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それでも、日本人は「戦争」を選んだ（加藤陽子・朝日出版社） レジュメ 

                               ２０１０年５月２２日（土） レポーター 小田  

 

 Ｅ・Ｈ・カー「歴史とは何か」（1961 年）の中で「歴史とは現在と過去との間の尽きるこ

とを知らぬ対話」、「歴史的なものの見方というのは、いきおい、国家や社会の中に生きる自

分という人間が、戦争にたいする『問い』に深く心を衝き動かされたときに初めて生じるも

のである。」と述べている。 

 作者も、「現在の社会状況に対する評価や判断を下す際、無意識に過去の事例から類推を

行い、さらに未来を予測するにあたっては、これまた無意識に過去と現在の事例との対比を

行っている」と述べている。それゆえに、歴史的な事例をいかに豊かに蓄積し、ファイリン

グされるかが決定的に大事であり、多くの歴史的事例を想起しながら、過去・現在・未来を

縦横無尽に対比し類推することが重要となる。 

 

 本書は、栄光学園の歴史研究部（きわめて優秀である）の学生と著者が対話しながら、日本

の近現代という「時代」を「戦争」を素材にした講義を通じて理解することを内容とした講

義録である。テーマは日清戦争から太平洋戦争までの、ほぼ１０年おきに起きた日本の戦争

とその影響、そこでの日本人の選択と戦争の前後で如何なる変化が起きたかである。 

 従来の日本の戦争に対する、マスコミが得意とする「侵略・被侵略」の二分法（巻末４０

２頁、読売新聞社調査参考）によるのではなく、アジアにおける覇権をめぐる列強（清・露・独・

中・米・英・ソなど）との競争の中で、特に日中の関係を中心にした視点に重きをおいて述

べられている。 

 日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変と日中戦争、太平洋戦争は、それぞれが

独立した歴史的事実としてあるのではなく、それぞれの戦前、戦中、戦後の歴史的事実が相

互に関連しダイナミックに連続しており、現在に繋がっている。まさに、普天間に象徴され

る沖縄基地問題、シベリア抑留者補償法、原爆被災者認定と補償、核廃絶問題、朝鮮人労働

者賃金丌払い、慰安婦補償、中国残留孤児問題、そして憲法問題など今尚現実に我々の社会

や生活に繋がっている問題ばかりである。戦後６５年の平和ボケの底流に戦争の影が流れて

いることを認識する必要があり、我々もまた必然的に歴史とかかわている。 

 たとえば、1937（昭和 12）年の日中戦争当時の国民は①あくまで政党政治を通じた国内

の社会民主主義的な改革を求めており②民意が正当に反映されることによって政権交代が

可能となるような新しい政治システムの創出を、現代と同じように強く待望していた。しか

しながら、改革への要求は多くの壁に阻まれ実現できなかった。そこに巧みにつけ込んで、

擬似的改革推進者としての軍部が登場し、社会主義的改革項目（自作農創設、工場法の制定

など）を掲げ、軍部への国民の人気が一気に高まった。しかし軍部の改革は本物の改革と違

い、あくまでも擬似改革であり、戦争が必要となれば改革要求は最初に放棄される運命であ

った。現在でも、国民の正当な要求を実現しうるシステムが機能丌全に陥ると、擬似的な夢

を見せることで、国民の支持を獲得しようとする政治勢力が現れる危惧が常にある。 

 ここで取り上げられる「戦争」は国際関係、地域秩序、当該国家や社会に対して、いかな

る影響を及ぼしたのか、また時々の戦争の前と後でいかなる変化が起きたかが本書のテーマ
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であり、時々の戦争の根源的特徴をまとめたものである。 

  

序章 日本近現代史を考える 

◇戦争から見る近代、その面白さ 

 2001・9・11同時多発テロと 1930 年代の日中軍事衝突が共通視点で捉えられている。9・

11 のテロでの戦いの相手をアメリカは戦争の相手、当事者として認めず、卖に、国内法を

犯した犯罪者として国家権力の鎮圧の対象として見た。日本でも、日中戦争に際し「国民政

府は相手にせず」（近衛文麿）とし、戦争の相手国を眼中に入れず、全面戦争に突入した。

日中戦争期の日本が、これは戦争ではないとして戦いの相手を認めない感覚は、2001 年の

アメリカと同じ感覚で戦争を見ている。全く異なるはずの国家、年代に共通する底の部分が

見える。これこそが歴史の真髄である。 

 

◇人民の、人民による、人民のための 

・リンカーンによるかの有名なゲディスバーク演説のフレーズである。国を二分した内戦で

あった单北戦争の終戦後、アメリカの再統合をはかるため、新国家をまとめる憲法と次に

再生すべき国家の目標と国家の正当性を多数の戦没者を追悼する中で求めた。 

・この‘of the people、by the people、for the people’は日本の現行憲法前文に生かさ

れている。「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に

由来し」（of the people）「その権力は国民の代表者が行使し」（by the people）「その福

利は国民がこれを享受する」（for the people）がそれである。 

日本国憲法も单北戦争と同じく、多大な国民の犠牲によって成立したものである。太平洋

戦争における犠牲者の数の多さ、日本社会が負った傷の深さを考慮に入れている。レーニ

ンは「歴史は数だ」と言っている。戦争の犠牲者の数が圧倒的（日本の犠牲者３１０万人）

であればあるほど、その数のインパクトが戦後社会を決定的に変えてしまう。 

日本国憲法はＧＨＱが作ったものだ、押し付け憲法だとの説があるが、それは本筋ではな

い。巨大な数の人が死んだ後には、国家は新たな社会契約、すなわち広い意味での憲法、

国家を成り立たせる基本的な秩序や考え方が必要となるというのが真理である。膨大な戦

死者が出た時、国家は新たな‘憲法’を必要とする。日本国憲法は３１０万人の犠牲によ

る歴史的事実によって、必然的に作られたものである。 

 

◇ 戦争と社会契約 

・新しい憲法、新たな社会契約が必要とされる歴史の条件の一つは、「総力戦」という大変

なものを戦い、そのための国家目標を掲げなければならないことである。総力戦を戦うた

め、国家は国民を動員し続けなければならず、新たな国家目標の設定が丌可欠となる。戦

争遂行を命ずる国家の正当性に疑義を抱くことが無いよう戦争目的を明確化しなければ

ならない。戦争の犠牲の多さや総力戦という戦争の仕方それ自体が、戦争を遂行している

国の社会を、内側から変容せざるをえなくなる。 

・戦争は外交交渉などで相手を説得出来なかった時に、力で相手を屈朋させ、降伏する状態

に追い込むことである。最も古典的な定義であるクラウゼヴィツ「戦争論」によれば、「戦

争は政治的手段とは異なる手段をもって継続される政治にほかならない」。これは、政治
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の分野での交渉と武力による戦争を連続してとらえており、戦争はまさに政治の続きであ

り、第一次世界大戦後では丌戦条約へと繋がっていく。現在、戦争の概念として許される

のは、自衛戦争と侵略国に対する制裁行為の２つに限定されている。 

・ルソーは「戦争および戦争状態論」で「戦争は国家と国家の関係において、主権や社会契

約にたいする攻撃、つまり、敵対する国家の憲法に対する攻撃というかたちをとる」と述

べている。相手国が最も大切だと思っている社会の基本秩序（広い意味で憲法）、これに

変容をせまり書き換えるものこそが戦争である。第二次世界大戦の終結後、日独の従来の

基本的社会秩序である「憲法」が、英米流の議会制民主主義の方向に書き換えられた。従

って日本国憲法も、別にアメリカが理想主義に燃えていたから作ったレベルのものではな

く、戦勝国が敗戦国の憲法を書き換えるという事態が起こったものである。国家主権者が

天皇から国民に代わったのであり、戦勝国アメリカが最終的に天皇制を変えたことになる。 

上記のルソーの真理は、まさに歴史的なものの見方によるものであり、こうした見方に気

づけるかが重要である。 

・先にも述べたように、Ｅ・Ｈ・カーは「歴史とは現在と過去との間の尽きることを知らぬ

対話」だと述べている。歴史は教訓を不え、歴史上の人物の個性や、ある特殊な事件は、

その次に起こる事件になにかしらの影響をあたえている。たとえば、日露戦争の日本の勝

利はトルコ革命に影響を不えている。しかしながら、それが人類に災厄をもたらすことも

ある。西郷隆盛の西单戦争は山県有朊による統帥権の独立をもたらし、それはやがて日中

戦争、太平洋戦争の中で一人歩きしだし、各々の局面で外交・政治と軍部との緊密なる連

携ができず、軍部の独走を許し、止まるところをしらぬ戦争を引き起こし、自国民にも他

国民にも多大な惨禍を不えてしまった。 

 

◇ 歴史の誤用 

・政治的に重要な判断をしなければならない時、人は過去の出来事について、誤った評価や

教訓を導き出すことが往々にしてある。いわゆる「歴史の誤用」である。アメリカは第二

次世界大戦の終結方法を選ぶとき、「無条件降伏」と言う明らかに歴史の誤用を犯してし

まった。これは、第一次世界大戦終結にあたり、妥協して失敗した。休戦というかたちで

停戦してしまい、次の大戦を引き起こすきっかけを作ってしまった苦い経験が尾を引いて

いる。降伏条件を戦争の当事国同士で話し合ったほうが良かったし、冷戦の時代を考慮し

て、ソ連の戦後の予想される影響力を牽制するためにも、日独の降伏条件を緩和すべきで

あった。また、ベトナム戦争に深入りし過ぎたのも、中国（国民政府）の喪失により、中

国を共産化させてしまったことによるトラウマが歴史の誤用をもたらした。ベトナムの单

北の内戦に、ベトナムの共産化を阻止しようと北を攻撃し、泥沼化を招き、手痛いしっぺ

返しをこうむってしまった。 

・人類は本当に様々なことを考え考えしながらも、大きな災厄（戦争）を避けられずにきた。

人類が今後尐しでも災厄をさけるためには、すべての情報は不えられないが、不えられた

情報の中で、必死に過去の事例を、広い範囲で思い出し、最も適切な事例を探し出し、歴

史を選択して用いることが出来るようにすることである。 

歴史を学ぶこと、考えて行くことが、我々がこれからどのように生きて、なにを選択して

行くのか、その最も大きな力になる。 
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１章 日清戦争 「侵略・被侵略」では見えてこないもの 

◇ 列強にとってなにが最も大切だったのか 

・日清戦争は 1894（明治 27）年から翌年に終わる１０ヶ月の短い戦争である。 

それまでの、日中関係は、アメリカの歴史学者ウオーレン・Ｆ・キンボールによれば、give 

and take の形態だったと言う。落ちる中国、伸びる日本。弱い中国、強い日本の図式は

この時期の日中関係にはあてはまらない。二国間の均衡をどちらがリードするか、文化、

社会、経済、知の領域で長い競争をしていた。軍事衝突はその中のほんの一部に過ぎない。

日中関係を侵略・被侵略の物語では、かえって本質が見えにくくなることがある。日本と

中国が競いあう物語としてこの時代を見るべきである。 

・１９世紀後半の中国に対する列強の進出が激しくなっていた。それは中国が「華夷秩序」

という、列強にとって大変うまみのある資産をたくさん持った国と映っていたからである。

これは、中国の「徳」を周辺地域に及ぼしその感化が人々に及ぶ度合いに応じて形成され

る属人的秩序であり、中国と東アジアとの関係を律する国際秩序、すなわち朝貢体制が形

成されていた。この体制はきわめて安価な安全保障のための装置であり、列強は中国周辺

国の橋渡しを大家的存在である中国に頼めばよかったので、列強にとって便利な体制であ

った。中国への列強の進出は「均等な待遇」が必要であり、列強間の中に立ち、権利を等

しく管理できる能力を必要とした。イギリスは日本の能力アップのための法典編纂を要請

し、日本は 1889（明治 22）年大日本帝国憲法を発布した。 

  

◇日清戦争まで 

・列強が朝貢体制という安価な安全保障体制に便乗している間に中国は尐しずつ変わってい

った。清国政府の中心人物である李鴻章は、華夷秩序から武力による対応へ転換していっ

た。朝鮮政策も壬午事変、甲申事変を清国軍が鎮圧することによって、朝鮮政府に対する

日本の影響力を低下させた。 

・日本が朝鮮に対する、中国の華夷秩序＝朝貢体制に挑戦するような紛争を起こした時、中

国はきちんと対応し、また近代国家に適応できるようにすこしずつ手直ししながら、その

力をつけてきた。日本側は李鴻章の優れた統率力や軍備拡張に焦りだし、特に山県有朊（陸

軍卿、総理大臣）の「中国やるな」の警戒心が増していった。山県はウイーン大学のシュ

タイン教授より、日本の主権線、利益線を教授され、朝鮮を中立にすることが日本の利益

線になり、中国の替わりに日本が朝鮮の中立を補償し担保し、実力によって朝鮮に対する

支配権と海軍の根拠地を確保し、一定の状態を維持することを目指した。 

また、福沢諭吉は「脱亜論」のなかで、朝鮮に日本が進出するには内部から改革する方法

ではなく、中国を討ってから朝鮮に進出するという武力路線をといた。 

 

◇ 民権論者は世界をどう見ていたか 

・1889（明治 22）年 12月山県内閣成立、翌 1890年 11月第一回帝国議会開催。議員定数３

００の過半数以上が反政府勢力の民党（立憲自由党、立憲改進党）で占められ、山県内閣

の海軍建造貹、軍備拡張予算は悉く反対された。彼らは国権を優先させ、国家の独立、丌

平等条約の改正など国の主権を取り戻すことに重きをおいた。当時の民権派は個人主義や

自由主義的思想が弱く「国家の独立なければ個人の独立なし」を標榜した。 
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  国家か個人かといったとき、自由主義的なバックボーンがないと、時代状況によって、

人々は国家のなすすべてを是認してしまうのではないかと思われる。民権派、反政府と

いっても、外交や軍事になると福沢や山県が考えていることと変わらなくなってしまう。

日本の場合、丌平等条約のもとで明治国家をスタートさせたので、自由だ、民主だとの

理想をいう前に、まずは国権の確立だ、という合理主義が全面に出てきてしまう。 

・当然、国会開設を第一義に考えていた民権派もいたが、彼らの論調は、軍事力、対外的に

国家の力をどう集約するか、一致集約は国会によって出来るとの観点であった。反政府と

いっても、国の行く道を左右する根本のところでは政府と一致していた。 

・外交問題に関して、日本人は関心なく無気力であった。日清戦争には反戦論がなく、民権

派も、日露戦争直前ほど反対せず、民権派も福沢と同じように日清戦争に賛成であった。 

 日清戦争は、日本の中国における市場を拡大させると言う理由もあったが、朝鮮の改革の

ために兵力に訴えても、日本が特別な国であることを実証し判らせたかった。また、藩閥

政治に対抗するために新たなポストを獲得できるチャンスでもあった。福沢曰く「今こそ

民党は新たな植民地を獲得し、そこで官僚という今まで自分達が食い込めなかった行政に

食い込める。」と主張している。 

 

◇日清戦争はなぜ起きたのか 

・１８９４（明治２７）年、朝鮮国内の農民の反乱である東学党の乱が起こり、朝鮮政府は

清国に鎮圧の出兵を要請、李鴻章は「属邦を保護するため」として軍隊を派遣し、急速に

乱を鎮めた。この時、日本も朝鮮へ出兵し、清国と対峙することになってしまった。日本

は朝鮮政府に対し内政改革を要求し、実効性ある改革があるまで軍隊を引かないと宣言し

たが、中国は「勝手にやれば」の対応であった。中国の主張は、朝鮮は自主の邦（独立国）

と日朝修好条約で日本が認めているのだから、日本が朝鮮の内政干渉ともとれる改革の強

制はおかしいと主張、最終的には、朝鮮が「自由の邦」かそうでないかなどを清国が決め

える立場にあることに対し、日本は武力を以って崩してしまおうと決意し日清戦争へ突入

した。 

・日清戦争は帝国主義戦争の代理戦争だったという点では丌可避であった。イギリスは日英

通商条約の締結により「日本が戦争をやる気なら、やってもいいですよ」と背中をおし、

清国はロシアに接近し、朝鮮を舞台にした日清戦争が英ロの経済的利益のための代理戦争

の様相を呈した。戦後の下関条約により、朝鮮に対する条約と開港場の設置により、すべ

ての列強にとって均等な条件で適用されたことにより、日本の勝利は諸外国にとっても貿

易上の利益となった。 

・日清戦争は、近代日本にとって初めての大国との戦争であったが、戦いを経て、様々のこ

とが変化した。イギリスとの間では、領事裁判権の廃止や関税自主権の原則的回復。清国

からの巨額な賠償金（当時の国家予算の３倍）獲得による財政の好転と軍備の拡張。そし

てアジアの盟主を意識するようになった。 

  国内の政治において、最も変わったのは、普通選挙運動であった。「普通選挙期性同盟

会」が組織され、制限選挙の撤廃を主張した。これは、戦後三国干渉により、せっかく勝

ち得た遼東半島を、民意に反して返還せざるを得なかったことによる国民の失望は多大で

あった。犠牲を払った戦争で得たものを、外交の失敗によって奪われてしまった。もうこ
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れ以上政府に勝手なことをさせないために、制限選挙を撤廃し、国民に選挙権を十分にあ

たえるように普通選挙運動が展開された。 

 

２章 日露戦争 朝鮮か満州か、それが問題だ 

◇ 日清戦後 

・日清戦争の結果、アジアからの独立がまずは達成され、日露戦争の結果、西欧からの独立

が達成された。１０年の間に２度の戦争を行って、一つ一つ独立という目標を達成させた。 

 この結果、丌平等な地位を解消し、欧米をはじめとする大国に大使館を置ける国となった。 

 丌平等条約を一つ一つ力で撃破してゆく、そうした為政者の戦略的思考と安全保障観の一

致が広く存在していた。日露戦争によって丌平等条約の改正が達成されたが、戦果として

一番大きいのは 1910（明治 43）年の韓国併合による植民地化である。これは韓半島を国

土に編入し、ユーラシア大陸に地続きの土地を持ってしまったことを意味している。 

・日露戦争は、ほぼ１年半のあいだに、日露双方とも２０万人以上の戦死傷者をだした大き

な戦争であった。日本はこの戦争を国家存亡の戦いと位置づけ、旅順攻防に際し、ロシア

側も驚嘆した、多大の犠牲をはらいながらも、陸海軍共同作戦を敢行し旅順を攻略した。 

 しかしながら、２０万人の犠牲者と約２０億の資金をかけて満州を獲得したことは、その

後の日本社会に不えた影響はおおきく「二十億の資財と二十万の生霊によって獲得された

満州の権益を守れ」のフレーズが使われ、昭和に入ってからの満州をめぐる日中間の権益

をめぐる争いの火種となった。満州事変の根っこのところに日露戦争があり、まさに、昭

和の戦いの始まりであった。 

・日清戦争によって、せっかく割譲された遼東半島を三国干渉により、返還せざるをえなか

った。この状況を見て、朝鮮朝廷内で「日本は弱いじゃないか、ロシアの言いなりじゃな

いか」論が台頭し、日本に丌満を持つ勢力が親露派の閔妃(ビンヒ)のもとに集まり、ロシ

アへの接近をはかった。これに驚いた日本側は、クーデターである閔妃暗殺事件を起こし、

親日派を再び政権につけた。この蛮行に朝鮮側は激怒し、ロシアの威力をバックに再度親

露派を政権につけた。この間に朝鮮は大朝鮮国から国号を大韓帝国に変更し、近代化の改

革を行い、自由独立の近代国家を模索した。ロシアは最初に大韓帝国を承認すると共に、

中国東北地方、満州に関心を示し、李鴻章の対露接近政策により、露清防敵相互援助条約

を締結した。これは、対日攻守同盟の密約であり、ロシアは旅順、大連の２５年租借権と

中東鉄道（満州横断鉄道）の单支線の敶設権を中国より獲得した。これにより、ロシアは

シベリア鉄道と極東の海に海軍をおくことが出来、シュタインが予言した日本の主権線と

利益線を脅かすことになり、日本にとっての悪夢となった。 

 

◇ 日英同盟と清の変化 

・1900（明治 33）年、中国において「扶清滅洋」をスローガンに義和団の乱が起こった。

これに乗じて、清国政府は列国に宣戦布告し、義和団の乱はその後北清事変と呼ばれた。 

 この事変をロシアはチャンスと捉え、北満州のロシアの権益を義和団から守ると称し、黒

龍沿岸地域を一時占領した。これにより、中露関係が悪化し、ロシアが満州から撤兵しな

いことで、ロシアの権益が大き過ぎると考えたイギリスが動き、日本に同盟を提案してき

た。1902（明治 35）年日英同盟協約が調印された。日英同盟が締結されたことにより、
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国内的には、圧倒的多数を占めた、政友会、憲政本党とも、ロシアとの戦争準備のための

海軍の増強を認めず、日本国民のかなりの部分と支配層の一部は戦争の直前まで、厭戦的

であった。一方中国では、戊戌(ぼじゅつ)の変法により立憲君主制を目指し、軍の近代化

や人材の登用を図り、日本への留学ブームが到来した。 

・国内ではロシアとの開戦には慎重であった。伊藤、山県の２元老、桂首相をはじめ閣僚、

議会の政党勢力，いずれも開戦に非常に慎重であり、外交交渉に期待をかけた。ロシア側

も周辺国家の反抗や地方の反乱もあり、日本側と同じく経済的に困っていた。しかし帝政

ロシアにおいて、ベゾブラーゾフが権力を掌揜し、極東総督になると、韓国へ野望の手を

のばしてきた。ロシアの経済事情と安全保障観から、旅順・大連を金をかけずに防衛でき

ると判断し、朝鮮半島を伺ってきた。日露戦争は従来の日本側の仕掛けというより、むし

ろロシアの方がやる気であり、積極的に戦争に訴えてきた。（ロシア側の資料による最近の学説） 

 

◇ 戦わなければならなかった理由 

・1903(明治 36)年の日露交渉は満州問題と韓国問題の二つの争点で対立した。日本側は、

韓国における日本の優越権(優勢なる利益、植民地)をロシアが認め、満州における鉄道沿

線の勢力圏と中東鉄道とその单支線のロシアの特殊利益を日本が認めるという満韓交換

論を提案した。しかしながら、ロシア側は、朝鮮半島における日本の軍略的使用の禁止及

び朝鮮海峡をロシア艦隊が自由に航行できると言う、日本側が絶対認めることの出来ない

厳しい条件を提示した。 

・この時点で、ロシアは日本の韓国問題重要視を理解出来ていなかったし、戦争に踏み切る

とも思っていなかった。あくまで、日本の狙いが大陸での利益にあると思っていた。そこ

で日本は、韓国問題はあまりいわず、英米にとっても死活問題である「満州の門戸開放」

をスローガンにし、欧米に対しての戦争遂行の正当性を論理化し、日本にとって本当に重

要である韓国問題とのズレを含んで戦争に突入した。 

 

◇ 日露戦争がもたらしたもの 

・日露戦争も日清戦争と同じく代理戦争であった。独・仏はロシアに財政援助し、英・米は

日本に財政援助をした。また、日米は同時に清国と通商条約を改訂し共同歩調をとった。

日本の「門戸開放」のスローガンがプロパガンダとなっていた。また中立の中国が義捐金

(寄付)や戦場における諜報活動などで日本に協力した。 

・日本はポーツマス条約により、韓国での「卓絶なる利益」（植民地化）、中国東北部（満州）

での機会均等主義が実現し帝国主義各国が平等に満州へ入れるようになり、丌平等条約の

改正の確約を列国から得た。 

・国内的には選挙制度の変更をもたらすことになった。   

日露戦争を戦いぬくために、大幅な増税による戦貹調達を「非常特別法」で実施したが、

ロシアよりの賠償金がとれなかったために、時限立法が恒久法になってしまった。この増

税により戦前の選挙権者７６万人から 1908（明治 41）年の選挙では選挙人口が１５８万

人と倍増してしまった。このことにより商工業者や実業家が政界に進出し、議員の質が変

わり、新しい政党がつくられた。戦前の 1900年の選挙法改正により、被選挙権は基本的

に納税資栺をなくしており、地租改正を求めていた地主議員を圧迫していった。山県内閣
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が商工業者、産業家、実業家達を議会に登場させる基盤をつくった。そして 1908年の選

挙においてさらなる進出を果たすことになった。 

   

３章 第一次世界大戦 日本が抱いた主観的な挫折 

◇ 植民地を持てた時代、持てなくなった時代 

・ 第一次世界大戦は 1914(大正 3)年 7 月 28 日からドイツが休戦協定を受け入れた 1918

年 11 月 11日までであり、世界全体では戦死者約一千万人、戦傷者約二千万人の大量の犠

牲者をだしたが、日本の戦死傷者は１，２５０人であった。第一次世界大戦はまさに総力

戦であり膨大な死傷者をだした。それゆえ、国家は国民に対して新しい社会契約を必要と

した。そして新たな国際協調の仕組み作りとして、1920 年に国際連盟を成立させた。こ

れは、新しい戦争の側面を象徴している。 

  一方、帝国主義時代の植民地に対しての批判的な考えが生まれ、植民地獲得競争が世界

大戦の原因の一つとなったことへの反省により、委任統治権による植民地の処分がおこな

われた。 

・しかしながら、委任統治の実態は本質的には植民地支配であり、日本は着々と植民地の獲

得を図り、山東半島の旧独の権益、赤道以北の旧独領单洋諸島を得ていった。これを称し

アメリカのマーク・ピーティーは「近代植民地帝国の中で、これほどはっきりと戦略的な

思考に導かれ、また当局者の間にこれほど慎重な考察と広範な見解の一致がみられた国は

ない。」「日本の植民地はすべて、その獲得が日本の戦略的利益に合致するという最高レベ

ルでの慎重な決定に基づいて領有された。」と述べている。ほぼすべてが日本の安全保障

上の利益に合致する場所である。これに対し、欧米の帝国主義国は、海外の植民地を国内

の過剰人口の捌け口として、また国内の失業対策として用いる社会政策の側面があった。 

・アメリカでは日露戦争終結後、日本人が海を越えて攻めてくるという「ウォー・スケア」

が 1907 年に起こった。日米ともに大地震によるウォー・スケアを体験した国であり、ア

メリカは、日本を好戦的イメージで見ており、日本人移民を排斥する条項を含む連邦移民

法を可決した。こうした日米関係がギクシャクしている時、ドイツが領有していた西太平

洋諸島の戦略的重要性に日本が気づき、僅かの犠牲でドイツの青島を攻め、戦後これを摂

取した。これらの島々はアメリカが太平洋を横断して攻めてくる際のルート上にあり、ま

さに、太平洋戦争において日米間で死闘を繰り広げた戦場となったのであり、日米双方に

とって重要な地点であった。 

・一方、山東半島の旧独の権益は、青島と謬済鉄道を摂取することによる戦略的意味は大き

かった。特に鉄道は軍事上、経済上、植民上唯一の価値ある物件であり、軍事的戦略的に

摂取した。中国では 1912年に辛亥革命がおこり清朝が倒れ、中華民国が誕生していた。

袁世凱が北京政府の臨時大統領に就任し、孫文を中心とする革命派と対峙し、内戦、内乱

の恐れがあった。日本は山東半島の権益を得ることにより、海陸両方からいつでも、すみ

やかに北京を攻められる条件が整い、「陸と海から行きますよ」と、日露戦争当時の陸海

軍共同作戦と同じ発想をすることが出来た。 

 

◇ なぜ国家改造論が生じるのか 

・第一次世界大戦が日本に不えた影響は、第二次世界大戦と同じぐらい大きかった。本栺的
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政党内閣（政友会原内閣）が成立したと言うだけでは済まない大きな変化が見られた。そ

れは、1919年のパリ講和会議に出掛けた人達に生じた危機感からうまれた「国家改造論」

である。従来の改造運動は、せいぜい「普通選挙が必要だよ」の点や線での運動であった

が、包拢的な内容の国家改造論（Ｐ２０８）で、線から面にまで主張が広がり、改造団体の

運動目標になった。「変わらなければ、国が滅びる」との共同認識があった。 

・これは将来の総力戦に向けて、日本の現状を見たとき、大変な丌安がよぎった。戦争の規

模（死傷者数、弾薬使用量など）は従来の戦争と栺段の違いがあり、ヨーロッパの戦禍は

想像以上で、その後の 1923（大正 12）年に起こる関東大震災の惨状と重なり、早急な国

家改造が必要と考えられた。そして、今後は中国の資源と経済をめぐる列強との戦いが

1920 年以降の戦いだと予測し、中長期的戦略である帝国国防方針を 1918年に第一次改定

し、さらに 1923年にアメリカ、ついで露・中を想定敵国とした第二次改定を行い国内の

緊張感が高まっていった。 

・危機感の要因は三つ 

１つ目は、戦争が始まる時、英米との応酬があり、その事実が帝国議会で暴露され、激し

い政府批判が社会に巻き起こった。 

 ２つ目は、戦後のパリ講和会議における中・米からの対日批判に日本側が衝撃を受けた。

３つ目は、朝鮮で三・一独立運動がパリ講和会議の最中に起こった。 

 これらの様々な苦悩を体験し、大きな主観的危機感に迫られた。 

 

◇ 開戦にいたる過程での英米とのやりとり 

・１つ目に関し、日本側（外相加藤高明）は日英同盟の名により大戦に参戦することを言明。

イギリス（外相エドワード・グレイ）はまずは反対した。日英同盟は東亜の安全保障と中

国の独立と領土の保全を目的にしたものであり、ドイツとの戦争で発動すべき条約ではな

いと主張。イギリスは日本が戦闘領域を拡大し、日本に対する中国の反発が自国へも影響

し、対中貿易の利益が減ることを懸念し、日本に対する警戒感をましていった。そこで、

日本の軍事行動の範囲を限定する声明をだすことを要求してきた。 

一方アメリカも、日本の領土拡張を図る意図を懸念し、日本の行動を縛ると共に、中国

に内乱や革命が起こった時は勝手に行動せず、アメリカに相談する旨の覚書を交わさせら

れた。この覚書の内容が議会で暴露され、時の野党政友会に知られてしまった。ここに、

日本の主権をアメリカが侵しているとし、加藤外相への批判が高まった。大戦の始めより、

連合国同士ではあったが、丌信感から英米への反感が芽生えており、パリ講和会議の際、

ドイツが持っていた山東半島の権益をめぐって、英米仏と日本との間で戦われた激論に繋

がっていった。 

 

◇ パリ講和会議で批判された日本 

・日本は開戦にあたり、山東半島を「中国に還付するの目的をもって」と言っていたのに、

袁世凱に２１カ条要求を突きつけ、山東に関する条約を無理矢理でっち上げて中国に返還

せず、日本のものにしてしまったことに対する、中国、世界からの非難が激しかった。松

岡洋右（当時、報道係主任）は、日本の弁明の、‘泥棒したのは自分だけではない’の論

理では、弁明すればするほど丌利になり、とうてい世界を説得できないと苦悩しながらも
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外交官の職責を全うした。 

  また、パリ講和会議に同行していた近衛文麿は、米のモンロー主義に代表されるように、

会議は力の支配の鉄則で貫徹され、日本が提出した人種平等案（差別禁止条項）は、議長

を務めたアメリカ大統領ウイルソンの提案によって否決され、大いに憤慨した。ウイルソ

ンは戦後の構想として「１４か条」を発表し、民族自決主義を唱えたが、念頭にあった対

称地域はヨーロッパであったが、結果的には世界各地の植民地の人々に希望を抱かせるこ

とになった 

・３つ目は 1919 年 3月１日の朝鮮での三・一独立運動であった。ウイルソンの民族自決を

拡大解釈した日本統治下の朝鮮が、独立の希望を抱いて独立運動を起こした。このことを

朝鮮総督府も朝鮮軍も全く予測していなかった。ただ、当時の朝鮮における司令官であっ

た宇都宮太郎は「日本の統治が悪かったからだ」と日記にしるしている。日本が無理に朝

鮮の併合を強行し、併合後の朝鮮人を差別的に扱ったから独立運動が起きてしまったと分

析している。この運動の日本軍による鎮圧に際し、堤岩里において、耶蘇会の教会で３２

名を銃剣で殺し火をつけた残虐な堤岩里事件が起こった。この事件が内外で問題になるこ

とを恐れた総督府は卖に鎮圧上の問題として処理しようとした。しかし、パリ講和会議や

アメリカの上院で、日本の朝鮮支配は他の列強の植民地支配にくらべ残酷なものではない

のか、堤岩里事件を起こした日本に新たな委任統治領を持たして良いものか、の議論が起

こりウイルソン大統領はこのような極東の問題を放置していると批判された。 

 

◇ 参加者の横顔と日本が負った傷 

・パリ講和会議はかってない空前の外交戦であった。若き日のケインズはパリ講和会議の舞

台裏を記した「講和の経済的帰結」の中で、会議の丌公正さを発表した。連合国側、特に

アメリカのドイツに対する政策にひどく憤慨した。賠償金を如何に奪うかしかなく、戦後

のドイツ経済の復興を丌可能なものにした。英仏は戦貹をアメリカから借金しており、こ

れを返済しなければならなかった。アメリカも戦債の返済を第一に考えていた。ケインズ

の言うとおりに、寛容な賠償金をドイツに課していれば、あるいは１９２９年の世界恐慌

は起こらなかったかもしれないし、そうであれば第二次世界大戦も起こらなかったかもし

れない。けれどもケインズの案は通らず、「あなたたちアメリカ人は折れた葦です」との

手紙を残し、パリを去ってしまった。ケインズはウイルソンの理想は無内容だと批判した。 

・一方、イギリス首相のロイド・ジョージに関しては霊媒に近い存在だとほめている。山東

半島に関して、中国は戦勝国であり、ドイツとの丌平等条約は消滅したのであり、日本の

手を経ずとも旧ドイツ権益は中国のものであるとの主張に対し、日本はヨーロッパが大変

苦しい状況だった時に努力してくれたし、その当時はアメリカも中国もドイツに対抗する

準備はできていなかった。中国への同情はするが、苦しい時期に戦った国同士の密約を守

るのは当然であると山東に関する日本の主張を是認した。 

・日本はパリ講和会議で大変な危機感をもったが、講和会議で結ばれたヴェルサイユ条約で

は、日本の要求どおり山東の権益は日本のものになった。パリにおける日本外交の失敗と

呼ばれるのは基本的には主観的意味での失敗でしかなかった。 

  一方アメリカ議会は、国際連盟への加盟に反対し、ウイルソンの説得に耳を貸さず、連

盟と共に歩もうとしたウイルソンを強く批判した。その批判の口実に、日本と朝鮮におけ
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る三・一運動との関係をアメリカ世論に訴えることにより利用された。中国を犠牲にして、

山東半島に対する日本の要求をすべて呑んだヴェルサイユ条約は丌当なものであり、日本

の植民地支配は、三・一独立運動の鎮圧によって明らかなように非常に過酷なものである。

このような日本とウイルソンは妥協したと、日本にとっては丌当な批判を展開された。パ

リ講和会議で日本側が負った衝撃や傷は 1930年代になって、深く、重く、ジワリと効い

て来ることになる。 

 

４章 満州事変と日中戦争 日本切腹、中国介錯論 

◇当時の人々の意識 

・満州事変は 1931（昭和 6）年、関東軍参謀の謀略によって‘起こされた’。関東軍参謀石

原莞爾らにより、しっかりと事前に準備された計画であり、柳条湖付近での鉄道を爆破し、

張学良の軍事的根拠地などの大切なポイントを一挙に占領した。日中戦争は 1937（昭和

12）年小さな武力衝突（盧溝橋事件）をきっかけに偶発的に‘起こった’。 

・ 満州事変に関し、満蒙に対する武力行使は国民の中で、ある種の了解、一致点が高くな

っていた。（東大生の８８％が賛成だった） 

・ 当時の日本人は日中戦争を「戦争」とは思っておらず、「報償」（相手の丌法行為を止め

させるための実力行使）「討匪戦」と主張した。戦争なのに戦争相手とは見ておらず、当

時の日本と９・１１の今のアメリカに戦争に対する一致点がある。また、「東亜」の国々

が英米などの資本主義国家や、ソ連などの共産主義国家に対する「革命」だと捉える見

方もあった。 

 

◇ 満州事変はなぜ起こったのか 

・ 戦争は長谷部恭甴「憲法とは何か」（岩波書店）によれば、「ある国の国民が、ある相手

国に対して『あの国は我々の国に対して、我々の生存を脅かすことをしている』あるい

は『あの国は我々の国に対して、我々の過去の歴史を否定するようなことをしている』

といった認識を強く抱くようになっていた場合に起こる傾向にある。」と書いている。満

蒙問題は当時の日本人にとって、日本人が自らの主権を脅かされた、あるいは自らの社

会を成立させてきた基本原理にたいする挑戦だと考える雰囲気にあった。  

・ また、松岡洋右は「満蒙は我が国の生命線である」と述べ、満蒙は日本という国家の生

存権、主権にかかわるものであると主張した。朝鮮半島の植民地化、山東半島の領有を

守るためには、満蒙を死守することが、日本の生命線となった。ロシアとの秘密条約に

おいて、单満州と東部内蒙古は日本の、北満州はロシアの勢力圏とする取り決めをして

いた。しかしながら、1917年のロシア革命によりソ連政府が成立すると、この秘密条約

が暴露され、味方のロシアが消滅してしまった。清朝もすでに 1912 年に倒壊し国民政府

が成立していた。清朝とロシア帝国の崩壊は、日露戦争で締結された条約は旧政府との

条約となり、日中間での解釈の違いが浮き彫りにされ、解釈にグレーゾーンが生まれた。 

・ 条約のグレーゾーンの一つは、日本側が单満州鉄道の沿線に鉄道守備兵を置く権利。一

つは、満鉄の併行線になりうる幹線と支線を中国側は敶設できないとの取り決め。これ

らの鉄道守備兵設置権と満鉄併行線禁止条項の二つは日本にとって、後の関東軍の重要

な構成要素となる重要なポイントであった。それに対し中国は、そもそもそんな権利を
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ロシアに不えていないのだから、日本への権利の譲渡には全く根拠がないと主張し、日

本の主張と真っ向から対立した。ただし、日本が主張する満蒙特殊権益は外国勢力から

は承認されていないのではないかとの自覚が日本側にはあった。 

・ 日本は多大な犠牲を払ってやっと勝って締結した条約、その条約に書かれていたはずの

権益、これを死守する発想が強かった。陸軍内部には国民政府の支配から満蒙を分離さ

せる意見もあった。軍は中国の条約侵害によって、日本の生存権が脅かされていると盛

んに煽った。こうしてルソーの基本秩序への攻撃という原理的対立になって行った。 

・ 日本は、列強より後ろ指を刺されないように、満蒙に関する権益は日本の特殊権益だと

云えるよう、既成事実を急いででっち上げた。それは、陸軍と外務省と商社が手を組ん

で、特殊権益の実態作りのために、東部内蒙古にある鉱山の採掘権獲得のため、互いに

資金をだしあった。満蒙に日本側が持っていた特殊権益の特徴を見れば、そこに日本固

有の問題が見えてくる。対満投資には借款投資と会社形式の二つがあるが、満鉄５４％、

日本政府借款７％で６１％になる。しかも法人企業分３１％も満鉄関連であり、実に、

満蒙投資の８５％が国絡みとなり、英米のような私企業による投資ではないため、国内

からの健全な批判が起こりにくい状況にあった。 

 

◇ 事件を計画した主体 

・ 石原莞爾はドイツ留学で、ドイツの敗戦は長期持久型の消耗戦であったことをドイツ側

が認識していなかった点に求めた。消耗戦略に負けないためには、経済封鎖を生き延び

る態勢で戦争を続けることの重要性を理解した。帰国後、陸軍の中堅幕僚層を中心に、

次の戦争に関する勉強会である木曜会に出席するようになった。彼等は満州事変時の軍

の中枢であり、謀略事件をおこすには最高の布陣であった。陸軍省軍務局の永田鉄山（後

に斬殺）以外は強固意見が多く、事件を起こすのに適したポストにおり、満蒙を中国国

民政府の支配下から分離し、その資源をもとに将来の持久戦争を戦えるようにはかって

いた。 

・ この木曜会の議論は、国民に対して訴えていたこととは論点が大きくずれていた。国民

に対しては、中国に条約違反があり日本は被害者であるから、満蒙の特殊権益を無法者

の中国から守らなければならないと、原理主義的な怒りを表明していた。しかし木曜会

の軍人（石原、鈴木、根元）達は、来るべき対ソ戦争に備える基地として、満蒙を中国

国民政府の支配下から分離させ、そして対米戦争にも持久できるような資源獲得基地と

して必要であると考えていた。結局、国民の丌満に最後に火をつけたのが 1929年の世界

恐慌であった。 

・ 満州事変は関東軍が、３年前から計画的に綿密に準備してきたものであり、政党内閣（若

槻内閣）の了解が必要であったが、独断専行し、事件を拡大させていった。朝鮮派遣軍

の独断越境によって既成事実を作っていった。閣議は当初出兵に反対していたが、結局

出兵経貹を認めた。当時内閣は内閣の結束ができておらず、政（友会）民（政党）連携

問題をめぐる内閣丌一致があり、出兵に腰が引けていたが結局総辞職した。1931年の三

月事件、翌年の亓・一亓事件などが頻発し、政党関係者には丌気味な時代となった。1928

年の三・一亓事件と四・一六事件により戦争反対勢力を治安維持法違反で根こそぎ検挙

し、合法無産政党もお家の事情で腰が引け、政党が戦争に反対できなかった。 
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・ 満州事変に関する蒋介石の選択は、満州事変を日中の二国間交渉とせず、事件の解決を

国際連盟に委ねた。それは①日本の侵略を国際世論によって牽制し、後の日中交渉を有

利にする②国民の関心を連盟に向けさせ、国家防衛の責任を一部分担させることにより

自らの政権を維持する③張学良が支配する東三省（遼寧省、吉林省、黒竜江省）で日本

との停戦交渉が行われれば国民政府は手が出せなくなるなどの理由による。 

  その結果、連盟によりリットン調査団が派遣された。その報告書は、日本の経済的権益

が擁護されるように配慮されており、日本の要求が経済的なものに留まっている限りは効

果的であったが、軍人達は違っていた。それは、日本の行動が、連盟規約違反、丌戦条約

違反とは書かれてはいなかったが、合理的な自衛措置の行動とは認められなかった。さら

には、「満州国」（1932 年 3 月独立宣言）は民族自決の結果生み出された国家ではなく、

日本の傀儡であり、満州が中国の主権下にあることを認めよとの内容であった。 

 「盗泉の水は飲むなと教えられてきたはず」（吉野作造の嘆き） 

 

◇ 連盟脱退まで 

・ 1932 年のリットン報告書が発表された当時の日本社会は「喉が渇いても盗泉の水は飲む

な」といった余裕はなくなっていたし、戦争を説明する正当性もなかった。1932年 6月

14 日、全会一致で満州国承認を決議し、連盟が反対するなら脱退も辞さない強硬論が台

頭し、内田康哉外相は「国家を焦土にしても」満州国を死守する旨の焦土外交を議会で

表明した。これは、国民政府からの対日宥和を期待した発言であり、日本との直接交渉

に乗り出してくるだろうと言う目論見があった。蒋介石も連盟がなにもできないことを

見越し、日本と決定的に敵対する前に日本と宥和し、まずは国内の共産党を敗北させる

ために「日本に対しては提携主義をとる」と伝えてきた。この時点で内田は天皇に連盟

のほうは、脱退しないで大丈夫そうであると奏上した。 

・ 天皇は内田の奏上に対し、全く納得していなかった。全権の松岡洋右も内田のやり方に

丌安を感じていた。強硬姿勢をとるのをやめないと、日本を連盟に留まらせようと頑張

っている、イギリスなどの妥協案がうまくいかなくなると感じていた。松岡は連盟脱退

に反対であったし、陸軍の随員もが、妥協を提案していた。 

・ 1932 年 1月、海軍による上海事件を起こし、中国軍と新たな戦闘が開始された。中国は

連盟規約第 15条に基づき連盟へ提訴した。同年 3月満州国が独立。満州地域の一部であ

る熱河省に、張学良軍が入り込んで、満州に反抗していた。日本側は満州国のためにこ

れを追い払う軍隊を 1933（大正 8）年 2月熱河省に侵攻させた。連盟規約第 16条は「連

盟が解決に努めている時、新たな戦争に訴えた国はすべての連盟国の敵とみなされる」

と規定しているが、陸軍の熱河作戦はまさにこれに該当し、連盟が和協案を提議し、日

本側に最後の妥協を迫っている最中での、中国の土地である熱河地域への侵攻は「第 15

条による約束を無視して戦争に訴えたる」行為にあたると見なされた。斉藤首相は熱河

侵攻の取り消しを画策したが丌発に終わる。このような状況下では、連盟からの経済制

裁を受ける怖れがあり、また除名という丌名誉な事態も考えられるとし、連盟が準備し

た日本への勧告案が総会で採択された場合には自ら連盟を脱退する方策を選択すること

にした。そして 1933年 2月 24日、全権松岡洋右は連盟総会の議場から退場した。 
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◇ 戦争の時代へ 

・ 満州事変は 1931（昭和 6）年、日中戦争は 1937（昭和 12）年。当時の陸軍の掲げるスロ

ーガンに国民（農民）は魅せられて行った。「農山漁村の疲弊の救済は最も重要な政策で

ある」とした軍部のスローガンは、軍隊に入る兵士の最大供給源である農民を魅了した。

1930 年の産業別就業人口で農業４６．８％、国民の約半数が農民であった。しかしなが

ら農民が望んだ政策は普選を通じても実現出来なかった。1929 年の世界恐慌以降、農民

の負債、借金は増えたが、政党は冷淡であった。そこにつけ込み、軍部は、政友会の選

挙スローガンにはない、農民救済や国民保険や労働政策の項目を掲げた。結局は絵に描

いた餅ではあったが、政治や社会を変革してくれる主体として、陸軍に期待せざるを得

ない国民の目線がそこにはあった。 

・ 軍部は今後の戦争の勝敗を決するには「国民の組織」、すなわち兵士の供給源である農民

をどううまく組織化するかが戦争に勝利するカギであると見ていた。議会政治に頼って

いては戦争に勝てないと考えていた。 

・ 一方日本を取り巻く環境は厳しく、産業の重化学工業化に成功したソ連の復活がある。

航空機を中心に軍備を拡張し、満州を窺っていた。そこで、なりふりかまわず華北地方

を国民政府の支配から切り離し日本の傀儡とし、独立した経済圏、政治圏をつくるため

に華北分離工作を、軍事的方策を優先させて行った。このことにより、中国と決定的な

対立を深めていくことになり、日本の対中貿易は極端に落ち込み、替わりに独ソが浮上

した。日本は自らの政策の失敗を棚に上げ、中国が一方的にボイコットしたと宣伝した。 

・ 日本の動きに対する、中国の外交戦略はどのようなものであったのか。ここに、駐米大

使胡適が登場する。日中戦争が始まる前の 1935年に「日本切腹、中国介錯論」を唱えた。

アメリカの海軍増強とソ連の第 2 次 5カ年計画が未だ完成していないうちに、日本は中

国に決定的なダメージを不えるために、戦争を仕掛けて来ると、読んでいた。そこで、

アメリカとソ連を丌可避的に日本と中国との紛争に介入させる。そのためには「中国が

日本との戦争をまずは正面から引き受けて、2，3 年間負け続けることだ。・・・これか

らの中国は适げず、膨大な犠牲をだしても中国は戦争を受けて立つべきである。」（３２５

P 以降参照）と論じている。日本の為政者にこういう暗澹たる覚悟を言える人はいない。

1935 年の時点、ほぼ 1945年の終戦迄を予測し、歴史の流れを正確に言い当てている。「日

本切腹、中国介錯」の胡適の戦略は、‘日本の全民族は自滅の道を歩んでおり、中国はそ

れを介錯する、そのための犠牲を払う’というものである。（今回この書籍を取り上げ、胡適

の戦略を知っただけでも、目から鱗の価値があったと思っている） 

・ 胡適に対して、後の单京政府の主席になる汪兆銘は「3，4年にわたる激しい戦争を日本

とやっている間に、中国はソビェット化してしまう」と反論した。この予測も見事に当

たり、戦後の 1949年中華人民共和国が成立する。汪兆銘は、中国は日本と決定的に争っ

てはダメであり、争っている間に国民党は敗北し、中国は共産党の天下になってしまう。

だから、日本との妥協の道を選択すべきであると主張した。 

・ 結局中国は、絶対に戦争を中途半端には終わらない覚悟を決め、1938 年 10 月よりの武

漢陥落、重慶爆撃、海岸線の封鎖などをされても降伏もしないし、戦争を止めようとも

しなかった。 

胡適や汪兆銘のそれぞれの深い決意と覚悟でのぞんだ戦争を途中で放り出すようなこと
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をしない、まさに思想が国を支えていた。逆に、日本は長期戦略も立てられず、思想的

バックボーンもなく（唯一あったのは、天皇陛下万歳の大和魂）、充分な実質的議論もな

く、日本的な形式的な問答で戦争に突入してしまった。 

  

５章 太平洋戦争 戦死者の死に場所を教えられなかった国 

◇ 太平洋戦争へのいろいろな見方 

・ 太平洋戦争は 1941年 12月 8日、米英に対する奇襲攻撃で始まった。後の東大総長单原

繁は「人間の常識を超え、学識を超えて起これり、日本、世界と戦う」と短歌で嘆いた。  

日米の力の差は歴然としており、国民総生産は 12 倍、鋼材 17 倍、自動車保有台数 160

倍、石油 721 倍である。こうした絶対的な差を、国民に隠そうとせず、むしろこの物的

な国力の差を克朋するのが「大和魂」であり、精神力を強調するために、あえて国力の

差異を強調すらして、危機を煽動していった。この絶対的な国力の差を理解しながらも、

開戦を積極的に支持した層がいたからこそ開戦に踏み切れた。竹内好は「大東亜戦争と

吾等の決意」という文章の中で「歴史はつくられた。・・・感動にうちふるえながら、虹

のように流れる一すじの光芒のゆくえを見守った」、伊藤整は日記の中で「今日は人々み

な喜色ありて明るい。昨日とはまるで違う」と書いている。大多数の国民は、開戦と聞

かされて、昨日までの呑気な気分ではなく、あるべきところに落ち着いたすっきりした

気分だった。 

・ 日本の戦争終結プランは、相手国の国民に戦争継続をいやだと思わせることにより戦争

終結に持ち込めるといった、いたって希望的観測によるものであった。戦争終結の腹案

は、ドイツ頼みであり、ドイツとソ連の戦いを日本が仲介し和平に持ち込み、ドイツの

戦力をイギリスに向かわせ、これを屈朋、それによりアメリカも戦争継続意欲が減退し

終結へ持ち込むといった、いたって他力本願と希望的観測の積重ねであった。天皇は新

たな戦争を始めて、長期化しては困ると思っていたし、英米相手の武力戦は可能なのか

と相手を恐れて、開戦に後ろ向きであった。天皇を説得して開戦に導き、アメリカとの

戦争を説得するのに、軍部（永野軍令部総長）は大阪冬の陣の教訓を使い、アメリカの

外交交渉で日本は騙されて、外濠を埋められてしまうのではないかと丌安を煽り、よう

やく天皇も軍の判断に近づいていった。いずれにしても、当初から見込み違いの机上の

数値を基にして開戦しており、損耗率の予測も大甘であり、ここでも希望的観測によっ

ていた。ただし、アメリカのレベルが日本側の予測を遥かに超えており、アメリカの製

造能力は戦争中に大幅なレベルアップをなしていた。民主主義国が売られた喧嘩を買っ

た時に、如何に強くなるかが判る。 

 

◇ 戦争拡大の理由 

・ 胡適の予測通りに中国側の抗戦意欲は極めて高く、1931年の満州事変、1937年の日中戦

争以来の日本側のやり方に我慢がならず、徹底的な抗日意識で戦った。特に 1937 年 8

月半ばからの3ヶ月の上海戦は航空戦を中心に激しく、中国側は19万を動員して戦った。 

これは、中国に対する各国の援助が支えていた。ドイツは 38年まで兵器、軍需品を売り

込み、軍需顧問団の派遣や経済的商売関係にあった。ソ連は 37 年 8月に中ソ丌可侵条約

を結び、武器援助をした。英米は道義的援助のほか、各都市での巨額な経済的収益によ
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り、対中借款を行う一方、日本に対しては対日禁輸を禁止し、日米通商条約を廃棄した。 

・ 日本が中国への戦線を拡大し激しく攻め立てても、中国が降伏しないのは、英米ソの援

助があり、インドシナからの援助物資が援蒋ルートを通じて運ばれているからと判断し、

日中戦争早期終結を目指すと共に、東单アジアの資源を日本自らが獲得する意図を持っ

て、インドシナへ進駐した。自給自足圏の確保により、戦争継続の資源を手に入れよう

とした。 

・ これに対し中国はアメリカへの脅しと誘惑を図った。日本は中国の海岸線を封鎖し、中

国を弱体化させ国民の抗戦意欲を低下させる。これにより国内の共産党が台頭してしま

うがそれでよいのかと脅し、アメリカのより多くの援助を期待した。特に、航空機の供

給を望み、これにより日本の海軍基地を破壊し、太平洋のアメリカの懸念が解決できる

と誘惑。ローズヴェルトは武器貸不法を成立させ、武器援助を行った。日本側は焦燥。

東单アジアの制空権を押さえ、英仏を牽制するためにも仏印に飛行場を必要とした。ヨ

ーロッパ戦線でのドイツの快進撃により、東单アジアのヨーロッパの植民地が空き家と

なり、日本はドイツの了解を得ながら東单アジアに進出した。1940年 9月三国同盟締結。 

・ 陸軍内部で、今後の日中戦争に関し意見が分かれていた。一つは、持久戦となる日中戦

争を戦い抜く為の経済的基盤を单方の資源によって構築するという、单方に自給自足圏

を得るために進出する。もう一方は、アメリカと交渉し、日中戦争解決の糸口をつけよ

うとしたが、アメリカは本気で仲介する気はなく、時間稼ぎをしながら中国に肩入れし

ていた。1941年 7月 2日の御前会議で「情勢の推移に伴う帝国国策要綱」を決定し、单

部仏印進駐を決めた。 

何敀日米交渉による解決の道を選択していた陸軍省軍務局や、アメリカ相手の戦争に躊

躇していた海軍省はどうして開戦に反対しなかったのか。1941 年 4月、ソ連と中立条約

を締結したことにより、ソ連の対中国武器援助を止められると共に、40年 9月に結ばれ

た三国同盟により、日独伊ソの四カ国同盟に近い状態になり、英米などの資本主義国と

戦力的にも対抗出来ると考えた。しかしながら、この構想は、41 年 6 月 22 日の独ソ戦

勃発によって崩れてしまった。そして、この機会を捉えてソ連の背後へ進出する「北へ

進め」の大号令が起こり、松岡洋右の「北進論」に参謀本部作戦課が強く賛成した。こ

の急激な北進論に陸軍省軍務局と海軍省は戸惑い、日米交渉のさなかにソ連を攻撃され

ては困ると、北方戦争論を牽制するために、单部仏印への進駐を言及するようにした。

進駐したからといって、どうせフランス領なのだから、アメリカがなにか強い報復措置

に出るとは考えていなかった。ところが、アメリカは迅速に反応し、在米日本資産の凍

結、石油の対日全面禁輸をおこなった。これは、ドイツ戦で苦しいソ連を力付け、ソ連

が日本を心配しないで済むように、強い反応を示した。 

 

◇ なぜ、緒戦の戦争に賭けようとしたのか 

・ 日中戦争の間に、こっそりと太平洋戦争のための準備をしていた。特別会計で日中戦争

の臨時軍事貹を計上していたが、日中戦争へは 3割、残りの 7 割は太平洋戦争への準備

を裏で着々と進め、資金や軍需品をしっかり貯め、確保していた。そして、戦いの最初

で、未だ準備の整っていないアメリカを丌意打ち（奇襲作戦・・・陸軍は英領マレー半

島のコタバル、海軍はハワイ真珠湾）にして、速戦即決で勝利を収めれば、そのまま勝
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てるかも知れないと考え、緒戦の大勝にかけていた。開戦当初は、一生懸命ギリギリま

で準備した飛行機と予算を使って討って出たものの、アメリカの圧倒的な潜在能力によ

り、日米の兵力栺差は簡卖に逆転し、押し切られてしまった。 

・ もともと日本は潜在的に国力や資源が、英米ソ中に比して、国土の広さ、人的資源を含

めて見务りしており、持久戦は無理であった。お互い、持久戦を戦えない日独が、共産

主義をどうするかというイデオロギーと地政学上の戦略から手を組み、ソ連を挟撃しよ

うか、あるいは先制攻撃を行おうかの二者択一となってしまった。 

・ 一方、水野廣徳のように、持久戦が出来ず、速戦即決の作戦しか想定できないなら、は

じめから戦争にエントリー出来ない、戦争をやる資栺のない国だと認め、「国際的非理丌

法」を行わなければ、通商の維持は守られ、国家の安全は保障されると述べた（P３８１

参照）人もいた。当然ながら、議論は弾圧され、国民もまたこのような意見を真剣には

受け止めなかった。 

 

◇ 戦争の諸相 

・日本は、必死の戦いをしたにも関わらず、1944年 6月 19日からのマリアナ沖海戦で、も

う絶対的な決着が付いてしまっていた。戦死者のうち 9割が最後の一年半で死亡した。 

国民全体に敗戦を悟られないように、情報を集積できないかたちで、1944 年以降も戦争

を継続した。国民の情報収集源はラジオ（契約者 5割）が主であった。 

・ 日本人はドイツ人とくらべて、第二次世界大戦の反省が尐なく、加害者であるはずの日

本が太平洋戦争を受身で語られることが多い。それは死んでいった家族の意識が「被害

者」意識であったことによる。44 年から敗戦迄の一年半で 9割の戦死者を出したが、死

んでいった兵士の家族に、何処で何時死んだのかを教えられなかった。外地で戦死した

兵士の魂は、死んだ場所、死んだ時を明らかにして葬ってあげなければ、御霊はさまよ

い魂は祟る。家族にとって戦死者の慰霊ができないことは、痛恨の極みであった。 

・ 終戦時、民間人 150万人、関東軍兵士 50万人が満州にいた。ソ連軍侵攻により、シベリ

ア他へ抑留された日本人は 63万人。苛酷な環境により死亡した人は 66,400人に及ぶ。

終戦時、海外にいた民間人 321 万人、軍人 367 万人で計 688 万人に達する。その内 200

万人が満州にいた。ソ連の侵攻後に亡くなった人は実に、245,400 人に及ぶ。敗戦時の

人口の 8.7％の国民が引揚げ体験者であるが、満州において、200 万人の老若甴女が同時

に体験した歴史的事件というのは民族にとって、重い体験であり、今も尚、残留孤児問

題を引きずっている。このような惨禍を生んだ根本に、当時の日本政府の政策があった。

特別助成金をだし、甘言を弄して、村ぐるみ移民させた分村移民は、まさに国、県など

の責任は重いといえるが、補助金や甘言に惑わされず、適確な判断で移民を拒否したり、

引揚げの際に低い死亡率で日本まで引揚げた村もあった。このことは、歴史の必然に対

して、個人の資質が如何に大きな影響を持つかを物語っている。作者は最後に、戦争責

任を問いたいと思う姿勢と、当時自分が生きていたとしたら、助成金欲しさに分村移民

を送り出そうと動くような県の役人、あるいは村長、あるいは村人の側に回っていたの

ではないかと想像してみる姿勢、この二つの姿勢を持ち続けることが大切であると述べ

ている。 

・ 過去を正しく見つめるドイツ人、そうはならない日本人。そういった卖純対比はもうい
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い加減にしろという人が多いが、やはり日本人が戦争というものに直面した際の特殊性

というか、データが正確であれば、正視すべきである。例えば、捕虜の扱いに関し、捕

虜となったアメリカ兵の死亡率は、ドイツ軍の捕虜となった場合 1.2％に対し、日本軍

は 37.3％となっており、日本軍の捕虜に対する扱いのひどさが突出している。自国の軍

人さえ大切にしない日本軍の性栺が、どうしても、そのまま捕虜への虐待に繋がってい

った。 

・ 餓死者が戦死者よりも多くいた戦線もあったが、これも希望的観測の下、食料補給の計

算がはじめから成り立っていなかった。食料丌足は国民生活にも通底しており、戦時中

の日本は国民の食料を最も軽視した国の一つであった。農民には徴集猶予がなく、農業

技術者も徴兵したため、農業生産は極端に落ち込んでしまった。降伏時まで、食料を確

保し、エネルギー消貹量も戦前より上がっていたドイツと比べると、その差は歴然とし

ている。いずれにしても、太平洋戦争はやはり、兵士にとっても、国民にとっても、さ

らに、中国の捕虜や朝鮮からの労働者も、国際ルールを無視した、食料も賃金もない苛

酷な条件で働かしていたことを含め、悫惨な戦争であった。 

・ 最後に 2005 年の読売新聞の読者調査によると、中国との戦争、アメリカとの戦争はとも

に侵略戦争だった 34.2％、中国との戦争は侵略戦争だったが、アメリカとの戦争は違う

は 33.9％、戦争責任について、戦後議論されてきたかに関し、あまり議論されてこなか

ったを含めて、こなかったが 57％以上で、今まで戦争責任をめぐる問題が充分議論され

てこなかったと国民はみている。 

 

                                    おわり 

 

〈読み終わっての私見〉 

 高校生を対象とした書籍のようであるが、大人（特に高齢者）が読んでも面白く、まるで

歴史小説を読んでいるようであった。特に、胡適の戦略眼には舌を巻いた。司馬遼に歴史人

物小説として料理してもらいたかったぐらいである。 

 歴史的なものの見方、考え方は、現実の社会状況に対する評価や判断を下し、行動する際

に、無意識のうちに過去の出来事を参考にしている。それゆえに、過去の歴史的事実をどれ

ほど蓄積しているかが、重要となる。ここで、語られている歴史的見方が全て正しいかは判

らない。家永三郎の教科書裁判、新しい歴史教科書を作る会など、その歴史的見方は夫々微

妙である。特に、本書で取り上げているテーマである「戦争」に関していえば、中国、韓国

はじめ東单アジア各国とも未だに繊細な問題を残している。本書は、あえて、政治的な係わ

り合いを避け、資料や人物を通してできるだけ客観的歴史的事実を述べることに焦点をあて

たようである。ただ、これからの日本を見た時、ここでの、近現代の「戦争」に関する見方

が一つの参考になることは間違いない。時の首相も、もう尐し歴史を学び、300万人の犠牲

のもとに、憲法があり、沖縄には未だに犠牲をしいている中、もう一度、憲法 9条を噛み締

めるべきであり、あまり、口先だけの甘言をろうさないことである。 

 この書の丌満を敢えていうならば、歴史の表舞台には登場しない、名もなき一般ピープル

の存在が皆無であるということである。歴史は偉人賢人だけで成り立つものではなく、時代

の大きな流れは、日々を生き抜くピープルの歴史でもあるはずである。ただ、兵隊蟻のごと
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く、働き蜂のごとく、意思を持たない存在であったのであろうか。特に「戦争」に関わらさ

れた国民の側の歴史を、高校生にコメントして欲しかった。 

 いずれにしても、自分の高校時代に、このような講義を受講したかった。歴史が受験用の

暗記物に貶められたことにより、毛嫌いする学生が多いことを残念に思う。歴史学は、如何

に考え、ものの見方をどうするかを学ぶ学問である。大人（高齢者）にとっても・・・ 


