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ウクライナ侵攻：

　本年2月24日、ロシアのプーチンがウクライナに侵略
してから一月が経とうとしています。プーチンは、ウクラ
イナなど数日で落とせるとの予想をしていたと言われ
ており、ウクライナの人々の勇敢な抵抗により、その予
測が覆されると、この原稿を書いている時点で、攻撃の
野蛮さを増すことでその野望を達成しようとしており、
子どもたちや妊婦を含む一般市民にまで無差別攻撃
を広げ、ウクライナ全土で戦争犯罪を繰り返していま
す。このプーチンの行動を許してはなりません。核兵器
をもった軍事独裁大国がその使用をチラつかせながら
周辺国を脅す行為に対して、民主主義を信奉する世界
の人々が連携団結し、反プーチン、反独裁の声をあげる
ことは大変大事なことだと思っています。

　振り返ってみると、近現代の日本の歴史は、ロシアの
東方拡張、侵略とどう戦うかで形成されてきたように
思えます。現在も、ロシアは日本の固有領土である国後
（くなしり）、択捉（えとろふ）、歯舞（はぼまい）、色丹
（しこたん）を含む全千島列島を不法に占拠していま
す。日本に対するロシアの脅威が今も決して無くなった
わけではありません。

ロシア軍艦対馬占領事件：

　1861年、ビリリョフ船長の指揮するロシア軍艦ポサ
ドニック号が対馬に来航し、上島と下島の間にある浅
茅湾（あそうわん）に侵入、芋崎（いもさき）を占領して
そこに兵舎、工場、練兵場などを建設して半年余りにわ
たって滞在する事件が起こりました。対馬藩主宗義和
（そうよしかず）はロシアの不法占拠を責め、直ちに退
去するよう求めましたが、ビリリョフ船長は、船が難破
して航行に耐えられないので修理のために来航したと
偽りの回答をし、さらに修理工場設営資材や食料、遊
女を要求しました。対馬藩は徳川幕府に急使を送り、
助けを求めました。事態に驚いた徳川幕府は、箱館奉
行を通じて同地駐在のロシア総領事に強く抗議すると
ともに、外国奉行小栗忠順（おぐりただまさ）を咸臨
丸（かんりんまる）で対馬に急派しました。小栗は、ビ
リリョフと三回に渡り交渉しましたが、交渉は決裂、小
栗は、江戸に帰り、老中に、対馬を幕府直轄領とするこ
と、今回の事件の折衝は正式の外交形式で行うこと、
国際世論に訴えることなどを主張しましたが、受け入れ
られず、小栗は外国奉行を辞任しました。事件は、その
後、駐日イギリス公使オールコックが幕府に対し、イギ
リス艦隊の圧力によってロシア艦隊を退去させること
を提案、これが実行され、イギリス東洋艦隊の軍艦２
隻が対馬に回航し示威行動を行ったため、ロシア総領
事は形勢不利と判断、ビリリョフに命じて対馬から撤
退させました。ロシアの造営物は幕府により撤去され、
その材料は長崎に保管されました。

文化露
ろ こ う

寇および日露国境紛争：

　それ以前にも、ロシアは、1778年、北海道の厚岸
（あっけし）に現れて日本に通商を求め、1806年には
フォボストフ大尉が南樺太の亜庭湾の日本人集落に
武装上陸して放火、略奪、誘拐する事件を起こし、翌
1807年には、日本領択捉（えとろふ）島老門（おいと）
に上陸し、略奪のかぎりを尽くす事件を起こしました
（文化露寇）。これに対し、日本側は箱館奉行の指揮
のもと、弘前藩、南部藩、津軽藩の連合軍で対応しま
したが、ロシア軍の圧倒的火力の前に敗退し、択捉島
紗那（しゃな）会所は全滅しました。箱館奉行は敗戦
の責任を取って切腹自害しました。日本とロシアはその
後1855年、下田条約（日露和親条約）を結び、その中
では、南樺太日本人居住地域および択捉、国後、色丹、
歯舞の島々については日本の領土であることが確認さ
れました。その間、ロシアは清朝の弱体化につけ込ん
で、アムール川以北（1858年）および沿海州（1860
年）をロシア領に編入し、その南端をウラジオストック
（ロシア語で東方を制圧せよとの意味だそうです）と
名付けます。1875年、明治政府は、榎本武揚をロシア
の首都サントペテルスブルグに派遣して千島樺太交換
条約が結ばれます。この条約で、千島列島は北端の占
守（シュムシュ）島まで含めて日本領、樺太については
日本は領土権を放棄するということで日露国境が定ま
りました。ちなみに、その後の日露戦争でロシアは日本
に賠償金を払わない代わりに北緯５０度以南の南樺太
の領土権を放棄しました。このため南樺太は日本領の
島として漁業などを中心に発展します。1920年第一次
大戦後のシベリア出兵時に起きた尼港（にこう）事件
に対する謝罪および賠償の担保として、日本軍は樺太
全土を指揮下に置きますが、親ソ主義者後藤新平な
どの推進した日ソ基本条約が1925年成立し、尼港事
件に対する謝罪および賠償はされないまま、日本は北
樺太から撤退しました。その後、1945年8月、日ソ中立
条約を破ったソ連が満州、南樺太および千島列島に攻
め込み、これらの地域を占拠します。ソ連は1952年の
サンフランシスコ講和条約に署名していないので、そ
のソ連の後継国ロシアと日本の国境は2022年現在、
未確定のままです。

大津事件：

　少し話が先走りすぎました。話を1891年に戻しま
す。この年、ロシア皇帝アレクサンドル3世は、一大国
家事業としてモスクワとウラジオストックを結ぶ全長
九千二百八十八キロに及ぶシベリア鉄道の敷設を宣言
しました。その時、従兄弟でギリシャおよびデンマーク
の皇太子ゲオルギオスと共に東洋旅行中の息子のニ
コライ2世に、東洋旅行の終了後ウラジオストックに立
ち寄り、シベリア鉄道の東端からの起工式に参加する

よう指令を出します。ニコライ2世は、鹿児島と長崎に
立ち寄った後、神戸港に停泊し、陸路で京都に向かい
ました。長崎では、人力車に乗って観光し、かんざしを
買ったり、右腕に７時間かけて龍の刺青を彫ってもらっ
たりして楽しんだといいます。京都では、河原町二条の
京都ホテルに宿泊し、人力車で琵琶湖観光に向かいま
す。事件はその帰途に置きました。大津市内で警備中
の津田三蔵巡査が、突然ニコライ2世にサーベルで襲
いかかり、顔に傷をつけます。津田巡査は直ちに取り
押さえられますが、ニコライ2世は京都ホテルに戻り、
ロシアの軍医に手当を受けます。明治天皇の名代とし
て、接待係をしていた有栖川能久（ありすがわよしひ
さ）親王は、驚いて、ニコライ2世に謝罪するとともに、
東京の明治天皇に報告し指示を仰ぎます。

明治天皇：

　明治天皇は、直ちに、自ら謝罪に向かうことを決断
し、新橋駅から列車で京都に向かいました。何しろ、
当時の日本にはまともな軍艦もなく、大国ロシアを怒
らせて、領土要求や賠償要求をされれば、国家の一大
事となります。神戸港に停泊中の７隻のロシア艦隊は、
砲門を直ちに開ける状態にあり、日本国にとって十分
な脅威でした。明治天皇は、翌朝京都ホテルにニコラ
イ2世を見舞いましたが、御所に帰ると、ニコライ2世
はその後の日本旅行の日程を全て取り消してウラジオ
ストックに向かうとの報告を受けます。明治天皇は驚
いて、せめて、天皇主催の晩餐会に招待したいと申し
出ましたが、これに対して、ロシア側は、明治天皇が単
身、神戸港停泊中のロシア軍艦内で行う夕食会に出席
するよう逆提案します。明治天皇の側近たちは、朝鮮
の大院君が清の袁世凱に騙されて、船でそのまま北京
に連れ去られて幽閉された事件を引き合いに出して、
明治天皇が単身でロシア軍艦を訪問することに大反対
しますが、明治天皇はその反対を振り切って単身ロシ
ア軍艦に乗り込み、無事夕食会を済ませて下船されま
した。側近たちは安堵の胸を撫で下ろしました。明治 
天皇の行動力、胆力には驚かされます。なぜ明治天皇
があれほど日本国民の英雄として尊敬と信頼を受けて
いたかがよくわかります。

児島 惟謙：

　大津事件の、もう一人の英雄は、大審院長の児島 惟
謙（こじま これかた）でした。総理大臣松方正義、西
郷従道内相、青木周蔵外相、伊藤博文伯爵、井上馨伯
爵、大山巌陸相など、主だった行政の長や軍人らは、 
ロシアに対する忖度から、実行犯の津田三蔵に対して
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（左）長崎で人力車に乗るニコライ2
世。（ウイキペヂアより上野彦馬撮影）

（中央）ギリシャおよびデンマークの皇
太子ゲオオルギオス（向かって左）とロ
シア皇太子ニコライ2世。二人は従兄弟
同士であった。（国立公文書館アジア歴
史資料センター）

（右）大津事件と児島 惟謙（国立国会
図書館デジタルコレクション。児島 惟
謙：護法の神、沼波瓊音 著）

菊地ベルトラン慶子歯科
Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本大学小児歯科卒業　ミシガン大学で歯科資格を取得

お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
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極刑である大逆罪による死刑を要求しましたが、児島
は、この圧力によく耐え、ロシア皇太子は、日本国の皇
太子ではなく、大逆罪を適用することはできないとつ
きはなし、通常の傷害罪として無期懲役としました。こ
れは日本における司法の独立を示した事件として海外
でも有名となりました。

畠山勇子：

　大津事件には、もう一人の人物が登場します。それ
は、畠山勇子（はたけやまゆうこ）という女性です。勇
子は、1865年、安房国（現在の千葉県鴨川市）に、農
家の長女として生まれました。5歳で父を失い、17歳で
結婚しましたが、23歳で離婚、東京に出て華族の邸宅
や銀行家宅の女中として働いた後、伯父の世話で日本
橋区の魚問屋にお針子として住込み奉公をするように
なりました。東京という都会にあって俗風に染まらず、
向学心が高く、政治小説や歴史書などを熱心に読んで
いたといいます。「私も学校に行ける資力があって教育
を受けられていたらもう少しマシな人間になれたもの

を、いたずらに歳をとってゆくのが残念です」というの
が口癖だったそうです。

　勤務態度は、口数少なく、もの静かで、真面目で、よ
く主人たちにつくしたといいます。大津事件を新聞記
事で読んだ勇子は、奉公先をやめ、「このまま皇太子
にロシアに帰られたのでは、わざわざ京都まで行って
謝罪した天皇陛下の面目が立たない」と伯父に話し、
伯父は、一介の平民女性が国家の大事を案じてもど
うなるものでもあるまいと説得しましたが、思い詰め
た勇子は、新橋駅から列車で京都に向かいました。勇
子は「露国御官吏様」「日本政府様」「政府御中様」
と書かれた嘆願書を京都府庁に投じた後、その門前
で、白装束を身に纏い、死後見苦しからぬようにと両
足首を手ぬぐいで括った後、剃刀で気管を切って自殺
しました。すぐ病院に運ばれましたが、出血多量で死
亡しました。享年27歳。当時の日本はまだ極東の弱
小国であり、この事件を口実に大国ロシアに宣戦布告
でもされたら、国家存亡の危機となると考えたのでし
た。その壮絶な死は、“烈女勇子”とメデイアに喧伝さ

れました。墓は京都市下京区末慶寺にあり、ラフカデ
オハーン（小泉八雲）も彼女の墓を訪れ、彼女を日本
の烈女として紹介しているといいます。一介の市民で
名も無いお針子の娘が、新聞を読み、日本の国難を自
らの命に代えて防ごうとした事件として、明治の女性
たちの識字率の高さと愛国心の高さを象徴する事件
でした。畠山勇子のニコライ2世宛の手紙にはこう書
いてありました。“ロシア皇太子様、少しでも私のこと
を不憫に思われ、京都にお戻りになり、十分ゆっくり
とご観光ご遊山をなされていただければ、小国の女
の身に余る光栄です。明治24年5月18日　畠山勇子”
(現代語訳は著者による)

　自らの命に替えて日本の国難を救おうとした烈女
畠山勇子の壮絶な死は、明治の女性たちの識字率の
高さ、自国の運命を自分の運命とする愛国心の高さ
を示しており、無意味な死だと嘲るのは簡単ですが、
一人の女性が死を堵して示そうとしたものはなんだっ
たのか、考えさせられます。


