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覚書：満洲事変後の冀察方面における

領事館警察の膨張について

永 井 和＊

はじめに

1 満洲事変前の冀察方面における領事館警察の状況

(1) 不平等条約体制下の領事館警察

(2) 開市開港地外での領事館警察 ――山海関の例

2 塘沽停戦協定後の冀察方面で領事館警察の膨張 (1937. 7 まで)

(1) 塘沽停戦協定後の河北省北東部における領事館警察の増殖 (1936 年 9 月まで)

(2) 山海関にみる「日本軍占領下の領事館警察」

(3) 察哈爾省・綏遠省・山西省方面での領事館警察

(4) ｢北支警察機構拡充」による領事館警察の増殖と「天津警察部体制」

3 日中戦争開始後の領事館警察のさらなる膨張

(1) 冀察・綏遠・山西方面における領事館警察の増殖

(2) 山東・朧海線沿線・河南方面

(3) 日中戦争下の領事館警察

(4) ｢天津警察部体制」から「北支警務部体制」へ

むすびにかえて

は じ め に

誰もが知っている事実の確認からはじめたい。幕末から明治維新にかけて日本が西洋諸国と

結んだ一連の通商条約は，いずれも相手国の領事裁判権を認めるいっぽうで，日本の関税自主

権を否定しており，締約国双方がたがいに等しく権利を享有しうるものではなかった。それゆ
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えに，この日本に不利な不平等条約を改正して，西洋諸国との関係を律する法的枠組を相互対

等なものに置き換えること (=条約改正) は，新たに成立した明治政府の最重要対外課題のひ

とつとなったのである。それが完全に成就されるのは，ようやく明治も終わり近くになってで

あり，明治政府はその悲願の達成に，ほぼ半世紀近い時間をまたねばならなかった。

条約改正交渉はながい歴史をもつが，国内の重要な政治的争点としてその問題が浮上してき

たのは，井上馨が外務卿・外相として改正交渉にのぞんだ時期だとみてよいであろう。1882

年 4 月 5 日，東京に列国代表を集めた条約改正予備会議において，井上外務卿は「外国人にし

て本邦法権に服従する以上其の居住企業の為め全国を開放すべき覚悟あるを宣言し1)」た。つ

まり井上は，領事裁判権を撤廃するかわりに，日本の内地全域における居住・営業の自由を外

国人に与える用意があると表明したのである。もちろん，このような宣言がなされたのは，領

事裁判権を認める不平等条約が，同時に外国人の活動を厳く制限していたからであった。条約

上，外国人が居住・営業できたのは開市開港地においてのみであり，その旅行についても厳し

い制限が課されていた。この外国人の活動に対する制限を解除して，西洋諸国が望むごとくに

「内地開放」を実現するかわりに，領事裁判権という既得権を手放すことに同意をとりつけよ

うというのが，井上の交渉戦略だったわけである。

しかし，領事裁判権の撤廃と内地開放とは，条約改正のためのバーゲン材料としてのみ結び

つけられていたのではなかった。国際法の法理念からみて，両者は切り離せないと認識されて

もいたのである。のちに外務大臣となる陸奥宗光農商務大臣の秘書官であった原敬 (陸奥外相

のもとで通商局長，外務次官となる) は，1892 年に刊行した『現行条約論』で，「治安の正当なる

理由なくして其国に外国人の自由に入り来ること旅行すること及び居住することを妨ぐる総て

の阻碍的処置は自由を保護する万国公法の主義に反する」とのフランスの国際法学者の言を引

用したうえで，条約を改正して内地を開放しなければ，日本は「公法違反の非難を中外に受け

ん」と論じ，さらに「何づれの国民を問わず又何れの場合を論ぜす自国に在るの間は自国の法

律に服従し，他国に在るの間は他国の法律に支配せらる」のが，万国公法 (国際法) の通義で

あるから，治外法権を維持することもまた公法違反であるとした。万国公法の通義にてらせば，

「我れ内地雑居を許さざるも彼れ治外法権を有するも共に均しく公法違反たるべし」というの

が，原の国際法解釈であった2)。

原のこの認識を言い直せば，外国人に治外法権を与えず，自国の法権のもとに置くかわりに，

内地を開放してその居住・営業の自由を認めるのが国際関係の正常なありかたであり，それが

「グローバル・スタンダード」というべきものである。条約改正とは西洋諸国との関係をこの

「グローバル・スタンダード」にあわせて再配置することにほかならず，西洋諸国と日本が対

等な立場にたつには，「グローバル・スタンダード」を受け入れて，治外法権の撤廃と内地開

放をともに行なうしか方法はないのだ，ということになろう。
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領事裁判権の撤廃と内地開放とが相互不可分であるとの主張は，井上の改正交渉が国内の強

い反対を受けて失敗に終わった後，あとを受け継いだ大隈重信外相によってさらに明確に打ち

出される。1888 年に日本はメキシコとの間で修交通商条約を結んだが，これは平等互恵の対

等条約であり，日本の法権に服従することを条件に，メキシコ国民に対して日本内地の開放を

許していた。西洋列国は最恵国待遇約款にもとづき，メキシコに与えられた内地開放の均霑を

求めたが，大隈はそれを拒否し，列国と個別に条約改正交渉に入ることにしたのである。交渉

にあたり大隈は「最恵国条款はその沿革上有償有条件主義に解釈すべきを主張し，内地開放と

帝国裁判権の回収とは不可分の条件なるが故に如何なる外国と雖も治外法権を保有しながら内

地居住の利益に均霑するを許さずと主張した3)」のであった。

このように，条約改正の衝にあたった明治政府の外交当局者は，領事裁判権の撤廃と内地開

放とを不可分のものとしてとらえていた。領事裁判権の撤廃を求める以上は内地を開放すべき

であり，逆に内地を開放するには領事裁判権の撤廃は不可欠であるというのが，彼らの認識で

あり，領事裁判権を撤廃せずに，内地を開放することも，逆に領事裁判権の撤廃を求めながら

内地開放を拒否することも，ともに受け入れられない議論であった。この認識をよく示すのが，

次の原敬の言葉であろう。

｢治外法権ヲ撤去セント欲セハ内地開放ヲ覚悟セサルヘカラス内地開放シテ治外法権ヲ撤

去セスンハ依然国ノ権利ヲ害シ而シテ国ノ利益ヲ害スルコト更ニ甚シキモノアルヘシ治外

法権ヲ撤去シテ内地開放セスンハ公法ノ理論ニ反シ外交ノ慣例ニ戻リ而シテ条約改正ノ成

功センコト殆ント望ミナカルヘシ4)」。

それでは，井上，大隈さらには陸奥外相の条約改正方針に反対した在野の国権・民権主義者

の認識はどうであったのか。まず，積極的，消極的とをとわず内地開放を受け入れる論者とあ

くまでも内地開放に否定的な論者とにわけることができるであろう。

前者は，基本的には政府と同じく領事裁判権の撤廃と内地開放とを一体のものととらえてお

り，治外法権を廃止するのであれば，内地開放もやむをえないとみなしていた。より正確には，

内地開放は日本にとってほとんど唯一のバーゲン材料であるから，軽々にこれを許さず，日本

の国権回復のために十二分に活用すべきだと考えていたのである。そのため，井上や大隈が治

外法権の撤廃と交換に，内地開放だけではなく，外国人判事の任用などの条件をも与えたこと

をもって，西洋諸国への譲歩がすぎるとみなし，強く反対したのであった。そのような立場に

立つ議論の一典型としては，「外国裁判官ノ参列ヲ許スガ如キハ，外国ノ法権ヲ撤セシムルモ

ノニ非ラズシテ却テ其権ヲ牢クスルモノ」として井上外交を批判した小野梓の「条約改正論」

(1884 年脱稿，1887 年刊行) をあげることができよう。その中で小野は「日本人民ハ徒ラニ外人
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内ニ入ルヲ嫌悪スルモノニ非ズ。但タ其自由ノ法律ヲ齎ラシテ我ガ内地ニ行ヒ其横行ヲ肆ニス

ルヲ悪ムノ故ニ，彼レニシテ治外ノ法権ヲ全撤シ我ガ法律ニ服従スルヲ証明スルニ非ラザレバ，

我ニ於テ決シテ内地ノ旅行ト其雑居ヲ許スヲ為スベカラザルナリ5)」と主張したのである。小

野にとっても，領事裁判権を残したまま内地開放をおこなうことは，あってはならない最悪の

選択であった。「治外ノ法権ヲ撤スルモ猶ホ或ハ内地雑居ノ利害ヲ判ジ難シ。況ンヤ之ヲ存シ

テ之ヲ許サント欲スルニ至リテハ余其日本ニ大害アルヲ知ルナリ6)」，と。

条約改正反対派のもう一方は，内地開放 (当時の言葉でいえば「内地雑居」) そのものに反対し

た論者 (非雑居論者) であった。その反対理由は感情的な排外主義・攘夷主義から経済的な国

内産業保護論まで多種多様であったが，国際競争力に劣る日本経済の現状では，内地を開放し

て外国資本の活動を自由にすれば，日本の産業は壊滅的な打撃をうけ，外国資本の支配下にお

かれてしまうとの不安が，多くの支持を得たのである。この立場からすれば，原敬の議論が前

提においている「グローバル・スタンダード」とは，西洋列強や国際資本の「強者の論理」に

すぎず，国内産業保護の観点からすれば，容易に受け容れられないものであった。彼らは，治

外法権の撤廃と内地開放とを切り離し，西洋諸国が治外法権の撤廃に同意しても，その見返り

として内地開放を与える必要はないと論じた。たとえば，全面的な内地開放は時期尚早である

と主張する国友重章は「内地雑居を以て対等条約に伴ふて免るべからざる事なりとするのは」

「一大誤解に陥りたるもの」で，「事理の上より言へば，領事裁判は領事裁判なり，内地雑居は

内地雑居なり毫も相関係するの理由あるべからず」と，両者の不可分性を否定し，「内地雑居

を譲歩せざるも領事裁判は国家の主権上当然回復すべき」であると述べている7)。もちろん，

この内地雑居反対論の立場からしても，領事裁判権をそのままにして，内地開放をおこなうな

どということは，あってはならないこと，許してはならないことであった。

さて，ながながと述べてきたが，私が確認したかったのは，次の一事である。すなわち明治

期の前半，政府・在野を問わず，条約改正問題に強い関心を寄せた日本人の大多数は，領事裁

判権をそのままにした状態で，日本内地における外国人の居住・営業の自由を認めることは，

国際法の理念や外交の慣例からしても，また日本の国権・国益の観点からしても，最悪の選択

肢であり，もっとも排撃すべきであると考える点で一致していた，と。そのような理不尽を受

け容れることに比べれば，現行の不平等条約を維持するほうがまだはるかにましである，とい

うのが彼らの本音であったろうと思われる。

陸奥外相の手によって 1894 年に日英通商航海条約が締結され，1899 年から発効した。これ

により領事裁判権は撤廃され，居留地も消滅した。同時に内地雑居もみとめられ，明治 10 年

代後半から続いた治外法権と内地開放をめぐる政治的な議論も終熄をむかえることになった。

本稿が取り扱うのは，それから 30 年ほどのちの話である。しかも舞台は日本ではなくて中国

の華北，とくに河北省から察哈爾省 (現在は内モンゴル自治区) にかけての地域 (冀察方面) で
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ある。満洲事変後にこの地域において顕著にみられた「領事館警察の増殖」現象の分析が本稿

の課題であるが，本題に入る前にわざわざ明治期の日本のことを確認したのは，明治期の日本

人の通念とはまさに正反対のこと (領事裁判権を保持したままでの内地開放) が，この時期，この

地域で進められていたからである。

なお，お読みいただけばわかるように，本稿はあくまでも不出来な覚え書きであって，本来

ならば活字にできるようなものではない。とくに重要な先行研究である荻野富士夫『外務省警

察史』(校倉書房，2005 年) に対してきちんと言及できていないのは，学術論文として重大な欠

陥と認めざるをえない。あつかましくも，共同研究班の班長水野直樹教授のご厚意にあまえて，

掲載させていただいた次第である。記して感謝したい。

1 満洲事変前の冀察方面における領事館警察の状況

( 1 ) 不平等条約体制下の領事館警察

1931 年末の時点で，中国側が通商条約等で宣言していた開市開港地は，冀察 (河北省・察哈

爾省) 方面では北平，天津，張家口の三都市にすぎなかった8)。当然ながら，日本が領事館

(含む分館) を置いていたのも，北平 (1902 年より北京の公使館に領事が駐在)，天津 (1875 年に領

事館設置，1901 年に総領事館に昇格)，張家口 (1922 年に領事館設置) の三都市のみであった。

そのうち領事館警察署が置かれていたのは天津 (1909 年に設置，ただし警官の駐在は 1896 年か

ら)，張家口 (1922 年に設置) のみであった。北平には，警察署ではなく，天津総領事館の警察

分署がおかれていた (1921 年設置，それ以前は，1900 年から天津総領事館警察署の派出所が存在)。

ほかには，開市開港地ではない塘沽と山海関にも警察出張所が置かれていたが，その設置時期

はさらに遅く，塘沽は 1928 年，山海関は 1930 年であった。言い換えれば，日清通商航海条約

が締結されてから 1922 年になるまで，冀察方面において領事館警察が置かれていたのは，天

津と北京のみにすぎなかったのである。

これらの警察の規模は，天津のそれを除くといずれも小規模であった。1931 年末の時点で

の，それぞれの人員は以下のとおりである。

天 津 警 察 署：60名 (警視 1，警部補 4，巡査部長 7，巡査 48。他に中国人の巡補長 35，巡

補 310)

張 家 口 警 察 署：3名 (警部 1，巡査 2)，

北 平 警 察 分 署：5名 (巡査部長以下 5)

塘沽警察出張所：2名 (巡査部長 1，巡査 1)

山海関警察出張所：2名 (巡査部長 1，巡査 1)

覚書：満洲事変後の冀察方面における領事館警察の膨張について (永井)

― 243 ―



参考のために，日本居留民の人口 (31 年時点) を示すと次のようになる9)。これからわかる

ように，居留民のほとんどが租界や居留地のある天津，北平に集中していたのである。

あらためて言うまでもないが，天津や北平などの開市開港地における日本居留民の存在とそ

の保護取締にあたる領事館および領事館警察駐在の法的根拠は，国際法上は日清通商航海条約

(1896 年) の第 3 条 (開市開港地への領事駐在と裁判管轄権の付与)，第 4 条 (開市開港地への往来，

居住，営業の自由，居留区域での土地貸借と家屋保有の自由) に求められる。これらの規定にしたが

えば，日本臣民は中国において治外法権を有するとしても，居住・営業・不動産保有の自由を

享受できたのは，開市開港地にかぎられ，それ以外の中国内地 (ただし，1915 年以後のいわゆる

「南満州及東部内蒙古」および「間島」については別途検討を要するので，とりあえずここには含めない)

においては，その権利が保障されているわけではなかった。また，日本臣民に対して裁判管轄

権を有する領事官の駐在も，開市開港地に限定されており，開市開港地以外に自由に領事官を

置くことはできなかった。治外法権と居住・営業・不動産保有の自由の制限とは，いわば表裏

一体の関係にあったのである。

なお，日清通商航海条約はその第 6 条で，領事の発行する旅券を携帯しての中国内地の観

光・商用旅行を認めている。これは 1858 年の天津条約において，イギリス，フランス，ロシ

ア，アメリカに対して認められた，いわゆる「内地通商権」とほぼ同等のものであるが，もち

ろん，開市開港地において認められているのと同様な居住・営業・不動産保有の自由までをも

認めているのではない。同条では「若し旅行者にして旅券を携帯せず又は法律を犯すときは之

を処分するため最寄りの領事官に引き渡すべし，但しその際唯必要の拘束を加ふるのみにして

決して之を虐待すべからず」と規定されており，内地旅行者に対して，中国側は裁判権はもた

ないが，ある種の警察権はもっていることになっている。

領事裁判権は属人的なものであり，それ自体としては空間的な限定をうけないが，居住・営

業・不動産保有の自由の開放地限定を前提に考えるならば，領事裁判権に付随するとされた在

留自国民すなわち日本臣民への行政権・警察権も，少なくともその排他的な行使に関しては，

地域的に限定されていたと解するのが妥当な解釈であろう。少なくとも，1909 年に間島問題

に関する日清協約を結んだ時点では，日本政府は，領事裁判権そのものについても，条約上治
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総数 内地人 朝鮮人 台湾人

天津

張家口

北平

塘沽

山海関

5,998

25

不明

78

121

5,399

17

1,167

―

102

581

8

158以上

―

19

18

0

―

―

0

(31 年 12 月末)

(同上)

(31 年 5 月末)

(30 年 12 月末)

(31 年 5 月末)

(上記のほかに，秦皇島：18，昌黎：17，灤州：10，唐山：12 の在留日本臣民がいた)



外法権を享有できるのは「開港市居住者若クハ内地遊歴者ニ止マリ」，「広大ナル不開地域ニ雑

居スル人民ニ対シテ裁判権ヲ保有スルカ如キハ清国ト各国間ニ於ケル条約ノ未タ之ヲ認メサル

所ナリ」という国際法解釈に立っていた10)。つまり，非開放地に勝手に雑居している日本臣民

には領事裁判権は及ばないという条約解釈をしていたのである。この解釈にもとづけば，治外

法権を有する国が，中国において排他的に行政権・警察権を行使しうるとしても，それは開市

開港地内の居留地や租界に限定されていることになろう。

さらに言えば，条約に定める領事裁判権規定が，ただちに開市開港地での行政権・警察権の

排他的行使に導かれるかどうかについても，国際法の解釈において議論の分かれるところであ

ろう。租界については，1896 年 10 月の日清議定書の第 1条「新開通商市港場ニ日本専有ノ居

留地ヲ置クコトヲ妥定シ，道路管轄ト地方警察ノ権ハ日本領事ニ専属スルモノトス11)」が，行

政権・警察権の排他的行使の条約上の根拠となりうるが，この場合，その権限のおよぶ範囲が

租界に限定されることは明らかであろう。この日清議定書にもとづき結ばれた 1898 年 11 月の

「天津日本居留地取極書続約」においても，「現定居留地内ニ日本警察署ヲ設立シテ居留地内一

切ノ警察事務ヲ取扱フノ外，別ニ予備居留地内ニ共立警察署一箇所ヲ公設シ，都テ現定居留地

内ノ清国犯罪人ハ共立警察署ヨリ巡査ヲ派シテ捕縛セシメ之ヲ清国官衙ニ押送処分セシムベ

シ12)」とあり，租界・居留地の警察権は日本に帰するが，逆に言えば，租界・居留地外には及

ばないことになっている。なお，この規定では居留地内の清国人に対する警察権は清国側にあ

るようになっているが，実際には空文化し，居留地内では日本警察権が清国人にも及んでいた

と思われる。

以上のことから，日清通商航海条約の領事裁判権に法的根拠をもつ，領事館警察の警察権の

及ぶ空間的範囲は，法的には開市開港地に限定されているとみなせよう。当然，領事館警察の

分布も自ずから限定されるわけであり，原則としては，領事館が設置されうる開市開港地にか

ぎられることになる。このような段階の領事館警察のあり方を，その国際法上の根拠にもとづ

いて，「不平等条約体制下の領事館警察」とよぶことにすれば，冒頭にかかげた満洲事変前の

冀察方面の領事館警察の状況は，その所在が主として開市開港地に限定されていたことが示す

ように，基本的には不平等条約体制下のそれであったと結論してよいであろう。

( 2 ) 開市開港地外での領事館警察 ――山海関の例

残る問題は，開市開港地ではない塘沽と山海関に警察出張所が置かれていたことをどう考え

るかである。結論からいえば，この両都市に警察出張所が置かれた/置くことができたのは，

そこに日本軍 (支那駐屯軍) が駐屯していたからであった (天津，北平にも支那駐屯軍は駐屯して

いたが，両市における日本の警察権に関する国際法上の根拠は上述のように通商条約とそれに付随する協

定類に根拠を置いている)。山海関も塘沽も，北清事変後に結ばれた最終議定書に規定されてい
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る交通線確保のための駐兵区域であり (議定書の定める駐屯可能区域のうち，それぞれの国が担当す

る鉄道守備範囲は，列国の協議によって定められたが，灤州から山海関の間が日本軍の守備範囲とされて

いた13))，支那駐屯軍の一部が駐屯していた。それに付随して少数の日本臣民が同地に居住し

ていたのであり，その居留民の保護取締を目的として領事館警察の出張所がおかれたのであっ

た。

しかし，外国軍隊の駐屯を認める条約が存在していたからといって，それがただたちに開市

開港地以外において (この場合は山海関や塘沽)，治外法権を有する外国人に居住，営業の自由

を認めるものでないことはいうまでもない。また，その居留民の保護のために領事館警察の駐

在を自動的に許すものでもないことも明らかであろう。そのことは，最終議定書が結ばれ，日

本軍が同地に駐屯するようになってから，実際に塘沽と山海関に領事館警察出張所が設置され

るまでに，30 年近い時間間隔があったことからもわかるであろう。以下に概略を述べる山海

関の例からも明らかなように，駐軍協定の存在がただちに領事館警察の設置を許すものでない

ことを，じっさいのところ，日本側も中国側もともによく認識していたのである。

｢外務省警察史・在山海関領事館」(外警 37巻) の記述は，1905 年 7 月 3 日の在天津伊集院

総領事の外務大臣宛公信からはじまっている14)。それによれば，北清事変後も日本軍守備隊が

駐屯し続けた山海関には，少なくとも日露戦争前 (1902 年) から 100名前後の日本臣民が在住

していた。これらの在住日本人の「保護取締」のために，警部 1，巡査 2 からなる山海関警察

官駐在所を 1905 年 9 月に開設することが一度は決定されたのだが，結局実施されないままに

終わった。この時点で日本の外務省は，山海関に警官を駐在させる条約もしくは国際法上の権

限を日本側はもっていないと認識しており，かりに駐在所を開設したとしても，清国側から退

去を求められれば，引揚げざるをえないからであった。また，山海関在住の日本臣民には「正

業ヲ営ムモノ甚ダ少ナキ地ニ有」とも認識されていた。つまり，当時の山海関在住日本人は，

権利の面においても，営業の内容のいずれにおいても，合法的に領事館が「保護」の対象とし

うる者ではなかったために，駐在所の設置に踏み切れなかったのである。

なお，彼らが「不法居住者」であったとして，警察官駐在所の設置を求めた天津総領事館の

目的が，それら不法居住者の「取締」にあったのであれば，中国側に不法居住者の拘束と引き

渡しを請求するか，あるいはあくまでも日本人に対する警察権の排他的行使にこだわるのであ

れば，その都度警官を臨時に派遣して不法居住者の「取締」をすればよいのであって，何も駐

在所を設置して警察官を常駐させる必要はない。だとすれば，この時点での駐在所の設置目的

は「取締」よりも「保護」に重点があると考えざるをえないが，そのことは，逆に言えば，天

津総領事館が不法居住者と疑わしき在住日本人を「保護」しようとしていたことを意味する。

1909 年にもう一度，山海関に警察官駐在所を開設すべしとの稟議が在天津総領事から外務

省に宛てなされたが，本省はそれを却下し，山海関に駐屯する日本軍守備隊の憲兵に，在住日
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本人の「保護取締」を担当させればよいとの判断を示した15)。在住日本人を日本の警察権のも

とにおこうとした点で，天津総領事館と外務本省との間にちがいはないのだが，領事館警察を

してそれをさせることには，明確な条約上の根拠がないのに対して，憲兵の場合は，北清事変

に関する最終議定書とその付属文書に定められた駐兵権と駐屯する軍隊は治外法権を有すると

の国際慣例とに法的根拠をみいだすことができるので，本省は天津総領事館の提案を却下した

のだと思われる。

山海関に在住する日本臣民を，名目上は駐屯日本軍の御用を務める「用達人」で，軍に諸種

のサービスを提供する「軍従属者」と位置づけることで，軍の治外法権の庇護をうける者とみ

なすことができたのである。そのかわり，それら「軍従属者」に対する「保護取締」の権限は，

文民警察である外務省警察ではなくて，軍事警察である駐屯軍・憲兵という系列にならざるを

えないわけである。

その後，1913 年に山海関居留民会が在天津総領事の認可を受けて発足しており，15 年には

小学校が開設された16)。開市開港地でないにもかかわらず，山海関在住日本人は条約上の権利

(居住・営業・不動産保有の権利) を行使しており，しかも天津総領事館がそれを「保護」してい

たことを示すものである。

以上のことから，日本の外務省は，基本的には中国における日本臣民の居住・営業・不動産

保有の自由の範囲拡大を求める志向を強くもっていたが，中国と協定を結んで開市開港地を増

加拡大するという方法が中国側の抵抗のためにむずかしいとなると，山海関や塘沽のように日

本軍が駐屯する地域では，それを背景にして，在住日本人の居住・営業・不動産保有の既成事

実を積み重ねていくことで，その目的を実現しようとしていたことがわかるであろう。

しかし同時に，この時点の日本外務省は，条約による法的拘束とそれにもとづく限界につい

ても明確に認識しており，条約に違反したかたちで行政権・警察権を公然と主張したり，行使

したりすることには強いためらいをもっていたこともわかる。そのため，条約に違反したかた

ちでの既成事実の積み重ねも，常に同じテンポで進行していたのではなく，辛亥革命から第一

次世界大戦にかけての混乱期・動乱期に，急速に進展したのだと思われる。

天津総領事館警察の山海関出張所仮事務所が設置されたのは，1930 年 12 月 3 日のことで

あった17)。なぜこの時期に出張所が開設されたのか，外務省警察史の当該箇所には理由説明は

ないが，1933 年 1 月の天津総領事館警察署長の訓令に記されているところでは，1931 年に支

那駐屯軍司令部から天津総領事館に対して，山海関に駐屯する憲兵をして軍事警察業務に専念

させたいので，在住日本臣民の「保護取締」は今後領事館警察に任せたいとの申し入れがあり，

それに応じるために出張所がつくられたとなっている18)。これがほんとうであれば，1931 年

初めの時点の支那駐屯軍は，明治末になぜ領事館警察の駐在所設置の稟議が却下されたのか，

その歴史的経緯をまったく亡失しており (あるいは歴史的経緯にまったく無頓着だったと言うべき
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かもしれないが)，山海関に領事館警察を置いて在住日本臣民の「保護取締」にあたらせること

が条約上難しいことについて思いが及んでなかったといわざるをえない。

しかし，軍の申し入れに応じて出張所を開設した領事館側は，そう簡単に条約上の制限を忘

れてしまえるわけがない。法的に疑義の残るこの措置によって中国側を刺激しないために，出

張所に派遣された警察官 (巡査部長 1，巡査 1) は，いずれも制服を着用せず，私服のままで勤

務し，公然とその存在を示すことはしなかったのである (日本軍の再駐屯を機に 1928 年に開設さ

れた塘沽の警察出張所は，陸軍運輸倉庫の内部に設置された)。また，以下に紹介する 1931 年の中国

側との交渉においても，領事館警察のメンバーは山海関に日本人が在住する法的根拠づけを，

軍に附随する「軍従属者」という位置づけでおこなっており，明治末の立場を大きく変えてい

ない。

1931 年 5 月の時点で，山海関には 102名の内地人，18名の朝鮮人が在住し，中国人人口は

57,000 人であった。ほかに 6名のイギリス，ギリシア，ベルギー人も居住していた。在住日本

臣民の実態は「大多数ハ〔中国人を相手に−永井注〕禁制品ヲ密売スル疑アリ (略) 全在留邦

人中正業者ト認メラルルモノ約三分ノ一19)」，「山海関在留邦人ノ大半ハ「モルヒネ」其ノ他ノ

麻酔剤ノ密売者ニシテ其取扱数量ハ三十仙乃至五元余ノ零細多ク20)」という状態であり，日本

軍にサービスを提供する「軍従属者」は，実際にはごく一部にかぎられていたのである。

なお，1930 年 12 月の出張所開設の時点で，山海関には日本，イギリス，フランス，イタリ

アの各守備隊 (兵力はそれぞれ 60, 120, 60, 30 人) が駐屯しており，さらに東北軍の歩兵第三旅司

令部とその 1ヶ団 (連隊) が駐屯し，県署，県公安局，税関などの中国側の行政機関が存在し

ていた。つまり，日本軍守備隊も領事館警察も，より優勢な中国側の軍事力・警察力と対峙し

つつ山海関に位置していたのである。

出張所がおかれて半年ばかりのちに，中華民国国民政府外交部は，河北省政府を通じて，山

海関県署と公安局に対して山海関在住日本人に退去を求めるよう命じた。命令を受けた山海関

公安局は日本の山海関憲兵分遣署に以下のような問い合わせをおこなった。

｢一，当地ニ日本人ノ居住スルハ如何ナル根拠ニ基キタルモノナリヤ

二，日本人ガ当地ニ於テ当舗ヲ営ムノ根拠如何21)」

つまり中国側は，開市開港地ではない山海関での日本臣民の居住と営業には条約上の根拠は

ないはずだと言ってきたのである。ここで言及されている「当舗」とは，山海関で日本人が営

業していた質屋である。1929 年から 5軒営業しており，中国人を顧客としていた。日本の領

事館は当該質屋に対して「支那官憲トノ紛糾ヲ惹起セザルコトヲ許可条件ニ含」ませて営業を

許可したのだが，この質屋が派手な看板を掲げて高利の営業をおこない，そのことが天津大公
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報で大々的に報道されたうえ，利用者からの利子引き下げの交渉に応じなかったために，中国

側も放置できなくなったのである。

続けて山海関公安局長と山海関警察出張所の川崎巡査部長との間で，この問題をめぐる交渉

がおこなわれたが，公安局長は「外交部ヨリ河北省ヲ経テ当方ニ対シ当地ニ居住スル貴国人ノ

退去セシムル様命令ニ接シタルガ通商口岸ニアラザル当地ニ貴国人ノ在住スル根拠如何」と質

問した。国民政府は，条約に明確な根拠をもたない日本人の内地居住と営業に対して厳しい態

度をとる政策を打ち出したわけである。この方針は，明治期の日本で，大隈外相や内地雑居反

対派が唱えた条約励行論と同じ考えに立つものといえよう。

それに対して川崎は，「北清事変後貴国トノ協定ニ基キ各国守備隊ヲ駐屯セシムルコトトナ

リ，日本守備隊モ亦駐屯スルニ至リ，現在ノ邦人ハ軍隊用達商人トシテ我ガ守備隊ノ御用ヲ勤

メ，傍ラ一般営業ヲ為シ来リタルヲ根拠トシテ，多少ノ増減ハアリタルモ貴国ハ此等邦人ノ在

留ヲ認メテ，今日ニ至リタルモノニシテ，日清通商航海条約第四条ニ準ジ保護セラレ来リシモ

ノニシテ，已ニ習慣トシテ居住権発生シ居リ，邦人ハ孰レモ数千数万金ヲ投ジ基礎ヲ築キ居ル

状態ニアル22)」と返答した。

つまり，日本側も山海関での居住・営業が通商条約にもとづくものではないことを認めてい

たのであり，法的には北清事変の最終議定書による駐兵権に根拠をもち，軍の御用をつとめる

御用商人として軍の駐屯地で営業してきたのであって，中国人相手の営業については既成事実

の積み重ねによって，すでに既得権と化していると主張したのである。その上で川崎は，この

問題は天津において河北省政府と天津総領事とが折衝すべき外交問題であるので，これ以上の

交渉は現地ではできないとした。公安局長もそれに同意したが，公安局としては省政府が山海

関での日本人の当舗営業の取締を命じてきているので，取締らざるをえない。その営業を中止

されたいと申し入れた。結局，質屋については，看板を外に出さないこと，中国人への営業は

見合わせることで，ひとまず現地での日中の妥協が成立したのであった。

この 1931 年 5 月に山海関でおこった在住日本臣民の退去要求をめぐる問題が示しているの

は，次のようなことである。まず，開市開港地でない場所での日本臣民の居住・営業には，通

商条約に由来する法的根拠がないことを，日中双方がともによく認識していたということ。に

もかかわらず，駐兵権に付随する既得権として，現実にはそれが既成事実化しており，その既

成事実と日本の実力の前に，中国側とくに現地で日本側と直接相対する地方行政機関は，中国

側の条約上の正当性を最後まで貫徹することができなかったということである。

しかしながら，上にみた山海関や塘沽での領事館警察出張所のケースはやはり例外的とみる

べきであり，日清通商航海条約から四半世紀の歴史を概観すれば，全体としてはすでに述べた

ような，不平等条約体制下での領事館警察の枠内にとどまるものであったといえよう。何より

も，日本の外務省自身が，条約による制約を強く意識していたのであった。
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2 塘沽停戦協定後の冀察方面で領事館警察の膨張 (1937. 7 まで)

前節でみた状況は，満洲事変がはじまり，1933 年 5 月に塘沽停戦協定が結ばれると，大き

く変化する。ひとことで言えば，塘沽停戦協定以後，河北省・察哈爾省方面 (=冀察方面) で

日本の領事館警察が活発に増殖しはじめるのである。もちろん，その増殖は，開市開港地の増

加によるものではなかった。言い換えれば，通商条約ないしそれに付随する取り決めに法的根

拠をもつものではなかった。それは，満洲事変以前にはマイナーな存在であった「山海関」型

およびその発展型，すなわち軍の実力を背景にしての，開市開港地外の「内地」における領事

館警察のなしくずし的な拡大という形態をとったのである。そしてその過程で，外務省および

領事館警察のこの問題に関する認識もまた大きく転換していった。

本節では，その増殖と認識の転換過程を詳しくみていくが，まず，塘沽停戦協定後 1936 年

9 月の「北支警察機構拡充」までとそれ以降とに大きく時期を区分したうえで，さらに天津総

領事館の管轄区域 (河北省方面) と平綏線 (北平−綏遠〔フフホト〕間の鉄道) 方面 (察哈爾省方

面) とにわけて，この地域での領事館警察の増殖・拡大の様相を考察したい。

( 1 ) 塘沽停戦協定後の河北省北東部における領事館警察の増殖 (1936年 9月まで)

河北省では，1933 年 8 月から 1935 年 4 月にかけて，北寧線 (北平−瀋陽間の鉄道) 沿線に警

察分署・出張所が新設されたほか，熱河省の省都承徳と北平を結ぶ交通路と長城線との交点に

位置する古北口にも分署が新設された。

新設された領事館警察の分署および出張所の一覧リストを以下に掲げる。参考のために，開

設時点での各都市における在留日本臣民の人口を右側に示しておいた。

これからわかるように，山海関出張所が山海関分署に昇格したほか，新たに古北口に分署が

設置され，唐山，秦皇島，灤州，昌黎の各都市にも出張所がおかれた。すべて天津総領事館警

察署の分署および出張所である。

この結果，1935 年末には，河北省には警察署 1 (天津)，分署 3 (北平，山海関，古北口)，出

張所 5 (塘沽，唐山，秦皇島，灤州，昌黎) という配置となり，満洲事変前に比べて，その数はほ
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警察署名 開設年月日 人員構成 居留民数 内地人 朝鮮人 台湾人

山海関分署

古北口分署

唐山出張所

秦皇島出張所

灤州出張所

昌黎出張所

(1933.12.27)

(1934.6.7)

(1933.8.20)

(1933.8.24)

(1934.1.14)

(1935.4.8)

5 (警部 1，巡査部長 1，巡査 3)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

645 (121)

149 (0)

346 (12)

130 (18)

126 (10)

不明 (17)

575

17

159

72

68

不明

70

32

186

58

56

不明

0

0

1

0

2

不明

( ) 内は満州事変前の人口数



ぼ倍増した。

新たに出張所が設置された秦皇島，唐山，灤州，昌黎はいずれも北寧線沿線にあり，北清事

変の最終議定書に記された駐兵可能地域であるが，満洲事変前には，実際に守備隊が常時駐屯

していたのは秦皇島だけであった23) (灤州には 1928 年まで駐屯)。また秦皇島の一部を除いて，

すべて開市開港地ではなかった。これら 4都市には満洲事変前にもわずかながら日本臣民が居

住していたが，この時期になるまで，そこに領事館警察出張所を置こうとする動きは，日本側

にはまったくなかった。ところが塘沽停戦協定後になって，にわかに出張所が設置されたので

ある。そのきっかけは，満洲事変により，これらの都市に日本軍が常駐するようになったこと

である24)。もっとも，北寧線から遠く離れた古北口は，北清事変最終議定書の駐兵可能区域に

入っておらず，もちろん開市開港地でもなかった。そこに日本軍が駐屯できたのは，熱河作戦

時に関東軍が占領し，さらに塘沽停戦協定に付属する「停戦協定善後処理ニ関スル申合事

項25)」(北平申合，1933 年 11 月) において日本軍の駐屯可能地点として指定されたからである。

唐山，秦皇島，灤州，昌黎，山海関，古北口に共通するのは，熱河作戦とそれに続く灤東作

戦，関内作戦において，日本軍 (主として関東軍) が占領下においた地域であり，さらに塘沽

停戦協定によって設定された「非武装地帯」(いわゆる「戦区」) の中に位置している点である。

つまりこれらの地域はすべて，1933 年に関東軍が発動した一連の軍事作戦によって中国軍が

排除され，塘沽停戦協定によってその状態が固定化された河北省北東部の一定区域の中に位置

していたのであり，塘沽停戦協定締結後に，これら占領地における在住日本臣民に対する警察

事務・行政事務を関東軍から領事館が引継ぐかたちで，分署や出張所が設けられたのである。

たとえば，灤州を例にあげると，同地は 1933 年 5 月 19 日に関東軍により占領されたが，塘

沽停戦協定後も引き続き日本軍が駐屯し，その間，憲兵が日本臣民の保護取締にあたっていた。

しかし占領後在住日本臣民の人口は急速に増加し，居留民会もつくられるようになったが，同

時に「賭博禁制品ノ密売買」などを行う不良者も増え，そのいっぽうで中国人の「排日思想ハ

日ト共ニ深刻化シ奥地方面ニ於テハ保安隊，土民等ニヨル邦人ノ殺害事件頻繁ニ起リ当地憲兵

分遣隊ニ於テハ此等居留邦人保護ノ周密ヲ期スル為領事館警察ノ進出ヲ要望」し，その結果

1934 年 1 月に領事館警察出張所が灤州に設けられたのだった26)。灤州にとどまらず，上の表

にみられる日本臣民数の急激な増加は，すべて日本軍の占領と駐屯 (中国軍排除による実質的占

領状態) がもたらしたものであり，そのことは以下のような各領事館の報告の記述からも明ら

かである。

｢当館 (天津総領事館−永井注) 管内本邦人人口ハ満洲事変迄ハ六千八百五名ナリシガ昭和

八年九月末現在ニ於テハ八千百八十六名ニ達シ急激ナル増ヲ見ルニ至レリ。右ハ曩ニ我軍

隊ノ進出ト共ニ北寧鉄道沿線及河北省各地ニ邦人居住スル者ノ増加スルニ至レル結果ニシ
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テ27)」

｢塘沽協定ノ成立ト共ニ我ガ軍隊ノ駐屯ニ依リ一時ニ多数ノ内鮮人ノ進出ヲ見タリ。当時

猶当地 (唐山−永井注) 及其周辺ニ於ケル匪賊ノ出没絶エズ内鮮人ノ殺傷事件ノ頻発ニ処

シ在留邦人保護ノ為同年八月二十日外務省ヨリ当地ニ出張所開設ノ指令アリタル28)」

｢(山海関地方の−永井注) 在留民ハ (中略) 昭和七年末ニ於テ七七戸二八〇名ヲ算シ其間特

種営業者七戸ヲ除キテハ殆ド支那軍隊ヲ対照トスル禁制品取扱業者ナラザルハナク其ノ居

住区域モ山海関，秦皇島ヲ出デザル状態ナリ。

然ルニ昭和八年年頭ニ於ケル山海関事件ハ在留邦人活動状況ニ一新生面ヲ劃シタルモノト

謂ハザルベカラズ即チ日本軍ノ進出ニ伴ヒ新規来住スル者続々トシテ多キヲ加ヘ戦後ニ於

ケル土地繁栄ト在留民ノ生活安定，新来民ノ発展ヲ策スル意味ニ於ケル憲兵隊ノ行政事務

取扱方針ガ軍事上阻害ナキ限リ努メテ其ノ自由性ヲ認メタルト共ニ本年五月日支停戦協定

ノ成立ニ依リテ沿線各地ヘノ進出可能トナリタル結果前半ニ於ケル内鮮人ノ激増ハ二〇四

戸六二八名約四倍ニ及ビ居住区域モ亦昌黎，灤県ノ北寧路沿線重要都市ヨリ中間ノ小駅又

灤東地方ノ海陽鎮，撫寧等ノ奥地地方ニマテ及ベリ (中略)29)」

｢受持区域 (秦皇島−永井注) 内内地人ハ一一五戸三三六名ニシテ内九割ハ秦皇島ニ居住シ

其ノ大部ハ昭和八年春季以後北支情勢ノ変化ニ伴ヒ密輸入ヲ目的トシテ来住セル者ニシ

テ30)」

｢当受持区域 (昌黎) 内邦人進出ハ山海関事件後ニシテ冀東貿易ノ波ニ乗リ相当活躍シタ

ルモ31)」

要するに，これらの分署・出張所の新設は満洲事変 (熱河作戦・灤東作戦・関内作戦) の産物

にほかならなかった。これらの作戦において日本軍が占領下におき，中国側の軍事力を排除し

た河北省北東部の「非武装地帯」に，治外法権を有する日本臣民がどっと流入し，その保護・

取締のために領事館警察の分署や出張所が設置されたのであり，また領事館警察の配置拡大は

この地域への日本臣民の来住を促し，在住日本臣民数のさらなる増加をもたらした。そういう

循環が塘沽停戦協定前後にこの「非武装地帯」に起こったのである。通商条約の定める居住・

営業の自由の制限はまったく無視されたにひとしく，日本軍の武力を背景に，治外法権を有し

たまま日本臣民の「内地雑居」がなしくずし的に拡大していったのだった。

このような「無視」の姿勢を如実に示す例をあげておこう。塘沽停戦協定後の 1933 年 8 月，

秦皇島の西南にある避暑地北戴河 (未開放地) とその近くの牛頭崖 (未開放地) に居住する日本

臣民 4 人に対して，撫寧県公安局長から三ヶ月以内に退去すべしとの命令が出された。先に紹

介した 1931 年 5 月の山海関でおこった質屋問題の時とよく似たケースである。4 人は秦皇島

の憲兵分駐所に保護を願い出たところ，同所の憲兵は「撫寧県公安局長ヨリ退去命令ニ接スル
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モ之ニ応ズル要ナシ更ニ退去ヲ要求セバ日本官憲ニ連行セヨ」という文面の書類を彼らに交付

した。彼らがそれを中国語に訳し，北戴河と牛頭崖の公安分局に持参して，自分たちの居住を

認めるよう交渉したところ，両公安分局長は誤解があったとして，退去の必要はなく，在住日

本臣民には保護を与えると約束した文書を与えたので，一件落着したという32)。

1931 年 5 月の質屋事件と比較すると，結果的には日本側の言い分がとおった点で同じなの

だが，その結果にいたるプロセスで日本側のみせた姿勢がまるでちがっている。1933 年 8 月

のケースでは，憲兵隊は実力をちらつかせて問答無用式に要求を押し通したのであり，「未開

放地」では治外法権を有する外国人に居住・営業の自由はないことへの，あるいは「領事裁判

権撤廃と内地開放との相互不可分性」といった国際法解釈への配慮といったものを，そこに見

出すことはできない。1931 年 5 月には日本側にその配慮がまだ残っていた。しかし，わずか 2

年半でそれがなくなってしまったのである。

日本軍が「非武装地帯」での日本臣民の雑居を積極的に進めていたことは，上に紹介した

「在山海関領事館警察署警察史」の記述「戦後ニ於ケル土地繁栄ト在留民ノ生活安定，新来民

ノ発展ヲ策スル意味ニ於ケル憲兵隊ノ行政事務取扱方針ガ軍事上阻害ナキ限リ努メテ其ノ自由

性ヲ認メタル33)」からも明かであろう。このような政策を意図的に進める以上，条約が「無

視」されるのは当然であった。

かつて条約改正問題が日本政治の争点であった時期に，原敬は「外人内地ニ雑居シ若クハ自

由ニ旅行シ而シテ我法権ノ外ニ在ルニ於テハ治安ヲ保持スルノ道ナ (し)34)」と論じたが，こ

の論法にしたがえば，「非武装地帯」はもはや中国の行政権・警察権の及ぶ範囲ではないこと

になろう。条約を「無視」して進められる日本臣民の「内地雑居」は，必然的に中国側の反発

を引き起こし，退去命令から土地・建物の貸与拒否，殺人から強盗・恐喝までさまざまな「排

日行為」や犯罪などの摩擦を生じさせた。在住日本臣民の保護・取締のためには日本側の行政

権・警察権も空間的に拡大していくことになる35)。占領直後のように軍がそれを直接行使する

のをやめて，文民警察にゆだねた時，それは領事館警察の増殖となってあらわれるわけである。

このような占領状態に等しい権力状況で生じた領事館警察の拡大・増殖をもって，「不平等

条約体制下の領事館警察」と同じとみなすわけにはいかない。別の段階に移行したと考えるべ

きであろう。かつて小野梓は「治外ノ法権ヲ存続シ之 (内地雑居−永井注) ヲ本邦ニ行ハシメバ，

彼レ外人之ヲ恃テ四方ニ横行シ遂ニ我ガ内地ニ在テ無数ノ独立国ヲ現出スルノ害ヲ生ズルニ至

ラン36)」と批判した。同じくこの論法を適用すれば，塘沽停戦協定後の河北省北東部にも「独

立国ヲ現出スル害」が生じたことになろう。じつをいえば，同じような領事館警察の増殖現象

は，すでに満洲で発現していた37)。言い換えれば，先行的に「満洲国」内で進行していた領事

館警察の増殖と変容とが，塘沽停戦協定後には河北省北東部の「非武装地帯」に浸出してきた

のであった。その点を考慮して，満洲事変より前の「不平等条約体制下の領事館警察」と区別
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するために，以下本稿では，このような段階の領事館警察を「日本軍占領下での領事館警

察38)」とよぶことにしたい。

念のために付言しておくと，塘沽停戦協定にも，それに附属する「停戦協定善後処理に関す

る申合事項」(北平申合，1933 年 11 月 9 日) にも，新たに開市開港地を指定したり「戦区」にお

ける「内地雑居」を包括的に容認するような規定は一切存在しない。「非武装地帯」における

在住日本臣民の増加とそれにともなう領事館警察の増殖とは，これらの協定の合意事項ですら

なかった。中国側代表はそのようなことを協議するつもりはなかったのであり，反対に停戦協

定およびその付属文書において日本臣民の居住・営業の自由の拡大を日本側が求めてくるのを

おそれていたように思える。言質をとられないように警戒していたことが，北平申合を決定し

た北平会議の議事録からわかるのである。

1933 年 11 月に塘沽停戦協定善後処理の交渉のため北平で開かれた会議で，関東軍が中国側

に提示した申合事項の日本側原案の第 4項には，

｢北支政権ハ満洲国トノ間ニ於ケル相互ノ通商貿易，交通，通信，航空連絡等ヲ設定スル

為速カニ必要ナル委員ヲ定メ交渉ヲ開始スルモノトス

本項交渉ハ概ネ左ノ部門ニ亘ルモノトス

イ，税関ニ関スル件

ロ，通商ニ関スル件

ハ，郵政ニ関スル件

ニ，電政ニ関スル件

ホ，航空ニ関スル件

ヘ，長城線ニ於ケル警務，検疫ニ関スル件」

とあったのだが，中国側代表39)は「通商ニ付テハ通商条約ノ内容ノ如クニ思ハルルニ付之ヲ取

極ムルコト能ハス」「通商条約ノ規定ノ如クナリ本会議ニ於テ決スルコトハ不可能ナリ」とし

てその削除を求めた40)。軍事問題を扱うはずの北平会議で通商条約にかかわる問題を協議する

ことはできないというわけである。関東軍側もその要求をいれ，「通商」という語を削除した。

その結果，第 4項の成案は「長城内外ニ於ケル交易，交通，通信等ヲ設定スル為華北当局ハ必

要ナル委員ヲ定メ関東軍ノ指定スル委員ト速カニ逐次協議ヲ進ムルモノトス41)」と定められた

のである。この経緯から考えれば，「北平申合」の第 4項にいう交渉事項の中には，河北省北

東部の「非武装地帯」における「内地開放」問題は含まれていなかった，少なくとも中国側は

そう理解していたと考えるべきであろう。
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( 2 ) 山海関にみる「日本軍占領下の領事館警察」

｢日本軍占領下での領事館警察」の実態をさらに明らかにするために，山海関のケースにつ

いて，分署の新設がどのようになされたのかをみておこう。

山海関は 1933 年 1 月の山海関事件で関東軍の混成第 4旅団と支那駐屯軍山海関守備隊およ

び海軍の第二遣外艦隊からなる日本軍が何柱国の率いる東北軍系の中国軍を駆逐し，完全な占

領下においた。占領後しばらくは，「地方一般治安ニ関シテハ憲兵隊ニ於テ分担シ (中略) 日

本軍首脳者ノ指揮ヲ受ケ一般治安維持ニ当ル42)」とともに，中国人居住者に対しては軍部特務

機関宣伝部が「満洲国ノ王道善政ヲ宣伝シ満洲国政治工作ヲ為シ当地中国人ヲ満洲国人化セシ

ムルノ方針ヲ採リツツ」あった。要するに「山海関ノ治安維持ハ日本軍ニ於テ軍事占領地ニ準

ジ処理」されたのである。

占領当初，山海関には混成第 4旅団司令部以下の関東軍の大部隊が駐屯していたが，1月中

旬には錦州に引き上げ，その後は守備隊と停車場司令部，憲兵隊，特務機関が残り，支那駐屯

軍の守備隊とともに山海関に駐屯した。そのほか日本側機関としては天津総領事館出張所，領

事館警察出張所，日本居留民会，日本小学校が存在し，満洲国山海関国境警察隊，国境郵便局，

同電報局，同税関，検疫所などの満洲国側諸機関が存在していた。関東軍の山海関駐屯は「北

平申合」第 3項により，満洲国の諸機関の存在は同第 2項で追認されるのである。その他，

「日本軍ニ従属スル中国各機関」として臨楡県政府，山海関治安維持会，山海関公安局，山海

関紅卍字会，山海関商務総会があり，ほかに山海関中国郵便局があった。関東軍は山海関在住

の有力者を集めて治安維持会を組織させ，日本軍に投降した県政府と公安局 (=警察) のメン

バーを再組織して，憲兵隊の指揮下に置いたのであった。

上記のような状態であるため，占領後から 6月半ばまでは，山海関在住日本臣民に対する警

察業務も憲兵隊が自ら執行しており，領事館および領事館警察はそれに協力する立場であった

ことが，1933 年 1 月 27 日付で天津総領事館警察署長が発した「山海関ニ於ケル警察権執行ニ

関スル訓令43)」から読み取れる。その訓令では，軍が軍事警察権を行使して直接治安維持にあ

たるのは現状ではやむをえない。それゆえ，国際法上の軍政宣言ではないから，在留邦人に対

しては領事館警察に警察権があるといった主張をすることは，理論的には正当だとしても，現

実には困難である。よって権限問題には決してふれないようにして，軍に協力するようにと指

令されていた。

塘沽停戦協定が結ばれた後，6 月 11 日になって日本臣民に対する警察業務が憲兵隊から領

事館警察に引き継がれることになり，それを受けて山海関出張所も天津日本総領事館警察署山

海関分署に昇格した44)。その背景には，すでに紹介したように，「内鮮人ノ激増ハ二〇四戸六

二八名約四倍ニ及ビ居住区域モ亦昌黎，灤県ノ北寧路沿線重要都市ヨリ中間ノ小駅又灤東地方

ノ海陽鎮，撫寧等ノ奥地地方ニマテ及ベリ」という状況があった。
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以上から，塘沽停戦協定までは，占領地軍政に等しい状態にあり，憲兵すなわち軍事警察が

直接に，在住中国人と在住日本臣民に対して警察権を行使し，中国側の行政機関や警察 (公安

局)，日本側の領事館や領事館警察は，その補助機関にすぎなかったことがわかる。塘沽停戦

協定が成立し，「非武装地帯」からの中国軍の排除が固定化されると，関東軍は直接軍政を解

除し，在住日本臣民に対する警察業務を領事館警察に引き継いだのであった。それと平行して

在住中国人への警察権も中国側警察機関に戻されることになった (塘沽停戦協定第 4項)。ただ

し，その警察機関は「日本軍ノ感情ヲ刺戟スルガ如キ武力団体」であってはならなかった。

要するに，塘沽停戦協定によって「非武装地帯」での日本軍の直接軍政状態は解除されたが，

その後も日本軍の監督のもとでの間接的な警察権行使 (親日・傀儡機関による中国人への警察権行

使と領事館警察による在住日本臣民への警察権行使の二本立て) は継続しており，実質的な「占領状

態」はなおも継続していたとみるべきであろう。

それをよく示すのが，「北平申合」にもとづき山海関を中国側に「接収」(行政権を中国側に戻

す措置) させる際に結ばれた「山海関附近接収ニ関スル申合事項45)」(1934 年 2 月 10 日) である。

この申合は，関東軍代表の儀我誠也中佐 (山海関特務機関長) と華北当局代表の陶尚銘 (灤楡区

行政督察専員) との間で交わされたものだが，関東軍特務機関，関東軍憲兵隊，関東軍軍事郵

便局，関東軍警備隊の駐屯継続とそれらが必要とする土地建物の提供，占領中に山海関に進出

してきた満洲国諸機関 (税関，旅券査証弁事処，国境警察隊，国境検疫所，郵政局，電報局，専売分

署，中央銀行等) の残留とをすべてみとめていた。さらに中国側警察の武器は護身用兵器 (拳銃，

刀剣) にかぎられ，兵式武装は厳しく禁じられた。また，主要地方行政機関に日本人嘱託を雇

用すること，反日排外策動を禁止することも定められていた。これでは占領状態が継続してい

るというほかない。

注目すべきは，この「山海関附近接収ニ関スル申合事項」の第 2項である。

｢第二，接収地域ノ行政ハ特ニ在留日本人並関内外人雑居ノ関係上其生命財産ノ保護並権

益ノ保障ニ関シ格別ノ考慮ヲ払フ」

これは山海関周辺の「接収地域」(非武装地帯) に日本臣民が雑居するのを認めた上で，その

生命財産の保護と権益の保障を求める条項だが，現に山海関周辺でなしくずし的に進行してい

る状態，すなわち治外法権を有したままでの日本臣民の「内地雑居」を山海関の中国側地方行

政機関と警察が追認し，それに対して何らの規制措置もとらず，そのまま容認するとの約束に

ほかならない。北平会議の際に中国側が警戒した「通商条約ノ規定」にかかわる事項がここに，

すなわちこの山海関の「接収」に関する現地レベルでの「申合」に登場してきているのである。

日本軍は河北省北東部に「非武装地帯」を設定して，ここを事実上の占領地とし，通商条約
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の規定を無視して，治外法権を有したままでの「内地雑居」を実力によって推し進め，既成事

実化し，そのうえで現地の中国側地方行政機関にその既成事実を追認させ，承服させたので

あった。もしも，中国側が日本臣民の「内地雑居」に対して何らかの規制を行おうとした場合，

それは「排日・反日行為」として禁止の対象となるわけである。

｢山海関附近接収ニ関スル申合事項」の第 2項は，その性格において，先に紹介した 1933 年

8 月の秦皇島憲兵分駐所の退去命令撤回命令と同等のものとみなしてよいであろう。もちろん，

自国内の一定地域を外国人に開放するかどうかを決定できるのは，その国の中央政府であって，

当該地域の地方行政機関ではない。まがりなりにも中国政府代表相手の交渉であった北平会議

では，日本側は中国側の要求をいれて「通商条約ノ規定」にかかわるおそれのある文言を「申

合」から削除するのに同意したが，それは「通商条約ノ規定」に忠実であろうとしたからでは

ない。すでに現地でなしくずし的に「内地雑居」が既成事実化しており，その既成事実を現地

の末端行政機関に認めさせればそれでことたりるわけだから，日本側にはあえて文言にこだわ

る必要がなかったのであろう。

このようなやり方は，かつて古屋哲夫が「「地方的交渉｣=現地解決方式による既得権の積み

重ね46)」とよんだものにほかならない。なお，この「山海関附近接収ニ関スル申合事項」はそ

の内容が内容だけに公表ははばかられ，関東軍も「支那側ニ於テモ其ノ立場ニ依リ兎角ノ意見

ヲ生スルモノアルニ付当分ノ間我方限リ含ミ置ク程度ニ取扱ハレ度47)」と天津総領事 (栗原正)

に求めざるをえなかったしろものであった。

古北口48)についても「山海関附近接収ニ関スル申合事項」と同様の文書が残っている。それ

は 1934 年 3 月 4 日に関東軍代表松井源之助中佐 (承徳特務機関長) と中国側代表殷汝耕 (薊密

督察専員) との間でかわされた「極秘文書」であり，その内容は前記「山海関附近接収ニ関ス

ル申合」とほぼ同じである。「接収地域」での「一切の反日排外策動の禁止」，「日本人及び外

人の居住営業生命財産権益の保障について特別の考慮をはらうこと」，「警察員の武装制限」

「日本軍とその関連機関 (これには飛行場も含まれる) の駐屯と土地建物の提供」「満洲国の諸機

関の設置」などが定められているが，「日本軍の関連機関」に「日本領事館警察署」が含まれ

ている点で山海関のそれとはちがっている49)。

これは，承徳出張副領事中根直介が古北口での「在留民漸増 (本年二月ニ於テ内鮮人約百名)

ノ傾向アルヲ以テ将来領事館警察署ノ駐在ヲ必要トスルニ付成ルヘク此ノ機会ニ於テ領事館警

察官吏派遣ノ権利ヲ留保シ置カレ度50)」と，松井中佐に進言した結果，盛り込まれたのであっ

た。中井は古北口に居住する日本臣民はほとんど満洲国から来た者なので，駐在する領事館警

察も承徳の領事館から派遣するのが便であるとしたが，殷はそれに難色を示し，領事館警察の

設置に異存はないが，北平公使館よりの派遣としてほしいと希望した。松井はその希望を一蹴

したが，殷が中井に，表面だけでも天津総領事館からの派遣を標榜されたいと申し入れたこと
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もあって，承徳ではなく天津総領事館警察署の分署となったのである。

山海関と古北口の「接収」と相前後して，栗原天津総領事は灤楡督察専員陶尚銘および薊密

督察専員殷汝耕と協議して「(領事館警察−永井) 分署所在地以外ノ奥地ニ旅行或ハ居住営業ス

ル本邦人 (朝鮮人台湾人ヲ含ム) ニ対シ (中略) 当館 (天津総領事館−永井注) ノ証明書ヲ所持セ

シムル制度ヲ協定シ」，そのことを管下の領事館警察に対して訓達した51)。これは領事館警察

が所在しない「非武装地帯」の奥地方面に旅行もしくは居住営業を希望する者には，天津総領

事館発行の証明書を携帯させ，不携帯の場合は当該地域の中国側官憲がその者を最寄りの領事

館警察署に引き渡すという協定である。栗原総領事は「本件証明書ハ支那内地ニ於ケル遊歴護

照ニ準ズベキモノ」と説明しているが，かたちのうえでは，日清通商航海条約第 6条にもとづ

く内地旅行のための旅券制度と似ているように見えても，旅行だけではなく奥地での居住営業

を認めていること，領事館警察所在の地であれば，非開放地であっても (旅券なしで) 居住営

業できることを前提としている点で，日清通商航海条約第 6条の旅券制度とは似て非なるもの

と言わざるをえない。むしろ日本臣民の南満洲における居住・営業の自由を認めた「南満洲及

び東部内蒙古に関する条約」(1915 年) 第 5 条に規定された「旅券」と同じとみるべきであろ

う。もっとも，南満東蒙条約第 5条では南満洲で「内地雑居」する日本臣民は，中国の警察法

令と課税に服することになっていたのだが，この訓達ではその点が明確ではない。いずれにせ

よ，この訓達は，日本軍の占領以来「非武装地帯」で進行していた日本臣民「内地雑居」の既

成事実化が一段落ついたことを示すものと解すべきであろう。

悪名高き南満東蒙条約は，日本側が最後通牒をつきつけて調印にもちこんだのだが，それで

も中華民国の中央政府との外交交渉の産物であった。それから 20 年後，本稿が対象とする河

北省北東部の「雑居地化」は，日本軍の実力行使 (占領) を起点に，徹底した「「地方的交渉｣

=現地解決方式による既得権の積み重ね」によってなしくずし的に実現されていった。日本の

外務省も河北省北東部の「非武装地帯」が「漸次雑居地同様ニ日鮮人ノ居住ニ開放セラレツツ

アル事実」を認めており，1935 年 6 月 28 日の日付をもつ外務省の内部文書 (「北支停戦協定地

方治安増進ニ関スル日支間了解ノ一トシテ日鮮人居住営業権ノ確立方ヲ加フル考案二付テ52)」) は，この

「事実」をもって「満洲国独立ノ大方針ノ延長タル北支満洲国化ノ政策ニ合致スルモノ」であ

り，「日鮮人カ支那ノ一地方ヲ事実上ニ開放セシメ該地方ニ移住シテ業務ニ安スルコトハ我方

ノ利益ニ合致スルモノ」と評価していた。同文書によれば，塘沽停戦協定以後，「非武装地帯」

で進行していた事態は次のように説明されている。

｢北支停戦協定成立以来停戦協定区域内各地ニ日鮮人殊ニ鮮人ノ居住スルモノ頓ニ増加シ

支那側ニ於テモ従来ノ内地不開放ノ原則ヲ其ノ儘固執スル訳ニ行カサル為多クハ未開放地

居住ヲ黙認スル態度ニ出テタル結果見方ニ依リテハ停戦協定区域ハ包括的雑居地 (換言セ
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ハ事実上ノ開放地域) ニ転化シツツアリトモ認メラルルノミナラス支那側ニ於テハ不良鮮人

取締ノ必要上或程度迄之等内地ニ日鮮人ノ居住スルコトヲ合法化スルモ止ムヲ得サルヤノ

態度ヲ示スニ至レリ53)」

どうやら外務省内においても，条約上「未開放地」では治外法権を有する外国人に居住・営

業の自由はないこと，どの地域を「開放地」とするかは中央政府の権限であって，地方官憲に

はその権限がないことなどの原則も，こと河北省北東部の「非武装地帯」に関するかぎりは，

もはや「無視」してかまわないとの認識が広まっていたかのようである。しかも，この文書の

筆者は，さらに進んで，支那駐屯軍がはじめた華北分離工作の圧力を背景に，汪兆銘が外交部

長をつとめる国民政府に対して「停戦協定全区域ノ開放」と「日鮮人ノ居住営業権確立」を要

求するよう外務大臣に提案しているのである。もちろん，領事裁判権は従来どおり保持したま

まである。「領事裁判権撤廃と内地開放との相互不可分性」といった国際法解釈への配慮は，

ここには一切みられないといってよいであろう。

( 3 ) 察哈爾省・綏遠省・山西省方面での領事館警察

河北省方面にやや遅れて，察哈爾省・綏遠省・山西省方面でも，領事館警察の増殖がみられ

た。張家口警察署の管下で新たに設置された出張所は以下のようであった。

察哈爾，綏遠省方面に新設された出張所の性格は，河北省北東部のそれとは大きく異なる。

なぜなら，この方面には関東軍の軍事行動は及んでおらず，もちろん日本軍隊が駐屯すること

もなかったので，それに続く日本臣民の現地進出もほとんどなかったからである。「保護取締」

の対象となる日本臣民がそもそもごくわずかしか存在しない地域に出張所がつぎつぎと開設さ

れたのであった。また，河北省北東部とちがって，すべて 1936 年になってからの開設である。

綏遠と大同での活動についての領事館警察の報告をみるかぎり，この平綏線沿線での領事館

警察の任務は，関東軍の内蒙工作 (1936 年 2 月に徳王が蒙古軍政府を樹立) と関係があり，その

側面援助，情報収集，諜報活動にあったと推測される。だとすれば，こちらの方面における領

事館警察の増殖も，別の意味で，満洲事変の産物とみなしてよいわけである。
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開設年月日 人員構成 居留民数

包頭出張所

綏遠出張所

平地泉出張所

大同出張所

太原出張所

(1936.4.10)

(1936.4.10)

(1936.4.15)

(1936.6.29)

(1936.)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

2 (巡査部長 1，巡査 1)

1 (巡査 1)

5,6

不明

0

不明

不明

(36 年 4 月)

(36 年 4 月)



｢北支事態ノ変化ニ伴ヒ四月十日張家口領事館警察署松田部長，鷺山，青両巡査綏遠ニ出

張，情報蒐集ニ任ジ居リ54)」

｢我ガ軍ノ綏遠工作漸次積極化セルニ伴ヒ北支ニ於ケル警察機関拡充ノ必要ヲ生ジ55)」

もっとも，これら察哈爾，綏遠省方面では，河北省北東部とは異なり，中国の軍権・行政権

は維持されたままであったから，中国側の抵抗もきわめて強く，領事館警察の派遣員が公然と

その看板を掲げることは不可能であり，ほとんど潜伏状態に近いかたちで活動を続けざるをえ

なかった。しかも，のちに述べるように，綏遠事件の発生により，この地域の領事館警察も一

時的に撤退を余儀なくされるのであった。

( 4 ) ｢北支警察機構拡充」による領事館警察の増殖と「天津警察部体制」

2-(1) でみたような，河北省北東部の「非武装地帯」での日本臣民の急速な人口増加とそれ

に続く領事館警察の増殖，さらにそれに促されてのさらなる人口増加という現象は，この地域

に新たな警察体制を構築する必要性すなわち「北支警察機構拡充」を外務省当局に感じさせ，

1936 年 9 月に天津総領事館に総領事の指揮監督のもとに，領事を警察部長とし，警視 1，警部

2，警部補 2，巡査部長 5，巡査 9 からなる「警察部」が新設されることになる56)。拡大・増殖

しつつあるこの地域の領事館警察を統一的に運用するため，司令部的な組織が必要となったの

である。

広田外務大臣が定めた訓令 (昭和 11 年 9 月 9 日付外務大臣訓令第 7 号57)) によれば，天津総領

事館警察部の組織と権限・機能は，在天津総領事館と在張家口領事館管下を一つの共通区域と

見なし，天津総領事が各館の共通警察事務 (当分のうち防共58)と特別高等警察事務に限るとされた)

を統轄 (指揮監督) するとされている。警察部長は専任領事が就任し，初代部長には大江晃が

就任した。警察部の組織は，警務係と高等 (特高) 係からなり，行政警察・司法警察部門はな

かった。

警察部新設の理由付けは，さまざまな文書に記されているが，比較的簡潔にまとまっている

ものを引用しておくと，以下のようになる。

｢満州事変直後急激ナル北支政局面ノ転換即チ昭和八年五月ノ塘沽停戦協定以来本邦人ノ

進出者漸ク激増スルニ至レリ，然レドモ他面 (中略) 中国官憲ノ抗日意識ハ必然的民衆ニ

反映シ漸ク排日，侮日気色横溢シ来レリ。又中国共産党ニ在リテハ人民戦線戦術ヲ以テ北

支一帯ヲ窺ハントスルノ形勢ヲ示シ (中略) 之等赤化運動ニ対シテハ冀東自治政府，冀察

政務委員会等支那側機関ニ在リテハ何等対策上見ルベキモノナク従ツテ多数進出セル在留

邦人ノ保護取締ハ勿論，進ンデ我方ノ利益ヲ確保セザルベカラザルノ情勢切迫シタル為59)」

人 文 学 報

― 260 ―



河北省北東部を中心に日本臣民の進出が著しくなったが，それは中国側の反発をひきおこし，

さまざまな排日反日行為となってあらわれた。そこに中国共産党の赤化工作が浸透し (具体例

としては日本の華北分離工作に反対して広範に展開された学生運動は中国共産党の指導によるとされてい

る)，それに対して冀東自治政府や冀察政務委員会はまったく無力であり，日本自ら在住日本

臣民の保護取締と日本の利益の確保のために，治安維持にあたらねばならず，華北の領事館警

察を指揮監督する警察部の新設を必要とするという議論の展開になっているわけである。

もちろんこの背景には，1935 年 5 月以来の華北分離工作・内蒙工作の進展があり，梅津何

応欽協定，土肥原秦徳純協定によって河北省から国民党中央軍と国民党党部の，察哈爾省から

宋哲元軍の駆逐・排除がおこなわれ，河北省北東部の「非武装地帯」に冀東防共自治政府が，

察哈爾省東北部に内蒙軍政府が成立し，さらに宋哲元を長とする冀察政務委員会が誕生すると

いった状況があり，また 1936 年 5 月の支那駐屯軍の増強，「第二次北支処理要綱」(1936 年 8

月 11 日) による華北分離工作の国策化といった動向があった。つまり，「非武装地帯」を根拠

地にして，そこに傀儡政権もしくは分離主義的な親日政権が樹立され，さらに「非武装地帯」

の外側の河北省，察哈爾省にむかって日本の支配力が拡大されていく段階になって，それに対

応するべく実施されたのが 1936 年の「北支警察機構拡充」であった。

｢北支警察機構拡充」は司令部機能をはたす天津総領事館警察部の新設にとどまらなかった。

現場で実際に警察機能を担う下部組織の増殖・拡張をともなっていたのである。まず，分署の

警察署への昇格と既設警察署の増員があげられる。北平と山海関の両分署が警察署に昇格し，

既存の 2つの警察署にも増員があった。

北平警察署 (1936.9.25設置) 22 (警部 1，警部補 1，巡査部長 5，巡査 15)

居留民数 3,389 内地人 1,200 朝鮮人 1,083 台湾人 36 (35 年 12 月末)

山海関分館警察署 (1936.11.1設置) 14 (警部 1，巡査部長 2，巡査 11)

居留民数 1,767 内地人 1,518 朝鮮人 242 台湾人 7 (36 年 12 月末)

天津警察署 76 (警視 1，警部 4，警部補 3，巡査部長 14，巡査 34)

居留民数 10,533 内地人 8,091 朝鮮人 2,357 台湾人 85 (36 年 12 月末)

張家口警察署 12 (警部補 1，巡査部長 3，巡査 8)

居留民数 687 内地人 644 朝鮮人 42 台湾人 1 (36 年 12 月末)

山海関に天津総領事館の分館が設置されたので，山海関分署も警察署に昇格し，それにあわ

せて北平分署も昇格したのである。北平では警察署に昇格後の 1936 年 11 月 2 日から，それま

でとってきた私服勤務を制服勤務に変更している。
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｢従来当館警察員ハ支那側ニ対スル関係等モアリ私服ヲ以テ勤務セシメ来リタル処最近ニ

於ケル北支ノ新情勢ハ最早此種消極的措置ヲ必要トセザルニ至レルノミナラズ在留邦人ノ

取締上ヨリ言ヘバ積極的ニ警察官タルコトヲ表徴セシムルコト便宜且緊急ナルベキヤニ認

ラレル60)」。

もともと，北平は公使館区域を除いて開放地ではないために，領事館警察を設置する条約上

の権利があるかどうか曖昧であり，中国側および列国に遠慮して，ながらく私服勤務を続けて

きたのだったが，ここでその遠慮をかなぐり捨てたわけである。日本側の認識の変化をよくあ

らわしている。

さらに以下にあげるように，分署の新設・昇格，出張所の派遣所への昇格および派遣所の新

設がおこなわれた。出張所と派遣所のちがいは，前者が本署から警察官が出張して臨時に当該

場所に滞在するというかたちをとっているのに対して，派遣所は本署から派遣された警察官が

当該場所に恒常的に駐在することになるのである61)。

分署が新設された通州は「非武装地帯」の中にあり，1935 年 5 月から日本軍が駐屯してい

た (ただし，通州は北清事変最終議定書の駐兵可能地でもないし，「北平申合」で指定された駐兵可能地

でもない。もちろん開市開港地でもない)。また，「非武装地帯」に樹立された冀東防共自治政府の

「首都」でもある。1936 年 4 月 30 日付で，天津総領事館警察署長より分署開設の申請が総領

事宛に提出され，「今後北支政策ノ進展ト併行シテ益々増加スルノ機運ニ向カヒツツアル状態
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河北省方面 開設年月日 人員構成 居留民数 内地人 朝鮮人 台湾人

通州分署 (1936.9.25) 4 (巡査部長 1，巡査 3) 「未だ多きに上らざる」

唐山分署 (1936.10.1)
6 (警部補 1，巡査部長 1，

巡査 4)
478 236 241 1 (36. 8)

秦皇島派遣所 (1936.9.25) 3 (巡査部長 1，巡査 2) 311 145 166 0 (36. 8)

昌黎派遣所 (1936.10.1) 4 (巡査部長 1，巡査 3) 289 114 175 0 (36. 8)

灤州派遣所 (1936.10.1) 4 (巡査部長 1，巡査 3) 700 225 465 10 (36. 8)

塘沽派遣所 (1936.10.1) 3 (巡査部長 1，巡査 2) 223 170 53 0 (36. 8)

豊台派遣所 (1936.10.1) 3 (巡査部長 1，巡査 2) 54 32 22 0 (36. 8)

保定派遣所 (1936.10.26) 1 (巡査 1) 不明 ― ― ―

察哈爾・綏遠方面 開設年月日 人員構成 居留民数 内地人 朝鮮人 台湾人

綏遠分署 (1936.9.25)
7 (警部補 1，巡査部長 2，

巡査 4)
「少数に過ぎざる」 (36. 8)

包頭派遣所 (1936.9.25) 5 (巡査部長 1，巡査 4) 「未だ僅少に過ぎざる」 (36. 8)

大同派遣所 (1936.9.25) 4 (巡査部長 1，巡査 3) 36 15 21 0 (36. 9)

集寧 (平地泉) 派

遣所
(1936.9.25) 4 (巡査部長 1，巡査 3) 0 0 0 0 (36. 9)

紫溝堡派遣所 (1936.10.26) 2 (巡査部長 1，巡査 1) 6 6 0 0 (36. 10)

宣化派遣所 (1936.10.26) 2 (巡査部長 1，巡査 1) 6 3 3 0 (36. 10)



ニシテ (略) 冀東政府管内各県下全般ニ内鮮人居住スルニ至リ〔北寧〕沿線ノミノ少数警察官

ニテハ十分ナル保護取締ノ実質ヲ挙グルコト困難62)」であるうえ，軍部が進める冀東の政治工

作に歩調をあわせるには，冀東政権の「首都」である通州に領事館警察の分署をおくことが是

非とも必要であるとの理由で設置されたのであった。

唐山の出張所が分署に昇格したのは，開灤炭鉱や大工場があり，冀東政権内の「中心地点ニ

シテ北寧沿線唯一ノ工業地帯63)」であったために，居留民人口の増加がとくに著しかったから

である。1936 年 12 月末には，在住日本臣民は 1336名を数えるにいたった。

豊台は，「非武装地帯」の外側にあり，北清事変最終議定書の駐兵可能地でもない (もちろん

開市開港地でもない)。しかし，1920 年代にイギリス軍が駐屯していたことを理由に，1936 年 6

月から支那駐屯軍の一大隊が駐屯するようになり，それにあわせて警察の派遣所が新設された

のであった。「非武装地帯」の外側にあり，しかも駐兵の法的根拠が曖昧であるにもかかわら

ず，まとまった兵力の日本軍が中国軍と相接するかたちで駐屯するようになった豊台は，他の

河北省の領事館警察所在地とは明らかに環境が異なっており，ここが日中戦争の発火点となっ

たのは，理由のないことではなかった。

最後に，「非武装地帯」から遠く離れ，日本軍も駐屯しておらず，開市開港地でもなく，在

住日本臣民もほとんどいない保定に派遣所が置かれたのは，1935 年夏以来，日本軍から退去

を迫られた国民政府の中央軍と国民党組織がこちらに移動し，一時河北省の省都ともなった関

係から，「保定ガ北支ニ於ケル共産党及排日運動ノ一根拠地タル嫌疑濃厚ナルニ付此ノ方面ノ

諜報勤務ニ従事64)」させるためであった。

保定のように日本軍の支配が及ばない地域では，当然ながら領事館警察の存在は，条約違反

であるとして中国側の強い抵抗に出会う。1936 年 12 月 10 日付で中国政府外交部は在南京総

領事宛に抗議文を送り，「保定ハ已ニ通商地区ニアラズ且ツ平津ヲ距ル数百里ニ位シ偶々日本

人ノ該地ニ遊歴シ特ニ正式護照ノ所持者ニ対シ地方官庁ハ自ラ負責シ当然ノ保護ヲナシ，苟モ

非法行動ヲナス者ニ対シテハ法ニヨリ相当ノ取締ヲ行フベク何等外人ノ越権的代行ヲ要セズ該

日人 (派遣領事館警察官−永井注) ノ称スル所ノ保定ニ警察分署設立ノ一節ハ殊ニ条約ノ規定ニ

違ヒ我国ノ主権ヲ侵害スルモノナリ日本大使館ハ正ニ我方ノ要求ニ応ジ厳重ニ其ノ制止方電令

スルト共ニ転令シテ該日人ヲ即日保定ヲ引揚ゲシメ以テ意外ノ紛糾発生ヲ防止セラレタシ65)」

と警察官の退去を求めた。派遣された警察官には「日夜尾行ヲ附シ旅館ノ如キモ公安局側カラ

一月間ノ契約ハ禁ゼラレテ居ルノデ一月間ニ数回転宿セネバナラヌト云フ実情66)」であった。

このような状態は，保定だけにかぎられるわけではなく，察哈爾・綏遠方面でも同様であっ

た。上に掲げた察哈爾・綏遠方面の分署，派遣所はすべて内蒙工作関連および「外蒙及山西地

方共産軍其他政情ノ調査67)」のために設置されたものであるが，いずれも中国側の強い抵抗に

出会った。「冀東政府及同政府管轄地域ヲ除ク支那側即チ冀察政務委員会及同政府管轄地域並
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ニ綏遠省内地方ニ於テハ何レモ挙ケテ之ガ拡充，機構ノ整備ニ反対シ甚シキハ我ガ方ニ家屋ヲ

貸与セシ家主ヲ漢奸ト称シ之ヲ殺害スル等極度ノ圧迫ヲ加ヘ警察機関開設ニ伴フ庁宿舎ノ借上

ヲ妨害シ来リタルノミナラズ辛ジテ支那人ヲ介シ之ガ名義ヲ以テ家屋ヲ借上ゲ折角開設シタル

分署，派遣所モ未ダニ正式名称ヲ表示シ又ハ使用シ得ザル実情68)」であった。しかも 1936 年

11 月の綏遠事件のため，包頭派遣所，綏遠分署管内の居留民は引き上げを余儀なくされ，綏

遠分署，包頭，集寧，大同各派遣所も閉鎖せざるをえなかったのである69)。

最後にこの時期の冀察方面における領事館警察の増殖ぶりを確認しておこう。

満州事変前には警察署 2，分署 1，出張所 2で警察官の数は 70名程度であった。それが，塘

沽停戦協定後には警察署 2，分署 3，出張所 9，警察官 133名に増加し，天津警察部が設置さ

れた 1936 年末には，警察部 1，警察署 4，分署 4，派遣所 11，出張所 1，警察官数 199名を数

えるまでになったのであった。この「北支警察機構拡充」は塘沽停戦協定前後に冀察方面で進

行した増殖現象によってもたらされたものであり，その帰結でもあったから，それによって出

現した領事館警察の体制を「天津警察部体制」とよぶことにしたい。「天津警察部体制」は

「日本軍占領下の領事館警察」のうち，華北分離工作期に対応するものである。

3 日中戦争開始後の領事館警察のさらなる膨張

本稿の主目的は，最初に述べたように，塘沽停戦協定後の冀察方面での領事館警察の増殖を

分析することにある。その作業はすでに前節においてすんだといってよいであろう。本来なら

ば，本稿もここで終わりとすべきところだが，稿を閉じる前に，その後の展開がどうなったか

だけを簡単にみておきたい。

日中戦争開始後，領事館警察はさらなる増殖・膨張をとげる。その規模は前節でみた冀察方

面の状況が可愛くみえるほどに大々的であった。前節では，河北省北東部と平綏線沿線の限ら

れた地域が舞台にすぎなかったが，日中戦争開始後は，日本軍の占領地は河北省北東部の一部

から華北全域に拡大し，それにあわせて領事館警察の膨張も冀察方面からさらに華北全体をお

おうまでに広がったのである。しかし，量的には比較にならないほど拡大しても，その本質が

「日本軍占領下の領事館警察」であったことに変わりはない。いや，逆に日中戦争下の領事館

警察こそ「日本軍占領下の領事館警察」の本格的段階とみなされるべきであろう。しかし本稿

の観点からすれば，塘沽停戦協定後に河北省北東部に出現した状況 (「日本軍占領下の領事館警

察」) が，戦争の拡大とともに，全華北にひろがったのが日中戦争期だったということになる

のである。その様子を，以下に簡単にスケッチしておこう。まず，華北の地域ごとに，順を

おって領事館警察がどのように増殖していったのかをみる。
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( 1 ) 冀察・綏遠・山西方面における領事館警察の増殖

37.10. 1 在張家口総領事館警察署 総領事館昇格に伴う改称

38. 4. 1 在張家口総領事館警察署康壮派遣所 新設

38. 4. 1 在張家口総領事館警察署宣化分署 昇格

38. 4. 1 在張家口総領事館大同出張所警察署 昇格 (大同出張所設置に伴う昇格)

38. 4. 1 在張家口総領事館綏遠出張所警察署 昇格 (綏遠出張所設置に伴う昇格)

38. 4. 1 在張家口総領事館綏遠出張所警察署集寧派遣所 改称

38. 4. 1 在天津総領事館北京警察署豊台分署 昇格 (のち北京総領事館に配置換)

38. 4. 1 在天津総領事館北京警察署長辛店派遣所 新設 (のち北京総領事館に配置換)

38. 4. 1 在天津総領事館北京警察署南苑派遣所 新設 (のち北京総領事館に配置換)

38. 4. 1 在天津総領事館北京警察署南口派遣所 新設 (のち北京総領事館に配置換)

38. 4. 1 在天津総領事館警察署郎坊派遣所 新設

38. 4. 1 在天津総領事館警察署塘沽分署 昇格

38. 4. 1 在天津総領事館警察署古治派遣所 新設 (のち唐山分館に配置換え)

38. 4. 1 在天津総領事館警察署馬蘭峪派遣所 新設 (のち唐山分館に配置換え)

38. 4. 1 在天津総領事館山海関分館警察署柳江派遣所 新設 (のち山海関総領事館に配置換え)

38. 4. 1 在天津総領事館山海関分館警察署喜峯口派遣所 新設 (のち山海関総領事館に配置換え)

38. 4. 1 在天津総領事館山海関分館警察署秦皇島分署 昇格 (のち山海関総領事館に配置換え)

38. 5. 1 在北京総領事館警察署 総領事館昇格に伴う改称

38. 5. 1 在張家口総領事館包頭分館警察署 昇格 (包頭分館設置に伴う昇格)

38. 5. 1 在天津総領事館塘沽出張所警察署 昇格 (塘沽出張所設置に伴う昇格)

38. 6. 1 在天津総領事館警察部 廃止

38. 6. 1 在北京大使館北支警務部 新設

38. 6. 1 在北京総領事館警察署保定分署 昇格

38. 6. 1 在天津総領事館警察署滄州分署 新設

38. 6. 1 在天津総領事館唐山分館警察署 昇格 (唐山分館設置に伴う昇格)

38. 6. 1 在天津総領事館唐山分館警察署灤州派遣所 分館設置に伴う改称

38. 6. 1 在天津総領事館唐山分館警察署蘆台派遣所 新設

38. 7.15 在石家荘領事館警察署 新設

39. 3. 1 在太原領事館警察署 新設

39. 3.30 在太原領事館警察署楡次分署 新設

39. 3.30 在太原領事館警察署陽泉分署 新設

39. 3.30 在太原領事館警察署臨汾分署 新設
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39. 5. 9 在石家荘領事館警察署彰徳分署 新設

39. 5. 9 在石家荘領事館警察署順徳分署 新設

39. 5.10 在厚和総領事館警察署 総領事館設置に伴う改称 (旧綏遠分署)

39. 6. 1 在張家口総領事館警察署紫溝堡派遣所 廃止

39. 9.25 在北京総領事館警察署保定分署定県派遣所 新設 (保定警察署に配置換え)

39.10. 1 在天津総領事館唐山分館警察署蘆台分署 昇格

39.11.13 在北京総領事館警察署密雲派遣所 新設

39.12.13 在厚和総領事館警察署集寧分署 昇格

39.12.13 在天津総領事館塘沽出張所警察署大沽派遣所 新設

39.12.25 在張家口総領事館口泉鎮派遣所 新設

40. 5. 1 在張家口総領事館宣化警察署 昇格

40.10.30 在北京総領事館通州警察署 昇格

40.11.20 在厚和総領事館警察署豊鎮分署 新設

40.11.30 在石門総領事館警察署 総領事館昇格に伴う改称

40.11.30 在太原総領事館警察署 総領事館昇格に伴う改称

40.12.20 在山海関総領事館警察署 総領事館昇格に伴う改称

41. 4. 1 在北京総領事館警察署南口分署 昇格

41. 4. 1 在北京総領事館豊台警察署 昇格

41. 4. 1 在北京総領事館保定警察署 昇格

41. 4. 1 在石門領事館彰徳警察署 昇格

41. 4. 1 在石門領事館順徳警察署 昇格

41. 5. 1 在太原総領事館警察署潞安分署 新設

41. 4.12 在北京総領事館警察署西郊派遣所 新設

41. 4.23 在厚和総領事館包頭分館警察署薩拉斉派遣所 新設

41. 8.20 在北京総領事館警察署西城分署 新設

41.12. 1 在張家口領事館警察署張北分署 新設

42. 2. 1 在北京総領事館警察署外城分署 新設

42. 2. 5 在北京総領事館警察署西郊分署 昇格

42. 3.20 在天津総領事館警察署馬蘭峪派遣所 閉鎖

42. 3.21 在北京総領事館警察署石景山派遣所 新設

42. 3.31 在石門総領事館警察署焦作分署 新設

42. 3.31 在石門総領事館警察署新郷警察署 新設

42. 3.31 在山海関領事館警察署喜峯口派遣所 閉鎖

人 文 学 報

― 266 ―



42. 6.20 在天津総領事館唐山分館警察署漢沽派遣所 新設

( 2 ) 山東・朧海線沿線・河南方面70)

1938. 1.13 在青島総領事館警察署 再開

1938. 1.14 在済南総領事館警察署 再開

1938. 2. 3 在芝罘領事館警察署 再開

1938. 2.11 在済南総領事館張店出張所警察署 再開

1938. 2.23 在青島総領事館坊子出張所警察署 再開

1938. 2.23 在済南総領事館博山出張所警察署 再開

1938. 2.23 在青島総領事館坊子出張所警察署濰縣派遣所 再開

1938. 2.23 在済南総領事館博山出張所警察署淄川分署 再開

1938. 4. 1 在青島総領事館坊子出張所警察署濰縣分署 昇格

1938. 4. 1 在青島総領事館新浦警察署 新設 (のち徐州領事館に配置換え)

1938. 4.10 在済南総領事館警察署徳州分署 新設

1938. 6. 1 在芝罘領事館警察署威海衛分署 昇格・再開

1938. 6.25 在済南総領事館張店出張所警察署青州分署 新設

1938. 9.25 在青島総領事館警察署高密派遣所 新設

1938.11.19 在青島総領事館警察署膠州派遣所 新設

1939. 1.28 在済南総領事館警察署徐州分署 新設

1939. 4. 1 在芝罘領事館警察署龍口分署 昇格

1939. 4. 1 在済南総領事館警察署兗州分署 新設

1939. 4. 1 在済南総領事館警察署棗荘分署 新設

1939. 4.11 在徐州領事館新浦警察署連雲港出張所 新設

1939. 5.10 在芝罘領事館威海衛分館警察署 昇格 (分館設置に伴う昇格)

1939. 6.20 在青島総領事館警察署監村派遣所 新設

1939.10.15 在青島総領事館坊子出張所警察署中央炭礦派遣所 新設

1939.10.18 在徐州領事館警察署 領事館設置に伴う昇格

1939.10.27 在青島総領事館坊子出張所警察署岞山分署 新設

1939.12.15 在徐州領事館警察署開封分署 新設

1939.12.15 在芝罘領事館警察署招遠派遣所 新設 (のち龍口分署に配置換え)

1940. 3.29 在徐州領事館新浦分館警察署 分館設置に伴う改称 (のち海州分館に改称)

1940. 6.20 在済南総領事館張店出張所警察署周村分署 新設

1940. 9.25 在徐州領事館新浦分館警察署連雲港分署 昇格 (のち海州分館と改称)
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1940.11.15 在徐州領事館開封警察署 昇格

1940.12.20 在済南総領事館警察署済寧分署 新設

1941. 3.31 在青島総領事館坊子出張所警察署中央炭礦派遣所 閉鎖

1941. 5.31 在青島総領事館警察署監村派遣所 閉鎖

1941. 6. 1 在徐州領事館警察署帰徳分署 新設

1942. 3.31 在徐州領事館警察署宿縣分署 新設

1942. 3.31 在芝罘領事館警察署龍口分署招遠派遣所 廃止

( 3 ) 日中戦争下の領事館警察

これを表にすると，次のようになる。日中戦争下での領事館警察の増殖ぶりがよくわかるで

あろう。

華北における領事館警察−機関数の変遷71)

華北における領事館警察−警察官数の変遷72)

1940 年 12 月 31 日現在の華北における領事館警察−警察官数階級別73)

参考までに，上記のような，領事館警察の増殖の背景に進行していた華北での日本臣民の在

住人口増大ぶりを表にまとめておく。

華北における在住日本臣民数の変遷74)
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1936.12.31 1938.6.1 1938.12.31 1939.12.31 1940.12.31

警察署

分署

派遣所

4

4

12

14

9

12

16

14

12

20

25

18

23

26

18

合 計 20 25 42 63 67

1936.12.31 1938.6.1 1938.12.31 1939.12.31 1940.12.31

警察官 (人) 199 773 957 1,033 1,267

警視 7 警部 45 警部補 78 巡査部長 181 巡査 912 教習生 44 合計 1,267

内地人 朝鮮人 台湾人 計

1937. 7. 1

1937.10. 1

1938. 6. 1

1939.12.31

1940. 4. 1

1940. 7. 1

1940.10. 1

1940.12.31

34,492

16,415

72,762

180,156

207,243

238,529

250,008

257,208

8,434

6,077

19,078

48,239

61,034

69,939

63,938

65,184

182

83

320

647

734

867

984

978

43,108

22,575

92,160

229,162

269,021

309,335

314,930

323,370



( 4 ) ｢天津警察部体制」から「北支警務部体制」へ

このように膨張する警察組織を統轄するために，「天津警察部」にかえて，「北支警務部」が

設置された75)。1938 年 5 月のことである。これによって，「天津警察部体制」は「北支警務部

体制」に移行する。「北支警務部」設置の理由付けは，以下の引用のごとくだが，「多数進出邦

人の保護取締」「抗日活動の防止・抑圧」「占領地における軍行政の補助」を円滑におこなうた

めに，華北の領事館警察全体を統轄する組織が必要となったというものである。

｢今次支那事変ヲ契機トシ驚異的在留邦人ノ激増ニ伴ヒ諸機関，諸商社ノ進出目醒マシク

(略) 華北一帯ニ亘レリ (略) 従来ノ北支警察機構ニテハ此ノ態勢ニ即応スル成果ヲ挙ゲ

ルコト至難ナル状態トナレリ (略) 此等在留邦人中ニハ事変時局ヲ解セズ皇軍ノ占拠地帯

ニ於テ不正行為ヲ敢行シ我ガ国策ニ悖ルニミナラズ軍ノ作戦行動上或ハ政治工作上支障ヲ

招来スルガ如キモノ等アリ之ガ積極的保護取締ノ必要ニ迫ラルルニ至リタルガ他面又敵匪

ノ後方攪乱工作乃至赤化抗日分子ノ策動等ニ備フル為警察機構ノ強化並ニ北支全域ニ対ス

ル増設ヲ必要トスルニ至リ (略) 前線各主要都市ニ於ケル在留邦人ノ居留民会結成，小学

校設立等建設的行政事務ノ必要ニ伴ヒ軍部ヨリ警察官ノ前線進出ヲ要望シ来リタルヲ以テ

「政治工作班」ヲ組織シ各前線ニ派遣シ軍ニ協力 (略) 外警機構ノ拡充強化ハ益々焦眉ノ

急務トナリ76)」

警務部の組織と権限・機能について簡単に紹介しておくと77)，まず，ここでいう「北支」と

は河北，山東，山西，察哈爾，綏遠，寧夏の六省に江蘇，河南両省の隴海線沿線一帯を加えた

地域をさす。中華民国駐剳特命全権大使は管下の各領事館警察事務の運用，統制及び執行に関

して領事を指揮監督し，必要な訓令を「北支」の領事官に発することができ，共通警察事務を

統轄 (指揮監督) する。

北京の大使館内に警務部を置き，警察事務を担当。部長は大使館参事官をもってあて，初代

部長は堀内干城であった。内部組織は，警務部第一課 (警務)，第二課 (高等)，第三課 (司法・

保安) からなり，発足時点では第一課長大江晃 (領事)，第二課長大隈渉 (三等書記官兼領事)，

第三課長井手清見 (外務省警視) という顔ぶれである。

これを天津警察部と比較すると，まず規模の拡大 (人員 18→ 21) がみられ，権限・機能も拡

大している (行政警察機能をも管轄)，また管轄区域が冀察・綏遠から華北全体に拡大している。

この「北支警務部」は，在満大使館警務部 (1934 年) の制度を踏襲したもので，その規定は

「在満日本帝国大使館警務部規程78)」(1934 年 2 月 22 日より施行) に類似している。ただし，い

くつかの点で違いがあり，「在満警務部」では，関東軍憲兵司令官が警務部長を兼任し，関東

庁警務部長が大使館嘱託として在満警務部顧問となり，第二課長も関東軍の将校が就任してい
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たが，「北支警務部」では外務省に属さない人員の配置はない。軍との関係がまず違うのであ

る。ただし，華北でも支那駐屯憲兵隊が「軍事ニ関係アル警察事項ニ関シ方面軍作戦区域内ニ

在ル領事館警察ヲ区処79)」するとの協定が成立していた。なお，1938 年 2 月の段階では，北

支那方面軍司令部の考える「軍事ニ関係アル警察事項」とは，「防諜，防共，流言飛語並軍ニ

関係アル衛生ノ取締，軍事ニ関係アル営業者ノ取締，不良分子ノ弾圧80)」であり，これに関し

ては軍司令官の「区処」(=指揮) を受けるというのが，協定の内容であると推測される。

日中戦争とともに，「天津警察部体制」は「北支警務部体制」に移行した。「北支警務部体

制」は「日本軍占領下の領事館警察」のうち，日中全面戦争段階に対応するものということが

できよう。

むすびにかえて

本稿では主として，満洲事変から華北分離工作の時期に，中国の河北省・察哈爾省で進行し

た日本の領事館警察の増殖ぶりを分析した。分析の結果得られた結論は，この時期この地域で

みられた領事館警察の膨張は，たんなる量的拡大ではなくて，質的な変化をともなっていたと

いうものである。すなわち，満洲事変を境にして，この地域の領事館警察はその性格を大きく

変化させたのであり，それ以前とは質的あるいは段階的に異なるものとしてとらえなければい

けないというのが，本稿の結論である。

そのうえで，両者を区別するために新しい概念を導入し，満洲事変以前の領事館警察を「不

平等条約体制下での領事館警察」，それ以後のそれを「日本軍占領下での領事館警察」とよぶ

ことにした。この概念を用いて本稿の結論を言い直せば，「満洲事変を機に，河北省・察哈爾

省方面の領事館警察は「不平等条約体制下での領事館警察」から「日本軍占領下での領事館警

察」へと，質的に変化した」という命題に置き換えられる。この命題は，河北省・察哈爾省の

現象を分析した結果えられたものであるが，ある程度までは中国駐在の領事館警察全体につい

ても有効ではないかと思われる。

そもそも中国における領事館警察とは，不平等条約 (日本の場合は 1896 年の日清通商航海条約

とそれに付属する諸協定) に規定された領事駐在権と領事裁判権に法的根拠をおいているが，

「不平等条約体制下での領事館警察」とは，基本的には不平等条約の規定に忠実であった段階

の領事館警察であると言うことができる。当時の国際法の解釈では，領事裁判権は外国人の居

住・営業の自由の制限と表裏一体の関係にあるとされ，領事裁判権を有する外国人が居住・営

業の自由を享受できるのは，原則として開市開港地に限定されていた。ただし，中国の場合，

「遊歴または商用のための内地旅行」は自由であり，「内地旅行者」に対して治外法権国の警察

権が及ぶのかどうかは，解釈のわかれるところであり，しかもおうおうにして，「内地旅行者」
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がさまざまな手立てをつかって実質的に定住・営業することが既成事実となっていた。しかし，

法的にはそれはあくまでも「内地旅行者」であって，開市開港地の居留民と同等の権利を有し

ていたわけではない。

｢不平等条約体制下の領事館警察」とは，上記のような国際法解釈・条約解釈への配慮が日

本側の行動を大きく拘束していた時代の領事館警察であり，その分布が基本的に開市開港地に

限定されていたところに特徴がある。

ところが満洲事変を機に領事館警察の分布に大きな変化が生じる。塘沽停戦協定後から日中

戦争期にかけて華北で領事館警察の増設・拡大が顕著にみられるが，これは，日本軍隊による

華北の一定地域の占領と支配→日本臣民の占領区域 (=未開放地) への進出→日本臣民「保護

取締」のため領事館警察の占領区域への進出→さらなる日本臣民の居住者増加=占領区域にお

ける治外法権を有したままでの「内地雑居」の現出というサイクルによって産み出されたもの

であり，「治外法権を有したままでの「内地雑居」」を当然の前提としている点で，それまでの

国際法解釈・条約解釈から大きく逸脱するものであった。

｢不平等条約体制下での領事館警察」を拘束していた国際法解釈・条約解釈を「無視」する

ことで成り立っていたのが「日本軍占領下の領事館警察」なのである。言うなれば，不平等条

約に「違反」しつつ機能していたのであった。しかも，この段階とくに日中戦争期こそ華北に

おける領事館警察がもっとも拡大し，もっとも活動的であった時期でもあった。元来が不平等

条約に法的根拠をもちながら，それがもっとも活躍したのが，不平等条約に「違反」しつつ機

能していた時期であったというのは，まことにパラドキシカルではあるが，それはこの時期の

華北における領事館警察が日本の占領地支配の一端をになうものであったことに由来するので

あり，日本の占領地支配が「治外法権を有したままでの (日本臣民の)「内地雑居」」をねらう

ものであったことから生じるパラドクスにほかならない。

なお，中国における日本軍の占領地では軍事力を背景とした日本の行政権の行使がなされる

が，しかし宣戦布告はなされなかったので，国際法上の「占領地軍政」はしかれなかった。そ

の点で，日清・日露戦争時の朝鮮・韓国や中国占領地での軍政や太平洋戦争期の東南アジア占

領地での南方軍政とは異なる。国際法上の「占領地軍政」ではないために，警察権の行使に関

して属人的性格が残り，占領地で複数の警察が並立する状況が生じた。大きくわければ，現地

住民 (中国人) に対する警察と在住日本臣民に対する警察の 2 本建てとなり，前者は日本軍の

軍事警察=憲兵と中国側傀儡政権の警察からなり，後者は憲兵と領事館警察であった。並立す

る二つの警察系統に対して，占領地の日本軍が強力な指揮・統制権を有していたのである。

本稿では，「日本軍占領下の領事館警察」は塘沽停戦協定後の河北省北東部に現れ，日中戦

争期に華北全域に拡大したと考えたが，しかし，それに先行して満洲事変中に「満洲国」にお

いて「日本軍占領下の領事館警察」が出現していたとみるべきであろう。河北省北東部に出現
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した「日本軍占領下の領事館警察」は，先行的に「満洲国」内で進行していた現象が，日本軍

の軍事行動の拡大に伴って，長城線をこえた河北省北東部の「非武装地帯」にまで浸出してき

た結果なのである。この文脈では，満州事変と日中戦争の連続性は明らかであろう。

もっとも，満洲事変以前の満洲における領事館警察のあり方を「不平等条約体制下の領事館

警察」と規定するには，いくつかの留保がいるだろう。長城線以南の中国における領事館警察

を論じる際には考慮する必要のない複雑な事情が満洲にはあるからである。まず，間島の存在。

次に植民地警察である関東都督府・関東庁警察が平行して存在していたという点，さらに南満

洲での「治外法権を有したままの「内地雑居」」が南満東蒙条約という「条約上の根拠」を有

していたこと，などである。しかし，本稿ではこの問題にはこれ以上はふれないことにしたい。

次に，「満洲国」では，1937 年末の治外法権の撤廃により，領事館警察そのものが廃止され，

「満洲国」警察に吸収された。領事館警察そのものが消失してしまったのだから，もはや「満

洲国」では「日本軍占領下の領事館警察」なる段階も終了したと考えるべきであろう。治外法

権の撤廃は領事館警察の法的根拠の消失であるが，それには二つの側面がある。ひとつは対等

条約の締結によって，国際的に「満洲国」を日本と対等な独立国として位置付けるための外交

的演出であった。もう一つは「満洲国」の司法権・行政権・警察権が完全に日本の手に掌握さ

れることによって，日本帝国の一部となり (ないしは一部となったも同然の状態になり)，そのた

め在住日本臣民に治外法権を与える必要がなくなったという側面である。韓国併合によって保

護国時代にはまだ保証されていた在住日本臣民の治外法権が廃止されたのがその先例である。

「満洲国」における治外法権撤廃も実質的にはこれと変わらない。

ここで興味深いのは，「満洲国」における日本臣民の治外法権が撤廃された時に，日本側は

「治外法権撤廃と内地開放の一体性」という解釈をもちだしていることである。「満洲国」にお

ける治外法権の撤廃は，「満洲国」が日本臣民に対して完全なる「内地開放」を実施してから

おこなわれたのであった (事実上「内地雑居」はすでに実現していたが，それが法的に追認され，か

つ土地所有の権利が保障されたのである)。しかし，満洲事変からそれまでの間，またこれ以降も，

日本は満洲あるいは長城線以南の中国において「治外法権を有したままでの「内地雑居」」を

推し進め，「治外法権撤廃と内地開放の一体性」という解釈を公然と「無視」し続けたので

あった。

なお，長城線以南の中国について補足しておけば，1943 年に治外法権の撤廃は宣言される

が，完全実施にはいたらず，外務省警察 (領事館警察) も大東亜省警察と名を変えたまま存続

する。
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注

＊外務省外交史料館所蔵『外務省警察史』(復刻版，不二出版，1996-2001 年) は，「外警」と略記

し，復刻版の巻数，頁数を記す。

1 ) 外務省監修・日本学術振興会編纂『条約改正関係日本外交文書別冊 条約改正経過概要 附年

表』日本国際連協会，1950 年，178頁

2 ) 外務省調査局監修・日本学術振興会編纂『条約改正関係日本外交文書 追補』，日本国際連合

協会，1953 年，514頁，518, 519頁。もっとも，現実主義者であった原は，「列国の交際は公法

一片の理論を以て之を貫徹することを得ず」として，幕末・維新期に公法に違反する条約を締結

したのは，当時の状況からしてやむをえない事情があったとしている。

3 ) 前掲『条約改正関係日本外交文書別冊 条約改正経過概要 附年表』，228頁。

4 ) 原敬「現行条約意見」稲生典太郎編『内地雑居論資料集成』1，原書房，1992 年，534頁。

5 ) 前掲『条約改正関係 日本外交文書 追補』，448頁。

6 ) 同上，446頁。

7 ) 国友重章『条約改正及内地雑居』内地雑居講究会，1892 年，42頁，45頁。

8 ) 外務省亜細亜局「昭和元年十二月末現在支那在留本邦人及外国人人口統計表 (第十九回)」

(JACAR (アジア歴史資料センター)，B02130021300) によれば，1926 年末現在，察哈爾方面で

は張家口のほかに多倫 (ドロン・ノール) も開放地であったとされるが，日本臣民の居住者はい

ない。なお，綏遠方面では帰化城と庫倫 (クーロン) が開放地である。ただし，日本臣民の居住

者がいるのは，庫倫 (クーロン) に 1名のみ。

9 ) 天津の数値は，外務省編『外務省警察史』第 34巻，不二書房，1999 年，234頁 (以下「外警

34巻，243頁」のように略す)，張家口は外警 31巻，19頁。北平は外警 30巻，139頁。山海関

は外警 37巻，19頁。

10) 1909 年 8 月 13 日「間島問題に関する閣議決定」外務省編『日本外交年表並主要文書』上，原

書房，1960 年，319頁。

11) ｢清国開港場ニ於ケル帝国専有居留地其他ノ件ニ関シ日清両国間ニ協定セシ議定署」

外警第 4巻，29頁。

12) 外警 4巻，34頁。

13) 支那駐屯軍司令部「支那駐屯軍編成改正ニ関スル件」(大正十二年十一月十日立案) 陸軍省

「密大日記」大正十三年第四冊，JACAR，C03022674000。これによれば，1923 年の時点で，山

海関に 39，秦皇島に 57，灤州に 27名の守備隊，塘沽に 5名の通信員が駐屯していた。他に塘沽

には陸軍運輸部出張所があり，将校 1名がつめていた。なお，天津には支那駐屯軍司令部以下総

計 326名，北京には 152名が駐屯していた。このうち灤州の守備隊は 1928 年に廃止されている

(「米軍唐山守備隊撤退ニ就テ」(昭和三年五月二十八日)，陸軍省「密大日記」昭和三年第五冊，

JACAR，C01007468000。さらに補足しておくと，塘沽には 1913 年まで守備隊が配置されてい

たが，同年に廃止された。しかし，山東出兵の際に守備隊が同地に派遣され，1928 年から再び

常置となった (つまり，駐屯地が灤州から塘沽に変更されたのである)。それにあわせて陸軍運

輸部出張所内の一室を借りて，同年 8 月 21 日に天津総領事館警察署の塘沽出張所が開設された

のであった (「在天津総領事館塘沽出張所警察史」外警 36巻，3頁)。

14) ｢明治三十八年七月三日附在天津伊集院総領事発信桂臨時外務大臣宛稟議要旨」外警 37巻，3

頁。

15) ｢明治四十二年十月四日附在天津小幡総領事発信小村外務大臣宛稟請要旨」外警 37巻，6頁。
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16) ｢在山海関領事館警察署警察史」外警 37巻，7-8頁。

17) 同上，外警 37巻，7頁。

18) 同上，外警 37巻，36頁。

19) 同上，外警 37巻，8頁。

20) 同上，外警 37巻，18頁。

21) 同上，外警 37巻，14頁。

22) 同上，外警 37巻，15頁。

23) 中国側が開放地宣言をおこない (ただし，一部の避暑区域に限定されており，秦皇島の中心部

そのものは未開放地であった)，かつ日本軍が駐屯していた秦皇島に出張所がおかれなかったの

は，在住日本臣民の人数が山海関や塘沽に比べて少なかったためだと思われる。

24) 支那駐屯軍の配置は，1933 年 3 月末の時点で，天津 (軍司令部以下人員 1200名)，塘沽 (52

名)，秦皇島 (54名)，山海関 (294名)，北平 (314名) であった (支那駐屯軍司令部「北支那

駐屯列国軍兵力配置要図」陸軍省「昭和八年密大日記」第四冊，JACAR：C01003998600)。し

かし熱河作戦・灤東作戦・関内作戦によって，同年 6月末までに河北省東部には関東軍の大部隊

(古北口・密雲方面に混成第 4旅団，喜峰口・遵化方面に歩兵第 16旅団，山海関から北寧線沿線

方面に混成第 14旅団) が存在していたのである (外務省記録，松本記録第二冊「満州事変・華

北問題」自昭和八年六月至八月，A-1-1-0-21-27，JACAR：B02030476200)。それらの関東軍の

一部は塘沽停戦協定後も河北省東部に駐屯し続けた。

少しのちの 1936 年 1 月末日の時点をとると，支那駐屯軍の配置は，天津 (軍司令部以下人員

972名)，塘沽 (49名)，唐山 (224名)，灤県 (114名)，昌黎 (24名)，秦皇島 (38名)，山海関 (255

名)，北平 (271名)，通州 (58名) であった (支那駐屯軍司令部「支那駐屯軍兵力配置並北支那

駐屯列国軍兵力配置要図」陸軍省「昭和十一年密大日記」第五冊，JACAR：C01004194600)。

これからわかるように，領事館警察の分署，派出所が新設された北寧線沿線の主要都市に，支那

駐屯軍の部隊がいたことになる。古北口には，支那駐屯軍ではなくて，関東軍の部隊が駐屯して

いた。塘沽停戦協定後の支那駐屯軍および関東軍の河北省東部での駐屯は，中国側軍事力を排除

したうえでの駐屯であるので，同じ場所に駐屯していても，満洲事変以前のそれとは軍事的・政

治的意味がまったく異なるとみるべきであろう。

なお，上記 1936 年の配置にある「通州派遣隊」は，華北分離工作の後押しのために 1935 年 6

月から翌年 1月にかけて関東軍が古北口，山海関方面に兵力を集結させ，一部を長城線以南に進

出させた際に，通州・順義・昌平に将校斥候を配置したことが発端となった (これを「将校斥

候」とよんだのは，塘沽停戦協定第 2条の「随時飛行機及其他ノ方法ニ依リ之ヲ視察ス」に基づ

いているとするためであろう)。関東軍の将校斥候隊が 36 年初めに引き上げたあと，かわりに支

那駐屯軍が通州に部隊を駐屯させることになったものである (「関作命第七五四号」陸軍省「自

昭和十一年四月十二日至同年四月二十二日陸満密綴第四号」JACAR：C01003107200)。もちろ

んその駐屯の目的は，日本の傀儡である冀東防共自治政府をたちあげ，維持するためであった。

あらためて指摘するまでもないことだが，通州は北清事変最終議定書に定める駐兵可能地点でも

ないし，また後述する 1933 年 11 月の「停戦協定善後処理ニ関スル申合事項」(北平申合) で指

定されている「日本軍駐屯地点」(山海関，石門砦，建昌営，擡頭営，冷口，喜峰口，馬蘭峪，

古北口および灤州，遷安，撒河橋) にも含まれない。通州への駐屯は，既存の駐兵協定にもとづ

くものではなくて，軍事作戦行動の一環 (小規模な戦争行為) とみるべきであろう。

25) 前掲『日本外交年表並主要文書』下，原書房，1960 年，277-278頁。
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26) ｢在天津日本総領事館唐山分館警察署灤州派遣所警察史」外警 36巻，247-248頁。

27) ｢昭和八年十一月二日附在天津田中事務代理発信広田外務大臣宛報告要旨」外警 34巻，287頁。

28) ｢在天津総領事館唐山分館警察史」外警 36巻，183頁。
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要 旨

満洲事変後から華北分離工作の時期にかけて，中国の河北省・察哈爾省では日本の領事館警

察の膨張がみられたが，それはたんなる量的拡大にとどまらず，質的な変化をともなっていた。

満洲事変前には，この地域の領事館警察の分布は天津，北京など特定の地域に限定されていた。

これは領事裁判権を有する外国人が居住・営業の自由を享受できるのは，原則として開市開港

地に限定されているとの通商条約の解釈に，日本側もしたがっていたからである。ところが塘

沽停戦協定後，この地域では，日本軍隊が占領した非武装地域に日本臣民が進出し，その「保

護取締」のために領事館警察が進出し，それによってさらなる日本臣民の増加というサイクル

がみられた。その結果，この地域では治外法権を有したままでの日本臣民の「内地雑居」が現

出し，それに並行して領事館警察が増殖したのであった。このような状況は，満洲事変以前の

日本側の通商条約解釈からみても，それを大きく逸脱するものであった。そして日中戦争開始

後には，日本軍の占領邸の拡大にともない，このような領事館警察の増殖現象が，華北全域さ

らには華中・華南の中国全体に拡大するのである。

キーワード：領事館警察，領事裁判権，居住・営業の自由，華北分離工作，塘沽停戦協定

Summary

Between the Manchurian Incident and the Japanese Intervention to North China, the expansion of

Japanese consular police forces in Hebei and Chahar provinces was evident, but this was not

merely a numerical increase ; there was also a change in character of the Japanese consular police

in China. Before the Manchurian Incident, the distribution of consular police in this area was

limited to specific regions such as Tianjin and Beijing. That was so because Japan also held an

understanding of their commercial treaties with China by which foreigners with consular

jurisdiction authority enjoyed freedom of residence and business limited in principle only to ports

and cities opened by those treaties. After the Manchurian Incident, however, Japan throw away

such understanding in Hebei and Chahar and expanded consular police forces in location over the

limited areas. The Tanggu armistice agreement made a demilitarized zone in Hebei and Chahar

where the Japanese military forces had occupied during the Manchurian Incident. After the

armistice within that demilitaeized region there arose an increase in resident Japanese nationals,

and consular police forces then increased in size and location in order to protect and control those

residents,which in turn led to increased numbers of new Japanese residents. As a result, in these

areas a policy emerged for the ʻopening of concessionsʼ (ʻnaichi zakkyōʼ) for Japanese nationals

while maintaining extraterritorial rights, and the expansion of Japanese consular police forces

continued simultaneously. These circumstances represent a significant divergence from how the

commercial treaties were understood by the Japanese side before the Manchurian Incident.

After the beginning of the China-Japan war in 1937, the growth of Japanese consular police forces

continued in conjunction with the Japanese armyʼs occupation of northern China, and then

expanded over time into central, south and ultimately all of China.

Keywords : consular police, consular jurisdiction, freedom of residence and business, the

Japanese Intervention to North China, Tanggu armistice agreement
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