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日本の第一次世界大戦への参戦により青島守備軍が占領行政を行っていた中国・山東半島の
旧ドイツ膠州湾租借地は，パリ講和会議での山東問題を経て，ワシントン会議開催中の 1922
年 2 月 4 日に日中間で締結された「山東懸案解決ニ関スル条約」によって中国に返還すること
が決定されたが (同年 6 月 2 日批准公布)，本稿では，この返還実行後の青島に日本領事館警察
が設置された問題を取り上げて考察する。戦前期には実態として，中国領土の各地に日本の軍
隊及び警察が一貫して駐留したが，青島での日本警察設置の問題は，条約にもとづく膠州湾租
借地の返還によって青島守備軍民政部が行っていた全ての行政権と軍隊が撤退した後に再び配
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備されたこと，また，第一次世界大戦後の国際間での社会変革議論が試みられるなかですすめ
られたという点で，特殊な位置にあると考える。
中国領土での外国警察の駐留については，租界・租借地の設定及び外管 (専管・共同) 居留
地での特別協定や，条約上の治外法権である「領事裁判権」にもとづくとされることが多い。
しかし，1921 年 11 月よりワシントンで開催された極東会議 (中国に関する九カ国会議) では，
中国の「主権尊重」が確認され，治外法権について見直しの議論が行われた結果，条約に明記
された「領事裁判権」及び「協定関税」以外の外国権力の行使は，「主権を制限」するものと
して即時撤廃すべきことが列国間で合意され，これにより中国において列国が行使していた郵
便，通信，軍隊，鉄道守備隊，警察などの外国特権は治外法権としての根拠を失った (ただし
外国警察については，日本は異論あり)。

一方，中国返還後の青島は，日本が要求していた専管居留地は設けられず，中国政府が行政
管理を行う一般開放地 (自管居留地) とされて残留日本人を含む外国人の居住が許された。し
かし，青島総領事館の開館にともない青島市内外に再び日本警察が配備されたことは直ちに中
国現地で問題化し，その設置根拠をめぐって「主権侵害」「条約違反」であると批判する中国
側と，
「領事裁判権に付随する権利」を主張する日本側との間の論争に発展する。このような
経緯から，青島総領事館警察問題とは，中国政府が行政権を有する「一般開放地」に外国警察
を置くことは認められるのか否か，またワシントン体制における外国特権の根拠はどのように
説明されるのか，という問いとして捉えることが出来ると考える。本稿ではこの問題について，
1920 年代のワシントン会議および山東返還における国際社会での領事館警察をめぐる議論を
検討することをまず課題とし，さらにワシントン体制段階での東アジアの治外法権や植民地シ
ステムについての国際社会の動向や意義を考察していく手がかりとしたい。
なお，ワシントンでの「山東懸案解決ニ関スル条約」の締結によって旧膠州湾租借地の全て
の行政権返還および軍隊撤退については条文規定がなされたが，具体的な返還方法や権利調整
については北京での細目協定交渉にて日中間で直接に協議・調整するよう委ねられた。中国返
還にともなう青島及び山東鉄道沿線からの軍隊・憲兵 (鉄道守備隊を含む) の具体的な引揚げ方
法についても，この細目協定交渉において協議の場が持たれたが，ここで交渉を担当したのは
日中双方ともワシントンでの顔ぶれとは異なり，中国現地にあって地域利害に直接に関わる青
島守備軍関係者や中国駐在の公使領事など出先外交官たちであった。この中国駐在の出先外交
官たちは，返還直後に問題化した青島総領事館警察の設置をめぐる中国側との交渉にもあたっ
ている。今回の山東返還問題および青島総領事館警察設置問題の検討では，こうした細目協定
交渉を中心とする中国現地での動向に注目して検討をすすめること，また中国現地の出先外交
官たちの認識について検証することも課題となる。
このような背景認識をふまえ，各章では次のとおり検討をすすめていく。
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第 1 章では，中国における外国警察をめぐる国際間での議論について，ワシントン極東会議での治
外法権撤廃問題および外国特権行使についての列国間協議，及び「山東懸案解決ニ関スル条約」
締結後に北京で行われた日中直接での細目協定交渉における具体的な行政権返還と軍隊撤退に関
する協議を検討し，ヴェルサイユ=ワシントン体制下で示されたそれら国際合意の意義を確認する。
第 2 章では，おもに『外務省警察史』に記述される青島現地の状況にもとづいて，返還によ
り膠州湾租借地及び山東鉄道沿線上から青島守備軍，鉄道守備隊，憲兵警察が撤退した後に，
青島に領事館警察が新たに配備された具体的経過を明らかにする。さらに，返還前後の青島現
地の様子や，青島総領事館警察の実態内容についても明らかにすることを目指す。
第 3 章では，やはり『外務省警察史』に所収されている青島での日本警察の設置根拠をめぐ
る現地での日中間交渉から，ワシントン体制下での「領事裁判権に付随する」外国行政権とい
う特殊権利のあり方について日中両国での認識の相違を明らかにし，秩序転換期におけるヴェ
ルサイユ条約体制，及びワシントン条約体制の創設意義の理念に照らして考察を加えたい。
以上の検討からは，第一次世界大戦後の東アジアにおけるワシントン新国際秩序の模索のな
かで，日本が領事館警察の設置根拠を不平等条約にもとづく治外法権に再設定した経緯を確認
することが出来るとともに，後に「領事裁判権に付随する権利」との根拠が定着していく一つ
の契機にもなったことを示唆しうると考える。また，その模索において追求されていた特殊権
利 (外国特権) のあり方が 1930 年代以降の在華権益や大陸進出の論理にどのように関連するの
かなど，その後の日本の中国大陸進出の一過程を明らかとする考察に及べればと考える。

1

膠州湾租借地返還の決定と警察撤退

( 1 ) ワシントン会議における外国警察をめぐる議論
不平等条約にもとづいて列国が中国に行使している諸権力についてはイギリス・アメリカ・
ロシア・日本と中国との間ですでに撤廃が予約されていたが 1)，1921 年 11 月よりワシントン
で開催された極東会議 (中国に関する九カ国会議) では中国の治外法権について見直しの協議が
試みられた。第 3 回極東問題総委員会 (1921 年 11 月 21 日) では，「中国の主権独立」ならびに
「領土的行政的保全」を尊重するルート 4 原則を一般原則として討議をすすめることが確認さ
れた後，現在中国において行使されている列国の諸権益を「政治上，司法上及行政上ノ行動ノ
自由ニ対スル制限｣ 2) と捉え，今回の会議が列国の既得特権の効力に直接に影響するものでは
ないと断りつつも，これらの撤廃に向けた議論が行われた。その中では「政治上ノ制限」の一
つとして外国警察問題についても協議されているので，このワシントン会議での議論をとおし
て，第一次世界大戦後の東アジア国際秩序の模索のなかで欧米列国，中国そして日本が有して
いた中国における「外国警察」認識について，まず概観したい。
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中国における治外法権についての極東問題総委員会での議論では，この「政治上ノ制限」に
ついて，米国ルート全権より「既ニ支那ノ行政保全ヲ尊重スト謂フ以上，独立国タル支那行政
権ノ発動タル條約其他ノ行政行為モ亦尊重セラレサルヘカラス」として，(a) 条約上の規定が
ある協定関税および治外法権 (領事裁判権) と，(b) 条約上に規定されていない外国郵便局，
有線電信及無線電信，外国駐屯軍，外国鉄道守備隊，外国警察官とに類別し，このうち (a)
条約上の規定がある協定関税と治外法権については条約改正などの外交的解決をはかるべきで
あるとし 3)，(b) の条約上の規定が無く法的根拠がない諸権益については原則として撤廃すべ
きことを合意した。
しかし，軍隊撤退の具体的方法については，法的根拠の無い外国軍隊は即時撤退すべきこと
を要求する中国側と，軍隊の駐屯は「自国民ノ生命財産保護」のため必要であるとする列国側
とで意見が対立した。第 8 回極東問題総委員会 (1921 年 11 月 28 日) では，中国委員は決議提
案として「現ニ支那ノ領土内ニ於テ支那ノ明示的承諾ヲ得サル右ノ如キ軍隊又ハ鉄道守備隊又
ハ警察官派出所若クハ電気設備存在スルニ於テハ直チニ之ヲ撤去スヘシ」の採択を要求し，ま
た次回の委員会ではその説明書類として「外国軍隊警察官及鉄道守備隊表」，「満洲ニ於ケル日
本警察官ニ関スル事情」等を配布して中国領土上における列国の駐兵状況 4)を示し，重ねてこ
れらの即時撤退を要求した［筆者注―史料上の下線は筆者が加えた。以下同様］。
これに対して日本の埴原正直全権より反駁声明書が提出され，中国各地の外国軍隊等の駐屯
にはそれぞれ個別の特殊事情が存在し，また「支那本土ノ不秩序ニシテ法規紊乱セル悲ムヘキ
状態」により外国人社会の安寧が脅かされている中国の現地状況を考慮する必要があることを
主張した。ヒューズ議長 (米国)，バルフォア全権 (英国)，ヴィヴィアニ全権 (仏国)，シャン
ザー全権 (伊国) など列国全権も，この「支那ノ現状ニ留意 (事実ノ問題 under lying facts)」を
重視する態度を示し，解決方法として調査委員会を組織し，調査と審査を行って中国の保護能
力があると判断されれば撤退することを提案した 5)。しかし中国の顧維鈞全権は，個別での実
際的な撤退合意を得たいとして調査委員会方式に反対の立場を示したが，その理由として「山
東駐兵問題ニ付テハ山東問題ニ関連シテ之カ貫徹ヲ期シ，漢口日本軍ニ付テハ日本ニ対シ即時
之カ撤退ヲ要求」する必要があると，山東や漢口での日本軍駐兵を例に挙げて非難を行い，重
ねて条約上の根拠の無い外国駐屯軍の即時撤退を訴えて，中国からの外国軍隊の撤退に関する
議論は膠着した。
さて外国警察については，第 9 回極東問題総委員会 (1921 年 11 月 29 日) において駐屯軍問
題についての討議後に議論が持たれた。中国側は，上述の「外国軍隊警察官及鉄道守備隊表」
及び「満洲ニ於ケル日本警察官ニ関スル事情」等を示して中国「内地」における日本警察の活
動について指摘し〔表 1〕〔表 2〕，これらについて日本側の説明を求めた。中国領土での日本警
察の活動について，日本の埴原正直全権は「帝国ノ立場ヲ説明スヘシ」として以下のような説
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明を行っている 6) (なお，同時に埴原全権が提出した「覚書」に示された中国各地における日本駐屯軍
の数は，先に中国側が提示した兵数と食い違っている)。

支那ニ於ケル日本領事館警察官問題ヲ考究スルニ当リ考慮スヘキ一点アリ。一ハ右警察官
ハ支那人又ハ他ノ外国人ニ干渉セス，其ノ任務ハ厳ニ日本人ノ保護ト管理トニ限局セラルル
コトナリ。二ハ日本警察官ノ与ヘラルル最モ主要ナル任務ハ日本人ノ犯罪ヲ予防シ且犯罪ア
リタル場合ニ於テ日本人タル犯罪者ヲ処分スルニアリ。
日本ト支那トノ地理的接攘関係ニ鑑ミ，日本ニ於ケル不逞分子カ支那ニ赴キ支那ノ現状ニ
乗シ不法ノ行動ヲ為スモノアルヘキハ当然ナリ。若シ此等不逞ノ徒ニシテ犯行中支那警察官
ニヨリ捕ヘラルル場合ニハ該警察力ハ事件ヲ処理スルニ困難アルコトナク審理及処分ノ為メ
犯罪者ヲ可成速カニ日本官憲ニ引渡スヘシ。然レトモ犯罪者カ犯行ノ場所ヨリ逃走シタル場
合ニ於テハ犯罪者ノ何人ナリヤ及犯行ニ至リタル原因ト事情等ヲ発見スルノ困難ナル場合少
ナカラス。支那官憲ハ治外法権ヲ有スル外国人ノ家屋ヲ臨検シ又ハ外国人ヨリ適法ノ形式ニ
ヨリ裁判上ノ証拠ヲ蒐集スルノ権限ナキカ為メ此ノ困難ハ益々甚シ。此ノ故ニ支那警察官ハ
日本警察ノ十分ナル協力ヲ受クルニアラサレハ犯罪人ノ処罰ハ多ク不可能ニシテ法律違反ノ
責アル者ハ審理ト処罰トヲ免ルヘシ。此ノ傾向ハ数万人ノ日本人ノ居住スル満洲ニ於テ特ニ
顕著ナリ。日本警察官ノ駐在スル地方ニ在リテハ其ノ駐在セサル地方ニ比シ日本人間ノ犯罪
数遥カニ少ナシ。
問題ノ理論的方面ハ之ヲ措キ支那内地ニ於ケル日本警察官ノ駐在カ支那人又ハ外国人ノ日
常生活ニ何等干渉スルコトナクシテ日本在留民ノ犯罪予防上実際極メテ有益ナルノ実証ハ斯
クテ看取セラルヘシ。日本ノ警察権ノ執行ハ支那ノ社会ニ保護ヲ与フルモノニシテ支那現在
ノ警察組織ハ之ヲ与フルコトナシ。日本代表者ハ支那殊ニ満洲ニ於ケル現状ニ関スル知識ト
報道トヲ有スルモ茲ニ其ノ詳細ニ亙ルノ要ヲ認メス。
埴原全権の説明によれば，中国内地における日本警察の活動は，1) 日本人の取締・逮捕を
目的とする行政的業務 (司法警察) であり，中国社会へ圧力を与えることを目的とする権力行
使，すなわち軍事行為ではないこと，2) 日清通商航海条約の領事裁判権に関する規定 7)によ
り，中国警察は治外法権国人である日本人住居に立ち入ることが出来ないため，この場合の逮
捕は日本警察のみ行使しうるものであり (中国人住居での逮捕は中国警察のみ行使しうる)，この
ため日本警察が必要である，とする。ここでは，警察行為を欧米列国が是認する「自国民の保
護・自衛」のための武力行使という理由と異なり，
「行政行為」として説明されている点が注
目される。これに対して中国側は「日本警察官ノ支那駐在カ違法犯人ノ検挙取締ニ在ルトセハ，
日本ニ於テ斯ル違法犯人ノ支那逃来ヲ禁セラルレハ自ラ本問題ヲ解決スヘク，之カ為支那ノ抗
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中国における外国軍隊，警察官，及び鉄道守備隊につき暫定表

日本駐屯軍
山東では，青島−済南線沿線上および青島守備軍司令部，高密，坊茨 (坊子)，済南府に平均 525
名規模の四個大隊が駐留している。また，憲兵隊もある。
漢口では，一個大隊が通常，特殊部隊の分遣隊とともに維持される。
満洲では，通常一つの完全な部門を維持しており，次のとおり本部が設立されている (1921 年 4
月 1 日)……
師団司令部
遼陽
旅団司令部
鉄嶺
歩兵連隊
遼陽
歩兵連隊
鉄嶺
旅団司令部
哈爾浜
歩兵連隊
ポート・アーサー (旅順)
歩兵連隊
哈爾浜
騎兵連隊
公主嶺
野砲兵連隊
海城
中国における日本警察
1917 年における満洲での警察機関の数は，奉天省および吉林省の地元当局からの報告のごとく 27
カ所に達する。鄭家屯事件と琿春事件の結果として，日本はこれらの場所に警察署を設置した。
1921 年のためにミラーが再調査した十月リスト問題によれば，外交部は汕頭の外務委員から，そこ
では日本領事館が日本警察の増加を非常に活発化させていることについて電報を受領している。
厦門では，1916 年 12 月に日本によって警察署が設置された。中国政府は，この違法行為に対して
日本側に強く抗議したが，日本はこれまで警察署を一度も撤退していない。
〔注〕 原文は英文。地名は中国表記のままとし，( ) にて日本表記を補った。
出典：「極東問題第九回総委員会公表文」(外務省外交史料館所蔵) より作成。

表2

南満洲における日本警察官の地域および人員による分布

(A)
1．関東州租借地における警察署
人 数
24
13
143
349
83
100
99

a．関東庁警務署の警察官
b．警察訓練所の警察官
c．ポート・アーサー (旅順) 民政署の警察官
d．大連民政署の警察官
e．金州民政署の警察官
f． 普蘭店民政支署の警察官
g．皮口 (貔子窩) 民政支署の警察官
合計
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2．関東州の南満洲鉄道附属地および安東−盛京 (奉天) 線沿線における警察
a．営口警務署の警察官
b．大石橋警務支署の警察官
c．瓦房店警務支署の警察官
d．遼陽警務署の警察官
e．鞍山警務支署の警察官
f． 盛京 (奉天) 警務署の警察官
g．本渓湖警務支署の警察官
h．撫順警務支署の警察官
i． 鉄嶺警務署の警察官
j． 開原警務支署の警察官
k．長春警務署の警察官
l． 公主嶺警務支署の警察官
m．四平街警務支署の警察官
n．安東警務署の警察官

署数
5
10
9
6
8
18
12
18
5
9
13
6
7
16

人数
53
17
33
39
59
100
40
59
32
47
103
28
28
48
合計 688

署数
―
1
11
16
13
24

人数
16
13
64
47
34
90

総合計 1,499 名の警察官
(B)
1．南満州鉄道および安東−盛京 (奉天) 線沿線における日本領事館の秘密警察
a．牛荘領事館警察署
b．遼陽領事館警察署
c．盛京 (奉天) 領事館警察署
d．鉄嶺領事館警察署
e．長春領事館警察署
f． 安東領事館警察署

合計 260
2．間島地方の領事館および領事館分館における秘密警察
a．間島総領事館
b．局子街領事分館
c．頭道溝領事分館
d．百草溝分館警察署
合計
秘密警察の合計

24
9
7
6
46

―― 306.

【要約】
1．関東州租借地内の合計
…… 811 名．
2．2 つの鉄道附属地内の合計
…… 688 名．
3．鉄道附属地内の領事館付の合計
…… 260 名．
…… 46 名．
4．間島地方の合計
[ママ]
…… 56 名．
5．南満洲鉄道の「再配置可能な (voluntery)」転轍手 (？)
従って，381 カ所の警察署と警察支署に総合計 1,861 名が駐在する。
従って，関東州租借地以外の地域には 1,050 名の警察官および 247 カ所の警察署と警察支署が駐留する。
〔注〕 原文は英文。地名は中国表記のままとし，( ) にて日本表記を補った。
出典：「極東問題第九回総委員会公表文」(外務省外交史料館所蔵) より作成。
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議アルニ拘ラス強ヒテ警察権ヲ行使スルハ條約上並国際法上ノ根拠ナシ」と反駁し，さらに
「一友邦ノ内地ニ軍隊ヲ駐屯セシメ又警察官ヲ派出スルコトハ主権ニ対スル重大ナル侵害ニシ
テ，明白ニ且ツ自主的ニ許諾ヲ与ヘタル場合ニ非レハ許スヘカラサル事態ト云ハサル可ラス」
と中国内地における警察行為は「主権に対する侵害」であると非難した。
以上の外国警察問題をめぐっての議論を整理すると，中国は「主権尊重」の立場から条約上
の根拠のない外国軍隊・鉄道守備隊・警察の駐在は「主権の侵害」であり，これらはすべて無
条件で即時撤退すべきことを要求した。列国は，外国軍隊の撤退を前提としながらも，自国民
保護・治安維持のための武力行使は必要であるとの立場をとり，バルフォア全権が中国は政治
的に過渡期にあり「実ハ治外法権問題モ審査ノ要点ハ法律的ト謂フヨリモ，寧ロ支那内地ニ於
[ママ]

ケル社 界 状態ノ実際ニアリ。(中略) 尚ホ列国ハ北京天津ニ駐兵シ居リ右ハ條約上ノ根拠アル
ニハ相違ナキモ，一国ノ首都ニ外国兵駐屯ノ必要アルコトハ即チ支那政情ノ一斑ヲ語ルモノト
謂ハサルヘカラス」との認識を示すように，事実上，現状における外国軍隊の駐屯を認める。
このように列国は，軍隊・鉄道守備隊・警察など地域社会に対するパワー行使を「軍事行為」
と認識しており，中国政府や社会が混乱状態にあり近代化が達成しない間は，法的根拠がなく
ても「自国民の保護・自衛」を目的とした駐兵が可能 (「主権ノ制限」ができる) とした。なお，
列国が提案した調査委員会での審査に対して中国は，調査委員会方式による解決では列国の自
由意志が保証されるため個別的・特殊的理由を認めることになり，却って外国駐屯軍に対する
一種の承認を与える惧れが生じるとして強く反対し，繰り返し条約上の根拠の無い外国軍隊は
認めないと主張した。このように列国と中国との間では，中国における武力行使の法的論拠の
有無が対立論点となる｡
一方，日本の埴原全権の説明では，日本警察は「多人数の日本人の取締・逮捕」を目的とす
る行政機能とする点が列国と異なる。この説明に従えば，① 日清通商航海条約の法的構造上，
日本人の取締・逮捕のために中国領土上でも排他的な日本警察権を行使することが可能であり，
② 日本警察や派出所の目的も未然の取締や犯罪予防対策のためであり，将来の中国社会状況
の改善如何にかかわらず，また中国政府に保護能力が認められる場合でも「治外法権国人」が
中国領土上に存在する限り外国警察は必要である，との独自の解釈をとるものである。このよ
うな日本警察行政の権力と機能は日本本国から延長して中国領土において中国警察権と並存し
て行使されるとする埴原全権の発言は，これまで極東問題委員会で議論されてきた治安維持の
ための「軍事権行使」問題とも，「領事裁判権に付随する権利」として事件後に効力が発生す
る逮捕や検察などの司法警察機能としての「治外法権」問題とも異なる議論系統による，新たな
「支那全権ハ日本
根拠を主張するものとみることができる 8)。これに対する中国側の反駁では，
警察官カ支那人ニ干渉シタルコトナシトノ日本全権ノ陳述ヲ疑ハサルヲ得ス。日本警察官カ支
那領土内ニ於テ支那人ヲ逮捕シ又ハ之ヲ拘束セル例ハ無数ニ之ヲ挙クルコトヲ得ヘシ。治外法
― 132 ―

ワシントン条約体制下の青島における領事館警察について (長沢)

権ノ制度ノ下ニ於テハ日本人犯罪者ヲ逮捕シ又ハ証拠ヲ蒐集スルニ於テ不便ヲ生スルト為ス議
論ハ却テ治外法権放棄ヲ有利トスル理由タルヘシ」とかえって治外法権システムの欠点を指摘
するとともに，「支那ニ於テ治外法権ヲ享有スル諸国モ日本ノ警察権ノ併有ヲ主張スルモノナ
シ。満洲ニ於ケル日本人カ多数ナリトノ事実ハ同地ニ警察権ヲ樹立スルノ正常且充分ナル論拠
ト為スコトヲ得ス」と中国内地での行政行為は許されないとして日本警察権を完全に否定した。
以上のように，中国における外国警察をめぐっては，中国と列国との認識の相違とともに，
欧米諸国と日本でも警察機能・効力について異なる位相の解釈を持っていたことが知れる。こ
のような外国警察についての欧米諸国と日本との認識の差異は，各国それぞれの居留民数やそ
の商業活動にともなう外地警察の機能，外地裁判制度などの諸事情が異なることが前提になっ
ており，本国社会とは本質的に異なり地理的距離もある欧米諸国の立場と，人々の移動・活動
が空間的に重なる日本と中国との間では，おのずから異なる警察実態と問題が生じることが背
景にあると考えられる 9)。
最終的な外国警察問題についての方針合意は，条約文起草の討議が行われる段階で，やはり
外国軍隊撤退問題に関連するかたちで議論が行われている。まず外国軍隊の撤退方法について，
ルート起草委員長から先述のように調査委員会を設けて解決をはかる方式を取ることが再度説
明され，中国は不服としつつもこれを決議案とすることを了承した。しかし警察 (派出所を含
む) と鉄道守備隊については，中国は「本議決案ハ警察及鉄道守備隊ニ付言及シ居ラサル処，

警察官並其ノ派出所ニ付テハ列国ノ有スル治外法権ハ其ノ当然ノ結果トシテ其ノ駐屯設置ヲ包
含スルニ非ラサルコトヲ言明ス」と，軍隊とは別に扱うべきことを主張した。しかしルート起
草委員長は「政府ノ使用者ニシテ苟モ武装ヲ為シ秩序ノ維持ニ任スルモノハ一律ニ武装隊ト解
スルコト然ルヘシ」として，軍隊と鉄道守備隊・警察はともに「武装隊」として扱うとの認識
を示し，最終的に条約文には「警察問題ハ本決議案前文ノ armed force ノ次ニ“including police”ノ文字ヲ附加スルコトニ依リテ解決シ得ヘシ」と警察と軍隊とを一括処理することを決
定した。これにより外国警察の処分に関しては，中国が要求する即時撤退ではなく，「調査委員
会」により中国社会状況について列国の判断を加えて決定することになった 10)。また，ここから
は埴原全権が主張した「行政警察」の必要性や，事実上の効果についての問題は宙に浮いたま
まのかたちで決着がつけられるという国際政治による強引な解決がなされたことを指摘できる。
以上の検討からは，ワシントン会議において現状維持体制が形成されるなかで，中国の主権
尊重・領土保全の原則のもとで治外法権を見直す議論が多国間会議で試みられたこと，そのな
かでは条約など法的論拠のない諸外国権益は撤退すべきことが合意され，外国軍隊 (警察及び
鉄道守備隊を含む) の撤退方針が合意されたことは評価される。しかし一方で，上述のように，

中国各地における外国軍隊・鉄道守備隊・外国警察については，「治安維持のため」との理由
による継続駐留の承認や，列国による調査審議を経たうえでの撤退方針の決定といった複雑な
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あり方が存在したこと，そして警察活動についての認識も欧米列国と日本とでは決して同じで
はなかったことが明らかになった。
最後に，一連の会議の結果として締結された「中国ニ関スル九カ国条約」では，「支那ノ主
権，独立並其ノ領土的及行政的保全ヲ尊重スルコト」(第 1 条)，及び「締約国ハ各自国民相互
間ノ協定ニシテ支那領土ノ特定地方ニ於テ勢力範囲ヲ創設セムトシ又ハ相互間ノ独占的機会ヲ
享受スルコトヲ定メムトスルモノヲ支持セサルコトヲ約定ス」(第 4 条) ことが合意されたこ
とを確認して，次項以下ではワシントン会議において決定されたもう一つの中国問題である
「山東返還」にともなう日本警察問題について検討する。
(2)

山東懸案細目協定交渉と青島警備引継ぎ

山東問題についての交渉はワシントン会議と並行して行われていたが，1922 年 2 月 4 日に
はワシントンにおいて日本側全権の加藤友三郎，幣原喜重郎，埴原正直および中国側全権の施
肇基，顧維釣，王寵恵との間で「山東懸案解決ニ関スル条約」が締結され，第一次世界大戦以
来，青島守備軍民政部が占領施政を行っていた旧ドイツ膠州湾租借地は中国政府 (支那共和国
政府) に返還されることが決定した。返還後の膠州湾租借地 (青島を含む) は，日本が要求し

ていた専管居留地および国際居留地ではなく，
「一般開放地」とされたことにより (第 23 条)，
すべての行政権は中国に移転され，青島および山東鉄道沿線・支線上の憲兵を含む日本軍隊は
全部撤退することになった。また同条約では，一切の公有財産を中国政府に移転すること (第
5 条) が定められ，日本に認められる権利としては領事館及び日本人居留民団体のために必要

な土地建物 (公立学校・神社・墓地) の保有 (第 7 条)，山東鉄道の済南府−順徳線・高密−徐州
府線の両延線と淄川・坊子・金嶺鎮鉱山の共同経営 (第 21 条・第 22 条) が規定された。なお，
同条約では公布後 6 カ月以内に返還を実施することが定められ (第 3 条)，旧膠州湾租借地の
行政権・軍隊の撤退および公有財産の移転にともなう具体的な引継方法や，日本人と日本会社
の既得権に関する調整については，日中の共同委員会を組織し，中国・北京に場所を移して日
中直接交渉による細目協定において解決することになった (第 2 条)。
北京において開催された山東懸案細目協定交渉は，1922 年 6 月から 12 月の約半年間にわた
り，行政権の移転にともなう諸問題を取り扱う「一般行政協定」に関する第一委員会と，山東
鉄道処分に関する第二委員会に分かれて並行して協議が行われた。第一委員会の交渉にあたっ
た委員は，日中ともワシントン会議における全権委員とは顔ぶれが異なり，日本側は中国公
使・領事や青島守備軍民政長官など中国現地での外交担当者を中心に任命されている。
〔日本側〕

委員長

小幡酉吉

在中国特命全権公使

委員

秋山雅之介

青島守備軍民政長官 (兼 民政部鉄道部長)

委員

出淵勝次

大使館参事官 ※
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事務総長

木村鋭市

外務省亜細亜局第一課長 兼 第三課長 ※
※出淵・木村は，ワシントン会議参列の全権委員随員

〔中国側〕

委員長

王正廷

督弁魯案善後事宜 (外交総長代理，パリ講和会議中国代表)

委員

唐在章

外交部参事

委員

徐東藩

督弁魯案善後事宜公署参議

委員

陳幹

両湖巡閲使署顧問

会務主任

嵆鏡

魯案督弁公署行政処主任

協議の開始にあたっては，すべての行政権の中国政府への引渡しと軍隊撤退が確認され，
1922 年 12 月 10 日を返還実施日とすることが定められた。また，それぞれ協議の終了後には，
『山東懸案細目協定第一委員会議事録』『同 第二委員会議事録』が編纂刊行されている 11)。

(ⅰ) 土地所有権・農業権と外国人「既得権の尊重」

第一委員会における一般行政協定交渉では，行政権・公有財産の移転処分，青島海関，港湾
埠頭，塩業，鉱山，郵電，発電所などについて討議が行われたが，最も難航したのは残留日本
人居留民の権利問題，とくに土地および農業問題であった。返還時に青島に在住していた日本
人は 2 万 8 千人以上 (中国人は 10 万人以上) にのぼり，旧膠州湾租借地全体が一般開放地 (自
開商阜地) として外国人に開放されたことにより外国貿易および自由居住，商工業については

「山東懸案解決ニ関スル条約」［筆者注―以下，「山東返還条約」と略記する］で保障されたが (第
23 条)，土地所有権や農業の規定はなく，すべて細目協定での交渉に委ねられた 12)。

青島守備軍民政部の施政では，日本人の居住地・工場の多くは民政部当局が旧ドイツ政府か
ら引継，買収，埋立によって取得した官有地を「貸下げ」(払下げではない) する制度をとって
いたため，土地所有権のかたちとして取得されていなかった (貸下期間は一律短期 10 カ年)。こ
れについては「貸下げ」効力が「合法且公正ニ取得」であるか否かが焦点となり 13)，日本側は
占領行政中に日本人が得た土地は，租借・売買・埋立により「外国人が合法に取得した既得権
利」であること，また中国政府が一般に「土地所有権を外国に認めている」現況をふまえて
「無償永租権」を要求したが，中国側はすべての行政権は中国政府に移譲され，また「貸下げ」
効力も既決契約期限内の権利しか認めない (10 カ年租借満期で終了) として対立し，交渉は難航
した。この日中間の対立では，ワシントン条約や「山東返還条約」第 24 条で保障される外国
人の「既得権益の尊重」の適用を主張する日本側と，ヴェルサイユ条約及びワシントン条約が
規定する「新たな特権設定の禁止」にもとづく中国側の主張をめぐって展開し，ここでも秩序
転換期における条約理念の解釈の相違が対立軸となる。
最終的に締結された「山東懸案細目協定」では，日本の主張する土地所有権・永租権は認め
られず，30 年間の期限付租借権 (民政部当局が許可した貸下満期後 30 年間。満期後は膠澳商埠局の
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土地規則に即して更新あり) と規定された (第 6 条)。しかし，その後も日中間で遣り取りが続け

られた「往復書簡」からは，細目協定の終了後も土地問題 (農地および土地所有権) については
並行線のまま解決されなかったことが確認できる 14)。

(ⅱ) 公有財産の保有

また，細目協定交渉では返還後に日本が保有することが認められる公有財産についても協議
と指定が行われた。ワシントンで締結された「山東返還条約」第 7 条では領事館，公立学校・
墓地・神社を保有できることを規定していたが，北京での細目協定交渉での「公有財産分科
会」では「領事館用地」及び「居留民団体用地」についてさらに協議が行われ，最終的に領事
館用地 8 カ所，居留民団体用地 11 カ所の土地建物の保有が認められた〔表 3〕〔表 4〕。

表3

｢山東懸案細目協定」における日本保留の公有財産
(1922.12.1，北京，
「山東懸案細目協定」
，第 4 章 公有財産，第 7 条)

用

途

所在地 及び 備考

日本国総領事館用 (1)

舞鶴町 27 号 土地建物一切
｢細目協定ニ基キ守備軍，民政部ヨリ支那側ニ引継キタル」

日本国総領事館用 (2)

舞鶴町 28 号及佐賀町 26 号

日本国総領事館用 (3)

佐賀町 24 号及久留米町 34 号

日本国総領事館用 (4)

万年町 20 号及同 22 号

日本国総領事館用 (5)

浜松町 15 号，同 17 号及同 18 号 土地建物一切

日本国総領事館用 (6)

馬関町 17 号及同 18 号 土地建物一切

日本国総領事館用 (7)

佐賀町 11 号

日本国総領事館用 (8)

霞ヶ関通北方高地 (一万五千坪) 土地

土地建物一切
土地建物一切

土地建物一切

土地建物一切

日本人居留民団体用 (1)

日本人会

静岡町 10 号

土地建物一切

日本人居留民団体用 (2)

化学試験所

葉桜町 22 号

土地建物一切

日本人居留民団体用 (3)

青島病院

万年町 15 号

土地建物一切

日本人居留民団体用 (4)

中学校

有明町

土地建物一切

日本人居留民団体用 (5) 高等女学校

三笠町

土地建物一切

日本人居留民団体用 (6)

第一小学校

花咲町

土地建物一切

日本人居留民団体用 (7)

青島神社

若鶴山

土地建物一切

日本人居留民団体用 (8)

忠魂碑

旭山

日本人居留民団体用 (9)

青島斎場

膠州町

土地建物一切
土地建物一切

日本人居留民団体用 (10) 火葬場

巽町

土地建物一切

日本人居留民団体用 (11) 墓地

旭山

土地

出典：『山東懸案細目協定第一委員会議事録』より作成。
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新たに青島に開館予定の総領事官庁舎および総領事官舎には，日本側はそれぞれ旧・青島守
備軍の法院庁舎，司令官々邸を引継いで使用することを要求したが，中国側は断固拒否し，難
交渉の結果，逓信部庁舎，民政長官々舎をそれぞれ充てることで決着した。加えて，日本側か
ら領事館員宿舎として 10 数カ所の土地建物の保有も要求されたが，これについても交渉の末，
6 カ所の土地建物の保有が認められ，行政官庁や青島停車場 (鉄道駅) などがある膠州湾口地
域を中心に確保された。
一方，居留民団体用地については，日本は中国側の予想を越える件数の土地建物を要求した
ことが希望保有財産リストよりうかがえる。細目協定交渉では居留民団体のための保有地とし
て，ワシントンで取り極めた「山東返還条約」に明記される公立学校・神社・墓地に加えて，
さらに日本側から「居留民の福祉」を目的に青島病院 (万年町)，第一小学校 (花咲町)，青島
中学校 (有明町)，青島高等女学校 (三笠町)，青島神社 (若鶴町)，忠魂碑 (旭山)，青島斎場
(膠州町)，化学試験所 (葉桜町) および日本人会 (静岡町) など幅広い公共施設の継続使用が要

求され，これらの使用が可能になっている。他にも「細目協定・附属書」では，いったん中国
政府に接収された公有財産のうち，商科大学，海事協会，青島市場，共同荷揚場，競馬場，農
事試験場，各公学堂，避病院，青島新報社・済南日報社そして国際倶楽部・ゴルフ倶楽部・テ
ニス倶楽部までもが膠澳商埠局の監督下での無償租借および維持経営が認められている (第 5
項)。さらに「細目協定・了解事項」では，細目協定交渉中に居留民団体用地として要求され

表4

｢山東懸案細目協定」における中国政府より日本へ租借する公有財産
(1922.12.1，北京，
「山東懸案細目協定・附属書」
，第 5 公有財産)

用途 及び 所在地
(1) 旭兵営

使用条件

土地及付属建物 (商科大学用として) 無償租借

(2) 青島学院

土地建物

無償租借 (継続)

(3) 海事協会

土地

無償租借 (継続)

(4)

青島市場，小港町共同荷揚場，調馬場 (舞鶴町)，
膠澳商埠局で処理
装蹄場 (佐賀町)，競馬場並同建物

(5)

国際倶楽部 (静岡町 1 号)，
ゴルフ倶楽部 (旭町
膠澳商埠局の監督下で無償経営
練兵場内)，
テニス倶楽部 (旅順町)

(6) 各宗教慈善団体

貸下料金の軽減

(7) 青島新報社 (静岡町)，済南日報社 (静岡町)

｢相当便利ヲ供与ス」

(8)

李村農事試験場，旧ドイツ膠州湾租借地内の
維持経営，拡張
各公学堂，台西鎮避病院

(9) 旭町練兵場，湛山射的場

膠澳商埠局が維持経営，
｢商埠局公産管理規則により内外人の使用を得させる」

(10) 水先案内業事務所 (青島桟橋際姫路町)

膠澳商埠局が維持経営

出典：『山東懸案細目協定第一委員会議事録』より作成。
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たものの採用されなかった学校教員用宿舎の家屋貸下や譲渡が許可される (第 3 公有財産) な
ど，細目協定交渉をつうじて多くの土地建物が「居留民の福祉」「文化」の維持を目的に追加
取得され，青島市内全域にわたって使用することが可能となったことが確認できる。

(ⅲ) 外国人居留民の社会的アクセス

山東返還あたっては，残留する居留民の権利 (一般開放地における外国人の権利) についても
留意が払われている。ワシントンで取り結ばれた「山東返還条約・附属書」では，公共施設の
経営についての外国居留民団の発言権として，
「支那共和国政府ハ，前項ニ依リ同政府ニ移転
セラルヘキ公共施設ノ経営及維持ニ付，旧独逸膠州租借地内ノ外国居留民団体ニ公正ナル代表
権ヲ有セシムヘキコトヲ声明ス」と保障する。また旧膠州湾租借地の外国人への開放に際して
も，「支那共和国政府ハ，支那国ニ於ケル地方自治制度ヲ定ムル法令ノ制定及其ノ一般的適用
ヲ見ルニ至ル迄ハ，旧独逸膠州租借地内ノ外国居留民ノ福祉及利益ニ直接ノ影響アルヘキ市政
事項ニ付，支那地方官憲カ該居留民ノ意見ヲ確ムヘキコトヲ声明ス」と，居留民の意見を尊重
すべきことが明文規定された。
北京での細目協定交渉においても，第 1 回協議 (1922 年 6 月 29 日) において，返還後の青島
にどのような施政を行うのかについて日中の交渉担当者が意見を交しており，王正廷委員長か
らは，
「青島行政引渡後ニ於ケル行政組織ニ関シテハ目下攻究中ナリ。同地ニ自治制ヲ施クカ
若ハ特別区域トシテ自治制ヲ許スヘキヤ否ヤハ確定セサルモ，要スルニ内外人ヲシテ其堵ニ安
ムセシメムカ為メ篤ト考慮ヲ尽スヘシ。(中略) 支那政府カ山東條約及附属書ノ定ムル所ニ従
ヒ外国人ノ市政ノ一部ニ対スル参与権ヲ尊重スヘキハ勿論ナリ」と言及されている。
また，外国人が近代的市民生活を維持するための社会的権利についても考慮がなされ，
「山
東返還条約・附属書」第 2 項では道路・水道・公園・下水・衛生設備などの公共施設，電話・
電燈・屠殺場・洗濯所などの公共企業は，公有財産としてすべて中国政府に移転することを規
定していたが，
「細目協定」ではこれらは中国政府への移譲後に青島市政機関に引き渡し，同
市の監督のもとで中国法令に従って商事会社を設立できること，さらに「山東返還条約・了解
事項」1 項では堵殺・電気・洗濯所の社員・株主になれることが追加され，幅広い公共事業へ
の経営参加の保障を行っている。また，細目協定交渉後に取り極められた「細目協定・附属
書」第 6 項では，特許会社として中国人および外国人 (日本人を含む) の合同資本による経営
や，出資額に応じて重役を含む日本人社員を入れることが承認されるなど，細目協定全般をつ
うじて，外国人の社会的権利や社会参加へのアクセスについての便宜がみられる 15)。
外国人の社会的権利については，当時には日米間のアメリカ日本人移民問題においても懸案
となっていたことであり，ワシントンで締結された「山東返還条約」の段階ですでに社会的発
言権の保障が留意されていること，ならびに北京での細目協定交渉でも公共施設や公共事業へ
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の参加とのかたちで外国人の生活権利の保障が形成されつつあった様子が確認できる。

(ⅳ) 警察撤退方針および中国警察への引継ぎ

細目協定交渉での日本警察の撤退及び中国への引継ぎについての交渉は，第 28 回協議
(1922 年 11 月 8 日) にて行われている。まず，中国側の王正廷委員長から「膠州湾租借地内警

備引継事項(協定弁法)案」が提出され，軍隊・官憲の撤退の時期と範囲，行政・裁判事務の引
継ぎ，青島守備隊が使用していた記録書類や設備・器具・武器類など警備の任務上に必要なも
のはすべて中国巡警に引渡して使用させること，青島警備には新たに中国巡警が中央より派遣
されること，警備引継ぎにあたり数日間の説明練習を行うこと，など 13 項目にわたって細か
く規定した警備引継案が提示された〔表 5〕。翌日の協議では日本側の小幡酉吉委員長から
「対案」が提示され，第 1 項目で提案された青島租借地内の警備はすべて中国巡警が引継ぎ，
日本守備隊及び憲兵は期日どおりに撤退するとの案に対し，「日本守備隊及憲兵ハ協定ノ規定
ニ従ヒ遅滞ナク引揚ニ着手実行スヘシ」と確認している。第 2・3 項目の警備引継の区画と日
程については，中国案のように二回に分けず，市内・市外ともに行政返還日の前日に一斉に引
継ぎを行うこと，また日本守備隊の任務終了期日については行政返還当日の 12 月 10 日の正午
とすることを提案した。
また青島警備の中国へ引継ぎに関して，中国側が第 10 項目として提案した，中国巡警を 10
日前から青島に駐屯させて勤務練習を行うことについて，小幡委員長は「多数ノ巡警カ期日十
日前ニ入青スルコトハ警察事務遂行上妨害ヲ来ス無キヤヲ虞ル」と述べ，「唯元来日本ハ行政
引渡完了ニ至ル迄治安維持ノ責務ヲ有スルヲ以テ支那巡警駐派ノ為職務上阻害若クハ不便ヲ忍
ハサルヘカラサルノ事態ヲ避クノ要アリ」と主張して項ごと削除を求めることがあったが，そ
の他は大枠において中国側が示した警備引継案の内容で合意されている。なお，この第 28 回
協議には青島憲兵隊長兼警務部長の大橋常三郎大佐が臨席し，中国側の警備引継案に対して参
考意見を述べている。
青島守備隊と交代して警備にあたる中国警察については，軍隊ではなく「青島警備ノ為ニハ
巡警ヲ以テ当ラシムル予定」であることが王委員長から明らかにされ，北京から新式教育を受
けた中国巡警約 4000 名が派遣されることが公表された。第 35 回協議 (1922 年 11 月 17 日) で
中国側が示した「膠澳警察編制及臨時配置人数清単」との警察配備一覧表からは，青島市警察
(「膠澳市警察」
) 約 2000 名，水上警察約 260 名，警察艦隊として砲艦・通信船各 2 隻，膠澳警

察が統轄する市外警察隊 (市郷各区隊) 約 1100 名，そして保安隊 (歩隊・馬隊を併せて) 約 560
名，がそれぞれ青島市内外および山東鉄道沿線上の警察署・分駐所に臨時配備されるとの全貌
が知れる。この編成中には「保安隊」も含まれており，一般警察機能の他に鎮圧的武力を備え
ていることが留意される。
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膠州湾租借地内警備引継事項 (協定弁法) 案

中国側提出 (原案)

日本側提出 (回答対案)

一，青島租借地内ノ警備ハ協定期日ニ照シ支那ヨリ水陸巡警 (或ハ
軍隊以下同シ) ヲ配置シテ警備ヲ引受ケ日本守備隊及憲兵ハ引
渡約定ノ期日通リ撤退スルコト

一，日本守備隊及憲兵ハ協定ノ規定ニ従ヒ遅滞ナク引揚ニ着手実
行スヘシ。支那提案中水陸巡警 (或ハ軍隊以下同シ) トアル
処支那政府ニ於テハ青島租借地警備ノ為メ軍隊ヲ駐箚セシム
ル方針ヲ有セラルルヤ。右等警備ノ配置ニ関スル詳細ノ計画
ヲ承知スルコトヲ得ハ幸甚ナリ

二，警備引継区画及期日ハ左記ノ如シ
区間
巡警配置完了ノ期日
第一区 市内 青島台東鎮両憲兵分隊
十一月三十日
及水上憲兵分隊管轄区域
女姑口以東ノ鉄道各停車場モ同時ニ引継ヲ受ク
第二区 市外 李村憲兵分隊管轄区域
十二月三日
及其他ノ地点

二，警備引継区画及期日ニ関スル支那委員ノ提案ハ市内外ヲ期日
ヲ分チ引継ヲ実行セムトスルモノナルモ日本委員ノ所見ニ拠
レハ右ノ如ク期日ヲ分ツノ必要ナキノミナラス反テ実際上便
ナラサルモノアリト認メラルルヲ以テ寧ロ行政引継実行ノ前
日ヲ以テ市内外一律警備ノ引継ヲ実行スルコトトシタシ

三，各区間日本軍隊警備ノ任務ハ前項規定ノ支那巡警配置完了後
一日ノ正午ヲ以テ終了トスルコト

三，日本軍隊警備ノ任務終了期日ハ之ヲ具体的ニ明示スルコトナ
ク単ニ行政引渡ノ日ノ正午トナス方法文上及実際上妥当ナリ
ト認ム

四，日本憲兵隊青島ニテ傭用シタル支那巡警及密偵等ハ日本官憲
ヨリ十一月二十日以前ニ於テ姓名，原籍，給与額等ヲ記入シ
タル書類ヲ支那巡警官ニ送付シテ酌量編置任用スルコト

四，現ニ使用スル巡警及密偵等ニ関スル名簿等ヲ十一月二十日以
前ニ於テ交付スルノ件ハ作成次第出来得ル限リ速ニ提出スヘ
シ。但シ右巡警及密偵引続キ使用方等ニ関スル具体的問題ハ
行政引継準備委員ヲシテ之ヲ協議セシムヘシ

五，日本憲兵隊ニテ警備ノ任務上使用スル消防器具，電線，電話，
詰所，化学物品，衛生器具，撒水車，道路清掃器具，火見台，
消防自働車及馬匹，自働車，汽船，拘留所，器具等ハ悉皆日
本官憲ヨリ品目ヲ列記シテ同時ニ支那巡警ニ引渡シ分配使用
セシムルコト

五，警備ノ任務上使用スル消防器具其他物件引渡ノ件ハ一般公有
財産ノ関係ニ拠リ処理セラルルモノヲ除クノ外之等物件中引
渡シ得ルモノニ就テハ其ノ引継方法及賠償ニ関シ行政引継準
備委員ヲシテ之ヲ協議セシムヘシ

六，日本官憲ハ日本憲兵本部警務部各憲兵分隊各附属機関ニアル
保安行政，司法，衛生ニ関スル種々保存応用案巻，現行法令
統計図表，戸籍台帳等ヲ支那巡警ニ引継キ参考ニ備フルコト

六，保安行政司法衛生ニ関スル各種公文書ノ件ハ行政ノ移転ニ必
要ト認ムルモノハ之ヲ引渡スニ異存ナシ

七，日本官憲ハ警備上ニ関シ必要ナル公有物一切ハ之ヲ支那官憲
ニ引渡スコト

七，警備上ニ関シ必要ナル一切ノ公有物引渡方ニ関スル支那委員
提案第七項ノ意味ハ明確ナラサルモ右ハ当然支那委員提案第
五項ニ包含セラルルモノト認ム

八，日本官憲ハ警備引渡ノ時違警ニ関スル既決未決ノ書類及犯罪
人ヲ支那巡警ニ引継キ継続執行スルコト

八，違警ニ関スル既決未決ノ書類並ニ犯罪人引渡方ニ関スル支那
委員提案第八項ハ当然條約ノ規定ニ照シ処分スヘシ

九，支那委員長ハ膠州湾租借地内ニ配置スル巡警ノ編制及配置ヲ
十一月十六日ニ日本委員長ニ通知スルコト

九，支那巡警ノ編成及配置ヲ十一月十六日ニ日本委員長ニ提出ス
ヘキ件ハ何等異存ナシ。引渡準備ヲ速進スル為メ成ルヘク速
ニ通報セラレムコトヲ希望ス

十，支那ハ配置上ノ必要ニ依リ膠州湾租借地内ニ要スル巡警ノ全
部ヲ十日前青島ニ赴キ駐箚セシメ並ニ勤務ヲ練習スルコト
支那巡警ノ宿舎ハ日本官憲ヨリ酌量予備スルコト

十，租借地内ニ要スル巡警ノ全部ヲ十日前ニ青島ニ駐派セシメ並
ニ勤務ヲ練習セシムヘク又右巡警ノ宿舎ハ日本官憲ニ於テ準
備スヘシトノ支那提案ニ対シテ日本委員ハ主義上出来得ル限
リ支那委員提案ニ副ハムカ為メ考慮ヲ加フルニ躊躇セスト雖，
唯元来日本ハ行政引渡完了ニ至ル迄治安維持ノ責務ヲ有スル
ヲ以テ支那巡警駐派ノ為職務上阻害若クハ不便ヲ忍ハサルヘ
カラサルノ事態ヲ避クノ要アリ。殊ニ多数ノ為適当ナル宿舎
ヲ準備スルコト或ハ実際上困難ヲ免レサルヘク要スルニ右等
ノ実際的問題ニ就テハ行政引継準備委員ヲシテ協議セシムヘ
シ

十一，両国政府ハ各該本国軍隊或ハ巡警ノ配置及撤退ヲ監督シ又
協定ニ照ラシ臨時発生事件ヲ処理スル為各々委員四名ヲ派
遣シ弁理セシムルコト

十一，守備引渡ニ関聯シ臨時ニ発生セル事件ヲ処理スル為メ日支
各委員四名派遣方ノ件ハ異存ナシ。但シ事務ノ聯絡統一ヲ
期スル為右委員ハ引渡実行委員ヲシテ兼任セシムルコト得
策ナリト認ム

十二，日本官憲ハ憲兵本部，警務部，各憲兵分隊，各憲兵派出所
使用ノ器具ヲ残置シ支那巡警ノ使用ニ充テラレタキコト

十二，憲兵隊事務所使用ノ器具引継方ノ件ハ支那委員提案第七項
ト同シク提案第五項ニ包含セラレ一律協定セラルヘキモノ
ト認ム

十三，支那カ膠州湾租借地内ニ配置スル巡警ヲ青島ニ輸送スル時
其官長巡警ハ無賃乗車セシメ又支那巡警各官長ニ一定数及
一定時期ノ記名無賃乗車券ヲ交付スルコト

十三，支那巡警ニ対シ無賃乗車券交付方ノ件ハ主義上異存ナシ。
右ニ関スル実際上ノ弁法ハ行政引継準備委員ヲシテ協定セ
シムヘシ

出典：『山東懸案細目協定第一委員会議事録』より作成。
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以上のように具体的な警備引継ぎの期日と方法が決定すると，小幡委員長から「本件ハ要ス
ルニ手続ノ問題ニシテ，理論上ニ於テハ日支双方ノ意見ニ大ナル相違ノ点ナキニ付，行政引継
準備委員会ニ移牒シ同委員ヲシテ協議処理セシムルコトトシタシ」と提案され，後の事務的な
引継ぎについてはすでに青島に派遣されている行政引渡準備委員に協議を引継いで処理させる
ことを決定した 16)。この行政引渡準備委員には，日本側委員として入澤重麿 (青島民政部総務部
長)，森安三郎 (済南総領事)，大橋常三郎 (青島民政部警務部長) ほか全 13 名，中国側委員とし

て梁上棟 (魯案督弁公署参議)，嵆鏡 (同署行政処主任兼会務主任)，程立 (同署巡警教練所々長) ほ
か全 9 名といった山東地域の行政警備担当者たちが任命された。また，返還にあたって協定に
照らして軍隊・巡警の配置及撤退を監督し，交代時の混乱や暴動を未然に防ぐため，日中双方
から各 4 名ずつの委員を立ち合わせることも決められ 17)，この引継実行委員は「事務ノ聯絡統
一ヲ期スル為右委員ハ引渡実行委員ヲシテ兼任セシムルコト得策ナリト認ム」として行政引渡
準備委員が兼任した。
以上のような準備を経て，第 50 回協議 (1922 年 11 月 29 日) を以て第一委員会の協議はすべ
て終了し，12 月 1 日には「山東懸案細目協定」及び「附属書」，「了解事項」が調印された。
この細目協定では，最終的に「大正十一年十二月十日即民国十一年十二月十日正午ヲ以テ一切
ノ行政権ヲ引渡スヘシ」ことが明記され (第 1 条)，この行政返還期日から 1 カ月以内にすべ
ての引継事務を完了すること (第 3 条)，青島における日本国軍隊 (憲兵を含む) は同期日より
20 日以内に撤退を完了すること (第 5 条) が定められた 18)。また，この後も現地青島にて具体
的な調整を行うことが打ち合わせられ，返還日の 1922 年 12 月 10 日の正午を迎えることと
なった。
以上の細目協定交渉の経緯からは，ワシントンで締結された「山東懸案解決ニ関スル条約」
でのすべての行政権返還及び軍隊・官憲の撤退との方針に従い，北京における細目協定交渉で
は警察の具体的な撤退方法や警察業務の引渡しについての協議が行われたが，このなかでは日
本の行政権や警察権，軍事・保安権を留保するような協議や協定は一切なかったこと，日本側
は武器や警察設備・用具の一切を放棄し，新たに配備される中国巡警に供与する完全返還が計
画されていたことを確認したい。

2
(1)

返還後の青島総領事館警察の活動

返還前における領事館警察の配備計画

細目協定交渉にて具体的な返還期日が決定し，青島での行政引渡準備分科会による最終調整
の段階に入ると，返還後に新たに開館する青島総領事館の設置準備が進められた。北京で細目
協定交渉にあたっていた小幡酉吉中国公使から外務省宛の 1922 年 9 月 23 日付「青島ニ於ケル
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領事館設置速進ノ件」では，引継準備の早目の段階で青島総領事および警察署長の選定が必要
であると請訓し，その理由として，
引渡前ニ領事館警察ト青島市ノ支那警察トノ間ニ於ケル権限ノ範囲ニ関スル機微ナル関係
ヲ事実上我方ニ有利ニ確定シ置キ，将来議論起ルトモ他ノ自開商埠ノ場合ト同様，既定事実
トシテ我地歩ヲ占メ置クコト極メテ喫緊事ニ属ス。従テ租借地還付前少クトモ一箇月前ニハ，
将来青島総領事館警察署長タルベキ警視ヲシテ相当部下ヲ率ヰテ青島ニ乗込ミ，将来総領事
タルベキ者ノ指揮ヲ受ケ，青島警察部引揚直後ニ領事館警察ヲ執行シ得ル様準備セシムル
(中略) コト必要ナリ｡ 19)
と，中国警察との関係上，引継ぎ後ただちに領事館警察を執行するため，返還 1 カ月前には現
地の青島に着任するよう求めている。
さらに，小幡公使は返還後の残留居留民のために警察業務を行う警察官の派遣についても要
請を行っている。10 月 19 日付「［青島行政還付後ニ於ケル警察官組織充実ノ件］」では，
青島行政還付後ニ於ケル我警察官組織充実ノ必要ニ関シテハ夙ニ御考慮ノ儀ト思考セラル
ルモ，青島警察事務ガ極メテ複雑多岐ニ亘リ，到底他地方ニ於ケル領事館警察ノ例ヲ以テ律
スベカラザルハ勿論ニシテ，実際上単純ナル司法警察ニノミ局限セラルベキニアラズ，即チ
広ク保安，衛生，風俗，工場監督保護等各種行政警察権ヲモ事実上行使セザルヲ得ザルハ必
要ノ事実ト言ハザルベカラズ。
とし，このために必要な警察官の人数につき，
右ニ関スル各般ノ警察事項ヲシテ大体遺憾ナカラシメンガ為ニハ最少限度ニ於テ約七十名
ノ我警察官 (巡査五十名，部長十名，警部補四名，警部二名) 常置ノ必要アリ｡ 20)
と，済南総領事とも相談のうえで，警部や巡査など総勢 70 名の警察官が必要であると説明し，
予算の承認を外務省に要請した。
これに対し外務省からは 10 月 7 日付で，青島総領事として森安三郎 (現・済南総領事) を，
警察署長として萩尾和市郎 (外務省所属，警部を警視に昇格して任用) を内定したことが回答され
た 21)。森安三郎は現任の済南総領事であり，この選定には，現地の事情に明るいこと，引続き
居留民保護にあたるうえでの継続性への考慮があったと推測できる。青島総領事館付の警察官
については，外務省から警察予算を支出することが内閣協議を経て決定し，11 月 15 日付で，
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警部 6，警部補 2，巡査部長 8，巡査 48 の合計 64 名を青島に派遣することに決まったと返電
されている 22)。こうして，返還期日の前月である 11 月中には領事館員と警察官が青島に到着
し，細目協定にもとづいて領事館庁舎を譲り受け，青島総領事館の開設準備に取り掛かった 23)。
このように細目協定の交渉中において，返還後に新たに開設予定の青島総領事館に警察官を配
備する計画が，現地の中国公使館と本国外務省との往復のなかですすめられたことを確認する
ことが出来る 24)。
山東鉄道沿線上の警備についても，細目協定交渉中にすでに警察配備の準備が進められてい
る。青島総領事や警察署長の選定要請より 2 カ月早い (交渉開始後 1 カ月後の) 7 月 21 日の時
点で，外務省亜細亜局から「青島ニ総領事館設置ノ件」が提出され，
旧膠洲湾租借地外山東鉄道沿線各都市ニ在留スル本邦人ノ(軍人其ノ他公務員並ニ其ノ家族ヲ
除ク)ノ数ハ約二千三百人ニシテ，(中略) 従テ右両総領事館ノミヲ以テシテハ到底十分ノ保

護取締ヲ期スルコト不可能ニシテ (中略) 就テハ沿線都市中我居留民最モ多数ニシテ且経済
上交通上邦人ノ利害関係最モ緊切ナル地点ヲ選ビテ領事館分館ヲ設置シ，保護取締上十分ノ
措置ヲ執ルト共ニ沿線一帯ニ於ケル邦人ノ健実ナル発展ヲ期セシムルコト必要ナリ。
と，返還後の山東鉄道沿線上の各都市の日本居留民保護・経済発展のためには既存の済南総領
事館と新設の青島総領事館だけでは保護・取締が行き届かないため，鉄道沿線上の都市を選ん
で領事館の分館を開設することが要請された。
これに伴い返還期日より 1 カ月前の 11 月 16 日には，外務省から小幡中国公使宛に「青島総
領事館ト同時ニ博山，張店及坊子ノ三分館モ開館スルコトト致度，当方［筆者注−外務省］ニテ
ハ其ノ予定ニテ準備ヲ進メツツアル処」との意向が伝えられ，山東返還による行政引渡と同時
に都市開放を行うよう中国政府と交渉することを指示している 25)。分館の候補地とされた坊子，
博山，張店 (周店より変更) の 3 地域は，いずれも山東鉄道沿線および支線上にある日本人居
住者が多い地域であり 26)，炭鉱・鉱山については「山東返還条約」により日中合弁の鉱山共同
経営権といった権益が得られることが決定していた。また，これらを「開放地」とすることを
中国政府と交渉中でもあり，病院や学校などの保留財産が多い地域であった。このうち坊子は，
青島，済南に次ぐ規模であり，青島守備軍の占領施政中には民政署が置かれていた。この坊子，
博山，張店には，11 月半ば頃よりすでに済南総領事館員が頻繁に出張を行って現地の管理に
あたっていたが (「現ニ坊子，博山，張店ニ対シテハ在済南総領事館所属書記生ヲ交互ニ出張セシメ」)，
警察官を派遣することも，この時点にはすでに検討されていた。11 月 13 日付の森済南総領事
から小幡中国公使宛の稟請では，「警察官ハ青島ヘ (警視以下 50 名) …又各沿線ヘハ三分館開
設ト共ニ警部一名宛，巡査 (部長ヲ含ム) 五名宛ヲ配置スル都合ニテ」と，各分館に警部 1 名，
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巡査 5 名宛の警察官を配置する予定であることが報告されている。
以上の経緯の後，返還期日の前後にわたって，領事館員と警察官が済南総領事館より出発し
て鉄道沿線上の各出張所へ移動し，返還後の 12 月 18 日・19 日には青島と済南を結ぶ鉄道沿
線上に坊子派出所，張店派出所，博山派出所が開設された。なお，この 3 カ所には当初は領事
館「分館」を置くことが計画されていたが，これらの都市はまだ開放地ではないため，最終的
に「派出所」とされている。また計画段階では，坊子，博山，張店の他にも，濰県，淄川，周
村にも「出張所」を設けることが小幡公使から要望されたが，外務省より「尚濰県，周村，淄
川等ニ出張所ヲ設ケ警察官ヲ常駐セシムルコトハ当分差控ヘ，右各地ヘハ最寄分館ヨリ巡査ヲ
巡回セシムルコト然ルヘシ｣ 27) と不開放地への警察官の常駐は避けるよう指示があったため，
ここには出張所は設けずに巡回警備が行われることになった。このように山東鉄道沿線の各都
市においても，返還前に領事・警察業務の予算と人員選定がすすめられるなど計画的な準備が
行われている。
こうした警察配備に従って，青島および山東鉄道沿線の各都市には実際に 73 名の巡査・巡
査補が派遣された。この青島総領事館警察の人員は，基本的に外務省で採用されたが，一部は
現地の山東地域にある済南総領事館に在勤中の警察官を転任させたようであり 28)，さらに最終
的に不足人数については「予算人員ニ対シ七名ノ不足ノミナルヲ以テ，右七名ヲ限リ此際憲兵
中人物技倆優秀ノ者ヨリ選抜採用方，特ニ承認ス。就テハ間島ノ例ニ倣ヒ現地採用ノ上報告ア
リ度シ」として，撤退が予定されている青島守備軍の憲兵の中から優秀な者を選抜して現地で
採用するよう指示している 29) (「既得権益」ではないことに注意)。また，領事館警察が所持する
武器についても，青島守備隊から供与されたようである。領事館警官が総領事館および派出所
に配備される直前の 11 月 25 日付の森在済南総領事から内田外相宛「憲兵隊備附銃器保管転換
方」では，「青島総領事館警察用トシテ，青島憲兵分隊ニ備附アル騎兵銃五十挺，同上弾丸五
千発，同上弾薬盒五十個，二十六年式拳銃七十挺，同上弾丸七千発保管転換方，至急陸軍省ニ
御交渉ノ上，青島守備軍ヘ発令方，可然御配慮相成度シ｣ 30) とあり，旧青島憲兵分隊の備品の
なかから銃・弾丸・弾薬盒などの武器供与につき要請している。実際に領事館警察がどのよう
に武器を調達したのかは不明であるが，これら日本領事館警察の警察機能は，租借地行政なみ
の規模での行政警察活動を行っていたのみならず，軍事力としての側面があったことが指摘さ
れる。
以上のように，行政引渡当日までに，青島市内および山東鉄道沿線上にわたって青島守備軍
民政部が支配していた領域における日本領事館警察の配置が完了した。これらの準備と決定は，
青島の返還交渉が行われている途中の時点において，現地と本国外務省との往復のなかで準備
と設定がすすめられたことが確認できる。また，新たに配属された警察官 70 余名は，内閣の
承認を経て予算が確保され，内務省経由で外務省によって発令されるなどの法的手順を踏むか
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たちで準備されたものであり，返還前の警察機能完成と配備完了による「警察問題の既成事実
化」が現地の出先外交官である小幡酉吉たちを中心に目論まれていた点に留意したい。
( 2 ) 青島総領事館の開館と領事館警察の活動開始
山東返還と同日の 1922 年 12 月 10 日には，青島総領事館が元・青島守備軍逓信部の場所
(舞鶴町 27 号) に開館した 31)。総領事には森安三郎が着任し，館令公布式が定められると，同

日付の領事館告示第 1 号にて「大正十一年十二月十日，在青島日本総領事館ヲ創設シ事務ヲ開
始ス」と領事業務が開始された。青島領事館で行われる領事業務の内容については，領事館令
により，① 館令第一号館令公布式の公布，② 居留民取締規則，③ 警察犯処罰令，④ 旅人宿・
下宿屋・料理店・飲食店・待合貸席・芸妓屋取締規則，⑤ 兵器弾薬「アヘン」「モルヒネ」
「コカイン」及其の注射器等取締令，⑥ ｢モルヒネ」「コカイン」取締規則，⑦ 理髪営業取締規
則，⑧ 講会取締規則，⑨ 青島守備軍より発布された軍令布告適用に関する件，の 9 令が公布
され定められた 32)。
この青島総領事館の開館にあたっては，従前の青島守備軍民政部の占領行政との業務引継ぎ
が行われている。外務省令第 15 号 (1922 年 12 月 10 日，外相・陸相) では「青島守備軍法院ニ
於テ為シタル民事裁判ノ執行ハ従前ノ例ニ依リ領事官之ヲ為シ，現ニ繋属中ノ民事事件ハ従前
ノ例ニ依リ領事官之ヲ完結ス」と司法権が総領事へ引き継がれ 33)，次いで勅令第 505 号「青島
守備軍民政部條例等廃止ノ件」(1922 年 12 月 10 日，首相，外相，陸相，文相) により「青島守備
軍民政部條例 (略) ハ之ヲ廃止ス」ことが宣言され，ここに 8 年におよぶ占領統治が終了し
た 34)。なお，この勅令の附則では，青島守備軍民政部の残務整理のため「青島守備軍民政部ノ
残務ヲ整理セシムル為，民政長官及同部現在職員ノ一部ヲシテ当分ノ内執務セシム」と暫くは
民政長官と職員の一部は残留すること，及び「前項ノ規定ニ依リ執務セシムル職員ハ陸軍大臣
之ヲ命ス」こと，また「前二項ノ規定ニ依リ執務セシムル者ニ付テハ当分ノ内其ノ官職ヲ存置
ス」ことが指示されている。
青島総領事館の開館と同時に警察業務も開始されている。初代署長には，先述の萩尾和市郎
警部が警視に昇進して就任し，領事館の開館日をもって青島守備軍民政部より事務引継ぎを受
けている 35)。警察本署は青島総領事館の建物内に置かれ，総領事館の本館地下には刑務所が，
敷地内には警察人事相談所も設けられた。本署の警察組織については，1923 年 1 月 15 日付の
森青島総領事から外相宛の報告「警察官配置方ニ関スル件」によれば，署長および警務係 (会
計係)，保安係 (衛生係・司法係・高等係・庶務係) の 5 部署が設けられ，警察署長である警視 1

名を筆頭に，警部 3 名，警部補 2 名，巡査部長 8 名，巡査 49 名，の合計 63 名の警察署員が配
属された 36)〔表 6〕。このような業務開始当時の警察組織と業務内容からは，青島総領事館に
設けられた警察では，領事裁判に関わる業務・施設のみでなく，広範な警察行政が行われてい
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青島総領事館警察・人員一覧
警視

署長 (1)
〔警務係〕

警部

警部補

巡査部長

巡査

1
主任

会計係 (14)

報

1

甲部外勤監督
乙部外勤監督

2
2

甲部外勤

2

乙部外勤
内勤

2
5

〔保安係〕
主任

1

衛生係 (5)
本

1

署

3
主任
司法係 (5)

高等係 (4)

1
1

内勤

1

刑事
主任

1

2

主任

1

3
1

庶務係 (6)

新町派出所
若鶴町派出所
市内派出所

早舟町派出所
山東町派出所
馬関町派出所

市外派出所

執達吏事務取扱

2
1

領事館書記
甲部
乙部

1
2
2

甲部
乙部

2

甲部

2
2

乙部
甲部
乙部

2
2
2

甲部
乙部

2
2
2
2
2

台東鎮派出所
四方派出所
李村派出所
1

滄口派出所
各

計

1

3

2

8

1
49
【 total 63 】

出典：「警察官配置方ニ関スル件」1923 年 12 月 19 日 『
( 外務省警察史』第 38 巻，179 頁) より作成。
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表7
警察 (本署・派出所)

青島領事館警察署
(本署)

(青島総領事告示第 2 号，1922. 12. 10)

置

｢山東懸案細目協定」(1922.12.1，北
京) における日本保留の公有財産

舞鶴町 27 号
(太平路 27 号)

｢日本国総領事館用 (1)
舞鶴町 27 号」

佐賀町 24 号
久留米町 34 号

｢日本国総領事館用 (3)
佐賀町 24 号及久留米町 34 号」

宿舎

万年町 24 号

｢日本国総領事館用 (4)
万年町 20 号及同 22 号」

宿舎

浜松町 15 号，
｢日本国総領事館用 (5)
同 17 号，同 18 号 浜松町 15 号，同 17 号及同 18 号」

宿舎

佐賀町 11 号

山東町派出所

立 19 丁目 6 番地

馬関町派出所

馬関町 6 番地

新町派出所

呉淞町 9 番地

本署 宿舎

市内

位

青島総領事館の警察本署及び派出所一覧

備 考
元守備軍逓信部の本館の一部
｢庁舎ハ北京ニ於ケル細目協定ニ基
キ守備軍，民政部ヨリ支那側ニ引継
キタル元守備軍逓信部ヲ以テ充当」
刑務所は本館地下室を充当。武器
庫はなし。

｢宿舎ハ同ジク〔細目協定に基き〕
引継ヲ受ケタル (中略) ノ土地建
物及借上ノ建物ヲ以テ充当セラル」

｢日本国総領事館用 (7)
佐賀町 11 号」
付近に「日本国総領事館用 (6)
馬関町 17 号及 18 号」あり

早船町 (埠頭) 派出所 早船町 4 番地

埠頭付近

若鶴町派出所

立 1 丁目 15 番地

青島神社 (若鶴山)，青島高等女学
校付近
付近に「日本人居留民団体用 (7)
青島神社・若鶴山」あり

台東鎮派出所

巽町 19 番地

火葬場付近
付近に「日本人居留民団体用 (10)
火葬場・巽町」あり

李村派出所

静岡町 10 号

日本人居留民団体用 (1)
｢日本人会，静岡町 10 号」

市外

元日本人倶楽部
付近に農事試験所あり

滄口

付近に滄口電信局，工場多数あり
｢細目協定」第 14 条により日本文
字の使用可

四方

付近に四方電信局あり
｢細目協定」第 14 条により日本文
字の使用可

(注)

表中の番号 (1)〜(10) は，
「山東懸案細目協定」において山東返還後に日本が保留することを認め
られた公有財産を示す (表 3 を参照のこと)。
出典：『山東懸案細目協定第一委員会議事録』及び『外務省警察史』第 38 巻より作成。

た様子がうかがえる。
青島総領事館警察の業務は，領事館本館内のみでなく青島市内外にも及んでいる。青島総領
事館の開館と同時に発令された領事館告示第 2 号では，
「大正十一年十二月十日，左記ノ箇所
ニ警察官吏派出所ヲ設置シ事務ヲ開始ス」ことが示され，青島市内・市外あわせて 9 カ所に警
察派出所が設置され，それぞれ警部 1 名と巡査 2 名が駐在した 37)。派出所が置かれた場所は，
市内では山東町，馬関町，新町，早船町，若鶴町の 5 カ所，市外では台東鎮，李村，滄口，四
方の 4 カ所であった〔表 7〕。このうち山東町と馬関町は南部の海岸地帯に位置する青島桟橋
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に近い旧ドイツ人居留地エリアにあたり，行政庁舎や鉄道駅がならぶ地域であった。早船町
(埠頭付近) や若鶴町 (青島神社や第一小学校付近) は日本人が新たに開発した北西側の地域にあ

たり，青島全域にわたって日本人居留者が多く居住する地域に派出所が配備されている。
青島市外に設置された派出所については，台東鎮には旧憲兵分隊や市場が，李村には農場試
験場があり，また四方・滄口には電信局が設けられているなど，それぞれ日本人居留民や日本
利権が多く存在する地域であった。なお，派出所として使用された土地建物のうち，青島市外
の李村派出所として充てられたのは，細目協定交渉において日本人居留民団体用 (日本人会用)
として保有が認められた公有財産である元・日本人倶楽部の建物 (静岡町 10 号) 38) であること
が，その所在地から照合できる。この日本人倶楽部の土地建物は，細目協定交渉のなかで日本
側の要求により「居留民の福祉」の目的のために追加使用が認められた公有財産の一つであっ
た。なお，同日付の外務省告示第 13 号により「青島居留民団」が，同第 18 号により「済南居
留民団」の設置がそれぞれ定められている。
このような青島総領事館における警察業務について，森青島総領事から外務省への報告では
「署員ヲ以テ警察事務ヲ開始シ，守備軍民政部ニ替リ在留邦人二万四百余名ノ保護取締ニ任ズ
ルコトトナレリ｣ 39) と伝えられており，明らかに青島占領期の租借地行政における青島守備軍
民政部の業務内容を引継ぐものと考えられる。このように青島総領事館や市内外派出所では，
領事裁判権を取り極めた日清通商航海条約で認められる司法警察の範囲を越える警察業務が行
われていた実態が知れる。
(3)

山東地域における日本警備力の強化

返還により新たに青島総領事館を開設するにともない，同領事館の管轄地域も設定されてい
[ママ]

る。1922 年 12 月 10 日付の外務省令第 14 号「在外帝国領事 官 管轄区域中改正ノ件｣ 40) では，
青島総領事館が管轄する地域として，
支那国青島駐在領事官管轄区域
山東省中掖，平度，濰，昌邑，膠，高密，即墨，寿光，昌楽，安邱，諸城及日照 (各県)
とすることが定められ，受持区域は青島がある膠州湾より山東鉄道沿線に沿って拡張し，山東
半島広域に及んだ。
また，内陸側に隣接する済南総領事館との間でも管轄地域について調整が行われ，12 月 10
日付勅令第 508 号「在外公館費用條例中改正ノ件｣ 41) では，新設された 3 派出所についても，
青島総領事館に坊子派出所を，済南総領事館に張店出張所と博山出張所をそれぞれに分けて所
属させることが定められ，在外公館費用も規定された。
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このように青島と済南をむすぶ山東鉄道沿線・支線上の各都市にも派出所が設けられて警察
官が配置された結果，両総領事館の管轄地域は地理的にも人的にも連結して再編成され，山東
地域全体として日本の警備力が強化されたことが分かる。
以上のような日本側の警察準備が完了したうえで，返還数日前には，中国巡警が青島市内に
入ってきた。青島市内に配備された中国巡警の数は，日本側の資料によると，11 月 30 日と 12
月 1 日に「支那警察隊員千六百余名 (内六百五十名ハ歩兵，二百六十名ハ海兵ヲ以テ編成シ，他ハ警
察教育ヲ受ケタル者トス)」
，続けて 12 月 8 日と 9 日には「支那警察隊 (歩兵ヲ以テ編成シタルモ
ノ) 一千二百名到着」し，返還当日の 12 月 10 日には合計 2800 余名の中国警察が「細目協定」

での取り極めにしたがって配備された 42)。なお，12 月初めに到着した中国警察隊 1600 余名の
装備は「中小銃ヲ携フルハ約七百名ニ過ギズ，又十二月二日在済南山東督軍ヨリ小銃七百余挺
到着セシモ之ヲ支給セズ専ラ日本政府ヨリ譲渡スベキ兵器ノ到着ヲ待テリ」と武器が行き届か
ないまま配備されたことが記されている 43)。
また，日本側との警備交代により青島に新たに中国側巡警が配備された地域は，やはり日本
側の報告資料によると青島，台東鎮，及び市外の李村，滄口，仙家寨水源地には配置されたが，
「予報ニ反シ村落派出所ニハ之ヲ配置セザリシ」さらに「青島市外ニハ支那巡警ヲ配置セザリ
シ」と，細目協定交渉の段階で計画されていた青島郊外や山東鉄道沿線上の地域には配備され
なかったことが報告されている 44)。これにより，青島市内と李村・滄口では中国巡警と日本領
事館警察との警備地域が重なって設定され，より混乱しやすい地域構造を生じていたこと，中
国側警官もまた「山東懸案細目協定」の規定により日本から譲与された武器を所持しているこ
とから，このような状況は事件に巻き込まれるなど双方の接触による暴発を招く可能性が増大
したことは見逃せない。一方，青島市外や山東鉄道沿線地域には中国巡警は配備されなかった
ため，ここでは日本の警備のみが存在するというアンバランスが生じるなど，「山東懸案解決
ニ関スル条約」や「山東懸案細目協定」で取り極められた内容とはかなり相違するかたちでの
警察配備状況が返還後の青島及び山東半島地域で出現したことが分かる。
ところで，青島における警備の交代にあたっては，地元の山東地域を本拠地とする匪賊団か
ら，自分たちに青島地域の警備を担当させるよう中国・青島市政府へ何度も申し入れがあった
が，市政府側はこれを拒み続けていた。ところが，細目協定交渉中に中国側が発表した，新た
に青島に派遣される中国巡警配置予定表の中に「保安隊」が配備されていることを知った匪賊
団からこの「保安隊」に採用するよう再度に要求があった。これに対し青島警察当局は，懐柔
策として 11 月 30 日に「東華旅社ノ会合」なるものを開催し，山東督軍，山東行政稽査長，青
島商務総会長，青島自治籌備会副長などを参加させて匪賊 (「独立軍ノ様相」) と交渉して，逆
に解散するよう説得を行った。しかし，ここでも匪賊の総頭目 (「民軍総司令ト称ス」) 孫百萬は
「済南ヨリ来レル保安隊ヲ速ニ帰還セシメ，民軍ヲシテ之ニ代ラシムベキ」と要求したが青島
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商務総会長がこれを了承しなかったところ，憤激した匪賊側によって本拠地に誘拐されるとい
う怪事件があったことが報告されている 45)。その後には匪賊の対応に困惑した青島市政府から
日本側へ日中共同警備が依頼されるなど，山東地域の複雑な治安状況をうかがうことが出来る。
このように返還後の山東半島全域において日本の行政・軍事力が継続していたことは，ワシ
ントンで締結された「山東懸案解決ニ関スル条約」及び北京で協定された「山東懸案細目協
定」で合意された，山東地域の旧青島守備軍および鉄道守備隊・憲兵隊は全て撤退すること，
また警察権とそれに付随する書類文書，施設，器具 (武器を含む) は中国に譲り渡すこと，と
の規定に明らかに違反する行為であるといわねばならない。また，もともと地域治安状況が不
安定であった青島に，中央から派遣された大量の中国巡警に加え，治外法権国として日本警察
が活動したことは，1920 年初めの時点ですでに山東地域の不安定性が増大していたことを示
唆するものであった。

3

警察派出所設置の根拠をめぐる日中交渉

前述のとおり，山東返還当日の 1922 年 12 月 10 日には青島市内外に設置された日本領事館
の警察派出所 9 カ所が一律に看板を掲げて事務を開始したが，この派出所の活動に対して直ぐ
に中国側より抗議がなされている 46)。すなわち，翌 12 月 11 日には青島に派遣されていた中国
側現地交渉委員の王正廷 (外交総長代理) が日本青島総領事館を来訪し，「右派出所設置ハ支那
主権ヲ侵犯セルモノナル旨陳述」し，行政権返還後の青島に日本警察の「派出所」を設置する
ことは主権侵犯である旨の抗議を行った。続いて同年 12 月中には，膠澳商埠警察庁長の程立，
山東交渉員の施履本，膠澳商埠督弁の熊炳琦，青島接収準備委員会・支那側委員長の梁上棟な
ど在青島の中国側交渉員がそれぞれ公文・直接にて抗議および派出所の撤廃を申し入れたが，
これに対して青島総領事・森安三郎は「警察官派出所設置ノ如キハ領事裁判権ニ基ク当然ノ帰
結ニシテ」と条約に基づく権利であると主張し，中国側の抗議を黙殺する姿勢を保持した。し
かし，問題はさらに中央にまで及び，翌 1923 年 1 月 22 日には北京外交部から駐華公使・小幡
酉吉に宛てて抗議が申し入れられ，
「青島ハ既ニ條約ニ照シ引渡済ミタルニ付，行政上一切ノ
権利及責任ハ均シク支那政府ニ帰属シ，領事館ノ外其ノ他ノ外国行政機関及軍警等ノ存在ヲ許
可致ス能ハズ候。然ルニ貴国青島総領事ハ領事館外ニ警察派出所ヲ設立シタルハ実ニ條約ニ違
反シ主権ヲ侵害スルモノニ有之，引継委員ヨリ既ニ抗議ヲ提出致サシメ以テ該総領事ヨリ自動
的ニ撤退シ，両国ノ交渉惹起ヲ避ケ度希望ナリシ処｣ 47) と，中国が行政権を有する「一般開放
地」に中国政府の承認なしに外国の行政施設を設置することは，ワシントンで締結された「山
東懸案解決ニ関スル条約」に違反すると重ねて抗議がなされ，その後も北京では，青島におけ
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る日本警察派出所の設置根拠をめぐっての応酬が，中国側と日本側との間で約 4 カ月間にわた
り続けられた。
ところで，この一連の日中間の交渉のなかで日本側が示した領事館警察の活動の根拠は，
「領事裁判権に付随する権利」との条約上の治外法権を理由とするものであった (1 月 15 日付反
駁回答)。しかし，これより先の 1 月 8 日付の中国側抗議への回答では，その根拠を，① ｢領事

裁判権ノ発露トシテ有スル当然ノ権利ニ属シ」，② ｢他ニモ実例アリ主権侵害ト看做スベキ理
由ナク」，③ ｢当地ニ於テハ広大ナル区域ニ亘リ多数ノ本邦人居住セル関係上，対本邦人ノ警
察権ノ行使上必要止ムヲ得ザル施設ナリ」と複数の理由から説明しており 48)，その中にはワシ
ントン極東会議での埴原発言にも顕れていたような事実主義が理由として挙げられるなど，必
ずしも最初から「領事裁判権に付随する権利」との条約 (法的) のみを根拠としていた訳では
なかったことが分かる。
だが，交渉が北京に移り，日中間での遣り取りのなかで反駁回答を準備する過程で，中国駐
在の出先外交官 49) において法的論拠の立論が模索される。例えば『外務省警察史』所載の
1923 年 3 月 23 日付の北京公使館の駐在公使・小幡酉吉から外務本省・内田外務大臣宛の電訓
「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那抗議ノ件」では，青島で日本警察が活動するこ
とが出来る論拠について以下のような条約規定を軸とする立論を試みるとともに，その警察権
の行使範囲について検討を加えている 50)。
まず，旧膠州湾租借地の行政権が中国に返還されて自管商埠地 (一般開放地) となった青島
では中国政府が行政を行うことを確認したうえで，日清通商航海条約の第 24 条の規定を取り
上げ，
査スルニ，條約上日本カ支那ニ引渡ヲ求ムヘキ旨規定セラレタルハ，単ニ日本犯罪人カ日
本警察権ノ行使セラレサル

(一) 支那内地ニ遁レ，若クハ

(二) 支那人ノ住居，(三) 若

クハ支那船舶中ニ潜伏スル場合ニ限リ (日支通商航海條約第二十四條第一項)，従テ右区域外ノ
所謂開放地ニ於ケル日本臣民ノ引渡ヲ支那ニ求ムル規定ナク，将又，支那ハ日本人ノ住居及
支那領海ニ在ル日本船舶中ニ潜伏スル支那犯罪人ヲ自ラ逮捕スル能ハサルカ故ニ，日本ニ引
渡ヲ求ムヘキ旨特ニ規定セラレタルニ鑑ミ (同條第二項)，開放地ニ於ケル日本人 (支那人ノ
居住ニ在ル場合ヲ除ク) 及其住居 (其ノ内ニ在ル日支人共) ニ対シテハ日本ノミ犯罪人ノ逮捕証

憑ノ捜査等ノ所謂司法警察権ヲ行使シ得ヘキハ容疑ノ余地無ク，
と，一般開放地では，中国人住居・船舶内に潜入した日本人に対しては中国が逮捕・捜査をす
る警察権を持つことが規定されているが (1 項)，中国人住居・船舶以外の開放地エリアでは日
本人に対する逮捕を中国が行うとの規定は無く，一方，日本人住居・船舶に潜入した中国人は
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日本のみが逮捕・捜査を行うとの規定 (2 項) から，条約上の規定により一般開放地における
日本人・住居に対しては，日本のみが逮捕・捜査を排他的に行う司法警察権を有する，と説明
する (「外国人家宅不可侵の原則」)。
次に，一般開放地での外国行政権行使の効力内容に関しては，特別の協定により広範な外国
行政権や警察権の行使が認められる外管 (専管・共同) 居留地と比較して，外国人の居住・営
業が許される自管商埠地では，日清通商航海条約により治外法権の行使が認められており条約
違反とはならず，またこの治外法権は日清通商航海条約の第 1 条の規定によっても否定されな
い既得権益である。また中国では領土 (内地) を外国人に開放せず，とくに商埠地を設定して
外国人の居住・営業を許可しているそもそもの意義より考察しても，外管居留地や租界以外の
一般開放地あるいは自管商埠地エリアにおいても治外法権は除外されないと解釈すべきである，
とする。そして，一般開放地においても「外国人家宅不可侵の原則」は適用されて，日本は日
本人・住居に対する司法警察権を行使し得ると主張する。(一方，同規定により，自管居留地では
中国人・住居に対しては外国の行政・警察権は及ばない。
)

さらに，これらの治外法権の効果は，
「山東懸案細目協定第一條，亦一般行政権ノ引渡ヲ規
定シタルモノニシテ，領事裁判権ニ随伴シ條約所定ノ範囲内ニ於テ行使セラルヘキ所謂司法警
察権ノ行使ト抵触スルモノニ非ス」と，ワシントン条約締結後もなお有効であるとし，この点
に拠っても条約に違反しないと主張する。
そして，この一般開放地での外国警察権の行使は，租界内で外国が行使する道路橋梁の管理
や，中国人住居内にまで及ぶ警察権といった広汎な権力行使とは異なり，条約の規定内に限定
されるものであり，
但右警察権ハ租界内ニ於テ外国領事ノ行使スル道路橋梁及警察其ノ他一切ノ行政権ニ比シ
極メテ制限セラレタルモノナルカ故ニ，日本カ青島ニ対シ租界内ノ弁法ヲ施スニ非サル次第
亦自ラ明瞭ナリト思考セラレ候。
従って，条約上に認められた権利範囲内であれば，青島における日本人・住居への日本の排他
的警察権は行使し得る，と結論づける。
さらに，青島市内外地域における警察派出所の設置についても，
事情前顕ノ如ク，條約上青島ノ如ク開放地ニ於ケル日本人 (支那人住居ニ在ル場合ヲ除ク)
及其ノ住居 (其ノ中ニ在ル日支人共) ニ対シテハ日本ノミ警察権ヲ有シ，且過渡ノ動揺期ニ際
シ頗ル多数ノ日本人全地域ニ散在スルカ如キ場合，特ニ警官ヲ領事館ニ駐在セシムルノミニ
テハ到底徹底的取締ヲ期スルコト能ハス，勢ヒ各処ニ警官ヲ常駐セシムルヲ要シ，若シ然ラ
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サルニ於テハ日本人及其ノ住居ノ関スル限リ無警察ノ危険ニ陥ルヘキ虞アルハ，何等貴国政
府ノ責任ヲ揣摩臆測スルコト無クシテ自ラ明瞭ナルヘク，将又，国際法及條約上，主権国カ
自ラ主権ヲ制限スル場合多多アルヘキ処，該制限内ニ於ケル対手締約国権利ノ行使ハ，何等
該主権国主権ノ侵害ヲ構成スルモノニ非ス。
と，条約で保障された権利行使を全うするために必要な措置であると主張し，また上記の検討
にみられるごとく，条約の締結内容によっては主権国が自ら「主権を制限」する場合もあり得，
中国側が非難するような「条約違反」や「主権の侵害」にはあたらないとの解釈をも導き出す。
さて，以上の日本側の結論は，
「日本警察派出所設置ハ條約上ノ権利施行ノ手段トシテ実際
ノ必要上已ムヲ得ザルノ措置ナリ｣ 51) との「領事裁判権に付随する権利」(法的権利) を根拠と
するものであった。しかし，その警察権の内容は，上述の検討からも明らかなように，実質的
には一般開放地における外国行政権の排他的行使が可能であると主張するものであり，従来の
領事裁判権をめぐる議論における法廷や留置所といった領事館敷地内のみで行使されるいわゆ
る「司法警察権」からは大きく逸脱する権利内容であったと評価できる。これら在中国出先外
交官が導き出した結論には拡大解釈など不備が多いことは指摘するまでもないが，しかし，
「中国では一般開放地に外国行政権を行使することが出来る」との逸脱解釈を引き出した出先
外交官の基底意識に，「中国主権の制限」が可能であるとの発想が持たれていた点は注目され
る。
また，先述の出先外交官の立論模索過程で作成された別の考察「青島ニ於ケル日本警察権行
使ノ限界｣ 52) においては，治外法権の行使エリアに関して，返還後の青島には外国人居留地が
設定されなかったことから旧膠州湾租借地の広大な地域がそのまま外国人が居住する一般開放
地となったと指摘しており，これが実現化すれば，従来では外管居留地や租界での狭小なエリ
ア内のみで認められていた外国警察権が，かつてない広域エリアで行使することが可能となる
ことを想定している。この出先外交官の論に従えば，返還後の青島では中国への行政権返還を
経ることにより，治外法権の広域エリアでの拡大適用という，全く新たな状況を生ぜしめるこ
とになることが指摘される。このように，山東返還後の中国の現地にあって日中交渉を担当し
ていた出先外交官においては，中国領土内に外国警察権 (行政権) を及ぼすことができる理由
を，旧不平等条約である日清通商航海条約の「領事裁判権 (に付随する権利)」規定を再設定す
るかたちで法的根拠の形成が試みられていたこと，その行使は排他的かつ広域的な効力に及ぶ
ことが構想されていた様子を確認することができる。
しかしながら，青島市内外にわたって日本警察の派出所を配置することは，全ての行政権と
軍隊 (警察を含む) を中国に返還することを取り極めた「山東懸案解決ニ関スル条約」及び
「山東懸案細目協定」に違反するとともに，ワシントン極東会議での治外法権撤廃をめぐる議
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論において「中国主権の尊重」を確認したルート 4 原則や，欧米列強諸国が中国領土において
拡大行使していた領事裁判権・関税自主権以外の諸外国特権の即時撤廃を確認する列国合意に
も違反するものであったのみならず，第一次世界大戦の終結にあたって，激化する国家間競争
を抑制することを目的に提唱された大国の権利拡大の自己規制という新国際秩序のテーマのも
とで，例えばソビエトの秘密外交公開や，ヴェルサイユ条約やワシントン条約での特権撤廃の
合意による社会改革の試みといった新外交をめぐる議論をふまえて考慮すれば，膠洲湾租借地
が中国への返還を経た後に一般開放地となった青島に新設された日本領事館に新たな外国権力
を設定することは，「新たな特権の設定」を禁止するヴェルサイユ=ワシントン体制の設立意
義にも反するものであったと評価される。
以上の小幡公使よりの反駁回答における主張に対し，中国側の外交総長・黄郛は小幡公使宛
の照会抗議で「山東懸案細目協定第一條行政権引渡以後行政上一切ノ権力及責任ハ総テ中国政
府ニ属ストアリ，引渡後ノ今日ニ於テ仍警察ヲ設置スルガ如キハ中国行政権ヲ侵害スルニ非ズ
シテ何ゾヤ。之條約引拠ノ実ニ誤解セル所ナリ」と，日本警察派出所の設置に対して重ねて抗
議するとともに，日清通商航海条約の第 1 条では外国人居留民についても中国はその身体・財
産の保護を行うことが明記されており「治安維持ニ至テハ (中略) 中国政府惟一ノ責任ニ対シ
テハ予メ揣摩及顧慮ヲ為スヲ要セザルベシ」と，自管商埠地 (一般開放地) における外国人居
住者に対する保護管理は中国政府が責任を持つとの見解を示して 53)，日本の排他的警察権の根
拠を否定した。
一方，返還後の青島で日本警察の派出所が看板を掲げて活動していることについては，中国
側世論の反応も敏感であった。領事館警察活動が開始された数日後の 1922 年 12 月 15 日には，
早くも青島市内に日本警察の派出所が設置されていることを抗議する檄文 (陳電) が中国全土
に向けて打電されている 54)。そのなかでは，
【国務院函一件／収山東田督軍電

称青島日領事館成立発現日警派出所九処是否常往有無

載明約章希明示等因請査核擬稿会院電復由】
国務院公函第二千六百五十号，
経□者□山東田督軍刪電称青島日領事館成立発現日警派出所九処，是否常往有無載明約章
希明示並指賜弁法等，因准此相応函請，貴部査核擬稿会院電覆並将電稿抄示備案可也此致
外交部
中華民国十一年十二月十八日 (印)
と，青島市内外の 9 カ所で日本の警察派出所が看板を掲げていることを指摘し，これは約章に
明記されるものか否やと，その法的根拠が追求されている。
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なお，開放地における日本警察の活動については，これ以前にも廈門 (アモイ) で派出所看
板をめぐって日本警察撤廃問題として反発が高まっていた。また済南でもこの時期に警察看板
について中国から抗議が申し入れられていたようである。これらに続く青島での日本警察派出
所の設置への批判に対し，日本側の出先公使館・領事館は一貫して看板の撤去を拒否する態度
をとり続けた 55)。しかし，日本の「条約違反」非難と即時撤去を要求するこの陳電は，この後
も断続的に青島から南京，北京，天津，上海など中国各都市に向けて打電されていることが文
書記録よりも知れ，青島の日本警察派出所設置問題は，既に廈門で問題化していた日本警察撤
廃問題にも加わって，五・四運動下の中国において全国的な国権回収運動へと合流していくこ
とになる。
こうした中国での警察派出所設置への抗議の高まりを背景として，それまでこの問題に対し
ては消極的であった東京の外務本省も 1923 年 5 月 3 日付の北京公使 (代理吉田) 宛の電訓 56)中
で，看板撤去による事態の緩和をはかることが得策であると指示し，また派出所の設置の論拠
についても「従来外交部宛ノ交信ニ日清通商條約第二十四條ヲ引用セラレ居ルモ，本件ニ関シ
我方主張ノ根拠ヲ的確ナラシムルニハ寧ロ同條約第二十條ニ重キヲ置クヲ以テ妥当ナルベク，
又我派出所設置ノ理由トシテハ在留邦人ノ取締上実際ノ必要ニ基クコトヲ簡明ニ説明スルニ止
ムル方可然」と，いわゆる「領事裁判権」を規定した日清通商航海条約の第 20 条，および居
留民保護の必要との「事実主義」に止めるべしとの見解を示し，在中国出先外交官が提案して
きた根拠にはさすがに否定的な立場をとっている。また，派出所の看板についても，抗議が済
南，北京，天津，上海など中国各都市にまで波及していることを考慮して，3 月 27 日には市
内外の看板を一斉に撤去したことが報告されている 57)。
看板の撤去により，青島での領事館警察をめぐる問題は一段落したものの，派出所そのもの
が撤退されることはなく，この後も日本領事館警察の活動は続けられた。しかし，これら日本
警察の活動の根拠については，その後も日中間では何等の決着もつけられないままであり，ま
た，日本側においても外務本省と出先外交官との間で設置根拠についての見解が一致していた
訳ではなかったことは先述のとおりである。しかしながら返還後の青島では，在留民の戸口調
査や日中警察が協力して取締りを行う場面もあるなど，本来の司法裁判権を越える一般警察業
務に及ぶさまざまな活動が展開される。また，これら日本警察の活動に対する日中両国の対応
についても，たとえば，日本人住居への中国警察の捜査踏込みに対して，青島総領事から膠墺
商埠局に「領事裁判権に付随する権利」の阻害を理由とする抗議と賠償請求がしばしば行われ
ていたことが文書記録からうかがえ，現地では日本の領事館警察の活動理由として，日清通商
航海条約の規定を共通認識としたうえでの交渉が常態化していたことが指摘される。このよう
に 1920 年代には，日本側ではそれまで複数の根拠により補強主張していたものから，日清通
商航海条約の治外法権 (旧条約・不平等条約) を領事館警察活動の法的論拠として再設定するス
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タンスがとられ，これ以降には「領事裁判権に付随する権利」とする見解が一般化し定着して
いった過程を跡づけることが出来る。しかし，いずれにせよ，このような理由は必ずしも法的
根拠として成立するものではなく，また外国警察問題の再編成のなかで各々の主体が構想した
解釈や問題性を内包したまま外国権力および「(排他的) 警察権」を継続して行使するもので
あったことを確認しておきたい。
以上のような経緯により，日本領事館警察は日本人居留民や中国側の膠墺商埠局などとも深
く関わりを持ちながら，その後も山東半島の地域社会に少なからぬ影響を及ぼしていくことに
なる。こうした青島総領事館警察の設置とその論拠をめぐる議論が，1930 年代に唱えられる
いわゆる「在華権益」論として，日本の権利を正当化していく一因となることをも意識しつつ，
1930 年代の山東出兵など日本の大陸進出にどのように連関していくのかについての検討は今
後の課題とする。

お

わ

り

に

以上の経過からは，ワシントンで締結された「山東懸案解決ニ関スル条約」によって第一次
世界大戦後に日本の青島守備軍が占領統治を行っていた旧ドイツ膠州湾租借地の全ての行政権
の中国返還と軍隊の撤退が決定された後，北京での日中間の細目協定交渉中に青島総領事館警
察が配備されたことが確認された。また，返還後には一般開放地となった青島市内外での日本
警察派出所の設置根拠をめぐり，中国現地において中国側と日本側出先外交官との間で問題化
していたことも明らかとなった。以下には，これらの検討をとおして明らかになった山東返還
前後の青島総領事館警察問題の概要を再度に指摘し，さらに今後に考察すべきいくつかの論点
を第一次世界大戦後のヴェルサイユ=ワシントン体制形成期の国際社会の模索なかで展望する
ことでまとめとする。
山東返還後，青島総領事館の開館と同時に活動を開始した日本警察について，日本は「領事
裁判権に付属する権利」を根拠とするとした。しかし返還直後の青島総領事館警察の規模は領
事館内に設置された 5 課，及び市内外に配置された派出所 9 カ所をふくめて総勢 63 名に及ぶ
ものであり，業務内容も衛生や治安といった一般警察行政を行うものであった。こうした警察
行政は，返還後に青島に残留した約 3 万名もの日本人居留民の保護取締にあたることが主な役
割であったが，領事館内の警察本部には「高等係」が設けられていたことからも，明らかに裁
判や逮捕・留置といった司法警察とはかけ離れた機能内容を備えるものであったといえる。ま
た，警察権の効力が及ぶ地域についても，青島総領事館の開設にともない山東鉄道沿線の各都
市を結んで内陸部に接続する済南総領事館との人的・管轄区域の再編と連携がはかられ，その
結果，山東半島地域での日本の警備力が実態として広域化かつ強化したことが指摘される。こ
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の他，領事館警察官の旧青島守備軍の憲兵隊からの採用や現地調達の慣例化，さらには武器や
警察設備の譲受など協定違反とみられる点がいくつか窺えるが，経緯が知れる文書が残ってお
らず詳細は明らかでない。
一方，返還後に一般開放地となった青島での領事館警察の根拠については，日本側は治外法
権である「領事裁判権に付随する権利」に置くことによって，中国各地ですでに行使していた
外国行政権を，不平等条約である「日清通商航海条約」の条約上の効果として盛り込み，これ
によりワシントン体制下においても「既得権益」として撤廃されることなく保存し得るとした
こと，また中国現地の一部の出先外交官では，この治外法権をもとに，さらに「主権の制限が
可能」であるとして排他的な外国行政権 (司法警察権，実態は行政警察権) まで主張していた経
緯も明らかとなった。このように今回の検討からは，返還される過程において，青島の日本警
察機能は，旧特殊権益を継承・再設定するかたちで継続され，内容・地域ともにむしろ強化・
拡大したことを指摘できる。
これらの諸点を確認したうえで，以下には 1920 年代の外国特権のあり方や治外法権撤廃が
議論される国際社会動向のなかで，領事館警察問題が提起する論点をいくつか取り上げて考察
してみたい。まず，
「一般開放地」における日本警察の根拠について，日本側が「条約違反」
をめぐる日中間での遣り取りのなかで示した根拠は，日清通商航海条約に規定された治外法権
である「領事裁判権」をもとに拡大解釈を行い，中国主権の制限は可能であるとの解釈から
「排他的司法警察権 (外国行政権)」の行使を要求しようとするものであった。このような根拠
付けを試みた出先外交官の目的は，ひとつには中国からの「条約違反」との批判に対して治外
法権を規定した「日清通商航海条約」に注目し，「条約規定」という法的論拠を捻出しようと
したものであったと考えられる。しかしその内容は，条約上の居留民の私権 (生命・財産) 保
護の規定を利用して，外国の国家権力の行使を要求するものであり，占領期の青島守備軍民政
部の治安行政機能を引き継ぐもの，もしくは当時の租界や租借地で日本が常態的に行っていた
保護取締に関する警察行政に準ずるものを，新たに一般開放地となった青島にも同様に，条約
上の「領事裁判権」との法的論拠を有するものとして行使しようとするものであったといえる。
しかし，こうした日本側の主張は，一般開放地においては中国政府が行政管理を行い，外国行
政権の行使は認めない，とする従来の日中交渉のなかで確認されてきた了解に反するもので
あったし，また中国駐在の出先外交官が主張した「主権の制限」が可能であるという解釈に関
しては，同時期のワシントン会議での「主権尊重」という列国間の合意にも反するものであり，
ワシントンにおける交渉と中国現地での状況との間では大差が認められる。このような出先外
交官の先走りの傾向からは，ワシントン会議など列国間における治外法権撤廃の合意理念や特
権廃止の国際議論とは隔絶した要求基盤が日本内部にあったことが指摘される。
一方，外国警察の設置根拠については，外務本省と出先外交官では認識の差がみられる。本
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国の外務省は，出先外交官が主張するこうした逸脱した根拠付けには同調しなかったものの，
例えば，ワシントン会議での埴原発言における「事実主義」を理由とした中国での日本警察活
動の正当性の主張にみられるように，必ずしも法的根拠にこだわらない別の理由を有していた
ことがうかがえる。返還合意に至るまでの山東問題の交渉過程においても，日本は中国に対し
て返還後の青島に専管居留地の設定もしくは内地待遇を要求しているという経緯があり，中国
大陸における日本権力の行使について，日本内部でも様々な根拠づくりが試みられていたと考
えられる。なお，外務省においても外国権力を行使すること，また日清通商航海条約の第 20
条 (領事裁判権) を根拠にすることの有効性については出先外交官と同様に是認していたこと
から，外務省としても治外法権という不平等条約による既得権益に根拠の一つを置かざるを得
なかった状況を読み取ることができる。このように第一次世界大戦後のヴェルサイユ=ワシン
トン体制の模索期には，領事館警察に例示されるような中国での外国権力行使の根拠について，
日本内部でも意見が分かれていたことが指摘できる。なお，外国警察については国際社会の間
でも見解が統一されておらず，ワシントン会議における治外法権に関する議論でも，外国警察
は治外法権の効果としては認められないとの判断が下される一方で，外国警察の必要性につい
ての諾否や，その性質が行政権力であるのか軍事力なのかについて評価が分れる状況であった。
このような点も含めて，山東返還が実現した 1920 年代には，治外法権の見直しやその根拠の
動揺を背景として，中国各地での日本警察の行使がそれぞれどのような実態であり，また中国
での日本権力の行使について日本帝国内部の各々の主体にはどのような構想が持たれていたの
かを明らかにすることが求められる。
この 1920 年代に模索・再形成された領事館警察の根拠はまた，1930 年代後半には中国大陸
進出における日本権益の論拠に大きく関わるという点でさらに重要と考える。1939 年に刊行
された植田捷雄『在支列国権益概説』 58) では，日本の中国における利権 (治外法権) の一つに
領事館警察をあげて説明しており，そこでは「支那における外国人は，開放地の内外を問はず，
本国官憲たる領事館警察官の保護乃至取締を受ける特権を有する」として，中国で日本警察が
活動することができる根拠に，ⅰ)「領事裁判権の延長なり」，ⅱ)「実際上の必要 ―1921 年
ワシントン会議極東委員会にて埴原全権が説明するところ」，ⅲ)「論拠を一般條約に求めん」，
ⅳ)「條約上何等根拠なし」
，の 4 点を示している。ここでは，1930 年代の日本では「領事裁
判権」が論拠として定着していることに加えて，ワシントン会議での埴原発言を挙げているな
ど 1920 年代に提出されていた議論が参照されていることが分かる。また，1941 年に英修道が
著した『支那に於ける外国権益』 59) では，治外法権にもとづく日本の在華権益として「領事裁
判権」と「領事裁判権以外の特権」の 2 種に大別し，そのうち領事裁判権に分類される警察権
のうち「一般警察権」については「日本のみ享受」しうる権益であると解説されている点は興
味深い。このように，1920 年代の国際秩序の転換期において構想された諸根拠が 1930 年代の
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大陸進出を支えた論理に大きく影響していたことが指摘でき，こうした源流としても青島総領
事館警察の設置をめぐる議論を検討することは重要と考える。
青島総領事館警察をめぐる議論からは，もう一つ，秩序転換期の地域社会における外国権力
や外国人の権利のあり方についての視点を得ることが出来る。返還後の青島に日本警察が設置
されたことについての「条約違反」をめぐる論争のなかで示された日中両国の認識の相違は，
日清通商航海条約の治外法権である「領事裁判権」をもとに外国権力の行使の有効性を主張す
る日本側と，「主権尊重」を明記するワシントン条約に基準を置き，外国特殊権利の無根拠が
確認された新条約体制の段階ではもはや外国権力の行使の根拠は成立しないとのスタンスに立
つ中国側とが，それぞれ異なる地域秩序を保障する条約に依拠したものと理解できるが，これ
はまた地域社会での外国権力や外国人の関与のあり方という地域構想の問題として考察できる
と考える。例えば本稿でも検討したように，「山東返還解決ニ関スル条約」や「山東懸案細目
協定」では，行政権の中国政府への移譲にともなって，日本人居留民のための生活水準の保障
や施政への発言権が保障されており，新たな地域社会の形成において外国人居住者の生活権利
や社会アクセス権など法的地位に対する責任や保障の理念が共通概念化されつつあったことを
示す事例として重要である。このことはまた，日本が主張するような排他的な外国警察権の根
拠を失わせるものであり，日本が企図したような私有権の肥大化にもとづく権利保障による領
事館警察の「自国民保護」とは別のかたちで，社会や生活に根ざした外国人住民の権利の形成
が日中間で試みられていたことを指摘したい。
今回の検討では，山東返還前後の青島総領事館警察の設置をめぐる議論および現地の状況を
取り上げることしか出来なかったが，1920 年代の国際社会での議論を加えての検討により，
戦前を通じて中国各地に存在し，勢力を拡大していった領事館警察の長い過程のなかでは，
(1) 根拠の見直しが迫られていた経緯があったこと，(2) そのなかでは，治外法権 (領事裁判
権) の効力としての司法警察権が，本来は含まれない「外国権力の行使」の理論基盤として再

設定されたこと，(3) この再設定された論拠が，後に中国での軍事行動の拡大を支える論理に
影響を及ぼしたこと，を明らかにした。さらに，これらが第一次世界大戦後の新秩序を模索す
る国際社会において課題とされていた治外法権撤廃や「主権の尊重」など外国権力の一方的介
入の根拠を否定する理念が提唱されていたのと同じ時期背景において展開された議論であるこ
とを自覚してみれば，1920 年代以降に東アジアで展開される治外法権撤廃要求や植民地支配
批判を考察する際の視点としていくことが期待できるのではないかと考える。
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注
1)

1902 年の英支条約，1903 年の米支条約，露支条約，日支間「追加通商航海条約」において，

「支那国政府カ其ノ司法制度ヲ改正シテ之ヲ西洋諸国ノ同制度ニ適合セシムルコトニ付表示シタ
ル希望」により「支那国法律ノ状態其ノ施行ノ設備及其ノ他ノ要件ニシテ当該国カ満足スルトキ
ハ」との条件のもとで，中国における治外法権 (領事裁判権) 撤廃の予約についてそれぞれ協定
されている。なお，これら治外法権撤廃の議論は，中国における列国の機会均等の承認を前提と
するものであり，ワシントン極東会議での討議の基礎とされたルート 4 原則も，中国と列国の間
で積み重ねてきた機会均等・門戸開放の既締結協定の声明を再確認するものであった (『日本外
交文書 ワシントン会議極東問題』大正期第 32 冊，外務省，1976 年 3 月，123 頁。以下，ワシン
トン会議における治外法権撤廃，外国軍隊および外国警察に関する議論は，この史料に拠った)。
2)

｢太平洋及極東問題総委員会」第 1 回会議 (1921 年 11 月 16 日) において，中国全権の施肇基

が「本問題討議ノ基準タルヘキ原則ヲ茲ニ提言セントス」として提出した「支那ニ関スル一般原
則」10 カ条のうち，第 5 項「政治上司法上及行政上ノ行動ノ自由ニ対シ現ニ支那ニ加ヘラレ居
ル制限ハ直チニ若クハ事情ノ許ス限リ速カニ之ヲ撤廃スヘキモノトス」との提唱によるもの。極
東問題総委員会ではこれを基礎として議論がすすめられた。
3)

この決議に従い，関税問題と治外法権問題については，それぞれ「関税問題分科会」
「治外法

権分科会」を設けて議論を付託することとした。
4)

中国各地に駐兵している日本軍隊として，① 山東鉄道守備隊，② 南満鉄道沿線駐屯軍，③ 漢
口およびその付近における駐屯軍 (湖南地方)，④ 北支駐屯軍 (1901 年の「北京議定書」により
駐兵が規定されているため，今回の会議の対象外)，⑤ 東支鉄道沿線の駐兵，が挙げられた。

5)

外国軍隊駐屯に関する調査委員会の組織については，最初ルート議長より「治外法権問題調査
委員会」に付託するとの案が出されたが (第 11 回極東総委員会，1921 年 12 月 2 日)，中国の反

対により，第 3 回起草委員会 (同年 12 月 6 日) でヒューズ議長が提出した

① ｢自国民ノ生命

財産保護」のために軍隊駐屯はできる，② 治外法権問題調査委員会での審査の結果，中国に保
護能力があると判断された場合には，条約上根拠のない軍隊は撤退する，③ 列国・中国ともに
「軍隊撤退」を目的とすること，との決議案をめぐる討議を経て，第 4 回起草委員会 (同年 12 月
7 日) に英国委員ゲデスより「代案トシテ現実ニ支那ニ軍隊ヲ駐屯セシムル諸国ノ代表者ノミヲ
以テ斯クノ如キ調査委員会ヲ組織スヘキコトヲ至当ト認ム」とする，関係国のみによる調査委員
会を組織するとの折衷案が出された。中国は「調査委員会」組織には不服としながらも，治外法
権調査委員会付託案よりはゲデス案のほうがましであるとし，これをベースとした決議案が第
17 回極東問題総委員会 (1922 年 1 月 5 日) において了承された。なお，
「調査委員会」組織によ
る解決については，カナダ代表のボルデンは反対している。
6)

第 13 回極東問題総委員会 (1921 年 12 月 7 日) には埴原委員から，中国全権に対する声明書

「十二月二日在支駐屯軍ニ関スル支那全権ノ声明ニ対スル日本全権ノ声明」
，
「満洲ニ於ケル不秩
序状態ノ現状ニ関スル説明書 (附属第一号)」及び「支那ニ於ケル不秩序状態ニ関スル説明書
(附属第二号)」が配布され，やはり埴原によって朗読されている。
7)

日清通商航海条約の第 20 条では日本の領事裁判権が規定されているが，これに続く第 23 条・
第 24 条では逮捕・引渡の任務について規定される。第 23 条「清国臣民カ日本国臣民ニ対シテ負
債ヲ償弁セス又ハ詐偽逃亡スルトキハ清国官吏之ヲ逮捕シ其ノ負債ヲ償還セシムルコトヲ務ムヘ
シ。日本国官吏ニ於テモ日本国臣民カ清国臣民ニ対シテ詐偽逃亡シ又ハ其ノ負債ヲ償弁セサルモ
ノハ処分スルコトヲ務ムヘシ」，及び第 24 条「清国ニ在ル日本人ニシテ罪ヲ犯シ又ハ負債ヲ償弁
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セスシテ詐偽逃亡シタル者清国ノ内地ニ遁レ清国臣民ノ居住若ハ清国船舶中ニ潜伏スルトキハ清
国官吏ハ日本国領事ヨリ請求次第日本国官吏ニ之ヲ引渡スヘシ。又清国ニ在ル清国人ニシテ罪ヲ
犯シ又ハ負債ヲ償弁セスシテ詐偽逃亡シタル者清国ニ在ル日本国臣民ノ居住若ハ清国領海ニ於ケ
。ただし，
ル日本国船舶中ニ潜伏スルトキハ清国官吏ヨリ日本国官吏ヘ請求次第之ヲ引渡スヘシ」
同条約では日本人が中国内地に進入した場合については想定されておらず，ワシントン会議の極
東問題総委員会において日本側が行った説明では拡大解釈がなされている。
8)

尤も，この後に「自衛のための駐兵」を理由とすることが列国間での合意として形成されてく
ると，日本も「自衛のため」と論拠を切り替える (第 13 回極東問題総委員会)。また，第 5 回総
会議 (1922 年 2 月 1 日) に正式承認された「支那国ニ於ケル軍隊ニ関スル決議」(ゲネス案に基
づき作成) では，① ｢各国ハ支那国カ同国ニ在ル外国人ノ生命財産ノ保護ヲ保障スルニ於テハ何

時ナリトモ條約又ハ協定ニ準拠セスシテ現ニ支那国内ニ於テ任務ニ服スル外国軍隊ヲ撤退スルノ
意思アルコトヲ声明シタル」こと，② 当該国と中国による共同調査を実行して調査事実と意見
につき報告書を作成し，謄本を 9 カ国政府に提出すること，③ 各国には受諾と拒否の権利があ
ること，等が規定された。
9)

東アジア地域に治外法権を設定する経緯において，欧米列国が社会システムの異なる中国領土

内では主権国の権利履行不能 (本来は義務放棄，カピチュレーション) とみる「治外法権」発想
にもとづくのに対して，日本が主張する「行政機能」との説明は，中国領土内でも日本本国と連
動・延長して日本国行政権を並存行使しうるとするものであり，従来型の「治外法権」のあり方
を逸脱する新たな解釈であると指摘できる。
10)

第 5 回起草委員会 (1922 年 1 月 3 日) 及び第 17 回極東問題総委員会 (1922 年 1 月 5 日)。ま
た，外国警察の撤退方針についても調査委員会で審議を行ったうえで決定することについては，

第 17 回総委員会でのルート代表の「起草委員会ニ於テハ軍隊モ警察官モ同様ノ立場ニ於テ論セ
ラレタルモノニテ，何レモ事実ノ審査ヲ俟チテ撤退ノ能否ヲ決定セサルヘカラサルモノト了解
ス」との発言による。また同第 17 回総委員会では「
“armed force”ノ中ニハ警察官ノミナラス
鉄道守備隊ヲモ包含スルモノト了解スルコトヲ至当トスヘシ」として鉄道守備隊をも「武装隊」
中に包括させるよう修正，可決した。これにより第 5 回総会議 (1922 年 2 月 1 日) にて正式承
認を得た「支那国ニ於ケル軍隊ニ関スル決議」では，
「armed forces including police and railway
guards in Caina」が挿入された。
11)

『山東懸案細目協定第一委員会議事録』
『同 第二委員会議事録』(山東懸案細目協定日支共同委
員会日本帝国委員事務所，発行年不明)。以下，山東懸案細目協定に関する記述は，すべてこの

史料に拠った。
12)

｢山東返還条約・了解事項」11 項では，外国人の「合法ノ業務」に農業は含まれないとされる

が，同条約第 24 条では，外国人の「既得権益の尊重」には影響しないことが保障されている。
また「細目協定・附属書」第 4 項では，中国政府は日本人経営の大農場を有償にて買収すること
が可能であるとされ，具体的な買収方法については現地青島で交渉することを決めている。
13)

｢山東返還条約」第 5 条では「日本国政府ハ旧独逸膠州租借地内ノ一切ノ公有財産 (土地，建

物，工場，又ハ営造物ヲ含ム) ハ，嘗テ独逸国官憲カ所有シタルモノナルト，該地域ノ日本国行
政ノ期間内ニ日本国官憲カ買収シ又ハ建造シタルモノナルトヲ問ハス，之ヲ支那共和国政府ニ移
転スルコトヲ約ス」として領事館と日本人居留民団体の保有分を除きすべての官有地は返還する
ことを規定したが，同条約第 24 条では「支那共和国政府ハ，旧独逸膠州租借地ニ於テ外国人カ，
独逸国施政ノ下ニ於ケルト日本国行政ノ期間内ニ於ケルトヲ問ハス，合法且公正ニ取得シタル既
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得権ヲ尊重スヘキコトヲ併セテ声明ス」とし，さらに「日本国臣民又ハ日本会社ノ取得シタル右
既得権ノ地位又ハ効力ニ関スル一切ノ問題ハ，本條約第二條条ニ規定スル共同委員会之ヲ調整ス
ヘシ」と規定していたため，これら「貸下げ」効力が「合法且公正ニ取得」であるか否かが焦点
となった。
14)

1922 年 12 月 1 日付「土地所有権ニ関スル交換公文」における王正廷と小幡酉吉間の往復書簡

による。なお，日本側は無償永代租借権の要求根拠として，天津・漢口における列国の特別区に
ついての規定 (外国人に土地所有権を認めるもの) を指摘している。
15)

とくに洗濯所については，現在日本人が経営中の契約を考慮することが定められた。この他，

「細目協定」では，青島海関での日本語使用や，電信局での日本文字電報の取扱いについての特
権も認められている。
16)

この行政引渡準備 (分科) 委員は，第 9 回協議 (1922 年 7 月 27 日) において中国側から行政
引渡しを円満にするため日中各 10 名ほどの準備員を青島に派遣することが提案されたことによ
り，青島に「行政引渡準備分科会」を設置することを決定したものである。なおメンバーの選定
は，第 16・17 回協議 (8 月 21 日・8 月 24 日) に行われている。

17)

中国側が提出した警備引継案の第 11 項目において，
「両国政府ハ各該本国軍隊或ハ巡警ノ配置

及撤退ヲ監督シ又協定ニ照ラシ臨時発生事件ヲ処理スル為各々委員四名ヲ派遣シ弁理セシムルコ
ト」と提案されたことによる。
18) ｢山東返還条約・了解事項」2 項では，撤退後はいかなる種類の軍隊も残留できないことが合
意されている。また，膠済鉄道はワシントンの条約にて日中共同経営となったが，「細目協定」
では鉄道沿線地および車内の警察に関しては中国側が一切の権限・業務を担うことが決定された。
19)

内田外務大臣宛北京在支公使小幡，1922 年 9 月 23 日，
「青島ニ於ケル領事館設置速進ノ件」
(『外務省警察史』第 38 巻「5 支那ノ部 (北支)」
「5-14 ① 在青島総領事館及同坊子出張所 第
一」，不二出版，2000 年 6 月，165 頁。以下，
『外警』と略記する)。なお，同年 10 月 3 日付の内
田外務大臣宛在支公使小幡，
「［青島総領事ノ人選並ニ総領事館員殊ニ警察組織ノ考量方ニ関スル
件］」では，領事の選定につき外務省へ催促が出されており，本国側の反応は消極的であったよ
うだ (同，166 頁)。

20)

「
［青島行政還付後ニ於ケル警察官組
内田外務大臣宛北京在支公使小幡，1922 年 10 月 19 日，

織充実ノ件］」(
『外警』第 38 巻，167 頁)。
21)

北京在支公使小幡宛内田外務大臣，1922 年 10 月 7 日，
「
［青島総領事ノ人選ノ件］
」(
『外警』
第 38 巻，167 頁)。

22)

在済南総領事森宛内田外務大臣，1922 年 11 月 15 日，
「青島派遣警察官任命ノ件」(
『外警』第

38 巻，170 頁)。
23)
24)

｢［創設経緯］」(
『外警』第 38 巻，172〜173 頁)。
青島総領事館の総領事ほか館員及び警察署長の正式な辞令は，領事館員については 1922 年 12
月 10 日付の勅令第 506 号「在外公館職員定員令中改正ノ件」により総領事・領事 2 名，副領事

5 名，外交官補・領事館補 2 名，外務書記生・外務通訳生 16 名を増員することが発令されてい
る。また警察署長については同 12 月 10 日付の勅令第 507 号「外国在勤ノ外務省警察官ニ関スル
件中改正ノ件」により専任警視 1 名を増員することが発令された (『官報』号外，1922 年 12 月
10 日付)。
25)

都市開放の要求理由としては，「山東鉄道沿線各地ニ職員常駐方，並ニ所要財産保留方ニ関シ，
支那政府ニ対シ都市開放ノ実行ヲ促ス」とあり，山東鉄道沿線上の都市での財産保留の問題
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(「常駐員ニ要スル庁舎並ニ宿舎」
) についての細目協定交渉に関連するものであった (内田外務
大臣宛山東懸案細目協定日本帝国委員長小幡，1922 年 10 月 28 日，
「山東鉄道沿線各地職(員)配
置方並ニ所要財産保留方ニ関スル件」，
『外警』第 38 巻，168 頁)。
26)

山東鉄道沿線に居住する日本人の返還当時の人数は，約 2300 人であった (軍人，公務員およ
びその家族を除く)。

27)

在支公使小幡宛内田外務大臣，1922 年 11 月 28 日，
「十一月十三日附森総領事ヨリ稟請ノ件」
(『外警』第 38 巻，170 頁)。

28) 内田外務大臣宛在済南総領事森，1922 年 11 月 13 日，
「警察官配置及人選等ニ関スル件」(
『外
警』第 38 巻，169 頁)。なお，日本から山東地域へ派遣された領事館警察官は，便宜上，済南総
領事館への転勤のかたちをとり，済南総領事館から適材適所の判断を行って青島及び山東鉄道沿
線各地へ配置されたようである。
29)

在済南総領事森宛内田外務大臣，1922 年 12 月 1 日，「
［青島配置警察官ノ人員ノ件］
」(
『外警』

第 38 巻，171 頁)。
30)

内田外務大臣宛在済南総領事森，1922 年 11 月 25 日，
「憲兵隊備附銃器保管転換方」(
『外警』
第 38 巻，170 頁)。

31)

外務省告示第 58 号「支那国山東省青島ニ帝国総領事館ヲ設置シ大正十一年十二月十日開館セ

リ」(『官報』号外，1922 年 12 月 13 日付)。なお，青島総領事館の用地決定については，細目協
定交渉での保有財産に関する公有財産分科委員会において，総領事館庁舎として旧・法院庁舎を，
総領事官舎として旧・司令官々邸の使用を主張する日本案と，それぞれ旧・逓信部庁舎および
旧・民政長官々舎を主張する中国案が対立・膠着したが，最終的に中国原案が維持されたことに
より，青島総領事館庁舎としては旧・逓信部庁舎を使用することが決定した (前掲『山東細目協
定第一委員会議事録』
)。
32)

前掲「［創設経緯］」(
『外警』第 38 巻，173 頁)。

33)

外務省令第 15 号「青島守備軍法院ニ於テ為シタル民事裁判ノ執行ハ従前ノ例ニ依リ領事官之

『官報』号外，1922 年 12
ヲ為シ，現ニ繋属中ノ民事事件ハ従前ノ例ニ依リ領事官之ヲ完結ス」(
月 10 日付)。
34)

勅令第 505 号「青島守備軍民政部條例等廃止ノ件」(
『官報』号外，1922 年 12 月 10 日付)。

35)

前掲「
［創設経緯］」
，「同日附ヲ以テ萩尾(和市郎)警部ハ警視ニ昇進，初代署長ヲ命ゼラレ，守

備軍民政部ヨリ事務引継ヲ受ケ」(『外警』第 38 巻，173 頁)。
36)

内田外務大臣宛在青島総領事森，1923 年 1 月 15 日，「警察官配置方ニ関スル件」(
『外警』第
［創設経緯］
」
38 巻，179〜184 頁)。警察の配属人数は「警察部署表(本署)」に拠る。なお前掲「
(『外警』第 38 巻，172〜173 頁) には，本署勤務の警察署員は警視 1，警部 5，警部補 2，巡査部
長 8，巡査 47 の合計 63 名と記述されている。

37)

前掲「［創設経緯］」には，警察本署と同時に青島市内外に 7 つの派出所が設置されたと記述さ

れているが，滄口と四方については記載されていない。
38)

｢山東返還条約」第 7 条には，日本人居留民団体用(1)，日本人会，静岡町 10 号，土地建物一

切 (附図青第 10 号) が指定される。
39)

前掲「
［創設経緯］
」(
『外警』第 38 巻，173 頁)。

40)

外務省令第 14 号「在外帝国領事 官 管轄区域中改正ノ件」(『官報』号外，1922 年 12 月 10 日

[ママ]

付)。
41) 勅令第 508 号「在外公館費用條例中改正ノ件」(『官報』号外，1922 年 12 月 10 日付)。
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外務次官宛憲兵隊司令官，1922 年 12 月 23 日，通報要旨「青島還付直前ノ治安状況 (青島憲
兵隊報告)」の「附録」(『外警』第 38 巻，178 頁)。

43)

前掲「青島還付直前ノ治安状況 (青島憲兵隊報告)」の「附録」(
『外警』第 38 巻，178 頁)。

44)

前掲「青島還付直前ノ治安状況 (青島憲兵隊報告)」の「附録」(
『外警』第 38 巻，178 頁)。

45)

『外警』第
前掲「青島還付直前ノ治安状況 (青島憲兵隊報告)」中の「第三 東華旅社ノ会合」(

38 巻，175〜176 頁)。
46)

｢派出所設置ニ関スル支那側ノ抗議」
，及び内田外務大臣宛在青島総領事森，1923 年 1 月 8 日，

報告要旨「警察派出所設置ニ関シ支那側抗議ノ件」(
『外警』第 38 巻，184〜185 頁)。なお，中
国側からの最初の抗議は，青島総領事館から中国当局宛に領事館警察の派出所を市内外に設置し
てよいかとの架空の照会に回答するかたちで申し入れられている。
内田外務大臣宛在支公使小幡，1923 年 2 月 12 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置

47)

ニ対スル支那側抗議ノ件」中の甲号照会 (
『外警』第 38 巻，185〜186 頁)。
48)

前掲，1923 年 1 月 8 日，報告要旨「警察派出所設置ニ関シ支那側抗議ノ件」(
『外警』第 38 巻，

184 頁)。
49)

当時の「在支那国公使館」(北京) の出先外交官には，小幡酉吉 (特命全権大使)，吉田伊三郎
(大使館参事官・臨時代理公使) たちが在勤していた。
前掲，1923 年 2 月 12 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那側抗議ノ

50)

件」中の乙号回答および丙号「青島ニ於ケル日本領事館警察派出所問題」。及び，内田外務大臣
宛在支公使小幡，1923 年 3 月 23 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那抗
議ノ件」中の乙号照会 (
『外警』第 38 巻，185〜195 頁)。
51)

前掲「派出所設置ニ関スル支那側ノ抗議」。すなわち，
「十二月十六日支那側ニ於テハ恰モ当館

ガ支那側ニ対シ，当総領事館警察官派出所ヲ市内外ニ設置然ルヘキヤ否ヤニ関シ曩ニ照会シタル
ガ如ク装ヒソレニ対スル回答ノ形式ヲ以テ本件ハ承認致シ難キ旨申入レ来リタルニ付，警察官派
出所設置ノ如キハ領事裁判権ニ基ク当然ノ帰結ニシテ，本件ニ関シ改メテ支那側ノ諒解ヲ求メタ
ル事実ナキ旨回答シ，支那側ノ抗議ハ之黙殺スルコトトセリ」(
『外警』第 38 巻，184 頁)。
52)

前掲，1923 年 2 月 12 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那側抗議ノ

件」中の丙号「青島ニ於ケル日本領事館警察派出所問題」中「第二，青島ニ於ケル日本警察権行
使ノ限界」(
『外警』第 38 巻，190 頁)。
53)

前掲，1923 年 3 月 23 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那抗議ノ件」

中の甲号照会 (『外警』第 38 巻，191〜192 頁)。
54)

｢国民政府接収前外交部，政 1 第 132 号，青島日警案」中華民国 11 年 12 月起 12 年 12 月止
(「外交部档案清査，北字第 2048 号，福州青島延□案，日警三冊」
，中華民国外交档案，中華民国
44 年 10 月所収)。

55)

前掲，1923 年 2 月 12 日，請訓要旨「青島ニ於ケル我警察派出所設置ニ対スル支那側抗議ノ

件」中の丙号「青島ニ於ケル日本領事館警察派出所問題」中「第二，青島ニ於ケル日本警察権行
使ノ限界」の「備考」(
『外警』第 38 巻，190 頁)。ここでは看板の取扱いについて，
「但外交政
策上体面ヲ重ズル支那官民ノ感情緩和ノ方便トシテ看板ヲ外スガ如キハ場合ニ依リ機宜ノ措置ナ
ルベキカト思考セラルルモ支那人ハ之ニテ満足セズ更ニ警察派出所全体ノ撤去ヲ迫リ来ルノ恐ア
ルニ付容易ニ我方当初ノ主張ヲ譲歩スルヲ得ズ」と報告されており，現地での膠着した対応がう
かがえる。また前掲の 1923 年 1 月 8 日，報告要旨「警察派出所設置ニ関シ支那側抗議ノ件」で
も派出所問題について「事実之ガ撤廃ヲ為スハ固ヨリ不可能ニ有之」とするが，中国世論の硬化
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や現地日本人被害への懸念を背景として「尤モ近キ将来或ハ派出所ノ看板ダケヲ撤去シ一定ノ目
印アル電燈ニ取替フル位ハ別ニ差支無之ヤニ考慮中ニ付」との認識が示されている。
56)

在支公使代理吉田宛内田外務大臣，1923 年 5 月 3 日，電報要旨 (
『外警』第 38 巻，194 頁)。

57)

内田外務大臣宛在青島総領事森，1923 年 3 月 30 日，報告要旨「警官派出所看板撤去ノ件」
(『外警』第 38 巻，194 頁)。

58) 植田捷雄『在支列国権益概説』(厳松堂書店，1939 年 6 月)。
59)

英修道『支那に於ける外国権益』(慶応出版社，1941 年 5 月)。

〔筆者注〕

本稿で引用したすべての史料には，句読点・濁点を適宜補った。また，史料上の下線は
すべて筆者が加えた。
｢支那」「満州」などの表記については歴史的用語として使用し，
「 」を省略して記述
した。
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日本の第一次世界大戦への参戦により青島守備軍が占領行政を行っていた中国・山東半島の
旧ドイツ膠州湾租借地は，パリ講和会議での山東問題を経て，ワシントン会議開催中の 1922 年
2 月に日中間で締結された「山東懸案解決ニ関スル条約」によって中国への返還が決定される。
しかし，条約にもとづいて膠州湾租借地における全ての行政権の中国返還と軍事撤退を行った
後に，返還後に新設された青島総領事館に新たに日本警察 (外国警察) が設置されて市内外で
派出所が活動したことは，新たな外国特権の設定を禁止するヴェルサイユ条約やワシントン条
約に則して「条約違反」を主張する中国側と，不平等条約である日清通商航海条約に規定され
る「領事裁判権に付随する権利」との治外法権を根拠として主張する日本側との間で，「主権侵
害」「条約違反」をめぐる対立に発展する。本稿では，中国における外国警察の駐留をめぐる国
際議論について，ワシントン極東会議での治外法権撤廃問題に関する欧米列国，日本，中国の
認識を検討し，条約に明記された「領事裁判権」及び「協定関税」以外の外国権力の行使は
「主権を制限」するものとして即時撤廃すべきことが合意され，これにより中国で列国が行使し
ていた郵便，通信，軍隊，鉄道守備隊，警察などの外国特権は治外法権としての根拠を失った
こと，そのなかで特に「外国警察」については外国軍隊と同様に「外国軍事力 (armed force)」
として撤退することが合意されたことなど，第一次世界大戦後の国際秩序転換期の東アジアで
のヴェルサイユ=ワシントン体制において模索された脱植民地化をめぐる問題について考察を
行った。さらに，ワシントンでの山東返還の決定を引継いで北京で行われた日中間の「山東懸
案細目協定」の交渉経緯の検討を通して，(1)返還交渉中に日本が青島に新たに領事館警察を設
置したこと，(2)その際には「領事裁判権に付随する権利」という治外法権が領事館警察の根拠
として再設定されたこと，(3)この時に再設定された根拠が 1930 年代の日本の大陸進出におけ
る根拠に影響したこと，を明らかにしたことからは，1920 年代以降に東アジアで展開される治
外法権撤廃要求や植民地支配批判を考察する際の視点としていくことを期待できるのではない
かと考える。
キーワード：山東問題，第一次世界大戦，ヴェルサイユ=ワシントン体制，治外法権 (領事裁
判権)，山東懸案細目協定交渉 (北京)

Summary
Following up on discussions of the Shandong problem at the Paris Peace Conference several
years earlier, in February1922 during the Washington Conference it was decided that the
Jiaozhou concession zone, a former German possession which Japan had occupied and
administered during the First World War, would be returned to China in accordance with the
ʻTreaty concerning Unresolved Issues in Shandongʼ between Japan and China. However, after
the return of administrative control to China and the withdrawal of military forces from the
Jiaozhou concession zone in accordance with that treaty, Japan stationed polices forces there in
connection with the establishment of the new Japanese consulate-general in Qingdao. The
Chinese side opposed this move as a violation of agreements made at Versailles and Washington
that prohibited the creation of new special privileges for foreign powers in China. The Japanese
side, however, contended that its actions were based on agreements reached in the unequal
China-Japan commercial treaty of 1896, which recognized the ʻspecial rights of Japanese consular
jurisdictionʼ and the principle of extraterritoriality. Thus, a dispute emerged between the two
nations concerning the nature of ʻsovereignty infringementʼ and ʻtreaty violationsʼ in the
Shandong region. This article reconsiders problems concerning the process of decolonization as
related to the Versailles-Washington system in East Asia during the turning point era at the end
of the First World War. It does so by examining the understandings held by Japan, the Western
Powers, and China concerning the problem of the abolition of extraterritoriality, with a focus on
international disputes concerning the stationing of foreign police in China, as handled at the
Washington Conference on the Far East. It also considers discussions of the immediate abolition
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of those foreign privileges that were perceived as limitations on Chinese sovereignty, in that they
operated beyond those rights clearly stipulated by treaty such as consular jurisdiction and agreed
tariffs. In relation to this, the article also examines the issue of separating those rights exercised
by foreign powers in China related to postal and communication systems, military forces, railway
guards, and police from a basis in extraterritoriality (especially when it came to the withdrawal
of police forces that operated in ways very similar to military forces). Finally, through an
examination of the course of negotiations between China and Japan concerning the “Detailed
Agreement on Pending Issues in Shandong” following the decision at Washington to restore
Shandong to Chinese rule, this article brings to light 1) how it was that Japan set up a new
consulate-general in Qingdao during the negotiations, and 2) how doing so re-established the
notion of extraterritoriality as the basis of the consular police in so far as it was a privilege
connected to consular jurisdiction, and 3) how that development had an influence on the
foundations of Japanʼs continental advance during the 1930s. In so doing, the article suggests that
these issues are a useful vantage point from which to reconsider the nature of claims for the
abolition of extraterritoriality and criticisms of colonial rule in East Asia during the 1920s.
Keywords : Shandong problem, First World War, Versailles-Washington System, extraterritoriality
(consular jurisdiction), “Detailed Agreement on Pending Issues in Shandong” negotiations (Peking)
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