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北広島九条の会例会資料 

近代日本の戦争と平和を考える２ 

２０１５年４月４日／後藤守彦 

 

１．第１次世界大戦（1914～1918 年） 

 （１）1914（大正３）年、サラエボ事件（セルビアの青年によるオーストリア皇太子夫妻

暗殺事件）を契機に開戦 

 （２）戦争参加国（31国、世界総人口の１／３） 

  ①同盟国―ドイツ・オーストリア・ブルガリア・トルコ 

  ②連合国―イギリス・フランス・ロシア・イタリア・日本など＋アメリカ（1917 年、

ドイツの無制限潜水艦作戦により参戦） 

 （３）性格・結果 

  ①総力戦―軍事力だけでなく経済力・科学力などの人的・物的資源を総動員 

  ②戦死者２千万人（半数が非戦闘員、前線と銃後の区別が消滅） 

  ③新兵器の登場―毒ガス・戦車・航空機・潜水艦 

 （４）日本の参戦 

  ①参戦に至る経過―「大正新時代の天佑」 

   ７月 28日 開戦 

   ８月７ 日 イギリス、中国沿岸でイギリスの貿易船を襲撃するドイツ仮装巡洋艦の

撃破を要請 

     ８ 日 日英同盟を理由に参戦決定 

     ９ 日 アジアにおけるドイツ勢力を破滅させるため、一切の手段・方法をとる

ことをイギリスに通告 

     10 日 イギリス参戦要請取り消し 

     11 日 イギリス、参戦を認めるものの、行動範囲を限定するよう求める 

     15 日 ドイツに膠州湾租借地の日本への交付などからなる最後通牒送る 

     23 日 ドイツに宣戦布告 

  ②日独戦争 

   ア）陸軍―青島占領（飛行機使用） 

   イ）海軍―赤道以北のドイツ領南洋諸島（サイパン島など）占領→艦隊の地中海出動 

 （５）パリ講和会議開催（1919 年） 

  ヴェルサイユ条約調印―対独制裁（植民地没収、巨額の賠償金、領土の 1／10 削減） 

    

２．21 か条要求 

（１）1915（大正４）年、中国に最後通牒→中国、５月９日受諾（国恥記念日とする） 

（２）内容 

  ①第１号―山東省のドイツ権益の継承 

  ②第２号―旅順・大連の租借、南満州鉄道経営の 99 年延長 
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  ③第３号―漢冶萍公司（製鉄会社）の共同経営 

  ④第５号―中国政府に日本人顧問採用、警察の日中合同（撤回） 

 

３．対ソ干渉戦争（シベリア干渉戦争） 

（１）1917（大正６）年のロシア革命によって成立したソヴィエト政権の打倒を狙 

うアメリカ・イギリス・フランス・日本など 14カ国が、国内の反革命軍を援助 

しながら武力干渉 

【資料１】シベリア出兵関係図 

  

 

 （２）シベリア出兵（1918～1922 年） 

  ①宣戦布告なき戦争に７万３千人（最大アメリカの８倍）動員、北樺太からの 

撤兵は 1925（大正 14）年―1920 年、４月４・５日事件（ウスリー地方でロ 

   シア人５千名以上殺害） 

  ②日本が初めて敗北した戦争―戦死者３千名、負傷者兵士の１／３ 

  ③出兵反対の行動 

   ア）対露非干渉同志会の結成 

   イ）出兵兵士にシベリア各地で反戦ビラを配布した佐藤三千夫 

（３）ニコライエフスク（尼港）事件―旧広島村出身の戦死者１名 

【資料２】「北広島の戦争遺跡を訪ねて」（2014 年） 

この事件は、ロシアで誕生した、世界初の社会主義政権を倒すため、日本が始めたシベリア出兵（１

９１８～１９２２年）の最中に起こりました。１９１８年、日本軍はアムール川の河口にある北洋漁

業の拠点ニコライエフスクを占領しましたが、１９２０年にパルチザン（非正規軍であるゲリラ）部
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隊に降伏し停戦協定を結びます。すぐに、日本軍は停戦協定を破り攻撃を開始しますが、反撃され民

間人をふくめ１２２名が捕虜になりました。救援の日本軍が近づいたため、パルチザン部隊は捕虜を

殺害して撤退します。パルチザン部隊の隊長は、後にロシア側によって処刑されますが、日本政府は

この事件を口実に北樺太を占領するとともに、事件を口実に国民のロシアと社会主義への憎悪の感情

を煽りました。 

 

４．戦争の違法化 

 （１）「法による平和」の追求 

  ①国際連盟 

ア）1920（大正９）年に発足した、初の国際平和維持機構、加盟国に紛争の平和的解

決を義務付ける 

イ）42 カ国が原加盟国、日・英・仏・伊が常任理事国 

  ②常設国際司法裁判所―1921（大正 10）年、オランダのハーグに設置 

③国際労働機関―1919（大正８）年に国際労働基準の設定を目的に設立 

 （２）不戦条約の締結 

  ①正式名称「戦争放棄に関する条約」 

②1928（昭和３）年、アメリカの国務長官ケロッグとフランス外相ブリアンの共同提唱

により日本を含む 15 カ国署名（後に 63カ国） 

③紛争を解決する手段としての戦争の放棄、平和的手段のみによる紛争の解決を規定 

④戦争違法化の先例、この精神を継承したのが国連憲章、日本国憲法 

⑤違法な戦争を準備・計画・開始・遂行した国家指導者の法的責任発生 

  【資料３】不戦条約 

    第１条 締約国は国際紛争解決のため、戦争に訴うることを非とし、かつその相互関係において

国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言す。 

    第２条 締約国は相互間に起ることあるべき一切の紛争又は紛議は、其の性質又は起因の如何を

問わず、平和的手段に依るの外、之が処理又は解決を求めざることを約す。  

 

５．軍備制限の動き 

 （１）1921～1922 年、アメリカ大統領ハーディングの提唱でワシントン会議開催 

 （２）海軍軍縮条約の調印 

  ①主力艦の保有比を米英５・日３・仏伊 1.67 とし、上限を設定し超過分は廃棄する 

  ②10 年間、主力艦の建造を禁止する 

 

６．戦時国際法（戦争法規）の成立 

 （１）1925（大正 14）年、ジュネーブ議定書（「窒息性ガス・毒性ガス又はこれらに類す   

  るガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書」） 

 （２）1927（昭和２）年、ジュネーブ条約（「俘虜の待遇に関する条約」） 
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７．民族自決主義による日本への抵抗 

 （１）朝鮮の３・１独立運動（1919 年） 

  200 万人以上参加、死者 7500 人（堤岩里で 29人虐殺）人→関東大震災時の朝鮮人虐殺

（1923 年） 

   【資料４】抗日歌「鳳仙歌」（作曲洪蘭坡、1920 年） 

   

（２）植民地朝鮮と連帯した日本人 

①柳宗悦（1889～1961）―1924 年、朝鮮民族美術館設立 

②浅川巧（1891～1931）―1929 年、『朝鮮の膳』発表、ソウルの亡憂里に埋葬 

③金子文子（1903～1926） 

ア）1926（大正 15）年３月、大逆罪の適用により大審院で朝鮮人アナキスト朴烈と

ともに死刑判決（後無期に減刑） 

イ）1926（大正 15）年７月、栃木の刑務所で獄死（朝鮮の聞慶に埋葬） 

④布施辰治（1880～1953） 

ア）1903（明治 36）年から弁護士活動、労働運動・反戦運動などの社会運動へ参加、 

言論活動 

イ）1932（昭和７）年、弁護士資格の剥奪、治安維持法違反により 1940（昭和 15）

年まで、400 日間服役 

【資料５】「韓国建国勲章を受ける初の日本人」（『中央日報』2004 年 10 月 13 日号） 
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（３）中国の５・４運動（1919 年） 

  ①山東主権の回復と対華 21 カ条要求の破棄を求める北京の学生の抗議行動を契機に中

国全土に拡大 

②日貨排斥（日本商品ボイコット）運動、商店・労働者のストライキに発展 

 （４）霧社事件（1930 年） 

  ①1895（明治 27）年から総督府による植民地統治が始まった台湾での抗日事件 

  ②原住民統治策（差別・分断・強制結婚・強制労働など）を不服として、モーナ・ルダ

オに率いられたセデック族が台湾中部の霧社で武装蜂起し日本人 134 人を殺害 

③日本軍・警察が鎮圧（毒ガス使用の初め）→200 人以上が自殺して圧政に抗議→第 2

霧社事件→セデック族の死者約 1000 人、生存者約 230 人 

 

８．第１次世界大戦後の日本の進路 

 （１）二つの選択肢 

  ①民族自決主義を尊重し、国際協調していく（軍縮・平和主義路線） 

  ②軍備を増強し、領土を拡大していく（帝国主義路線） 

（２）「小国主義」の意義 

  ①三浦銕太郎の「小日本主義」 

領土拡大に反対、軍事費の削減（小軍備主義）、国民の自由と行動力の増進による国

民生活の改善、産業・思想・道徳・文芸・科学の向上 

  ②石橋湛山の思想 

小日本主義、国民主権論に立つ官僚批判、民衆の自由の拡大 

   【資料６】石橋湛山「一切を棄つるの覚悟」（『東洋経済新報』、1921 年 7 月 23 日号） 

     もし政府と国民に、総てを棄てて掛るの覚悟があるならば、会議そのものは、必ず我に有利に

導き得るに相違ない。例えば、満洲を棄てる、山東を棄てる、その他支那が我が国から受けつつ

ありと考うる一切の圧迫を棄てる、その結果はどうなるか、また例えば朝鮮に、台湾に自由を許

す、その結果はどうなるか。英国にせよ、米国にせよ、非常の苦境に陥るだろう。何となれば彼

らは日本にのみかくの如きの自由主義を採られては、世界におけるその道徳的地位を保つを得ぬ

に至るからである。その時には、支那を始め、世界の小弱国は一斉に我が国に向って信頼の頭を

下ぐるであろう。インド、ペルシャ、ハイチ、その他の列強属領地は、一斉に日本の台湾・朝鮮

に自由を許した如く、我にもまた自由を許せと騒ぎ立つだろう。これ実に我が国の位地を九地の

底より九天の上に昇せ、英米その他をこの反対の位地に置くものではないか。 

 

９．山東出兵 

（１）田中義一（陸軍大将）内閣の下での出兵 

 ①1927（昭和２）年、第１次山東出兵―国民革命軍の北上を阻止するため、「居留民保   

  護」を名目に出兵 

 ②1927 年、東方会議で「対支政策綱領」採択（武力進出も辞さないことを確認） 

 ③1928（昭和３）年、第２次山東出兵（済南事件）、第３次山東出兵 
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（２）弾圧体制の強化 

 ①治安維持法（1925 年制定）の最高刑を死刑に引き上げ、目的遂行罪を新設 

 ②特別高等警察（1911 年警視庁に特別高等課設置）を全府県に配置 

（３）張作霖爆殺事件（1928 年） 

 関東軍の河本大作大佐らが満州軍閥の巨頭を奉天（現瀋陽）郊外で爆殺→「満州某重大

事件」と呼んで真相隠す→事件の処理を天皇に叱責され田中内閣総辞職 

   

10．15 年戦争の開始 

 （１）満州侵略の狙い 

  ①満州の資源・土地の獲得 

  ②中国の反日運動、朝鮮の独立運動のおさえる 

  ③対ソ攻撃の拠点とする 

 （２）「満州事変」 

  ①1931（昭和６）年９月、柳条湖事件―奉天郊外の柳条湖で関東軍が南満州鉄道の線路

を爆破→軍事行動を開始し、6か月で全満州占領（旧広島村出身の戦死者 2 名） 

【資料７】当時の新聞報道（『大阪朝日新聞』1931 年９月 19 日号） 

   

 

  ②1932（昭和７）年１月、満洲から世界の目をそらすため第一次上海事変を起こす、「慰

安所」設置 

  ③平頂山事件（1932 年）―日本軍が３千人余の住民を虐殺（15年戦争における日本軍

の虐殺の起点） 
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 （３）「満州国」の誕生 

  ①1932 年３月、清最後の皇帝溥儀を執政とし建国宣言（1934 年皇帝となる） 

  ②1932 年９月、日満議定書調印（日本の権益確認、日本軍の無条件駐屯）→傀儡国家

（関東軍と日本人官僚が支配） 

  【資料８】「満州事変」関係図 

    

 

 （４）華北分離工作の開始 

   1933（昭和８）年２月、関東軍が熱河省を占領、満州国に編入 

 （５）国際連盟脱退 

  1933（昭和８）年３月、国際連盟が 42対１でリットン報告書と満州国不承認・日本軍

撤退を内容とする対日勧告案採択→日本、国際連盟脱退 

 

11．中国からの撤兵を求める反戦闘争 

（１）反帝同盟 

  ①1927（昭和２）年、ロマン・ロラン、アインシュタイン、片山潜らの呼びかけで国際

反帝同盟創立 

  ②1929（昭和４）年、日本支部発足、「反帝ニュース（のち新聞）」発行、帝国主義戦争

反対、治安維持法撤廃、中国からの撤兵などをスローガンに宣伝活動、同盟員の 70％

が在日朝鮮人、 

③小林多喜二は執行委員（1933 年２月に 29歳で虐殺される） 
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（２）妹尾義郎―1931（昭和６）年、新興仏教青年同盟結成 

  【資料９】妹尾義郎「求道日記」（『新興仏教』、1931 年 11 月号） 

    開戦の直接の動機は支那兵の企てたる鉄道破壊に起因したもので、わが軍事行動は正当防衛であ

ると大々的に正義の立場を主張していた。（中略）何よりも満蒙は彼の領土ではなかったのか。日本

が露西亜の南下の備えたのはただ支那の権益のためであったろうか。否、ひっきょう日本自身の安

全保障の必要行動であったのだ。かく観察して見ると、いわゆる正義の名目も一皮はげば落つると

ころは生存競争だ。支那が自国の利益を奪還せんとするも無理の願望ではない。従ってこの場合の

正義論は意味をなさない。（中略）戦争は人類の最大の不幸だ。帝国主義戦争は民衆の敵だ。人類は

国家的感情の超越以上に階級対立の事実を認識して、この障害撤廃にこそ全人類の福祉の存するこ

とを思うべきである。 

 （３）城大反帝同盟事件 

  1931 年、反帝委員会を結成して朝鮮人学生とともに闘った京城帝国大学学生市川朝彦

ら 50人検挙 

  【資料 10】反帝委員会が配布したビラ 

    労働者、農民、兵士、学生諸君、戦争が起きた。見よ諸君、満洲の広い野原は日中労働者兄弟の

流血を以って赤色に流れている。極少数の資本家等は自己の利益の為、我等兄弟の大衆的屠殺の血

を以って腹をふくらませようとしている。諸君決起せよ、この戦争に反対せよ。 

 （４）反戦水兵 

  阪口喜一郎らが、呉軍港で『聳ゆるマスト』発行―1932（昭和７）年２月から 10 月ま

で６号発行 

（５）北海道全協４・25事件 

  1933（昭和８）年、「帝国主義戦争反対・日本は中国から手を引け」などと書いたビラ

を配った函館局の電話交換手菅野キクエら 230 人検挙 

 

 


