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ロンドン会議の部 

１ ロンドン会議の概要 

（１）ワシントン会議に残された補助艦の保有量の制限を主目的とした国際会議。英首相ラムゼイ・マク

ドナルドの提唱によりロンドンで開催された。結果は、戦艦艦建造中止 5年延長、既存艦の削減

をはじめ、補助艦に対する制限が協定された。 

（２）ジュネーブ軍縮会議を巡る英米の対立を経て、不戦条約による共同歩調が基本とされた。 

（３）浜口雄幸内閣は財政危機の救済、列国との協調を維持しつつ、軍事費削減から積極的に対応した 

（４）最終的に政治優先を以て条約締結に至った。（以後国論の二分と招き、テロ生起の一因となった） 

 

２ 締結に至る経緯（ジュネーブ軍縮会議の背景からロンドン会議の日本政府回訓までを四期に分ける） 

（１）第一期：ジュネーブ会議前史から、ロンドン会議の開催までの時期（1922・6～1930・1・21） 

 ア、ジュネーブ会議の背景と経緯（1922・6～1927・8・4） 

 ・1922・6  国際連盟英国委員セシル卿、軍縮実行のための「相互安全保障条約」提出（のち廃案） 

 （注）当時の日本国内の認識の例：1922・5－6 加藤寛治の海軍軍備制限ニ関スル講演記録 史料１  

    特に講演記録の「後録」において、仏国哲人ポール・リシャールの「日本国ニ告ク」を紹介 

 ・1923・2・28 「帝国国防方針第二次改定」…米、露・支が想定敵国。開戦劈頭在極東敵艦隊制圧等 

 ・1925・10 月 財部海相は、「海軍補助艦艇ﾉ補充ニ艦スル件」の中で、ワシントン会議以後、7 割は

海軍軍備の最低限死守すべき数値と主張し、日本海軍部内に急速に浸透 

 ・1926・5・18～26 国際連盟の第一回軍縮準備委員会（英仏の激しい対立） 

 ・1927・2・10 クーリッジ大統領は日英仏伊に、補助艦の軍縮会議の参加を招請（補助艦比５５３） 

   2・19 若槻内閣、会議参加受諾（暗に比率反対の意思を表明） 

   3・24 「南京事件」（日英米三国総領事館、蒋介石の南軍に略奪される） 

   3 月  国際連盟第三回軍縮準備委員会（英仏対立打開できず、日米英三国会議の結果待ち） 

   4・19 田中義一内閣成立。 

     ①田中総理兼外相：ワシントン条約の精神に基き会議に臨む！（国際協調路線を強調） 

  ②岡田啓介海相は、訓令「ジュネーブ海軍軍備制限ニ於ケル海軍首席委員任務ニ関スル 

件」を首席随員小林躋造中将に与える。（補助艦は対米 7 割を下らないことを標準） 

   6・20 ジュネーブ軍縮会議（～ 8・4） 

       日本全権： 斎藤実（朝鮮総督）・石井菊次郎（駐仏大使） 

  事務総長： 佐藤尚武、外務省： 佐分利貞夫  

  海軍  ： 小林躋造中将、原敢二郎少将  顧問： 杉山元陸軍少将    

    英国全権： ブリッジマン（海相）、セシル卿、スコツ・フィールド（軍令部次長） 

         米国全権： ギブソン（駐白大使）、ジョーンズ‘海軍将官会議員海軍少将）他、 

       仏国： インフォーマーとして 3 名、伊国： イタリアはオブザーバー2 名 

（注）米国案： 補助艦を巡洋艦、駆逐艦及び潜水艦の三種に分かち、艦種ごとに英米日５５３の 

比率で保有量を定めようとする艦種別総トン主義を取った。巡洋艦は大艦少数主義 

     英提案： 大巡について、553 に比率を適用するだけで、艦型縮小と艦齢延長による 

艦型区分主義を主張した。巡洋艦に対する小艦多数主義 

     日提案： 現有勢力不増加を目的とし、補助艦を水上補助艦と潜水艦に分け、水上補助艦につ 
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いて対米比率七割程度を目標とする。 

  6・23  第一回幹部会    6・22  第一回専門委員会  主力艦・空母の比率問題 

  6・23～ 7・1 第六回専門委員会及び数回の三国全権非公式会談が補助艦に対する 7 割論適 

  用の可否、当否の議論、巡洋艦問題、潜水艦問題に関する議論が行われた。 

     7 月  日本「東方会議」（満州権益危機には軍事力行使、中国本土の権益危機に対応） 

   7・2  第七回専門委員会にて、駆逐艦及び潜水艦の艦型、艦齢問題等が決定。難航を極め 

たのは、予想通りに巡洋艦問題。高圧的な米の態度は急転直下、会議の行き詰りへ。 

      7・5  第八回専門委員会… 依然として、ジョーンズ少将の強硬発言により対日仲裁依頼。 

     7・6  日本全権、英米全権を茶に招待し、三国全権非公式会談 

     8・4  ジュネーブ軍縮会議終結（日英米三国の会議延期の共同宣言） 

 （注１）ジュネーブ会議が不成功に終わった原因 

    ａ 本会議を政府間の最高政策と見ず、海軍の局部的な会合と認識。英米全権の政治的地位低い   

ｂ 大局的政治観の欠如、軍事専門的意見が会議を支配（英のワシントン会議時の対米屈辱感） 

ｃ 予備交渉なしの本会議、特に米国に十分な準備を欠いていたこと。 

ｄ 対立する英米間に戦争排除の協定がなかったこと 

（注２）ワシントン体制はパックスブリタニカの没落からパックスアメリカーナの興隆という交代劇 

ａ、英国（国力低下）の外交方針  ｂ、仏国の外交方針：ワシントン会議で大国威信傷つく 

 

 イ、ジュネーブ会議後、ロンドン会議の開催までの経緯（1927・8・4～1930・1・21） 

1928・1 月 ジュネーブ会議の決裂後、米国は海軍拡張論が再び台頭し、下院に膨大な建艦案が提出さ

れた（1 万頓巡洋艦 25 隻、嚮導駆逐艦 9 隻、潜水艦 32 隻、空母 5 隻、計 71 隻） 

7・28 英国は対仏接近政策。→ 英仏協定が成立したが、米の強い反対で自然消滅。海軍軍

縮問題を巡る英米の対立は解けず、「不戦条約」が英米関係を打開する一転機へ。 

8・28 「不戦条約（ケロッグ・ブリアン条約）」締結 

1929・2 月  米国上院、海軍法が成立 → 英国は軍縮問題で行動を起こす意思を表明 

  3・4  フーバー大統領・スチムソン国務長官、不戦条約が軍縮実現の前提たるべき旨を強調 

 英米間の海軍競争を終焉させる政策を推進。英国（マクドナルド内閣）は親米政策。 

（9 月に、英米協定。→ 英米予備交渉成立）  （参考）3・22 井上良馨元帥死亡 

     4・7  朝日新聞「第二次軍縮を眼前に控えてその手腕を疑はれて居る」… 財部に不信感 

     4・22  第 6 回軍縮準備委員会で、米代表ギブソンが英仏に歩み寄りの海軍軍縮方式を提案。 

     6・18  米駐英公使ドーズ、「…ジュネーブ会議の失敗は、委員に政治家と専門家とを交えた

るがためなり」… 英米会談は続行された。 

 1929・6・28  日本政府、閣議で「軍備制限問題対策の件」「軍備制限に関スル帝国の方針」決定。 

海軍軍備の目標として、「補助艦ニ関スル限リ…少ナクトモ（対米）七割程度ノ兵力 

ヲ必要」と断じ、「（大巡）以上ノ大艦ハ特ニ比率ヲ重視シ、軽巡洋艦以下ノ小艦及ビ 

潜水艦ニ於テハ自主的所要量」を考慮。対米七割は浜口内閣に受継がれる。 

     7・2  浜口雄幸内閣成立 （田中内閣は、満州某重大事件の責任を負って総辞職） 

         主要閣僚：幣原喜重郎外相、井上準之助蔵相、宇垣一成陸相、財部彪海相 

         同内閣は、幣原協調外交と井上緊縮財政の両輪… 十大政綱（①政治の公明②国民精神

の作興③綱紀粛正④対支外交の刷新⑤軍備縮小⑥財政整理緊縮⑦国債総額の低減⑧金解禁の断行他 
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   7・4   松平、ドーズと会見。「松平：５５３を戦艦以外に適用は承諾し難い」  

      8・1   財部海相、地方官会議の席上、対米七割比率が国防上専門的また実際的見地から見て

断じて一歩も譲歩することのできない最低限であるということを強く主張。 

     8・20  閣議決定後、松平大使あての訓電：大巡対米 7 割、小型巡洋艦対米 7 割、潜水艦 8 万

トンを要求する旨訓電 

     9・3   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。 史料２  

     9・20  松平宛の訓電（英米両国の巡洋艦の保有トン数の低下になお一層の努力を！） 

    10・7    英政府は英米間に、以下の四原則が成立したことを松平駐英大使に通報。 

        ①不戦条約を協定の出発点とすること。 

        ②各艦種にわたり勢力均等の原則を採用し、1936 年 12 月 31 日までに達すべし。 

③ワシントン条約が規定する主力艦代換計画の再考を可とすること。 

④潜水艦の全廃を希望すること。 

    10・10 英政府（外相ヘンダーソン）が、日・米・仏・伊四国に 1930 年 1月ロンドン海軍会議 

を開催したいとの招請状を発した。 

     10・11 加藤寛治回想（昭和四年五年倫敦海軍条約秘録） 

①幣原外相に進言：「外務・海軍の疎隔を来たさざるよう」。6 割比率下の予算は多大の

不足。米は支那問題を海軍力で強行→海軍力なしには足元を見透かされ高圧手段の防

止不可（必須 7 割以上の海軍が不可欠。会議前に本問題だけは了解が喫緊の課題） 

②東郷元帥の心配（最後の決裂を辞さずの覚悟。華府会議は最初の立ち上がりが悪かっ

たため徹頭徹尾の後手）。 海軍は陸軍と異なり一朝一夕に不可。 

③幣原の言：①7 割の予備交渉で決めることは英米もやったから出来ぬことなし。②成

功の仲介としてニュージランド乃至豪州と不戦条約の締結を提唱→豪米の異議を抑える 

    10・18 全権：前首相・若槻礼次郎、海相・財部彪、駐英大使・松平恒雄、駐白大使・永井松

三。顧問：安保清種大将。首席随員：左近司政三中将。随員：山本五十六、豊田貞次郎  

      11・18 ａ 加藤寛治の回想（浜口総理に進言） 

①七割の協定比率は、「我海軍の死活を分かつ絶対最低率にし、この協定ならざれば、 

断々固破棄の外なきものとす」と進言。 

②華府会議にて海軍比率六割に譲歩の由来：米国民は日本に 7 割を与えることを容認せ

ず。支那問題で日本を屈服させ得る兵力量は米の兵力が、対日 1・66（対米 6 割以下） 

          ③倫敦会議では日本に必敗的比率を強いて支那問題に於いて覇者たらんとする企図 

          ④東郷元帥の言：将来の支那は東洋の禍根であり米国が支那問題を牛耳ようとしている

中、東洋平和のためには、日本は武力で畏敬されるものでなければならない。史料３ 

       ｂ 浜口の決心：軍縮会議を絶対に決裂させてはならない（緊縮財政と協調外交）。 

政府は三大原則を閣議決定したが、この比率を絶対化して身動きのとれぬ言明を回避。 

浜口の支援者：元老・重臣（西園寺・牧野・一木喜徳郎・鈴木貫太郎他）、海軍長老 

1929・11・26 閣議決定；「倫敦海軍会議帝国全権委員ニ対スル訓令案」…前文 20 項目＋記（5 項目） 

この 5 項目の中に、「一、帝国海軍軍備ノ要旨 二、補助艦所要兵力量及比率（三大原則） 

       ①補助艦兵力量において昭和 6 年度末における現有量（大巡 12 隻 10,8400 頓、小巡 

98,450 頓、駆逐艦 132,495 頓、潜水艦 78,497 トン）を標準とし、対米総括的七割。 

       ②20 サンチ砲塔載大型巡洋艦はとくに対米七割を保有する。 
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       ③潜水艦は昭和 6 年度末わが現有量を保有する。 

  （注１）全権として出発前、財部は伏見宮、東郷に三大原則は一歩も引かない旨を言明し、西園寺に 

は「結局纏めてきますといって決心を示し」た。＝ 特に大巡七割、潜水艦の現有量確保と 

会議成功の両条件がそろわない限り、彼が窮地に立つことが、この時点で明白 

（注２）海軍下部の動き： 海軍としての国民に対する三大原則の宣伝啓蒙活動が、それに参加した 

海軍士官に大きな政治的関心を引き起こしたことは事実であった。そして、彼等が容易に、

妥協を財部の裏切り・海軍の政党への屈服・国軍国家の危機として受け取ったのも自然。国

本社は海軍軍人をかなり多く社員に組織。大川周明ら右翼人が海軍部内で講演会など 

  11・30 浜口総理、海軍大臣事務管理（事務引継ぎ）。軍縮全権一行、横浜よりサイベリア丸で出港 

   （注 1）小林躋造の回想：浜口総理は … 滅多に海軍省へ顔を出した事も宿老と交談もなし。 

（注 2）加藤寛治の回想：浜口さんが海軍省に来て、元帥、軍事参議官、次官、各部局長等を集め 

て、午餐でも共にし、… 首相から懇談されるといったような場面は一回も行われず 

  （注 3）若槻は米で、日本は対米 7 割を要求する旨声明し、フーバー大統領にもこの旨を通じた。 

1930・1・9 若槻、財部・松平を帯同してマクドナルド首相を訪ね、日英非公式交渉が始まる。 

 

（２）第二期：ロンドン会議開催後、若槻全権の請訓までの期間（1930・1・21～同・3・15） 

1930・1・21 ロンドン会議開会式(英皇帝ジョージ 5 世親臨、上院のロイヤルギャラリーで開催)     

       マクドナルド首相が議長に選出。各国全権に次いで若槻の演説 

（注１）全権： 英側：マクドナルド首相、ヘンダーソン外相、アレキサンダー海相、 

           米側：スチムソン長官、アダムス海軍長官、駐英大使ドーズ、駐白大使ギブソン 

駐メキシコ大使モロー、上院議員リード、上院議員ロビンソン 

           仏側：首席全権首相タルジュ  伊全権外相：グランジ 

   （注２）加藤寛治の回想： 岡田大将来訪（四谷宅）軍縮に関する予の自重を求める。 

   1・24 日本全権団内の会議及び午後の「日英専門委員会」でも、日本の対米 7 割絶対論に英国委

員が激高しデッドロック状態へ。「このようなリジットな態度をとるのは日本のみ！」 

   1・28 岡田、牧野伸顕を訪問し、軍縮見込みを談ず、牧野は「日本の故に決裂となると困る」  

1・29 加藤寛治、牧野伸顕あてに書簡を添えて、「軍縮所見」と題する意見書を送り、三大原則

の絶対性を強調。ロンドン会議が難航中、加藤は安保に 2 月 5 日筆書簡を送った。 

1・30 岡田、「軍令部主張の三大原則の宣伝過度に付緩和」を求めた。 

  2・5 リード、若槻にスチムソン新提案（日本の 7 割主張を一蹴）を手交。 

       加藤、安保大将に書簡を送る。（加藤・末次の強硬論に伏見宮・東郷元帥が同調していた） 

    2・12 松平、リードに日本試案を手交。外務省と海軍との軋轢は凄まじい。随員佐藤市郎回想： 

「財部は全権間にて無視蔑視されている。左近司の確固たる信念なし… 折衝が決戦段階に 

至り、内部の紛糾は深憂に堪えず、漸次若槻への信頼もおけぬようになる」 

2・16 加藤寛治の回想：「Ａ．Ｐ．ラモントに予の名を以て七割非認の反駁電報を熊崎をして打

電せしむ。山梨次官大いに驚き予に忠告す。キャッスル（駐日）米大使、米軍事会談にお

いてプラット作戦部長が日本海軍に七割兵力を許すときは米海軍の東京空襲は不可なりと

力説せることを幣原外相に語る。（真実なり） 

（注）英国は厳格な艦種別主義を、仏は総トン数主義を主張して紛糾。結局折衷案が採用され、艦

種間の融通は軽巡から駆逐艦へ融通する場合に限り、保有量の一割を許すことになった。 
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2・17 仏に政変（タルジュ内閣の倒壊）… 会議進行不能 → 2・19～26迄休会 

    日米交渉の挫折へ。 日英米三国交渉の協定か？ 

（注）日米首席全権会議へ。その結果、相互に代表 1 名を指定し自由な私的会談を行う合意。 

2・25～松平・リード会談開始。2・25 に若槻・スチムソン・マクドナルドと会談へ これ

らは全権団内部で一部のものしか知らされず、海軍省部は遅れて知る状況となった。  

2・18 日英会談（斎藤・クレーギー）     2・25 松平・リード会談           

2・26 首席全権会議で、会議を大陸グループ（英仏伊）及び大洋グループ（日英米）に分離。 

・日米交渉は松平・リード間に、日英会談は外務省アメリカ局長・クレーギーと外務省情報部

長・斎藤博の間で行われた。米全権団はまず英国との解決可能な提案の作成、大巡 18 隻に

譲歩する案。2 月末には英米仮協定が成立 

・スチムソンもマクドナルドも日本が妥協案を受諾しなければ、英米二国間条約を！  

3・2～3・12  日米会談（松平・リード）、日英会談（斎藤・クレーギー）等が実施された。 

   3・13 若槻・リード会談によって、米国最終譲歩案（総括的比率は対米 6 割 9 分 7 厘 5 毛、対英

6 割 7 分 9 厘）が示された。リードはこれ以上の譲歩は絶対に不可能と語った。談合の結

果、日米妥協案が捻出された。 

米国： 総計 526,200 頓：大巡 180,000 頓（15 隻、残り 3 隻は次回会議迄竣工せず） 

    小型巡 143,500 頓、駆逐艦 150,000 頓、潜水艦 52,700 頓 

日本： 総計 367,050 頓：大巡 108,400 頓（12 隻）、小型巡 100,950 頓、駆逐 

艦 105,000 頓、潜水艦 52,700 頓（注１）対米比：大巡 0.602、潜水艦 1.00 

→ 総括 6 割 9 分７厘 5 毛。潜水艦 52,700 頓  （一時間余りで話纏まる） 

・若槻全権は、スチムソンとの会談の結果とその模様を翌日幣原外相に報告（第 202 電）。 

「…コノママ押シ問答ニテハ、日米間ニハ…コレ以上日本ヲ有利ニスル見込ミ立タズ」と

判断。米側が最終案として総括対米 7 割を認めた以上、譲歩させるは困難と稟申。 

四全権は協議の結果、3・14、全権連名で本案を政府に請訓に至る。（翌 14 日発信） 

・山梨次官は、財部に「暗に、財部に若槻全権と十分に話し合うこと」、暗に安保には調整

役を務めることを要請。→ 若槻・財部会談。 

・若槻は、「私が政府から受けた訓令は、とにかく全部 … 趣旨は貫いたのであるから、

私はこれで条約に調印していいと思った」「……もしくは注文をつけた回訓が来たらな、

…… 私は断然全権委員を辞職するつもりで，はらを決めていた」と決意のほどを語る。 

      ・ 左近司首席随員が、次官・次長宛に「英仏及び仏伊の交渉が一層困難な事態にある今

日、日英米の交渉にも自ら弛緩の時機あり、…我主張貫徹に邁進するよう全権に進言」 

    （注）日本側（特に海軍側）は、妥協案を米案と考え、米国側は日米妥協案として扱った。この

請訓以降、回訓を巡って大きな紛糾が生じた。これは、財部が周到な洞察や配慮を欠いた

ま軽率に請訓に同意したことが、重要な一つの原因と言えよう。財部は「差当りのことと

軽く見てサインしたるは粗忽なりき」の反省(3・13 財部日記)」  

   3・14 四全権は連名で幣原外相あてに請訓電（第 208 号）発信 

     ①請訓電 … 米側が事実上総括 7 割を認めたこと。大巡については次回会議迄日本が七割 

以上の勢力を保有すること、潜水艦については米がその保有量を低下して我と均勢を申し出 

たことは一の譲歩と認めることであった。しかし米にこれ以上の譲歩は無理。… 史料４      

②松平大使電：「請訓電の内容に同じ日本責任の破綻は回避すべき。政府考察後回訓を！」 
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③海軍側随員の請訓電報の修正（審議決定後の電報案を一見後、左近司の進言により以下） 

①左近司首席随員：最終的意味の請訓でない意味を示した。（財部日記 3・13，14） 

②中村軍令部参謀「請訓ニ至リシ事情及爾後ノ経過ニ関スル報告」③海軍省等への諸電報   

 ④安保顧問から加藤部長へ（第 208 号電の所見：若槻と異なった財部の政府に対する意

見具申等で強調）… これらの電報は、空気を換え得ず（後の祭り） 

 

（２）第三期：若槻全権の請訓受領から同全権の詳細電報発信までの時期（1930・3・15～3・26） 

1930・3・15 請訓電報は政府の善処と暗に日米妥協案の承認を要請していた。幣原外相、1330 浜口を

訪ね重要協議を行い、1700 浜口首相は山梨次官に訓電について海軍部内の意見を纏める

ことを命じた。倫敦条約を巡る海軍軍縮史上未曽有の紛糾はこの電の到着で始まる 

（注１）軍令部及び東郷・伏見宮は終始この請訓の日米妥協案に反対（決裂がよい）。他方、海軍主

流及び岡田らは当初「止むを得ざる場合最後には此儘を丸呑」国防はやり様があり決裂反

対。但し更に押せとの見解。この段階で、軍令部も主流派も見解が一応の統一維持。 

（注２）ロンドン：「本夜少壮士官連若槻氏カ現況ノ米案ニハ自分トシテハ見込ナシト語レリ 左近

司室ニ於テ二時頃迄慰諭且ツ激励ス」。財部は少壮士官の若槻全権への直訴ニ曖昧態度。 

（注３）海軍省で次官、古賀副官・下村大佐、軍令部は部長、末次次長、加藤一班長らと研究・意見 

交換。軍事参議官の岡田大将に帰京の懇請電話をする。（平塚に静養中で翌日上京） 

岡田の軍備観：これで大丈夫という軍備なし。国力の劣る日本が出来ないなら楽にする 

  3・16 加藤軍令部長は、午前、東郷元帥、午後岡田大将を訪問し、請訓協議（大巡・潜水艦）。 

海軍案を主張。元帥の言           ……………          史料５ 

・1600 加藤、岡田を訪ね、「ただし最後は、或いは請訓の如き所となるやもしれざれども、8 

吋巡洋艦及び潜水艦は譲りがたし、なお、一押しせざるべからず」と述べ、岡田同意。 

 3・17 0900 山梨次官、岡田訪問し落しどころを相談。岡田は、最後は丸のみ、保有量此の程度な 

らやりようあり、決裂させず。しかし今は押せ。また海相の意思の確認を要すと注意。 

他方、日米妥協試案に不満やるかたない末次次長が、独断で声明書を新聞記者に手交。 

（注）「海軍当局声明書問題」（米の最後的提案は、大巡七割と潜水艦所要量の二つの重要な要求を

内容として、初めて意味をなす日本の総括七割に対し、外観のみを譲り、内容に於て自説を

固執するもので海軍としてかかる提案は到底承認できない）」と掲載され幣原外相激怒。 

     1350 左近司から山梨次官、末次次長宛電（親展機密２番）：………………    史料６ 

  3・18  定例閣議で外相は請訓の受領、回訓に付考慮中と報告。省部最高幹部会議協議意見纏らず 

3・19  省部一緒になって研究対処してきたが、ここに至り軍令部（末次）は共同責任を避け、譲

歩案は海軍省に作らせ会議成否の責任は全部省に追わせることを明らかにした。 

     ・ 軍令部長、総理訪問。「国防用兵作戦計画の責任者として、何ラカノ保証条件ニテモナキ

限リ我主張ヲ譲ルコトヲ得ザルベキ」→山梨は岡田啓介、斎藤実に協力を得、調停に奔走 

     ＊原田日記：「（西園寺公は）浜口首相ハ海軍ハ報告ヲ受ケテ多少エキサイトシテオル様ダガ、

二三日放置セバヨロシカラン、其内静カニナルダロウ」 

  3・20 岡田は山梨次官及び原田から「斎藤総督に在京を懇請すべし」との電話依頼で斎藤を訪問。 

   ・ 次官、岡田を訪ね、海相の意思問い合わせに外相が難色、軍令部の硬論と外相間の乖離あり、 

     岡田に斎藤の上京調整を依頼。岡田はひそかに幣原と会見。交渉の決裂は回避すべき点で一 

致。幣原は、請訓書は四全権署名であり、若槻からこれ以上の尽力はできないといってきてい 
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るので、政府としてこれ以上のプッシュは不可と話す。 

   ・午前、岡田は山梨に①会議決裂不可②軍事参議官会議不可（東郷・殿下に弱音の言考えられない為） 

・山梨次官、堀軍務局長に対し、①海軍の方針を維持（専門的立場ヨリ従来ノ方針ヲ変ズルヲ得

ズ）。②政治的・外交的配慮し、多少の交譲妥協案を作製する様あり！ 

・山梨次官、軍令部一班長から「全権請訓ニ関スル対策」なる軍令部の意見書(四項目提案)受領 

①米国案ニヨル帝国ノ保有量タル軽巡洋艦、駆逐艦ノ和 205,950 頓ヨリ、20 サンチ砲塔載巡洋

艦ヘ 17,600 頓ヲ融通スルコト。 

②米国ガ 20 サンチ砲塔載巡洋艦ノ第 16 艦ヲ起工スルトキ、日本ハ前号融通量ニヨリ、第 13 艦

ヲ起工シ、米国ガ第 18 艦ヲ完成スルトキ日本ハ第 14 艦を完成スルコト。 

③潜水艦の保有量ヲ 65,050 頓トシ、軽巡洋艦・駆逐艦ノ合計トン数ヨリ 12,350 トンヲ融通ス 

④潜水艦ノ融通量ヲ認メザル場合ニ於テハ、8,700 トン以下ノ潜水艦ヲ制限外トスルコトヲ条件

トシ、我ガ保有量ヲ 72,000 トンマデ低下スルコト。 

3・21 0800 斎藤、岡田の意見（会議決裂不可）に賛意。山梨は安保顧問に財部大臣に伝言托。 

①我主張の三点に関し、形式的に譲歩しても実質的にその余地なし 

②全権委員ノ一人トシテニアラズシテ、海軍大臣トシテノ意見トシテ、何カ此ノ際小官直接承ハ

リ置クヲ必要ト思考セラルル点若シアラバ至急御指示ヲ仰グ 

③「尚情況ニ依リテハ大臣閣下ハ全権委員ノママ急速帰朝ヲ願フヲ好都合」の場合もあり得る 

3・22 スチムソンが若槻に受諾回答を求める。堀軍務局長は、軍令部辺の意向を顧慮し、海軍省にて 

回訓案文作成し、それを次官より次長に提示した上、軍務局長名で、外務省堀田正昭欧米局長 

に送付した。要旨は、米国提案により三大主張の一は完全に容認せられたが、大巡及び潜水艦 

は、我所望の域を隔てること遠く、容易に同意を与えることはできない旨を述べ、交譲妥協の実 

を示したものを最終案としての機宜折衝を望んだもの。  

①米の大巡は 15 隻、軽巡 173,500 トン  

②日本潜水艦 65,500 頓、駆逐艦 92,700 頓へ（当初の日本全権提案に対して潜水艦 12800 ト 

ン、駆逐艦 12300 トンの減少。米の大巡への融通を日本にも認めることを要求し、ほぼ三原 

則の貫徹を求めた。＝ 海軍対政府の構図。 

③補助艦各艦種間融通を認め、その最大限を、融通を受来る当該艦種保有量の２０％とする  

④大巡に関する融通の実施は米国の実施後に行う＝ 軍令部、元帥及び軍事参議官も異議なし 

  （注）末次、新聞記者に当面の問題に関するプリントを配布。軍務局で之を知り、直ちに発表抑制。 

3・23 若槻、幣原へ電信：若槻は財部と相談の結果、財部が海軍省側に仮協定の承認がやむを得ない 

 と認め、その旨を発電することを考慮するまでに至った。若槻は財部の他力本願の考えに反対。 

（注）若槻の財部に対する観察 … ①「常ニ躊躇ノ態度ヲ持シ居ルモノノ如シ」②財部の考えの根底 

には、「海軍側ノ随員ハ日本ガ頑強ニ固守セハ必ズ先方ガ折レルベシ」。また「仏伊ガ脱退セント 

スル場合」には「英米ハ困惑ノ余リ日本ニ好条件ヲ与フベク其際之ニ乗スルコト我ガ方ノ為メ有 

利トナリ」という考えを抱いている。 

・左近司電（軍縮海軍機密第 57 番電）は、財部が若槻全権と海軍首脳の板挟み状態にある状況を 

伝える。これを受けて、岡田は以下の行動へ。 

①0800 岡田、加藤軍令部長を私邸に訪問。加藤はこの時、牧野内大臣、鈴木侍従長に会って 

我軍備の説明と米案では不可の所以を説明に赴くところであった。岡田はよほど心して後日に 

余裕を残せと忠告。翌 24 日の軍事参議官会議では、単に経過報告にとどめるよう懇談。 
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    ②1300 岡田、伏見宮に会い、1400 東郷を訪問。東郷は今回の請訓については大いに不満足。 

伏見宮の話：①財部は出発前に二度まで自分に会い、三大原則は一歩も引かないと明言したか 

ら、その真意は明瞭で問い合わす必要はない。いよいよとなれば陛下に拝謁を願い、申し上げ 

るべく決心していると語り、岡田は、それは重大なることを申し上げ、事前に山梨にお知らせ 

あるようお願いし、尚、政府と海軍とが戦う如きは避くべき理由を申し上げた。②幣原外交の 

軟弱を嘆息し、「モシコノ際一歩ヲ退カンカ、国家ノ前途知ルベカラズ。イヨイヨトナラバ予 

ハ拝謁ヲ願イ、主上ニ申シ上ゲン」と決意を語る。岡田は自重を求めて退出し東郷を訪ねた。 

3・24 0410 左近司首席随員から次官あて電。      …………        史料７ 

（注 1）要するに、政府は右譲歩の限度と最後の決意を求められる！ 将来拘束せず、前途自由の立場！ 

海軍案と政府が全面容認の可能性ある米案との板挟み。双方の面子の立つ道を模索する総理。 

    ・1000-1145 海軍大臣官邸に軍事参議官参集、軍事参議官(伏見宮、東郷元帥、岡田大将)軍令 

部長、次長、時間、軍務局長、7 名。 

会議結果： 軍令部長より、結局米提案の受容は、国防計画の責任者として、其の任に当たる 

ことは困難である旨を陳述。次長は部長の陳述は数字を以て説明、次いで次官は、三月二十 

二日外務省に回付した回訓に関する海軍案を披歴して説明し参集諸官の同意了解を得る。 

(注２)岡田：この内閣は到底会議決裂に導くことは不可。政府・海軍の戦闘となるべく、結果重大。 

  （注３）外務省・浜口総理の腹は条約締結に決まっていた（税府が全責任を負う） 

  （注４）若槻は、「安保大将初メ当地海軍部内ノ人々ハ今一度日本ガ強ク出ツレバ英米ハ譲歩スベシト 

ノ意見ヲ懐キ財部全権モ之ト同論ヲ有セラルルモノノ如シ」と見て、財部説得ならずを嘆く 

  3・25 第 21 回首席全権会議  

1000 岡田、加藤、末次、次官、堀、政務次官会合。海軍側の意見と浜口総理の意見の対立続く 

1425 左近司から次官へ発電：財部海相の方策を報じた。「五国協定ノ成立ハ殆ド絶望ト見ルモノ 

多ク……寧ロ五国協定不成立ヲ機会トシテ三国間ノ審議ニ深入リスルニ先立チ、内外ノ紛議ヲ避 

ケテ倫敦海軍会議ヲ休止セシムル工夫ヲ回ラスモ亦、此際ニ処スル一策ニアラズヤトノ所見ヲ有 

セラル」…「此際他全権ト内議スルトモ到底意見ノ一致ヲ見難カルベク、然レバトテ全権個々ノ 

意見ヲ政府ニ移スハ甚ダ面白カラザル義ニ付、貴官ニ於テ右ノ内意含ミ置カレ、機宜外務省方面ノ 

考慮ヲ促ス様イタサレ度 依命」     

（注）財部に対する海軍省内の不満の空気あり。財部帰国後の海軍部内一般の不信感にも繋がる。 

 3・26 若槻全権の幣原外相あての詳細な電報（第 229 号）（長文に亘る請訓の事情説明） 

これ以上譲歩させることは全然見込みが立たない。会議を決裂させた場合、日本の蒙るべき 

不利不幸は実に言うに及ばずと言明した上、次のように警告している。「日本ガソノ条件ヲ有利 

ニスル提案ヲナサントスルニ於テハ、彼ラガ聴カザルトキハ、断然会議ヨリ脱退スルノ決心ヲ有 

セザルベカラズ。モシコノ決心ナクシテ交渉シ，彼ラガ応諾セザル場合ニ於テ、結局妥協案ニ屈 

服スル如キコトアリトセバ、帝国ノ威信ハ全然失墜スベシ。本委員ノ最モ痛心スル所ナリ」 

（注１）若槻全権は、第 208 号電請訓電は事情を尽くさない恨みがあるとの理由から、過去の交渉の 

経緯を詳述した所見を改めて全権電として外相に送ることに財部の同意を求めたが、財部がそ 

の立場と情勢の観測に関し所見を異にするとして結果、この電報は若槻から外相宛として発信 

され〈第 229 号〉、財部も若槻の諒解を得、その内容を示した上別電（次官あて：機密第 6 番

電）を発することに取り計らわれた。 

 （注２）財部全権から山梨次官宛て電報（機密第 6 番電）…これ以後、海軍首脳部の往来が頻繁。 
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①英米が今次の妥協私案を以て最終的なものと見做し、我提示する対案に考慮を加える意志

がないとみるのは早計に失する嫌いがある。三国協定の成否を賭して掛け合う場合、折衝

の余地があると認めざるを得ない。 

②軍令部長の見解を了とし、妥協私案の受諾を表することは至難であるが、四囲の情勢を考

慮し、譲歩して別途の対策を提議するのは、大局上やむを得ない。 

③今後の対策に関する所見…“一旦会議を延期し、徐に時期の到来を待ち、度意向を述べて脱退の決意を示し…” 

（注 3）この電報は明らかに若槻の考え、第 208 号と矛盾していた。 

 ・ 1000―1400 省・部最高幹部で今後の海軍の取るべき方針について審議し、堀軍務局長の起 

案による「今後の方針」を決定した。内容：「①米国案ヲ応諾スル能ハズ。海軍回訓案ノ程度 

ヲ以テ限度トス。②決意ナシノ中間案ハ海軍ヨリ作成デキズ ③海軍ノ方針（厳密にいえば各 

種の議に列したる諸官の意見）ガ、政府ノ容ルル所トナラザル場合ト雖モ、… 官制ノ定ムル 

所ニ従ヒ、政府方針ノ範囲内ニテ最善ヲ尽スヘキハ当然ナリ」 

・ 浜口は、2，3 日中に、政府回訓案を決定の方針と語った。次いで堀は、外相訪問し、「今後

の方針」を説明し、かつ 22 日に軍務局長より欧米局長に渡した回訓案を改めて幣原に手交。 

（注４）「今後ノ方針」は、山梨・堀の苦心の結晶。政治優先主義の貫徹姿勢 

（注５）当日の事実は、加藤も末次も兵力量の決定権は政府にあると認めていたことを明示するもの。 

 

（３）第四期：若槻全権の詳細電報受診から回訓発信までの時期（1930・3・27～4・1） 

3・27 0800 岡田、加藤訪問。次官を交え、大臣の意思も明瞭になったので、軍令部から中間案 

を出す様尽力すべき旨を忠告。1200 浜口、単独拝謁。天皇は浜口に、「世界平和ノ為メ早ク 

纏メル様努力セヨ」との言葉を拝した。浜口、「此時ヨリ回訓ニ対スル自分ノ信念愈々固シ」 

（注 1）これ以降、海軍部内の意見対立が明確化 

    1400 山梨、左近司に苦情の電。「①3・15 に唐突に請訓電を受領、②2・17-3・22 の間、全権

電 77 通の 16 は海軍に回付なし。17 通は総理から次官へ。 

（注２）外務省側が重要事項を含む情報を海軍側に知らせず、回訓案も閣議決定の前日に至っても海 

軍側に示さなかった。また、海軍が自己の主張貫徹に熱心のあまり、情報を過早に新聞等に 

漏洩する疑いがあり、不信感大。新聞報道をめぐる外務省と海軍軍令部の暗闘も熾烈 

    1500 岡田・加藤、浜口を訪問し、海軍の方針を進言。浜口は、海軍大臣事務管理・総理とし 

て国家大局の見地から …「大体ノ方針トシテハ全権請訓ノ案ヲ基礎トシテ協定ヲ成立セシ 

メ、会議ノ決裂ヲ防止シ度心持ヲ有ス」旨を述べた。総理に会見後、加藤は岡田に、「この 

時私の腹は決まりました。結局、飛行機に重点をおけば、国防は持てる」と日米妥協に同意 

3・28 0930 岡田、山梨を招致、「請訓丸のみのほかなし。但し、右米案の兵力量では配備にも不足を 

感ずるに付、政府にこの補充を約束せしめるべし。閣議覚書としてこれを承認せしめざるべ 

からず」という結論。また、岡田は、軍事参議官会議を開いて、政府反対ということになれば 

重大事態になるので開いてはいけないと山梨に注意した。 

  （注１）これ以降、岡田は、三原則貫徹を固執する加藤らをなだめにかかっている。 

   ・幣原外相は、松平大使経由財部宛：譲歩案を出した場合 … 乾坤一擲の冒険的行動は避ける。 

大巡及び潜水艦問題の解決は一九三五年の会議に譲り、情勢の変化に応じて次回会議に備える。 

今後数年間民力の休養を図ることが、大局上得策。協力を望む。 

・山梨と岡田の協議により堀が米提案丸呑みの場合の「閣議陳述覚書」作成 
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・軍令部長は岡田を訪ね、元帥、参議官会議を開くことを力説、岡田がその不可なる事を話したと 

ころ、加藤はそうであれば軍令部長として上奏せねばならないと力説し、岡田はこれも今はその 

時期ではないと話す。浜口は定例閣議で、次回の定例閣議に回訓を上程し協議する旨予告した 3・

29（注１）4・1 回訓に至る数日間は、岡田ら海軍主流が兵力量補充を以て政府と妥協し、加 

藤らの強硬派と対立するという形をとる。3・29 には、伏見宮もほぼ岡田らの線に同調した。 

0930 伏見宮、岡田招致。①海軍の主張は正当であるから最後まで変えないのは良いが、若し政 

府が米案の受容を決定すれば、これに従うのほかはない。往年の二個師団の如きことはやって 

はならぬ。②元帥、参議官会議は開かないのがよい③加藤はやめるというだろうが、そういう 

ことをせずに済ますことはできないか、ということであり、岡田は、自分の考えと一致してい 

る旨を答えた。岡田は山梨にこの話を伝え、二人して喜び合った。 

1900 安保から次官あての電（機密第四番電）：財部の抱く最後案の内容は以下の通りと報じた。 

「帝国ハソノ重要主張タル三点ニ関シテハ既定ノ方針ヲ棄ツルモノニアラズ。但シ 1936 年（今

次協定の有効期間）迄ノ措置トシテ左ノ通リ協定スルニ異議なし。（一）八インチ巡洋艦・米十

八隻建造ハコレヲ認ム。但シ、ソノ第十六隻マデハ、日本ハ現有十二隻保有ニ留めメ、第十七隻

目起工ノ場合、日本ハ新タニ一万トン級一隻ヲ起工ス。（二）潜水艦ハ日本の保有量七万トント 

ス。（三）補助艦ニ於テハ、日本ハ対米総括的七割ヲ保有ス。 

 （注２）安保電は最後に、回訓の要旨は政府及び海軍一致のものでなければならぬというのが大臣の 

意見であると念を押した。財部の見通しの甘さ、先の全権請訓電と矛盾。浜口は「何が何やら筋 

が絶たない話で、非常におかしく思っている」（原田熊雄に対し） 

 3・30 山梨次官・堀軍務局長による「閣議陳述覚書（回訓案の審議に際し、大巡及び潜水艦に関し、 

十分に考慮を加えられることを望んだもの）」は、3・30 に成案。山梨から末次次長、加藤軍令 

部長の閲覧を経た。浜口首相、幣原外相の承認を得、翌日、井上蔵相の了解。……  史料８ 

（注 1）この次官陳述覚えは、明らかに政府回訓を承認することを意味する筋道のものであった。し 

かも、末次次長は山梨次官に政府があれを承諾するならばほんとにありがたいと語っていた。 

 3・31 午後、海相官邸で重要会議。浜口の決意と翌 1 日の予定及び陳述覚ではなかったかと推測され 

る。加藤軍令部長は、回訓案について、軍事参議官会議に御諮詢を上奏することを暫く控え、回 

訓に関する上奏のみをすることに決心した。上奏は浜口の回訓案上奏後と決定。 

1500 岡田、加藤を訪ね、明日 4・1 に閣議予定であり、浜口が回訓案を説明した際、「此の案を

閣議に付さるるはやむを得ず、但し海軍は三大原則を捨てるものにあらざるも、閣議にて決定す

れば夫に対し善処すべし位の事は言はれんか」と申したところ、加藤は「それにては米案を承認

したようになるからなあ」と答えた。そこで、岡田が「然らばその意味の事は予より言ふべし。

君はだまって居てくれぬか」と言ったところ、加藤が「そうしよう」と言ったので、岡田は部長

室を辞去し、山梨に話してその意味のことを堀に起草させた。但し、岡田は責任ある位置でない

ので、野村らの意見もあり、「善処するよう努力します」の句を加えた。 

（注１）岡田が午前、加藤に会った時、加藤が悲壮な様子で処決を覚悟している意味のことを漏らしたの 

で、夜、大角に加藤邸を訪問させ短気なことしない様慰撫させることにした。2000 頃大角は岡 

田に、加藤が明朝浜口との会見では黙っておれとのことだから欠席しようかなあと言ったと報告 

1800 海相官邸で、矢吹政務次官主催の回訓に関する海軍・外務懇談会が開催。会談では、堀田が 

海軍案では決裂を予想しなければならないが、内外の情勢上決裂を避けねばならぬこと、と前置 

きし、米国の大きな譲歩をしているのでこちらも譲歩を必要とすること、具体的な内容を示し、 
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先方から提案させるようにしていることを述べた。これに対し末次は、外務省の関係情報の提示 

がなされなかったことに対する著しい不満を述べ、全権に与えられた訓令は国防上の最小限度で 

あること，製艦競争が起こるとは断言できないこと、潜水艦の工業力維持の対策は不当であるこ 

とを述べた。要するに、相互の主張を繰り返しただけであり、不信感を解消するには至らず。 

（注 2）外務省と海軍軍令部の暗闘： 外相「海軍の連中から説明なんか聞いていたら、とても纏まりゃ 

せん。…『外交 50 年』」。彼の態度は後述するように、第 58 帝国議会における外交演説や質疑 

に対する応答にも示され、非常に軍令部を刺激して、統帥権干犯問題に発展し、山梨を苦しめた 

だけでなく、海軍を揺るがす騒ぎにもなったのであった。 

  1900 山梨、財部へ意見具申電（機密第 21 号電）。内容：「…方針トシテハ大体全権請訓案ヲ基礎ト 

シタルモノニ決スルガ如ク推測セラル」、「此ノ際ハ国家大局ノ上ヨリシテ難キヲ忍ンデ御自重、 

全権トシテノ御任務ヲ完フセラレンコトヲ懇願スル次第」。これを受けた財部は、「山梨次官の熱 

誠ナル電報ヲ閲読シ却テ慚愧ニ堪エザルモノアリ」 

4・1 0830、浜口海軍大臣事務管理は、閣議提出に先立ち海軍側の了解を得るため、岡田、加 

藤、山梨を招致し、回訓案を内示する決心を伝えた。決心には、特に財部の専門的意見(財部)を 

重要視した旨を述べ、回訓案を山梨へ渡した。右に対し、岡田は、「総理の御決心は克くわかり 

ました。… 専門的見地よりする海軍の主張は従来通りでありまして、之は後刻閣議の席上で、 

山梨次官より陳述せしめらるる様御取計らひを願います。若し此ノ案に閣議で定まりますなら 

ば、海軍としては之にて最善方法を研究致さす様尽力します」と述べた。次に加藤は「用兵作 

戦上カラハ米国案ニテハ困リマス… 用兵作戦ノ上カラハ…」と述べた。このため、山梨は、加 

藤の意を察し、海軍側で回訓案を研究することを要請、その内容を浜口と幣原に修正事項とする 

ことを進言し、海軍で研究を終わるまで閣議上程を待たれたいと述べ、首相も承諾。 

0930 海相官邸で回訓案に関する重要会議。待機していた省・部の首脳者に右の次第を話し、回訓 

案をしめして、これについて協議した結果、次の三点を修正事項として決定した。 

①20 センチ砲塔載巡洋艦ニ対シ、1936 年以降ニ於テ、条約ノ拘束ヲ脱スル留保ハ潜水艦ハ

勿論、補助艦兵力全般ニワタルヲ要ス。 

②潜水艦保有量ガ仏伊ノミノ態度ニヨリ増加スル場合ヲ予想シアルモ、ソノ他ノ原因ニテ英

米ガ増加スル場合ニモヒトシク考慮ヲ払ウ必要アリ。 

③製艦技術及ビ工業力ノ維持ノ方面ヨリ観察シ、各種艦艇、特ニ潜水艦ニ於テ、協定代換艦

船以内ノ代換特例ヲ認ムル必要アリ。 

（注）山梨は席上で、これを三度朗読したが、誰も反対論なく、その必要なしというものであった。 

1130 山梨、総理官邸において、浜口、幣原に会見し、回訓案に対する修正を進言。 

正午 総理官邸にて閣議開催。山梨、海軍の専門的立場より意見書（陳述覚）を朗読。各大臣は 

花押を署す。その後岡田大将、加藤軍令部長は同行して東郷元帥を訪ね、浜口よりの伝言と 

回訓に関する所見を述べた。東郷元帥の所見    …………………      史料９ 

1415 山梨、参集していた諸官に回訓案に対する海軍側要望の取り扱い及び閣議の状況説明。 

1545 浜口総理参内、上奏裁可。 

1700 幣原外相、総理指示により、在ロンドン全権宛に回訓を発信。第 112 号電 

1800 矢吹政務次官及び栗山参与官が連名で財部全権宛に激励電 

   1810 山梨から左近司首席随員に対する激励電 

 


