
松岡洋右の四国同盟構造の再考察
―内モンゴル地域を例として―

ガンバガナ

はじめに

　1939年5月から9月までの間でモンゴル国と「満州国」の国境付近で繰り広げられたノモ

ンハン事件（ハルハ河戦争とも言う）の敗北による日本の外交政策の一つの転換は、それ

までの北進論から南進論へ移行することによって現れた。しかしながら、南進政策を推進

するにあたっては、北部からの脅威を和らげる必要があったため、その戦略的な観点から

日ソ国交調整論が浮上した。さらにその後、第二次近衛内閣の外相に就任した松岡洋右に

よって「日独伊蘇の四国協商」が唱えられることとなった。いわゆる松岡の四国同盟構造

の登場である。

　その中身とは、日独伊三国同盟にソ連を抱きこんで、その威力をかりて米英を牽制し、

よって世界勢力圏を再分配するという計画であり、具体的な形をとったのは、1941年2月

3日のことである。その日、大本営政府連絡会議は松岡の対ソ交渉の下準備として作成し

た「対独伊蘇交渉案要綱」を承認しており、そこには、内モンゴル問題については「帝国ハ

蘇聯ノ新疆外蒙ニ於ケル地位ヲ了承シ、蘇聯ハ帝国ノ北支蒙彊ニ於ケル地位ヲ了承ス」と

書かれていた 1。

　ところが、その後、松岡がモスクワにおけるソ連の外務大臣モロトフとの会談で、この

問題を持ち出したところ、モロトフはそれにまったく応じず、北サハリンにおける利権の

回復という従来の主張を繰り返すだけであった。結果として1941年4月13日に「日ソ中立

条約」が調印され、松岡の四国同盟構造は事実上崩壊に追い込まれることになるが、その際、

「満州国」とモンゴル国に関して、相互の領土安全と不可侵を尊重するとの声明が発表され

た以外、ほとんどの課題が棚上げとされていた。

　では、松岡外相が何回にも及ぶ枢密院会議、大本営会議を経て綿密に練り上げた四国同

盟構造が、なぜソ連側に軽々と否定される結果となったのか。その原因をいかに解釈すべ

きなのか。本論文では、四国同盟構造の中の内モンゴルに焦点をあてながらその崩壊の一

因を探り、それによって当時の日ソ間の内モンゴル問題のあり方を究明する。
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1．ノモンハン事件後の日ソ国交改善の試み

　ノモンハン事件が最終局面をむかえていた時期に、ソ連はドイツと不侵略条約を締結し、

それに継いでドイツのポーランド侵攻があった。日ソの外交危機は、ノモンハン事件によっ

て頂点に達したものの、独ソ不可侵条約の成立、第二次世界大戦の勃発など国際政治の大

動きによって新局面を迎えた。日本ではそれが今までの北進論を南進論に変えることで現

れた。すなわち、太平洋と東南アジアへ出るということだった。しかし、この戦略には、米

英を敵にするというリスクがあったため、北方から来るソビエト連邦の潜在的脅威を和ら

げる必要があった2。こうした文脈の中で浮上したのが、ソビエト連邦との関係改善であり、

しかも、これがソ連の対中援助を停止させ、泥沼化していた日中戦争の終結にもつながる

と考えられた。それ以降、日本の有力な政治・軍事指導者は、過去においてたびたびソビエ

ト側から提議があった不可侵条約、もしくは中立条約の実現にはじめて積極的な姿勢を示

すようになった 3。

　一方、ソ連側も1939年冬から始まったソ連・フィンランド戦争によって国際的に孤立し

ていたため、対日提携には意欲的であった。それを察知した日本の外務省は、その後、対ソ

国交調整を一層積極的に推進し、1940年4月22日に「防共の方針を堅持するとしながらも、

条件つきの日ソ不可侵条約の締結を考慮す」という内容を含む「第二次対外施策要綱」を

作成した。また、軍内部においても同様な動きがみられ、対ソ接近を図る案が提出され、参

謀本部の部長会議において、承認されていた 4。

　その後、日ソの間で満蒙国境問題に関する会談が実現され、両国の懸案を成るべく速や

かに解決することで一致した 5。続いて、7月2日に東郷・モロトフの会談があり、その際、

東郷駐ソ大使から「日ソ中立協定草案」が提出されている 6。その第一条に「両締約国は

一九二五年の蘇連邦日本国間基本条約が両国国交の基礎を為すものなることを確認す。両

締約国は平和及友好の関係を維持し相互に領土権を尊重すべきことを声明す」と書かれて

いた 7。それに対し、モロトフは原則として同意すると表明したが、それによって米ソ・ソ

中の関係が悪化するため、ソ連としては何ら得るところがない、それとは逆に、日本にとっ

ては、日華事変の処理を促進させ、南方への積極的行動をとることも可能となるから著し
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2  ボリス・スラブィンスキ『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、岩波書店、
1996年、p.59。

3  工藤美知寿『日ソ中立条約の研究』南窓社、1985年、p.61。
4  同上、p.67。
5 「第七七四号ノ一」（有田外務大臣【宛】）、請求番号：B-1-0-0-J/R1-001、外務省外交史料館。
6  前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、p.59。
7 「第一一三九号ノ一」（松岡外務大臣【宛】）、請求番号：B-1-0-0-J/R1-001、外務省外交史料館。



く有利であると主張し、「相当の代償を求めなくてはならない」と述べ、将来の要求に含み

を残していた 8。 

　日ソ両国のこのような動きは、従来からこの両国の不調和を清算して世界新秩序の建設

の戦いに協力させることを希望していたドイツに歓迎された。それについて、在独国来栖

大使は有田外務大臣にあてた電報で、「ドイツ側が日ソ関係の改善を希望している」と報告

している 9。以降、日独の接触が頻繁となるにつれ、日本はドイツに対し、日ソ関係の仲介

と反英同盟の締結を繰り返して要請し、その線で浮上したのは、日独伊ソ同盟論であった。

このような「防共」から「反英」に向けた日本外交の転換は、モスクワにとっては当然なが

ら歓迎されるべきものであったが、日米関係にとっては悪化を意味するものであった。

　1940年7月22日に、米内内閣が倒れ、第二次近衛文麿内閣が成立し、新外相に松岡洋右

が就任した。彼は外相に就任するや、自らのいわゆる「松岡構造」を推進した。その構造と

は、まず三国同盟の威力をかりて「日独伊蘇の四国協商」の実現をはかり、さらにそれによっ

て米英を牽制して、日本の南進政策を推進し、最終的には、アジア・アフリカにおいて四カ

国がそれぞれ生活圏を分割し、世界の新秩序を樹立しようとするものであった。

　その後、彼の主導で、7月27日に近衛第二内閣は「世界情勢の推移に伴う時局処理要綱」

を承認した。その案はもっとも重要な課題として「大東亜新秩序」の樹立をあげており、具

体的な方針として、「①日本、ドイツ、イタリアの結束の強化、②戦争で敗北を被らないた

めの準備としてソビエト連邦との間で不可侵条約を締結する」ことを定めている 10。

　こうして南方問題を決する案、いわゆる南進論が本格化することになるにつれ、ソビエ

ト連邦との中立条約の締結は日本外交の最優先課題となり、その流れで出たのは、8月14

日のモロトフの前述の7月2日の日本政府の提案に対するソ連側の回答文書である。そこ

には、日本政府の中立協定を締結する提案に対してのソ連政府の肯定的な態度が示されて

いたが、協定締結にあたっては、日本の利益だけでなく、ソ連の利益も考慮されるべきで

あると述べられている。さらに、「第一条約がポーツマス条約の効力を残している一九二五

年の北京条約（日ソ基本条約）を両国関係の基礎として維持すると規定していることは、

現在の情勢に合致しない。日本が五十万人にのぼる占領軍を満州に投入し、そのことによっ

て中国の主権を侵害し、ポーツマス条約を一方的に侵犯している現状においては、なおさ

らである」と、日本側の草案に対して抗議している 11。しかしながら、それに対する日本側
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8 『日本外交史（第21巻）―日独伊同盟・日ソ中立条約』、鹿島平和研究所、1971年、p.267。
9 『日本外交文書―第二次欧州大戦と日本（第一冊）日独伊三国同盟・日ソ中立条約』、六一書房、

2012年、p.173。 
10  前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、p.63。
11  同上、p.61。



の反応といえば、東郷が松岡外相に送った電文に、「両国ノ国交ノ調整セントスル此ノ機ニ

及ビ「ポーツマス」条約違反云々ヲ持出サルルハ不可解ナリ、蘇側ハ満州ニ付テ何カ求メ

ントスルモノナリヤ 12」と書かれているように、ソ連側の真意をまったく理解していなかっ

たようであるが、その認識の相異がその後の交渉によってさらに浮き彫りとなる。

2．勢力範囲再編問題における日ソ両国の認識の相異

　1940年9月27日、日独伊の間で「三国同盟条約」が成立された。その方針では大東亜およ

び欧州地域における新秩序の建設がとなえられていたが 13、それ以外に、「独ソ不侵略条約

成立後の独ソ親善関係を更に日ソ関係に拡大して、日ソ国交調整を図り、出来得れば進ん

で日独ソの連携に持っていき、之によって英米に対する日本の地歩を強固ならしめ、以て

支那事変の処理に資せんとする」という隠された意図もあった 14。

　三国同盟が成立後、日本の外務省はただちにソビエト連邦との協定締結の条件について

の「日蘇国交調整要綱案」の作成に取りかかった。この案の主要な特色は、中立条約方式を

放棄して日ソ間に独ソ不可侵条約と同趣旨の不可侵条約を採用し、さらに、日ソ両国の勢

力範囲についても取り決めようとしたものであった 15。そして数回の修正が加えられてか

ら出されたのが、1940年10月4日の「日蘇国交調整要綱案（試案）」であり、その第五条には、

日ソ間の相互の諒解事項として次のように書かれている。

　「（イ）蘇聯ハ内蒙古及中国北部三省ニ於ケル日本ノ伝統的関心ヲ承認シ、日本ハ外蒙古

及新疆ニ関スル蘇連ノ伝統的関心ヲ承認ス」

　「（ロ）蘇聯ハ日本カ将来大東亜共栄圏内ノ南方ニ進出スルコトヲ容認スヘク日本ハ蘇聯

カ中央「アジア」地方ニ進出スルコトヲ容認ス 16」とある。

　さて、松岡主導のこの要綱には「伝統的関心」という表現を使いながら日本側の主張を

解釈しているが、その「伝統」は本当にこの記述どおりであったのだろうか。次に我々は日

露戦争、とりわけポーツマス条約後に、日露の間で結ばれていた一連の秘密条約において、

勢力範囲問題がいかに話し合われていたかを見てみよう。

　周知のように、1907年7月30日に調印された「日露第一回協約」には「露西亜国ハ日本

国ト韓国トノ間ニ於テ現行諸条約及協約ニ基キ存在スル政治上利害共通ノ関係ヲ承認シ」

（第二条）、「日本帝国政府ハ外蒙古ニ於ケル露西亜国ノ特殊利益ヲ承認シ該利益ヲ損傷ス
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12 「第一一三八号ノ一」（松岡外務大臣【宛】）、請求番号：B-1-0-0-J/R1-001、外務省外交史料館。
13  前掲『日本外交文書』、p.250。
14  前掲『日本外交史（第21巻）―日独伊同盟・日ソ中立条約』、p.263。
15  前掲『日ソ中立条約の研究』、p.79。
16 「日蘇国交調整要綱案（試案）」、請求番号：A-1-0-0-6-001、外務省外交史料館。



ヘキ何等ノ干渉ヲ為ササルコトヲ約ス 17」（第三条）となっており、日露両国は韓国と外モ

ンゴルおける相互の特殊利益を確認していたことがわかるが、「南満州」と「北満州」につ

いてはさらに以下のような話し合いがあった。

　「日露戦役ノ結果帝国ハ実際ニ於テ韓国ニ対スル主権ヲ掌握シ併セテ満州南部ニ於テ特

殊ノ関係ヲ有スルニ至リタル處韓国ニ於ケル帝国ノ地歩ハ既ニ確立セルニ拘ラス、満州ニ

対スル地位ハ簿弱ナルモノアルヲ免レス日露両国カ南北満州ニ特殊利益ヲ有スルノ事実ハ

争フヘカラスト雖両国間ニハ未タ明確ニ勢力範囲ヲ協定シタルコトナキヲ以テ両国ノ利害

ハ将来如何ナル衝突ヲ見ルコトアルヤモ之レヲ保シ難キ状態ニ在リ 18」。

　また、1910年7月4日に調印された「日露第二回協約」の第一条約には、「日本国及露西

亜国ハ一九〇七年ノ秘密協約追加条款ニ定メタル分界線ヲ以テ満州ニ於ケル両国特殊利益

ノ各地域ヲ画定セルモノト承認ス」、第二条には「両締約国ハ前記地域内ニ於ケル其特殊利

益ヲ相互ニ尊重スルコトヲ約ス 19」とある。

　さらに、1912年7月に締結された「第三回日露協約」の第二条においては「内蒙古ハ北

京ノ経度（「グリニッチ」東経百十六度二十七分）ヲ以テ之ヲ東西ノ二部ニ分割ス」「日本帝

国政府ハ前記経度ヨリ西方ノ内蒙古ニ於ケル露西亜国ノ特殊利益ヲ承認シ、且之ヲ尊重ス

ルコトヲ約シ、露西亜帝国政府ハ該経度ヨリ東方ノ内蒙古ニ於ケル日本国ノ特殊利益ヲ承

認シ、且之ヲ尊重スルコトヲ約ス 20」と、それぞれ記されている。

　そして、上述の一連の文章から分かるように、これらの秘密協約には、韓国（朝鮮半島）、

南満州、東部内モンゴルと外モンゴル、北満州、西部内モンゴルといった少なくとも六つ

の地域が登場している。その中では、前の三つの地域が日本の勢力範囲として決められ、

後の三つの地域がロシアの勢力範囲となっている。日ソ交渉史のそれまでの自然的な成り

行きから見れば、これこそがひとつの「伝統」と言えるかもしれない。ところが、「日蘇国

交調整要綱案」では、「内蒙古」（ここでは内モンゴル西部地域を指している）が日本の勢力

範囲となっており、しかも当時日本がすでに朝鮮半島の併合を実現していただけでなく、

「北満」を領土の一部とする「満州国」をも支配下に置いていた情況を考えれば、上述の六

つの地域の内の五つが日本の影響下に入っていたか領土の一部になっていたことがわか

る。

　それはソ連側からみれば、今までの「伝統」から大きく逸脱したことであり、到底受け入

れがたいものであっただろう。だからモロトフは当初からこの問題について、ポーツマス
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17  外務省『日本外交年表竝主要文書（1840-1945）上』、原書房、1965年、p.280。
18  同上、p.332。
19  前掲『日本外交年表竝主要文書（上）』、p.336。
20  同上、p.369。



条約の時から受け継がれて来た日露の満州地域における「伝統」が日本の「満州」占領によっ

て侵害されたと抗議をしていたのである 21。すなわち、日ソの「伝統」に対する解釈がまっ

たく異なっていたと言えよう。

　また、日本側の案では、その代償として新疆をソ連の勢力範囲にするとのべていたが、

松岡自身も当時モロトフとの交渉の中で、ソ連のインド洋への進出問題に触れ「日本はソ

ビエト連邦がイラン経由で海洋に出ることに反対しないが、この問題は主としてドイツ、

それにイギリスが考えるべき問題である 22」と発言していたように、新疆問題も実は日ソ

間の問題というより、むしろ中ソ、ひいては英国を巻き込む問題であり、それまでの一連

の条約によって相互間で一定の諒解が得られていた問題とは別次元の課題でもあった。

　そして、ソ連側のこうした勢力範囲に対する強い関心を、その後、1940年11月12日から

13日の間に行われた独ソの外相会談からも垣間見ることができる。本会談において、モロ

トフはリッベントロップが提出した「四国協商案」に対し、「過去の勢力圏は最近の情勢、

事件によって無効無意味になって終わった 23」と発言している。鉾先が日本に向けられて

いることは明白である。また、「大東亜圏の境界を明瞭にするためにも……列強としてソ連

は決してヨーロッパ、アジアの重要問題に無関心ではいられない 24」とも発言している。

　ソ連側のこのような強い姿勢が、ドイツ側のその後の主張に対し影響を及ぼしたかどう

かは定かではないが、いずれにせよ、その後ドイツ外相によって出されたいわゆる「リッ

ベントロップ腹案」には、日本の勢力範囲について、「今後さらに外交折衝により明確にす

る必要があるが」と断りながら、「日本列島及び満州国の南に一線を画することにより、比

較的容易に境界に画定できよう」と付け加えている 25。

　しかしながら、今回の会談に先だつ11月10日に、松岡が来栖大使を通じてドイツ側に対

して日ソの不可侵条約の成立について斡旋を求めた際、リッベントロップから日本側に出

されていた「腹案」には、こうした内容はなく、「将来ノ勢力範囲トシテ日本ニハ南洋」となっ

ていた。それだけでなく、松岡のその後の「対独伊蘇交渉案要綱」は、実はこの「腹案」を

ソ連側に受諾させるということを前提条件として作成されていた。続いてリッベントロッ

プは、松岡外相の要請に応じる形で日ソ国交調整の問題を取り上げ、「事態を色々聞いて日

本は不可侵条約締結のさいには、もし中国との了解が成立すれば、外蒙と新疆を喜んでソ
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21 前掲「第一一三八号ノ一」（松岡外務大臣【宛】）；前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務
省機密文書』、p.61。

22  前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、p.107。
23  米国国務省『大戦の秘録―独外務省の機密文書より（邦訳）』、読売新聞社、1948年、pp.289-

294。
24  同上、p.321。
25  同上、p.322-325。



連の勢力圏として認めようとしていることを知った 26」と語っていたが、双方の考えには

隔たりが大きかったため、最終的に決裂し、その後、ヒトラーのソ連侵攻計画が発動され

ることとなる。

3．松岡の「対独伊蘇交渉案要綱」とソ連側の対応

　上述のように、ドイツの仲介による四国協商は、結局のところ失敗に終わった。その後、

ベルリンからモスクワに戻ったモロトフは、11月18日に、駐ソ大使建川を招き、リッベン

トロップと行った会談を引き合いに出しながら、日本側が出していた不可侵条約の締結問

題に対して回答を行った。その際「ソ連の世論は失地回復を伴わない不侵略条約は想像す

ることができない 27」という理由で、中立条約の締結を提案し、さらに不可侵条約を締結す

る場合、「モンゴルや新疆のようなロシアが失った領土の返還問題にも触れざるを得ない

であろう 28」と言い、中立条約と北サハリンにおける日本利権の解消に関する議定書を大

使に提示していた。

　では、ここで言っている「モンゴル」とは、いったいどの地域を指していたのであろうか。

当時、外モンゴルはすでにソ連の完全たる影響下に置かれていたこと、1912年の第三の「日

露秘密協約」において、西部内モンゴル地域をロシアの勢力範囲に指定していたにもかか

わらず、実際は日本の支配下にあったこと、それを「失地」として扱っていたこと、さらに

ベルリンでの会談の内容などからみれば、内モンゴル西部地域を指していたと考えられる。

　ところが、1941年1月6日、松岡が訪欧外交の目標として作成した「対独伊蘇交渉案要綱」

の第二条では依然として「帝国ハ蘇連ノ新疆外蒙ニ於ケル地位ヲ了承シ、蘇連ハ帝国ノ北

支蒙彊ニ於ケル地位ヲ了承ス新疆外蒙ト蘇連トノ関係ハ蘇支間ニ於テ取極メシムルモノト

ス」となっており、しかも、独ソ会談が決裂したにもかかわらず、ドイツの仲介によって

四国協商を成立させることが想定されていた 29。この要綱はその後、1941年2月3日の大本

営政府連絡会議の審議によって正式に決定されており、その第一条には「蘇聯ヲシテ所謂

「リッペントロップ」腹案ヲ受諾セシメ」との日ソ国交調整の前提条件が語られ、第二条に

は多くの具体的な方策が述べられていた。その中から重要な内容を取り上げるなら以下の

とおりである。

　（一） 独逸ノ仲介ニ依リ北樺太ヲ売却セシム。

　（二） 帝国ハ蘇聯ノ新疆外蒙ニ於ケル地位ヲ了承シ、蘇聯ハ帝国ノ北支蒙彊ニ於ケル地
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26  同上、p.326。
27  前掲『日本外交史（第21巻）―日独伊同盟・日ソ中立条約』、p.273。
28  前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、p.71。
29  前掲『日ソ中立条約の研究』、p.89。



位ヲ了承ス新疆外蒙ト蘇聯トノ関係ハ蘇支間ニ於テ取極メシムルモノトス。

　（三） 蘇聯ヲシテ援蒋行為ヲ放棄セシム。

　（四） 満蘇外蒙間ニ速カニ国境画定及紛争処理委員会ヲ設置ス 30。

　また、「世界ヲ大東亜圏、欧州圏（アフリカヲ含ム）、米州圏、蘇聯圏（印度、「イラン」ヲ含ム）

ノ四大圏トシ（英国ニハ豪州及「ニュージーランド」ヲ残シ概ネ和蘭待遇トス）帝国ハ戦後

ノ講和会議ニ於テ之ノ実現ヲ主張ス」とした松岡の壮大な計画も示されていた 31。

　要するに、独ソ関係の冷却化により、今まで松岡が描いてきた四国同盟論の実現はほぼ

不可能になったにもかかわらず、日本政府は依然としてそれにこだわっていたともいえよ

う。しかもその後、1941年4月に実現された松岡のモスクワ訪問において、彼はこの問題

をあらためて取り上げ、「勢力圏に関する秘密議定書の調印が必要である。その中では日本

の勢力範囲は内モンゴル、中国北部であり、ソビエト連邦の勢力範囲はモンゴル人民共和

国、新疆であると明示することにしよう」と述べていたが、それに対し、モロトフは「より

詳細な準備が必要である」としか述べておらず、事実上無視される結果となっている 32。松

岡のこのような行動について酒井哲哉は、「その対応が鈍いものであったことは間違いな

い」と指摘しているが 33、認識の甘さをも指摘すべきであろう。

　こうして、今回の訪問は失敗の寸前までに至ったが、その後、スターリンの思惑により、

両者の会談が急きょ実現され、松岡が語っていたいわゆる「外交電撃戦」が功を奏し、4月

13日「日ソ中立条約」が成立することとなったが、多くの問題が実は棚上げにされ、事実上、

彼が練っていた四国同盟構造は幻のものとなった。

　

おわりに

　松岡は自らの四国同盟構造で、内モンゴル問題について、「帝国ハ蘇聯ノ新疆外蒙ニ於ケ

ル地位ヲ了承シ、蘇聯ハ帝国ノ北支蒙彊ニ於ケル地位ヲ了承ス」ようと訴えていたが、モ

ロトフとの会談の際、それはまったく問題にされず、結果的に1941年4月13日に「日ソ中

立条約」が締結されることとなった。その原因について、松岡は条約成立後の4月24日の

日ソ中立条約枢密院審査委員会では、「ソ蒙協定ニ対シ支那ハ強硬ナル抗議ヲ為サザリシ

事実アリ之ヲ前提トシタルナリ北支及蒙彊ヲ認メシメントセルモ事態ヲ紛糾セシメル惧ア
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30  前掲「（極秘）対独伊蘇交渉案要綱（昭和一六、二、三（決定））」。
31  同上。ちなみに、ここで言っている「蒙疆」の大部分は西部内モンゴル地域にあたるが、日本

では当時両者を混同して使うことがよくあった。ロシア側の資料では「内モンゴル」となって
いる。

32  前掲『日ソ中立条約―公開されたロシア外務省機密文書』、p.109。
33  酒井哲哉「日米開戦と日ソ関係」『太平洋戦争』東京大学出版会、1993年、p.155。



リタルニ依リ本問題ノ解決ハ後日譲ルノ已ムナキニ至レリ 34」と答弁していたが、それだ

けにとどまるものであったのか。本論文では、四国同盟構造の中の内モンゴル問題に焦点

をあてながら、その問題点を探り、それによって、なぜ松岡の四国同盟構造が崩壊に追い

込まれたかについて検討してみた。

　まず、松岡は当時、自らの四国同盟構造の中の勢力範囲の分配問題について、それまで

の日ソ（露）の伝統に沿ったものであるとの認識を持っていたが、実はその伝統とは大き

くかけ離れており、ソ連側もそれに対し当初から強い懸念を示し、絶えず異議を唱えてい

た。それにかかわらず、松岡は耳を傾けることなく、一貫して自らの考えを主張し続けた。

したがって、松岡の四国同盟構造は最初から破たんする運命にあったと言っても過言では

なかろう。

　また、日ソ交渉にあたって、当時、日本は仲介者としてドイツに頼っていたが、実はドイ

ツはその役割を期待通りに果していなかった。それは「リッベントロップ腹案」によって

はっきりと現れている。たとえば、ドイツ側がソ連側に提出していた「腹案」には、満州地

域における日本の勢力範囲が「満州の南」に限定されていたが、日本側に提出していた「腹

案」にはそうした内容が含まれておらず、日本側の意思に沿う形で「将来ノ勢力範囲トシ

テ日本ニハ南洋」という文言となっていた。しかも、この異なる内容を持つ「腹案」のもとで、

「対独伊蘇交渉案要綱」が作成されていた。

　要するに、いわゆる松岡の四国同盟構造は内容の面だけでなく、交渉の進め方自体にも

多くの問題点があり、それが結果的に、本構造を失敗に導くひとつの原因になったとも考

えられる。
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34 「日ソ中立条約枢密院審査委員会議事録」、請求番号：B-1-0-0-J/R1-002、外務省外交史料館。
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