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は　じ　め　に

1912年に成立した中華民国は、その建国後まもなく、外モンゴルとチベットの「自治」

を認めなくてはならなかった。それぞれに大きな利害関係をもつロシアとイギリスの圧力

に屈したからである。そのため従来、この事件は中国民族主義とそれが保有すべき「辺境」

に対する「帝国主義」の「侵略」の典型的事例として、位置づけられてきた。

ところが近年、中国の革命史観の退潮と民族主義の相対化によって、そうした解釈も批

判されている。具体的には、中国の立場のみにとどまらない国際関係の観点から分析をく

わえる研究が進展した。とりわけ、列強の果たした具体的な役割のみならず、チベット・

モンゴル自身の志向と利害、主体性と政策方針が判明し、それに対する抑圧者としての中

国、という側面もはっきりしてきた（1）。

こうした研究成果の蓄積で、清末民国初期の外交関係・国家体制は、急速にそのくわし

い実像を鮮明にしつつある。これまでは一方的に中国の立場でしか見えなかった「辺境」
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の史実が、より複眼的多角的に理解できるようになった（2）。

しかしその反面、中国じしんの利害・志向に関しては旧態依然、ごく大づかみな解釈に

流れる傾向が否めない。外国と「辺境」の立場・意図に対する解明がすすんだ分、それだ

けいっそう、中国の側に対する理解も深まらねばならないだろう。

そこで本稿では、清朝最末期から民国建国当初にかけてのチベットに着眼することで、

その課題の解決に接近したい。清朝が崩壊滅亡する過程のなか、チベット・モンゴルは清

朝／中国のもとから離反する動きを強め、イギリス・ロシアの勢力がそれに絡んでくる。

その事実経過じたいは、多くのすぐれた研究で、おおむね解明されたといってよい。ただ

しチベット・モンゴル離脱の契機となったのは、清朝／中国の干渉・支配の強化である。

決してその逆ではない。では、そのように先んじた中国側の態度と行動は、いかなる経緯

で生じたのか。その事情については、いまなお不明なところが多く、概括的な説明にとど

まっているといわざるをえない。

以下においては、チベットと外モンゴルの「自治」達成という事件を手がかりとして、

チベットをめぐる中国とイギリスの外交交渉に考察の焦点をあわせる。そのうえで、

1913年までのおよそ十年間の過程をさかのぼりつつ、いくつかの事件を重点的にとりあ

げて検討することで、対英交渉にかいまみえる中国の姿勢と認識、およびその変化と転機

を考えてゆきたい。

Ⅰ　露中宣言とシムラ会議　

1910年代の前半、外モンゴル・チベットが事実上、北京政府から離れて「自治」の体

制をとったのは、それぞれに国際的な承認を得たことが、決定的な要因となっている。前

者は1913年11月5日の露中宣言、後者は1914年4月27日に英・中・藏の間で条約案に仮

調印したシムラ会議である。

関連する露中宣言の規定は、第一条、ロシアは外モンゴルに対する中国の宗主権を承認

する、第二条、中国は外モンゴルの自治を承認する、そして交換公文の第一条、ロシアは

外モンゴルが中国の領土の一部であることを承認する、という条文である。

これに対し、最終的に民国政府が承認を拒否し、1914年7月3日にイギリスとチベット

との間のみで調印したシムラ会議の条約案の関連規定は、中国とイギリスはチベットに対

する中国の宗主権を承認し、外チベットの自治権を認める、中国はチベットを省にせず、

イギリスはチベットのいかなる地方をも占拠しない、という第二条、および、チベットが

中国の領土の一部であることを承認する、という交換公文第一条である（3）。
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一読して明らかなように、両者ほぼ同文の趣旨・文言であり、ロシア・モンゴル関係と

イギリス・チベット関係、それぞれの動向が密接に関連していたことをうかがわせる。た

んに時系列的な前後関係からみれば、露中宣言・露蒙関係がシムラ会議・英藏関係のモデ

ルになったように解せられる。確かにそれを否定はできないけれども、そればかりではな

い。というのも、露中宣言の枢要な部分は、チベットをめぐる中・英の交渉と深く関わっ

てできあがったものだからである。

露中宣言の交渉進展・条文確定のプロセスは、従前の研究でくわしく明らかになってい

る。その交渉は1912年11月から開始され、翌年5月末でいったんまとまりかけた。ところ

が7月になって、ロシア側がにわかに態度を転換、硬化させて、5月末時点の案文を大幅

に改めて交渉に臨んだ。その新たな案文が基礎となって、露中宣言がまとまったのである（4）。

1913年5月末の旧案文の内容は、以下のとおりである（5）。

ロシアはモンゴルが中国領土の完全なる一部分であることを承認する。

この領土関係から生じる中国のこれまでの種々の権利を、ロシアは尊重する。

中国はモンゴルがこれまで有してきた地方自治制度を変更しないことを保証する。

この文面に反対したのが、元ロシア駐華公使コロストヴェツ（И. Я. Koростовец）である。

かれは前年11月3日に露蒙協定を結んで、「モンゴルの自治」を約したロシア側の代表で、

その後もフレー（現ウランバートル）に駐在して、一貫してモンゴルとの交渉にあたってき

た（6）。そして翌13年6月、ペテルブルグにもどったさい、外相サゾノフ（С. Д. Сазонов）

にこの案文の修正を進言したのである。

ではなぜ、コロストヴェツは修正を求めたのか。かれ自身の説明を聞いてみよう。

第一条でロシアが、モンゴルを中国の構成部分として、言い換えれば、モンゴルに対

する中国の主権を、承認している。ロシアはかつてモンゴルに警告し、自制して中国

の宗主権を承認するよう勧めた。なのに今、自らの条約で、これまで幻にすぎなかっ

たモンゴルに対する中国旧来の権利を確定してしまおうとしている。ロシアが裏切っ

て、モンゴル人を中国にひきわたそうとしている、とモンゴル人が疑ったのも無理は

ない（7）。

上のような条文では、モンゴルに対する中国の「主権」を承認したにひとしいので、禍根

を残すというにある。注目すべきはコロストヴェツが、「中国領土の完全なる一部分である」
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という趣旨が、とりもなおさず中国がモンゴルに対する「主権」を有するにひとしい、と

みなしたことであり、これは正確に中国側の意図を見抜いていた。かれはそれを実体のな

い、「幻の権利（призраченые права）」だと断じたわけである。

それなら、コロストヴェツはそれをどう改めようとしたのか。ひきつづきその説明を聞

こう。

わたしはかれらにウルガ（現ウランバートル）の事態を聞かせ、なおも外務省の中国

との合意企画に反対する意見と論拠を述べ、さらに主権の不可なることを強調して、

イギリスの例をあげた。イギリスはチベットに関する談判で、「主権」ではなく「宗

主権」を承認する用意がある、と明言していたからだ。……ココフツォフはわたしの

話をじっくり聞いたうえで、サゾノフに書き送ることを約束した（8）。

こうしたコロストヴェツの説得が効を奏して、ロシアの方針は転換し、第一条に「宗主権

を承認する」という文言が入って、それが露中宣言の原型となった。そのあたりのいきさ

つも、すでに解明ずみに属する（9）。

注目すべきは、かれがイギリス・チベットの例を引いて、それにならった、としている

ところである。イギリス本国政府は当時、チベットをめぐる中国との条約草案を作成して

いて、その第一条に「チベットは中国の主権ではなく、宗主権のもとにある（Tibet is un-

der the suzerainty, but not the sovereignty, of China）」との文面があった（10）。それがのちに、

シムラ会議でイギリス側が提示した原案ともなる（11）。コロストヴェツが「イギリスの例」

というのも、直接にはそれを指すものだろう。

文言とその構成からみて、シムラ会議の条約案がおおむね、露中宣言を下敷にしたこと

はまちがいない。またイギリスの外務省が、ロシアの交渉をモデルとすべきだとして、ずっ

と注視していたことも、事実である（12）。しかし実際に決まった、その露中宣言の「宗主権」

規定、およびそれにまつわる術語の意味内容・概念規定は、むしろチベットをめぐるイギ

リス・中国の交渉過程に由来していたわけである。

だとすれば、チベットそれ自体はもとより、モンゴル独立問題を考える場合も、チベッ

トをめぐる交渉、あるいは関係国の姿勢を抜きにしては、理解できないことになろう。そ

こにチベット問題をとりあげなくてはならない理由が存する。
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Ⅱ　1912年8月17日のメモランダム　

シムラ会議はモンゴルをめぐる中露交渉がひとまずおわってから始まったものだが、会

議の開催、あるいは新たな条約交渉の開始は、もっと早くに中英間で合意されていた。そ

の直接の契機となったのは、1912年8月17日にイギリスが民国政府に手交したチベット

の政治的地位にかかわるメモランダムである。

この文書をめぐっては、これまで立ち入った研究がほとんどなかった（13）けれども、本

稿の関心からすれば、見のがすことはできない。そのもっとも重大な第一条・第二条をか

かげよう。

第一条　イギリス政府は中国のチベットに対する「宗主権」（“suzerain rights”）を正

式に認めたけれども、中国がチベットの内政に干渉する権利を認めたことはないし、

認めるつもりもない。チベットの内政は諸条約で期するようにチベット政府の手中に

あるべきものだが、1906年4月27日協定第一条にもとづき、条約規定をしかるべく

履行するのに必要な措置をとる権限をイギリスと中国は有しており、それに服するも

のとする。

第二条　以上の理由により、イギリス政府はこの二年、チベットであらゆる行政権を

掌握しようとした中国官憲の行為に、また4月21日の「チベットは中国各省と同じ立

場にあるとみなすものとする」、チベットにかかわる「あらゆる行政は内政に属する」

という袁世凱大総統の命令に、全面的に異議をとなえなくてはならない。イギリス政

府はそうしたチベットの政治的地位の承認は正式に拒否する。……（14）

このメモランダムは直接には、四川都督尹昌衡が駐藏軍を救出するため計画した西征軍

のラサ進攻に、イギリスが抗議して、民国政府に申し入れたものである（15）。しかしその

根底には、イギリスの一貫した中華民国の対チベット政策に対する不信があった。第二条

にふれるとおり、この文書は1912年（民国元年）4月21日に袁世凱が発布した大総統令

に反駁しているからである。そのくわしい内容やいきさつについては、後述に譲ろう。

このメモランダムに対し、中国側は同年の12月になって、ようやく正式に回答した。

そのやりとりのはしりをみてみよう。まず外交部次長の顔惠慶が12月16日、駐華公使

ジョーダン（John Newel Jordan（ ）と会見しており、イギリス側の記録によって、その会談

の要点をおさえることにする。漢文テキストの記録もあるが、さしあたって問題になるよ

うな出入はみあたらない。
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顔「中国政府は1906年協定の第二条の規定によって、チベットの内政に干渉する権

利を有するものと考える。そこで中国は、チベットに対する他国の干渉を許さない、

と約したが、自国が干渉しない、とは約していない。それは必ずしも中国がその権利

を行使するつもりであるということにはならないけれど、中国は条約にしたがってそ

の権利が存在することを主張する」

ジョーダン「イギリス政府はそんな解釈は受け入れられない。しかもそれは、中国が

チベットの現状を変える意思がない、と清朝以来、くりかえし口頭でも書面でも約束

してきたことにまったく矛盾している」

……

顔「現行の条約はどの点で、新たな条約に代えねばならないほど不十分なのか」

ジョーダン「そんなことは議論の余地がない。中国政府の最近のやり口はインド国境

地帯を混乱に陥れており、その攻撃的な政策はイギリスと独立した条約関係を有する

国の統合を毀損するので、もはや忍耐の限界である」（16）

民国政府外交部として正式な書面の回答を出したのは、12月23日であるが、要点はほぼ

上の顔惠慶・ジョーダン会談につきているので、その紹介は省略にしたがう（17）。

ジョーダンはこうした外交部の態度を説明して、「中国は条約上、何の制限もなく、チベッ

トに対する行政の全権（full powers of administration over Tibet）を有するとしており」、さ

らに「チベットの省化（to convert Tibet into a province of China）をめざすというのが、民

国の意図なのは明らか」で、それは「チベットの現状、すなわち既存の行政を改めないか

ぎりにおいて、チベットにおける中国の条約権利を承認し、そこでの中国の行動を妨げな

いようにする」というイギリスの姿勢とまったく逆行する、とイギリス本国の外務省に伝

えている（18）。イギリスとしては、中国側の条約解釈とそれにもとづく政策は、まったく

受け入れられるものではなかった。そのために新たな条約を締結し、そこでチベットの政

治的地位を明確に決めておく必要があったのである。

イギリスは条約交渉に入るにあたって、このメモランダムの趣旨を下敷にしようとした。

そこでジョーダンは翌年1月末、外交総長陸徴祥と会見し、そのあたりの打診をしている。

イギリス側のその会談記録の一節に、次のようにある。

陸「国務院は早期の決着を望んでいるが、唯一深刻な問題は第一条に入れられている

「宗主権」（“suzerain rights”）という表現である。「宗主」（“suzerain”）ということば

は、これまでのとりきめに使われたことがないし、唐紹儀もかつての交渉で反対した
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ものだ」

ジョーダン「イギリス政府はおそらく、チベットに関し中国の「主権」（the “sovereign”g

rights of Chinag ）を認めることはできまい。なぜならそれを認めれば、中国はただち

にその属地（the dependencyy）を中国の省として併合してしまうことになるからだ」

陸「それでは、「宗主」という表現を省略し、何の形容もない「権利」ということば

を残してはどうか」

ジョーダン「ご意見はうかがったので、すぐに熟慮したいと思う」（19）

この会談には、中国側の漢文の記録もあるものの、下線部のジョーダンの「主権」解釈に

関わるくだりがない。おそらく故意に落とされたものだろう。逆に漢文テキストには、英

文の記録にない以下の一節がある。

陸「私見では、もし宗主権（上邦權）という名詞を用いると、参議院はきっと政府が

権利を喪失した、といって大いに攻撃を加えてくるだろう」

ジョーダン「貴国がどんな権利を喪失するというのか。実際のところ、今回の条約締

結は、中国がすでに失ったこれまでの権利をとりもどすものである……」（20）

この会談でイギリス側は、新たに目前の実務的な問題として、チベットの境界画定をも

ちだした。周知のとおり、それがのちにシムラ会議の中心議題、また最終的な決裂の主因

ともなる。中国側はイギリスと条約を結び、「チベットの現状」を「改めない」と約して

おきながら、辛亥革命以前から継続して、東チベット（カム）に「改土歸流」を施し、そ

の地を「川邊」「西康」として分離、編入すべく、軍事行動までおこしていた（21）。境界問

題を提起したのは、イギリス側がそんな中国の行動に不信をつのらせ、抑止する必要を痛

感していたからである。そうした双方の対立の、もっとも基底にあるものが、引用した上

のやりとり、および出入の対比で、いよいよ鮮明になる。

それはつまり、中国側がイギリスの主張する「宗主権」を嫌ったのに対し、イギリス側

が中国のいう「主権」を嫌っていたところである。各々の記録に、それぞれをことさら強

調していることで、その間の事情がかいまみえよう。

だとすれば、シムラ会議およびそれ以後の経過は、けっきょくイギリスのいう「宗主権」

が、中国の「主権」を圧伏したことを意味する。それでは、イギリスの主張した「宗主権」

と中国の「主権」の内容は、いったいいかなるものなのか。またそれはどこに由来するも

のなのであろうか。
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Ⅲ　「宗主権」とイギリス

すでにジョーダンが述べているように、イギリスのいう「宗主権」は、「主権」の対概

念であり、それを否定しようとするものである。しかしそれは、イギリスがその意味内容・

定義をはじめから、はっきり定めていたことを意味するわけではない。むしろこの「宗主

権」という術語は、イギリス政府内でもいささかつかみどころのない、統一見解のないも

のだった。その間の事情は、シムラ会議の出発点に位置する8月17日メモランダムの作成

過程において、すでにあらわれている。

このメモランダムは上にも述べたとおり、民国元年4月21日の大総統令に反撥したもの

である。その大総統令は、以下のような文面だった。ひとまず原文で引用しよう。

現在五族共和、凡蒙藏回疆各地方、同為我中華民國領土、則蒙藏回疆各民族、即同為

我中華民國國民、自不能如帝政時代、再有藩屬名稱。此後、蒙藏回疆等處、自應通籌

規畫、以謀内政之統一、而冀民族之大同、民國政府於理藩不設專部、原係視蒙藏回疆

與内地各省平等。將來各該地方一切政治、倶屬内務行政範圍。現在統一政府業已成立、

其理藩事務、著即歸併内務部接管、其隸於各部之事、仍歸劃各部管理。在地方制度未

經劃一規定以前、蒙藏回疆應辦事宜、均各仍照向例辦理（22）。

つまり、モンゴル・チベットを内務部の管轄に帰し、「内地各省」と同等の待遇にするこ

とを命じた内容である。その発布の報をうけたイギリス政府は危機感をおぼえ、まず7月

にインド省が、民国政府に抗議を申し入れる文書を起草した。以下はその前半の一節であ

る。とりあげる出入があるほかは、8月17日メモランダムと同文なので、原文のみ引用し、

その翻訳は註（14）所引の引用文をみていただくこととして、省略にしたがう。

(1) His Majesty’s Government, while they have formally recognised the “suzerain rights” 

of China in Tibet, have never recognised, and are not prepared to recognise[, Chinese 

sovereignty over that country.

(2) His Majesty’s Government do not admit], the right of China to intervene actively in the 

internal administration of Tibet, which should remain, as contemplated by the treaties, in 

the hands of the Tibetan authorities, subject to the right of Great Britain and China, under 

article 1 of the convention of the 27th April, 1906, to take such steps as may be necessary 

to secure the due fulfilment of treaty stipulations.
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(3) On these grounds, His Majesty’s Government must demur altogether (i) to the conduct

of the Chinese officers in Tibet during the last two years in assuming all administrative

power in the country; and (ii) to the doctrine propounded in Yuan Shih-kai’s presidential

order of the 21st April 1912, that Tibet is to be “regarded as on an equal footing with the

provinces of China proper, ” and that “all administrative matters” connected with that

country “will come within the sphere of internal administration.”

His Majesty’s Government formally decline to accept such a definition of the political

status of Tibet, ...
（23）

引用はインド省から送られた外務省の保存記録を載せたものである。註（14）で引いた民国

政府へ手交した文面と比べれば、一目瞭然、（1）（2）あわせて第一条、（3）が第二条となっ

ている。文言にほとんどちがいはなく、［　］内の（1）の末尾・（2）の冒頭を削除しただけ

である。そしてその変更部分がまさしく、「この国に対する中国の主権（Chinese sover-

eignty over that country）」の一句を省略したものであった。

この起草文書は7月19日、もとのヴァージョンのまま、駐華公使ジョーダンに意見聴取

のため送付された（24）。ジョーダンはそれを閲覧して、8月9日付電報で、主旨に全面的に

賛成、なるべく早く中国政府に通告すべし、と伝えている（25）。そのジョーダンが外務省

の指示をうけて、その文書を民国政府に手交したのは8日後の同月17日だが、しかしそれ

は変更したヴァージョンであった。外務大臣グレイ（Edward Grey, first Viscount Grey of 

Fallodon）はインド省から原案を受理した当初から、その変更を考えており、いよいよ手

交にあたって、それを実行に移したのである。かれは変更の理由として、「宗主権と主権

のちがいに関する論争が起こるのを避けるため」だったと説明している（26）。

こうした本国の措置には、インド政庁もジョーダンも不満であった。両者は現場の当局

者として、「主権」に言及しないことの危険を指摘する。中国語の用法では、「主権」と「宗

主権」とは明確なちがいがあって（27）、「中国はつねにイギリスの宗主権承認」を「主権承

認に拡大」解釈しようとしてきたので、この機会に、「イギリス政府の見解を正式の、曖

昧ならざることばで、記録にとどめておくべき」だった（28）、というにある。

外務省はこうした指摘をうけて、ジョーダンに適切な機会をとらえ、イギリスが認める

「宗主権」と、認めてこなかった「主権」との区別を明確にすべし（29）、との訓電を送った。

ところが今度は、ジョーダンがそれに対し、「中国から正式の回答があるまで、「宗主権」

概念の定義に関する議論は、避けたほうがよいと思う」（30）として、イギリスの側からそ

の種の議論に入るのは得策でない、とした。その議論が12月の中国側の回答ではじまり、
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シムラ会議開催につながっていったのは、すでに述べたとおりである。

こうした経過から、イギリス側の「宗主権」「主権」認識がおぼろげながらつかめてくる。

イギリスはいうまでもなく、中国の強大な勢力がチベットに浸透すれば、ヒマラヤ諸国に

動揺がひろがって、隣接するインドの利益にならない、という立場にほかならない。そこ

で反対すべき中国の「主権」には、明確な内容を認識していた。チベットの内政に対する

軍事的・政治的干渉がそれである。このメモランダムのばあい、後文に「干渉」に反対す

るという言辞があるので、グレイ外相は「主権」ということばを省略してもよい、とみな

したのだろう。

それなら、イギリスはチベットを「独立」させればよいように見えるけれども、そうは

いかなかった。それまでチベットに関しては、清朝と条約を一再ならず結んでおり、その

条約の遵守をこそ、イギリスは求めてきた、という経緯があって、はじめからチベット自

体を重視していなかったのである。またモンゴルを介したロシアの影響力拡大も、憂慮さ

れるところだった。そのため清朝、およびそれを相続した民国政府とチベットとの間に、

何らかの統属関係・上下関係は認めざるをえない。

そこで使われたのが、チベットに対する中国の「宗主権」という概念である。そうした

姿勢は、1912年の末までにラサから官吏・軍隊がほぼ駆逐されて、中国の影響力がおと

ろえ、1913年1月、3年前からインドに亡命していたダライラマ13世がラサに帰還し、さ

らにはチベットがモンゴルと条約を結んで（31）、「独立」をとなえた後も、変わるところは

なかった。

後述するように、そもそも「宗主権」という術語を使いはじめたインド政庁の定義によ

れば、

チベットは中国の宗主権下にある自治国家（an autonomous state under suzerainty of 

China）とみなされてきたし、わが条約・通商規則も、チベット人に政権がある、と

規定している（provide for Tibetan administration）。もしチベットが中国内の省に同化

されて（converted into Chinese province）しまっては、その政権も確実に消滅するだ

ろう。チベットは中国本土の一部（part of China proper）ではない、とわれわれは考

えてきた。その見方は中国人自身もとってきたものだし、また中国の列強との条約が

チベットでは有効でない、という事実からもわかる（32）。

という。チベットに民国政府とは別の「自治」政権が存在する、というのが「宗主権」の

ありようなのであり、にもかかわらず、当時の中国は、それを否定しようとしていた。
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ジョーダンが解説するところによれば、清朝は「その衰退期に、チベットに対する宗主権

を事実上の主権とほぼ同種のもの（something closely akin to practical sovereignty）に変質

させることに成功し」、「明らかにその目的の達成が、民国の課題の一つとなっている」（33）。

元来は「宗主権」としか呼ぶことのできないありようを「変質（converting）」させて、

「主権」化させた、それがイギリスの利害にたがう、というわけである。

だからこの場合、「宗主権」にはネガティヴな意味しかない。チベットにイギリスとの

条約を違背させず、なおかつ民国政府の勢力・干渉が及ばないようにする、ということで

ある。イギリスがチベットの「自治」を主張したのも、そのかぎりにおいてであって、北

京政府が「主権」の名のもと、それにまったく逆行する言動をとってきたために、イギリ

スは「宗主権」という概念で対抗した、というのが真相に近い。

したがって「宗主権」でもって、中国のいう「主権」を否定はできるけれども、「主権」

に対置すべき「宗主権」の具体的な定義を、明確に定めることは必ずしもできなかった。

外務省が論争を避けるべく、角の立つ「主権」否定の直截的な文言をことさら落とそうと

したのも、インド政庁・ジョーダンがそれに対する不満を述べたのも、さらにはそのジョー

ダン自身が、民国政府の出方を待とうとしたのも、「宗主権」の実質的内容が、民国政府

のいう「主権」の否定にすぎなかったためである。

Ⅳ　「主権」と中国

中国側に一貫する「主権」の主張とは、すでに陸徴祥の発言でもみたように、「宗主権」

の否定である。その意味内容は、顔惠慶の発言にあるように、「チベットの内政に干渉す

る権利を有する」というにある。民国になってからのチベット政策、一連の軍事活動はも

とより、それ以前の、著名な督辦川滇邊務大臣趙爾豐の「改土歸流」政策・「西康建省」

方針とその実践も、そうした趣旨にもとづいている、とみてさしつかえない。

だとすれば、注目すべきはその法的な根拠として、顔惠慶が「1906年協定」をあげた

ことである。清朝／中国政府のチベットに対する干渉政策は、この時期から、さらにいえ

ば、この協定締結を境にして、本格化したとみなしてよいからである。

1906年協定とは同年の4月27日、清朝の外務部侍郎唐紹儀と当時の駐華公使サトウ

（Ernest Mason Satow）との間で結ばれた条約で、正式には「チベットに関する中英協定

（Convention between Great Britain and China respecting Tibet）」、漢語では「中英新訂藏印

條約」という。もともとその前年、唐紹儀がカルカッタに派遣されて、インド当局とおこ

なっていた条約交渉が中断し、翌年それを北京で再開したうえで、ようやくとりむすんだ
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ものである。このように、経過の概略をみるだけでも、難渋な交渉だったことがうかがえ

よう。

その係争点が実に「主権」「宗主権」にあった。カルカッタでの交渉中断も、イギリス

側がチベットに対する清朝の「宗主権」を承認する、と規定しようとしたのに対し、唐紹

儀が異議をとなえて（34）、「主権」でなくてはならない、として譲らなかったからである。

仕切り直しの北京交渉でも、この争点では折り合いがつかず、けっきょく条文には、「主権」

も「宗主権」も記載されることはなかった（35）。いいかえれば、玉虫色の決着になったわ

けである。だからこの1906年協定を、イギリスの側は自らの主張する「宗主権」の観点

から解釈し、清朝は「主権」でとらえた。ジョーダンと顔惠慶の会談にみえるような見解

の対立は、すでに1906年協定の締結当時から、存在していたものなのである。

当時の清朝／中国の見解をもっともよく代表するものとして、唐紹儀を補佐して条約の

交渉に力をつくし、1906年協定締結後まもなく、「善後」処置のため査辦西藏事件大臣と

してチベットに赴任した張蔭棠の意見がある。重要な原語には傍点を付して、それを正字

で残しつつ、翻訳をこころみよう。

チベットはわが清朝の庇護のもと、手厚い恩沢に浴して二百年あまり、イギリス敵視

の念はきわめて深かったのです。どうして甘んじてイギリスに寝返り、心ならずも従

うことなどありましょうや。けだし全チベットをも制圧しかねないイギリスの脅威が

恐ろしく、しかも主國
0 0

がそれに対抗できるような形勢ではなかったのでしょう。そう

だとすれば、チベットはどこにも頼れるものはなくなり、寝返ってしまうのもやむな

き次第でございましょう。

チベットの地は東西七千余里、南北五千余里、四川・雲南・陝西・甘肅四省の防壁と

なっております。もし不測の事態がおこったら、四省の防衛に追われて寧日ないばか

りか、大局にどれほど関わるか、想像もつかないところがございます。しかも各省の

辺境防衛は、みな大軍で守っております。チベットがひそかに英領インドと内通しま

しては、辺境有事の交渉は、各省とちがったものになりますし、その危険な情勢も、いっ

そう従来とは異なったものとなります。まことに政府首脳のおっしゃるとおり、「チ

ベットの整理は、もはや猶予がならない」のです。ですが「チベットの整理」をおこ

なうには、政權
0 0

を収めねばなりませんし、政權
0 0

を収めるには、兵力
0 0

を用いなくてはな

りません（36）。

この引用文にある「主國」ということばは、具体的には清朝／中国を指すけれども、より
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字面に即していえば、「主権」をもつ国家の謂である。あるいはさらに、後註（51）の引用

文で唐紹儀が説明するように、「主権」そのものをいう。「主権」をもつ中国がイギリスに

対抗できる実力をもっていない、また発揮していないがために、チベットが離反してしま

う、だからチベットに実効ある「主権」を行使しなくてはならない、かくて「政権」接収

と「兵力」行使という末尾の結論になる。

この文章は1906年協定がまとまる前のものであるから、すでにこうした認識をもって、

清朝／中国側はイギリスとの北京交渉に臨んでいたわけで、したがって玉虫色の協定第二

条は、中国側からすれば、当然「主権」行使の見地から解釈することになる。それはつま

り、ジョーダンとの会談でみられた、顔惠慶の解釈にひとしい。

そして、この協定で国際的な承認を獲た、とみたことにより、以後の清朝の対チベット

政策が積極的になってくる。趙爾豐の就任した「督辦川滇邊務大臣」のポストが、協定締

結後まもなくに設けられたことは、その意味で象徴的である（37）。イギリスの利害・主張

を知りつくした張蔭棠が、協定締結直後に赴任したチベットで、「反英態度」の露骨な政

策をすすめた（38）のも、もちろんその一環としてとらえることができよう。

Ⅴ　「主権」の起源

それでは、チベットに対する中国の「主権」とは、いったいどこに由来するのか。それ

が否定すべき「宗主権」とはいったい何なのか。張蔭棠はじめ中国側のどの論者も、中国

に「主権」があることを自明の前提のようにいうけれども、もとよりそれは疑わしい。む

しろそのように強くいわねばならないほど、中国の「主権」とは来歴の浅い、根拠の薄弱

なものだった、とみることもできる。結論をさきにいえば、その「主権」「宗主権」いず

れの概念も、1906年協定を締結する条約交渉のなかで、はじめて生まれてきたものにほ

かならない。

すでに述べたとおり、1906年協定は前年の中英カルカッタ交渉をひきついで結んだも

のだが、そのカルカッタ交渉のそもそもの出発点は、1904年にイギリスがチベットと締

結した、いわゆるラサ条約にある。ラサ条約に抗議した清朝とのあいだで、条約を結びな

おすこととなって、開催されたのがカルカッタ会議だったのである。そのため、そのいき

さつを知るには、ラサ条約から説き起こさなくてはならない。

このラサ条約は1904年9月7日、英領インド総督カーゾン（George Nathaniel Curzon,

1st Marquess Curzon of Kedleston）の命を受けて、チベットに遠征進攻したヤングハズバ

ンド（Francis Edward Younghusband）が、ラサのチベット代表と直接に結んだものである。
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そのラサにはもちろん、清朝の駐藏大臣有泰がいて、かれも立ち会ったうえでの条約締結

だった（39）。

この条約交渉に、清朝中央は反撥した。外務部の有泰に対する訓電には、次のようにあ

る。原語の翻訳が問題となるので、引用は訓読にとどめる。

西藏は我が屬地たり、光緒十六・十九の兩次の訂約は、みな中英兩國より員を派して議

訂せしむ。此の次も自ら應に仍ほ中國と英國に由りて約を立て、番衆を督飭して、隨同

に畫押せしむべし、應に英國と番衆に由りて徑ちに立約を行はしめ、主權を失ふを致

すべからず。開議の始め、當に主權を力爭するを以て、緊要なる關鍵と為すべし……（40）

もともと外務部は、それまでイギリス（インド）にまったくとりあわなかったチベットの

態度が、問題をこじらせたとの見解から、イギリス側との協議に応じるよう勧めよ、と有

泰に命じていた（41）。しかしそれと、条約をチベットが独自に結ぶこととは、自ずから別

の問題で、イギリスとチベットが直接に条約を締結しては、「主權」の喪失になる、と考

えたのである。

もっとも、この「主權」がここまで問題にしてきた「主権」と同義かどうかは、一考の

余地がある。同じ電報をイギリス側は、以下のように英訳した。

Tibet is a dependency of China. The two Treaties concluded in 1890 and 1893 respectively 

were concluded between Great Britain and China after negotiations had been carried on by 

officers appointed by those countries. In the present instance the Treaty should be 

between Great Britain and China, and the Tibetan Government instructed to agree and 

sign.

Great Britain should not conclude a Treaty direct with Tibet, as by that China loses her 

suzerainty, and that lost, her admonitions to the Tibetans will be no avail. This is the 

important idea throughout; explain this point carefully to the British official.……
（42）

さしあたって、二語のみ注目したい。「屬地」を dependency、「主權」を suzeraintyと訳

しており、この翻訳はほかの文書でも共通する。故意の、ためにする誤訳というよりも、

イギリス側はこの「主權」ということばを「宗主権」にひとしいものとみていた、という

ほうが肯綮にあたっていて、いまわれわれが主権といって当然と考える内容を、必ずしも

想定してはいない（43）。
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そのためまず、ヤングハズバンドが「イギリスは中国の宗主権を尊重してきた（respected

suzerainty of China）」し、「条約締結の折、チベット人に有泰の目前で、イギリスは中国

の宗主権を認めた、とはっきり宣言した」と清朝側の有泰に説明しており（44）、立ち会っ

た当の有泰も、ラサ条約は「中國の主權」にさしつかえないように思う、と述べている（45）。

イギリス側はしたがって、さほどに事態を重大視していなかった、といってもよい。む

しろ清朝中央が何に反対しているのか、よくわからずに当惑している、といった状態であっ

た。そこで駐華公使サトウが、北京で外務部に打診を試み、外務部総理大臣である慶親王

奕劻と会談を重ねている。1904年9月23日の会談で、ラサ条約の締結と内容について、

ひとまずの了解をみ、そのうえで清朝政府と再交渉することでも合意された（46）。イギリ

ス側はそのため、その主張する「宗主権」がほぼ、清朝側にも受け入れられたものだと思っ

ていた。

ところがその後、11月11日の会談では、次のようなやりとりが交わされる。

サトウ「西太后の誕生日にチベットを省にするという噂が流れている」

慶親王「これまでそんなことは考えたことがない」

サトウ「それを聞いて安心した。チベットをめぐる中英間の交渉中にそんなことがお

こっては異常きわまりない」

慶親王「それは議論されたこともない」

……

サトウ「中国とチベットの関係を表現する正確な術語は何か。英語では中国はチベッ

トの suzerainと表現する。漢語ではどういうのか」

慶親王「そんな術語は存在しない。チベット人は中国皇帝を「皇上」とよび、外国の

ように「大皇帝」とは呼ばない。suzerainという語は「上國」という意味である。ダ

ライラマより皇帝が上位にあるのは「勅書」で任命するところからもわかる」

サトウ「明代でも日本の将軍に「勅書」が与えられたのではなかったか」

慶親王「そう思う。しかしその場合は、中国が日本に対する主権（sovereignty over

Japan）をとなえた、という意味ではなく、小国に対する大国の行為であるにすぎない」

サトウ「中国はモンゴルで、土地と人民が中国に従属する、と考えているのか」

慶親王「しかり」

サトウ「チベットはどうか」

慶親王「モンゴルとまったく同じである。乾隆時代にチベットで軍事作戦をおこなっ

たことがあり、チベットを服属させたといってよい」（47）
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ここで注目すべきは、二点ある。ひとつは、清朝側でチベットに対する省制施行の意向が、

どうやら存在していたらしいことである。慶親王はこの会談では、「議論されたこともない」

と否定するものの、イギリス側は那桐・伍廷芳ら外務部の首脳から、そうした「噂」を耳

にしていた（48）。だとすれば、清朝側は省制施行もふくめたチベット支配の強化に対し、

イギリスの出方がどうなのか、探っていたようにも思われる。

いまひとつは、それまで確かに「主權」という漢語があったにもかかわらず、チベット

に対する清朝の地位をあらわす術語が、「存在しない」と慶親王がいっていることである。

しかもそれは、サトウがとりあげた suzerainをむしろ否定する方向で述べている。

この二点は、おそらく無関係ではなかっただろう。いいかえれば、清朝の側でこのとき、

「主權」の意味内容をイギリスのいう「宗主権」として容認してきた、従前の姿勢がかわ

りつつあった、ともみなしうる。

それがはっきりするのは、1904年11月にイギリスとの交渉にあたる全権として任命さ

れた唐紹儀の登場によってである。サトウはその唐紹儀と11月28日に会談している。そ

こで前者がくりかえし、「ヤングハズバンドの言明は、イギリスが清朝の宗主権を完全に

承認している十分なあかしだといった」ところ、唐紹儀は「中国の対チベット関係を表現

するのに、「宗主権 suzerainty」は正しい術語ではなく、よりふさわしいのは「主権 sover-

eignty」だ」と答えた（49）。

イギリス側の記録によるかぎり、サトウはこれには直接こたえていない。またこの文書

はインド当局にもまわったはずであるが、当時さしたる反応はなかった。しかし翌年のカ

ルカッタ会議での条約交渉で、唐紹儀がこの「主権」概念をもちだして、イギリス・イン

ド側の主張する「宗主権」に徹頭徹尾、反対したことから、双方の対立がついに表面化し

たのである。

唐紹儀はサトウに対しては、「主権」の根拠として、

ウルガと同じく、チベットにも清朝の駐在官（a Chinese Resident）がいる。いずれも

チベット仏教僧（Lamas）がその人民を治め、徴税をしているから、チベットはモン

ゴルと同じ意味において、清朝の一部（a portion of the Chinese Empire）なのである（50）。

と述べる。チベットはモンゴルと共通するから、両者とも「清朝の一部」であり「主権」

がある、という論理とおぼしいが、しかしこれだけでは、どうも曖昧であり、また本人の

百パーセントの本音だとも思えない。

そこでカルカッタ会議中に、かれが本国外務部に送った書翰をみてみよう。前註（36）と
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同様、重要な原語に傍点を付し、それを正字で残して引用する。

上國
0 0

の二字は英文で suzeraintyといい、訳せばその管轄するものを屬國
0 0

とするが、と

ころが屬國
0 0

というのは自ら民を治めることのできる権限をもっている、というもので

ある。もし上國
0 0

だとこちらからみとめてしまうと、チベットを遠ざけ、むかしの朝鮮・

ベトナム・琉球・ビルマと同じになってしまう。主國
0 0

の二字は英文で sovereigntyと

いい、訳せば臣民が至尊の地位に推戴したものであり、あらゆることを定めるのにそ

の管轄に帰する、というものである。だから争わねばならないのは主國
0 0

であり、チベッ

トを省と同じ扱いにして、主權
0 0

が外に移らないようにしなくてはならない。さきの会

議でフレイザーは、チベットは清朝に屬
0

す、とみとめた。しかしその屬
0

には、屬國
0 0

と

屬地
0 0

の区別がついておらず、もともと同じ英単語である。案の定のちにかれは上國
0 0

の

二字をもちだしてきたのだ。全力で逐一反駁してきたが、かれは「清朝はチベットに

は主國
0 0

の義務をつくすことができてこなかった。だからその権利を享受することはで

きない。もし中国がチベットにキチンと主國
0 0

の義務を果たしていたら、イギリスはさ

きの条約で受けたはずの権利をとりもどすため、チベットに遠征しなくてもよかった

はずだ」といって譲ろうとしない（51）。

これでその企図がよくわかるだろう。「上國」suzeraintyで不可なのは、それがチベット

を「屬國」と同じくし、かつての朝鮮・ベトナム・琉球・ビルマのように、他国のものと

なってしまいかねないからである。唐紹儀は長らく「屬國」の朝鮮に駐在し、現地でその

「独立」を見とどけた人物でもあった（52）。清朝から離脱した朝鮮は、このときすでに日本

の手中にある。それだけに「屬國」の末路に対する危惧は、誰よりも痛感していたにちが

いない。

チベットに対する「上國」suzeraintyでは、その二の舞になる可能性がある。それを防

ぐには別の概念を適用して、あらたな関係をむすばねばならない。そこでかれがもちだし

たのが「主國」sovereigntyであり、チベットをはっきり「省と同じ扱いに」するともいっ

ている。以後の張蔭棠にしても趙爾豐にしても、あるいは民国の顔惠慶にしても陸徴祥に

しても、この唐紹儀のコンセプトを踏襲、実践したにすぎない。そして唐紹儀の登場以前

に、「主権」概念が実効ある形で、このように定義されたことはなかったのである。
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Ⅵ　「主権」と「宗主権」　

さきに引用した唐紹儀の書翰の末尾にもあるように、イギリス側は唐紹儀の「主権」概

念を受け入れようとはしなかった。そもそもイギリス側、あるいは交渉にあたったサトウ

からしてみれば、中国側のいうチベットに対する地位は、さきは「宗主権」だったのが、

突如「主権」になったわけで、前後矛盾なのは明らかである（53）。

そんな「主権」をもし受け入れたなら、「あらためて中国の直接責任という虚構（the 

fiction of Chinese direct responsibility）を設定して、さきの遠征を不可避ならしめた情況を

復活させてしまう」、というのが、たとえばインド政庁の言い分である（54）。つまり基本的

な立場は、北京とラサの間に存在する関係は「虚構」なのであり、それをいいあらわそう

としたのが、「宗主権」という表現であった。

その出発点は、ヤングハズバンドの遠征を決めたインド総督カーゾンの考え方にある。

すでにすこぶる著名な史料ではあるものの、やはり確認しておかねばならない。

われわれはチベットに対する清朝のいわゆる宗主権を政体上の虚構（a constitutional 

fiction）、つまり双方の便宜のために維持されてきたにすぎない政治的擬態（a politi-

cal affectation）だとみなす（55）。

チベットとの「直接」交渉にふみきったのも、その認識からであった。イギリス側の考え

る「宗主権」概念の意味内容が必ずしも一定せず、中国側の言動に対する反駁に終始する

結果になったのも、元来から「虚構」「擬態」を指した、換言すれば、実体のないことばだっ

たからである（56）。ともかくも北京政府はチベットに対しては、中国十八省のように「完

全な主権（full sovereignty）」もなければ、あるいは新疆のように「直接の施政（direct ad-

ministration）」を及ぼしてもいない、チベットは「事実上の独立（practical independence）」

の地位にあるから、イギリスとの条約を守らせるには、北京政府を通しても効果は期待で

きない、という意味内容である（57）。

清朝の当局者が反対していたのも、この「直接」交渉であった。しかしその反対は当初、

むしろ「直接」交渉という行為のみに向けられていた。かれらがその時となえた「主權」

という術語の意味は、その点でイギリスの措定する「宗主権」でも、さしつかえなかった

のである。

ところがその概念は突如、転換した。同じ用字で「宗主権」概念そのものを否定する内

容に変わったのである。それが新しい「主権 sovereignty」にほかならない。「宗主権」と
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いう概念は、当時の漢語では「上國」「上邦」と訳し、その相手は「屬國」である。すな

わち朝鮮・ベトナムなどと同じになってしまうので、それを受け入れては、チベットもや

がて中国から分離して列強の手中に落ちかねない。そうした危機感がにわかに発生して、

急速に定着した。

その厳密な由来は、未詳である。管見のかぎりでいえば、これは唐紹儀はじめ、那桐・

伍廷芳など、西洋駐在の経験をもち、外交交渉の第一線に立ったことのある外務部の構成

員から、期せずして出てきたものと思しい。とりわけ唐紹儀・伍廷芳・張蔭棠はいずれも

広東人であって、いっそう気脈を通じていた可能性がある。

「主権」概念の転換をうながしたその危機感は、民国になっても継続した。以下の引用

文は、ジョーダンから8月17日メモランダムを受けてまもない9月上旬、外交部内でチベッ

ト・モンゴルに関して、新たな条約を結ぶかどうか、検討された案文の一節である。条約

を締結しないほうが得策だとする論拠にあたる。

列強は東方問題に対し、みな足並みをそろえてくる情勢にある。もし今回、英露両国

が要求してきたからといって条約締結をみとめてしまっては、日本は東三省、ドイツ

は山東、フランスは雲南・貴州と、みな英・露の先例にならって強要してこよう。拒

むには実力不足だし、受け入れてはたちまち瓜分の状態になってしまう。お茶を濁し

てひきのばし、おもむろに主導権を握るようにしたほうがよい。……

ここから、チベット・モンゴルの交渉は、下手な譲歩をすれば、それだけにとどまらず、

中国本土そのものさえ、利権をもつ列強に「瓜分」される事態になりかねない問題だとみ

なされていたことがわかる。当面は雌伏して、将来「内政を整理し国基がかたまったあか

つきに、あらためてモンゴル・チベットを経略すれば、完全な主権が掌握できる」（58）と

も述べており、なればこそ「主権」という術語概念を譲るわけにはいかなかった。「ひき

のばし」たがために、ジョーダンへの回答が12月までずれこんだし、たとえ不利な情勢

になっても、「あらためて」の「経略」は、決してあきらめることがなかったのである。

こうした考え方の根底にあるのは、中国の愛国主義・民族主義創成にともなって生まれ

た「中国の一体性」の観念である（59）。その「一体性」を保持しなくては、たちまち「中国」

はバラバラになって滅亡する、という恐怖心にほかならない。それが辺境・外交という局

面で顕在化したのが、「宗主権」を否定する「主権」概念の生成であり、チベットをめぐ

る1904年のラサ条約から1914年のシムラ会議にいたる過程であったといえよう。
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むすびにかえて─「主権」と「領土」

以上の考察をあらためて、時系列的な史実経過に置きなおして、まとめておこう。

1904年ヤングハズバンドのチベット遠征によるラサ条約は、北京政府とチベットとの

関係を「虚構」とみなす「宗主権」概念にもとづいて締結された。北京政府は当初、その

概念にさしたる異議をとなえなかったけれども、同年11月末までに、新たな「主権」概

念を提示するようになる。

「主權」は中国オリジナルの漢語として、つとに存在する語彙である。その既成表現が

1864年に漢訳刊行された『萬國公法』で、sovereigntyの訳語として用いられた。周知の

ように、当時の日本漢語の、そして現在の主権という概念は、それを語源とする。だから

それまでに「主權」なる術語が、中国になかったわけではない。

しかし実際の用例に即してみると、それは旧来の語義を含み、sovereigntyのみに純化

していなかったために、当時の日本漢語で用い、また現在も普通に使う主権とは異なって、

広汎茫漠な意味であった。逆にいえば、sovereigntyの主権を当時の中国漢語で厳密に表

現するには、「主權」とは別の言い回しをしなくてはならなかったのであり、またそれで

正確に表現しえていたとはかぎらない（60）。だが1904年11月末の段階は、そうした旧来の

語彙概念とは截然と異なっている。

その新たな「主権」とは、イギリス側のいう「宗主権」を、朝鮮やベトナムなど、旧「屬

國」に対する関係だとみなし、それを否定するために措定した概念であり、チベットを中

国十八省と同化する内容を有した（61）。けっきょくこのときは、この「宗主権」「主権」の

対立がおりあわず、1906年にむすばれた清朝とイギリスの条約でも、いずれの術語も条

文に規定されなかったが、清朝側はここから俄然、チベットに対する政治的・軍事的な支

配の強化をはじめる。「主権」概念の実体化であり、消長はありながらも、辛亥革命以後

もかわらず継続した。

そうした動きにイギリスは警戒をつよめ（62）、民国元年8月17日、北京政府にメモラン

ダムを手交した。そこにはあらためて、イギリスはチベットに対する中国の「宗主権」を

承認する、という文面がある。これは北京政府がそれまで実現をはかってきた「主権」を

否定する概念として提示したものである。折しも露蒙協定が結ばれて、外モンゴルの政治

的地位が「自治」という形で定まりつつあり、北京政府はいよいよ苦境にたたされること

になった。翌年、民国政府は露中宣言でモンゴルに、さらにその翌年、シムラ会議でチベッ

トに対する「宗主権」を認めて、両者の「自治」をともかくも容認せざるをえなかった。「宗

主権」を否定するため、追求した「主権」の実現は、果たせなかったのである。
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それでは、民国政府の企図はまったく挫折したのか、かれらのいう「主権」は、全面的

に否定されたのか、といえば、必ずしもそうではない。

以下は外交部内で1912年9月上旬に、イギリスの8月17日メモランダムに対する反論を

検討したさい、提出された案文の一節である。それがただちに、イギリスへの回答にはな

らなかったものの、それだけいっそう、中国側の本音を語っているともいえよう。メモラ

ンダムの第一条に対する反論である。

中国はチベットには宗主権（上邦之權）しかないのではなく、じつはその主権を有し

ている。1876年調印の芝
チーフー

罘協定特別条項、1886年のビルマ・チベット協定、1890年

のシッキム条約のいずれにおいても、イギリスはチベットを中国の領土だと承認した。

1904年ヤングハズバンドがチベットに入り、チベット人とラサ条約を締結したが、

この条約に効力がないのはよくわかっていたので、1906年に中国と協定を結んで、

無効の前条約を批准して効力あるものにしようとした。チベットにおける中国の主権

は、この条約のために制限を受けるかもしれないけれども、その主権がこの条約で宗

主権に変わった、その領土が半独立国に変わった、とは断じていえない（63）。

イギリスにいわせれば「虚構」だらけの文章であろう。しかしここで注意したいのは、そ

の内容の歴史的客観的な是非ではない。その概念・論理・論法である。

チベットに関するイギリスの歴代の条約は、すべて清朝の北京政府と結んできた。それ

はイギリスがチベットを北京政府の「領土」とみとめたことにひとしく、だから北京政府

は、チベットに対する「主権」を一貫して有している。チベットと直接にむすんだラサ条

約は、したがって無効なのをイギリスはよく知っているはずで、なればこそ、無効を有効

にするために、1906年協定を結んだ。しかし断じてそのために、チベットに対する中国

のしかるべき「主権」を「宗主権」にすりかえさせ、「領土」を「半独立国」に転化させ

てはならない。「半独立」とは国際法上の semi-independentあるいは semi-sovereignの翻

訳であり、以前の漢語では「半主」といっていたものである。ここでは、列強の手中に帰

した朝鮮・ベトナムなどの「屬國」を指している（64）。

以上の論理で注目すべきは、「主権」概念と「領土」の対応関係である。「主権」がある

から「領土」であり、「領土」であるから「主権」がある。その図式がこの論法を貫くバッ

クボーンをなしている。引用末尾のセンテンスに、それが鮮明であろう。

それでは、この「領土」とはいかなる概念なのか。「領土」は中国古来のオリジナルな

漢語ではなく、19世紀の末にできた和製漢語の輸入でできた語彙概念である（65）。しかし
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このチベットに関わる政治的な文脈では、なかなか使用をみていない。「主國 sovereign-

ty」概念が登場したこの当時は、前註（51）の引用文で唐紹儀が述べたとおり、「屬地」が

それに相当する。

しかしこの「屬地」という概念には、やはり唐紹儀がいいつのるように、問題があった。

外国人から見たばあい、その意味内容があいまいになる、ということである。唐紹儀は英

語では「屬地」と「屬國」の区別がつかない、と説明する。かれの念頭にあった英語とは、

前註（42）にも引くとおり、おそらく dependencyである。これを漢語でいえば、一字なら

「屬」、二字に引き伸ばすなら「藩屬」で、チベットなどの「屬地」のみならず、清朝にとっ

ての朝鮮やベトナムなど、「屬國」をも指す語だった（66）。「屬」も「藩屬」も実地には、

両者を包括する概念として使われた。というよりも、むしろ観念上、両者に厳密な区別が

なかった、とするほうが実際に即している。

そうした意味で「屬」「藩屬」は、清朝の統治原理と支配形態とを概括的にあらわす漢語

概念だったとみることもできよう（67）。しかしながらこの時期に至っては、「屬地」も「屬國」

も含意しうる「屬」「藩屬」dependencyの振幅が、「宗主権 suzerainty」概念に連動して、

チベットを「屬國」化して清朝／中国から離脱せしめるものだと憂慮されたわけである（68）。

とはいえ、慣例的に使われてきた「屬地」概念に取って代わる術語は、なおしばらくは

存在していない。清朝の滅亡にいたるまで、チベットは依然として「屬地」「屬土」であっ

て（69）、少なくとも実務レベルでは、なお「領土」概念はまだ使われていないのである。

チベット・モンゴルの文脈で公式に、この「領土」概念が使われて、しかも最大の権威

を有するのは、管見のかぎり、1912年2月12日（宣統三年十二月二十五日）、宣統帝の退

位を決めた隆裕太后の懿旨と、1912年3月11日に公布施行された臨時約法第一章第三条

であろう。それぞれ一節のみ訓読で引く。

「仍ほ滿・蒙・漢・回・藏五族を合はせて、領土を完全し、一大中華民國と為す」

「中華民國の領土は、二十二行省・内外蒙古・西藏・青海と為す」

ここでようやく、「屬國」と異なる、「主権」行使の対象となるべき「屬地」が、公式に「領

土」という概念に置き換わった。

以上をおさえたうえではじめて、前註（22）所引の、イギリスが問題視した1912年4月

21日の大総統令の真意も理解できる。モンゴルもチベットも「同に我が中華民國の領土」

であるから、もはや「藩屬」といってはならない。それは「屬國」なのか、「屬地」なのか、

曖昧だった旧来の「藩屬 dependency」を観念的に否定して、「主権」と不可分な「領土
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territory」と化する宣言であった。しかもチベットに関しては、それを実体化しようと軍

事的な行動に及んでいたのである。

なればこそ、イギリスは反撥した。けれどもイギリス政府は、その「領土」という術語

が、「主権」概念と不可分である、という含意を察知することはできなかった。それは程

度の差こそあれ、ロシア政府もかわらない。そこにまで洞察が及んでいたのは、どうやら

コロストヴェツのみだったようである。

だとすれば、露中宣言にしてもシムラ会議にしても、中国の「主権」を否定し去らなかっ

たことになろう。いずれも交換公文に、外モンゴル・チベットが「中国の領土の一部」だ

という趣旨の文章を載せるからである（70）。これはいみじくもコロストヴェツが指摘した

ように、中国側がいかにしても、外モンゴル・チベットに「主権」を有する、と解釈する

趣旨にほかならない。

いずれの場合も、「宗主権」と「自治」は確かに定めた。けれどもそれが否定するはずだっ

た「主権」を含意する「領土」は残存した（71）。両論併記だといってよい。したがって中

国側からみれば、この両論併記をいかに一貫した解釈にして、将来の挽回に役立てる（72）

かが課題となる。ロシアもイギリスもその機微を、いかほどわきまえていたか、きわめて

疑わしい。以後のチベット・外モンゴルをめぐる国際関係が、なお安定を欠き、くりかえ

し新たな問題がもちあがったのも、以上のような歴史経過がその起源をなす。それはまた、

現在にまで継続する問題でもあるのである。

［附記］本稿の起草にあたり、モンゴルとチベットの事情について、橘誠氏と小林亮介氏

から格別の示教を受けた。とくに記して謝意を表したい。
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頁にみえる例がそうであるし、ベトナムでもみられるところである（拙稿「清仏戦争への道
─李・フルニエ協定の成立と和平の挫折」『京都府立大学学術報告（人文・社会）』第60号、
2008年、93頁）。
 ただし前者は、ヨーロッパの封建時代に使われたフランス語だったところに、その特徴が
ある。その suzerainty（suzeraineté）をとくに近代で「半独立国（a semi-independent State）」
に対する「名ばかりの支配（nominal control）」の意で使う（cf. Pocket Oxford Dictionary, 5th
ed., 1969）のは、この概念を援用して、オスマン朝とそこから離脱をはじめるバルカン諸国
との関係を表現したことにはじまり、とりわけその文脈における外交・条約上の術語となる。
たとえば、Edwin De Witt Dickinson, The Equality of States in International Law, Cambridge,

1920, pp.  236, 238は、ワラキア・モルドヴァ・ブルガリアに対するパリ条約・ベルリン条約の
例を指摘する。ベルリン条約第一条で、「ブルガリアはスルタン陛下の宗主権下で自治し朝
貢する公国を構成する（La Bulgarie est constituée en Principauté autonomie et tributaire sous

la suzeraineté de S. M. I. le Sultan）」と規定された。その「宗主権下（sous la suzeraineté）」の
ドイツ語訳は unter der Oberherrlichfeitとなっており（Imanuel Geiss (Hrsg.), Der Berliner 

Kongreß 1878: Protokolle und Materialien, Boppard am Rhein, 1978, S. 373）、「主権のもとに」と
も翻訳できる言いまわしである（歴史学研究会編『世界史史料 6 ヨーロッパ近代社会の形成
から帝国主義へ :18・19世紀』岩波書店、2007年、281頁）。
 したがって suzerainetéに相当する英語の suzerainty、ドイツ語 Suzeränität、あるいはロシ
ア語 сюзеренитетは、19世紀以降のフランス語起源の外来語であり、ほぼ外交上の専門用語
でありながら、君主と臣下の一般的な上下関係という含意も、多かれ少なかれ残っていた。
そのため上で見たような英語の sovereigntyとの互換が起こるのである。 

 もとより、法学的にいえば、「宗主権は決して主権ではありえない（Suzerainty is by no 

means sovereignty）」。それでも「宗主国と属国の関係は、つねに個別のケースに左右される
という事実」は厳存した（Lassa Oppenheim, International Law: A Treatise, 7th ed., edited by 

Hersch Lauterpracht, 2 vols., London, 1952, Vol. 1, pp. 170–171）から、「宗主権」に厳密明確な
法学的定義をくだすのは困難である。本稿でいう「主権」と「宗主権」の概念を、suzerain-

tyと sovereigntyという別の術語で厳密に弁別する、という発想はなお、当時のヨーロッパ
でも定着していなかったわけであり、それはチベット・モンゴルの問題をかかえた中国の特
殊な歴史過程でおこった経過であるともいえよう。
 それを考えあわせると、コロストヴェツの自伝（Korostovetz, Von Cinggis Khan zur 

Sowjetrepublik）の表記用例は、きわめて興味深い。この自伝には、ドイツ語版とそのロシア
語訳（И. Я. Koростовец, От Чингис хана до Советской Республики, Ответственный редактор О. 
Батсайхан; Редакторы Б. В. Базаров, В. Ц. Ганжуров, Улан-батор, 2004）が存在する（Наками, 
Тацуо, “Иван Яковлевич Koростовец: Бурная жизнь русского дипломата и его литературное 
наследие,” Koростовец, Девять месяцев в Монголии, стр. 34. 中見前掲「あるロシア帝国外交官
の数奇な運命と遺された史料」9頁）が、ドイツ語テキストは「中国の（宗）主権」といい
たいとき、おおむね Oberhoheitと表現しており、これは本稿でいうところの「主権」なのか
「宗主権」なのか、厳密な区別をつけにくい概念である。むしろその曖昧さを表現すべく、
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故意にこの語を使っているようにも思われる。これをロシア語版では、おおむね суверенитет
と訳している。適切な訳語かどうかは一考の余地があり、少なくともロシア語訳に拠らない
ほうが安全である。
 ただ1912年以前のチベットに関しては、中国をその Souveränと記し、フランス語起源の
用語を使って支配強化のありさまを表現し、後文で1914年シムラ会議当時のそれを
Suzeränitätと言い換えて（a. a. O., S. 136, 139）、チベットの地位の変化を表現している。ロ
シア語版では、Souveränも Suzeränitätもともに、сюзеренитет（Koростовец, От Чингис хана 
до Советской Республики, стр. 184, 187）と翻訳していて、やはり適切ではあるまい。

（44）FO17/77 1751, Viceroy to London Office, tel., Sept. 18, 1904.
（45）『稿本有泰文集』第1冊、「致外務部電」光緒三十年八月初六日、221–223頁。同じ電報文は、
外務部檔案・西藏檔02-16-001-05-30「光緒三十年八月十日外務部收有泰電」にも収めるが、
該当する箇所を「似無礙於中國之

0

權」と作っている。「中國主
0

權」となっていないのは、修
改もしくは誤記したものと判断して取らなかった。

（46）FO17/77 1752, Satow to Lansdowne, No. 344, Sept. 29, 1904.
（47）FO17/77 1753, Memorandum of Conversation between Prince Ch’ing and Sir E. Satow respecting 

Tibet, Encl. No. 4 in Satow to Lansdowne, No. 391, Nov. 17, 1904. Lamb, The McMahon Line, 

Vol. 1, p. 44に同じ史料を引くけれども、立ち入った分析にはなっていない。なお「西太后の
誕生日」とは11月16日、この会談の5日後である。

（48）FO17/77 1752, Satow to Lansdowne, No. 351, Very Confidential, Oct. 6, 1904.
（49）FO17/77 1753, Satow to Lansdowne, No. 404, Confidential, Nov. 29, 1904.
（50）Ibid.

（51）外務部檔案・西藏檔02-16-001-06-61「光緒三十一年五月三十日外務部收唐紹儀函」。フレ
イザー（Stuart Mitford Fraser）は、カルカッタ会議でのイギリス側代表。

（52）拙稿「韓国の独立と清朝の外交─独立と自主のあいだ」岡本隆司・川島真編『中国近
代外交の胎動』東京大学出版会、2009年、所収を参照。

（53）E.g., FO17/77 1755, Notes of an Interview with his Excellency Na-t’ung, President of the Wai-wu 

Pu, on August 4, 1905, Encl. No. 1 in Satow to Lansdowne, No. 281, Aug. 10, 1905.
（54）FO17/77 1754, Viceroy to London Office, tel., May 11, 1905.
（55）FO17/77 1745, Curzon et al. to Hamilton, Jan. 8, 1903.
（56）このあたりの論法は、前註（7）でみたコロストヴェツのいわゆる「幻」という評と相通ず
るものがある。かれはモンゴルという場で、イギリスの考え方に同調していたとみるべきだ
ろう。

（57）FO17/77 1752, Viceroy to London Office, tel., Sept. 29, 1904.
（58）外交部檔案・西藏檔・西藏議約・西藏議約案03-28-003-01-011外交部政務司「蒙藏交渉説
帖」民国元年9月6日天字2629号。

（59）これにかかわる研究は枚挙に暇がないが、もっとも代表的なものとして、吉澤誠一郎『愛
国主義の創成─ナショナリズムから近代中国をみる』岩波書店、2003年、87–102頁を参照。

（60）そこで参考になるのは、膠州湾租借に関わるドイツとの条約交渉である。1898年3月に
結ばれた膠州湾租借条約第一条の「主権（Rechte der Souveränität）」にあたる漢語は「自主
之權」、第三条「中国政府は主権を行使せず、その行使をドイツに委譲する（die Kaiserlich 

Chinesische Regierung ... Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern überläßt die Ausübung derselben 
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au Deutschland）」にあたる漢語は「中國不得治理、均歸德國管轄」である（China. Imperial

Maritime Customs, III.–Miscellaneous Series, No. 30, Treaties, Conventions, etc., between China

and Foreign States, 2 vols., Shanghai, 1908, Vol. 2, pp. 944–945）。第一条は君主の国土に対する
君臨権を説明的に翻訳したもの、第三条は該当地に対する統治の権限・行為をやはり説明的
に翻訳したものであり、それらを統合する法的な権利概念は、中国側に存在せず、それに相
当する「主権」という語彙も、なお定着していなかった、なればこそ、説明的な翻訳になら
ざるをえなかったといえよう。浅田進史『ドイツ統治下の青島─経済的自由主義と植民地
社会秩序』東京大学出版会、2011年、53–54頁は「主権の移譲」に関する「理解の不一致」
とみなすけれども、実際の交渉経過に即してみても、清朝側に厳密明確な「主権」概念がま
だなかった、と表現するほうが、いっそう客観的な事実に近い。

（61）漢語の「上國」「上邦」という語彙が、西洋的な「宗主権」概念の意味に固まったのも、
この「主権」概念の定着と並行している。この問題については、後註（64）も参照。日清戦争
以前の朝鮮にせよ、この時期のチベットにせよ、中国側の利害はいずれの場合も「保護」す
ること、つまり軍事介入のフリーハンドを有することで共通している。にもかかわらず、「上
國」「屬國」概念では、朝鮮に対して「保護」を果たせなかった経験から、チベットの「保護」
を正当化し実現するには、新たな翻訳概念による権限・資格が必要になった。かくて中国政
府の最終的にいきついた結論が、「主権」概念を基軸とした「領土」国家の形成だったので
ある。そこに日清戦争以後、十年間の歴史的転換を見いだすことができよう。

（62）本稿では論旨の明快を期すため、1906年以後1911年にいたるイギリスの利害・言行を捨
象した。それについては、すでに多くの研究があるからでもある。たとえば、入江前掲書、
538–571頁；Lamb, op. cit; do., British India and Tibet, pp. 256–285; Palace, op. cit., pp. 15–72など
を参照。この時期のイギリスの退嬰的な態度は、清朝が曲がりなりにもラサ条約を受け入れ
たと判断したこと、1906年協定に「不干渉」規定があること、1907年に「清朝の対藏宗主権
（the suzerainty of China over Tibet）」をはじめて明記した英露協商をむすんで、ロシアと一
定の了解に達し、そのチベット進出を恐れる必要がなくなったこと、さらに清朝がなお直接
的な軍事干渉に踏み切らなかったこと、などに大きくよっている。そうした態度・姿勢が変
わるのは、1910年2月の清軍のラサ進駐とダライラマのインド亡命を決定的な契機とする。
その徴候として、同月末のイギリスの抗議があろう（入江前掲書、564–569頁、FO371/853// , 

6337, Grey to Max Müller, tel., No. 32, Feb. 23, 1910; FO371/853// , 6860, Max Müller to Grey, tel., 

No. 36, Feb. 26, 1910）。そこであらためて1905年当時の「宗主権」概念が顕在化してくる。
（63）外交部檔案・西藏檔・西藏議約・西藏議約案03-28-003-01-016「擬駁英政府西藏節略各條」
民国元年9月10日天字2716号。

（64）「半独立」の概念については、前註（43）を参照。その内実は「宗主権」と対応して、一定
した定義がなかったとみるのが正確であろう。ただし19世紀後半の東アジアでは、「半独立」
「半主」は『萬國公法』にもとづいて、主権としての外交権をもたない状態を指す（Henry 

Wheaton, Elements of International Law, 6th ed., with the last corrections of the author, additional 

notes, and introductory remarks, containing a notice of Mr. Wheaton’s diplomatic career, and of the 

antecedents of his life, by W. B. Lawrence, Boston, 1855, p. 45）という解釈が、むしろ主流であっ
た。日本の井上毅も、朝鮮の兪吉濬も、清朝の袁世凱も、同じ見解である。したがって「半
独立国」＝「属国」という図式が、そのまま歴史事実であったわけではない。朝鮮やベトナム
などの「屬國」は「半主（semi-sovereign state）」なのか独立国なのか、それに対する清朝が
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「宗主国（suzerain）」なのかどうか、不分明だったのが、客観的な歴史過程であった。これ
については、前掲拙著、および拙稿「『清韓論』の研究─近代東アジアと公法」河村貞枝
編『国境をこえる「公共性」の比較史的研究』平成14年度～ 17年度科学研究費補助金研究
成果報告書、2006年；同「「朝鮮中立化構想」の一考察─日清戦争以前の清韓関係に着眼
して」『洛北史学』第8号、2006年；同「属国と保護のあいだ─1880年代初頭、ヴェトナ
ムをめぐる清仏交渉」『東洋史研究』第66巻第1号、2007年を参照。

（65）一国の主権が排他的に及ぶ区域をさす西洋の territoryの訳語として、日本漢語の「領土」
が中国でいかに定着したかについては、別稿で検討する予定である。

（66）いわゆる「屬國」を「藩屬」と表現する用例は少なくないけれども、当時の代表的なも
のとして、梁啓超「朝鮮亡國史略」『新民叢報』第53，54号、1904年9月24日，10月9日を
あげておこう。たとえば、「甲午の役は、遂に朝鮮の藩屬為るや自主為るやの一問題を以て、
兩國干戈を以て相ひ見ゆるに至れり。……此れ藩屬と獨立の一問題にして、口舌を以て解決
する能はずして、干戈に解決を求むるに至るなり」とある（梁啓超著・林志鈞編『飲冰室合集』
中華書局、1936年、『飲冰室專集』一七、1–2、3頁）。

（67）拙稿「일본의류큐병합과동아시아질서의전환─청일수호조규를중심으로」『동북아역
사논총（東北亞歴史論叢）』32号、2011年を参照。もちろんあくまで漢語の概念なので、漢
字と漢人のバイアスをまぬかれない。たとえば、漢人が自身を「屬」「藩屬」の範疇から除
外しているのは、その典型である。清朝のあらゆる統治が、客観的にみて「屬」の字義どお
りだったかどうか、もとより別の問題であって、現在のわれわれもそこに惑わされてきた、
ともいえる。

（68）その典型として、張蔭棠がイギリスと締結した1908年の「中英修訂藏印通商章程」に反
対した趙爾豐の上奏の一節をあげることができよう。原語を残すため訓読で引いておこう。

我國の藩屬
0 0

を待するや、向
さき

に寛大に從ふ。其の内政は既に其の自理を聽
ゆる

し、外交も亦た
絶て干預する無し。故に法

フランス

の安
ベトナム

南に於けるや・英の緬
ビル マ

甸に於けるや・日の朝鮮に於け
るや、皆な先づ其の國の政府を引誘し、之と私

ひそ

かに條約を訂め、然る後に一牘を以て我
國に通告し、即ちに我が真の屬國に非ざるの證據と作

な

為す。然れども猶ほ以上の諸邦は、
本と朝貢の國に係ると曰ふべきなり。西藏に至りては、既に固有の主權無く、又た一切
の制度無し、國家の組織、絶て完全ならず、内外蒙古と同に我國の屬地

0 0

と為すのみ、並
びに屬國

0 0

を以て之を目するを得ず。況や既に駐藏大臣有りて、以て其の内政を管理す、
即ち應に其の外交を代表すべく、自ら藏人に由り直接に英印と交渉するの理無し。（『清
代藏事奏牘』下冊、「張蔭棠駐藏奏稿」「附駐藏趙大臣原摺」光緒三十四年五月初九日、
1432–1433頁。傍点・ルビは引用者。明らかな誤字はあらかじめ訂正した。）

  なお「属地」「属国」「主権」の問題については、平野前掲『清帝国とチベット問題』250–
251頁；同「「公正な帝国」から「近代中華帝国」へ」312–313頁に、1880年代の駐英公使曾
紀澤の書翰を引用して、その「主権」の発言、「属国」と「属地」の弁別がとりもなおさず、「英
国回路」による清藏関係の「大転換点」であると整理し、上引の引用史料と直結させている。
しかしこれは媒介的な論証を欠いており、そのまま史実過程だとみることはできず、首肯し
がたい。曾紀澤の書翰については、曾紀澤「チベット問題に関し、ロンドンより李鴻章にお
くった書簡」村田雄二郎責任編集『新編原典中国近代思想史　第2巻　万国公法の時代─
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洋務・変法運動』岩波書店、2010年、104–109頁の拙訳を参照。
  もちろんチベット・モンゴルはいわゆる「屬國」とちがう、という意識は以前からあって、
曾紀澤のみにとどまらない。たとえば、駐日公使何如璋の朝鮮に関わる議論にもそうした主
張があって（前掲拙著、41頁を参照）、それをことさらに強調するのは、とりわけ在外公館の、
いわば西洋的な発想だといってよいであろう。曾紀澤の書翰も、イギリス人顧問マカートニー
（S. Halliday Macartney）の示唆によるものらしく（Lamb, British India and Tibet, p. 129）、文面・
語彙そのものがどこまで曾紀澤独自の発案だったのかは、判然としない。

  この書翰・提案は本国の対外政策を主導していた李鴻章・総理衙門に送られたけれども、
それがどのようにとりあつかわれたのか、わからない。少なくとも当時、清朝のチベット政
策が大きく「転換」したわけではなかった。なればこそ、1905年の局面であらためて問題と
なったわけである。

（69）前註の趙爾豐の上奏もそうである。また『清代藏事奏牘』下冊、「聯豫駐藏奏稿」「詳陳
已革達頼私逃情形並請懲番官摺」宣統二年二月二十日、1537頁も参照。さらに『清末川滇邊
務檔案史料』中冊、「邊藏情形時殊勢異亟宜將緊要地方收回摺」宣統二年三月初十日、593頁；
下冊、「傅嵩秌請建西康行省摺」宣統三年閏六月十六日、1033頁に「属土」の用例がある。

（70）中国側が最後までこの条項にこだわって、露中宣言で成文化させたいきさつは、中見前
掲「1913年の露中宣言」121–122頁を参照。

  露中宣言の交換公文第一条の漢文テキストは「俄國承認外蒙古土地為中國領土之一部分」、
露文テキストは “Россия признаетъ, что территория Внешней Монголии составляетъ часть
территории Китая”に作る。「土地」「領土」に対応するのはともに территорияであり、こう
した文言となったくわしい経緯は、よくわからない。もとより territoryが法的な「領土」の
みを意味する語ではないので、誤訳とはいえないだろう。けれども中国側は、「土地」と「領
土」を明らかに区別し、外モンゴルを国とはみなさない、という含意なのに対し、ロシア側
は曲がりなりにも、外モンゴルを国とみなしていた蓋然性が高く、その態度のちがいを示す
ものともうけとれる。そうだとすれば、この異同は以後の露・中・蒙間のキャフタ協定交渉
にも接続することになる。

（71）これは露中宣言発布直後の1913年11月22日、中華民国国務院の各省あて通電に、「「領土」
（という文言）を保持したのは、「主権」を維持するゆえんなのである」と明言している（『東
方雜誌』第10巻第6号、民国2年、高勞「中俄關於蒙事協商之成立記」23頁所引）ところか
らも明らかである。

（72）たとえば、前註（58）の引用文を参照。そうした一例として、中国・ロシア・外モンゴル
間のキャフタ協定の交渉過程を位置づけることができる。中国側としては、それまで「主権」
を否定する「宗主権」の明記を認めさせられた以上は、その含意を改める必要が出てくる。
そこで交渉では、残し得た「領土」という術語を足がかりに、「領土」概念に矛盾する条件
を拒んで、「宗主権」の意味内容を変えようとしたのである。キャフタ協定第二条で「宗主
権が領土に結びつけられ」た（茂木敏夫「中国的世界像の変容と再編」飯島渉・久保亨・村
田雄二郎編『シリーズ20世紀中国史　1　中華世界と近代』東京大学出版会、2009年、52頁）
のは、こうした過程を経て「宗主権」を再解釈したからこそ、ありえた事態であって、それ
は明記されざる「主権」を実体化するための手段として、あらためて位置づけられた概念に
ほかならない。キャフタ協定交渉をふくむ露蒙中関係については、別稿であらためて触れる
ことにしたいと思う。




