつ初

めて 10 対 6 の比率が妥当と公言した。加藤全権はヒューズに前日の趣旨を説明し、日米間

に悪感情を生ぜしめないことが重要なことを説き、ヒューズの協力を求めた。 

   （注１）この会議によって、主力艦問題で英米が共同歩調をとり始めた。ヒューズのハワイは論

議し難いが、日本本土を含むことから協議する準備がある（恫喝的意見） 

   （注２）バルフォアは「ヒューズの爆弾発言」以来、常に主導権をとっているヒューズに対し、 

基本的に同意しつつ英国益拡大のチャンスを狙って、防備問題を四国協約に関連させた。 

   （注３）加藤全権の請訓案：もはや折衷案提示は不適。①我主張の固執 ②米案同意か の請

訓。陸奥復活は努力継続。防備制限は英米の出方を見る。請訓は種々の意見の満足を得る

ため。加藤中将の政府当局に対する強硬意見具申 (末次起案、全権の了解なく発信) 

   （注４）井出謙治海軍次官の措置（①全権信頼、6 割受諾やむなしだが、陸奥復活へ ②防備問題 

現状維持 ③閣議・外交調査会に提出）  

  12・3 ・加藤全権は請訓電を発した。注目すべき点は、「…防備問題は別電による全権一同同意」 

とした点である。（主力艦比率、陸奥の去就に注がれている間に、加藤の配慮） 

  電文内容： この日、加藤全権は日英同盟が絶望的と述べている。 

・極東問題第十二回総委員会（日本側は、関東州租借地を放棄する意思は毛頭ない。日本は経 

済上及び国防上、満州に死活的利害関係を有し、しかも英米仏諸国はこの事実を認め、そ 

の安全を保障している旨主張） 

  12・8 在京米大使、内田外相に会見し、ヒューズ長官はフィリピンの現状維持には異論ないが、日 

英仏三国においても所有する島嶼に関して同様の保障を与える必要がある旨を明言。 

・山梨大佐：全権の了解を得て、英チャトフィールド少将と太平洋防備問題について内談 

 山梨の意見（ハワイ、グアム、マニラ、奄美大島、澎湖島、基隆、香港、シンガポールを一 

括して現状維持を提議）に対して、チャットは個人的意見として、ハワイ（米本土防衛上） 

とシンガポール（印度との関係からハワイに類似）除外が妥当ではないかと答えた。 

       航空第四回分科会。毒ガス第三回。極東問題第十四回。山東問題第十六回。 

  12・10 第四回総会が開催された。加藤全権は内田の来電に対し、次のように答電した。 

「当地の新聞においても、比率問題の行き詰まりと同時に、海軍根拠地に対する我方の意向

に関して種々の憶測を頻繁に伝えているが、反対論は多くはない。比率問題と同時に協議

を進めるつもりで準備中である」（ヒューズ議長から太平洋諸島に関する四国協定提案）。 

   （注）随員田中陸軍少将の発電「太平洋防備問題ニ関スル意見」：加藤全権は、最後に小笠原・ 

奄美大島及び台湾の現状維持に譲歩か。海軍に異存なければ陸軍にて反対の理由なし 

  12・12 第三回日英米三国全権会見。5・5・3 の比率及び防備制限問題は大きな異論なく落着。「陸 

奥」の復活と英米両国の戦力保有について紛糾。13―15 日の会議でまとまる。→ 日本の 

「陸奥」を残す代わりに米国は「コロラド」「ワシントン」を完成させ「ノースダコタ」「デ 

ラウェア」を廃棄。建造艦のない英国の代艦建造は 45000 屯 2 隻建造。旧式艦 4 隻廃棄。 

 12・13 第四回日英米三国全権会見（主力艦・太平洋防備・陸奥問題討議）三全権の協議成立。 
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（注１）日米英仏の四国条約：「太平洋方面ニ於ケル島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル四国条

約」が調印。この第四条に日英同盟の廃止を謳う。日本は交際孤立を回避、他方、日英同盟

の外交骨髄を失う。米国は日本からフィリピンの安全について保障を得た。…… 史料８ 

（注２）兵力制限は太平洋の平和維持が前提… 四国条約の意義！（同条約は幣原全権主担当） 

  12・14 第五回日英米三国全権会見（英国勢力問題の他、略一致点に達する）。 

極東太平洋問題第十六回総委員会（勢力範囲問題）中国全権は、中国が廃棄を要望する条約 

の明細表を提示（1915・5・の日華条約及び付属交換公文を筆頭とし、15 項目のうち 12 項 

目まで日本を当事国とする条約）。しかも中国側は、1915 年の日華条約は日本の武力的圧迫 

によって屈服を余儀なくされたものであると論じ、同条約を再審議の上廃棄するよう要望。 

埴原全権は、この問題は進行中の日華間で討議されるべき問題であると反論し、ヒューズも 

討議の延期を勧告し、この問題の討議は打ち切られた。以上のような経過の後、1922・2・ 

6 ルート四原則とヒューズ決議案を骨子とした「九国条約」が成立した。 

  12・15 第七回日英米三国全権会見（比率問題決着：主力艦制限と太平洋防備制限の仮協定公表）。 

      この仮協定の成立で海軍委員会が解散され、技術・政治問題から海軍十五人委員会が編成

   第一回海軍十五人委員会: 上記の仮協定を公表した背景には、米全権はハワイ除外、英全 

  権はシンガポールの言及を避けたことから、加藤はグアム、フィリピンの要塞化防止で皆満 

足。しかし、その後、仮協定を成文化する段階で難航。加藤全権は、この時点で、「Japan  

proper」に手を触れないという、日本の島嶼について明言しなかったことが紛糾の原因へ。 

12・16 第二回海軍十五人委員会（伊仏海軍勢力討議）： 加藤中将は航空母艦問題を陳述。 

12・17 同第三回 12・20 同第四回（終結） 

  12・21 仏国、当初主力艦に 35 万トンを要求。潜水艦 9 万トンを留保し、17 万 5 千トンを承認し、 

仏伊均等の立場から伊国も受諾。五国の主力艦保有量が決まった。………  史料９ 

  12・22 第 4 回軍備制限問題総委員会～12・30 第 13 回総委員会迄、潜水艦問題が議論された。 

   （注１）英国の潜水艦廃止論と仏国の潜水艦維持論が真っ向から対立し、この問題は流産に至る。 

   （注２）残念なことは、日本海軍専門委員の中で、「海の経済戦」であった潜水艦戦に注目するも

のが皆無であったことであり、加藤全権は病気のため欠席中であった。 

  12・23 ヒューズは、主力艦比率を補助艦に適用する努力。潜水艦の廃止あるいは制限に対する仏国 

の反対は、主力艦制限以上に強硬であり、潜水艦廃止を強く主張する英国(海軍省は全廃に 

反対)との間に激しい論戦。仏国の潜水艦保有量 9 万トンの要求は、主力艦比率の適用を強 

く主張する米海軍の主張とも両立せず。 

  12・24 補助艦制限問題：ヒューズは潜水艦全廃問題の討論終結を宣言し保有量制限の新提案を行う 

  12・27 加藤全権は、宿舎のショーラム・ホテルで海軍次官井出謙治宛ての伝言を、加藤中将列席 

の上、随員の堀悌吉に口述筆記させた。加藤中将を嗜めたのもこの見地からであった 

（注）加藤全権伝言起案：「種々熟考のうえ、… 各種の意見を有する人々を満足せしむるために」

請訓。「責任を回避する如き態度は断じて取らざるべし」  ……       史料１０ 

  12・30 英国は、「航空母艦は艦隊勢力と密接な関係を有するので、主力艦比率と同一でなけれな 

      ならない」とし、必要量 5 隻〈135,000 頓〉かつ代艦を必要とする旨を述べ、伊は仏と同勢 

力であることを条件として、事故喪失の場合を考慮した 2 隻(54,000 頓)を要求。加藤全権 

は国防上の見地（海岸線の長さ、港湾の位置、家屋の構造等）から 3 隻(81,000 頓)を主 

張、仏は 3 隻（6 万頓）を要求。ヒューズはこれを受け入れ、英米各 13,5000 トン、 
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日 81,000 トン、仏伊各 6 万トン、単艦排水量 27,000 トン以下との提案に各国了解。 

   12・31 午後の第 14 回総委員会で航空母艦の協定が成立した(空母は実験的なもの) … 史料９ 

1922・1・10 日米は先の 1921・12・25 の主力艦・太平洋防備制限問題に関する仮協定に同意していた

が、英バルフォア全権が、現状維持すべき範囲を緯度経度で示す案を提議。1922・1・10 の

第一回条約起草全権委員会を皮切りに、太平洋防備制限問題における「Japan prorer」の解

釈を巡って、バルフォア全権との間ばかりか、全権団内及び本国との間にも、こじれにこじ

れた。結局加藤全権は、1・28 の最後の回訓が届くまでに、2 週間に 4 回の請訓を仰いだ。 

（注）日本陸軍の考え方： 防備問題に対しては米国を支那に近寄らせないために、要塞及び海軍

根拠地を撤廃する。師団の現状維持を図り、陸軍軍縮は飽く迄受け入れられないという姿勢 

1・13 第五回首席全権起草委員会にて 19 条以外の審議終了。加藤全権、条約内容に同意なら至急 

      回電を！ 朝日新聞「果然問題トナッタ小笠原」、万朝「華府会議三大失態、小笠原防備問 

題モ其一ナリ」等の記事が日本を席巻していた。 

   1・20 防備問題に関し外交調査会が「小笠原及び奄美大島問題ノ取纏メ方訓令ノ件」を決定。 

   1・21 防備問題の政府回訓。「必要トアラハ小笠原及奄美大島ニ関シ現状維持ノ約束ヲ条約ニ 

中記スルモ差支ナシ但シ右両島ガ日本本土ニアラストノ誤解ヲ生セサル様注意アリタシ」。 

   1・22 加藤、ヒューズ、バルフォアに会見し、「Japan proper」の語句について小笠原・奄美諸島 

の主権を公言出来なかったことを巡り、政府訓令に関する調整。 

    1・23 第 24 回極東総委員会でヒューズは支那問題終了を確認後、シベリア問題に入ると宣言。 

   1・24 シベリア出兵に関する幣原全権の声明とヒューズの陳述：  

       ワシントン会議の一つの任務は、不運な連合軍によるシベリア出兵により生起した問題を 

討議すること。しかし現実は幣原全権の釈明とヒューズ議長の陳述で終わり、不十分。 

   1・27 外交調査会が決定： 最終譲歩すべき太平洋防備制限区域について、「我方ニ於テ新ニ琉球

諸島ヲ制限地域ニ加フルコトニ同意シ更ニ千島列島ヲ右制限地域ニ加フヘキニ付米国側ニ

於テ「アリューシャン」群島ヲ同様制限区域トナスコト之ヲ以テ我最後ノ譲歩トス」 

   2・1 太平洋防備問題は海軍制限条約第 19 条で成立。第 6 回総会議で承認。……   史料９    

   2・4 山東問題： 米英両国の斡旋により、当日から日華両国間に交渉が進められ、会合を重ね 

ること 36 回に及び、翌年 2・4 両国間に山東懸案解決に関する条約が結ばれ、日本は膠州 

湾租借地の返還、日本駐屯軍の撤退、山東鉄道の移譲などを約した。 

   2・6 「支那ニ関スル九国条約」、「海軍軍備ニ関スル条約」、「中国関税条約」が調印。 

   2・10 加藤一行は、ワシントンを出発した。3・10、横浜港に到着。 

 

（４）第四期： 条約締結から加藤総理大臣の逝去迄（加藤友三郎の帰国後の動き） 

   3・13 加藤全権は摂政殿下に拝謁し会議の顛末を復命。慰労の御沙汰。第 45 回帝国議会の最中 

   3・15 ～ 加藤は連日登院して、ワシントン会議に関する質問を受けた。 

   3 月～ ロシアの崩壊、海軍軍縮条約締結の情勢変化に伴い、1922 年 3 月から参謀本部と軍令 

部（山下源太郎部長・安保清種次長）は、帝国国防方針の第二次改訂に着手した。5 月 1 

日、加藤寛治が軍令部長に、第一課長に末次信正が次長に就任。12 月 8 日、両部の公式 

協定。軍令部長は海相に商議。12・19 山梨半造陸相、参謀総長も異存なしの回答。12 

月 12 日 加藤海相は、「異存ナシ 但シ兵力ノ充実ニ関シテハ帝国ノ財政及国際諸般ノ情 

勢ヲ顧慮シ 其ノ許ス範囲ニ於テ逐次之ガ実行ノ歩ヲ進ム」との趣旨を回答。 
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   6・12 加藤友三郎首相就任（ワシントン会議の功績が認められる） 

   6・24 シベリア派遣軍全部撤廃の声明発表（10 月末まで） … 実行 

   7・3  海相として海軍軍備制限計画を発表し、従来の八八艦隊から一挙に六四艦隊へ縮小させる 

ため、主力艦等の処分、これに伴う補助艦建造の整理改定を行う。 

   7・4  陸軍軍備計画を発表（山梨軍縮）   

   7・14 首相として 9 月までに樺太島対岸から撤兵を声明、実行。9・26 臨時外交調査会官制廃止 

1922・10・25 シベリア撤兵完了 

1923・2・28 帝国国防方針の第二次改訂裁可。 ワシントン体制に対応し、主力艦９、空母 3。開戦劈頭 

極東の敵艦隊制圧し、根拠地を奪取。艦隊決戦主義の要撃戦法。外交と軍事の矛盾。 

   12 月  佐藤鉄太郎の『海戦要義』（海軍大学校） 

1923・4・14 石井ランシング協定廃棄。 8・24 子爵・大勲位・元帥 9・2  加藤首相死亡 

 

３ 考察 

  会議の経過を通観して言えることは、なぜ米国が国内世論を盾に、日英を抑え込む事が出来たのか？ 

  その強圧に、日本がなぜ、対米 7 割主張を 6 割に譲歩することに甘んじたのか？ 

（１）米提案（対米 6 割）に対する拒否と受容の相違とその意味 

ア、拒否（加藤寛治：条約案反対派） 

①軍事一点張りの教条主義 … 海軍最適論 … 偏狭な視野（海軍戦略に捕われ、軍事一辺倒） 

②筋論 … 抑々海軍全体の合意ではないかという反発。Ｂに対しては敗北者・裏切りに見える。 

イ、受容（加藤友三郎：条約案賛成派） 

①高次元の政治判断を要し、不足分は他の手段（外交）で代替えできる。 

②裏切りではなく、海軍の枠を超えて国家の存立に立脚。国家最適論に立った広い視野と柔軟性 

（２）加藤全権の対米 6 割受容の構造  

   ①深刻な財政・経済危機及び対米関係険悪化の危機感を原敬首相と共有 

     国力相応の軍備整備と総力戦に備えた国力充実。真の防衛！  注：水野広徳と加藤友三郎 

   ②先見達識、周到な用意と大胆な決断。受け身の姿勢の中に自らの真骨頂を打ち出す達人。   

③高いリーダーシップ。ヒューズとの間の信頼関係  

ワシントン現地に於ける意思統一（反対の巨頭加藤寛治の同行と指導）→ 東京中央の紛糾を回避 

海軍重鎮に対する適時報告と異議発生の未然封止（井出謙治次官との連携、堀を早期帰国） 

④対米関係改善のための事前の広報活動（会議開催劈頭の印象改善）  

⑤対米 6 割受容の条件に「防備問題」・「陸奥復活」を条件化！ 

⑥中国問題の解決対処（病気中の幣原外相の代役支援） 

（３）加藤友三郎が残した課題と問題 … ワシントン会議後も病躯をおしての事後処理 

①課題： 軍艦処分、海軍内の人事面のリストラ、組織機構改革、海軍部内の士気維持の問題、海

軍と中国問題、補助艦建艦等の忙殺 

   ②問題： ａ 加藤全権の軍縮に対する見解・理念の問題  

          「対米戦は不可」という論理と「時機を待て」という論理の矛盾とその影響 

        ｂ 加藤寛治軍令部次長・末次信正第一班長人事発令 … 検討継続中の「国防方針第 

二次改定」→ いずれも、新時代に即応した戦略なし→ 補助艦の建艦競争へ突入 

        ｃ 加藤海軍大臣の対大陸政策に対する不干渉の後遺症  


