
 

アジア経済研究所所蔵 

―山﨑元幹文書について― 
満鉄最後の総裁であった山﨑元幹が日本で保管していた満鉄の業務文書に

ついては、山﨑本人から正式に寄贈された小田原市立図書館の他に、現在、

国立国会図書館憲政資料室と早稲田大学中央図書館、そしてアジア経済研

究所図書館で確認されている。これら全体が「山﨑元幹文書」と呼ばれる。 

 

なぜアジ研の山﨑元幹文書が 

貴重なのか？ 
 

440 年にわたる満鉄の歴史のなかで最も激動期の重要な文書    

 張学良政権との交渉 

 満洲事変前夜の満鉄の社内動向 

 事変勃発後の満鉄の対応 

 満洲国建国期における事業拡大 

 満鉄改組による変化 

特特に、満鉄の政策決定過程を記録した文書が多い  



1889 年 7 月   福岡県に生まれる 

1916 年 5 月   東京帝国大学卒業、満鉄入社 

1923 年 9 月   社長室文書課参事 

1925 年 6 月   撫順炭鉱参事 

８月   同炭鉱庶務部長 

 1927 年 10 月   社長室文書課長 

 1929 年 6 月   総裁室文書課長 

 1930 年 6 月   交渉部渉外課長 

 1931 年 7 月   総務部次長 

 1932 年 10 月   満鉄理事 

 1936 年 10 月 3 日  満鉄理事退任 

        14 日  満洲を離れ日本に帰還、小田原に自宅を新築 

            （これまでの保管文書を移す） 

 1937 年 9 月   満洲電業株式会社副社長 

 1942 年 4 月   満鉄副総裁 

 1945 年 5 月   満鉄総裁 

      9 月 27 日  総裁解任、引き続き留用となる 

 1947 年 10 月 2 日  葫蘆島出港、日本へ帰国 

       （日記などを持ち帰るが、帰国後米軍に日記 1 冊提供） 

 1948 年 6 月 30 日  米軍から日記 1 冊（1945-47 年分）が返還 

 1951 年 8 月   公職追放解除 

 1963 年    福岡県立文化会館図書部へ蔵書約 2000 点を寄贈 

 1966 年 9 月   松岡洋右伝記刊行会へ文書 805 点を寄贈 

   5 月－68 年 8 月  小田原市立図書館に図書・絵画約 2000 点を寄贈 

 1971 年 1 月   死没. 日記などの遺品類は満鉄会を経て郷里の墓所へ 

 1973 年 7 月   国立国会図書館憲政資料室が古書店より山﨑文書を購入 

 1974 年    『松岡洋右―その人と生涯』刊行、伝記刊行会解散 

 1980、1985 年   早稲田大学社会科学研究所が古書店より山﨑文書を購入 

 1994 年    アジア経済研究所が古書店より山﨑文書を購入 

山﨑元幹と山﨑文書散逸の経緯 



≪木村鋭市理事と張学良の交渉≫ 
 

仙石総裁期には、外務省との連携による対張交渉が進められ 

たとされる。実際、外務省亜細亜局長から転任し張政権との 

交渉担当となった木村鋭市理事は外務省との緊密な連携の下、 

対張交渉を進めている。 

 

 鉄道交渉日誌第 1回(木村鋭一理事 1931 年１月 21 日～31日)抜粋 
1 月 21 日 

林総領事は学良に勲章贈与後、鉄道関係未解決事項につき木村理事を相手方として虚心坦懐具体的交渉に応ぜ 

らるることに致し度と述べたるに、張学良は理事と会見提案の要領を承りたる上方針を決定すべしと述ぶ。 

1 月 22 日 

理事、林総領事を訪問、張学良と会見に関し種々打合せをなす。学良との会談は左記によることに決す。 

一、満鉄理事に転ぜる所以 

二、今後の覚悟(軟弱外交と言はるるも敢て意に介せず) 

１、既往の行懸りに執着する意志必ずしもなし 

２、幾多の懸案あるも右に対しては、イ、冷静なる挙措。ロ、共存共栄の徹底的実現。 

ハ、少くとも鉄道関係懸案解決の歩を進め妥協互譲の精神を発揚す。ニ、懸案の具体的説明。Ａ、支那側計 

画線。 Ｂ、並行線問題。右は政治上の問題とせず、技術上及事務上の見地より何等解決の方法を講じたく 

斯くして、之等の諸懸案を全然政治問題より離脱せしむるを得べし、更に懸案としては寧ろ先決を要するも 

のあり即ち Ｃ、運賃及連絡運輸協定問題。 Ｄ、借款鉄道契約関係の合理的解決。ホ、最後に解決には中 

央政府の承認を要すべきも、事東北に関する現実の問題なるを以て副司令限り処決せらるべきものなり、此 

の見地より非公式に御高説を拝聴したき所存なりと 

 

しかし、満鉄社内では深刻な意見対立が存在していた。  
 

 鉄道交渉、今後の方針並方法に就ての卑見（1931 年 4月木村鋭市理事） 
 一、新線布設促進問題 

３月 15 日の重役会議に依れば、新線即ち長大敦図両線は我既得権にして其の実施は何時にでも容易、又は可 

能なるかの如く論議せられたるが、此の点に関し小職は大なる疑問を有するものなり、（中略）我に於て予め重 

大なる用意を要す、一は隠忍寛容の態度之れなり、二は重大なる対価の供与之れなり、即ち我は国民の感情の 

緩和するを俟ち、徐ろに新線問題の解決を図るを必要とし、此の意味に於て小職は這般の張学良等の会談に於 

て先方の態度は兎も角く、南京との関係より推し、臨機応変気永に隠忍寛容の態度を持し、以て終局の目的を 

達せん事を期したり、之れ小職の私見にあらず、実に我政府の総裁に指令するところ、正に本問題解決の最後 

の関鍵たらずんばあらず。（中略）又願くば総裁日頃の抱負たる日本の支那に対する経済的援助を実現し、以て 

日支の共働共栄なる終局の目的を達成せられんことを。 

結果として、木村理事は満鉄内で孤立し、木村の方針は採用されず、張政権との対

立が解消されないまま満洲事変を迎えることになる。 

上巻 33 

上巻 39 



 

≪満鉄・関東軍・政府間電報類≫ 
満洲事変の勃発と満鉄の対応に関わる文書は、山﨑文 

書の中核をなす。満洲事変勃発時の満鉄首脳と政府、 

関東軍との連絡文書から、関東軍の要請に応じて積極 

的に協力していく様子が克明にわかる。 

 

 事変勃発直後、奉天事務所から山﨑次長宛の電報 
 逸早く奉天事務所が関東軍に協力していたことがわかる。 

本日午後 10 時 40 分頃奉天を去る北約七粁（ロウメイビョウ）に於ける日本守備隊分遣隊支那兵に襲撃せ 

られ目下交戦中との報あり。唯今守備隊よりの依頼に依り約 500 名の兵を送る為軽油動車、二輌及客車、又 

は貨車五輌よりなる列車編成なり右編成次第出動の模様なり。 

 公式の第一報：9月 19 日早朝の「軍参謀長発・総裁宛電報」 
  昨 18 日夜 10 時 30 分支那軍約三、四中隊、奉天北方に於て満鉄線を爆破せるに端の発し、日支両軍交戦 

状態となれり･･･ 

 伍堂理事発・内田総裁宛の電報 
   9 月 20 日朝伍堂理事が本庄繁軍司令官と会見し、満鉄総裁が時局を憂慮し、局面の不拡大を希望している 

旨を伝えた。これに対し、本庄司令官の回答は以下のとおり。時局の斯くなりたるは、洵に遺憾ながら事茲 

に至れる上は、完全に膺懲の目的を達すると共に、居留民の保護と満鉄施設の警備は責任を持ってこれを果 

たさんとす、ご安心ありたし。 

 

 内田総裁発・若槻拓務大臣（首相）宛の電報（９月 21日） 
関東軍出動に伴ひ今日まで軍の要求に因り軍事輸送その他百般の便宜を提供し居れる処、軍の占領の性質に付 

き、将又今後の軍事行動に関する政府のご方針に付未だ御指令に接せず、軍司令官よりもなんら直接話もなし、 

自然我社の措置振りに付き疑問を生ずる次第なり（中略）･･･万違算なきを期する為茲にご指令を仰ぐ。 

 

 内田総裁発・若槻拓務大臣宛電報案(発信見合わせ) 
関東軍幕僚より我出先鉄道員に対し軍事占領管理の場合、必要なる手配準備として吉長線吉林迄北寧線新民屯 

  迄四洮線洮南迄運転に必要なる満鉄社員派遣につき右相談あり。19 日重役会議に於て軍司令官より命令ある 

上は、之に従ふ準備を整へ置き 大限度 950 名の鉄道員何時にても派遣の準備せり 

 

 若槻拓務大臣発・内田総裁宛の電報（９月 22日） 
昨日付電に関し、今回の事件は我方の鉄道線路保護の措置が両国軍隊の衝突に迄及び、その結果、相当広範な 

る自衛的措置をとるの止むを得ざるに到りたる次第なるが、これに対する政府の根本方針は極力事態の拡大を 

阻止するに存す。従て軍の行動は危険を防止するに必要なる措置をとるの程度に止むることとし、寛城子附近 

以北に軍隊を進めず、又社外鉄道の管理を為さざる政府の方針なり 同一趣旨軍司令官、領事等へ通達せる筈 

下巻 1 

下巻２ 

下巻 10 

下巻 4 

下巻 3 

下巻６ 



 

 

≪重役会議記録≫ 
 

９月 21 日以降の重役会議議事録には、満鉄が 

事変にどう対応したかが具体的に記されている。 

主なものを抜粋すると以下のとおり。 

 

 ９月 21日 
二、時局に際し、会社は軍と協力すること固よりなるも、会社自体火事泥式に利権または利益の獲得を為す 

こと無しと決定す。従て長春陳兵村買収、満電の支那街進出の如き、会社としては差控ゆることとなる。 

三、鉄道部長より時局に関連し、会社鉄道従業員中軍事行動の直接援助に移し得べき員数は約千名なりとの 

報告有り。偶々本日既に吉長線の強制運転有り 

 

 9 月 23 日 
一、 軍の社宛指令「速に吉長鉄道を管理相成度」及「隣接鉄道の利用準備相成度、尚東支南線及四洮線を 

管理する事あるべきを考慮せられ度」と云ふに対しては、会社は之を拒むに由無きを以て之に従ふべ 

し、但し管理とは軍の管理の下に、会社が作業すること現在吉長線の場合と同様なるものと解釈す。 

右につき政府及関東庁への報告は差控ふ 

二、 時局関係の軍人慰問の件 伍堂理事帰連を俟ち軍の内意を確めたる上実行す。前例は将士一人当り 

金一円を贈呈したり 

三、 避難民救済費支出の件 社員及び家族以外一般日本人の避難、又は救済に要する費用は止むを得ざ 

る場合は、所管官憲の証明ある場合に限り使途を明にし、仮払として一時立替支出す 

四、今回の事変結末を告ぐる場合、会社の支那側に要求すべき事項につき至急調書を作成す 

 9 月 30 日 
一、今回の軍事行動に伴ふ軍事輸送費奉仕、換言すれば一種の献金として政府に請求せざるの件  

二、三〇万円の見込.  謝絶すること 

二、奉天地方維持委員会より五万円借款申込の件 

三、奉天市政公所より在奉天支那病院の医療材料費に付壱万五千円寄付の件 謝絶すること 

四、鉄道守備隊及駐屯軍隊に対し戦死者各自に弔慰金及傷病兵慰問費の件     

死者に付する弔慰金丈
だ

けは暫く確保すること 

  五、奉天市政及支那鉄道沿線不安状態に付報告の件 

  六、沿線警友慰問の件 二千円検討贈呈のこと、とりあへず十月一日副総裁、山﨑次長同伴, 

関東長官訪問のこと                   

 12 月 12 日 
軍隊輸送費を軍に請求の件 

   十二月末迄に軍事供用金に依る分四十万乃至四十五万円、その他約五十万乃至六十万円、当分請求を控ふ 

ることに決定 

下巻 226 

下巻 227 

下巻 233 

下巻 228 



≪内田総裁と本庄司令官との懇談≫ 
 

満洲事変は関東軍の謀略によって引き起こ 

されたが、満鉄による鉄道輸送等の協力な 

くしては遂行不可能であった。 
 

 関東軍司令部から満鉄に対する要望事項(1931 年 10 月 6日) 
 欄外に山﨑は「満洲事変直後軍の初めての公文」と記している。 

一、四洮、洮昴、吉長、吉敦の各鉄道を満鉄会社に於て管理す 

二、学良政府関係鉄道たる瀋海、吉海、呼海、洮索、斉克各鉄道を日支合弁の形式に改め満鉄会社に於て 

委任経営す 

三、速に先づ吉会及長大鉄道を敷設す 

四、支那側が条約を無視して敷設せる鉄道は、満鉄中心主義に基き一部の改築を行ふ 

五、官銀号及辺業銀行を買収し幣制を統一す 

六、従来の支那官商に代るべき北満特産物買収機関を設置す 

七、主要都市間に航空路を開設す 

八、満鉄直接経営若しくは勧業公司等の事業を助成するの方法を以て大規模の水田開発、羊毛改良、綿花栽培等 

を実現す 

九、吉林、鴨緑江、宜列克都、海林等に於ける邦人の林業を助成し若くは新に傍系会社をして経営せしむ 

十、大石橋附近の菱苦土、復州の粘土、青城子の鉛、本渓湖の煤鉄等の諸鉱業の拡張又は新興を助成す 

 

 内田満鉄総裁に対する本庄関東軍司令官よりの懇談事項要旨（10月6日） 
  関東軍司令官からの発言の後段には、満洲国の原型にあたる発想がすでにみられる。 

 この懇談直後、内田総裁は事変の不拡大方針から急進的な強硬派へ転じる。    

一、今回の事変に際し貴会社の特別なる御配慮に依り繁激なる軍事輸送を円滑に遂行することが出来、或は繁忙 

なる貴社業務の支障多きに係らず当軍の依嘱に応じ、幾多有能の士を派遣せられたる御厚情は衷心感謝に堪 

へぬ所である、其の他万般に遍り御援助を受け軍の行動に寄与せられつつあるは、大いに意を強くして居る 

次第である。 
（中略） 

五、其処で余は此難局を打開する為には是非共新政権を樹立するより外、策がないものと確信する、唯単に既得 

の権益を擁護する位では結局南満洲丈けの問題に留り禍根は永く後世に残るであらう、此の際は是非共在満 

三千万民衆の共存共栄の為、或は我国家永遠の生存権を確立する為、百年の大計を樹立し建設的方策に向っ 

て積極的に邁進すべきである。而已ならず此新政権の樹立は一日も速ならんことを必要と思惟するのである。 

此新政権樹立のためには次の如き原則に準拠するのを有利と信ずる 

一、満蒙を支那本土より全然切り離すこと 

一、満蒙を一手に統一すること 

一、表面支那人に依り統治せらるるも実質に於ては我方の手裡に掌握せらるること 

而して右の新政権は結局実質的には我国の保護下に置かなければなるまい。少くとも軍事、外交、交通の実 

権を収めるの要がある。 

下巻 240 

 

下巻 239 



 

満鉄社内間電報  
満洲事変勃発直後、出先機関から刻々と送られてくる各 

地の状況は、【時局報告】、【日支軍隊衝突の件】、【綜合 

情報】としてまとめられた。これら文書から満鉄の積極 

的な協力活動が明らかになる。（以下、抜粋） 

 

≪時局報告・日支軍隊衝突の件≫ 
 時局報告（19日 12 時迄の分） 

軍事機密  鉄道部長 

◎ 旅客、貨物 

 旅客列車 ダイヤ通運行中なり 

 貨物受託 第一報と同様ローカル貨物は「運送遅延」の特約あるものに限り受託し連絡貨物は普通通なり。(中略) 

極秘  19 日自 10 時至 12 時情報（軍事輸送） 

一、午前 5 時第二列車にて鶏冠山より兵 230 名鳳凰城へ 

二、前報第 20 の第 801 列車は鳳凰城に 5 時 50 分到著 

三、前報第 18 に依る第 820 列車は 7 時 30 分鳳凰城到着           (以下、略) 

 時局報告（19日自 14 時至 16時） 
朝鮮軍輸送左記の通の旨廻あり。既報第 1201 列車の外第 1505 列車龍山発 12 時安東著 20 日 2 時 50 分 

編成「ロハ」1、「ハ」4、馬積 11 計 16 両 第 1207 列車時刻未定編成「ロハ」1、「ハ三」2、「ワ」17、 

「ト」6 計 26 両 

 軍事輸送関係第 6報  9 月 19 日自 18 時至 21時 
 朝鮮より援助の軍隊は、政府方面より国境を越へて出動するは面白からずとの説に依り、或は見合せとなるやも 

知れざる旨朝鮮鉄道局員より奉天鉄道課宛非公式に電話ありたり（十九時奉天鉄道課より電話） 

 奉天に於ける日支衝突事件（10） 9 月 19 日 10 時 10 分発 
発電者 奉天事務所長（電話） 受電者 調査課長 

一、鳳凰城の武装解除は今朝 8 時に行へり 

一、本庄軍司令官は午前三時臨時列車にて旅順発 11 時過著車の筈 

一、土肥原大佐は第七列車（午後 1 時）にて著車
ちゃくしゃ

の筈 

一、19 日午前 9 時城内の模様、16 名一隊の日本兵一名の案内者をつれ城内を巡羅中  (以下、略) 

 日支軍隊衝突の件 27  9 月 19 日 16 時 00 分発  

日支衝突の原因たる支那兵の満鉄線破壊の実情に就ては、軍に於て厳秘に附せるため明確を欠くも、 

工務係の保線主任、現地に於て調査中に付、近く判明すべく後報す 

下巻 18 

下巻 24 

下巻 22 

下巻 30 



東北鉄路交渉人物評 
満鉄側が張政権内部の情報をどこまで把握していたが窺える 
文書として、「満洲鉄道交渉関係人物調査表送付の件」「鉄道 

交渉に関する日支双方の主張予想」等がある。この種の文書 

は交渉部資料課がとりまとめたものである。 

以下は、常・楊銃殺事件の指揮を執ったとされる高紀毅の人物調査。 

― 高 紀毅 ― 
・奉天省、遼陽の人 42 歳（1931 年） 
・学歴  陸軍速成学堂、東三省陸軍測絵学校、交通伝習所軍官班卒業 

（軍歴  奉天砲兵服務を皮切りに、東北国民軍第 19 旅々長、第三方面軍団司令部少将副官処長など） 

 

≪首鼠両端持つ狡猾な軍人≫ 
郭が事を挙げるや、支隊長として最後迄郭の為め善戦（？）し連山の戦には奇策「私かに張軍に降伏を契ひたりと云

ふ」を以て汲金純を欺き勝利を得、多数の大砲を鹵獲し、大に郭の信任を得、遼河の第二回戦に於ても彼れは郭の軍

左翼隊の前衛隊長として新民に入ったが興隆店に在った学良に電話を以て降伏する事を誓ったとも云はる。然し当時

郭軍は意気軒昂て容易に張軍を粉砕し得る確信のあった際であったから、此種高の手段が果して彼の真意に出たもの

であるか否かは疑ふ余地が充分にある 高は斯様に常に首鼡両端を持する極めて狡猾な質の人である。 

 

≪張学良の最側近者の一人≫ 
1929 年 9 月 東北交通委員会副委員長（昨夏北寧鉄道が火災の為に修理費として約四〇〇万元を支出せるも完全

なる修復をなし得ず、学良をして葫蘆島に逗留数日、帰期を誤らしめ、一時不興を買ひ更迭を伝へられしも、怜悧

なる彼は再び巧みに取り入り、今や絶大の信用を荷ふに至れりと。彼は自ら武弁と称するも、機を看るに敏にして

機略に富み、王永江を悪むこと大にして彼の為に王永江派は殆んど排斥され尽し、僅かに交渉署長王鏡寰一名を残

すのみとなり、殆んど第二の楊宇建の観ありと噂さる） 

 

≪性格・趣味・対日感情・資産・その他≫ 
性格  一見甚だ傲慢、武弁にして又首鼠両端を持する極めて狡猾な質の人である。 

趣味  なし。 

対日感情  表面悪しからざるが如きも支那人の言によれば、狡猾にして頗る排日的なりと。 

資産  葫蘆島築港契約により請負より受けしと称さるる二十万元其他を合せ計五、六十万元と見らる。 

尚、天津には相当大きな邸宅を構へている。 

其他  奉天官場で目下学良の周囲を巡ぐるものの中、何時でも学良の寝室にまで出入りし得る者は高紀毅、朱光 

沐、周大文の三名のみであると伝へられるが、斯様に高は学良に信任厚く総ての重要政務に就ては悉く学良 

の相談相手となり其の勢力は時に東北政務委員の大建者袁金鎧、張景恵、臧式毅をも凌ぐこともあるらしく、  

本年春、翟文選が病気と称して遼寧省政府主席兼交通委員会委員長を辞めたのも、高に睨まれて手も足も出 

なかった事が主要な原因をなしていると云はれる。 

上巻 19 



 

―(新)東北交通委員会 ― 
 満洲事変勃発後、張政権下の東北交通委員会の委員や各鉄道の管理者・ 

首脳陣は行方不明者が多く、満蒙諸鉄道は麻痺状態に陥った。しかし、 

関東軍にとっては中国側鉄道による兵員・武器輸送の確保が重要であっ 

たため、満鉄に対して満洲の鉄道の委任経営と建設を指示した。そして、 

事変勃発わずか一ヵ月後の 1931 年 10 月 23 日には東北交通委員会 

が再建された。この東北交通委員会の結成までの経緯、諸課題について 

は、以下の文書があり、関東軍の意向が強く反映していることが窺われる。 

 

 東北交通委員会成立経過記録（1931 年 10 月 15 日～25 日） 
 10 月 15 日 

  山口営業課長の命に依り、竹森営業課員委員会設立の趣意書、及委員会設立誓約書の各章案を脱稿し、山口営業

課員、設立に関し関東軍司令部と下交渉を開始せり。 

 10 月 22 日 

  午前八時山口営業課長及土肥原大佐、瀋海鉄路公司保安委員会会長丁鑑修に会見し、丁鑑修氏より東北内各鉄路

局長に対し、交通委員会を設立する様勧誘しては如何と好意的助言を為したるところ、丁鑑修之を快諾し、二十三

日午後二時より瀋海総站に於て、之が設立に関する打合会を為すことに決定せり 

10 月 23 日 

午前 10 時 20 分より「ヤマトホテル」に村上理事、山﨑、佐藤両次長、山口営業課長、中川吉長代表、田辺吉

敦技師、石原洮昻顧問、奥村外事課長、浜田吉林公所長、古川連運課員、竹森営業課員参謀参集し交通委員会設立

に関する最後的根本方針に関する討議を為し左の如く決定せり。 

（１）従来の委員会の如く各鉄路を厳重監督せず局長の権限の如きは、可及的之を拡大し専ら各鉄路の連繋統一を 

図ることに専念すること。 

（２）軍部との連絡を充分保ち此の問齟齬なからしむること。 

（３）満鉄顧問、参事は旧交通委員会の悪弊を一掃することに努力し、社是遂行に万全を期する様善処すること。 

 10 月 25 日 

交通委員会主席顧問十河理事病気入院の為、事務遂行上支障をきたしたる為、山西理事、山﨑総次長、山口営業

課長合議の上、村上理事を主席とすることに内定し、村上理事の諒解を得、其の旨軍第三課竹下参謀に山口営業課

長より報告諒解を得たるを以て、正式に此の旨を古山、軍参謀板垣大佐に報告したる処、軍の方針と相違するの故

を以て同意を得ること能はず。已むなく最初の方針通十河理事を主席とすることとし、其の代行者は山口営業課長

をして当らしむることにせり。時に十二時半 

関東軍参謀部の板垣征四郎や石原莞爾と関係が深かった十河理事は、翌年設置された満鉄経

済調査会の委員長に就任し、満洲国の政策立案を担うことになる。 

後に、国鉄総裁（在任 1955 年 - 1963 年）となり、「新幹線の父」と呼ばれる十河信

二であるが、当時は満鉄幹部の中でも最も関東軍に近い存在であった。 

下 254 



 

満鉄改組問題 
満鉄改組問題とは、1932（昭和 7）年の満洲国建国前後から関東軍 

と満鉄上層部の間で、満洲国の経済建設のために満鉄の改組案の検討が 

開始され、その後改組案の具体化にともなって、満鉄、陸軍中央、拓務 

省、外務省、大蔵省との間で協議・折衝が行われ、その後政治問題化したことをめぐる一連の動

きをさす。 

山﨑文書には、1932 年に表面化した満鉄改組問題に関する文書が 47 点含まれる。当 

時、山﨑は理事の職にあり、政府との折衝役として上京した。その際の拓務省、陸運省な 

ど中央官庁との会見報告や収集情報に関する電報報告は、詳細かつ具体的な内容で、交渉過程に

関する生々しい情報を伝えている。 

 〔平山支社次長・拓相・事務次官・殖産局長・交通課長への満鉄改造軍部案に

対する満鉄答申説明要旨〕（10月 11 日） 
満鉄は 10 月６日「満鉄産業開発方針に関する件」をまとめ、事前に関東軍と打合せを行った後、

山﨑理事、関東軍特務部沼田多稼蔵中佐等は関係方面と満鉄改組について折衝を行うため上京した。

拓務省は、監督機関である拓務省の了解なしに満鉄が答申案を関東軍に発送したことを問題視した。 

一、当初満鉄が七月十三日付軍司令官発総裁宛文書を拓務省に移牒せざりしは遺憾なり（河田次官） 

二、十月六日付総裁の軍司令官宛答申が予め拓務省の了解無く発送せられたるは遺憾なり（拓務大臣） 

        ･･･（中略）…  

＜満鉄の回答＞ 

一に対して：当初関東軍参謀長に軍より陸軍省を通し拓務省に内話方申入れたり 

二に対して：貴見正にその通り、但し現地の切迫せる事情は之を許さざりしを諒とせられ度し、 

なお満鉄としても従来この問題は拙速主義よりも巧遅主義をとり充分の研究を遂 

げ確信ある案を得る迄回答を遷延する態度をとりたるが･･･ 

 

ところが、10 月 19 日沼田中佐が新聞記者に満鉄改造案を漏らしたため、この問題が一挙に表面

化し、政治問題化した。社内では、満鉄社員会を中心に反対運動が強まり、国内では満鉄の株価が

急落、売出し中の社債も販売不振、資金調達に支障をきたした。以下は 11 月 7 日平山次長が陸軍

省家永少佐、平井主計と会談した際の要旨。 

満鉄改造案は関東軍の原案にて本省としては之を拒否するの外無し。省としては本問題が満鉄の資金調達に及す。 

悪影響を最も虞れ居れり。満鉄も今少し独自の立場より権威ある態度を執らんことを希望す。会社は今迄あまり 

に軍のピストルに脅かされたる嫌あり。 小磯参謀長の上京を伝ふるも省としては差控ふる様伝達したり。 

 

  11 月 27 日陸軍次官訪問、会談要旨 
以下は、山﨑の発言がある。 

  具体案の内容に就ては、今軽々に予測を許さざるも過般本改造案が社会に洩れてより、与へたる反響の思の外、 

  刻嫌悪なりしことより、会社幹部は一旦軍案に賛成したるものの今日となりては或は多少反省し、軍案の変更 

  を求むることあるやも不知と思ふ。 

下巻 265 

下巻 297 



 

情報伝達手段 
満洲事変において、関東軍は軍事行動を展開する 

にあたり、満鉄の輸送力に全面的に依存した。 

従って満鉄調査課は、その過程における諸情報を 

逐次把握することができた。 

満鉄の情報伝達手段として重要なものに電報があるが、満 

鉄の電報文の書式は、当時外務省や陸海軍省で用いられてい 

た形式とほとんど同じであり、冒頭に発電・受信の日時、発 

信者・受信者、電報番号、情報番号、主題等を記した上で、本文が記される。ただ

手書きで電報文が引用されている場合があり、その場合は表記が異なる。関東軍・

公使館付陸海軍武官・企業等の直接の情報もあるが、多くの場合各地の事務所や公

所経由である。車両の移動等の情報も多く、車両名等が記号で記載される。 

≪電報の流れ≫ 
各地事務所・公所など出先機関より発信   本社総務部文書課   電文略略号の翻訳 

（暗号の場合は解読） 
 

  タイプ文書の作成    供覧   保管   総合情報等にまとめ報告         
（至急の場合は供覧後）        

 

満鉄の電報には、鉄道電報と公衆電報の二種類があり、鉄道電報は鉄道専用の電信

施設、電報用紙を使用して、会社で規定した略号を用いて書くことになっている。 

≪鉄道電報の種類≫ 
 

【非常電報】重大事項または、最大緊急事項に関する電報。他の通信を遮停して送達できる。 

【電線障碍電報】電線路障碍の通報およびその恢復並びに通信疎通の処置に関する急報 

【至急電報】業務処理上特に急を要する電報 

【普通電報】前各号以外の電報 

≪鉄道電報の指定及び略号≫ 
 

指定 非常電報 電線障碍電報 至急電報 親展電報 照校電報 一部照校電報 聯盟配達電報 

略号 イナ チナ ウナ ニカ ムニ スム ヨイ 

 



満鉄・文書課と山﨑元幹 
 

満鉄では、文書課が特異な発達を遂げたと言われている。満鉄の企業体としての特質は、

経営部門が多岐にわたること、事業地が地理的に拡がっていたこと、専門的な厚みが深い

ことである。この企業をそつなく運営していくためには、首脳者の決裁をすべて文書化し、

審査の進捗を集中管理し、業務に秩序を与えることが最も有効で、かつ失敗が少ないとさ

れた。その仕事を掌る文書課が置かれ、自然その課が社業の運営の中心に位置するように

育っていったという。 

1923 年、山崎元幹は外国留学から帰った後、文書課参事となり、その後一旦撫順炭鉱

へ異動後、再び文書課長として本社に戻った。山崎は文書課長という職務を通じて、山本

条太郎総裁、仙石貢総裁の下で非常な成長を遂げた。その後、総務部次長、総務担当理事

となり、満洲事変後は、副総裁・総裁と、満鉄での主要ポストを歴任し、満鉄内部での重

要な政策決定に関与してきたのである。 

また、山﨑は、彼自身が関わった多量の満鉄文書を几帳面に保管し、戦後まで残してい

た。これほど多量の満鉄文書を個人で所蔵していた人物は他に類例を見ない。 

 

  
 

≪エピソード≫ 

整理保存は山﨑の優れた資質の一つであった。その最も見事な実を結んだの 

が長年つけ続けた日記である。それは日本の満洲経営の中心にいた人物の手 

になったものであるからには、必ずや幾多の貴重な事実の記録を含んでいる 

と信じられるのであるが、今のところ遺言によって他見を許されていないの 

が残念である。しかし、将来純粋の史料として研究の対象となることはあり 

得よう。願わくば、その日まで朽ちないでほしい。（中略） 

 

他から彼の手元に届いた公私の文書・図書・印刷物・来信・書証の類は決 

して捨てないで整理し必要なものには注記がしてある。（中略）こういう几 

帳面で隙間を作らない性格だから、彼は鑑賞力は豊かであったが、詩を作る 

ことはほとんどしなかった。その代わり彼は夥しい史料を後世に残した。山 

崎の評価はむしろ今後に決まると思うが、いかなる批判も右の一点を見過ご 

すことはあるまい。」 （『満鉄最後の総裁山﨑元幹』より） 



―満鉄包囲線対策としての合理化― 
 鉄道部運転課勤務の小原貞敏は… 

昭和の始め、満洲も世界的経済恐慌の影響を受けると共に、張作霖の満鉄線に対する包囲線建設

により、満鉄の営業を圧迫した。（中略）合理化対策として、列車運転の効率を上げるため、貨物

列車のスピードアップをすると共に、牽引する貨車数を増すことになった。貨物列車のスピード

アップを行い、長くなった列車を、いかに安全に、運転するかはエヤーブレーキの取り扱いが一

番問題になる。従来も、エヤーブレーキ取り扱い不良による事故がしばしば起きていた。（中略）

この長い列車で機関紙がブレーキをかけると前方の車輌にはブレーキが作用しているのに、後部

車輌にはまだブレーキが作用せず、後から突き上げ、衝撃を生じ、車輌を破損或いは脱線事故を

起こすことになる。(中略)貨車 3 両を壊したが、新しいエヤーブレーキ取り扱い規程を制定し、

60 両という長大貨物列車のスピードアップを実施し、運転効率の向上を実現した。 

（小原貞敏著『激動の七十六年 』より） 
 

 鉄道部機械課に配属された新入社員・福井道二は… 
「福井さん、あなたが入社されたので私は首になるでしょう」と悲しそうに話すので、びっく

りした次第であるが、この当時は不景気で新入社員の採用も極端に制限しており、我々が 70 名

入社すれば、これに相当する人数の整理があったことも事実であった。（中略）昭和５年は、世は

不況であり満鉄でも経費節減のため人件費の 10％がカットされた。こんな不況時代であったの

で僕の仕事も鞍山製鉄所や撫順炭鉱の構内運搬車の省力化が主要な任務で、アメリカの雑誌より

ヒントを得て、構内のトランスファーカー等各種車輌の改善をはかった。 

昭和６年 9 月 18 日に、満鉄線が柳条溝で爆破され、満洲事変がぼっ発したのである。満洲事

変発生以来、匪賊による列車襲撃が多発するので装甲列車の設計が主任務となった。 

（福井道二著『我が人生八十年 』より）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



―満鉄社員の対応 ― 
 奉天駅助役の田中治雄は… 

乱石山に一年居て、奉天駅の助役に転勤した。（中略） 満鉄を包囲して日露戦争の結果得た日

本の最大の権益を根こそぎにする準備が着々と進んでいた。満鉄でも支那側の動きに対する情報

が必要になって、本社に情報担当の課が出来、奉天駅にも担当者を置くことになった。助役の僕

が中心となり田中整君、浜村君、奥君等支那語の上手な者が集まって係を作った。（中略）  

9 月 18 日夜の当務助役だった駅の北第一詰所から、電話で次の駅文官屯の方向で銃声が聞え

ると云う報告が有ったのは夜の 11 時過ぎで、列車の着発も一段落しそろそろ仮眠しようと思う

時だった。其の途端に守備隊の方向から大きな砲声が続けざま聞えて来た。 

さあ始まった戦争だ、生れて始めての経験だ。主任や 

駅長に電話で報告し、支那人従業員に持場を離れないよ 

うに注意する。到着する列車は次の駅で一時停車して避 

難さす様に連絡する等、朝までひっ切りなしに応急処置 

をして居ると、夜明け前に応援の日本軍が遼陽から到着 

してすぐ城内の方へ進撃して行った。（中略）  

支那軍北大営の兵隊 1 万以上が着の身着のままで撤退した跡の、兵器を押収するため、翌日か

ら北大営引込み線に満鉄の貨車を入れて兵器の積込みをやった。小銃、機関銃の外大砲、迫撃砲、

山砲、野砲、銃砲、等色々有る。羽根を付けた爆弾の様な迫撃砲弾を見たのは之が始めてだった。    

（田中治雄著『じいちゃんの一生』より） 

 

 南嶺寛城子間の第一線孟家屯駅の関谷祥治は… 
其の夜たまたま当直だった私は、午後 11 時の終列車を出した後、次の列車まで暫く間合があ

ったので、仮睡の目的で椅子を寄せ集めていた所、俄かに司令電話機の他駅呼出音が響き出し、

余りに継続頻繁だったので異変を感知し受話器を耳にした処、果して司令者が、稍昂奮気味の口

調で各駅に旅客列車の運休を伝達して居る。「これは何か一大事が起きたか」と思いこれを確めた

処、矢張柳条溝の線路爆破事故であった。やがて私の駅にも一通の電話命令が来たが其れは明朝

19 日の公主嶺長春間の軍臨の運転であった。只、其の命令内容が列車は孟家屯駅を通過し、同

駅、長春間で途中停止の上部隊は、此の地点から行動開始とあるに対し、現地公主嶺の独立守備

隊からの電話連絡では孟家屯駅に下車し、軍は此処から攻撃開始する。依て荷馬車 7 台調達し置

かれ度いとある。両者の相違に就いて、再度司令者に糺したが、司令者は飽く迄局長命令に依れ 

という。其の取扱に就いては聊か苦慮したが、結局は軍命令に従わざるを得なかった。 

（関谷祥治著『満鉄に生涯を捧げて』より） 

 



―満鉄社員の対応 ―  

 鉄道課長の古川達四郎は･･･ 
鉄道課長は私だった。その膝元から大事変が突発した。(中略) 

要するに国策は積極と消極に分かれ軍と外交、又軍内も中央と出先機関と対立した。

満鉄社内また此の反映下にある。混乱の間に事変は非常な勢いで発展した。 

満鉄鉄道部は台風の眼だ。総ての現実の動きは輸送を伴ひ茲を通して実現する。駅前

事務所の私の室を時局事務所と線区司令部に譲って、私は隣の小部屋に移った。是から

が「生死を共にした」といっても過言ではあるまいと思ふ。佐藤所長を中心の大連本部

側の活動は実に目覚しかった。根本的な計画や対外交渉は一切お願ひして、私共は防衛

と毎日の安全輸送に専念した。狭い事務室で、二者はまったく一体となり、又鉄事と現

場も続出する殉職社員や遺族の為め血涙を流しつつ、職務遂行に白熱した。 

（佐藤應次郎氏追憶委員會編『佐藤應次郎君を偲ぶ : 滿洲土木界の先驅者 』より） 

 

 満鉄本社タイピストの高橋きみは… 
 私の改革案が実施されて、「ほんとうに良かった」と、タイピストひとりびとりに心から喜ばれ

る日が意外に早くやってきた。それはその年、すなわち本社プール改革後わずか一カ月半経った

昭和六年九月十八日の柳条溝事件に端を発して 

の、奉天にタイピストが派遣されたことである。あの騒ぎ（満洲事変）が始まると、満鉄はすぐ

に多数社員を奉天に派遣した。奉天からはクシの歯をひく情報、折り返しその対策の指令やらで

俄然本社は色めき立ち、両方の浄書室（総務部文書課）はそれらの書類作成に忙殺されて、残業

又残業という日が続いていた。そのうち現地にも数名のタイピストを派遣せよ、との命令が出た。

私は主任の命を受けて早速人選に取りかかったのである。婦人社員が出張するということは、当

時としてはまことに破天荒の事であったが、しかし私は、私自身の体験から、これは仕事に対す

る情熱をかり立てるのにまことによい機会 

であると思った。（中略） 

 彼女らは初めての出張にいたくはり切り、 

よろこんで出かけたが、さすがに一流の腕 

達者ぞろいのこととて仕事にはそつがなく、 

大いに面目を施した。 

（「きみしのぶ」刊行実行委員会編『きみしのぶ： 

満鉄でのタイピスト管理二十年』より）  

本社文書課浄書係作業室 



1923(T12) 1924 1925 1926 1927(S2) 1928 1933 1934 1935 1936 1937

若槻首相 1927.4-1929.7田中義一首相 1929.7-1931.4濱口雄幸首相 若槻礼次郎首相     （拓務大臣）1931.4-12

内田康哉 （外務大臣） 幣原喜重郎外務大臣 1931.4-12内田康哉 （外務大臣） 首相
1928.7 　　吉田茂外務省次官 (1946)

芳沢謙吉中華民国公使 1926.2　木村鋭市亜細亜局長 1931.6重光葵中華民国公使 外務大臣

1926.8　斎藤良衛通商局長 松岡洋右国連全権大使 （1943）

吉田茂（天津総領事） 　　1925.3（奉天総領事） 1928.4　林九治郎　　奉天総領事 首相

（1944）

山﨑 元幹　　9月文書課参事 　　　　　10月　　　　　文書課長　 6月渉外課長 7月総務部次長 10月満鉄理事

1929 1930 1931 1932

日
本
政
府
・
外
務
省

10月理事退任

安広伴一郎社長 1927.7 山本条太郎社長 1929.8 仙石貢総裁 1931.6　　　内田康哉総裁 1932.7　林博太郎総裁 1935.8　松岡洋右総裁

大平駒槌副総裁 1927.7 松岡洋右副社長 1929.8 大平駒槌副総裁 1931.6 　　江口定条副総裁 1932.4　八田嘉明副総裁 1935.9　大村卓一副総裁

松岡洋右理事 1927.7 斎藤良衛理事（渉外担当） 1930.8 木村鋭市理事　　　　　　　(交渉担当）

大蔵公望理事 1930.7　村上義一理事

1927.4 藤根寿吉理事

1930.7 伍堂卓雄理事（海軍出身）

1930.7 十河信二理事（鉄道院出身） 　国鉄総裁

1932.10　河本大作理事 （1955）

満
　
　
鉄
　

(

注

)

宮崎正義満満鉄包囲(並行）線問題
張　作　霖

張　作　相

楊宇霆

張　景　恵 1935張景恵満洲国総理大臣

魏武英 氏(吉長鉄路管理局長) 東北交通委員会 （新）東北交通委員会

（委員長翟文選、副委員長高紀毅） （丁鑑修委員長、金璧東副委員長） （西安事件）
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　　本庄繁司令官

土肥原賢二大佐

小磯国昭参謀長兼特務部長

1928.1 石原莞爾

河本大作 1929.5 板垣征四郎

山﨑文書に現れた交渉相手、関係人脈 その後の役職

（注） 官僚・政治家出身 外務省出身 満鉄出身 民間出身 鉄道省出身 関東軍出身
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満洲事変前後の旅客輸送 

 

満洲事変前後の貨物輸送 

 
 

出典：「満洲事変と満鉄」 



満鉄の主な収入
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満鉄社員数の推移（1907-1944）
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