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第６８回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会 

加藤陽子著 『戦争まで～歴史を決めた交渉と日本の失敗～』（朝日出版社） 

２０１７年３月２５日   

報告：工藤敬吉   

 

〔はじめに〕 

 選択という行為は真空状態でなされるのではなく、さまざまな制度の制約を受け、国際環

境や国内政治情勢の影響下でなされる。そうであれば、国や個人が選択を求められる場合に

重要なのは、問題の本質が正しいかたちで選択肢に反映されているのか、という点である。

戦前、世界が日本に「どちらを選ぶのか」と真剣に問いかけてきた交渉事は、三度あった。 

 ①1931年に関東軍の謀略によって引き起こされた満州事変に対し、国際連盟によって派 

遣された「リットン調査団」の報告書をめぐる交渉。 

 ②1940年に締結された「日独伊三国軍事同盟」をめぐるドイツとの外交交渉。イギリス

やアメリカの動向。国内での合意形成の過程。 

 ③1941年４月から 11月まで日本とアメリカの間で行われた交渉。 

 世界が示した本当の選択肢のかたちと内容を明らかにしつつ、日本側が対置した選択肢の

かたちと内容について正確に再現しながら、世界と日本が切り結ぶ瞬間を捉えようと努めた。

イギリスのＥＵ離脱（そしてトランプ大統領の出現！）のように、わずかな偶然が世界のあ

りようを大きく変えてしまうかもしれない、そのような大きな時代の激変期に私たちは立ち

会っている。戦争までの歴史を決めた三つの交渉、そこから今、学べることは決して少なく

ないはずである。 

 

〔１章 国家が歴史を書くとき、歴史が生まれるとき〕 

 ジャン＝ジャック・ルソーによれば、戦争とは、相手方の権力の正統性原理である憲法を

攻撃目標とする。戦争は、主権や社会契約に対する攻撃であり、敵対する国家の憲法に対す

る攻撃というかたちをとる。この場合の憲法とは、社会を成り立たせている基本的秩序、憲

法原理を意味する。1945年８月の敗戦の前と後で、日本は社会の基本的秩序＝憲法原理を

変えさせられた。従って、憲法原理が変容した後の世界のこと、つまり戦後から今までの時

間が紡いできた現在の社会を考えるためには、憲法原理が変容する前の世界のこと、つまり

戦前から戦中について考える必要がある。 

 『戦争論』を著したクラウゼヴィッツは、「戦争は政治的交渉の一部であり、従ってまた

それだけで独立に存在するものではない」、「戦争は別の手段を用いてする政治である」と述

べた。それは、戦争にいたるまでの外交交渉と、交渉が決裂した後に始まる戦争は地続きの

もので、政治・外交と戦争は、異なった手段を用いているけれども、同じ目的のもとになさ

れる連続したものだ、ということである。 

 本書では、1941年 12月に始まった太平洋戦争にいたるまでに、日本と世界の間で交わさ

れた政治・外交交渉の過程を追うことによって、戦前期における日本や日本人がなにを考え
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てきたのか、不退転の決意で守ろうとしたものはなんだったかを考察する。それを正確に描

くことができれば、これからの日本の未来を世界の向かうところとすり合わせることができ

るであろう、と著者は言う。 

 2015年は戦後 70年の節目の年であった。人々の集合知として、「この国のかたち」とい

った記憶の蓄積がなされ、その記憶に従って、人々は国家に対して歴史的な評価を下す。70

年はそうするのに適切な時間なのではないか。その意味で、自国民も他国民も戦争行為では

一人も殺されず殺さずやってきた日本国憲法下の戦後日本の 70年の歩みが、いかなる歴史

的評価を受けるのかを考えるのは、興味深い。 

 そこで、現天皇・沖縄県の翁長知事・安倍首相の発言が取り上げられる。このうち、天皇

は８月 15日の全国戦没者追悼式の式辞で、例年と異なった発言をした。「平和の存続を切望

する国民の意識に支えられ」という部分と、「さきの大戦に対する深い反省と共に、今後、

戦争の惨禍が再び繰り返されることを・・・」という部分である。後者の発言は、憲法の規

定から見て、象徴天皇制から逸脱しかねない行為ではないか、との指摘もあった。（私は、

去年８月８日の「生前退位のお気持ち表明」とともに、安倍政権批判と受けとめたのである

が）、その安倍首相の８月 14日の内閣総理大臣談話が、1995年（戦後 50年）の「村山談話」

との比較で、批判的に分析される。「村山談話」の「わが国は、国策を誤り、戦争への道を

歩んで国民を存亡の危機に陥れ」の部分に、著者は「心打たれた」と述べ、「為政者が国家

を明確に主語にし、自国民に対して犯した誤りを明言するというのは、あまりなかったこと

ではないか」と評価する。一方、「安倍談話」の「（西洋諸国の）圧倒的な技術優位を背景に、

植民地支配の波は、19世紀、アジアにも押し寄せた」とする認識に対して、幕末段階にお

ける西洋諸国と日本の差異を、技術力という一点で捉え、技術力（軍事力）で優越する西洋

諸国と、劣るアジア諸国を対比して歴史を捉えることは、一面的であると批判している。技

術力だけを強調すると、戦前の日本の国内政治の決定的な失敗に目が向かなくなる。さらに、

戦後の歩みとして、平和憲法を基軸にアジア・太平洋諸国との信頼関係を打ち立て、穏健な

外交政策をとり、経済大国として歩んできた戦後 70年間の日本そのものの描写が少ないこ

とに驚かされたとも指摘している。また、世界恐慌、ブロック経済、植民地支配の三つを関

連づけた部分に不満を感じたという。 

日本経済史の研究成果によれば、世界恐慌の影響で経済の収縮が極めて激しかったのはイ

ギリスで、フランスと日本はあまり大きな打撃を受けなかった傾向がわかる。帝国日本の経

済力を正確に計ることがなぜ重要かといえば、「世界恐慌→列強のブロック化→日本も真似

してブロック化するが失敗→武力を背景とした経済侵略」という物語では、植民地と日本の

関係が、正確に描けないからである。輸出において、工業製品の割合が高い国は、高度に発

達した資本主義国であると規定すると、日本は 38年の時点で、輸出中の工業製品比率は

84.4％に達し、スイス・ドイツに続き、イギリスを押さえて３位につけているのだ。植民地

帝国としての日本の実力を過小評価するのは間違いである。さらに、日本と植民地の関係を

対本国取引が占める比率で見ると、37年に朝鮮の日本からの輸入は 85％、日本向け輸出は

87.4％であり、台湾は輸入が 83.3％、輸出は 87.4％に達していた。これに対して、インド

のイギリスからの輸入は 39％、輸出は 33.2％にとどまっている。戦前期の日本は、植民地
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と非常に緊密な、深い経済的連携をつくっていたのであり、支配される側から見れば、息も

つけないほどの逃げ場のない緊密さではなかったか。韓国など、日本の植民地にされた国の

人々の記憶が、他の欧米の植民地であった国々の人々の記憶と異なったものになったのは、

ある意味で当然といえる。 

 戦後長らく日本が維持してきた集団的自衛権の解釈を変えた安倍内閣による戦後 70年談

話は、自国の過去と現在について、国家が書いた一つの「歴史」にほかならない。哲学者の

和辻哲郎は、国家は歴史を形成する。従って歴史は国家の自覚であると言ってよいと述べた。 

３世紀のはじめ、卑弥呼が倭国の大王
おおきみ

となった。考古学の研究によれば、日本的首長権力

＝王権は、短期間に一挙に誕生したという。倭が一気に国家としてまとまった背景として、

朝鮮半島の軍事情勢へ対応するためという説が有力になっている。645年、倭において、中

大兄皇子を中心とする宮廷勢力が「大化改新」を行うが、それは偶然ではない。朝鮮半島情

勢をめぐって、唐からの攻撃が予想される中、国内の権力を天皇のもとに集中して対外危機

に備える必要があったからである。660年、唐が百済を滅ぼしたため、倭国は国の存亡を賭

け、唐・新羅連合軍に挑むが、663年、白村江の戦いで大敗を喫する。敗戦後、倭国は唐の

侵攻に備えるため防衛施設の整備を急ぐ。白村江の戦いは、７世紀に起きた、もう一つの日

中戦争であった。その後、倭国は必死の方向転換を試み、702年、32年ぶりに遣唐使を派遣

し、唐との関係の修復に乗り出した。遣唐使、粟田真人は、「日本という新しい国の遣いと

して来た」と述べ、則天武后はその国号変更を認めた。唐に向けて国家が編纂した歴史書が、

720年に成立したといわれる『日本書紀』である。戦いに敗北した国が、天武天皇の時代に、

自ら憲法原理を書き換えたのが『日本書紀』であった。 

 歴史学において、普通の人々が主人公として描かれるのは、近代になってからであり、日

本で近代的歴史学をつくりあげたのは、吉野作造である。吉野は『我国近代史に於ける政治

意識の発生』で、国民の中に「近代的政治意識」（政治を我が事とする態度）が発生したと

きが近代だと、提起をしている。“尊王攘夷”を掲げて明治維新を成し遂げた岩倉具視や大

久保利通らは、政府を担う立場になって、“開国和親”を唱えなくてはならなくなる。その

際、彼らは、「外国には『万国公法』というものがあって、日本に『天下の公道』に従って

交際しようとしている。交際を拒絶するのは、『古来の仁義の道』に背き、お天道様の公道

に反するのではないか」と、民衆を説得した。支配者が被支配者にこうした説明をしなけれ

ばならなくなった時代、それが近代である。国家が真剣に国民に働きかける、逆に国民が国

家に働きかける、その働きかけ方、相互のやりとりのされ方の痕跡を、遺された史料から見

出すのが歴史学のすべきことの一つである。 

 アダム・スミスは、『国富論』の中で、アメリカを独立させるべきかどうかの議論を展開

している。一つの案は、アメリカへの課税権はイギリスが保持したままで、本国議会への代

表権を認め、アメリカをイギリス帝国の中に統合するかたちで、和平を結ぶ案。二つ目は、

アメリカを自発的に分離して、独立国として承認する案であった。スミスは、アメリカとい

う植民地を持ち続けることは正義に反し、経済的にも国民の利益に反するとして、アメリカ

を独立させる第二案を選択した。国を二分し、国民の将来の豊かさを決めるような岐路に立

ったとき、経済学という新しい学問が産声をあげたのである。 
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〔２章「選択」するとき、そこでなにが起きているのか リットン報告書を読む〕 

 1931年９月 18日に起こされた満州事変は、関東軍参謀、石原莞爾らによって周到に準備

され、起こされた事件だった。石原らの考えは、革命後のソ連がまだ軍事的に弱体なうちに、

日本とソ連が対峙する防衛ラインを、山脈などの天然の要害で区切られた中国とソ連の国境

線まで北に上げること、また、満州を、将来的に予想されるアメリカとの戦いを支える兵站

基地にしてしまうことであった。つまり、ソ連の陸軍力とアメリカの海軍力に備える拠点と

しての満州占領計画であり、軍事的な発想から起こされた事件であった。 

 満州事変勃発直後の 31年９月 21日、中華民国政府は、日本の軍事行動について国際連盟

に提訴し、日本も働きかけたことで、連盟理事会は事実関係調査のための調査団派遣を決定

した。それがリットン調査団（国際連盟調査委員会）であった。 

 ここから、日本と世界が火花を散らすように切り結び、太平洋戦争にいたるまで、日本と

世界が厳しく対峙することになるのである。「リットン報告書」が世界に公表される、その

ような場面において、国や個人がどのように自らの立場を選択したのか、自らの現在と将来

をどう選んでいったのか跡づけようとするのが本章のテーマである。 

 米・英・独・仏・伊の５大国からなるリットン調査団は、32年２月末から９月にかけて

日本と中国および満州で調査を行い、32年 10月１日に連盟理事会に報告書を提出した。 

 報告書の提出後、リットンはチャタム・ハウス（英国王立国際問題研究所）で講演を行っ

た。この中でリットンは、「報告書は満洲における日本の権益を十分に認めているが、日本

はこれらの利益を確保し権利を維持せんがために、条約上の義務に合致せざる方途にでた。

我々は日本のこのやり方を認めることはできない。しかし世界の道というものが存在してい

る。もし、日本が世界の道を受け入れるならば、いまだ遅くはない」と述べた。また、日本

は軍事的な強国で中国はその点で弱体だから、まずは日中間の力の差を埋め、適切な二国間

協議を始めるために、報告書が準備した原理・原則について、両国から承認を得たいとして、

10ヶ条の原理を提案した述べた。それが「世界の道」であり、リットンは、国際連盟総会

が開かれる前に、日中が平等な立場で議論ができる素地をつくろうとした。日本を連盟の場

に呼び出して問い詰める、一対多数ではなく、日中二国が協議するための条件を連盟が提案

する。 

 「リットン報告書」は膨大なものであるが、結論は次の三つである。 

 １．満州事変についての判断 

  1931年９月 18日夜の関東軍の行動は、合法的な自衛措置とは認められないが、自衛だ

と考えていたこと自体は否定しない。 

 ２．「満州国」についての判断 

  「満州国」は二つの要素がなければ成立しなかった。一つは、日本軍と日本の官僚であ

って、「満州国」は日本の傀儡国家である。もう一つは、現在の政権は自発的な独立運

動によって出現したものではなく、「満州国」は現地の人々の支持を受けていない。 

 ３．日本の経済的利益と中国側のボイコット 

  ボイコットは国民感情があらわれたもので、国民が自発的にやっていることは否定でき
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ないが、ボイコットを主に組織しているのは国民党政府である。 

 そして、「解決の原則及び条件」として、10ヶ条の原則（「世界の道」）が示される。 

 ①中国と日本、双方の利益が両立すること 

 ②「ソ連」の利益を考慮 

 ③現存の多辺的条約（国際連盟規約、九ヶ国条約、不戦条約）との合致 

 ④満州における日本の利益の承認 

 ⑤日中間での新条約関係の設定 

 ⑥将来における紛争の解決に対する有効な措置 

 ⑦満州の自治 

 ⑧内部的秩序、及び外部的侵略に対する安全保障 

 ⑨日中間の経済的接近の促進 

 ⑩中国の改造に関する国際協力 

 満州事変を起こした日本側の態度を侵略だと述べていないところに、現実路線をとるリ 

ットンの老練さがあらわれている。日本を無駄に怒らせて良いことは何もない、という判断

であり、日本側を交渉の場に誘い込むような条件も書かれている。例えば、新政府をつくる

ための諮問委員会であり、日本人の満州における居住権と商租権の承認である。 

 また、「報告書」では、日本にとって、経済権益も大事だが、ソ連や中国との安全保障が

重要で、満州に大部隊を駐屯させておくのは、日本にとって高くつく安全保障であり、世界

に満州を守らせる道（現在の国連のＰＫＯ活動の原型）もあると問いかけ、最後に報告書の

主旨が実行できれば、「極東における両大国及び人類一般の利益の為、満州問題の満足なる

解決ができるはずだ」と謳っていた。 

 一方で、リットンは姉への手紙で、「満州国というのは明らかに欺瞞だった。（中略）調査

団が今なすべきことは、世界に事実を伝え、平和を確立する条件を示すことである」と本心

を打ち明けている。 

 そして、チャタム・ハウスでの講演でリットンは、「日本の大衆は多くの事実の真相を知

らずにいる。この事は、真相並びに世界の世論が知らされた場合においてもなお、彼らの意

見が変わらないという事にはならない」とも指摘していた。 

 では、日本側は「リットン報告書」をどう受け止めたのか。1932年 10月３日の新聞は「支

那側狂喜」、「全編随所に日本の容認し得ざる記述 我が対満策を終始否定す」などという見

出しで伝えた。日本側は「リットン報告書」が下した三つの結論のうち、二つの点で同意で

きないとした。一つ目は、関東軍の軍事行動は自衛権の行使であり、この点は譲れないと主

張。二つ目は、満州国は、現地の中国人や満州族らの民族自決によって誕生した国だと反論

した。 

 蒋介石をはじめとする中国側も、「リットン報告書」の解決案は、日本側がつくりあげた

既成事実を重視しすぎている、顧問会議の招集、外国顧問の強制任用、排日ボイコットの禁

止については容認できないと考えていた。蒋介石に批判的な勢力は、報告書の解決案を対華

二十一ヶ条とくらべても、さらに苛酷なものだと主張した。 

 「リットン報告書」というと、日本と国際連盟の関係からだけ見る場合が多いのだが、中
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国側が本当に納得していたのかという視点をもつことが大切である。 

 「リットン報告書」は、日本と中国が二国間で話し合える選択肢を提示していたが、国民

に示されたのは、「確実に、満州国は取り消される」という（偽の確実性だけを前面に出し

た）選択肢だけであった。そうなると、国民は報告書の内容を読みもしなければ、そこに含

意されたものについて真剣に考えようともしなくなる。しかし、「リットン報告書」の全文

は、新聞の号外や特別号に掲載されていたのだから、当時の国民も、本当とはしっかり読め

ばよかったのである。読めば。国民、ジャーナリズム、政府の関係を弾圧と扇動という、二

つのキーワードだけで考えてはならない。政府や為政者が抱く政策や構想、政府の主張を制

約する要素、国民が何を知り、何を望んだか、を考えなくてはならない。 

 このうち、政府の主張を制約する要素の一つとして、戦前期においては、当時の国家主義

団体、右翼による運動、もしくはテロリズムがあった。満州事変が起きた 31年には軍部が

政府を倒すクーデター（三月事件や十月事件）を計画していたし、翌 32年には、団琢麿が

暗殺される血盟団事件が起きた。その結果、本来は、政府や為政者の近くにいて合理的な判

断を行うべき人々、たとえば、世界の経済状況や政治情勢に明るいはずの財界人などが萎縮

して、できたはずの対案の提示ができなくなってしまった。わずかに、元老西園寺公望が、

英米と協調路線を述べている程度である。 

 32年 11月から 32年２月まで、満州事変をめぐって国際連盟を舞台に、日本と世界が対

峙する交渉が展開されるが、全権の松岡洋右に対して、事前の 32年 10月に閣議決定された

訓令が与えられる。それは根本方針として、①日満議定書に基づき、満州の既得権益に関す

る条約関係を継承すること、②日本軍が満州国に駐屯できることの二点をあげ、さらに、③

日本を侵略国、規約違反国と断定した場合、またそのようなことを前提とした決議を行った

場合と、日満議定書の効力を左右し、またこの運用を拘束する決議を行った場合には、連盟

と極力争い、翻意させるようあらゆる努力を傾けるよう指示している。このように政府の訓

令は、新聞が書き立てるほど強硬なものではなかったのであるが、“交渉の秘密”もあって、

情報が国民に開示されることはなかった。 

 松岡は、イギリスが示した「日本と中国の二国の会合に、イギリス、アメリカ、ソ連も加

えて、膝詰めで話し合う」という妥協案や、連盟の十九人委員会が「日本を侵略国、規約違

反国」と書き込まないように折衝し、本国に妥協を呼びかけた。しかし、内田康哉外相に突

っぱねられる。内田は、対連盟交渉によって妥協を導き出す道ではなく、中国国民政府と直

接交渉を行うことで問題をまとめられる、最後まで中国側に強気に出れば、中国側は屈服す

ると、楽観視していたと思われる。 

 斎藤実内閣は、十九人委員会で作成された日本に不利な決議文が連盟総会で採択されれば、

経済制裁が課されるかもしれない、除名という不名誉な処分を受けるかもしれない、それな

ら、連盟を脱退した方がましだ、という考えにとらわれるようになった。日本は、軍部の主

導する満州侵略の道ではだめだと気付く選択肢も時間もあったにもかかわらず、33年３月

27日、国際連盟を脱退し、日米開戦にいたるまで、「世界の道」を否定し、帝国内の植民地

を再編して経済をまわしていく方向を選択したのである。 
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〔３章 軍事同盟とはなにか 二十日間でむすばれた三国軍事同盟〕 

 日独伊三国同盟は、1939年９月、ドイツのポーランド侵攻によって始まった、ヨーロッ

パでの戦争と、すでに 37年７月から始まっていた日中戦争にアメリカが介入しないように

牽制するため、40年９月 27日、ベルリンで調印された同盟である。 

 この同盟を取り上げる第一の理由は、31年の満州事変とリットン報告書、41年の日米交

渉と太平洋戦争の間になされた日本側の決定のうち、最も重要な決定であったことにある。

日本というカードが加わることで、ヨーロッパの戦争が太平洋における戦争と結びつけられ

ることになったからである。 

 1941年 12月８日、日本軍が真珠湾を攻撃したことで、ドイツとイタリアは、12月 12日、

アメリカに宣戦布告した。三国同盟は、第二次世界大戦にすでにかかわっている国以外の一

国（アメリカ）が、ドイツ、イタリア、日本に戦争を仕掛けてきたときに初めて、三国に、

武力行使を含めた援助義務が発生するとされていた。アメリカが攻撃してきたのではないの

に、なぜヒトラーは、条約上の義務もないのにアメリカに宣戦布告したのか。 

それは、真珠湾攻撃の３ヵ月くらい前に、いずれはアメリカとの戦争になるというポイン

ト・オブ・ノーリターン（引き返し不能点）に地点を自覚したからだという。イギリスのド

イツ史研究者イアン・カーショーによれば、「（ヒトラーは）時間がドイツに味方していない

という、言うにいわれぬ怖れを抱いていた。第一次大戦のように、アメリカの経済力が世界

を制覇する前に、アメリカを屈服させるか、少なくともその力をそいでおく必要があると考

えていたのである。かれの決断はきわめて合理的であったと言える」のである。 

 第二の理由は、日本社会において、軍事同盟をしっかり考え抜いておく必要が生じたから

である。14年７月、安倍内閣は（限定的ながら）憲法上、集団的自衛権の行使が許される

とする閣議決定を行った。「日本は国際法上集団的自衛権を保有しているが、憲法九条の制

約により行使できない」とする解釈を変更した安全保障関連法の運用次第では、日本を直接

攻撃してきていない国に対しても、日本はアメリカと共同して攻撃を加えることが可能にな

ってしまった訳で、日本が軍事同盟の世界に入っていくことを意味するのだ。 

 古今東西の軍事同盟に入っている必須要素は、仮想敵国、参戦義務、勢力圏の三つである。

60年に締結された日米安全保障条約は、ガイドラインの改定ごとに、日本本土、周辺事態

と、だんだん対象となる地域が拡張されてきた。そして、15年４月、18年ぶりに改訂され

た新ガイドラインでは「アジア太平洋地域およびこれを越えた地域の平和、安全、安定及び

経済的な繁栄の基盤を提供するため」と、対象が地球規模に拡大してしまった。 

 軍事同盟の本質は、相手を恫喝することで相手をひるませることである。しかし、相手が

恐れないとき、抑止できないときには効果はない。39年８月の独ソ不可侵条約に対抗して、

イギリスとフランスはポーランドと相互援助条約を結んで、互に互いを抑止しようとしたが

効果はなく、ヨーロッパを巻き込む戦争へと拡大した。このように、抑止していると思って

いても、実際にはエスカレートすることが軍事同盟では起こる。抑止というものは、想像上

のもの、感情的なものに左右されがちで、軍事同盟は相手国の敵意だけを増幅しかねない構

造を必然的に持っているのである。日独伊三国軍事同盟を現代的な視角から見る意義はここ

にある。 
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 40年６月、フランスがドイツに降伏した時点で、ドイツが始めた戦争に欧州大陸で軍事

的な抗戦を続ける国家はなくなっていた。イタリアは分け前を求めて参戦し、ソ連もまたバ

ルト三国を支配下に置く。このような状況が、当時、日本の前に展開されていた。 

 40年７月、提案していた最後の和平案をイギリスが拒否したとき、ヒトラーは、「イギリ

スの希望はロシアとアメリカである。もしロシアへの希望が潰えれば、アメリカも潰えさる。

なぜならロシアが脱落すると東アジアにおいて日本の価値が飛躍的に高まるからである」と

述べたと言われている。ヒトラーの頭の中に、対ソ攻撃と対日接近が、イギリスへの圧迫強

化という一点で結びつくようになっていく。 

第二次世界大戦が開始されてから一年もの間、日本は中立であった。日本から見れば、ド

イツ軍がイギリス本土を猛爆しはじめて、イギリス本土上陸作戦も準備していると聞かされ

れば、ドイツ側に立とうという気持ちが強くなる。 

そうしたとき、ドイツは日本を同盟に誘い込むためにスターマー特使を派遣してくる。40

年９月９日から、松岡洋右外相とスターマー特使との交渉が開始され、19日に御前会議決

定、26日に枢密院本会議で条約承認がなされ、翌 27日、ベルリンで三国代表の調印式が行

われた。日独伊三国同盟の条約は、わずか 20日間でできてしまっている。 

三国同盟が締結されたとき、政府は国内のどのような反応を恐れていたのか。内務省が通

信社や新聞社に与えた記事取締要綱で、記事にすることを禁じたのは、①条約締結により利

益を受けるのはドイツとイタリアである、②日中戦争の解決にならない、③日本国内に意見

の対立があった、④日ソ国交調整は共産主義者の策謀である、⑤経済界に及ぼす影響が大き

い、の５点であった。このうち③によって、逆に政府部内に鋭い対立があったことがわかる。

同盟締結の８日前の御前会議では、軍部側から、英米が貿易を制限し、石油などの重要物資

の入手が困難になる。日米戦争は持久戦になるはずだが日中戦争で国力が消耗している現状

で、どのようにして国力を持続させるか、追及する質問が出された。 

また、昭和天皇の意見を代弁する枢密院議長も、ドイツとイタリアは条約を公表すること

で、アメリカの参戦を阻止しようと考えている。アメリカが自重しているのは、日本がドイ

ツ・イタリア側に立っていないからだ。日本が態度を変えると、経済制裁を強化し、石油や

鉄を禁輸する。石油なくして戦争遂行は不可能である、などと迫った。 

これに対して近衛文麿首相や松岡外相は、曖昧かつ楽観的な見通しの説明しかできなかっ

た。その背景には、軍用資源秘密保護法などによって、金属工業、機械工業、化学工業の統

計が「丸秘」扱いとなり、これら基幹産業の生産能力の実態が、軍や経済官僚の一部だけに

握られてしまい、内閣ですら“教えてもらえない”状態になっていたことがある。 

その実、外務省、陸軍省、海軍省の事務レベルでの話し合いでは、武力行使の最大限度は

イギリスまでで、アメリカに対する武力行使の合意は形成されていなかった。これに対し、

アメリカへの武力行使まで念頭に置いた同盟にしなければ、ドイツは納得しないし、 

アメリカへの抑止効果もないと見たのが松岡外相だった。松岡は御前会議で「毅然たる態度

のみが戦争を避くるを得べし」と述べたが、それは 40年夏の時点で、アメリカの戦争への

準備が不足していることを踏まえて、欧州戦争に巻き込まれることを嫌うアメリカ国民の恐

れが最大であるときを狙って、日独伊三国がアメリカに強く出れば効果があると考えたので
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はないかと推測される。御前会議は、日米開戦回避のためあらゆる方策をとることなどの希

望意見付きという異例の形で、日独伊三国同盟を可決した。同盟に対して、陸海軍省の上層

部や枢密院議長（天皇）だけでなく、作戦を担当する統帥部が強い不安を感じていたのであ

る。特に海軍の上層部に反対が強かったことは、松岡・スターマー交渉開始直前の９月４日、

英米を仮想敵国とする軍事同盟に反対していた吉田海相が辞任に追い込まれたことでもわ

かる。海軍の中堅層以下は同盟に賛成だったため、板挟みになったと考えられる。ここにも、

三国同盟締結の異様さが現れている。 

 日独伊三国同盟を条文から見ると、前文では、「大日本帝国政府、ドイツ国政府およびイ

タリア国政府は、万邦をして、おのおのその所を得しむるを以て、恒久平和の先決要件なり

と認めたるにより、大東亜および欧州の地域において、おのおのその地域における当該民族

の共存共栄の実を挙ぐるに足るべき新秩序を建設し、云々」と謳われている。このうち、「万

邦をしておのおのその所を得しむる」という書き方には、万邦を適切な場所に位置づけ、世

界を一つにする（八紘一宇）のは、日本の天皇であるという暗黙の了解が、日本語の前文か

ら透けて見えるのである。また、「大東亜」という日本政府部内でもどこを指すのか決めら

れないような表現（陸軍のトップである杉山参謀総長が、「大東亜共栄圏とは、その範囲い

かん」と東条に質問している）が使われている。「新秩序建設」にしても、日本が「大東亜」

で掲げたい新秩序理念と、ドイツやイタリアがそれぞれ「欧州」で掲げたい理念が同じであ

るはずがない。同床異夢の同盟であることは隠しがたい。さらに、第三条には、「三締約国

中、いずれかの一国が、現に欧州戦争又は日支紛争に参入しおらざる一国（アメリカ）によ

って攻撃せられたるときは、三国はあらゆる政治的、経済的、および軍事的方法により、相

互に援助すべきことを約す」とある。松岡が考えていた同盟案は、もっと簡単な内容であっ

たが、実際の条約には、ドイツ側の要求で、対米抑止が明確に書かれた第三条が入ってしま

っている。 

 ドイツ側も、前文の意味をよく吟味もせず、条約の締結を急いだのであるが、内容的に有

利とは言えない同盟を日本はどうして蹴ることができなかったのか。それは、不利を忍んで

も、日本側こそがドイツと同盟を結びたかったからである。松岡は、条約とは別に、秘密了

解事項で日本の経済的な利権を確保しようとしていた。交渉にあたって、日本側が準備して

いた秘密了解事項の一つ目は、「生存圏の範囲」で、大東亜の地域には、満州国、南京国民

政府に加えて、旧ドイツ領南洋諸島も含まれていた。二つ目は、対英米武力行使について、

日本は自主的に判断できる、としたことである。スターマーは、二点の秘密了解事項の内容

を汲んだ交換公文を公式書翰にまとめることで妥協したが、ドイツ本国に知らせていなかっ

た可能性が高い。 

 日本がドイツに接近して、三国同盟を結んだ理由について、「バスに乗り遅れるな」とい

って、日本がドイツの戦勝の勢いに幻惑され、勝ち馬に乗ろうとしたと説明されることが多

い。しかし、当時、事実上の政策決定にあたっていた中堅の官僚や佐官クラスの軍人は単純

にそうは考えていなかったようである。1940年７月に二回行われた「日独伊提携強化に関

する陸海外三省係官会議」の議事録によれば、彼らの関心は、アメリカを牽制する同盟のこ

とではなく、第二次世界大戦がドイツとイタリアの勝利に終わるという前提で、ドイツに負
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けた国が保有する植民地の行方がどうなるかにあった。第一次世界大戦で負けたドイツは、

アジアの植民地を連合国側に奪われてしまった。そのため、「戦後」ドイツがアジアへ回帰

してくるのを、中堅の軍人は牽制しようとしていたのである。「大東亜共栄圏」も、（アメリ

カが日本に挑んでこない＝日本が第二次大戦に参戦しない、という想定のうえで）「戦後」

の講和会議で、日本が勝利者として、大東亜地域にある負けた宗主国の植民地を獲得するた

めのスローガンに他ならない。別の言葉で言えば、「植民地宗主国を抑えたドイツによる、

東南アジア植民地の再編成の可能性を、参戦もしていない日本が封じるための声明」が「大

東亜共栄圏」であった。同盟というのは、なんのために結ばれるのか。その交渉開始の地点

と、出口で姿を現すものは違っている。出口では文字通り、アメリカを抑止するための同盟

となっている。そして入口の裏側では、参戦条項の自主判断や大東亜の権益拡大という秘密

了解事項があって、日本にとって得なことが書かれている。もちろん、これは表には出てこ

ないことである。 

 では、中国は三国同盟をどう見ていたのか。蒋介石は、日本が南下して石油を獲得したい

と思っているときに乗じて、中国に有利な条件で講和するのは悪くないと考えていた。 

この頃、日本が考えていた停戦許容条件は①国交調整の基本原則として善隣友好・共同防

共・経済提携、②満州国承認、③容共抗日策の放棄、④防共駐兵の四点であったが、中国が

反対していた②と④については、停戦後に協議するという裏交渉が進められていた。蔣介石

が対日和平を考慮し始めた背景には、イギリスとフランスが日本の要求に屈して「援蔣ルー

ト」を閉鎖したことと、中国共産党の力が大きくなってきたことがあった。日独伊三国同盟

が締結された後の 40年 11月の時点で、蒋介石は英米路線・独日路線・ソ連路線という三つ

の外交路線を考えていた。ソ連にとって、ヨーロッパでの緊張があるとき、日本軍を大陸に

引きつけ続ける中国の存在は大きく、抗日主体としての中国国民党をソ連が応援する限りに

おいて、この路線は魅力的であった。また、ドイツは中独条約を結んでいて、中国に借款を

供与し、大量のドイツ製武器を輸出していた。ドイツという仲介者がいれば、日本と戦争を

やめる話し合いが安心してできる。さらに、第一次世界大戦後の「ヴェルサイユ・ワシント

ン体制」の「のけ者」であるドイツ・ソ連・中国に日本とイタリアを加えた五国同盟という

構想（ユーラシア大陸ブロック）もあった。ドイツが中国を同盟に入れたいと考えたのは、

日独伊三国が総力戦に不可欠な戦略物資に乏しかったこともある。ドイツのリッベントロッ

プ外相が中国大使を呼んで、三国同盟に加わり、日本との講和に応じるよう説得していた事

実がある。蒋介石は 40年 11月 21日に、ドイツを通じて日本に対し、講和の前提として、

中国からの撤兵と汪兆銘政権承認の無期限延期の２条件を示し、日本側もこれを認める連絡

を中国側に伝えた。ところが、日本は 11月 31日、汪兆銘政権を承認してしまう。ドイツを

仲介した講和の前提条件を日本側が崩してしまったのである。 

 それでは、日独伊三国同盟を結ぶまでに、日本の陸軍と海軍はどのようなことを考えてい

たのか。海軍の上層部は、日本の海軍が英米二国を合算した海軍力と戦えるようには設計さ

れていなかった、例えば、軍事予算の陸・海の配分は、40年ごろで陸軍 50億円：海軍 20

億円であった。海軍としては、陸軍がソ連や中国と和解してくれれば、南方への軍備充実に

振り向けることができる。海軍がドイツを仲介とした対ソ関係改善を望み、三国同盟に賛成
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した動機には、軍事予算をめぐる相克があった。また、陸軍と海軍の意思疎通の不足も深刻

であった。40年８月時点で、航空燃料は１年分しかなく、２年目からは原油 400万トンの

取得が不可欠で、輸入途絶後の物資持続力は平均１年、英米の物資が手に入らなければ、手

も足も出ない状況であることがわかっていた。しかし、海軍はそのことを陸軍にしっかり伝

えなかった。陸軍が「対米海戦に自信がないのであれば、南方作戦を強行するのは考えもの

だ」と念を押したのに、海軍側は大丈夫だと回答した。太平洋戦争については、圧倒的に陸

軍が悪いというイメージがあるが、海軍側の不正直さも責任重大である。 

 太平洋戦争の負け方は、同じ負けるにしても、ほかの負け方があったのではないか、とい

うくらいひどい負け方であった。30年のロンドン海軍軍縮条約で、補助艦の対英米比率５

対３をのんだ時点で、日本はアメリカと対抗する道を、本来は諦めなければならなかった。

40年の日独伊三国同盟には、人を惹きつける理念がなかった。為政者や国民が、目の前の

事態に対して、判断し、選択するための「時間」は、あまねく公平に与えられているはずだ。

その「時間」が、日本では機能していなかったと思える。 

 

〔日本人が戦争に賭けたのはなぜか 日米交渉の厚み〕 

 39年９月の第二次世界大戦の端緒をつくったのは、日本ではなかった。ただ、41年 12

月、日本の奇襲で始まった太平洋戦争が、ヨーロッパ、中東、北アフリカですでに戦われて

いた第二次世界大戦を、アジア・太平洋地域にまで拡大する環のような役割を果たした点で、

日本は世界史の当事者の一角となっていったのである。 

 41年４月 16日、アメリカの国務長官コーデル・ハルが、駐米日本大使の野村吉三郎に交

渉の基礎となる案を手渡し、その案を翌 17日、野村が東京の外務省に送ったことで、日米

交渉はスタートした。このときの交渉案が日米諒解案と呼ばれるものである。日米がすり合

わせを行ったうえで、まとめられたもので、主な内容は次のとおりである。 

 １．日米両国による恒久平和の確立。日米の伝統的な国家観念の尊重。 

 ２．三国同盟で日本に義務が発生するのは、アメリカがドイツを攻撃した場合のみ。 

 ３．①中国の独立、②日中間で成立すべき協定に基づく、日本軍の中国からの撤退。 

   ③中国領土の非併合、④非賠償、⑤門戸開放方針の復活、⑥蔣政権と汪政権合流。 

   ⑦中国領土への日本の大量・集団的移民の自制、⑧満州国の承認 

  ①から⑧の条件をローズヴェルトが認め、日本政府が実行の保証を与えたとき、ローズ

ヴェルトは、蔣介石に和平を勧告する。 

 ５．アメリカと日本の新通商条約締結の提案。日本とアジアの経済状態の改善。 

 また、諒解案で重要な点は、日米首脳会談が計画されていたことである。近衛文麿首相 

とローズヴェルト大統領が、ハワイのホノルルで会談するもので、当初はアメリカ側が急 

いでいた。日米間の了解成立後速やかに開催すること、41年５月の但し書きもあった。も 

し、この頂上会談が実現して、天皇の裁可を得てしまえば、国内手続きや反対派の動きな 

どを全部省略できるのではないかと考えられた。アメリカも政権内の対日強硬派に日本に 

も交渉できる人物がいることを見せつけるメリットがあった。 

 戦争をする前、仮想敵国同士が交渉するのは、両国間の不一致点はなにか、相手側がど 
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れだけ不当なのか、こちら側の大義名分はなにか、それらを対外的に示すもの、ある種、 

ショーウィンドウに飾るスローガンを見せる場となる。日米諒解案も日米双方がそのこと 

を意識して作成されたと考えられる。 

 アメリカは、日本軍による奇襲を、かなりの程度覚悟していながら（想定されていたのは、

真珠湾ではなく、フィリピンなどの基地であったが）、真珠湾奇襲を“騙し討ち”だとして、

国民の抗戦意識をまとめるために利用したのではないかという疑念が、今も昔も、日本社会

に根強い。アメリカ側は、暗号解読で日本の手の内をすべて読んだうえで、日本側に第一撃

をわざと打たせたという偏った主張が受け入れやすい土壌があるのだろう。 

 しかし、東京ではなく、暗号が解読されるのを覚悟で、ワシントンで交渉しようと決意し

た日本の選択を見ると、交渉に臨む本気度がわかる。日本側としては、これは実現したい交

渉だったのである。 

 アメリカも日米交渉に本気で取り組んだが、その必要性はどこにあったのだろうか。ヨー

ロッパで続いていた第二次世界大戦について、アメリカ国民は、連合国民に同情はするが、

世論調査の結果では、88％の人がアメリカの参戦には断固反対していたのである。 

 41年３月、アメリカ議会は、イギリスに対する武器貸与法を通過させた。イギリスは護

送船団方式で、兵器や物資を輸送したが、ドイツの潜水艦Ｕボートで多数のイギリス船が撃

沈された。このため、アメリカの海軍哨戒部隊を大西洋に配置することが検討された。慎重

だったローズヴェルト大統領も、４月 15日に哨戒部隊による警戒水域の拡大に同意した。

大西洋での哨戒が始まれば、太平洋に置いていたアメリカ艦隊の何割かを大西洋に移動させ

る必要が生じる。つまり、太平洋方面で日米対立が起きないようにしたかった。これが、ア

メリカが日米交渉を考慮した理由の一つであった。日米交渉については、アメリカ政府内に

も激しい意見の対立があった。スチムソン陸軍長官やモーゲンソー財務長官などは、強硬な

態度が日本をおとなしくさせる、と主張していた。このため、ローズヴェルトは日米交渉に

タッチできるメンバーを、自らとハル国務長官、ノックス海軍長官、ウォーカー郵政長官の

４人に限り、東京のグルー大使にも知らせない徹底ぶりであった。 

 一方、日本側は、三国同盟が発動される事態が起こることに危機感を抱いていた。アメリ

カが「攻撃」をすることが、三国同盟発動の条件だったが、なにをもって「攻撃」とするか、

この時点では決まっていなかったのである。また、ドイツの許可を得て、オランダ領東イン

ドの石油などを手に入れ、大東亜を日本の生存圏にしていくための時間がほしかったことも

ある。当初、宮内省や、外務省・大蔵省の一部などの親英米派だけでなく、意外にも、陸海

軍が一体となって日米交渉を支持していた理由はここにある。日本大使館付海軍武官に「陸

海軍ともに、この機会を捕捉し、概ね４月 17日付野村大使電による日米諒解案を基礎とし、

日米関係を調整することに意見一致」した旨の電報が打たれている。 

 日米交渉に関心のあるイギリスから、松岡外相宛に寄せられた手紙がある。チャーチル首

相は、①日本は、ドイツの空爆によってイギリスが屈服させられると思っているのか、②ド

イツのＵボート作戦がアメリカの援助物資の到達を妨げるほど強力だと思っているのか、③

日本が三国同盟を締結した結果、アメリカは武器貸与法を通過させたではないか、④ドイツ

が、第一次世界大戦のように敗北したら、日本の鉄鋼生産高 700万トンでは、単独での戦争
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には不十分ではないか、急所を突いた問いを発している。 

 日米交渉に関わったのは、外務省官僚や軍関係者だけではない。日本の民間人や日米のカ

トリック教会、宮内省関係者も関与していた。彼らが恐れていたのは、共産主義が世界を席

巻することであった。アメリカは、議会制民主主義や自由主義経済という自らの憲法原理を

守るため、まずは、ドイツのナチズムを打倒しなければならないと考える。そのためには、

共産主義ソ連の力を自らの陣営に引き込むことが絶対に必要であった。そこで、第一段階と

して、全体主義（ナチズム）を打倒するため、共産主義と手を結ぶ。しかし、全体主義を打

倒した後の段階になると、英米は、共産主義ソ連の憲法原理を受け入れることができなくな

る。第二次世界大戦終了後、２年も経ずに本格化する東西冷戦の芽は、41年の日米交渉の

ときから、すでに胚胎していたのである。 

 日米交渉の三大テーマは、三国同盟、日中戦争解決、太平洋の経済協力であった。この交

渉の分水嶺となったのが、41年７月に日本軍が行ったフランス領インドシナ南部への進駐

（南部仏印進駐）であった。その先には、イギリスの極東根拠地（マレーシア・シンガポー

ル）とオランダ領東インド（インドネシア）がある。日本が三国同盟を結んだのは、それほ

ど日本にとって、石油を豊富に産出する蘭印を獲得したかったからである。南部仏印に行け

ば、アメリカが「全面禁輸」に踏み切るか、その点で日本の見通しは甘かった。 

日本軍は、41年７月、５万の兵力規模で、南部仏印に進駐した。日仏間で協定に調印した

うえでの「平和」進駐だったが、シンガポールや香港を持つイギリスにとって、強い圧力と

なった。陸軍参謀本部の戦争指導班も、仏印進駐に止まる限り、アメリカの全面禁輸はない

と読んでいた。それがあまりに危ない選択肢であるという自覚がなかったのである。 

 日本という国は、戦争や武力行使が必要となるとき、自分はやりたくない、もしくはした

くないように見せたいという行為を反復してきた国ではないだろうか。陸奥宗光が使った

「被動者」（受動態、受身形で行動する人）の位置をとりながら、状況が好転するのを待っ

てみる、このような日本の決定や選択の特徴は、国際環境や国内政治の変化に柔軟に対応し

うるという長所を持つ反面、長期的な視野で物事を進めてくる国を相手にした場合、一貫し

た態度をとることができず、支離滅裂となってしまう致命的な欠陥を持っている。 

 その「被動者」的、「両論併記」がなされたのは、41年７月２日に決定された「情勢の推

移に伴う帝国国策要綱」である。要綱には、北進論と南進論が併記されている、説明される

ことが多い。実はこれに先立つ６月 22日、ドイツ軍は独ソ不可侵条約を破って、大軍をも

ってソ連に侵攻した。攻撃を予見できなかったソ連の前線は総崩れとなった。これを見て松

岡外相と参謀本部は、今こそドイツと呼応してソ連を撃てば、ソ連は土崩瓦解するのではな

いか、と主張し始めた。41年６月末の時期に北進論が急速に高まったのである。「帝国国策

要綱」が決定された背景には、北進論を唱える松岡と参謀本部、それを抑えたい軍令部、海

軍省、陸軍省の対立があった。松岡と参謀本部に対抗するため、軍令部などが、国策中に「対

英米戦争も辞せず」という言葉を入れることで、陸軍側がソ連攻撃に突っ込まないように、

文章を整えたというのが真相である。しかし、日本軍の南部仏印進駐に対し、アメリカが予

想外の全面禁輸と資産凍結という措置にでたことで、南方の緊張が高まり、陸軍は８月、年

内の対ソ攻撃を断念することとなったのである。 
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 日本側は、何故このような目算違いをおかしたのか。一つは、南部仏印に進駐する前、 

日本側は形式的にではあれ、日仏協定を締結し、進駐を「平和」的に行った、との自己認識

があったためである。次に、日本側には、アメリカもイギリスに替わって、アイスランドに

進駐したではないか、と見たことである。さらに、40年７月の北部仏印進駐の際に、 

アメリカは、石油と鋼材製造に使用する第一級屑鉄を輸出許可品に加えていたが、日本を挑

発し過ぎないよう、“抜け道”も用意されていたため、日本側に甘い予測が生じる結果とな

ったのである。 

 その後、41年７月 24日、野村駐米大使と会談したローズヴェルトは、「もし日本側が南

部仏印から撤退し、仏印の物資を各国が公平に分配できるような方法があれば、自分はその

ような方法を考える努力を惜しまない」と伝えた。このシグナルを受けて、近衛は、８26

日、「首脳会談を実現させ、細部にこだわらない大きな視点で、太平洋全般に関する重要問

題を話し合い、現在の事態を打開できるかどうかを検討することが必要である。一日も早く

お目にかかりたい」という主旨のローズヴェルト宛のメッセージを送った。ところが、日米

首脳会談について、野村大使が迂闊にもアメリカの新聞に洩らし、日本のマスコミにも伝わ

ったため、国家主義団体が強く反発し、対米交渉派を批判し始める。 

 国家主義団体は、近衛がアメリカに出したメッセージの中身を見せろと要求する運動を起

こし、平沼騏一郎元首相が狙撃されて重傷を負う事件も発生する。こうした事態に、内閣は、

近衛のメッセージを新聞に発表するが、日米交渉に反対する動きは収まらない。最も強硬な

北進論を主張していた参謀本部の戦争指導班の日誌には、「豊田（外相）最も反枢軸、次い

で、海軍なり。要は海軍省首脳なり。「お上」に原因あるやも知れず。国家の前途暗澹たり」

と記されていた。軍部が天皇こそ親英米派ではないかという危惧を抱くようになっている。

結局、10月２日にハル国務長官が、「事前に、日米の事務レベルで一致が確認できなければ、

巨頭会談を行うのは危険だ」という最終的な回答を野村に伝え、近衛とローズヴェルトが会

談する機会は失われた。 

 事態を国民はどう受け止めていたのか。歴史学では、国民と対極的な立場の人間が国民を

どう見ていたのか、国民の姿を鏡に映すことで、間接的に国民像を探る方法をとる。ソ連の

スパイ、リヒャルト・ゾルゲと活動を共にし、死刑となった尾崎秀美は、「民衆は、反英米

の気持ちにとらわれてしまっている。それは支配階級がそう仕向けたからだ。（リットンが

言ったように）国民は満洲事変の真相を知らされてこなかった。今、急に上から英米と仲良

くすると言われても、大衆は面食らうだけだ。支配層が今ごろになって、日本の経済的な弱

さを自覚して、英米に屈服することが合理的な選択肢だとわかっていても、大衆はそれを聞

く耳を持たないし、戦争に敗けた後でなければ、国民は屈服が正しい選択肢であったなどと

は決して認めないに違いない」と、鋭く分析している。昭和天皇も、木戸内大臣に対して、

「日独伊三国同盟が発布されたときの詔書にも、平和のためだとこの条約を位置づけたのに、

いかにも英米に対抗するためのものだと、国民が思い込んでいるのは困ったことだ」と述べ

た。対極にいる二人が、同様の国民観を抱いていた点が興味深い。 

 日米交渉は、41年 11月 27日のハル・ノートまで続くが、決定的に大きかったのは、９

月６日の御前会議での国策決定「帝国国策遂行要綱」で外交交渉の期限を（10月上旬に）
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区切ってしまったことである。この中で、陸軍側は、別紙として「対米（英）交渉において

帝国の達成すべき最小限度の要求事項」を付け、英米側は日本の日中戦争解決方針に干渉す

るなとし、さらに（注）として、「日支間新取極」によって定められた日本軍の駐屯に関し

ては、必ず守るものとすると書いた。ここにいう「新取極」とは、40年 11月末に日本が汪

兆銘政権と締結した日華基本条約を指している。それは、重慶の正式な中国政府の主席であ

る蒋介石としては、交渉の土台として、到底認められない内容であった。結局、 

中国からの日本軍の撤兵について、陸軍側が最後まで妥協しなかったことで、日米交渉は頓

挫することになったのである。 

 日米交渉については、アメリカ側も失敗を犯している。モーゲンソー財務長官は、日本は

「粘土足の巨人」で、経済制裁すれば屈服と見ていたし、ホーンベック国務省顧問は、「い

まだかつて、歴史上、絶望から開戦した国は一つもない」と述べた。そもそも、日本は、絶

望したから開戦したのではない。あと２年間、石油という資源を確保できている時期に開戦

しようという発想は、ありえなくはない。アメリカ側は、日本を押さえつけて、ハル・ノー

トを出せば、開戦を思い止まると思っていた。ホーンベックなどは、80％の確立で日本は屈

服すると考えていた。戦争になるなどと考えずに、強硬な最終案が準備された。しかし、日

本側は、ならばと、一か八かの賭けにでたのである。 

 41年 12月７日、日本がアメリカに日米交渉の打ち切りを伝えるときに、なにが起きたの

か。駐米日本大使館員の怠慢によって、日本のアメリカへの宣戦布告の通告が遅れたという

“神話”がある。本当のところは、東京の外務省は、陸海軍の圧力に屈し、世先である大使

館がどんなに頑張っても不可能な時間と方法で、ワシントンに電報を送っていたのである。

最後通告の電報は、全部で 14通あった。また、最後の 14通目を、ぎりぎり 30分前まで出

すなと、陸海軍の統帥部が外務省に要求し、その要求を外務省はのんだのだ。外交用語では、

「宣戦布告する」などと書く必要はない。「今後生ずる一切の事態は、貴国が責任を負う」

というのが、宣戦布告の代わりになる文言になる。ところが、14通目からは、「一切の事態」

という文言が消されたうえ、15時間も打電が後らされてしまう。これでは、ワシントンの

大使館では、奇跡でも起きない限り、対応できないことだった。奇襲を成功させるため、陸

軍は、ローズヴェルトから天皇に送られた最後の親書電報を、東京の中央郵便局で 15時間

留め置くように指示し、東京のアメリカ大使館に届く時間を引き延ばすことまでした。大元

帥である天皇に対して、アメリカの元首から送られた電報を、勝手に止めてよいと陸軍がこ

の時点で考えていたということ自体、統帥の崩壊と言える。 

 真珠湾の奇襲の成功は、ドイツの電撃戦と並んで、アメリカの軍事専門家であるアンドリ

ュー・マーシャルの研究テーマであり、頭を悩ませた問題であった。日本政府や軍の指導者

は、真珠湾攻撃の前に、自国がアメリカとの長い戦いを乗り切るための産業基盤や軍事力を

持たないことを知っていた。日本側にその自覚がありながら、開戦に踏み切ったことをアメ

リカ側も戦後になって知った。なぜアメリカは、日本を抑止できなかったのか、なぜ１対

700の石油生産、１対 12のＧＤＰ差があるとわかっていても押しかけてくる国があるとい

うことを見落としたのか。これはアメリカの戦略分析では、戦後の冷戦期、ソ連の不合理な

行動を予見するプログラムを開発する際の、非常に重要な歴史的教訓とし続けたという（現
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代でいえば、北朝鮮にあたるか？）。 

 最適解を国民が選べない。交渉は妥結したほうが、ずっといい。しかし、それを選べない

民衆がいる。なぜ、民衆が一番強硬なところへ引っ張っていかれるのか。これを避けるため

の一つの知恵は、教育である。正直な教育が大事である。日米交渉における近衛メッセージ

が新聞に掲載されたときに、これは「世界の道」であって、当然のことを近衛は言っている

と思える気持ちに人々がなれるような教育がなされ、情報が公開されていなければならなか

った。 

 我々は、後世の人たちから同じように批判されるかもしれない。後世にとって、現在が鑑

になる可能性がある。歴史が鑑だという意味はそこにある。過去の歴史を正確に描いたり学

んだりしていれば、自然に自分の将来や未来をつくることにつながる。歴史を学ぶ意味はこ

こにあるのだと思う。 

 

〔終章 講義の終わりに 敗戦と憲法〕 

 帝国日本の行った戦争は、アジアの人々への加害はもちろんのことだが、その最終盤にお

いて、とくに帝国の周縁部にいた国民の「残虐死」を招いた戦争だった。戦没者 310万のう

ち 240万人が海外で死亡しているが、2013年時点で日本に帰還した遺骨は約 127万柱に過

ぎない。日本は、兵士の死に場所や死に方を遺族に教えられなかった国であった。 

45年３月 10日、東京大空襲を行った米軍は、23年の関東大震災直後の東京でいかに大火

災が発生したのか、風向きなどについても入念な調査を行った上で、22年後に爆撃を実行

したことが知られている。日本政府や軍部は 20年以上もの間、なにをしていたのか。香港

大学のチャールズ・シェンキングは、①日本軍にあった防空軽視の思想、②レーダーや最新

式発動機など科学技術開発の遅れ、③陸海軍の対立、④飛行機の生産の遅れと航空燃料不足、

などを上げている。ただ、日本本土は、防衛しにくい地理的な構造を持っていた。このため、

日本軍は、帝国の周縁部に防衛線を設定し、本土から離れた場所で敵を撃退するという発想

があった。 

沖縄県は、日本の国土のうち、住民を巻き込んだ大規模な地上戦が唯一行われた場所であ

った。沖縄戦の犠牲者は、民間人と軍人合わせて、18万 8,137人にのぼり、民間人が９万

4,000人、軍人が９万 4,136人である。民間人と軍人の犠牲者数がほぼ同数であるところに、

沖縄戦の苛酷さの本質が現れている。民間人の多くが、アメリカ軍の投降の呼びかけに応じ

ないで、なぜ集団自決を選んだのか、そこには沖縄という本土決戦の最初の砦に擬せられた

戦場における、ある特別な意識が人々を縛っていたのである。軍が作成した檄文には、「我

が国の存亡は、真に 60万県民の総蹶起を促し、以て総力戦態勢への移行を急速に推進し、

軍官民共生共死の一体化を具現」することにかかっていると書かれていた。 

民間人に犠牲者が多く出た背景を考える際に不可欠なのは、「共生共死」４文字である。 

 一方、敗戦時、中国大陸には 105万人の日本人将兵がいた。蔣介石が統治していた中国地

域から日本への引揚げの過程で犠牲となった将兵は、５％ぐらいしかいない。蔣介石が８月

15日にラジオ放送で、「我々は報復してはならず、まして敵国の無辜の人民に汚辱の加えて

はならない。彼らが自ら誤りと罪悪から脱出できるように、我々は慈愛をもって接する」と
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呼びかけたことも大きかった。蔣介石は、倫理的に優れた指導者であったといえよう。現実

的には、日本軍が保有していた武器や弾薬を、国民党軍も共産党軍も、無傷で渡してほしか

ったことがある。37年の日中戦争勃発から敗戦まで、中国大陸で戦没した日本軍兵士は約

71万に達し、海外の戦没者 240万人の三分の一弱にあたる。一方、中国国民政府が作成し

た統計では、中国側の犠牲者について、軍人の戦死傷者を約 330万人、民間人の死傷者を約

800万人と推計している。 

 戦争に賭けた日本は、一体なにに敗けたのか。戦前期のアメリカにとって死活的に重要だ

ったのは、中国・東南アジアへの自由航行と自由貿易の権利の確保であった。この二つを邪

魔していたのが、満洲事変以降、大陸侵攻をめざした日本の国家体制であり、また、体制の

護持者を自認していた軍部・軍隊の存在だと、アメリカは考えた。アメリカにとっては、望

ましい世界秩序と、達成すべき戦争目的は地続きのものだった。アメリカが物的な優位性を、

総力戦態勢下に、全面的に国家が引き出せた背景には、国家を支える国民の広範な支持があ

ったからである。緊急時における国家と国民の間の緊密な関係を、議会制民主主義や国民主

権の原理が支えていたといえるであろう。 

 これに対して、戦前期の日本は、いわば、国民の生活のすべてが、国家に吸収されてしま

っていた国であった。日本の国家と社会が、「世界の道」の掲げる理念に敗北した具体的な

かたちが、太平洋戦争の敗北にほかならなかった。戦争に敗けた結果、憲法が書き換えられ

た。平和憲法で交戦権の否認まで掲げることに懐疑的な人々はよく、憲法はＧＨＱがわずか

８日間でつくりあげた。このような憲法を 70年もの間、後生大事に護っていて大丈夫なの

か、という。自らの利益の最大化を図りつつも、他のものも利益が得られるように配慮する

こと、そのような行為を、普遍的な理念の具体化というのではないか。日本の場合、先の戦

争では、この普遍的な理念を掲げることができなかった。戦後の日本を眺めてみれば、戦中

期の日本から軍部と軍事力を引き算し、国民が個人として尊重される国に変貌したこと、こ

の二つが大きな変化である。アメリカが指し示した憲法原理を日本が受け入れ、それが戦後

となったのである。 

 敗戦から３ヵ月後、幣原喜重郎首相は、内閣に「大東亜戦争調査会」という機関を設置し

た。幣原は 46年３月 27日の第一回総会で、「今日我々は、戦争拠棄の宣言を掲ぐる大旗を

翳して、国際政局の広漠たる野原を単独で進み行くのでありますけれども、世界は早晩、戦

争の惨禍に目を覚まし、結局私共と同じ旗を翳して、遥か後方についてくる時代が現れるで

ありましょう」と挨拶した。平和主義という言葉は用いられていないが、幣原が述べていた

のは、戦争への反省をふまえた平和主義の精神だと思われる。「大東亜戦争調査会」は、Ｇ

ＨＱの諮問機関である対日理事会の意見で、１年も経たずに解散させられた。存続していれ

ば、日本人自身がどのように戦争の原因を探求し、後世の資料として遺したかのかがわかる

はずだった。安倍内閣は、日本国憲法の改正を本格的に議論し始めたが、日本国憲法の平和

主義は、先の大戦への反省と深く結びつき、日本社会の中で生み出されてきたものであった。

憲法を自らの手で書き換えようとするのであれば、論理的な必然性からいって、45年８月

に終わった戦争について、再度、しっかり見直す必要があるはずである。戦前期の日本が行

った大きな三つの決断や交渉事について講義してきた理由の一つはここにあったのだ。 
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〔終わりに〕 

 本書は、2010年５月の第 26回読書会のテキストとして取り上げられた、同じ加藤陽子の

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』の姉妹編である。歴史には多少詳しいつもりの報

告者でも知らないことが満載の本であった。著者のリベラルで護憲的なスタンスにも共感し

た。 

本書を読んで痛感したのは、三つの決断をいつ、誰が、どのように行ったか明確でないこ

と、言い換えれば、当時の日本におけるリーダーシップの不在が改めて浮き彫りになったこ

とである。アメリカにローズヴェルト、イギリスにチャーチル、ソ連にスターリン、ドイツ

にヒトラーという（良し悪しは別にして）カリスマ性をもったリーダーがいたのに比べれば、

それは歴然としている。東条英機などは、小心な軍人官僚に過ぎない。 

記述の中では、蒋介石の評価が高すぎるのではないか、軍部では、陸軍より海軍に重きを

おいて分析しているのではないか、国民が政府や新聞に操られる存在として描かれすぎてい

るのではないか、などが疑問として残った。また、連続講義のスタイルであること、聴講者

が高校生や中学生であることから、話の展開がややくどい感じがした。また、これは編集上

の問題であろうが、記述が前後している部分が散見された（日米諒解案など）。 

日独伊三国同盟について、「日本がドイツに接近して、この同盟を結んだ理由について、

歴史もののテレビ番組などではよく、「バスに乗り遅れるな」といって、日本がドイツの戦

勝の勢いに幻惑され、勝ち馬に乗ろうとしたと説明します。これは全くの間違いとは言い切

れませんが・・・」と指摘している（p266）が、中堅軍人たちの意見交換を紹介した後で、

「日本の政治や外交を動かしていた実務担当者が、ドイツの電撃戦に心を奪われていたさま

が浮き彫りになる議事録でした」（p279）との記述がみられる。彼等も結局ドイツの勢いに

幻惑されていたではないか。それから、「ハル・ノートが野村に手渡され、その案を見た日

本側が、ああ、こんな厳しい案ではダメだと絶望し、戦争を決意した」（p306）と書いてい

ながら、「日本は絶望から開戦したのではありません」（p410）と述べるのは、矛盾している。

また、日中和平協議の部分で、「11月 30日、日本側は汪兆銘政権を承認してしまう」（p289）

とあるのだが、なぜ承認したのか分かるのは、やっと「「新取極」とは、40年 11月末に日

本が汪兆銘政権と締結した日華基本条約でした」というところ（p407）なのである。連続講

義を本にまとめることの難しさであろうか。 

 それにしても、膨大な資料を読まされたり、ネットや本で調べるよう指示されたりしなが

ら、最後までついていった高校生や中学生に心から感心した次第である。 

 

                                    （了） 


