
入門・明治（対外関係）１ 

Ⅰ.明治時代初期の対外関係 

１）岩倉使節団 

 ・1871～73年、右大臣岩倉具視を大使とする使節団を派遣 

 ・予備交渉（アメリカ）で失敗。欧米の視察に切り替え 

 

２）中国（清）との関係 

 ・1871年、【１ 日清修好条規】に調印 

  ⇒ ・日本が外国と結んだ最初の対等条約 

    ・領事裁判権・協定関税の相互承認、自由貿易など 

    ・両国の代表：日本は伊達宗城、清は【２ 李鴻章】 

 

３）朝鮮との関係 

 ・鎖国政策をとる朝鮮に対し日本は国交樹立を求めるが、朝鮮は応じず 

 ①【３ 征韓論】 

  ・武力によって朝鮮を開国させる主張 

  ・留守政府の【４ 西郷隆盛・板垣退助】らが主張 

 

 ②征韓論争 

 ・岩倉使節団の帰国：【５ 大久保利通】、木戸孝允らが反対（内治優先論） 

   ⇒征韓論と対立 

 

 ③【６ 明治六年の政変】 

 ・内地優先派が論争に勝利。西郷隆盛の朝鮮派遣を中止 

 ・征韓論争に敗れた【７ 西郷隆盛・板垣退助】らは参議を辞職し下野 

 

 ④【８ 江華島事件】：1875年 

 ・日本は軍艦を朝鮮の首都漢城近くの江華島に派遣し測量・挑発 

   ⇒朝鮮からの砲撃に対し日本側が報復、永宗城島を占領 

 

 ⑤【９ 日朝修好条規】を締結：1876年 

 ・朝鮮は釜山、仁川、元山を開港 

 ・日本の領事裁判権、関税免除を認める 

  ※朝鮮にとって不平等な条約 

 



入門・明治（対外関係）１空 

Ⅰ.明治時代初期の対外関係 

１）岩倉使節団 

 ・1871～73年、右大臣岩倉具視を大使とする使節団を派遣 

 ・予備交渉（アメリカ）で失敗。欧米の視察に切り替え 

 

２）中国（清）との関係 

 ・1871年、【１       】に調印 

  ⇒ ・日本が外国と結んだ最初の対等条約 

    ・領事裁判権・協定関税の相互承認、自由貿易など 

    ・両国の代表：日本は伊達宗城、清は【２    】 

 

３）朝鮮との関係 

 ・鎖国政策をとる朝鮮に対し日本は国交樹立を求めるが、朝鮮は応じず 

 ①【３    】 

  ・武力によって朝鮮を開国させる主張 

  ・留守政府の【４     ・    】らが主張 

 

 ②征韓論争 

 ・岩倉使節団の帰国：【５      】、木戸孝允らが反対（内治優先論） 

   ⇒征韓論と対立 

 

 ③【６        】 

 ・内地優先派が論争に勝利。西郷隆盛の朝鮮派遣を中止 

 ・征韓論争に敗れた【７     ・    】らは参議を辞職し下野 

 

 ④【８      】：1875年 

 ・日本は軍艦を朝鮮の首都漢城近くの江華島に派遣し測量・挑発 

   ⇒朝鮮からの砲撃に対し日本側が報復、永宗城島を占領 

 

 ⑤【９       】を締結：1876年 

 ・朝鮮は釜山、仁川、元山を開港 

 ・日本の領事裁判権、関税免除を認める 

  ※朝鮮にとって不平等な条約 

 



入門・明治（対外関係）２ 

４）【10 琉球処分】 

 ・琉球王国を日本に併合する一連の政策。清が抗議 

 ・琉球王国の状況：薩摩藩の支配下にありながら清国を宗主国とする両属関係 

  ⇒琉球帰属問題の発生 ※最終的には日清戦争で解決 

 ①【11 琉球藩】設置：1872年 

 ・琉球国王【12 尚泰】を琉球藩王とする 

 ②【13 台湾出兵】（征台の役）：1874年 

 ・原因：1871年、台湾で琉球漂流民殺害事件が発生 

  ⇒1874年、日本は出兵を決定 

   ※台湾出兵に反対した【14 木戸孝允】は参議を辞職し下野 

 ③【15 沖縄県】の設置：1879年 

 ・琉球藩を廃止し、日本領土に組み込む。尚泰は東京へ移住 

５）ロシアとの関係 

 ・【16 樺太・千島交換条約】に調印：1875年 

  ⇒ 全権公使【17 榎本武揚】が交渉し、調印 

    樺太をロシア領、千島全島を日本領とする 

６）その他 

 ・【18 小笠原諸島】：1876年、各国に領有を通告 

  ⇒米英から異議はなく、日本領となる 

 

Ⅱ.条約改正 

０）目的 

 ・江戸幕府が欧米諸国と締結した不平等条約（安政の五カ国条約）の改正 

 ・領事裁判権（治外法権）の撤廃（法権回復） 

 ・関税自主権の回復（税権回復） 

１）【１ 岩倉具視】 ※岩倉使節団の派遣：1871～73年 

 ①目的・結果 

 ・条約改正の予備交渉 ※対米交渉に失敗（最初の訪問国アメリカでつまずく） 

   ⇒欧米の制度・文物の視察に切り替えて訪問を継続 

 ・史学者【２ 久米邦武】が見分記録の『米欧回覧実記』を編集 



入門・明治（対外関係）２空 

４）【10     】 

 ・琉球王国を日本に併合する一連の政策。清が抗議 

 ・琉球王国の状況：薩摩藩の支配下にありながら清国を宗主国とする両属関係 

  ⇒琉球帰属問題の発生 ※最終的には日清戦争で解決 

 ①【11    】設置：1872年 

 ・琉球国王【12   】を琉球藩王とする 

 ②【13     】（征台の役）：1874年 

 ・原因：1871年、台湾で琉球漂流民殺害事件が発生 

  ⇒1874年、日本は出兵を決定 

   ※台湾出兵に反対した【14     】は参議を辞職し下野 

 ③【15    】の設置：1879年 

 ・琉球藩を廃止し、日本領土に組み込む。尚泰は東京へ移住 

５）ロシアとの関係 

 ・【16          】に調印：1875年 

  ⇒ 全権公使【17     】が交渉し、調印 

    樺太をロシア領、千島全島を日本領とする 

６）その他 

 ・【18      】：1876年、各国に領有を通告 

  ⇒米英から異議はなく、日本領となる 

 

Ⅱ.条約改正 

０）目的 

 ・江戸幕府が欧米諸国と締結した不平等条約（安政の五カ国条約）の改正 

 ・領事裁判権（治外法権）の撤廃（法権回復） 

 ・関税自主権の回復（税権回復） 

１）【１     】 ※岩倉使節団の派遣：1871～73年 

 ①目的・結果 

 ・条約改正の予備交渉 ※対米交渉に失敗（最初の訪問国アメリカでつまずく） 

   ⇒欧米の制度・文物の視察に切り替えて訪問を継続 

 ・史学者【２     】が見分記録の『米欧回覧実記』を編集 



入門・明治（対外関係）３ 

 ②派遣された人物（計100名以上） 

 ・大使：右大臣岩倉具視 

 ・副使：参議【３ 木戸孝允・大久保利通・伊藤博文】・山口尚芳 

 ・女子留学生：【４ 津田梅子】・山川捨松ら５名 

  ※留守政府：参議【５ 西郷隆盛・板垣退助】・大隈重信ら 

２）【６ 寺島宗則】 ※外務卿 

 ・関税自主権の回復について【７ アメリカ】の同意を得る 

   ⇒イギリス・ドイツなどが反対し、無効に 

３）【８ 井上馨】 ※外務卿→外相 

 ①欧化主義 

 ・東京日比谷に【９ 鹿鳴館】を建設：イギリス人コンドルの設計 

 ②交渉の経過 

 ・条件つきで領地裁判権の撤廃を了承される 

   ⇒ 内地雑居（日本国内を外国人に開放）、近代的法典の整備 

     外国人が被告の場合、外国人判事を過半数任用 

 ③挫折 

 ・1886年、【10 ノルマントン号事件】：領事裁判によりイギリス人船長が無罪に 

  ⇒政府内外から反対の声があがり、条約改正交渉は失敗 

  ※自由民権運動では三大事件建白運動（「外交失策の回復」）が起こる 

４）【11 大隈重信】 ※外相（以下同じ） 

 ・大審院に限り外国人判事を任用することが明るみとなり、批判が高まる 

 ・右翼団体玄洋社の青年に襲撃され、大隈重信は負傷。交渉中止 

５）【12 青木周蔵】 

 ①【13 イギリス】の接近 

 ・ロシアの南下政策を警戒。日本に対し好意的に 

 ②【14 大津事件】：1891年 

 ・来日中のロシア皇太子ニコライ２世を、警備中の巡査津田三蔵が襲撃 

  ⇒交渉中止（失敗） 

   ※津田三蔵の裁判において、大審院長児島惟謙が司法権の独立を守る 



入門・明治（対外関係）３空 

 ②派遣された人物（計100名以上） 

 ・大使：右大臣岩倉具視 

 ・副使：参議【３     ・     ・    】・山口尚芳 

 ・女子留学生：【４     】・山川捨松ら５名 

  ※留守政府：参議【５     ・    】・大隈重信ら 

２）【６     】 ※外務卿 

 ・関税自主権の回復について【７     】の同意を得る 

   ⇒イギリス・ドイツなどが反対し、無効に 

３）【８    】 ※外務卿→外相 

 ①欧化主義 

 ・東京日比谷に【９    】を建設：イギリス人コンドルの設計 

 ②交渉の経過 

 ・条件つきで領地裁判権の撤廃を了承される 

   ⇒ 内地雑居（日本国内を外国人に開放）、近代的法典の整備 

     外国人が被告の場合、外国人判事を過半数任用 

 ③挫折 

 ・1886年、【10          】：領事裁判によりイギリス人船長が無罪に 

  ⇒政府内外から反対の声があがり、条約改正交渉は失敗 

  ※自由民権運動では三大事件建白運動（「外交失策の回復」）が起こる 

４）【11     】 ※外相（以下同じ） 

 ・大審院に限り外国人判事を任用することが明るみとなり、批判が高まる 

 ・右翼団体玄洋社の青年に襲撃され、大隈重信は負傷。交渉中止 

５）【12     】 

 ①【13     】の接近 

 ・ロシアの南下政策を警戒。日本に対し好意的に 

 ②【14     】：1891年 

 ・来日中のロシア皇太子ニコライ２世を、警備中の巡査津田三蔵が襲撃 

  ⇒交渉中止（失敗） 

   ※津田三蔵の裁判において、大審院長児島惟謙が司法権の独立を守る 



入門・明治（対外関係）４ 

６）【15 陸奥宗光】 

 ・1894年、【16 日英通商航海条約】に調印 ※日清戦争の直前 

   ⇒領事裁判権の撤廃に成功 

  ※各国とも改正条約を調印 

 

７）【17 小村寿太郎】 

 ・1911年、【18 日米通商航海条約】の改正 

  ⇒関税自主権の(完全)回復に成功。その後、各国とも調印に成功 

  ※日本は条約上、列国と対等の地位になった 

 

Ⅲ.朝鮮問題 

０）朝鮮国内の政治勢力 

 ・【２ 大院君】：国王高宗の王父。攘夷派 

 ・閔氏一族：高宗の外戚（王妃は【２ 閔妃】）。開国派（親日派）。開国後、朝鮮国内で台頭 

 

１）【３ 壬午軍乱（壬午事変）】：1882年 

 ・【４ 大院君】が首都漢城で反乱。軍隊もこれを支持し、民衆が日本公使館を包囲 

 ・清国軍が派兵され反乱を鎮圧（反乱自体は失敗） 

   ※清国の朝鮮に対する宗主権が強化 

  ⇒閔氏一族は清国に接近：親清策をとり、日本から離れる 

 ※その後、朝鮮の近代化を目指す【５ 金玉均】らが日本に接近 

   ⇒親日改革派（独立党）を形成 

 

２）【６ 甲申事変】：1884年 

 ・金玉均ら独立党が漢城で事大党に対してクーデタを起こす ※日本公使館も支援 

   ⇒清国軍が鎮圧。清国の朝鮮進出が強化 

 ※【７ 天津条約】：1885年、日清間で締結 

  ・全権：日本は伊藤博文、清は李鴻章 

  ・内容：日清両国の朝鮮からの撤兵。今後朝鮮に出兵の際は互いに事前通告すること 

 ※1885年、【８ 福沢諭吉】が『時事新報』で「脱亜論」を発表 

 

  



入門・明治（対外関係）４空 

６）【15     】 

 ・1894年、【16         】に調印 ※日清戦争の直前 

   ⇒領事裁判権の撤廃に成功 

  ※各国とも改正条約を調印 

 

７）【17      】 

 ・1911年、【18         】の改正 

  ⇒関税自主権の(完全)回復に成功。その後、各国とも調印に成功 

  ※日本は条約上、列国と対等の地位になった 

 

Ⅲ.朝鮮問題 

０）朝鮮国内の政治勢力 

 ・【２    】：国王高宗の王父。攘夷派 

 ・閔氏一族：高宗の外戚（王妃は【２   】）。開国派（親日派）。開国後、朝鮮国内で台頭 

 

１）【３     （    ）】：1882年 

 ・【４    】が首都漢城で反乱。軍隊もこれを支持し、民衆が日本公使館を包囲 

 ・清国軍が派兵され反乱を鎮圧（反乱自体は失敗） 

   ※清国の朝鮮に対する宗主権が強化 

  ⇒閔氏一族は清国に接近：親清策をとり、日本から離れる 

 ※その後、朝鮮の近代化を目指す【５    】らが日本に接近 

   ⇒親日改革派（独立党）を形成 

 

２）【６     】：1884年 

 ・金玉均ら独立党が漢城で事大党に対してクーデタを起こす ※日本公使館も支援 

   ⇒清国軍が鎮圧。清国の朝鮮進出が強化 

 ※【７     】：1885年、日清間で締結 

  ・全権：日本は伊藤博文、清は李鴻章 

  ・内容：日清両国の朝鮮からの撤兵。今後朝鮮に出兵の際は互いに事前通告すること 

 ※1885年、【８     】が『時事新報』で「脱亜論」を発表 

 

  



入門・明治（対外関係）５ 

ⅳ.日清戦争 

１）【１ 甲午農民戦争（東学(党)の乱）】：1894年 

 ・朝鮮で農民の反乱が起こる 

 ・朝鮮政府は清国に出兵を要請 

  ※清国は天津条約の規定に基づき日本に出兵を通告 

   ⇒日本も朝鮮に出兵。日清両軍が衝突、開戦へ 

 

２）【２ 日清戦争】：1894～95年 

 ①結果 

 ・日本が勝利 

 ②【３ 下関条約】：1895年４月、講和条約に調印 

 ・全権：日本は伊藤博文・陸奥宗光、清は【４ 李鴻章】 

 ・内容 清国は朝鮮の独立を認める：清国の宗主権を否定 

     清国は【５ 遼東半島・台湾】・澎湖諸島を日本に割譲する 

     清国は賠償金２億両（約３億1000万円）を日本に支払う 

 ③【６ 三国干渉】 ※下関条約調印直後 

 ・【７ ロシア】がフランス・ドイツとともに、日本に対し遼東半島の清への返還を要求 

   ⇒対抗する力のない日本は要求を受け入れ。ロシアへの対抗心が高まる 

 

３）台湾統治：1895～1945年 

 ・1895年、台湾統治の官庁として【８ 台湾総督府】を設置 

   ⇒初代総督：海軍軍令部長【９ 樺山資紀】が就任 

 ・1898年～、台湾総督児玉源太郎のもと、【10 後藤新平】が政策を実施 

   ※土地調査事業の実施、台湾銀行の設立など 

 

 

  



入門・明治（対外関係）５空 

ⅳ.日清戦争 

１）【１       （      ）】：1894年 

 ・朝鮮で農民の反乱が起こる 

 ・朝鮮政府は清国に出兵を要請 

  ※清国は天津条約の規定に基づき日本に出兵を通告 

   ⇒日本も朝鮮に出兵。日清両軍が衝突、開戦へ 

 

２）【２     】：1894～95年 

 ①結果 

 ・日本が勝利 

 ②【３     】：1895年４月、講和条約に調印 

 ・全権：日本は伊藤博文・陸奥宗光、清は【４    】 

 ・内容 清国は朝鮮の独立を認める：清国の宗主権を否定 

     清国は【５     ・  】・澎湖諸島を日本に割譲する 

     清国は賠償金２億両（約３億1000万円）を日本に支払う 

 ③【６     】 ※下関条約調印直後 

 ・【７    】がフランス・ドイツとともに、日本に対し遼東半島の清への返還を要求 

   ⇒対抗する力のない日本は要求を受け入れ。ロシアへの対抗心が高まる 

 

３）台湾統治：1895～1945年 

 ・1895年、台湾統治の官庁として【８      】を設置 

   ⇒初代総督：海軍軍令部長【９     】が就任 

 ・1898年～、台湾総督児玉源太郎のもと、【10     】が政策を実施 

   ※土地調査事業の実施、台湾銀行の設立など 

 

 

  



入門・明治（対外関係）６ 

Ⅴ.中国分割 

１）中国分割 

 ・日清戦争で清が敗北 ⇒1898～99年、列強が清国内に勢力範囲を設定 

 ①列強と租借地 

 ・ドイツ：【１ 山東半島】の膠州湾 

 ・ロシア：【２ 遼東半島】の旅順・大連 

 ・イギリス：九竜半島、威海衛 

 ・フランス：広州湾 

 ②アメリカの動き 

 ⅰ）大統領モンローのモンロー宣言：1823年 

  ・アメリカはヨーロッパに介入しない 

   ※反対にヨーロッパ諸国がアメリカ大陸に介入することも拒否 

 ⅱ）領土の拡大 

  ・1898年、ハワイ併合、【３ フィリピン】領有 

 ⅲ）門戸開放宣言：1899年 

  ・国務長官ジョン・ヘイが発表 

  ・外交姿勢を転換し、中国の門戸開放・機会均等を列国に提案 

 

２）清の反発と武力衝突 

 ①【４ 義和団事件】：1899～1900年 

  ・「扶清滅洋」をとなえる排外主義の宗教結社義和団が、北京の列国公使館を包囲 

 ⅰ）【５ 北清事変】：1900年 

  ・清国政府が義和団に同調し、列国に宣戦布告 

  ・８カ国連合軍の出兵：日・英・米・仏・露・独・伊・墺 

    ⇒清国は降伏 

 ⅱ）【６ 北京議定書】を締結：1901年 

  ・清と列国との間で締結 

  ・清国政府は列国に賠償金を支払い、列国の北京駐留権を認める 

 

  



入門・明治（対外関係）６空 

Ⅴ.中国分割 

１）中国分割 

 ・日清戦争で清が敗北 ⇒1898～99年、列強が清国内に勢力範囲を設定 

 ①列強と租借地 

 ・ドイツ：【１     】の膠州湾 

 ・ロシア：【２     】の旅順・大連 

 ・イギリス：九竜半島、威海衛 

 ・フランス：広州湾 

 ②アメリカの動き 

 ⅰ）大統領モンローのモンロー宣言：1823年 

  ・アメリカはヨーロッパに介入しない 

   ※反対にヨーロッパ諸国がアメリカ大陸に介入することも拒否 

 ⅱ）領土の拡大 

  ・1898年、ハワイ併合、【３      】領有 

 ⅲ）門戸開放宣言：1899年 

  ・国務長官ジョン・ヘイが発表 

  ・外交姿勢を転換し、中国の門戸開放・機会均等を列国に提案 

 

２）清の反発と武力衝突 

 ①【４      】：1899～1900年 

  ・「扶清滅洋」をとなえる排外主義の宗教結社義和団が、北京の列国公使館を包囲 

 ⅰ）【５     】：1900年 

  ・清国政府が義和団に同調し、列国に宣戦布告 

  ・８カ国連合軍の出兵：日・英・米・仏・露・独・伊・墺 

    ⇒清国は降伏 

 ⅱ）【６      】を締結：1901年 

  ・清と列国との間で締結 

  ・清国政府は列国に賠償金を支払い、列国の北京駐留権を認める 

 

  



入門・明治（対外関係）７ 

Ⅵ.日露戦争 

１）日露の対立 

 ①朝鮮をめぐる対立 

 ・三国干渉後、朝鮮では大院君の親日政権にかわり閔妃の親露派が台頭 

 ・1895年、閔妃殺害事件：駐韓公使三浦梧楼による 

 ・1897年、朝鮮は大韓帝国（韓国）に国号を改め、高宗は皇帝となる。親露政権 

 ②満州をめぐる対立 

 ・北清事変後もロシア軍が中国東北部（満州）に駐留、事実上占領 

２）日本の対露政策：国内で意見が分かれる 

 ①【１ 日露協商論（満韓交換論）】 

 ・ロシアに満州経営の自由を認めるかわりに、日本は韓国に対する優越権を得るという主張 

 ②【２ 日英同盟論】 

 ・イギリスと同盟を結び、ロシアに対し実力で韓国における権益を守るという主張 

 ・首相の桂太郎、外相の小村寿太郎らが主張 

 ③【３ 日英同盟協約】の締結：1902年 ※日英同盟の成立 

 ・一方の国が交戦した際、他方の国は厳正中立を守る 

 ・第三国が敵国側で参戦した場合、他方も参戦する 

３）【４ 日露戦争】：1904～05年 

 ・1904年２月開戦。日本は多額の軍事費を外債・内債、国内の増税でまかなう 

 ①戦争の経過 

 ・陸軍は旅順を占領。奉天会戦で勝利 

 ・海軍は日本海海戦でロシアの【５ バルチック艦隊】を全滅させる 

 ②【６ ポーツマス条約】に調印：1905年９月、講和を結ぶ 

 ・両国とも戦争継続が困難：日本は国力の限界、ロシアは国内の革命運動への対応 

   ⇒アメリカの【７ セオドア゠ローズヴェルト】大統領が講和を斡旋 

 ・全権：日本は【８ 小村寿太郎】、ロシアはウィッテ 

 ・おもな内容 ロシアは、韓国に対する日本の指導・監督権を全面的に認める 

        ロシアは、北緯50度以南のサハリン（樺太）と付属の諸島を日本に譲る 

        賠償金なし 

 ※【９ 日比谷焼打ち事件】：賠償金がないことに不満を持った日本の民衆が暴動を起こした 



入門・明治（対外関係）７空 

Ⅵ.日露戦争 

１）日露の対立 

 ①朝鮮をめぐる対立 

 ・三国干渉後、朝鮮では大院君の親日政権にかわり閔妃の親露派が台頭 

 ・1895年、閔妃殺害事件：駐韓公使三浦梧楼による 

 ・1897年、朝鮮は大韓帝国（韓国）に国号を改め、高宗は皇帝となる。親露政権 

 ②満州をめぐる対立 

 ・北清事変後もロシア軍が中国東北部（満州）に駐留、事実上占領 

２）日本の対露政策：国内で意見が分かれる 

 ①【１      （     ）】 

 ・ロシアに満州経営の自由を認めるかわりに、日本は韓国に対する優越権を得るという主張 

 ②【２      】 

 ・イギリスと同盟を結び、ロシアに対し実力で韓国における権益を守るという主張 

 ・首相の桂太郎、外相の小村寿太郎らが主張 

 ③【３       】の締結：1902年 ※日英同盟の成立 

 ・一方の国が交戦した際、他方の国は厳正中立を守る 

 ・第三国が敵国側で参戦した場合、他方も参戦する 

３）【４     】：1904～05年 

 ・1904年２月開戦。日本は多額の軍事費を外債・内債、国内の増税でまかなう 

 ①戦争の経過 

 ・陸軍は旅順を占領。奉天会戦で勝利 

 ・海軍は日本海海戦でロシアの【５        】を全滅させる 

 ②【６        】に調印：1905年９月、講和を結ぶ 

 ・両国とも戦争継続が困難：日本は国力の限界、ロシアは国内の革命運動への対応 

   ⇒アメリカの【７             】大統領が講和を斡旋 

 ・全権：日本は【８      】、ロシアはウィッテ 

 ・おもな内容 ロシアは、韓国に対する日本の指導・監督権を全面的に認める 

        ロシアは、北緯50度以南のサハリン（樺太）と付属の諸島を日本に譲る 

        賠償金なし 

 ※【９         】：賠償金がないことに不満を持った日本の民衆が暴動を起こした 



入門・明治（対外関係）８ 

Ⅶ.日露戦争後の国際関係 

１）韓国との関係 

 ①【１ 日韓議定書】：1904年 

 ・日露開戦直後に締結 

 ・韓国の保全を名目に、日本の軍事行動に必要な便宜の提供を約束させた 

 

 ②【２ 第１次日韓協約】：1904年 

 ・日本政府推薦の財政・外交顧問を韓国に置くこと 

 ・重要な外交案件は日本政府と事前に協議すること 

 

 ③【３ 第２次日韓協約】：1905年 

 ・韓国の外交権を奪う 

 ・漢城に【４ (韓国)統監府】を設置。初代統監は【５ 伊藤博文】 

 

 ④【６ 第３次日韓協約】：1907年 

 ・韓国の内政権を奪う 

 ・軍隊の解散 

   ⇒義兵運動の本格化：日本に抵抗 

  ※【７ ハーグ密使事件】を契機に締結 

   ・韓国皇帝高宗がオランダのハーグに密使を送り、日本の行動を抗議。列国に無視される 

    ⇒日本は皇帝高宗を退位させる 

 

 ⑤【８ 伊藤博文】暗殺事件：1909年 

 ・ハルビン駅頭にて前統監の伊藤博文が韓国の安重根に暗殺される 

 

 ⑥【９ 韓国併合】：1910年 

 ・【９ 韓国併合】条約を締結、韓国を植民地化。漢城を京城に改称 

 ・【10 朝鮮総督府】を設置。初代総督は【11 寺内正毅】陸相 

 ・東洋拓殖会社の設立、土地調査事業の実施などを行う 

 

 

 

 



入門・明治（対外関係）８空 

Ⅶ.日露戦争後の国際関係 

１）韓国との関係 

 ①【１      】：1904年 

 ・日露開戦直後に締結 

 ・韓国の保全を名目に、日本の軍事行動に必要な便宜の提供を約束させた 

 

 ②【２        】：1904年 

 ・日本政府推薦の財政・外交顧問を韓国に置くこと 

 ・重要な外交案件は日本政府と事前に協議すること 

 

 ③【３        】：1905年 

 ・韓国の外交権を奪う 

 ・漢城に【４       】を設置。初代統監は【５     】 

 

 ④【６        】：1907年 

 ・韓国の内政権を奪う 

 ・軍隊の解散 

   ⇒義兵運動の本格化：日本に抵抗 

  ※【７        】を契機に締結 

   ・韓国皇帝高宗がオランダのハーグに密使を送り、日本の行動を抗議。列国に無視される 

    ⇒日本は皇帝高宗を退位させる 

 

 ⑤【８     】暗殺事件：1909年 

 ・ハルビン駅頭にて前統監の伊藤博文が韓国の安重根に暗殺される 

 

 ⑥【９     】：1910年 

 ・【９     】条約を締結、韓国を植民地化。漢城を京城に改称 

 ・【10      】を設置。初代総督は【11     】陸相 

 ・東洋拓殖会社の設立、土地調査事業の実施などを行う 

 

 

 

 



入門・明治（対外関係）９ 

２）アメリカとの関係 

 ①【12 桂・タフト協定】：1905年 

 ・アメリカは、日本による韓国の保護国化・指導権を承認 

 ・日本は、アメリカのフィリピン統治を承認 

 ②日米関係の悪化 

 ・アメリカの鉄道王ハリマンの満鉄共同経営計画を日本政府が拒否 

 ・カリフォルニア州などで日本人移民排斥運動が激化 

３）イギリスとの関係：協調の継続 

 ①【13 第２次日英同盟】：1905年 

 ・イギリスは、日本による韓国の保護国化と、日本の満州権益を承認 

 ・同盟の適用範囲をインドにまで拡大 

 ②【14 第３次日英同盟】：1911年 

 ・ドイツの進出に対応。アメリカを適用除外とする 

４）ロシアとの関係：接近 

 ・1907～16年、第１次～第４次【15 日露協約】 

  ⇒満州、内蒙古の勢力圏を相互に確認 

５）日本の満州経営 

 ※関東州：遼東半島南端の租借地。旅順・大連を含む区域 

 ①【16 関東都督府】の設置：1906年 

 ・旅順に設置。関東州を管轄、満州の保護・監督も 

 ②【17 南満州鉄道株式会社（満鉄）】の設立：1906年 

 ・大連に設立。半官半民。初代総裁は後藤新平 

６）中国の動き 

 ①【18 辛亥革命】：1911年 

 ・専制と異民族支配への反対運動がおこる 

 ・革命指導者の【19 孫文】は三民主義をとなえる 

 ②【20 中華民国】の成立：1912年 

 ・孫文が臨時大総統に就任 

 ・その後、臨時大総統の地位を軍閥の首領【21 袁世凱】にゆずる 



入門・明治（対外関係）９空 

２）アメリカとの関係 

 ①【12        】：1905年 

 ・アメリカは、日本による韓国の保護国化・指導権を承認 

 ・日本は、アメリカのフィリピン統治を承認 

 ②日米関係の悪化 

 ・アメリカの鉄道王ハリマンの満鉄共同経営計画を日本政府が拒否 

 ・カリフォルニア州などで日本人移民排斥運動が激化 

３）イギリスとの関係：協調の継続 

 ①【13        】：1905年 

 ・イギリスは、日本による韓国の保護国化と、日本の満州権益を承認 

 ・同盟の適用範囲をインドにまで拡大 

 ②【14        】：1911年 

 ・ドイツの進出に対応。アメリカを適用除外とする 

４）ロシアとの関係：接近 

 ・1907～16年、第１次～第４次【15     】 

  ⇒満州、内蒙古の勢力圏を相互に確認 

５）日本の満州経営 

 ※関東州：遼東半島南端の租借地。旅順・大連を含む区域 

 ①【16      】の設置：1906年 

 ・旅順に設置。関東州を管轄、満州の保護・監督も 

 ②【17          （  ）】の設立：1906年 

 ・大連に設立。半官半民。初代総裁は後藤新平 

６）中国の動き 

 ①【18     】：1911年 

 ・専制と異民族支配への反対運動がおこる 

 ・革命指導者の【19   】は三民主義をとなえる 

 ②【20     】の成立：1912年 

 ・孫文が臨時大総統に就任 

 ・その後、臨時大総統の地位を軍閥の首領【21    】にゆずる 


